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平成２５年度第２回石狩市浜益区地域協議会議事録 

 

日 時：平成２５年５月２７日（月）１８：３０～１９：４８ 

場 所：浜益支所庁議室 

資 料：会議次第 

    資料１：エゾ・サマーラリー２０１３の開催について 

    資料２：石狩市特別養護老人ホーム・石狩市認知症高齢者グループホーム・石狩市シルバー

ホーム・石狩市浜益保養センターに係る実績書 

    資料３：平成２５年度浜益区漁港清掃（岸本産業㈱地域貢献） 

    資料４：浜益区の観光活性化に係る検討会経過報告 

     

         ＝会議次第＝ 

１．開 会 

２．あいさつ 

３．委嘱状交付 委員の交代について（浜益青年会推薦） 

４．報 告 

  １）駐在所統合・移転計画について 

  ２）エゾ・サマーラリー２０１３の開催について      【資料１】 

  ３）保健福祉部からの報告（浜益５施設実績報告）     【資料２】 

  ４）群別漁港の清掃について               【資料３】 

  ５）浜益区の観光活性化に係る検討会経過報告について   【資料４】 

５．その他 

６．次回開催日程について 

７．閉 会 

 

出席者：２４人、委員１０名 職員１２名 説明員２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   ○ (支所）地域振興課産業振興担当主査 木村 弘一 

 委 員  渡邉 千秋   ○ （本庁）企画経済部企画課長 高野 省輝 

 委 員  白井かの子   ○ （本庁）企画経済部協働推進・市民の声を聴く課長 上ヶ嶋浩幸 

 委 員 三浦 信悦   ○ 

（本庁）企画経済部協働推進・市民の声を聴く課   

広聴協働男女共同参画担当主査 

清水 千晴 

 委 員 芦澤  肇   ○ （本庁）保健福祉部地域包括支援課長 長谷川睦美 

 委 員  寺山 広司    （本庁）保健福祉部地域包括支援課包括支援担当主査 巴  嘉之 

 委 員  佐々木茂雄    札幌方面北警察署花川南交番所長 渡辺 義則 

 委 員  德地 克実   モータースポーツ・エゾ副代表 藤原 篤志 
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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２回浜益区地域協議会を開催いたします。 

 本日、北海道札幌方面北警察署花川南交番、渡辺所長様、本庁保健福祉部より長谷川課長、巴主査、

企画経済部より高野課長、市民の声を聴く課より上ケ嶋課長、清水主査またエゾ・サマーラリー２０１

３大会事務局よりモータースポーツクラブ・エゾ副代表の藤原様に来ていただいておりますけれども、

報告案件の説明順に従って入室していただきますので、よろしくお願いいたします。 

    

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】】】】    

 漸く暖かさも戻りまして農作業等何かとお忙しい中、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５件を予定しております。 

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    委嘱状交付委嘱状交付委嘱状交付委嘱状交付    

【【【【佐々木課長佐々木課長佐々木課長佐々木課長】】】】    

この度、浜益青年会推薦の委員交代に伴います委嘱状交付につきまして、委嘱状につきましては委

員席にすでに備えてありますので、今後よろしくお願いいたします。 

新しい委員であります蜂谷委員から一言お願いいたします。 

【【【【蜂谷蜂谷蜂谷蜂谷委員委員委員委員】】】】    

私ども浜益青年会の会員の脱退に伴いまして、地域協議会委員の任期途中なのですが、私に交代と

なりました。任期途中という事もあり、さらに私地域協議会は初めて参加するという事もありますの

で、至らないところもありますが皆さん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の駐在所統合・移転計画について、報告願います。 

【【【【渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長】】】】    

皆さん今晩は、北警察署の花川南交番所長の渡辺でございます。私は花川南交番におりますけれど

も、石狩市と当別町の交番と駐在所の責任者という事で、今日参った訳でございます。 

この議題の中の統廃合の関係なのですが、この石狩のこちらには柏木駐在所と浜益駐在所２つがあ

るわけなのですが、既に、柏木は平成２１年、浜益は平成２３年に建て替えの時期がもう過ぎており

ます。それで全道の交番駐在所、１００位の建て替え予定があるそうです。本来は２１年と２３年に

建っていなければならないのですが、予算の関係諸々ありまして現在遅れております。今日参ったの

は柏木駐在所を廃止したい、というのは浜益駐在所と柏木駐在所は２ｋｍしか離れていません。それ

と人口、犯罪の発生状況、交通事故の発生状況、その他勘案しまして、一つに統廃合、一つにして浜

益区に駐在所、複数の駐在所を建てたい、今、狭い駐在所なものですから、事務室を大きくして２人

勤務をさせて、駐在所には一人居住して後の１名は他から通うという方向で現在検討中であります。

これは予算の絡むものでございますので、現在検討中でございますので、今後駐在所の場所も石狩市

さんと協議して場所を選定して参ります。そして道の方に上申するのですけれども、どうしても予算

の絡むことでございますので、来年に建つとか再来年に建つというのは私どもも決定権がありません

のでわかりません。方向性としては柏木駐在所を廃止して、浜益駐在所と勤務員は２名という事で複

数勤務の駐在所を現在計画して、進行中であります。 

今後、場所については選定中でございますので、柏木地区の自治会に説明して参りましたけれども、

場所は今後の話し合いの結果、決まると思います。現在進めているのは柏木駐在所の自治会の各総会

等を利用してお話した結果、賛成もありませんし反対もありません、という事は止むを得ないのかな

というのが、地域自治体の住民の皆さんのご理解と言いますか、柏木駐在所が休みの時は浜益駐在所

が来ているし、浜益駐在所が休みの時は柏木駐在所が動いていると、勤務員もお互いに両方カバーし

合っているというのが現状で、地元の皆さんもそういう風に慣れているので心配ないのかなと、聞い
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ておりますので、ぜひとも反対だと、賛成だという意見はないのですけれども、反対という意見もな

いので、今後地元の了解を得ているという方向で、これから場所の選定に入って行きたいという事が

現時点の状況です。 

こういう会合があるという事を耳にしていませんで、４月の協議会が終わった後に聞いたものです

から、浜益地区の協議会があるという事を聞きましたので、是非、こちらからご説明したいという事

で本日参りました。 

柏木の駐在所はかなり年数が経つのですから、勤務員の奥さんが台所に立つと若干傾くということ

も聴いておりますので、なるべく早めに地元の了解を得て、新しい場所、環境を変えてあげたいとい

うのが私の気持ちなものですからスムーズに、皆さんの利便のいい場所、皆さんが納得してくれるよ

うな場所を選定して、これから駐在所を新たに建てたいというのが現状でございますので、御理解し

ていただきたいという事で参りました。 

 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

    只今、駐在所の統合・移転計画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。 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤委員委員委員委員】】】】    

    統合することによって１人が通勤するという事で、住民が不安になる気がするのですが、それと今

建て替える駐在所は、２人勤務の事務所と居住部分は１世帯分ですか。 

【【【【渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長】】】】    

駐在所はそのような計画です。もう１名は出来るだけ浜益区内に居住という事です。札幌から通う

訳ではありません。 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤委員委員委員委員】】】】    

    石狩から通う訳ではないのですか。 

【【【【渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長】】】】    

そんなことはないです、地元の、柏木の１棟６戸で空きがあるとか、浜益支所の職員住宅の空きと

か、今後、そういう勤務員は札幌から通うのではなく、浜益区に居住して、冬は通行止め等いろいろ

ありますので、札幌、石狩から通ったのでは途中で通行止めになったら、仕事になりませんので、原

則は浜益区に居住という事で、駐在所は建てた所には１人居住しますけれども、通う人は浜益区に住

んでもらう、同じように石狩の駐在もそうですし、当別の太美という駐在所があるのですが、ここも

複数で同じように近くから通っていますので、その方式でありますので、とても石狩とか札幌から通

わせる気はありませんので、浜益区に住んでもらうという方向でございます。 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤委員委員委員委員】】】】    

将来的には一人勤務という方向に行くのでしょうか。 

【【【【渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長】】】】    

それは一人でももう安全ですよと、北署から７０ｋｍぐらい、厚田からでも３０ｋｍぐらいあるの

で、事案があった時に一人で対応して大丈夫なのか、本署から１時間半、冬場でしたら２時間以上掛

かってしまうので、犯人は逃げてしまうし対応は遅いという事で、２名じゃないと駄目でしょうとい

う意見ですので、将来的には分かりませんけれども現在の考えとしては、複数で行うという方向でご

ざいます。 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤委員委員委員委員】】】】    

現在場所の選定中という事ですけれども、地震津波の関係もあって建てる場所を苦慮しているとは

思います、今浜益区には１３集落ありますがやはり中心的な位置を選定するという事ですか。 

【【【【渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長】】】】    

まだ決定していませんが、やはりこちらには浜益支所がありますし、消防、郵便局もございます。

私の希望としては浜益区の浜益駐在所ですから、柏木でも良い場所があればそちらになるかもしれな

いですし、これから何箇所か候補地を出して、それを上の方に上げてどうでしょうと、まだ石狩市か

ら回答が来ていませんので、今後になると思います。 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤委員委員委員委員】】】】    

市の土地が駄目であれば、民有地を買収ということになるのですか。 
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【【【【渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長】】】】    

国、道もありませんので、今の浜益駐在所は北海道の土地なのですけれど、複数の勤務員の場所と

いうのは後ろに下げられないものですから無理でしょうと、北海道の土地は無いので後は石狩市です。

石狩市でもなければ民有地です、というスタイルです。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

他にありませんか。 

【【【【三浦三浦三浦三浦委員委員委員委員】】】】    

    場所ですが、「きらり」が良いのではないですか。 

【【【【渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長】】】】    

場所的なものを出して頂いて、１か所ではなくて数か所出しておいて選定するという風になると思

います。選定理由、メリット、デメリットありますので、現場を見て頂いてからの選定となると思い

ます。    

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

他にありませんか。    

【【【【蜂谷蜂谷蜂谷蜂谷委員委員委員委員】】】】    

    今現在パトカーは２台ですが、統合した場合は１台になるのでしょうか。    

【【【【渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長】】】】    

警察官の人員は２名ですけれど、パトカーが２台になるか１台になるかまだ判りません。 

【【【【蜂谷蜂谷蜂谷蜂谷委員委員委員委員】】】】    

例えば１名が出ている最中に他に交通事故等があった時とかは、２台あったほうが。 

【【【【渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長】】】】    

それもメリット、デメリットがあるので、今後、警察署の運営上の話ですので、私の独断でそれは

２台置きますと約束はできませんので、参考意見としては聴きますけれども、複数いる石狩駐在所、

太美駐在所も１台なのです。 

【【【【蜂谷蜂谷蜂谷蜂谷委員委員委員委員】】】】    

駐在員さんは２名勤務ですか。 

【【【【渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長】】】】    

はい。 

【【【【蜂谷蜂谷蜂谷蜂谷委員委員委員委員】】】】    

わかりました。 

【【【【渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長】】】】    

今のところでは１台でやっていますけれども、一人置いて別の方へ行くというのも可能ですから、

２台ないと動けませんという話ではないので、一人置いて別の場所に行くというのも今のところはや

っています。蜂谷さんの２台という意見は約束できません、検討させてください。 

【【【【蜂谷蜂谷蜂谷蜂谷委員委員委員委員】】】】    

それで、１名置いて違う現場に向かうというのは、時間的な問題は今のところないのですか。 

【【【【渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長】】】】    

やはり冬の交通事故は大分時間がかかっています。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

先ほど芦澤委員の方からもありましたけれども、浜益区は南北に３２ｋｍもありますし、トンネル

もかなりある場所ですので、複数箇所で、それも南北、滝川方面で事故が起きた場合には、その対応

をどのように考えているのですか。    

【【【【渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長】】】】    

浜益だけで持つのではなくて、厚田から来たり、八幡から来たり、望来から、今日も行方不明事件

があって八幡だとか望来から私も行ったのですけれど、浜益も来ましたし、１ヶ所だけではなく隣近

所の連携が足りなければ、事件現場に一度行って足りないとなれば、浜益だけでは、厚田からだとか、

望来からでも来ますので、複数の駐在所が連携して取りますので、足りなければ本部から応援よこし

たり、そういう考えを持っております。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    
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浜益区の地域事情があることを十分に承知して、取り組んでいただきたいと思います。 

【【【【渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長渡辺花川南交番所長】】】】    

わかります。原則的には警察官を減らさないという方向でございます。    

【【【【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】】】】    

    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、報告１の駐在所統合・移転計画については終わります。暫時休憩します。    

    

        ～ 休憩中 ～ 

    

【【【【神神神神田会長田会長田会長田会長】】】】    

再開します。次に報告２のエゾ・サマーラリー２０１３の開催について、報告願います。 

【【【【モータースポーツクラブ・エゾモータースポーツクラブ・エゾモータースポーツクラブ・エゾモータースポーツクラブ・エゾ藤原副代表藤原副代表藤原副代表藤原副代表】】】】    

はじめまして藤原と申します。モータースポーツの関係で石狩市に過去６年間お世話になっていて、

今年７年目なのですけれども、ラリーというものを石狩で許可をいただいて開催しています。 

浜益は今年で３年目になるのですが、皆様にその内容的なものをご説明して、来年以降もこちらの

方で開催していきたいと考えていますので、ご理解とご協力をお願いしたいと今日伺いました。 

私、モータ―スポーツ・エゾというクラブの副代表をしております藤原と申します。 

まず、うちのクラブとかモータースポーツとは、ラリーとはどの様なものか資料に基づき、簡単に

説明したいと思います。 

 

資料１：エゾ・サマーラリー２０１３の開催について（説明） 

 

浜益区では幌地区、川下地区の皆さんに協力していただいて、今まで実施してきているのですが、

毘砂別地区と送毛地区の皆さんの協力が得られれば、私どもは来年拡大して実施していきたいという

希望があります。来年以降の話がメインで今日来たという部分もありまして、なるべく早めに各住民

の皆さんに個別に御挨拶を今までしているのですが、理解を得ながらも来年の開催に向けて進めたい

と思いますので、是非、協力をいただければ助かります。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

只今、エゾ・サマーラリー２０１３の開催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。 

【【【【三浦三浦三浦三浦委員委員委員委員】】】】    

今年行う区間は舗装路ですか。舗装じゃないところもあるのですか。 

【【【【モータースポーツクラブ・エゾモータースポーツクラブ・エゾモータースポーツクラブ・エゾモータースポーツクラブ・エゾ藤原副代表藤原副代表藤原副代表藤原副代表】】】】    

協議の区間は舗装路です。移動区間は舗装が切れているところを通っていかなければならないとい

う事もありまして、今年で言いますと林道は浜益実田線というのは、舗装がかなり伸びて頂上まで行

っているのですけれども、頂上から下りてくる丸山線ですとか、竜神川線ですか、そこはどうしても

砂利道になってくるのですよ。頂上でためてＵターンさせるわけにもいかないものですから、どうし

てもそこを通って下りてくる形になりますので、そこは砂利道と、ですから競技区間自体は舗装とい

う事でやっていまして、実は我々の全７戦の内、冬が２戦あります、これはスタッドレスでやってい

るのですけれども、夏の最初の２戦は舗装路でやるという事で決めておりまして、陸別、前回行った

のは前線舗装で行っています。移動区間は別ですけれども。これから３戦あるのですが、それはすべ

て砂利道でやるという事で、全７戦となっております。 

道は舗装ですから、壊すことはないです。ガードレールにぶつかって壊すことはありますが、きち

っと直します。 

【【【【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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【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤委委委委員員員員】】】】    

終わった後の補修とかは、どのような形でやられるのですか。 

【【【【モータースポーツクラブ・エゾモータースポーツクラブ・エゾモータースポーツクラブ・エゾモータースポーツクラブ・エゾ藤原副代表藤原副代表藤原副代表藤原副代表】】】】    

道路自体の工作物を壊した場合は、市の施設ですから路面も含めて原状復帰という形です。市の担

当の方と協議終了後に現地を見て歩きますので、「ここ直してください」という様な形できちっと話

をしまして、元通りに直すという形です。 

もしも万が一、民有地権者のところに入ってしまって、木を倒すとか工作物を壊してしまったとき

はすべて原状復帰です。木を倒した場合には金銭賠償になるかもしれないのですが、我々保険にきち

っと入ってやっていますので、その辺は対応していただいています。 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤委員委員委員委員】】】】    

当日、山菜取り等林道に入ることはできませんが、その周知というのは。 

【【【【モータースポーツクラブ・エゾモータースポーツクラブ・エゾモータースポーツクラブ・エゾモータースポーツクラブ・エゾ藤原副代表藤原副代表藤原副代表藤原副代表】】】】    

６年間行っていますが、市からは事前に看板等で周知しなさいと言う事で、約１カ月前からすでに

建っているのですけれども、入口出口にすべて「何月何日何時から何時まで」許可を取ってここは通

行止めになりますと言う事で、いままで周知をしております。今回も行っております。もちろん沿道

住民の皆さんには個別に挨拶をしてそういう話をしております。 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤委員委員委員委員】】】】    

むしろ山菜取りに入るのは区民より他方からの方が多いのですけれども。 

【【【【モータースポーツクラブ・エゾモータースポーツクラブ・エゾモータースポーツクラブ・エゾモータースポーツクラブ・エゾ藤原副代表藤原副代表藤原副代表藤原副代表】】】】    

その辺は、市の方もそういうところの周知はなかなか難しいと毎年言われているのですが、新聞に

広告を載せるというところまでは、我々の予算的な部分も無いものですから、出来る限り、早めに看

板等で周知をしていくという事で、今までそういう事で山菜取りが来ても「仕方ないな」と帰ってい

ただいて、申し訳ないですが１日だけは我々が占有して行っているという現状です。 

【【【【木浪木浪木浪木浪委員委員委員委員】】】】    

私、漁業者としての意見なのですけれど、ラリー自体には興味が無いのですが、この資料にある市

有林のオフセットクレジットの購入という事は漁業者としては大変ありがたいことで、私たちも豊か

な森と海づくりという事にはいつも関心を持っておりますので、こういうシステムを利用していただ

けるのはありがたいことです。 

【【【【モータースポーツクラブ・エゾモータースポーツクラブ・エゾモータースポーツクラブ・エゾモータースポーツクラブ・エゾ藤原副代表藤原副代表藤原副代表藤原副代表】】】】    

我々はこの時代に排ガスを出して競技をしているもので、申し訳ないという立場がありまして、な

にかしら還元したいということ話し合っていたのですが、ちょうど去年から石狩市でこれをやり始め

ていただいたのです。担当課長からちょうどいいことがあるので、是非、協力していただきたいと、

我々も何かしらの協力をしたかったものですから、「これは良かったです渡りに船でした」というこ

とで第１号的にここに協力させていただいたのですが、このぐらいしかできないのですが、少しずつ

いろいろな面で協力をしていきたいと考えております。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

他にありませんか。 

幌地区で行っているのは分かっているのですが、今まで浜益区で行っていて山菜取り等とのトラブ

ルは無かったのですか。 

【【【【モータースポーツクラブ・エゾモータースポーツクラブ・エゾモータースポーツクラブ・エゾモータースポーツクラブ・エゾ藤原副代表藤原副代表藤原副代表藤原副代表】】】】    

浜益区においては聞いていないです、厚田区では山菜取りの方と会ったのですが、バスで来ている

方でどうしても入るということで、競技の合間に入ってくださいと、競技中は出ないで終わったら連

絡しますからその間、採っていてくださいという、妥協案で行ったことはあります。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

わかりました。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。    

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

無いようですので、報告２のエゾ・サマーラリー２０１３の開催については終わります。暫時休憩
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いたします。 

 

～ 休憩中 ～ 

 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

再開します。次に報告３保健福祉部からの報告（浜益５施設実績報告）について、報告願います。 

【【【【長谷川長谷川長谷川長谷川課長課長課長課長】】】】    

本来でありましたら、本年度より浜益保養センターと介護の４施設、この５施設は新たな指定管理

者が運営をする予定でしたが、皆さん御承知のとおり平成２５年３月１８日付けで指定管理者予定の

法人より正式に辞退の申し出がありまして、緊急避難的に急遽、前指定管理者の社会福祉協議会に業

務を委託しまして、石狩市が直営で実施することになりました。この間、浜益の皆さんには大変ご迷

惑をお掛けし、申し訳ありませんでした。この浜益の５施設の運営につきましては、施設維持や経費

等の課題もありますことから、現在の状況をお知らせしたくご説明に上がりました。巴よりお手元の

資料について説明をさせていただきます。 

【【【【巴巴巴巴主査主査主査主査】】】】    

地域包括支援課の巴といいます。よろしくお願いします。説明の方、座って説明させていただきま

す。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

はいどうぞ。 

【【【【巴巴巴巴主査主査主査主査】】】】    

お手元の方に配布しております、石狩市特別養護老人ホーム・石狩市認知症高齢者グループホーム・

石狩市シルバーホーム・石狩市浜益保養センターに係る実績書に基づき、説明させていただきます。 

 

資料２：石狩市特別養護老人ホーム・石狩市認知症高齢者グループホーム・石狩市シルバーホーム 

・石狩市浜益保養センターに係る実績書（説明） 

 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

只今、保健福祉部より浜益５施設実績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。 

【【【【三浦三浦三浦三浦委員委員委員委員】】】】    

今後２年間、石狩市社会福祉協議会に運営を委託するという事ですが、その後の運営主体はどの様

になるのでしょうか、私個人の考えですが、「石狩市が直営で行っていただきたい」というのが第１

点、そして市の直営がどうしてもできない場合には、今まで指定管理、運営委託を受け浜益区での経

験がある石狩市社会福祉協議会が運営できないものでしょうか。 

どの様な形でも２年間と言わずに、この施設を石狩市社会福祉協議会が運営し「浜益区の皆さん、

安心してください。」という姿勢を取っていただけないでしょうか。 

【【【【長谷川長谷川長谷川長谷川課長課長課長課長】】】】    

今、委員からご質問あった件に関しては、私の方からは市はこういうふうにしますということは、

お返事は出来ません。 

今は、先ほど前段説明させていただいたように、緊急避難的に業務委託という形でやらせていただ

いていることと、１年でいろいろな浜益地域での課題ということはあると思うのですが、その部分を

一連の中で整理したり、どういうことが望ましいという事を考えていくのは難しいかなと、思っては

いるのですけれども、ただ今、石狩市の方では公の施設を指定管理者を導入するという様な方針もあ

りますことから、皆さんの意見等々については、部長なり、市の方にも持ち帰ってお話しすることは

可能だと思いますけれども、今はこのような返事しかできないことをご了承いただきたいと思います。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

他にありませんか。 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤委員委員委員委員】】】】    

今年の場合は時間的なこともあって、指定管理者は無理であったと思うのですけれども、ただ新聞
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紙上で見た中では、社会福祉協議会が指定管理を受けても人材確保に大変だという事が書かれていま

した。市からの業務委託でも同じ悩みです。 

石狩市は公共施設を指定管理に移行していますが、これらの施設については市役所の中でも、議会

の中でも議論されるかと思いますけれども、どういう形にしても、この施設で働く人、施設を利用さ

れている人、これらの人が安心できるような形を作っていただければ良いかと思うのです。 

地域の実態を十分に、今、業務委託をした期間の中でいろいろと把握していただいて、それらを含

めて良い方向になるような形で検討して貰いたいと思います。 

【【【【神神神神田会長田会長田会長田会長】】】】    

他にありませんか。 

【【【【三浦三浦三浦三浦委員委員委員委員】】】】    

今後、どうしても経費削減等により指定管理者を募集するという考えになるのであれば、職員の代

表や議員などを入れ、管理の内容、職員の採用等々を十分検討しながら指定管理者の決定をしていた

だきたい。 

そうしなければ、いつまでたっても今回のような問題が起こるでしょう。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

それは要望という事で、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。    

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

無いようですので、報告３の保健福祉部からの報告（浜益５施設実績報告）については終わります。

暫時休憩いたします。 

 

～ 休憩中 ～ 

 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

再開します。次に報告４の群別漁港の清掃について、事務局から報告願います。 

【【【【佐々木課長佐々木課長佐々木課長佐々木課長】】】】    

私の方から群別漁港のゴミの件ということで、先月第１回の地域協議会で徳地委員から今年は海の

ゴミが多く、なにか手立てはないかとの意見がありました。私どもの方で本庁企画経済部の水産、ま

た漁協等の聞き取りを行いましたけれども、ちょうどその時期に資料にございますとおり、群別漁港

の清掃を岸本産業株式会社の方々が、地域貢献ということで４月２２日、２３日の両日に２５人の参

加をいただきまして群別漁港を掃除していただきました。 

また、岸本産業株式会社におかれましては、区内の漁港、船揚場を、延べ人数で４８人の職員が参

加して清掃を行っていただきました。ゴミの量で燃えないゴミで１３０ｋｇ、粗大ごみで２，１３０

ｋｇと、かなりきれいにしていただいたのではないかと思っております。 

この群別漁港におきましては、５月１２日の日曜日に群別自治会によりまして、津波を想定した避

難訓練を行っており、終了後に海沿いの道路も含めてゴミを集めていただいたということで、伺って

おります。 

今後、区内漁港のゴミの問題も出てくるかと思いますけれども、私どもとしては地域の意見がござ

いましたら、各関係機関や自治会、ＮＰＯ等々、活動していただける組織をピックアップするなどの

対応を考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

只今、群別漁港の清掃について、事務局より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。 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤委員委員委員委員】】】】    

関連して、浜益自治会で先日の土曜日に春のクリーン作戦ということで、郷土資料館から国道２３

１号線まで行ったのですが、道路から海までの間で流木が凄く、自治会で拾えるものは拾ったのです

が大きいものは手を出すことができませんでした。 

今まで流木の処理は行っていませんが、郷土資料館に至るまでの景観上の問題もあることですから、



- 9 - 

 

地域で行うのは大変でしょうし、工夫を凝らして処理できないでしょうか。 

【【【【佐々木課長佐々木課長佐々木課長佐々木課長】】】】    

港の中は操業の障害になりますので、皆さんの協力の下処理しているケースはありますが、漁港以

外の海岸沿いは手がつけられない状況です。人力では不可能ですし、どう処理するかは検討が必要で

す。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

 よろしいでしょうか、次に報告５の浜益区の観光活性化に係る検討会経過報告について、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】】】】    

浜益区の観光の活性化に係る検討会経過報告について、資料４に基き説明いたします。 

    

資料４：浜益区の観光の活性化に係る検討会経過報告（説明）    

    

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

    只今、事務局より浜益区の観光の活性化に係る検討会経過報告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。 

【【【【三浦三浦三浦三浦委員委員委員委員】】】】    

看板はどういう看板を考えていますか。 

【【【【木村木村木村木村主査主査主査主査】】】】    

市の予算では年度途中で対応できないという状況でありますので、それ以外の方法で今調整してい

る最中です。イメージ的には「カフェ・ガル」の大きさを考えております。    

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

他にありませんか。    

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤委員委員委員委員】】】】    

区外から来てくれる人達へのＰＲは考えているのですか。    

【【【【木村木村木村木村主査主査主査主査】】】】    

観光協会、市のホームページへの掲載、ポスター作成やイベントの開催等で、市内外にＰＲしてい

きたいと考えています。    

【【【【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】】】】    

なし。    

    

４４４４    そそそそ    のののの    他他他他    

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

次に、その他について、何かございますか。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

ありません。 

【【【【委員多数委員多数委員多数委員多数】】】】    

なし。 

    

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、６月２４日月曜日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６月２４日月曜日午後６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】】】】    
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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２５年６月２４日議事録確定 

 

                                石狩市浜益区地域協議会 

  

                                会 長  神 田 一 昭 


