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開催日時 平成 25 年 5 月 11 日（土） 13 時 00 分～14 時 10 分 

開催場所 樽川南第 1 会館 聴 衆   14 名 

担当議員 1 班 神崎議員・伊藤議員・加藤議員・米林議員・棟方議員 

会場で解決した事項 

（防災への取り組みについての質疑） 

Q1 地区防災ガイドの避難所毎の説明について議員の方が説明できますか？ 

A1 H25 年度 26 年度に各地域で避難訓練を実施する予算がついていますので、町内会の

方々の協力をお願い致します。 

Q2 動ける人は良いが動けない人はどうするのか？町内会として実践的な避難訓練は理

解できるが実際は高齢者・弱者等の配慮はどうするのか。 

A2 町内会の顔の見える情報を共有しながら、何時何が起きるかわからないので、支援の

手立てを訓練時に活かせる様な訓練となるように、ご協力をお願いします。 

Q3 防災無線について 

A3 J アラートの整備をとり進めています。防災無線の整備は厚田は整備出来ているが、

消防のサイレンとは別のもので、市役所・厚田支所・浜益支所・消防署には J アラート

は整備されていますが、24 時間自動的に周知するための手段を今年中に整えています 

（風力発電についての質疑） 

Q4 風力の発電は町内会に使えるようになるのか。 

A4 100％売電の考えです。 

Q5 風車が沢山立つと景観の問題が出るのではないか、またその他の電力を模索していな

いのか。 

A5 市は、北電の火力発電の誘致をとり進めています。風力発電は風が強い石狩市に地の

利があり、事業者が誘致のために調査しているだけで市が進めている訳ではありません。 

Q6 低周波の問題について 

A6 日本初の洋上風車を町おこしの一環で取り奨めている瀬棚町の視察に行き、まちの中

に大型の風車も点在していたが、お話を聞くところによると影の影響で体調を崩した方

がいて、影が当たる時間は、風車を止めることにしているそうです。 

また、寿都町は町が風車を誘致してその利益を町民に還元しています。石狩市は環境評価

を細部にわたりチェックして影響評価をクリアしなければ事業実施は出来ませんのでこ

れからも厳しいチェックをしていきます。 

＊事業者が行う環境影響評価に対する市の見解に対し、議会としては直接的にチェックする権限は持た

ない。間接的（委員会報告等）な関与のみ。 
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Q7 火力発電の用地について伺います。 

A7 小樽市が半分石狩市が半分の所有地となっています。市は北電に対して従業員の住居

は市内に住むように要請しています 

（その他の質疑） 

Q8 平和公園の整備について。 

A8 年内に整備される予定です。 

Q9 当別ダムの水道水について。 

A9 樽川・新港地域、花畔は当別ダムの水が入っています。 

 

議会として対応する事項 

（H25 年度予算についての質疑） 

Q1 各部局の予算金額に対して主な事業と予算額の内容が解らない。金額が大きいのに、

書かれている内容は不十分である。  

A1 ご指摘の通りで前日も同様なご意見を頂きました。今回 8 名のワーキンググループが

資料作りをして取りまとめましたが、今後は市民の皆様に解りやすい内容になるように

検討します。 

 

 

その他 

地域住民から 

「樽川地区の道路、下水道整備に対し、石狩市及び石狩市議会に感謝している」旨の発言

がありました。 

 

議 長 副議長 １班代表 ２班代表 ３班代表 ４班代表 事 務 局 
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開催日時 平成 25 年 5 月 11 日（土）13 時 00 分～14 時 30 分 

開催場所 紅葉山会館 聴 衆 ３名 
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担当議員 ２班 片平議員・髙田議長・蜂谷議員・青山議員・千葉議員 

会場で解決した事項 

Q１ 総務予算の防災行政無線の設置方法(地区ごと)と防災計画について  

A１ 3･11以降各自治体において防災対策の強化が進められている。本市は Jアラートを活用し、

市民により早い情報提供に努めるとともに、防災無線の設置も地区ごとに分けて進めていま

す。防災行政無線の予算ですが、無線の設置だけではなく本部用の親機となる無線も含まれ

ており、J アラートとつながる防災無線になります。無線設置は、全市同時に設置できれば

良いのですが予算などの関係で沿岸部より地区ごとの設置を進めています。  

Q２ 保健福祉部のワクチン無償化について 

A２ 定期接種が国において決定され、本市では三種類のワクチン接種を行います。 

Q３ 建設水道部の水道料金請求と水道管(本管)洗浄の料金について 

A３ 料金値上がりで水道料金に関心が寄せられているが、請求にタイムラグがある為、4 月分 

が六月になっています。水道管(本管)洗浄の料金は水道料金に含まれているのかについてで

すが、含まれています。 

Q４ 風力発電の効果と市民風車の株主について 

A４ 発電量は現時点では小さいですが、他市よりは風力発電量は多いと考えています。又、市

民風車株主ですが、株主がすべて石狩市民ではありませんが広い意味で企業ではなく、一般

の方々の出資と理解しています。 

 

市へ要望する事項 

Q１ 株式会社厚田風力発電の説明会時の法人名違いについて  

A１ 詳細については、後でご連絡いたします。（報告済み） 

 

市を通して要請する事項 

なし 

議会として対応する事項 

Q１ 市の条例について 新型インフルエンザ等発生時の対策本部組織について 

A１ 今までは、国で対策にあたっておりましたが、今後各自治体において対応する事となりま

したが、詳細については調べてからお知らせいたします。 （報告済み） 

  

議 長 副議長 １班代表 ２班代表 ３班代表 ４班代表 事 務 局 
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開催日時 平成２５年５月１１日（土） １３時００分～１４時３０分 

開催場所 石狩中央会館 聴 衆   １１名 

担当議員 ３班   長原議員・和田議員・堀江議員・日下部議員・阿部議員 

会場で解決した事項 

Ｑ１ 町内にある街路灯をＬＥＤ化するには、１基５万円の負担になる。街路灯組合では、

維持することで精一杯の状況である。 

Ａ１ 市では、壊れたものを取り換える際など、少しずつＬＥＤ化を進めているが、市が

管理している防犯灯も含め、今後の課題である。 

Ｑ２ 洋上風力発電は、北海道では他にあるのか。 

Ａ２ 瀬棚町にあります。 

Ｑ３ 発電した電気を買取してもらえる確約は取れているのか。 

Ａ３ 買取価格は、国により決められているが、買取については、北電の事業計画により

進められることになる。 

Ｑ４ 風車の建設には防風林や植物など、貴重なものを出来るだけ残して欲しい。 

Ａ４ 市では、環境影響の評価をクリアした計画しか認められないし、市長の考えとして

海岸保安林を守るとの答弁をしています。 

Ｑ５ 避難訓練はどのような単位で行われるのか。 

Ａ５ 訓練は、避難所単位で行います。 

市へ要望する事項 

１ 高齢者の独り暮らしの方や、町内会に入会していない方に対して、個人情報保護法に

より、情報が上手く入ってこない為、除雪などの手助けが、しづらい。 

２ 南花川団地については、今後の予定が未だに明確にされていない。過疎地のようにな

っている。 

３ バス料金が高く、便も悪い。高齢者に優しい街であって欲しい。 

４ 一つの町内会の指定避難所が二か所に分かれている。社協の関係も、防犯協会も分か

れているため、市に助言、働きかけをお願いしたい。 

５ １年をかけて取り組んだ地区防災計画には、町内会から一名参加しているが、会議の

開催を、ＨＰや広報などでもっと広く多くの方に周知するべきではなかったか。 

市を通して要請する事項  なし 

議 長 副議長 １班代表 ２班代表 ３班代表 ４班代表 事 務 局 
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開催日時 平成２５年５月１１日（土） １３時００分～１４時３７分 

開催場所 花川中央会館 聴 衆   ６名 

担当議員  ４班   池端議員・上村議員・伊関議員・村上議員・花田議員 

会場で解決した事項 

Ｑ１ 自分たちの住んでいる場所や道路の海抜がわからない。 

Ａ１ 国道から海抜表示を設置している。今後市の公共施設などにも設置予定。 

Ｑ２ 議会報告会で出た意見など市民に周知すべき。 

Ａ２ 議会のホームページに報告書を掲載している。 

Ｑ３ 現在の市内の風力発電総出力はどの様な計算で出したのか。 

Ａ３ 市の環境室で出している資料に基づいた数値です。 

Ｑ４ 防災士とは。 

Ａ４ 石川県輪島市で能登大震災の教訓から専門知識を有した人材を育成。かなり高度な

知識を有する。石狩市での育成の考えについて一般質問している。 

Ｑ５ 緑苑台の雪堆積場あとや樽川のゴミ不法投棄対策について             

Ａ５ 市も不法投棄多発箇所にはカメラなどを設置しているが、最終的には個人のモラル 

の向上が必要である。  

Ｑ６ 冬期間の違法駐車について。                           

Ａ６ 町内会には違法駐車用のステッカーを配布している。個人の対応は避けた方が良い。 

市へ要望する事項 

１ 市長が新年交礼会で話していた町内会の今後の在り方について。 

  （対応）市長の発言は地域自治区のことと思われるが質問者は町内会の事と勘違いし

ている。市民に対し市長の発言主旨を周知する必要がある。   

議会として対応する事項 

Ｑ１ 風力発電を設置している先進地などの課題なども把握しているのか。 

Ａ１ 今後、具体的な建設計画が出てきた場合の検討資料として把握に努める。 

Ｑ２ 風力発電建設計画に対する市の意見書を議会としてチェックしてほしい。 

Ａ２ 要望として受け止める。 

Ｑ３ フッ化物洗口に反対する市議会議員が２名だけ。どう考えているのか。       

Ａ３ フッ化物洗口については賛否両論ある。今後、情報収集に努める。 

議 長 副議長 １班代表 ２班代表 ３班代表 ４班代表 事 務 局 
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