
議会報告会実施報告書 

開催日時 平成 26 年 5 月 16 日（金）19 時 00 分～20 時 20 分 

開催場所 厚田保健センター 聴 衆  10 名 

担当議員  1 班 片平・青山・千葉・伊藤・加藤・棟方 

報告事項に関する質疑 

Q1  

A1  

意見及び要望等 

Q1 新港地域に石狩市民は何％くらいの割合働いているのか？若い市民の働く場がない。

厚田・浜益の高齢化の波が花川地区にも今後出てくるので、若い人の雇用を考えるべき。 

 

Ａ1 新港には、1 万 4000 人くらいの雇用があり、6000 人台が市民の雇用だが、パートが

多い。しかし、障がい者雇用を積極的に進める企業や高校生の就職を応援する体制が定着

してきている。 

  

Q2 中央クリニックの病院以外に通う手段について、福祉バス等の稼動をお願いしたい。 

 

Ａ2 今年度浜益区でデマンドバスの試験運行が実施されることから，厚田区・高岡・生振

地区等の検討に繋げたい。福祉バスの利用は目的が決まっているし、申し込み多数で空き

が無い状況で運行しているので難しいと思います。 

 

Q3 今後、厚田学校給食センターは統合されるのか。 

 

Ａ3 統合は第 1 と第 2 給食センターで、厚田地域は地元の意見を尊重していく事が、学校

給食運営委員会で話されていますので、統合はありません。 

Q4 災害時における、避難歩道整備について、安全性を高めるため歩道整備が必要な箇所

がある。国道の要請依頼について伺う。 

 

Ａ4 連合町内会で、陳情、要望書を提出して、一緒に働きかけを実施していく。 

 

Q5 石狩市職員の職員 470 人のうち半数が札幌市に居住しているが、納税、防災、郷土愛の

面からも市内居住を採用条件に出来ないか。 

 

Ａ5 個人の自由であり、採用条件には出来ない。 
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Q6 教育委員会改革を市議会はどう判断しているか。 

 

Ａ6 国の結論が出てから、市議会での審議になります。  

 

 

要望事項 

１  

２  

３  
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開催日時 平成２６年 ５月１６日（金）１９時００分～２０時４９分 

開催場所 浜益群別自治会館 聴 衆   ４０名 

担当議員   ２班 髙田・大平・日下部・蜂谷・和田 

報告事項に関する質疑 

【防災ひろば整備について】 

１．3 年前防災ひろばの築山を作る際盛り土は雨等に弱いことを指摘した。検討結果は？ 先

日前を通っ 

たら雨の筋がついていた。                                               

    今年度の整備で芝を貼る。また、河川氾濫等の緊急災害時には土膿用の土として使う。

要確認          

２．【議員定数・報酬】                                                             

    定数については答えにくい。常任委員会等を考慮し適正な配置が必要と思うが。                                                                                      

    地方自治関係の識者の中には、3000 人に１人という説もあるが難しい問題。また、常

任委員会の構成上、5～6 人が 

必要との説もある。                              

３．議長と副議長の報酬に差があるのは何故か・                                      

    議長と副議長は市議会の代表としての公務が多忙であることから、どこの市議会でも

報酬に差がある。 

 

意見及び要望等 

１． 石狩の第 3 セクターとはなにか。また、第３セクター債とはどういうものか。        

    石狩の第３セクターは土地開発公社のみである。第３セクター債とは全国にある土地

開発公社の赤字解消のため総 

務省が特例的に市町村に債権発行を認めたものである。            

２． 借金返済のための借金か？                                                     

     端的に言えばそのとおりである。                                                    

３． 時価と簿価とは？                                                             

     時価とは現在の価格。簿価とは購入費用と購入のための借入資金の利息などを含んだ

帳簿上の価格。 

４． 債務がここまで膨らんだ責任は誰がとるのか。                                 

     昭和 40 年代に公共用地の先行取得とした債務で当事者は既に亡くなっているが、後

世につけをのこすことの無い 

よう整理すると判断した。                                              
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５． 特別養護老人ホーム増設凍結の状況について                                     

     市議会では人材確保や就業者の住宅確保などの課題解消を前提として 50 床の増床は

必要と増床に関する陳情は趣 

旨採択している。                              

６．浜益区は高齢化率も高く人口も減っている。地域活性化のための考えは？           

    今年度から地域おこし協力隊が厚田・浜益両区に配置された。大いに期待している。             
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開催日時 平成 26 年 5 月 16 日（金） 19 時 00 分～20 時 10 分 

開催場所 コスモス会館 聴 衆    1 名 

担当議員    3 班 堀江・上村・加納・神崎・伊関・花田 

報告事項に関する質疑 

Q1 3 常任委員会報告に関しては質問なし 

A1  

・議員定数について 多くの意見を聞くために、定数を多くしても良いのではないか。 

（若い人などの参加しやすい環境になるのではないか） 

 

・報酬について 少ないと思う。（定数を増やせば報酬を増やすことにならないのでは） 

 

・報酬以外経費はあるのか  

 A、年間 1 人 10 万円の政務調査費と本会議・委員会出席の場合、距離により交通費が支

給されます。 

意見及び要望等 

Q1  

A1  

 

 

要望事項 

１ 街路樹の倒木などの危険が見られるため、定期点検をして欲しい。 

２ 議会報告会のチラシに報告内容を詳しく掲載して欲しい。 

３  
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開催日時 平成２６年５月１６日（金） １９時００分～ ２０時３０分 

開催場所 道営住宅集会所 聴 衆 男３名 女３名 

担当議員   ４班 長原・阿部・池端・村上・米林 

報告事項に関する質疑 

Q1 実際、災害が起こった場合、どこにどのように避難したらよいのか。要援護者等につ

いてはどうするのか？                                         

A1 災害発生時は、自分の身は自分で守る自助がまずは最優先となる。次に共助、そして

最後に公助の順となるが、詳しくは各戸に配布されている防災マップを参考にしてほ

しい。要援護者については、地域住民による共助の仕組みが必要である。 

Q2 防犯カメラは 24 時間、誰かが監視しているのか。 

A2 監視はしていないが、カメラの設置自体が犯罪の抑止効果となっている。 

Q3 報酬については、議員の活動が見えないのでその多寡を判断する事ができない。 

A3 議会もよく見えるように努力していく。 

意見及び要望等 

Q1 当別ダムに切り替え後、水道水の臭いが強くなり、味も悪くなった気がする。          

A1 カルキ臭については、逆に臭いがしなくなった、味も良くなった、という声も多い。 

Q2 道住団地の出入口付近の除雪はしてもらえないのか。 

A2 福祉除雪制度やふれあい除雪などの事業もあるので道住でもでき得るか、確認する。 

Q3 犬のフン害を規制できないのか。 

A3 議会としても、政策的な提案も含め検討してみたい。 

Q4 5 丁目通りの道営住宅前の歩道除雪が悪い、されていない。 

A4 していないことはないと思うが、確認する。 

Q5 若葉通りの街路樹の剪定を毎年行っているが、やり過ぎではないか。木が枯れてしま

うのでは。 

A5 担当課に確認する。 

要望事項 

１ 福祉利用割引券事業の拡充。 

２ 石狩警察署誘致。 

３ 防犯カメラの設置推進。 
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開催日時 平成 26 年 5 月 17 日（土）13 時 00 分～14 時 30 分 

開催場所 花畔農住団地 聴 衆   6 名 

担当議員  1 班 片平・青山・千葉・伊藤・加藤・棟方 

報告事項に関する質疑 

Ｑ1 市民一人 55 万円の借金の内容について伺う。 

 

Ａ1 社会保障費の増大と国民健康保険の赤字等があり、消費税が上がり 5 億円程の税収が見

込めるが、追いつかない。 

 

Ａ 市債の借入額と返済額で平成 25 年度土地開発公社の土地の返済をして、今年度は減っ

ている。合併特例債の有効活用を実施している。平成 28 年度には公社の解散のめどがつき

ました。 

 

Ｑ2 花川北の市営住宅の移転計画について伺う。 

 

Ａ2 既存の市営住宅の方々との話し合いが進み、土地の取得は終わっているが、現在まだ

入居者がいるので、整理がつき次第となる。。建設費の借り入れは合併特例債を使う。 

 

Ｑ3 災害時の備蓄品や毛布等は用意されているのか。 

 

Ａ3 各避難所には、多少用意されていて、親船支所には備蓄倉庫が作られる。また、新港

の企業やイオン等との災害協定も結んで対応できる体制ができている。 

 

 

 

 

意見及び要望等 

Ｑ1 スポーツ広場の傍に住んでいるが、花畔 6 号線の交通量が多いが、信号もなく事故が

心配であり花川通り延伸を早く実現して欲しい。 

 

Ａ1 町内会でのアンケート調査が終わり、企画部で調査中です。今後も調査をつづけてい

ますが、今のところ延伸に賛成な意見が若干多い。 
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Ｑ2 アンケート調査は自分のところではしていない。 

  

Ａ2 追分通りの近隣町内会へのアンケート調査と聞いていますので、確認します。 

 

Ｑ3 防風林の自然を破壊することになるので、延伸には反対です。また、厚田の風車、さ

らに今後 70 基くらいの風車が新港地域で計画されていますが、漁業や環境に配慮して拙速

に奨めるのではなく慎重に進めてほしい。 

 

Ｑ3 委員会、現地視察を行い、要望書についても検討を重ねています。国の基準もあり、

慎重に進めています。 

 

Ｑ4 厚田の風車は市との協働事業なのか。 

 

Ａ4 市の土地を借りて､ふるさとの森づくりの資金にする事業です。 

 

Ｑ5 新港の風車を建てる企業から、住民説明会を開いて欲しいと何回も来ているが、どう

したらいいのか。 

 

Ｑ5 要請にそって、町内会の住民説明会を開いてください。  

 

 

 

司会者から、議員定数・報酬についての意見を求める。 

参加者からは、 

＊他の市町村での無投票選挙や時間の制限が多いので、市民の理解を得られると良い。若

い人が生活するには少ないし、4 年後の保障もない。 

 

＊選挙制度の法律を変えて、お祭り選挙を廃止すべき 

 

＊健常者でもうるさい音だが、選挙カーで周らないと、新人の人等の政策が伝わらないの

ではないか。 
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開催日時 平成２６年 ５月１７日（土）１３時００分～１４時３０分 

開催場所 花川東会館 聴 衆   １０名 

担当議員   ２班 髙田・大平・日下部・蜂谷・和田 

報告事項に関する質疑 

１．市民１人当たり借金が 55 万円とあったが齊藤前市長の時はどうだったのか？        

   過去から債務はあった。事業をすると債務は増える。程度が問題。計画性が大切。土

地開発公社がネックである。田 

岡市長になってから赤字になったわけではない。平成８年の市政施行に合わせ公共施

設を整備し平成 15 年頃に起債 

の償還が重なり財政が苦しくなった。       

２．各種健診率の数値は市民全体か？                                                 

     市で把握している国保加入者の数値。全道も同じである。                                 

３．脳ドックを市内の病院で実施できないか？                                       

    市の制度として実施出来ないか提言として受け止める。提 言                               

４．いじめがあった場合教育委員会は責任を取らない。調査委員会は設置しないのか？     

     最終責任は市長。調査委委員会は事例毎に判断している。                  

  【議員定数・報酬関係】                             

１．現在の議員定数で議会運営に弊害はあるのか？                                     

    常任委員会の構成上１委員会５～６名程度は必要である。                                  

２．議員のいない地域の活性化についても考慮してほしい 要 望            

３．議員報酬は低すぎる。意見                                                      

４．１期目の議員も同じ報酬か？成果による報酬にはならないのか？                     

  議員は同じ報酬である。議員の成果についてはその評価が困難である。             

５．現在の政治倫理条例は厳しすぎる。見直しは行わないのか？            

  議会改革特別委員会で検討したが現時点で見直しは行わない事になった。            

意見及び要望等 

１．花川東地域は子育て世帯が増えている。また、老人施設も増えていることから、     

   市道に信号機を設置してほしい。                                                 

  議会としても部局に要望していきたいので場所をお聞きしたい。また、町内会でも要

望願いたい。   

    要 望           
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開催日時 平成 26 年 5 月 17 日（土） 13 時 00 分～14 時 15 分 

開催場所 柏水会館 聴 衆    2 名 

担当議員    3 班 堀江・上村・加納・神崎・伊関・花田 

報告事項に関する質疑 

Q1 避難場所について（本町市営住宅の屋上避難場所・石狩湾新港支署の外側非常階段） 

  特にこの地域は、高齢者・障がい者（車いす）などの方々が多いので、階段での避難   

  は困難であり、スロープなどの設置は考えられないか。 

A1 議会としても今後地域事情を配慮して提案をしていきたい。 

 

意見及び要望等 

Q1  

A1  

 

 

要望事項 

１ 除雪をするにあたり、道路の形状を変えて欲しい（かまぼこ状になる）。 

２ 物置の改修に合わせて、設置場所を変えて欲しい（除雪作業がしやすくなる）。 

３  

 

 

 

 

 



議会報告会実施報告書 

 

開催日時 平成２６年５月１７日（土） １３時００分～ １４時３０分 

開催場所 樽川公民館分館 聴 衆 
男１０名 女３名 

担当議員   ４班 長原・阿部・池端・村上・米林 

報告事項に関する質疑 

Q1 救急安心センターが救急車を呼ぶまでもないと判断しても、本人が呼んでほしいと言

ったらどうなる。                                                                        

A1 ご本人がどうしても救急車と呼んでくれと言われたら、救急車を呼ぶしかない。 

Q2 防災ひろばに避難される対象者はどの地区の住民なのか。 

A2 親船東や本町地区の方々を対象と考えている。     

Q3 石狩市における津波の歴史はどうなのか。 

A3 現在、日本海側の浸水予測を調査している段階であり、今後確定した段階において計

画へ反映されると思われる。 

Q4 市民一人当たりの借金はどの人数で計算されたのか。全国的にどうなのか。議員は累

積債務の歴史を認識しているのか。 

A4 全市民で割り返した金額である。全国は分からないが、管内では多い方である。累積

債務については、団地の形成が進んだ時代に急激に人口が増加し、それに伴い都市整備や

学校建設などが進められるなど、借金も大きく増えた。その他にもその時代で必要な施設

や用地の取得などによって、今に至っている。 

Q5 選挙の結果として上位当選と下位で得票差があるが、議員はその差をどう感じている

か。また、投票率に対する当選者数をどう感じているか。投票率を上げなくてはならない

のではないか。 

A5 得票数に差があったとしても、それによって議員間に差が生じると言うことはない。

その選挙の投票率の中で選ばれるしかなく、その結果を受け入れるほかない。政治に関心

をもってもらうよう我々も努力していかなくてはならないと感じている。 
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意見及び要望等 

Q1 手話通訳者の報酬は。 

A1 専任通訳者と登録手話通訳者制度があり、専任については非常勤職員と同等で、登録

手話通については時間給。 

Q2 水道水が不味くなった。 

A2 以前と比べ、美味しくなっていると思うが、場所によっては美味しくない、という声

も聞いている。ただ、安全性は確保されている。 

要望事項 

１ 樽川公民館分館の新設、または改修・水洗化。 

 


