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開催日時
連合自治会（町

内会）名
懇　　談　　テ　　ー　　マ

出席予定者
（テーマ担当部長等）

10月20日（月）
18：00～
地域サポートセン
ターともに

第4住区自治連
合会

〇 ごみ問題について
〇 防災関係について
〇 高齢化問題について

市長、副市長､教育長、企
画財政部長、総務部長、
市民環境部長、保健福祉
部長、建設部長、水道部
長

10月24日（金）
18：00～
稲穂会館

稲穂町自治連合
会

〇 市庁舎新築計画について

市長、副市長､企画財政
部長、総務部長、市民環
境部長、建設部長、教育
部長

10月28日（火）
18：00～
富ヶ岡会館

富ヶ岡連合町内
会

〇 企業進出について
〇 環境整備について
〇 防災関係について

市長、副市長､教育長、企
画財政部長、総務部長、
市民環境部長、経済部
長、建設部長、水道部長

10月29日（水）
18：30～
ふれあい学習セ
ンター(夢プラザ)

大曲地区連合町
内会

〇 ごみ収集等について
〇 除雪について
〇 主要幹線道路の交通渋滞解消につ
いて

市長、副市長､教育長、企
画財政部長、市民環境部
長、保健福祉部長、建設
部長、大曲出張所長

11月17日（月）
18：00～
第3住区集会所

北広島団地第3
住区自治連合会

〇 排雪費用及び街路灯維持費の補助
率の引き上げについて
〇 自治会等に対する各種補助制度の
一覧について
〇 団地内のまちづくり計画について

市長、副市長､教育長、企
画財政部長、市民環境部
長、建設部

西の里連合町内
会

〇 交通安全施設等の整備について
〇 ごみ対策について
〇 街路灯の増設について
〇 空き家対策について
〇 出張所への事務権限等の委譲拡大
について

虹ヶ丘連合町内
会

〇 除排雪について
〇 防犯対策について

11月21日（金）
19：00～
農民研修センター

西部地区連合町
内会

〇 交通事故対策について
〇 道路整備について
〇 あおぞら保育園について
〇 防災対策について
〇 自衛隊演習について
〇 輪厚工業団地について

市長、副市長､教育長、企
画財政部長、総務部長、
市民環境部長、保健福祉
部長、建設部長、経済部
長、教育部長、水道部長、
西部出張所長

11月26日（水）
19：00～
北広島団地住民
センター

北広島団地第2
住区自治連合会

〇 押しボタン式信号機の設置について
〇 空き住宅・空き地対策について
〇 エルフィンロードの延長に伴う整備
について

市長、副市長､教育長、企
画財政部長、市民環境部
長、保健福祉部長、建設
部長

平成26年度 市政懇談会開催状況

11月18日（火）
18：30～
西の里会館

市長、副市長､教育長、企
画財政部長、市民環境部
長、建設部長、西の里出
張所長
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市 長 あ い さ つ 

 

 お晩でございます。北広島市長の上野正三でございます。 

 本日は、市政懇談会ということで、夜分お疲れのところ多くの皆様にご参加いただきま

して、心から感謝申し上げます。 

 また、日頃から自治会をはじめ市民の皆様には、市政の推進にあたりましてご理解とご

協力をいただいておりますことに、厚くお礼を申し上げます。  

私は、平成１７年に市長に就任して以来、今年で１０年目を迎えたところであります。 

私はこれまで「市民との連携」「魅力発信による活性化」「持続可能な市政運営」の基本

理念をもとに、次代を担う子どもたちや市民の皆様が安心して生活でき、将来に希望が持

てるまちづくりを進めてきたところであります。 

 今後の市政運営につきましては、平成２３年度に策定した「第５次総合計画」に掲げる

『希望都市』『交流都市』、そして『成長都市』のめざす都市像の実現に向けたまちづくり

を進めていきたいと考えているところであります。  

今年の市政懇談会につきましては、１０月２０日から始まり１１月２６日まで、市内８

箇所で開催する予定であります。 

 本日の市政懇談会につきましては、まず始めに私の方から「市政の状況」について報告

し、そのあと「町内会から提出された質問などに対する回答」を担当部長の方からさせて

いただきたいと思います。 

その後は、自由に懇談する時間をできるだけ多くしたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

  それでは、始めに「市政の状況など」についてお話をさせていただきます。 

 本市を取り巻く状況についてでありますが、少子・高齢化社会に対応したまちづくりや

老朽化が進む公共施設の再整備、地域経済の活性化など、取組むべき行政課題が、年々多

様化しているものと認識しているところであります。 

 本市の人口は、３月末現在５９，５２５人と、緩やかな人口減少が進んでいることから、

定住人口の増加に向けた取組みが喫緊の行政課題であると考えております。 （Max Ｈ１

９～６１，１７４人）  

定住人口増加の取組みとしましては、「住み続けたいまち北広島」の魅力を発信する「シ
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ティセールス事業」を積極的に行ってきており、昨年７月からは、北広島市の魅力を体験

していただく「おためし移住」を始めたところであります。 

「おためし移住」につきましては、これまで道外の４組の方々に利用され、市のホーム

ページに体験日記を毎日掲載しているところであります。 

また昨年９月１日からは、市内に初めて住宅を購入した子育て世代を対象に５０万円を

助成する「ファーストマイホーム支援制度」を始めたところであり、既に５０件の申込み

があったところであります。 

申込みの内訳としましては、世帯主の年齢は、２０代、３０代が大半であり、札幌市な

どからの市外からの転居が２６件と市内での転居が２４件で、その割合は、約６対４の比

率となっております。 

また、居住地につきましては、大曲地区が１７件、東部地区が１７件、北広島団地が７

件、西の里地区が６件、西部地区が３件の順となっております。 （定住者総人数～転入

者９０人＋転居者９９人＝１８９人） 

平成２７年４月１日からは、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、小学生の通院時

の医療費負担を現在の３割から１割負担に助成の拡大を予定しているところであります。

東部学童クラブにつきましては、東部学童クラブの移設や新たに西部第二学童クラブを開

設することとしております。また、開所時間を延長するとともに、通所対象児童を小学校

４年生まで拡大してまいりたいと考えております。 

今後も、まちの魅力を発信する「シティセールス事業」を展開しながら、子育て支援や

教育環境の充実など、定住人口増加の取組みを総合的に進めてまいりたいと考えておりま

す。 

次に、老朽化が進む道路や橋梁、学校、市営住宅などの公共施設につきましては、市民

の皆様が安心して使っていただくため、長寿命化計画などに基づいて整備を進めていると

ころであります。 

また、市役所庁舎の建替えにつきましては、今年７月中旬に住民説明会を開催して、基

本設計（案）の内容について説明をさせていただいたところであります。 

建替え計画では、平成２９年度に新庁舎の完成を目指しており、来年度から中央会館な

どの撤去工事を行う予定としております。 

工事開始に伴い庁舎敷地の利用制限が始まることから、何かとご不便をおかけすること
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になりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

次に、市の財政状況についてでありますが、平成２６年度の予算規模は、一般会計が約

２２０億円で、これに特別会計約１３９億円を加えますと、合計予算額は約３５９億円で

あり、これを人口一人当たりに換算しますと約６０万円の規模となっております。 

財政の健全度合いを示すひとつの指標として、単年度収支における借金返済額の割合を

示す「実質公債費比率」というものがあります。 

本市の実質公債費比率は、平成２５年度は６.９％で、健全化計画を立てなければならな

い国の基準である２５％を大きく下回っており、全道３５市のなかで、札幌市に次いで２

番目に少ない割合となっております。  （全道市～2/35 全道市町村～29/179） 

今後につきましては、新庁舎建設をはじめ老朽化が進む公共施設のリニュアルなど、大

型建設事業が予定されていることから、現在の公債費水準をできる限り維持しながら、中・

長期的な整備計画に基づき、安定的な財政運営をしてまいりたいと考えております。 

次に、防災対策についてでありますが、平成２３年３月に発生した東日本大震災から早

や３年半が過ぎようとしております。 

しかしながら、いまだに多くの方々が避難生活を余儀なくされており、「被災地の復興は、

まだまだ道半ば」の状況となっております。 

また、今年は台風や低気圧に伴うゲリラ豪雨が全国各地で発生をしており、８月２０日

の大雨では、広島市において大規模な土砂災害が発生し、多数の被害がでたところであり

ます。 

本市は、明治１７年に広島県人によって拓かれたまちであり、これまでの子ども大使の

交流などの繋がりを鑑み、義援金１００万円を送り一日も早い復興を願っているところで

あります。 

本市においても、９月１１日の大雨により、昭和５６年の大雨災害から３３年ぶりとな

る避難勧告を東部地区の一部に対して、午前７時に発令したところであります。 

指定避難所である東部小学校と総合体育館には、８００名余りの方々が避難しましたが、

幸いにも、大きな災害もでなかったことから、午後１時４０分に避難勧告を解除したとこ

ろであります。 

このように、全国各地で災害が頻発していることから、昔は『災害は忘れた頃にやって

くる』と言われておりましたが、最近では『災害は忘れないうちにやってくるもの』と考
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えているところであります。 

したがいまして、「災害に対する日頃からの備えが大切である」ことから、今後も非常用

食料、防災資機材などの備蓄や防災訓練などの充実に努めてまいりたいと考えております。 

最後に、企業誘致についてでありますが、平成２３年度から整備を進めております輪厚

工業団地につきましては、今年は医薬品メーカーである中北薬品㈱と総合食品の卸売業で

ある加藤産業㈱と売買契約を締結したところであります。 

これにより販売面積が、６社８区画約８８，０００平方メートルとなったところであり

ます。 

また、ＪＲ北広島駅東口から徒歩１分の中央６丁目では、「白い恋人」で有名な石屋製菓

㈱が菓子製造拠点として平成２９年春の操業を目指し、また大曲中央１丁目では、コンビ

ニ向けの弁当・惣菜のメーカーである㈱彩香が平成２７年秋の操業に向けて準備を進めて

いるところであります。 

今後につきましても、企業訪問などの積極的な誘致活動を展開し、雇用の場の創出に努

めていきたいと考えております。 

以上で、市政の状況についての説明を終わらせていただきます。 

最後になりますが、これまで積み重ねてきた経験と実績をもとに、市民の皆様との対話

に努めながら、『笑顔あふれるまち、着実に成長するまち』をめざし、全力で行政運営を進

めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

本日は、ご多忙のところ市政懇談会にお集まりいただき、誠にありがとうございました。 

 

※上記の内容を基本として、各地域の話題を交えています。 
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平成 26年度 市 政 懇 談 会 

団地第４住区自治連合会 

平成 26年 10月 20日（金）18：00～ 

地域サポートセンター ともに 

出席者 44名（自治連合会 29名、市側 15名） 

 

 

【開催次第】 

１ 開 会 

２ 市出席者紹介 

３ 自治連合会長あいさつ 

４ 自治連合会役員等紹介 

５ 市長あいさつ 

６ 自治連合会から懇談テーマの趣旨説明 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明 

（1）ごみ問題について 

（2）防災関係について 

（3）高齢化問題について 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

９ 自由懇談 

10 閉 会 
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１ 開会 ～ 略 ～ 

 

２ 市出席者紹介 

 

○榎本市民課長 

 市の出席者を紹介させていただきます。上野市長です。道塚副市長です。吉田教育長で

す。高橋企画財政部長です。水口総務部長です。塚崎市民環境部長です。木下保健福祉部

長です。村上建設部長です。藤嶋水道部長です。千葉秘書課長です。秘書課岡主査です。

市民課市民生活担当梅木主査です。市民課中尾主事です。野中主事です。以上、市側の出

席者です。 

 

３ 自治連合会長あいさつ 

 

○自治連合会長 

 第 4 住区自治連合会の金川でございます。今日は私どもの市政懇談会に上野市長、それ

から道塚副市長様、吉田教育長様をはじめ、各部長様方のご出席をいただきまして大変あ

りがとうございます。また、常日頃から私たちのためにご尽力をいただきありがとうござ

います。また、お忙しい中地域の皆様にもお集まりいただきましてありがとうございます。 

 私ども第 4住区は旧緑陽小学校を学区としており 13の町内会で成り立っており、約 2,000

世帯、4,000 人の住人が生活しております。その中でも 65 歳以上というのが約 1,500 人に

なり、高齢化率は 39％になっており、市の高齢化率の 26.5％を 10％以上上回っています。 

 第 4 住区の懸案であった、旧緑陽小学校跡地の利用につきましては、市に大変お世話に

なり、四恩園に管理事業者も決まり、地域サポートセンター「ともに」としてグループホ

ームなどの様々なサービス事業がスタートし、利用者も大変順調に推移しています。地域

でも様々な活動で有効利用させていただいており、市と四恩園に感謝しております。 

 私は獣医師でありますが、医師と飼い主の間に最も大切なこと、インフォームドコンセ

プトといいますが、十分な説明と理解が相互の間で行われることが非常に大切となってい

ます。今日の市政懇談会でも市側と我々地域住民の間で、説明と理解をコンセプトに話を

進めていただければと思います。よろしくお願いします。 

 

４ 自治連合会役員等紹介 

 

○自治連合会長 

 本日の出席者をご紹介致します。福祉厚生担当です。防災担当です。交通防犯担当です。

総務部長です。副総務部長です。あと 13の町内会の会長や地域の方が出席しています。 

 

５ 市長あいさつ ～ 巻頭に掲載 ～ 
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６ 自治連合会から懇談テーマの趣旨説明（当日配付した資料のテーマ要旨抜粋） 

 

○自治連合会長 

（１）ゴミ問題について 

 北広島団地では高齢化が進行しつつあり、現在のステーション方式に、分別、不法投棄

など多くの問題が出てきている。介護者、独居者が増加していく中で、個別収集方式に切

り替えるべきではないか。 

（２）防災関係について 

 北広島団地は一戸建てが多く、地震、津波、洪水の心配はあまりないが、断水及び停電

が大きな問題である。したがって、水源、浄化、あるいは配線などが問題になるのではな

いか。 

（３）高齢化問題について 

 高齢化率が団地内で高まり、独居老人、介護老人宅が増えて、庭の雑草、植木、防犯、

排雪などいろいろな問題が派生しつつあるが、それらの対策はどうか。また、バスの運行

問題、住民集会所にＡＥＤ設置の問題はどうか。 

 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明（当日配付した資料の回答内容抜粋） 

 

○塚崎市民環境部長 

（１）ゴミ問題について 

 ごみの収集方法については、昨年実施したアンケート結果を踏まえ、当面は、現行のス

テーション収集を維持し、将来、高齢化などの影響により、町内会等でのステーション管

理が難しくなった場合において、戸別収集について検討するとしたものであります。 

 なお、戸別収集を希望されている方の年代別構成を見ますと、必ずしも高齢者が戸別収

集を希望する結果とはなっておりませんが、本市でも高齢化が進んでいる事から、ごみス

テーションへのごみ排出が困難な方には、現行の庭先収集を継続して対応してまいります。 

 

○水口総務部長 

（２）防災関係について 

 地震等による断水や停電に対する対策は、ライフラインの確保の点から、非常に重要な

ことと考えております。収容避難所における停電対策につきましては、外部電源接続盤の

設置や発動発電機などの整備を進めております。 

 

○藤嶋水道部長 

（２）防災関係について 

 水源等については、本市には、浄水場がないことから石狩東部広域水道企業団より全面

受水しており、現在、漁川系の水道水を配水しておりますが、防災上のことを考えて、平

成 28年度より千歳川系を水源とする水道水を同時に供給できるよう 2系統にすることにな
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っています。 

 また、第 4 住区に供給している水道水については、緑陽配水池からの水道水を供給して

おり、大規模災害が発生しても配水池には 1.3 日分の水道水を確保しています。停電時で

も緑陽配水池には、自家発電が設置されているため問題はないと考えています。配水管に

ついては、老朽管更新事業により耐震性のある配水管に順次布設替えを行っております。 

 

○木下保健福祉部長 

（３）高齢化問題について 

 高齢化による様々な問題について、本市全体の高齢化率は、今年 7 月末現在で 26.5％で

あり、全国や全道の高齢化率とほぼ同じ数値となっています。北広島団地地区の高齢化率

は 39.3％であり、市内 5 地区の中で一番高くなっています。北広島団地内の一人暮らしの

高齢者又は高齢者夫婦のみの人数は約 3,000 人で、約 1,800 世帯であり、毎年増加傾向に

あります。 

 高齢化に伴う諸問題に対応するため、現在市では、「除雪サービス」や「ロードヒーティ

ング設置費の補助」、「家庭ごみの庭先収集」、「住宅の住み替えに関する相談」などの事業

を実施しております。また、様々な悩み事などに対応するため、市役所高齢者支援課や高

齢者支援センター、民生委員、地区社会福祉委員など多様な場所で相談をお受けしている

ところであります。 

 また、市では、平成 27 年度から 29 年度までを計画期間とする「高齢者保健福祉計画と

第 6 期介護保険事業計画」を策定しています。この計画策定では、高齢者が住み慣れた地

域で、いつまでも、元気でいきいきと生活できるように、生きがいづくりや見守り、認知

症対策、介護サービスなどを切れ目なく提供していくことが重要視されています。 

 日常生活を支えるきめ細かなサービスを提供するには、NPOやボランティアなどの市民参

加型の助け合いが今後さらに求められてまいります。地域福祉活動に参加する市民や団体

などが連携して活動できる仕組みにつきましても、新しい計画の中に位置付けていきたい

と考えております。 

 

○塚崎市民環境部長 

（３）高齢化問題について 

 バスの運行問題について、団地内バス路線に限らず、全道的にも生活バスの利用者数は

減少傾向にあり、また、近年の燃料費の高騰などにより、生活バス路線を運行するバス事

業者の経営は厳しさを増している状況にあります。 

 このような状況の中、人口減少や少子高齢化の進行により、通勤・通学で生活バスを利

用する年齢層の減少も予想される反面、高齢化に伴い自動車を運転できない交通弱者が増

加することが予想され、通院や買い物などの移動手段として、生活バス路線の確保が大変

重要なものになっております。 

 こうしたことから、市では平成 24年度から団地内バス路線を運行するバス事業者に対し、

バス路線の運行に係る費用の一部を補助し、バス路線の維持確保に努めているところであ
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りますが、今後更なる利用者の減少とともに少子高齢化も進行が予想されますことから、

地域の状況やニーズを把握し、地域の実情に即したバス路線の維持確保に努めて参りたい

と考えております。 

 

○木下保健福祉部長 

（３）高齢化問題について 

 ＡＥＤの設置につきまして、現在、市では、62 箇所の公共施設にＡＥＤを設置しており

ます。設置にあたりましては、一般財団法人日本救急医療財団が作成した「ＡＥＤの適正

配置に関するガイドライン」の考え方を基本としております。 

 このガイドラインでは、設置に当たって考慮すべきこととして次の 4点を掲げています。 

①心停止の発生頻度が高い。②心停止のリスクがあるイベントが行われる。③救助の手が

ある。④救急隊到着までに時間を要する。 

 本市における今後のＡＥＤの配置につきましては、「多くの人が集まる規模の大きな公共

施設」や「運動などに伴い心臓発作の危険が高い場所」を優先するとともに、施設内の配

置場所や管理手法などを総合的に考慮して決めていきたいと考えております。 

 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

 

○自治連合会長 

 地震対策の停電の問題について、北広島市への配線は北海道電力の東支社の 1 箇所から

しか入っていないのでしょうか。もし、そこが駄目になったら他から入ってくるルートは

あるのでしょうか。 

 

○水口総務部長 

 電力の送電の関係については、一定の期間の中で北海道電力の方で措置をしていただけ

ると聞いております。 

 

○自治連合会長 

 断水の関係についてもお聞きしたいのですが、北広島市は漁川の 1 箇所から水を引いて

いて、平成 28年度からは千歳川の系統からも使えるようにしたいということですが、この

時の水道料金はどうなるのでしょうか。 

 

○藤嶋水道部長 

 今漁川からは 2 万 4,000 トンの水利権があります。千歳川水系の方はプラス 2,800 トン

で、水利権的には 2 万 6,800 トンになります。この 2,800 トンには新たにお金を払うこと

になりますが、この部分には消費税を除いて 1 億 7,500 万円ほど今後負担が増えていくと

いうことで計算されています。将来的にこの部分が値上げになるかということですが、今、

経営審議会という審議するところがありますが、その中で平成 27 年から 29 年の 3 か年の
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財政計画を検討していて、十分議論されるものと考えています。ある程度の方向性が見え

た段階でパブリックコメントということになると思いますので、今の段階ではご返事でき

かねますのでご了承願いたいと思います。 

 

○自治連合会長 

 高齢化問題について、独居老人や介護老人などの情報が町内会ではつかみにくい状況で、

個人情報の保護の関係で町内会にその情報が流れてこないようで、緊急の時や排雪の時な

どに不便を感じているのですが、このへんについてはいかがでしょうか。 

 

○木下保健福祉部長 

 この問題につては、以前からプライバシーの問題等で非常に難しいところです。特に災

害などの緊急時に問題になってくると思われますが、市ではこれまでは、災害の事態に対

応するために、高齢者や障がい者の方の名簿をつくっていました。今年の 4 月から災害対

策法の改正で、市町村で名簿を必ず作ることとなり、市では今持っている名簿をベースに

して、災害時に対応できるような名簿を作成中です。しかし、その名簿は全ての町内会な

どに出せるようになるわけではなく、自主防災組織を作っている町内会などと協定を結ん

だ上で出すかたちになります。 

 

○自治連合会長 

 ＡＥＤの設置について、4つの要件がありましたが、住民集会所はこの 4点には当てはま

らないのでしょうか。ＡＥＤ設置施設 62箇所の公共施設の中に住民集会所は入っているの

ですか。 

 

○木下保健福祉部長 

 62 箇所の施設に住民集会所は入っておらず、ＡＥＤは設置されていません。設置されて

いるのは総合体育館や地区センター、学校施設などの大規模施設です。住民集会所は地域

の方で使用されていて、不特定多数の方が集まるといった施設ではありませんので、そう

いった意味で優先順位が少し後ろになっています。 

 

○自治連合会長 

 新庁舎建設に伴うバス運行の問題について、住民が市庁舎に行くときの運行のことや、

市役所の前には現在バス停留所が 1 箇所しかありませんが、こうしたことでは不便だと思

います、何か考えておられるのでしょうか。 

 

○水口総務部長 

 市庁舎の建設というだけでなく、まちづくりの拠点にしたいと考えており、交通機関に

ついても今後検討していきたいと考えています。 
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○市民（緑陽町 2丁目町内会） 

 まず 1 点目が防災関係について、避難所設営マニュアルはできたのでしょうか。次に 2

点目は、地域の心配として緑地配水池は地震のときにこぼれてこないのかという単純な質

問です。最後 3 点目は、ライフライングループというのができて、無線をやっている方 4、

5名で日赤協力隊にも入っていますが、災害の時電話は不通になるため無線が連絡手段にな

るだろうということですが、市とはどのような形でつながっているのか教えていただきた

いのですが。 

 

○水口総務部長 

 避難所の設営マニュアルについて、今は案という状況であります。9 月 11 日の大雨の特

別警報を受けて、職員の参集あるいは広報活動の手法、状況に関する情報をどう周知して

いくのか、今後の課題が明らかになったところです。さらに、9 月 27 日には全職員を対象

にした緊急伝達訓練や管理職を対象とした非常参集訓練を早朝に実施しました。9 月 11 日

の災害と 27日の訓練を経て、職員の初動体制マニュアルの見直しを行っています。併せて

避難所の設営マニュアルの作成を行っているところです。避難所の設営については、地域

の方とも訓練をしていきたいと考えており、さらに地域との意見交換をしながら正案を作

っていきたいと考えております。 

 

○藤嶋水道部長 

 緑葉配水池については、耐震化されており問題ありません。また、防災の関係で若干ご

説明をいたしますが、竹山配水池に給水タンクを 4 つ用意しておりまして、各配水池に備

え付けの給水タンクが 5 つほどあります。また、緊急時には転用になるタンクを 5 つほど

用意しており、何かあっても概ね対応できるのではないかと考えております。 

 

○水口総務部長 

 無線の関係でありますが、無線を受ける設備は危機管理課の方にもありますが、日赤の

無線奉仕団の方と訓練しているかというと、まだそういう状況ではありません。 

 

○市民（山手町 5丁目町内会） 

 除排雪の件について、北海道新聞の住みやすさのアンケートの中に「不満と感じるもの

はなんですか」という項目で一番多かったのが除雪排雪の問題でした。除排雪については

毎年苦情が出ますが、今のやり方以外の方法は考えてないのですか。あるいは、もっと丁

寧な除排雪をお願いするような声はないのでしょうか。 

 

○村上建設部長 

 除排雪の関係について、一番苦情が多い問題で、昨年も色々とご意見をいただいている

状況です。予算の関係と人手の関係がありますが、今のところ精一杯の状態です。ただそ

の中でもできるかぎりの対応をやっていこうという考えであります。今までと同じ状態で
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除雪していくのかというと、去年から市と除雪事業者と地域の方の三者で除雪懇談会を 2

つの地域で開催し、地域の課題や直接の声を汲み取って実施していくやり方をしています。

すぐに地域の問題を解消できるということではないと思いますが、ひとつずつやれること

をやっていきたいと考えておりますのでご理解をいただきたいと思います。 

 

○市民（緑陽町第 1自治会） 

 防災対策についての確認です。給水は 1 週間ほどもつと聞いておりますが、これにはト

イレの水のことを考えているのでしょうか。飲料水だけでしょうか。水洗トイレが使えな

いとなると大きな問題だと思うのですが。 

 もう 1 点は、あさがお公園のニセアカシアの伸びが早いので災害時に倒れたりすると大

変な事故になると思うのですが、公園の樹木を低木にすることを検討していただきたい。

さらに、樹木が高いと道路がそのせいで日陰になり、冬場は凍ってしまい危険になるとい

う問題もあります。 

 最後に、避難場所の表示について、多くの人が通るトリムコース内に表示がありません

ので、分かりやすい位置に設置するよう検討をいただきたい。 

 

○藤嶋水道部長 

 1週間ほどもつ応急用の水に、水洗トイレの分が含まれているのかということですが、水

洗の分については含まれておりません。災害時には生死にかかわる部分ということで、飲

み水の分だけです。大規模な災害に備え、生命の維持という部分で応急用の水に関する協

定を他の自治体と結んでおりますが、そうした中にも水洗用の水は含まれておりません。

個々の方々がこうした災害に備え、水の確保をしていただきたいと思いますので、逆にお

願いという形になりますが、よろしくお願いします。 

 

○村上建設部長 

 公園に植えてあるニセアカシアを低木化できないということですが、原則的にはどのよ

うな木であっても緑は大切であると考えております。日常的に点検をしており、地震のと

きに倒木しそうな木については、切り倒して低木化していく検討はできると思いますが、

今、元気な状態の木を切り倒して低木化していくのは難しいものと考えています。一度現

地は確認させていただきますが、交通事故対策で木を切るのは、団地内でも相当数の樹木

があるので対応には時間やお金がかかってきます。全ての対応はできかねると思いますの

で、どうしても危険性があるような木については一定の処理をさせていただきたいと思い

ます。 

 11/12 あさがお公園において質問者と面会し、ニセアカシア及びシラカバについて

は、すぐに倒れるなどの状況ではないが、樹高も高くなり今後の風などによる倒木を未

然に防ぐため、平成 27年度において芯止め等の剪定を実施する旨を伝え了承を得た。 

（都市整備課） 
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○水口総務部長 

 避難場所の表示の件について、広報で周知したり、町内会や防災組織を通して周知した

りするのが一番確かだとは思いますが、現地を見て表示が確かな場所にあるのか確認をさ

せていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市民（山手町 2丁目町内会） 

 ゴミ問題について、資源ごみには紙ごみやプラスチックごみなどありますが、収集日を

 10月 24日質問者の質問者に現地で説明。了解を得る。（説明内容は別紙） 

 標識については、避難場所として指定したことを示すものであるため、１箇所のみの 

設置としており、公園の入口に設置をしています。 

 一時避難場所の周知ということに関しましては、防災ガイドマップ等で周知をしてい

るところですが、例えば自主防災組織（町内会）として避難場所を周知することを目的

に住居案内板やごみステーション案内板等を作成すれば、その作成・設置費用に関して

補助（２分の１補助、世帯数による上限有）が可能ですので、自主防災組織（町内会全

体としての考えをまとめたうえで、ご相談をいただければと思います。 

 

 

（危機管理課） 

 

一
時
避
難
場
所 

避難場所標識 

トリムコース 

「ともに」 
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守らずに出して、ゴミが溜まっている現状があるので、将来的に週 2 回どんなゴミでも、

いつ出しても収集されるように今後検討していっていただきたい。 

 バスの利用の問題について、バス利用者を増やす懇談会を中央バスと、市の方も来てい

ただいてやったのですが、その中で話し合われた取組みは、その後しているのかどうか。

それとその時に提案したのですが、バスの停留所の問題で、駅舎と停留所の間に距離があ

り、冬になると凍結したりもするので、バス停を動かしてほしいという要望をその時にし

てあり、なかなか難しいということで終わっているのですが、バス停はなるべく近い方が

よいと思っているので再考していただけないかということです。今すぐに回答は必要あり

ませんので、是非再度検討をしていっていただきたいと思います。 

 

 11/12 質問者宅を訪問し、駅正面にバス停留所を移設することについて再度検討した結

果をバスの走行軌跡などを描いた図面を提示しながら、乗用車とバスの安全な交通の確保

に問題が生じることや既存の歩行者通路の拡幅やタクシープールの縮小などにより改修に

多額の費用がかかることなどを説明し了承を得た。 

 質問者からは、今回の説明は理解したが、状況は刻々と変化することから今後改めて検

討が必要になることもありうるとの指摘を受けた。 

（都市整備課） 

 

○市民（山手町 6丁目町内会） 

 緑道が広くめぐらされておりますが、段差のある箇所がありますので、次の改修工事の

ときに解消していただきたいなと思っております。次に、駅前のバス停留所の問題で、確

か昨年に、ロードヒーティングにするという話で、入札が不調になったという話も聞きま

すが、その後どうなっているのでしょうか。最後に、定住人口の関係で空き家問題につい

て、一番問題なのは所有者がなかなか土地を手放さないということで聞いています。手放

したくないという所有者の気持ちも分かるのですが、何かいい方法がないのか考えていた

だけたらなと切に願っています。 

 

○村上建設部長 

 緑道の段差の件については、ご要望ということで承っておきます。ロードヒーティング

の件ですが、再入札で無事落札されました。年内には工事が完了できればと考えておりま

すまた、シェルターの工事も別発注ですがこれから入札の予定でおります。 

 学校等の公共施設の周辺の緑道で、特に歩行者交通量が多く自転車やベビカーなどを

使用する所については、利便性の向上を図る為、昨年低下縁石に取替え段差の解消を図

った所があること、また、今後改修がある際には対応していくと説明をした。 

（土木事務所） 

 

○高橋企画財政部長 

 定住人口の件ですが、ファーストマイホーム支援制度ができて、団地内の動きに期待し
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ているところで、意外と団地内も少しずつ動きがでているという感じがします。 

 不動産について、なかなか売りたくないという部分がありますが、空き地空き家バンク

もゆっくりではありますが、徐々に利用が増えてきているところです。もっと活発にしよ

うということで、市内の不動産業者との提携も視野にいれて、少しずつではありますが、

定住人口の増加に繋げていきたいと考えております。 

 

○市民（松葉町第 2自治会） 

 若い世代が北広島市に定住するために、公営住宅などの情報発信はどのように行われて

いるのか。また、若い世代の声はどのように吸い上げているのか。 

 

○上野市長 

 市の情報は広報やホームページなど様々な形で情報発信されています。また、市政の推

進にはこの場の町内会の声や、子育て世代の声、教育関係者の声など様々な方のご意見を

伺っております。そしてこの市政懇談会は、若い方もどなたでも出席できる懇談会になっ

ています。 

 

○市民 

 防災の関係について、防災設備や対策などを充実させていくという話を受けましたが、

一番気になっているところは、行政職員が短時間の間にどれだけマンパワーを発揮できる

かということですが、職員の居住の実態を把握されているのでしょうか。また、危機管理

課がありますが、専門職員は何名配置されているのでしょうか。こちらの職員の居住実態

はどうなのでしょうか。勤務体制は 24時間体制なのでしょうか。それと、職員の訓練体制

はどうなっているのでしょうか。 

 

○水口総務部長 

 職員の居住状況ですが、現在市職員は 469名おり、うち 89名は消防職員であり、こちら

は必ず市内に住むようにとなっております。残りの部分の 8 割が市内に住んでおります。

残り 2割については、恵庭や札幌、千歳、長沼に住んでいる状況です。また、平成 24年度

から採用後に市内に住むことが可能な人がひとつの採用条件としています。ですから、こ

れからの職員は市内に住むような形になってくると考えております。危機管理課の体制は、

課長 1 名、主査 1 名、スタッフ 1 名、非常勤職員 1 名となっております。正職員 3 名につ

いては市内に居住しており、非常勤については恵庭に在住しております。非常勤は防災専

門官ということで、そういう資格を持った方を採用している状況です。勤務体制が 24時間

かどうかということなのですが、一般職で採用しているので、交代制で 24時間いるかとい

うとそうではありません。災害時などは警報がなった時点で市役所に出勤するかたちをと

っています。訓練体制については、9 月 27 日に管理職を対象に午前 4：50 分に震度 6 の地

震かきたことを想定し実施しました。職員には徒歩もしくは自転車で市役所まで登庁する

ようにということで、2時間半で打ち切り、その時点でどこにいるかということで実施しま
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した。管理職の 8 割近い人数は市役所に到達しているという結果でした。市のホームペー

ジにも何分以内に何人市役所に来られたかということも掲載していますのでご覧ください。 

 

９ 自由懇談 

 

○市民（緑陽町第 1自治会） 

 トリムコースと市道との交差点について、緑陽小学校がなくなり速度規制がなくなった

ところで、今のところは事故がないのですが、交通量はけっこうある状況なので横断道路

の白線を引いてもらえないものでしょうか。 

 

○塚崎市民環境部長 

 横断歩道は公安員会の管轄になりますので、交通安全担当が道路の状況などを確認させ

ていただいて、協議して参ります。 

 

○市民（山手町 4丁目町内会） 

 若い人たちに住んでいただくために、若い方が働ける職場の創出や若い人たちに対する

様々なサービスを充実させていってほしいと思っています。 

 

○高橋企画財政部長 

 職住近接で雇用の場を確保することが必要だということで、輪厚の工業団地や各種企業

誘致をやっているところです。若い人たちが働ける場や子育てをしやすい環境、それから

教育環境が大切だと認識しておりますので、できることから少しずつ進めて参りたいと考

えております。 

 

○市民（山手町 6丁目町内会） 

 排雪の関係で、タンポポ公園にブルドーザーで雪を押し込んで除雪しているが、園内の

雪が高くなってしまい見通しが悪くなります。また歩道も歩きづらいです。子どもの遊び

場にもなっているので、雪を積み上げた後の整備をお願いしたい。 

 

○村上建設部長 

 原則公園に雪を入れてよいということにはなっておりませんが、一定の条件により公園

に雪を置いている状況があります。高くしすぎなければよいと思いますが、状況を確認さ

せてもらいながら業者の方には指導をしていきます。 

 

 雪山を高く盛上げる事は危険であるし、置き雪の影響により見通しが確保されないた

め、雪山の高さを抑えるよう努めると回答した。 

（土木事務所） 
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○市民（緑陽町第 1自治会） 

 公園の周りに置き石したのですが、除雪するためにせっかく置いた石をどかして作業し

ています。これは無駄ではないでしょうか。やり方を検討してもらえればと思います。 

 

○村上建設部長 

 検討させていただきます。 

 

 公園の外柵についての設置目的とその必要性についての説明し了解を求めた。 

（都市整備課） 

 

○市民（山手町 6丁目町内会） 

 定住促進について、教育環境という点で、北広島高校を中高一貫教育にし、札幌の高校

よりも高いレベルになれば若い人たちが団地内に入ってきたりもするのではないでしょう

か。 

 

○吉田教育長 

 中高一貫教育について、教育に期待を寄せる市民の方や市外の方の関心を引くのではな

いかと思います。現実的には、市立の中学校と道立の高校の場合、協議をしていかなけれ

ばならないのですが、それが成り立てば実現できることもあります。しかし、一足飛びに

はいかない部分があるので、今、市では小学校と中学校の連携教育という大きな柱に取組

んでいます。これの意味するところは、義務教育の 9 年間で子どもたちをどう育てるのか

という基本に立ち返り、新たに中学校 1 年生になる生徒がスムーズに移行できるように、

教えるカリキュラムや生活スタイルなどを小中で繋げていくことを大事にしたいというこ

とであります。その先には、幼稚園や保育園から小学校 1年生になる部分においても、今、

懇話会を開いており、小学校に入学するときにスムーズに移行できるような取組みも進め

ています。ご指摘の中学校から高校の部分についてはこれからの課題としているところで

す。 

 

○市民（山手町 1丁目町内会） 

 緑陽・山手・松葉は環境的には恵まれていて、公園もよく管理されていると思っていま

すが、もう少し森の手入れがされていればもっとよくなるという印象を持っています。遊

歩道に近いところでもそういった箇所が散見されていて、笹薮が生い茂っていて入れない

という箇所が多いです。トリムコース沿いなども一目瞭然なのですが、笹を払うのがいい

のかという問題もありますが、もう少しなんとかならないものかと思っています。それを

やってくださいというのは限りある予算の中では厳しいものと思いますので、例えば、笹

払いくらいならば元気な年寄ならやってくれると思います。近くで言えば、里見緑地の遊

歩道に住民が手を加えたという例もあると思います。こうした住民のボランティアを募っ

て、お金をかけずに魅力を向上させるような取組みは考えられないものかなと普段から思
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っています。市から言いだしにくいことかもしれませんが、積極的に住民を活用していけ

ばいいのではないかと思っています。 

 

○村上建設部長 

 ボランティア関係団体は市内にもいつくかあって、この間もメイプルという団体が中心

になって植樹祭を実施したところです。ボランティアを使った取組みは発案から実施に至

るまである程度の時間を要しますが、貴重なご意見として参考にさせていただきます。 

 

○市民（松葉町第 2自治会） 

 松葉町 3 丁目と 4 丁目の間の道路があって、この道路は広葉通り、バス通りにつながっ

ていますけれど、広葉郵便局からこの道路に交わるところにかけて下り坂になっています。 

春先には道路が凍結していますが、ここでは歩行者が転倒しそうになって歩いています。 

両側に歩道がるのですが、この歩道に堆雪されているので歩行者は車道を歩かなければな

らない状況になっています。歩行者が安全に歩ける何か対策はないのでしょうか。 

 

○村上建設部長 

 後ほど直接場所を確認し、持ち帰って検討したいと思います。 

 

 現地に路面凍結防止用の砂袋を配布すると共に、配布時にも砂の散布を行い、凍結路

面の防止に努めると回答した。また、砂の散布について地元の協力も求めた。 

（土木事務所） 

 

10 閉会あいさつ ～ 巻末に掲載 ～ 
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平成 26年度 市 政 懇 談 会 

稲穂町自治連合会 

平成 26年 10月 24日（金）18：00～ 

稲穂会館 

出席者 24名（自治連合会 12名、市側 12名） 

 

 

【開催次第】 

１ 開 会 

２ 市出席者紹介 

３ 自治連合会長あいさつ 

４ 自治連合会役員等紹介 

５ 市長あいさつ 

６ 自治連合会から懇談テーマの趣旨説明 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明 

   市庁舎新築計画について（資料Ｐ３１～３４） 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

９ 自由懇談 

10 閉 会 
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１ 開会 ～ 略 ～ 

 

２ 市出席者紹介 

 

○榎本市民課長 

 市の出席者を紹介させていただきます。上野市長です。道塚副市長です。髙橋企画財政

部長です。水口総務部長です。塚崎市民環境部長です。村上建設部長です。八町教育部長

です。千葉秘書課長です。秘書課岡主査です。市民課市民生活担当梅木主査です。同じく

中尾主事です。野中主事です。 

 

３ 自治連合会長あいさつ 

 

○自治連合会長 

 本日の市政懇談会にあたりまして大変お忙しい中、上野市長をはじめ幹部職員の方々そ

して担当部の職員の方々大勢足を運んでいただきましてまことにありがとうございます。

また、常日ごろ当自治連合会に対しまして、深いご理解とご協力をいただいておりますこ

とに大変感謝しております。この場をお借りしまして厚く御礼申し上げたいと思います。

本日の市政懇談会が私たち地域住民とそれから行政の意思疎通の面で非常によい機会であ

るという風に感じております。ますます意思疎通がより深まるように臨んでおりますので

今日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

４ 自治連合会役員等紹介 

 

○自治連合会長 

 稲穂町自治連合会の役員を紹介させていただきます。ただいま出席しておりますのは総

務部長です。会計です。今日勤務の都合で副会長と幹事数名が遅れて来る予定になってお

りますけれども、ご了解お願いしたいと思います。他に自治連合会の各町内会の役員、班

長を中心に一般の方々が出席していただいております。 

 

５ 市長あいさつ ～ 巻頭に掲載 ～ 

 

６ 自治連合会から懇談テーマの趣旨説明（当日配付した資料のテーマ要旨抜粋） 

 

○自治連合会長 

 新庁舎建設について、市民は、コンパクトで使い勝手の良い庁舎を期待し関心を持って

います。どのような計画で進められているか概況説明をお願いします。 

 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明（当日配付した資料の回答内容抜粋） 
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○水口総務部長 

 新庁舎の建設につきましては（資料 P31～34）、市民にとって親しみやすく利用しやすい

庁舎とすることはもとより、災害時には「防災・災害復興の拠点」としての役割を担う施

設となることを基本に、現庁舎敷地内において平成 29年度中の完成を目指し業務を進めて

いるところであります。 

 現在は、今年度中の策定を目標に、「新庁舎建設基本設計」を基本として「実施設計」の

作成作業を進めております。 

 以下、７月末に策定いたしました「新庁舎建設基本設計」の概要につきましてご説明申

し上げます。 

（１） 設計方針 

 新庁舎につきましては、以下の５つの方針に基づいて設計を進めております。 

① 「市民が親しみ、利用しやすい庁舎の実現」 

 各階に多機能トイレを設置するなど、誰もが利用しやすいようユニバーサルデザインを

徹底するとともに、庁舎内の案内サインを分かりやすく親しみやすいデザインにするなど、

市民の皆様が利用しやすい庁舎を目指します。 

② 「社会情勢の変化に対応できる、長寿命で柔軟性の高い庁舎」 

 柱や間仕切りの少ない空間とし、組織改編や情報化の進展などに柔軟に対応できる庁舎

を目指します。 

③ 「市民の安全・安心な暮らしを支える拠点となる庁舎」 

 通常の１.５倍に耐力を高めた耐震構造を採用するなど、災害に強い庁舎を目指します。 

 また、災害が発生した際にも、復興拠点としての機能を維持できるよう、天井・照明な

ど非構造部材の耐震対策や重要機器に対する免震機能の導入で、地震時の被害を最小限に

抑えます。加えて、非常用発電機を備えるとともに飲用・雑用水を確保するなど、災害対

策本部として機能する計画とします。 

④ 「省エネルギー対策、環境に配慮した庁舎」 

 夏の暑さや冬の寒さなど、外部からの影響を受けにくい設計とし、エコ庁舎を目指しま

す。 

 また、太陽光や地中熱などの再生可能エネルギーやＬＥＤ照明などを積極的に利用し、

自然環境と経済性に配慮します。 

⑤ 「市民の交流が広がる庁舎」 

 １階に保健センターや地域子育て支援センター、貸出し可能な多目的室（現中央会館機

能）を設け、市民利用スペースとして多様な交流が生まれる庁舎を目指します。 

 また、５階には、カフェや展望ロビーを設ける計画とします。 

（２） 施設の概要 

① 建物用途：庁舎、保健センター、地域子育て支援センター 

② 建築場所：北広島市中央 4丁目 2番地 1（現市役所庁舎敷地） 

③ 規  模：地上５階建 
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④ 構  造：鉄骨造 

⑤ 延床面積：約１０，４６０㎡ 

（３） 配置計画 

① 「現庁舎への影響が最小限となる配置」 

 新庁舎の建設工事中も現庁舎を利用し、仮設庁舎の建設が不要な工事計画とします。 

 建設工事中に合わせて解体する建物を中央会館のみとし、新庁舎完成後に本庁舎、第２ 

庁舎、第２庁舎増築部等を解体する工事計画とします。 

 なお、第３庁舎増築部については解体せず、書庫・倉庫等として活用する計画とします。 

② 「コンパクトな設計で、敷地を有効利用」 

 新庁舎はコンパクトで凹凸のない正形とし、駐車場は来庁者用として夏季約 200 台、冬

季約 150台分を確保する計画とします。（現在：夏季約 100台分） 

③ 「敷地高低差の有効利用」 

 道道栗山北広島線の高さを１階とします。２階に正面玄関と車寄せを設け、市民利用が

多い窓口を集約させます。 

 なお、玄関と駐車場は、１階と２階の高さにそれぞれ設ける計画とします。 

④ 「来庁者の動線」 

 車と歩行者の交錯を減らすため、敷地内は歩車分離を原則とします。 

 また、エルフィンロードからも訪れやすいよう、南側にも玄関を設ける計画とします。 

（４） 平面計画 

① １階には、保健センター・地域子育て支援センター・多目的室（現中央会館機能）から

なる市民利用スペース、２階から５階を庁舎機能とする明快な階層構成とします。 

② ２階から４階の庁舎窓口は、市民ロビーを中心に南北に窓口及び執務エリア、西側にバ

ックスペースを配します。 

③ 市民ロビーは、屋上トップライトから吹き抜けを介して光が注ぐ空間とします。 

④ ３階に災害対策関連諸室を集約配置する計画とします。 

⑤ ５階には、議会関連諸室を配置するとともに、カフェや展望ロビーを設ける計画としま

す。 

（５） 今後のスケジュール 

・ 平成 26年度 実施設計の策定 

・ 平成 27年春 中央会館の解体 

・ 平成 27年秋 新庁舎の建設工事開始 

・ 平成 29年春 新庁舎の竣工、利用開始 

・ 平成 29年春 第３庁舎増築部の改修 

   ～30年春 本庁舎・第２庁舎・第２庁舎増築部等の解体 

       駐車場などの整備、外構の整備 

 

８ 懇談テーマに対する再質問等 
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○自治連合会長 

 中央会館が最初に取り壊されるということで、庁舎が完成した暁には多目的ホールのと

ころで中央会館の機能が引き継がれるということをお聞きしました。ということは、中央

会館には今、一般貸出ししている部屋が 4 つあると思いますが、現在のようなスタイルで

申請を出すことによって使えることになりますか。 

 

○水口総務部長 

 現在の会館につきましては、来年の 4 月からもうご利用できないような形を予定をして

います。それまで使っていただいた方につきましては、中央公民館の方で、あるいは広葉

交流センターを当面は使っていただきたいと考えております。新しく新庁舎ができた場合、

多目的室という形になり、この管理だとか、どういうことに使っていただくというのは今

後新庁舎建設に向かって私どもで検討してまいる部分でございますけれども、ほぼ同じよ

うな形でお使いいただけるのかなと考えております。建物自体の部屋の広さにつきまして

は、現在の中央会館と遜色はないような状況でございますし、一部で確定申告の時期だと

か、選挙の時期、そういった部分ではお使いできない時期もあることもありますが、その

ほかの部分につきましてはこれまでどおり使えるような形にさせていただきたいと思いま

す。ただ、どういうかたちで管理していくのかというのはたこれからの検討課題になって

おりますので、また改めて周知をさせていただきたいと考えております。 

 

○市民（稲穂町西 2・6丁目町内会） 

 太陽光発電というのがありますけれども、建物建てるのは最初のスタートで予算が充分

にあるのだろうと思いますけども、やはり維持管理をするということは何事においても大

変だと思います。理事者の皆さんが退職者したら、それで終わりだということになります

が、それでは困るのでいかに経費を少なくしていくかということが大事だろうと思います。

その中で例えば、太陽光発電やることによって、あるいは地中熱をやることによって役所

の電気料がどのくらいのパーセンテージで賄えるのか、あるいは、多少初期投資は高くて

も、やはり将来のことを考えるならば、ほかのところをけずって、こちらに投資をすると

いうこともひとつの考え方ですけれども、何％くらいで、例えば、電気料金なんかは賄え

るのですか。今市役所の電気がどのくらいなのか、新しくしたことによってどのくらいの

電気がかかるのか、そういったことを聞かせいただきたいと思うのですが。 

 

○水口総務部長 

 私どもも経費がどれぐらいかかるのかというのは大変重要なことだと考えております。

太陽光の部分に限って言わせていただきますと、太陽光につきましては、30 キロワットと

いうことで、概ね市役所に備えている、あるいわ、これから備えようとしているパソコン

70～80 台分ぐらいの電気使用量が賄えると考えております。それが多いのか少ないのかと

いうと、少ないのかなということがあるのかもしれませんけれども、1つの庁舎のシンボル

として、そういう取り組みを市がやっているという部分で太陽光という部分を取り入れて
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いきたいと考えています。それと地中熱の部分につきましては、ちょうど今、市役所の前

庭の方で地下の部分の地中熱がどれぐらいカロリーを出すのかという部分の試掘を行って

いる状況で、その試掘の結果が、11 月中位に出てきます。その熱量の状況に応じてどうい

った施設、設備にしていけばいいのか、そういったものを計算していく、いわゆる実施設

計の中で計算していくという状況でございます。ですから、基本設計段階ではなかなか現

在かかっている維持経費とこれから新庁舎の維持経費という部分を比較するのは難しいで

すけども、もう少しお待ちいただければ、そういった計算も市民の皆様にお出しできると

考えております。もちろんイニシャルコストだけでなくランニングコストの部分につきま

しても、設計に当たっては十分気を付けていくべきだと認識しております。 

 

○市民自治連合会長 

 今敷地内で触れられていないところ、例えば、道道江別恵庭線の方で木がたくさん茂っ

ている部分、それから、職員の駐車場になっている部分はどのように変わるのでしょうか。

道路沿いの店舗は市が買い取っていただいて有効利用してほしい。具体的にどこがどのよ

うになるのかお尋ねしたいと思います。 

 

○高橋企画財政部長 

 庁舎横の隣接地につきましては、地元の商店街の方から市に活用していただきたいとい

うこともありまして、買収をすることになりましたが、まだ具体的な設計等はこれからに

なります。今考えていることは市民が集えて憩えるような公園・広場的な機能を備えたも

のにしたいと考えてございます。権利者等の関係もございまして、来年に店舗等を壊す予

定でございますので、その後の土地を購入し調査設計をしてまいりたいと思います。今、

イメージとしては、例えばお祭や様々なイベント、それからちょっとした休憩施設も含め

て、多少の傾斜を生かし、緑も配置しながら憩える広場にと考えております。具体的には

来年度以降お示しできるものと考えております。 

 

○市民（稲穂町西 2・6丁目町内会） 

 これから北広島市は 5年後の人口、あるいは 10年後の人口はどういう形で見積もってい

るのでしょうか。 

 

○高橋企画財政部長 

 人口は 6万人をきってしまいましたが、総合計画上は計画期間平成 32年までは、6万 1500

人というふうに計画をしております。ただ現時点で 6 万人をきっていまして、日本全体で

人口が減少しているという中の推測でいくと、少しずつ緩やかに人口は減っていくだろう

という見通しがあります。したがいまして、特に若い人に多く住んでもらいたいというこ

とで、今年から始めましたファーストマイホーム支援制度も、もう 30件を超えたというこ

とで、若干ではございますけれども、百数十人の方々が新たに住宅を建てたと、そういっ

た取り組みをしながらなんとかという人口減を食い止めていきたいというのが正直なとこ
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ろでございます。 

 

○市民（稲穂町西 3丁目町内会） 

 平成 22 年の出席後、久しぶりに今日来たのですが、その時の借金は個人的には 35 万円

ときいていましたが、今日聞きましたら個人的には 60万円の借金あるというのは間違いで

すか。それと後 1つ、夢プラザのトイレに入るときにいつも感じるのですが、立派すぎる。

今回の新庁舎のトイレはあのような立派なものではないと思うのですがその辺の予算を減

らしていただいて、コンパクトな市役所をつくっていただきたいなと思います。 

 

○高橋企画財政部長 

 財政の関係で、市長が申した 60万というのは予算規模ということです。一人当たりにす

ると、予算規模としては 60万円。それで、質問のあった一人当たりの借金については、約

39 万円くらいです。若干増え気味ですが、健全化は 6,9％ですからそういった意味では借

金が比較的少ないといった状況でございます。 

 

○上野市長 

 トイレですが考え方が二つあると思うのですけれども、できるだけお金はかけないよう

にはさせていただきます。 

 

○市民（稲穂町西 1丁目町内会） 

 新庁舎の総工費はどの位の予算ですか。それからもうひとつ、耐震性通常の 1.5 倍とい

うことは、マグニチュードだとか震度で換算するといくらくらいになるのですか。 

 

○水口総務部長 

 建設費につきましては、平成 25年の 9月に、基本計画というものを作りました。その中

では新庁舎の建設規模を 9,000平米から 10,000平米という形で想定をしております。その

中に設計や建築、外構、解体、備品等さらには、消費税の引き上げ分を見込み、平成 24年

度当時の建設費、労務費などを基に、概ね 40億から 50億の間と想定しているところです。

現在、実施設計を行っている状況でございます。実施設計の中で、設備や資材の選択など

をしていきます。これにより、節約するところは節約していく、さらには備品類で現在使

っている机や書棚などは、再利用も考えていかなくてはいけないのかなと思いますが、そ

ういうところで建設費用を極力押さえていくのと、さらには国からの補助金、こういった

ものも積極的に活用することを考えた上で実施設計の中で収支のシミュレーション、こう

したものを市民の方に明確にしていきたいと考えております。それから建物の耐震性につ

いては、通常の 1.5 倍と言いましたのが、まず官公庁の施設の建物の基準が 1.0 とします

と官公庁の基準の中で 1.5 倍の耐震基準を持っているという形で、これは官庁施設の総合

耐震津波計画基準に則って、概ね 1.5 倍で、地震にしますと７弱でも、免震ではなく耐震

なので、若干の揺れというのはありますが、構造自体に損壊を及ぼすようなことはないで
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あろうという建物になる予定です。ただし、情報機器のサーバーなど重要な機器の部分に

ついては、免震の構造を施して重大事にでも稼働させられるような工夫はしていくつもり

であります。 

 

９ 自由懇談 

 

○市民（稲穂町西 1丁目町内会） 

 これからエコミュージアムの関連で 2 つくらいお願いしたいと思います。広葉交流セン

ターの中に知新の駅が開設しました。ようやく我がまちにも歴史に関する資料きちっと展

示される場所ができて非常にうれしく思うのと誇れるようになりました。そんな中でひと

つ要望があるのですが、知新の駅で 3 人の偉人のコーナーがありますが、中山久蔵につい

て詳しく知るには旧島松駅逓所に行けば色々と資料が見ることはできます。それからクラ

ーク博士についても北海道大学の総合博物館に行ったらしっかり学ぶことができます。と

ころが和田郁次郎については、どこへいったら見ることができるのですかということで、

そこはちょっと残念な状況で、私はそのように感じております。以前、今のヤマダ電機の

前に北海市場がありまして、そこの 2 階に郁次郎館があって、郁次郎と当時の北広島を開

拓した人たちの開拓に使った道具だとか、どんな生活していたのかなど、そこで見ること

ができましたが、それがなくなったのか、これからどうするのか分かりませんけれども、

このまちを開拓した祖ということで、みなさん行政の方がおっしゃるのだったら、和田郁

次郎に関して、きちっとしたものを詳しく紹介できる場所をつくってほしいと思います。

できれば知新の駅で 1 階の方が少し空いている感じもあるので、その一角を郁次郎のもの

を展示して、我々市民が分かるようにしていただきたいと思っております。要望としてお

願いいたします。 

 もうひとつエコミュージアムの件で、例えば、北広島を一言でいえばどんなまちですか

ということを、行政のみなさんあるいは、市民のみなさんに問うたらどう思うかというこ

となのです。考えただけでもいっぱいでてきます。市勢要覧ではこのまちがエコミュージ

アムのまちと書いてあります。そのようなキャッチフレーズを徹底して広めていただける

ことが必要じゃないかなと思っております。エコミュージアムはまち全体の屋根のない博

物館だという考え方で進めているはずなのですが、そういう大きなとらえ方で、例えば「エ

コミュージアムのまちで○○ですよ」というようなことで、行政の皆さんが市民を巻き込

んで、教育委員会だけががんばっているのではなくて、行政の縦割りを全部とっぱらって、

一度エコミュージアムの大キャンペーンをやって、北広島はエコミュージアムをやってい

るのだという、そういうまちなんだと一言で言えるようなまちにされてはいかがかなとい

うふうに思っております。市の職員の名刺もエコミュージアムのまちという表示をしてい

ただいて、名刺を配っていただくなどの方法で広めていただきたいなと思います。要望と

して提案したいと思います。 

 

○八町教育部長 
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 エコミュージアムにつきましては、７月の終わりにオープンしまして、その後市民の方、

学校の子供たちもかなりの数が来ていただいて、我々が想定している以上に足を運んで来

ていただいている状況であります。2つ目の要望にありましたように、それでもまだエコミ

ュージアムという言葉を色々な方に浸透させていって、市民の方からエコミュージアムの

まちと言われるように私どもとしては思っております。それから 1 つ目の 3 人の偉人の中

の和田郁次郎につきましては、北海市場のところにあった資料を教育委員会で寄贈を受け

て、オープニングの時にその一部を展示して活用したり、それから化石の方から企画展と

いうことで１階を使ってやっておりますけれども、少しずつ歴史を進めていって、和田郁

次郎の時になれば、今資料整理もしておりますので、企画展示ということで市民の皆様に

公開する場を作っていきたいと考えております。 

 

○市民（稲穂町西 1丁目町内会） 

 和田郁次郎はできれば常設展でお願いしたいです。 

 

○市民（稲穂町西 2・6丁目町内会） 

 先日の大雨のときに自主避難ということで連絡がきたのですが、連絡が遅いなと思って、

川を見に行ったら既に水は引いているのに、なんで今頃自主避難という連絡がきたのだろ

うというような疑問を持ったものですから、たまたま町内会が遅かったのかもしれません

が、どうして遅かったのかという部分はよく検証していただきたいなと思います。それと

もうひとつ、平和の灯は最近点灯していないのではないだろうか。外側が壊れているよう

にも見えるのですが。 

 

○水口総務部長 

 9月 11日の大雨の時の件ですが、警報の段階から職員は市役所に常駐してやっており、5：

35 分くらいに災害対策本部ができあがりまして、輪厚川の水位や流れを見ながら避難勧告

をかけたというかたちになっております。それで、避難の情報が遅かったという部分はま

た改めて検証させていただいて、次回の教訓にさせていただきたいと思います。 

 

 １１月１８日に質問者に電話。今回の避難勧告の経緯については理解を得ており、今

後の災害時に、今回の教訓を生かし対応してほしいという要望をうける。 

（危機管理課） 

 

○塚崎市民環境部長 

 平和の灯の関係です。灯は実はついております。実は季節によって灯のしぼり方があり

まして、例えば夏場ですとお盆の時期、平和の祭典などもありますので大き目にしている

のですが、普段は小さくしぼっておりまして、それが遠目に見るとついてないように見え

るのかもしれません。それで、大雨とか風が強いときに消えることはございます。その場

合については、連絡が入りましたらうちの方で種火から火を持って、また再度点灯すると
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いうことにしておりますし、今施設の関係で壊されている部分があるのではないかという

ことなので、再度点検いたしまして、灯については守っていきたいと思っております。 

 

 現地確認した結果、壊れておらず灯も点灯していることを質問者に電話でお伝えした。 

（都市整備課） 

 

○市民（稲穂町西 2・6丁目町内会） 

 私の地区は地上デジタルテレビの難視聴地域なのですが、市から市営住宅の横に土地を

借りて協働アンテナを借りて現在 110 世帯くらいの配信をしているのですが、今度市役所

が建設されるとちょうど電波障害になるような位置でありまして、その対策をとらなけれ

ばならないと思っております。それと建ってからもそうですが、工事中も足場などの関係

で電波障害が起きるということがございますので、ご配慮をお願いしたいと思います。 

 

○水口総務部長 

 そういった部分につきましては、調査しながら工事を進めたいと思います。 

 

○市民（稲穂町西 3丁目町内会） 

 平成 19年度の要望書の回答をもっているのですが、あじさい通から天使の園へ抜ける手

押し信号をお願いしていたのですが、その進捗状況をお聞かせください。避難するときに

避難通路となると思いますので、人数はそれほど多くはありませんが、緊急の時に是非必

要かなと思いますのでお聞きします。 

 

○塚崎市民環境部長 

 結論から申し上げますと、今お話のありました信号機については、継続してその所管で

あります公安委員会の方に要望してきております。それで、信号機の要望の箇所なのです

けれども、実は市内に手押し信号も含め全部で 50か所ございまして、残念ながら全道の中

で毎年だいたい 10機以内で信号がついてます。それで、北広島にそれが配分されるのかと

いうと、なかなか難しい面がございます。特に最近言われていますことは、信号機のいら

ない箇所があるのであれば、市内の箇所から移設してつけることは可能なのですけれども、

そうでなければなかなか難しいですよという話をうかがっております。しかし、そうは言

いましても、実際に皆さんが普段生活している中で、やはり危険個所だと思われてこのよ

うに要望がでているわけですから、私どもとしては引き続き公安委員会に対して、今の部

分も含めて市の要望箇所については、つくまで要望していきたいと思っております。ただ、

道の方の財政状況もございますので、なかなかつかない部分についてはご理解をいただけ

ればと思います。 

 

○自治連合会長 

 北広島市は平和都市宣言をされていると思うのですが、たまに市役所に懸垂幕があるの
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を見ることがあるのですが、仕事の関係で関西の方で見たのですが、平和都市宣言をして

いる町はずっと懸垂幕がかかっています。新しい庁舎ができたら毎日つけてほしいと思う

のですがいかがでしょうか。 

 

○上野市長 

 色々な月間がありまして、平和の関係の懸垂幕は 8 月の平和の式典等いろいろやってい

るのですが、それに合わせておそらくひと月は平和都市宣言のまちという風にして懸垂幕

を垂らしておりますけれども、新しい庁舎でも作る予定ではありますけれども、年間を通

してというのは非常に難しいのではありますけれども、取組としては、平和の灯を年間を

通して灯したり、子供の教育が大事だということで毎年記念式典、8月 6日は小中学生の代

表を式典に参加させております。非常に大事なことだとは思いますけれども、1年間を通し

て掲げる約束はできない部分であります。どんなことができるか検討してまいります。 

 

10 閉会あいさつ ～ 巻末に掲載 ～ 
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平成 26年度 市 政 懇 談 会 

大曲地区連合町内会 

平成 26年 10月 29日（金）18：30～ 

北広島市ふれあい学習センター（夢プラザ） 

出席者 41名（連合町内会 26名、市側 15名） 

 

 

【開催次第】 

１ 開 会 

２ 市出席者紹介 

３ 連合町内会長あいさつ 

４ 連合町内会役員等紹介 

５ 市長あいさつ 

６ 連合町内会から懇談テーマの趣旨説明 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明 

 （1）ごみ収集等について 

 （2）除雪について 

 （3）主要幹線道路の交通渋滞解消について 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

９ 自由懇談 

10 閉会 
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１ 開会 ～ 略 ～ 

 

２ 市出席者紹介 

 

○榎本市民課長 

 まず、市側の出席者を紹介させていただきます。上野市長です。道塚副市長です。吉田

教育長です。高橋企画財政部長です。塚崎市民環境部長です。木下保健福祉部長です。村

上建設部長です。千葉秘書課長です。秘書課岡主査です。三上大曲出張所長です。大曲出

張所尾崎主査です。市民課市民生活担当梅木主査です。市民課中尾主事です。野中主事で

す。以上、市側の出席者でございます。 

 

３ 連合町内会長あいさつ 

 

○連合町内会長 

 一言お礼とご挨拶をさせていただきます。日ごろは大曲地区連合町内会に対しまして格

別なご支援をいただき、厚くお礼を申し上げたいと思います。本日はこのように大曲地区

のための懇談会を開催していただきまして、重ねてお礼を申し上げたいと思います。それ

から各町内会の皆さんにおかれましては、夜分ご出席いただきましてありがとうございま

す。 

皆さんもご存じのとおり大曲会館の大規模改修工事が実施されておりまして、大曲会館

は我々大曲地域の文化活動の拠点であり、60 以上のサークル活動や各種団体の行事や会議

が行われており、夢プラザと同じように大曲地域にとって重要な場所であると認識してお

ります。 

従来から要望のあったエレベーターがつくことになって、市に配慮していただいて、2 月

の中頃に完成すると聞いておりますが非常に期待をしているところでございます。 

大曲地域では三井アウトレットパークの２号館の開設があり、またくるるの社では観光

バスが停まるくらいの賑わいで、観光的な雰囲気があり、ますます人の出入りが多くなっ

てきまして、こうした環境から大曲だけで言えば人口が増えており、心強いところであり

ます。 

市の住環境に関するアンケートでは、市民の７割が北広島市は住みよい、今後も住みた

いと思っているという結果であり、７割という数字はすごいことであると思います。 

今後の大曲は、文教地区であるとか、スポーツ交流に熱いところであるといった特色に

より、また、安心安全な大曲として、人の集まりがさらに増えればいいなと思っていると

ころであり、市の考えも色々とお聞かせいただきたいと思っております。 

これから、連合町内会として質問したいことを説明いたしますけれども、ご出席の町内

会長さんについても、何かお聞きになりたい点がありましたら発言いただいて、市におか

れましては、ご意見ご提案をいただければなと思っております。簡単ではありますがご挨

拶とさせていただきます。 
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４ 連合町内会役員等紹介 

 

○連合町内会長 

 副会長の小沢です。副会長です。総務です。会計です。庶務です。監査です。監査です。 

 

５ 市長挨拶 ～巻頭に掲載～ 

 

６ 連合町内会から懇談テーマの趣旨説明（当日配付した資料のテーマ要旨抜粋） 

 

○連合町内会総務担当 

（１）ゴミ収集等について 

 各町内会において様々な方法で分別の徹底について努力をしておりますが、ごみステー

ションに収集されないごみが残り、苦慮しているところです。そこで、その対策について、

良きアイデアがありましたら、ご指導いただきたい。例えば、自分の居住する町内会のご

みステーションに捨てることを原則にする、分別、洗浄の徹底、ステーションの使用につ

いて考えては、生ごみの量が少なく、バイオガスの処理が不十分―黄色い袋を無料にすれ

ばたくさん集まるのでは、市の分別等の広報を徹底しては（2 ヶ月に 1 回）、等々たくさん

の意見が出ていますが決定打がありません。 

 

（２）除雪について 

 除雪について、もう少し丁寧にやってはどうかなど、毎年のように話が出ます。例えば、

道道への出口の除雪が不十分、このことによって事故の心配がある。数年にわたり、同一

エリアを同一業者が実施している。慣れて良い面もありますが、ここをこうしていただけ

ればよいのでは等とお話をしますと、お互い様の面もありますが、感情論のようなお話を

業者からも住民からもお聴きすることがあります。2～3 年の間隔でエリアを替えてやる

等々、市からの指導があるとよいのではないかと考えます。 

 

（３）主要幹線道路の交通渋滞解消について 

 大曲交差点ＪＡ横拡張工事により交通の流れが緩和されたところですが、長年の課題で

あります大曲交差点横の休憩スペースの撤去及び歩道橋の撤去についてどのようにお考え

でしょうか。これらの進捗によっては交通渋滞の解消につながるのではと考えます。 

 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明（当日配付した資料の回答内容抜粋） 

 

○塚崎市民環境部長 

（１）ゴミ収集等について 

 分別が正しく行われていない「不適正ごみ」につきましては、資源等となりえないこと
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から市では収集を行っておりません。このため、正しい分別を行っていただくよう、広報

やホームページ等で周知し、分別意識の向上に取り組んできているところであります。 

 また、本年 4 月からは、自治会・町内会で回覧をお願いしている「きたひろ ごみ通信」

を毎月発行し、その中でも分別について周知しているところであります。 

 この他に、自治会・町内会での戸別配布や回覧等で使用していただくためのチラシ等を、

市で作成してお渡しすることも可能ですので、ご希望があれば環境課までお問い合わせく

ださい。 

 なお、一部の自治会・町内会で実施されている「不適正ごみ」への対処方法の例を挙げ

ますと、近隣でグループを作り、持ち回りによりごみステーションの位置を変えていると

ころもございますし、透明の資源ごみ袋に排出者の氏名を書く事にしているところもござ

います。 

 

○村上建設部長 

（２）除雪について 

 本市の除雪につきましては、市民の生活に影響が生じないよう安全で、円滑な交通を確

保するため幹線道路や生活道路等の道路区分に応じた除雪を実施しているところでありま

すが、除雪に関する市民ニーズは高まり、市民要望の上位に挙げられていると共に、苦情

も多く寄せられている状況であります。 

 このため、本市では、地域の冬の課題について対応するために、平成 25 年度から地域除

雪懇談会を開催し、市民、除雪業者、行政の３者で意見交換を行っているところでありま

す。 

 懇談会では、市の除排雪の実態を知っていただくと共に、地域の除雪の課題を話し合う

ため、除雪業者が担当する自治会・町内会単位で開催し、現行の体制や限られた予算の範

囲の中で、どんな対策が出来るものか、地域の課題を少しでも解決できるよう、意見交換

による取り組みを行っているところであります。 

 大曲地区においては、毎年、「もう少し丁寧な除雪を実施して欲しい」、「道道への出口の

除雪が不十分である」とか、除雪業者の地域割りの問題等、様々な課題挙げられておりま

すので、今後の懇談会においてこれらの課題点、提案等について、話し合ってまいりたい

と考えております。 

 現状の課題についてでありますが、道道との交差点部の除雪につきましては、道道の管

理者である北海道と連携し,改善を図ってまいりたいと考えております。 

 また、除雪業者の地区割りにつきましては、各業者によって除雪機械の保有台数台が異

なる事や事業所からの移動距離などを考慮して地域割をしておりますので、現時点におい

ては、2 年から 3 年毎の変更は難しいものと考えております。 

（３）主要幹線道路の交通渋滞解消について 

 現在、北海道開発局札幌開発建設部が主体となって、学識経験者、北海道、道警、NEXCO

東日本、札幌市、北広島市による「札幌千歳間交通円滑化懇談会」が設立され、国道 36 号

の札幌ドームから北広島 IC 周辺までの渋滞対策についての検討が進めてられております。 
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 9 月に北広島 IC 周辺などの交通量や渋滞に関する調査を実施しており、今後は大型商業

施設からのヒアリングなどを行ない、周辺道路への渋滞対策等の運営情報や現状の課題等

について把握し、懇談会で検討していくことになっております。また今後、札幌新道の厚

別東通までの延伸や道道仁別大曲線（羊ヶ丘通）の延伸などによって大きく交通の流れが

変わることも予想されることから、広域での渋滞対策が必要と考えております。 

 懇談会では、ソフト・ハードの両面で、また、短期的・中長期的な対策が検討されてい

くと思われますが、その具体的な対策を検討していく際に、ご意見のあった、大曲ポケッ

トパーク敷地の利用などについて、開発局や北海道と協議していきたいと考えております。 

 しかしながら、歩道橋の撤去につきましては、撤去によって横断歩道が設置され、逆に

国道 36 号への右左折に渋滞を招くおそれもあることから、慎重に検討していく必要がある

ものと考えております。 

 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

 

○市民（フローラル柏葉台町内会） 

 不適正ゴミが発生した場合、町内会費を使って、担当者がクリーンセンターに持ってい

っているのですが、他の町内会では不適正ゴミはどうしているのでしょうか。 

 

○塚崎市民環境部長 

 町内会の方が排出された不適正ゴミを分別しなおして出しているところもありますが、

そういう管理をしていないところについては、どんどん溜まっていきます。町内会でも、

これらのゴミの排出者が分からない状況になってきますと、市の方でそれを不適正排出物

として収集することにしております。 

 

○市民（みどりの里町内会） 

 除雪について、平成 25 年から 3 者で除雪懇談会を開いているということですが、みどり

の里はまだのようです。 

 道路に 20cm くらい雪が積もっていたので、道路管理センターに電話連絡をしたのですが、

そんなに積もっていないという回答をもらいまして、とにかく現場を見に来てくださいと

お願いしたら、見に行っていますとの回答で、その 15 分後にパトロールカーがきたのです

が、結局、除雪車は入りませんでした。こういうことでは困るので、もっとパトロールを

して現場を知っていただきたい。 

 

 土木事務所にこのような苦情、要望があったことを伝え、土木事務所からは道路維持

協同組合に伝えてもらい、少しでも改善できるよう努力していくこととした。 

（土木事務所） 

 

○村上建設部長 
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 除雪業者が担当する地域ごとにやっていますが、特に早くやってほしいとの要望があり

ましたら言ってください。早めた方がいいのかも含め検討したいと思います。 

 除雪の苦情は、委託業者が開いている除雪センターというところで受けています。担当

する市の職員には当番があり、そこと連携して出動の判断をしますが、地域の方としては

まだまだ不十分なのではないか、また、地域で降雪量が違うのではないのかということで

すが、100％応えることはなかなか難しいとは思いますが、職員と業者が一体となって、な

るべくパトロールをして現場の状況を把握しながら応えていきたいと思います。 

 

○市民（みどりの里町内会） 

 大曲北通線のアンダーパスが一方通行になり、開拓橋のある大曲緑陽線を通ることがほ

とんどなのですが、この道路はすぐ吹き溜まりになるので、朝通勤も大変です。もう少し

手をいれていただくことはできないのか、一方通行の除雪しかできていない状況で、火災

でも発生したらどうなるのか、よく現場をご覧になって対応してください。 

 

○村上建設部長 

 もともと狭い道路で、除雪をかけたらかなり状態が悪いとのことだと思いますので、で

きる限りの中で対応させていただきたいと思います。市道はだいたい 8m が標準ですが、冬

になると、かき分け除雪ということで市道の真ん中を走って、両側施設帯は堆雪スペース

としてとらえ、4m は原則確保するということで実施しています。それでも大雪の場合は、

どうしても一車線しか確保できないないということもあろうかと思いますが、緊急車両が

通れる分だけは確保するというのを最低限の基準でやっているという状況であります。 

 

○市民（大曲中央町内会） 

 私の家の前の栗山北広島線では年に確か 3 回排雪があるのですが、3 回目は雪が降らない

だろうという頃に来ます。車道側の雪と歩道側の雪を車道と歩道の間に積むものですから、

歩道がつぶれてしまうのと、車道で大型車同士がすれ違えなくなるくらい狭くなっている

ものですから、排雪回数を増やす対応はとれないものですか。私も道に電話をするのです

が、お金がなくてできないと言われます。 

 

○村上建設部長 

 管理は北海道がしている道路でありますので、道の方に地元からそういう要望があった

ことを伝えたいと思います。 

 管理者である札幌建設管理部千歳出張所へ要望した結果、昨年はダンプトラックの確

保の関係で排雪時期がなかなかうまくいかなかったこと、また、回数については現状こ

れ以上の増は難しい旨回答があった。 

（庶務課） 

 

○市民（大曲中央町内会） 
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マンホールと道路に段差ができて、家が近いものですから揺れがすごいのですが、解消で

きないものですか。道に言って、マンホールの周りを埋めてもらうことはしてもらったの

ですが、そうなるとマンホールが下がってしまい、マンホールの蓋は市に言ってくれとの

ことでした。 

 

○村上建設部長 

 マンホールの蓋だけが市ということはないので、そのマンホールが市なのか道なのか確

認をさせていただきたい。ただ、真っ平にすることはなかなか難しいので、車輪が乗っか

るところにマンホールがあるということであれば、うまく摺り付けてなるべく振動が少な

くなるようにできないかというのも含めて、一度現地を確認させてください。 

 

 10月 30日に下水道課に確認したところ、市の汚水マンホールであり、苦情を受けた後、

蓋も滑り止めの物に交換するため、仮修繕したものであることが判明した。下水道課か

ら質問者に連絡し、後日本修繕を実施する旨伝えて了解されたと報告を受けた。 

（土木事務所・下水道課） 

 

○市民（末広３丁目町内会） 

 除雪について、ゴミステーションの前に雪をおいていくのですが、ちょっと工夫して置

かないようにできませんでしょうか。近い区域で除雪業者が違うと聞きましたが、統一し

た方がいいと思うのですが。 

 

○村上建設部長 

 個別の事項になりますので、後日直接聞き取りをさせてもらって対応を検討したいと思

います。 

 

・のぞみ野幹線 2 号線の大曲公園沿いのゴミステーションに係る除雪については、堆雪

量が多くならないよう一定程度配慮している。また、同上路線については、公園に沿っ

て大型ロータリー車による道路の拡幅除雪を行なっているが、歩道の除雪は実施してい

ない。幹線道路と生活道路の除雪業者が違っているとのことであるが、この地区は㈱マ

ルマサトウによって除雪を行っている旨回答した。 

・道路の照明は、道路交通の安全、円滑な移動を図ることを目的に、設置しているもの

であり、防犯灯については、市の管理施設として取扱う事はできない旨回答した。 

（土木事務所） 

 

９ 自由懇談 

 

○市民（北都町内会） 

 LED の 3 分の 2 の補助はいつまで続くものなのか参考までに伺いたいのですが。 
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○塚崎市民環境部長 

 今のところいつを終了にするか決めておりません。今年で 3 年目になりますが、3 年間で

市内の街路灯約 6000 灯ある内の半分 3,000 灯が LED に変わってきている状況ですが、ま

だ残り半分ありますので、今後も LED 化が進んでいくように続けていきたいと考えていま

す。 

 

○市民（末広３丁目町内会） 

 大曲公園の横の通りの街路灯を市で管理できないでしょうか。 

 

○村上建設部長 

 道路として必要な照明は極めて限定的なものですから、道路照明として引き取ることが

できるかどうかは見させてください。 

 

 この街路灯については、防犯上必要なため町内会が維持管理しているものになるので、

道路照明として取り扱うには一定の基準があり、引き取ることは難しい旨懇談会終了後

に説明し了承を得た。 

（市民課） 

 

○市民（フローラル柏葉台町内会） 

 要望なのですが、秋の一斉清掃も日にちを決めて、収集車が来てくれるととても助かる

ので、統一して実施できないでしょうか。 

 

○塚崎市民環境部長 

 要望として受けさせていただきますが、秋の一斉清掃は各町内会でばらばらで実施して

きており、早いところでは 8 月、遅いところでは雪が降る直前に実施しているところもあ

ります。これを統一し、収集車を 1 日で一斉に動かすというのはなかなか難しいことはご

理解をいただきたいと思います。 

 

○市民（みどりの里町内会） 

 みどりの里においては、収容避難場所として大曲東小学校がありますが非常に遠いです。

そこで、各地区にある集会所を一時的な避難場所として使えるようにすることはできない

のでしょうか。長期に使うことは不可能であろうと思っておりますので一時的にというこ

とで、真剣に考えて対応できるものか検討していただきたい。 

 

○道塚副市長 

 耐震設備を整備して安全な場所ということで収容避難所の指定をしておりますが、集会

所ということになると、安全性の確保ができるかどうかというのがひとつと、33 箇所の収
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容避難所に職員を配置して対応をとるのですが、さらに集会所の方に職員を派遣してきち

っとした対応をとれるかどうか、また、水や食料の配備ができるのかという問題があり、

現時点ではすぐに住民集会所を避難所とするのは難しいと思いますが、今後の部分として

どういう形ができるのかは検討させていただきたいと思います。 

 

10 閉会あいさつ ～ 巻末に掲載 ～ 
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平成 26年度 市 政 懇 談 会 

団地第 3住区自治連合会 

平成 26年 11月 17日（水）18：00～ 

第 3住区集会所 

出席者 38名（自治連合会 27名、市側 11名） 

 

 

【開催次第】 

１ 開 会 

２ 市出席者紹介 

３ 自治連合会長あいさつ 

４ 自治連合会役員等紹介 

５ 市長あいさつ 

６ 自治連合会から懇談テーマの趣旨説明 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明 

（1）排雪費用及び街路灯維持費の補助率の引き上げについて 

（2）自治会等に対する各種補助制度の一覧について 

（3）団地内のまちづくり計画について 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

９ 自由懇談 

10 閉会 
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１ 開会 ～ 略 ～ 

 

２ 市出席者紹介 

 

○榎本市民課長 

 まず、市側の出席者を紹介させていただきます。上野市長です。吉田教育長です。高橋

企画財政部長です。塚崎市民環境部長です。村上建設部長です。千葉秘書課長です。秘書

課岡主査です。市民課市民生活担当梅木主査です。市民課中尾主事と野中主事です。また、

本日道塚副市長は出席予定でしたが公務が入りましたので欠席ということでよろしくお願

いいたします。 

 

３ 自治連合会長あいさつ 

 

○自治連合会長 

 お晩でございます。本日はご出席いただきましてありがとうございます。 

自治連の会長をやっております、木村でございます。私自身、今回で会長になって 2 回目

の市政懇談会となります。 

 本日は、各単位自治会からいろいろな問題を出させていただきました。それらはお手元

にあるプリントにまとめたとおり市に提出いたしました。これらについて市のほうから説

明があると思います。本日役員以外の方もいらっしゃいますので市政に関するいろいろな

ご意見がありましたら発表していただきたいと思います。 

  

４ 自治連合会役員等紹介 

 

○自治連合会長 

 役員の紹介をさせていただきます。副会長は本日おりません。総務部長です。会計部長

も本日おりません。環境衛生部長です。福祉担当です。広報担当です。青少年体育部長で

す。交通防犯部長です。防災部長です。集会所部長です。以上でございます。 

 

５ 市長挨拶 ～巻頭に掲載～ 

 

６ 自治連合会から懇談テーマの趣旨説明（当日配付した資料のテーマ要旨抜粋） 

 

○自治連合会総務部長 

 （１）排雪費用及び街路灯維持費の補助率の引き上げについて 

 排雪費用及び街路灯維持費の補助率を引き上げることはできないでしょうか。第３住区

においても高齢化が進み、自治会加入戸数も漸減しつつあり、自治会の費用負担が増加し

て、自治会活動に支障が出てきます。費用負担だけの問題ではありませんが、一部には自
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治会を解散した方が良いとの声も聞こえてきます。 

 

 （２）自治会等に対する各種補助制度の一覧について 

 自治会等に対する市役所の各種補助金制度の一覧表を作成していただけないでしょうか。

自治会活動を遂行する上で、どのような補助金制度があるのか、その都度市役所に確認作

業を強いられているので、一覧表があれば良いと思います（ただし、ケースバイケースで

対応するものは除く）。 

 

 （３）団地内のまちづくり計画について 

団地内のまちづくりの全体計画を示していただきたい。住民が快適に生活するために団

地内の新設施設及び生活道路の路面整備並びに公園整備など、何を新設し、どの地域や箇

所をいつ整備するのか住民に伝わってこないので、全体計画を示すことはできないでしょ

うか。 

 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明（当日配付した資料の回答内容抜粋） 

 

○村上建設部長 

（１）排雪費用及び街路灯維持費の補助率の引き上げについて 

排雪費用の補助率の引き上げについてでありますが、市道排雪支援事業につきましては、

冬期間のより快適な生活環境の向上を図るため、自治会に対して費用の 1/2 を補助する制

度であります。 

 現在、排雪補助の基準額は 1キロメートル当たり 52万円となっておりますが、この額に

つきましては平成 22年度に改定したものであり、改定から既に 5年間が経過しております。 

 昨今の公共事業労務単価や燃料費等の高騰から、平成 27年度においては補助基準額の増

額改定を予定しており、補助金そのものの増額が予定されておりますことから、現段階で

の補助率の引き上げにつきましては難しいものと考えております。 

 

○塚崎市民環境部長 

（１）排雪費用及び街路灯維持費の補助率の引き上げについて 

街路灯維持費（電気料金）につきましては、自治会等が負担している街路灯電気料金の

概ね半分を補助しておりますが、自治会等に負担していただく電気料金には上限額を設け

ております。 

 具体的には、自治会等が支払う維持費が市の補助基準額（世帯数×2,000円）を超える自

治会等につきましては、基準額の 2 分の 1 の額が上限額となり、上限額を超えた分につき

ましては市の補助金で賄われるものでありますので、このような場合は、今回の値上げに

よる影響は受けないこととなります。 

 一方、維持費が補助基準額を下回る自治会等につきましては、維持費の半額が自治会等

の負担、もう半分が市の補助金で賄うこととなりますことから、電気料金の値上げによる
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影響を受けることとなります。 

 したがって、電気料金の値上がりによる影響を受ける自治会等も確かにありますが、上

限額以上の負担となることはないことから、今のところは、維持費の補助率を引き上げる

考えは持っておりませんので、ご理解をお願いします。 

 なお、市では、平成 24年度から環境負荷に優しい、消費電力の少ない LED化を推進する

ため、LED の設置費補助率を 2 分の 1 から 3 分の 2 に引き上げたところであり、平成 26 年

度末では市内の約半分の街路灯が LEDに切り替わる予定となっております。 

 電気料金の値上げ後も LEDに交換することで今までの水銀灯（60ｗ）に比べ、1基当たり

月々約 107 円の削減が期待できるとの試算結果もでておりますので、今後も LED 化を推進

していただきたいと考えております。 

 自治会の費用負担の問題につきましては、自治会運営が厳しいという地域の声も寄せら

れており、加えて本年 4 月からの消費税率の引き上げは、自治会運営にも大きな影響を及

ぼすものと判断し、今年度から自治会交付金を一律に 1 世帯当たり 100 円引き上げたとこ

ろであります。 

 自治会の存続問題につきましては、安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるために

は、地域で支え合い、助け合うことが大切であり、自治会はその重要な役割を担っている

と考えております。 

 また、地域内の街路灯の管理やごみステーションの管理、災害が起きた時の準備など様々

な役割も担っていただいておりますことから、是非、地域のためにも存続していっていた

だきたいと考えております。 

 

（２）自治会等に対する各種補助制度の一覧について 

ご要望のありました『自治会・町内会に対する市の各種補助制度の一覧表』につきまし

ては、自治会等に対する様々な補助制度を知っていただくため、また、自治会等における

事務の利便性向上のため、必要な整備であると認識しておりますので、来年度に向け、準

備を進めてまいりたいと考えております。 

 

「自治会・町内会に対する各種補助制度について」を作成し、平成 27 年 4 月 15 日号の

町内会等発送文書で周知を図った 

（市民課） 

 

○高橋企画財政部長 

（３）団地内のまちづくり計画について 

北広島団地は、まちづくりの核となる住宅団地として、昭和 45年に造成が開始されまし

た。しかしながら、近年の少子高齢化の進展に伴い、緩やかな人口減少と年齢構成別の人

口の偏りが著しくなってきており、まちづくりを進める上での大きな課題だと認識してお

ります。平成 22年に策定いたしました「北広島団地活性化計画」に基づき、北広島団地に

住み続けられること、北広島団地の魅力アップなど、定住促進に向けた取組みを進めてま
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いります。現在進めている具体的な施策などについては、次のとおりであります。 

●土地利用計画制度の見直し（都市計画課） 

 用途地域や地区計画などの土地利用計画制度の見直しにつきましては、現在、北広 

島市都市計画審議会において検討を行っているところであります。 

 北広島団地に関係する「見直し方針」としましては、次のとおりであります。 

 1.「住宅地における小規模店舗の誘導」 

     高齢化社会に対応した「歩いて暮らせるまち」を目指して、身近なところに日常生活

を支える利便施設が立地できるように用途地域を緩和する。 

  【見直し箇所～幹線・準幹線道路沿いの住宅地域（第 1種低層住居専用地域)】 

 2.「拠点地区の高度利用の促進」 

     ＪＲ北広島駅周辺地区は、本市の拠点地区であり、商業、業務施設など多様な都市機

能が集積しており、交通の利便性が高いことから、未利用地などの高度利用を促進す

る。 

  【見直し箇所～駅西口周辺の未利用地など（第 1種低層住居専用地域)】 

  今後につきましては、平成 26年度中には「見直し素案」を策定してパブリックコメン

トや住民説明会を開催し、平成 27年度には都市計画変更手続きを完了する予定であり

ます。 

 

○村上建設部長 

（３）団地内のまちづくり計画について 

●道営住宅の整備（建築課） 

 北広島団地内の道営住宅の整備についてでありますが、高台町団地につきまして 

は、本年 3月までに 5階建て 2棟 116戸の建替えを終えておりますが、引き続き来年末 

までに 3階建て 2棟 59戸の建替えを行い、高台町団地全体の整備が完了する予定との 

ことであります。 

 また、輝美町団地につきましては、これまで一部の住棟で住戸改善を実施してきたとこ

ろではありますが、将来の団地全体の整備にあたっては、団地の規模が大きく、相当な期

間を要することから、その事前準備として建替え用地の確保など、団地内の一部を用途廃

止する計画であるとのことであります。 

 用途廃止後の敷地の利活用については、今のところ具体的には決まっておりませんが、

市としても団地活性化を進めていくうえで重要なまちづくりの施策であることから、計画

の策定にあたっては、北海道と協議を進めることとしております。 

●水道管老朽管の更新（水道施設課）※水道部長欠席のため村上建設部長が説明 

 平成 10年度に老朽管更新事業計画書を作成し、平成 13年度までは、漏水事故の多発 

路線や道路改良事業に合わせて更新事業を行っておりましたが、平成 14年度からは漏 

水事故の多い地区を優先し面的に整備を行っているところであります。 

 事業計画は、平成 14年度から平成 33年度の 20年間で計画しており、昭和 50年前後 

布設の硬質塩化ビニル管 TS継手（TSソケットの接合を糊付で接合）使用管種を対象に 
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しており、更新延長は 100,071ｍ、対象地区は、北広島団地・西の里団地・大曲（南ヶ 

丘団地・みどりの郷団地）・駅前地区（稲穂町）となっております。 

 平成 25 年度までで 65,405ｍ更新しており、更新率は 65.4％となっております。北広島

団地の更新状況については、更新対象延長 71,177ｍに対し 48,411ｍ更新しており、更新率

は 68.0％となっております。 

 平成 26年度につきましては、若葉町・泉町・高台町を対象に約 4,000ｍの更新を予 

定しているところであります。 

●生活道路の路面整備（土木事務所） 

 生活道路の整備についてでありますが、北広島団地の道路につきましては、築造されて

から概ね 40年程度が経過していることから、老朽化が進んでいる状況にあり、現在は中央

通、緑陽通、広葉通等の幹線道路を中心に計画的に補修を進めてきているところでありま

す。 

 しかしながら生活道路の補修につきましては、傷みが激しい箇所から順次実施して お

りますが、舗装のオーバーレイ等全面的な補修につきましては経費的な問題もあり、全て

に対応できない状況であります。 

 今後とも、路面のひび割れや雨水排水施設の損傷箇所等、引き続き傷みが激しく危 険

なところから補修を実施してまいります。 

●公園整備（都市整備課） 

 公園施設の改修につきましては、現在平成 21年度に策定した北広島市公園施設長寿命化

計画に基づき、市内の公園に設置している、おおむね 30年以上経過した遊具を中心に、国

の補助金を活用して実施しております。 

 第 3 住区につきましては、平成 23 年度にさつき公園、平成 24 年度に竹葉公園、平成 25

年度にあやめ公園、今年度はすずらん公園の改修を行っております。 

 来年度はあざみ公園と、かえで公園の改修を予定しておりますが、国の補助金等の状況

によっては、次年度以降となる場合がございますのでご理解をお願いいたします。 

 このほか、第 3 住区内の公園で改修を計画している公園は、こすもす公園だけとなりま

すが、改修時期の具体につきましては、今後の予算の状況にもよりますことから、現段階

でお示しすることは難しい状況でありますが、できる限り早い時期に改修してまいりたい

と考えております。 

 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

 

○自治連合会総務部長 

 街路灯維持費補助金の説明が理解できなかったので具体的にもう一度説明していただけ

ないでしょうか。 

 

○塚崎市民環境部長 

 （具体的な数字を用いて説明後） 
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 要するに、考え方としては世帯数×２，０００円の補助基準額と電気料金を比較してい

ただき、電気料金が補助基準額より小さい場合には電気料金の２分の１、電気料金が大き

い場合には世帯数×１，０００円がそれぞれ自治会の負担する金額となります。 

 

○自治連合会総務部長 

 町内会が解散などして、電気料が払えないとなった場合には、全部消灯されてしまうの

でしょうか、防犯上の問題もありますのでお聞きしました。 

 

○塚崎市民環境部長 

 難しい質問なのではっきりとは答えられませんが、自治会の街路灯は主に住宅地の中の

細かい市道についており防犯灯の役割も果たすものなのでなるべく消灯しない方向で、一

例には自治会とは別に街路灯管理組合を作るという方法もありますので、あとは自治会と

市で協議しながら対応を検討していくことになるかと思います。 

 

○市民（泉町４丁目自治会） 

 排雪支援事業のことについてですが、町内会の負担が増大しており、このままでは止め

た方がいいのではないかという声もあがってきているので、補助基準額を上げるのではな

くて補助率を何とかしてもらえないものかご検討いただきたいです。 

 

○村上建設部長 

 この場で補助率に関するお返事はできませんが、これから予算要求がありますので財政

当局等と相談し検討していきます。 

 

○市民 

 街路灯設置の業者を市内の早く来てくれる業者にしてもらいたい。 

 

○塚崎市民環境部長 

 各自治会の街路灯の設置・修繕にかかる業者は自治会が決めることができます。 

 

○自治連合会長 

北広島病院が移設されるということですが移設後の北広島病院の跡地はどうなるの 

でしょうか。 

 

○高橋企画財政部長 

市としては積極的にまちづくりに寄与するようなもので使ってほしいと要望していると

ころですが、現段階では跡地がどうなるのか決定していない状況です。 

 

○自治連合会長 
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昨今、子供たちが公園で遊ぶ光景を見ることが少なくなってきたように思えますが、公

園に大人も憩える施設をつくれないものでしょうか。 

 

○村上建設部長 

 公園の整備は補助金をもらってやっていますが、遊具の更新しか認めない制度となって

います。一度に高額な整備を実施すると、早急に対処しなければならない整備がどんどん

遅れていくことになります。市としては、まず老朽化した危険な遊具の更新を一回りさせ

たいと考えています。 

 

○市民（里見町１丁目自治会） 

住宅地における小規模店舗の誘導について、具体的にはどういうお店を考えているので

しょうか、コンビニではなく生活雑貨などもそろうような店が望ましいのですが。 

 

○高橋企画財政部長 

都市計画としては小規模店舗を誘導できるよう土地の用途を変え、できる場所を設定す

るということであり誘致ではありません。具体的にどこの場所を用途変更するだとかは現

在作業中であり、来年度にはお示しできると思います。 

 

○市民（泉町道住自治会） 

 市内を走る小回りのきく小型バスはできないのでしょうか。 

 

○高橋企画財政部長 

団地内での循環バスがありますが、なかなか利用者が少ないということもあり、また小

型バス走らせると競合する部分もありますので、別にそれ専用のバスとなると難しいです。

今、経済部の方で実施している買い物も含めた生活実態調査のアンケート状況も見ながら、

公共交通の部分も含め検討していかなければならない課題だと考えています。 

 

○上野市長 

 実際に他市ではそのようなバスは存在しますが、ほとんど赤字です。仮にその事業を行

ったとして、まず民間バスに乗る人が減りますので撤退してしまいます。また車両や運転

手の準備等金銭面で様々な経費がかかりますので、他の事業を削ってまで行うべきかどう

か全体的に判断しなければならないと思います。 

 

○自治連合会長 

マイクロバスを動かすのは難しい点もあると思います。循環バスも走っていますが、緑

葉通からマックスバリュに行くとなると車以外に足がありません。ですので、バス路線に

ついて検討できないものなのでしょうか。市も補助金をだしているのですから、もっと強

く要望できないものでしょうか。北広島病院も新しくできて、そこまでの路線もそうです
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が、市がうまく調整できないものでしょうか。老人が買い物に行くのはコミュニケーショ

ンをとるための場としても大事なことだと思うのです。返答は必要ありません。 

 

９ 自由懇談 

 

○市民（高台町５･６丁目自治会） 

非課税世帯だと受けられる国保などのサービスとか、ゴミのグループ回収の実験試行が

できるだとか、交付金や補助金だけじゃなくて、様々な市のサービスを周知してほしい。 

 

○榎本市民課長 

 要望としてお受けします。 

 

○市民（高台町５･６丁目自治会） 

 大雨による断水等に伴う広報車をもっと回すべきではないでしょうか。 

 

○上野市長 

広報体制は課題にさせていただきたいと思います。 

 

○市民（高台町５･６丁目自治会） 

 福祉除雪の関係ですが、除雪をお願いしたい人が増えている中で、除雪できる人が減っ

ている状況だと思うので、人材確保など、今後も、長期的に続けていけるような対策をと

っていかなければならないと思います。 

 

○榎本市民課長 

担当に伝えたいと思います。 

 

○市民（高台町５･６丁目自治会） 

排雪業者へ地元の意向を汲んでやり方等を指導してほしい。 

 

○村上建設部長 

引き続き業者に状況を伝えながらよりよい排雪事業になるよう努めます。 

 

○市民（高台町５･６丁目自治会） 

排雪を２回やることはできないのか。 

 

○村上建設部長 

２回やるなら補助率を上げた方がよいなどの意見もあるかと思われるので、今のところ

２回目の対応は難しいというお答えをさせていただきます。 
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○市民（高台町５･６丁目自治会） 

個人排雪やグループ排雪に対する補助はできないのでしょうか。 

 

○村上建設部長 

排雪支援事業の考え方は、個人の家の前を排雪するという考えではなくて、町内会に隣

接する路線を生活に支障のでないようにということでやっているものであり、個人排雪等

と性格が違うものになります。個人排雪まで補助を拡大するとなると、一匹狼的にやって

いる除雪業者がどういう仕事をするだとか、個々の除雪の成果だとか、制度化するのに多

くの課題があると今の段階では考えているところです。 

 

○市民（高台町５･６丁目自治会） 

 ピンクのゴミ袋の名前を「埋め立てゴミ」にした方がいいのでは。 

 

○塚崎市民環境部長 

今、広域でもって焼却炉ができるのではないかと考えていまして、そういった時点を見

計らってネーミングを考えていきたいと考えています。 

 

○市民（高台町５･６丁目自治会） 

黄色い袋を無料にし、小さくするということは考えていないのでしょうか。 

 

○塚崎市民環境部長 

黄色いゴミ袋に小袋を使って入れることを可能にしておりますので、その部分の周知と、

そういった工夫をして溜めて、出してもらうことをしていただきたいと考えております。 

 

○市民（高台町 5・6丁目町内会） 

この場で回答は必要ないのですが、今分かっている範囲で後ほど教えてください。 

広報に載っておりました新庁舎の基本計画について、かなり考えて省エネに取り組んでい

ると感じますが省エネにかかるコストと省エネによってどのくらい費用が節約されるのか、

わかる範囲で教えていただきたい。また JR 側に寄って建つ予定のようですが騒音に関して

どのような検討をされているのか質問書（次ページに掲載）を渡しますので、教えてくだ

さい。 

 

○上野市長 

この場でとりあえず省エネについて簡単に説明させていただきますと、暖房等の空調は

地中熱を利用します。太陽光パネルは 30 キロワット相当でパソコン約 100 台分の電力を賄

える計算です。省エネの費用対効果については今後わかってくるものと考えておりますの

で後日回答いたします。 
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騒音に関しては、JR 側は窓をできるだけ小さくすることで対応を考えております。 

 

＜質問書＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市民（里見町１丁目自治会） 

地形によると思うのですが、年々砲撃音が大きくなってきていると思うのです。特に 10

月 20 日と 21 日が異常でした。しっかり測定して対応していただけないでしょうか。団地

内に測定器をつくれないのでしょうか。地域の実態を知ってほしいです。砲撃による振動

もすごいので、市は把握しておくべきです。 

 

○上野市長 

砲撃音の状況によって、演習の中止だとか延期を要請してきておりますが、自衛隊の予

定もあるようで、なかなか難しい部分があります。また、測定器を市内全部に配置できる

かというと予算がかかりますので難しいですけれども、ご迷惑をおかけしますが電話をい

ただければ、自衛隊の方にかけあうなどの対応はとらせていただきたいと思います。 

 

○市民（里見町１丁目自治会） 

緑葉通の外側に外周道路がありますが、外回りのフェンスがとても見苦しいので対応し

たほうがいいのでは。 
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○村上建設部長 

地元とも話しながら、傷みにくい素材を使ったもので対応させていただいております。 

 

○市民（里見町３･４丁目自治会） 

 北広島駅西口に観光スポットとなるような、クラーク銅像などモニュメントを置いては

どうですか。また、そのグッズなどの販売をしてはどうですか。ご提案をさせていただき

ますのでご検討願います。 

 

○榎本市民課長 

 検討項目としてお受けします。 

 

10 閉会あいさつ ～ 巻末に掲載 ～ 
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平成 26年度 市 政 懇 談 会 

富ヶ岡連合町内会 

平成 26年 10月 28日（火）18：00～ 

富ヶ岡会館 

出席者 24名（連合町内会 12名、市側 12名） 

 

 

【開催次第】 

１ 開 会 

２ 市出席者紹介 

３ 連合町内会長あいさつ 

４ 連合町内会役員等紹介 

５ 市長あいさつ 

６ 連合町内会から懇談テーマの趣旨説明 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明 

 （1）企業進出について 

 （2）環境整備について 

 （3）防災関係について 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

９ 自由懇談 

10 閉 会 
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１ 開会 ～ 略 ～ 

 

２ 市出席者紹介 

 

○榎本市民課長 

 まず、市側の出席者を紹介させていただきます。上野市長です。道塚副市長です。吉田

教育長です。高橋企画財政部長です。水口総務部長です。塚崎市民環境部長です。村上建

設部長です。小島経済部長です。藤嶋水道部長です。千葉秘書課長です。秘書課岡主査で

す。市民課市民生活担当梅木主査です。市民課中尾主事です。野中主事です。以上、市側

の出席者でございました。 

 

３ 連合町内会長あいさつ 

 

○連合町内会長 

今日は上野市長をはじめ、市役所の中枢の方においでいただきましてありがとうござい

ます。会員の皆様もご出席いただきましてありがとうございます。 

富ヶ岡連合町内会は、発足して 40 数年経つ町内会であります。会員世帯が約 300、会員

数は約 1,000 人おります。道道江別恵庭線で西と東に分かれておりますが、様々な場面で

交流をしているところであります。 

本日の懇談会では、お話ししたいことをテーマとして出しておりますので、これをもと

に話し合いをしていきたいと思います。 

 

４ 連合町内会役員等紹介 

 

○連合町内会長 

副会長です。交通安全担当です。福祉担当です。総務担当です。会計部長です。婦人部

長です。西１・２丁目会長です。文化部長です。西３・４丁目会長です。 

 

５ 市長あいさつ ～ 巻頭に掲載 ～ 

 

６ 連合町内会から懇談テーマの趣旨説明（当日配付した資料のテーマ要旨抜粋） 

（１）企業の進出について 

 まちの活性化につながるようにしてほしい。規模、雇用計画など、周知願いたい。 

（２）環境整備について 

 道路、雨水排水施設等、改修箇所が多くある。市としての手当てについて示してほしい。 

（３）防災関係について 

 市としての具体的な防災計画を周知してほしい。また、水源確保も課題となってくる。 
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７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明（当日配付した資料の回答内容抜粋） 

 

○小島経済部長 

（１）企業の進出について 

 市内への企業進出についてでありますが、輪厚工業団地につきましては、平成２４年度

夏より本格的に販売を開始し、平成２６年１０月１日現在までに６社８区画約８８，００

０㎡（全体の２３％）を売却したところであり、各企業は５年以内の操業を計画しており

ます。この内、現時点で新規雇用を公表している企業としては、平成２６年１１月に工場

竣工を予定している医療用注射針の製造企業の株式会社ユニシスがすでに正社員６人、パ

ート従業員１１人の募集を開始しており、現時点でパート従業員９人（内市内６人）の採

用を決定しております。 

 また、名古屋市に本社を置く医薬品メーカーである中北（なかきた）薬品株式会社が、

平成２８年秋に工場竣工を予定しており、すでに正社員３０人の募集を開始し、これまで

７人の正社員を内定しているとのことです。また、パート従業員についても１０人程度を

今後採用する予定と聞いております。 

 さらに、兵庫県西宮市に本社を置き、市内北の里で操業している総合食品の卸売企業で

ある加藤産業株式会社は輪厚工業団地に物流センターを平成２７年冬に竣工を予定してお

り、雇用についても計画していると聞いております。 

 その他の企業の進出状況についてでありますが、札幌市に本社を置く石屋製菓株式会社

が、「白い恋人」などの菓子製造拠点を中央６丁目（ＪＲ北広島駅東口 ダウ化工札幌工場

北側隣接地約 22,300㎡）に新設し、平成２９年春の操業を目指すこととなったところであ

り、今後、パート従業員の募集についても検討していくと聞いております。 

 また、同じく札幌市に本社を置くコンビニエンスストア向けの弁当・惣菜のメーカーで

ある株式会社彩香（さいか）が、大曲中央 1 丁目（旧消防大曲出張所向い約 9,200 ㎡）に

工場の新設を決定し、平成２７年秋の操業に向けて準備を進めているところであり、２０

０名規模の新規雇用を予定しているとのことで、雇用形態としてはパート従業員のほか、

高卒などの新卒者、高齢者、障がい者など幅広く雇用を検討しており、募集は平成２７年

の早い段階で開始したいと聞いております。 

 

○村上建設部長 

（２）環境整備について 

 区画整理事業で整備されました新富町西、東地区における道路、雨水排水等の施設につ

きましては、整備から 40年程度が経過しており、老朽化が進んでいる状況は把握をしてお

ります。 

 まず、道路につきましては引続き、通行に支障をきたすような危険な箇所は応急的な補

修を実施してまいりますが、抜本的な改善策としては、現在トラフ排水となっている雨水

排水施設を原則下水道管（雨水管）として道路下に整備し直し、その上で道路の二次改築

等を図って行く必要があると考えております。 
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 また、公園施設につきましては昨年度遊具施設の更新を主体として新富公園の改修工事

を実施したところであり、地区内にはかわぞい公園と日の出公園の 2 公園が残っています

ので、引き続き改修工事を実施してまいりたいと考えております。 

 しかしながら、各施設の具体的な整備スケジュール等につきましては、予算や他地区の

整備状況との兼ね合いもありますことから、現段階では明確にお示しできないところであ

りますが、できる限り早い時期に整備に着手できるよう努めてまいります。 

 

○水口総務部長 

（３）防災関係について（具体的な防災計画について） 

 市では市民の皆様が安心して暮らせるように、災害時に備えて地域防災計画や水防計画

を策定し、この計画に沿って防災ガイドブックを全戸配布したり、自主防災組織の設立の

支援、防災活動に使用する資機材の整備に要する経費の助成や救助工具セットの無償貸与

も実施しております。なお、地域防災計画は市全体の計画であることから、出前講座等を

利用して、町内会・自治会などで自主防災組織を設立し、各地区ごとの具体的な防災計画

を策定していただくこととしております。 

 

○藤嶋水道部長 

（３）防災関係について（水源確保について） 

 水源の確保につきましては、本市には浄水場がないことから石狩東部広域水道企業団よ

り全面受水しており、現在、漁川系の水道水を配水しておりますが、防災上のことを考え

て、平成 28年度より千歳川系を水源とする水道水を同時に供給できるよう 2系統にするこ

とになっています。 

 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

 

○市民（新富町西 3・4丁目町内会） 

漁川以外に水源はあるのでしょうか。また、先日の大雨による断水で、江別市では 10ℓの給

水袋を一人当たり 7 個支給されたとのことですが、北広島市はどうなっているのでしょう

か。 

 

○藤嶋水道部長 

 水源地としては漁川ダムだけです。平成 28年度からは、千歳川の方から水を確保し、２

系統になります。給水袋については、6ℓの袋を 5500 袋、10ℓの袋を 4200 袋常設しており、

大きな災害になれば、各事業体に応援要請をして参ります。 

 

○市民（新富西 3・4丁目町内会） 

 広報車が回るのが遅すぎるのではないか。川から取水している場合は、今回のような大

雨による影響をまた受けるのではないかと思うので、しっかり対策をたてていかなければ
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なりません。 

 

○藤嶋水道部長 

 大雨の日は夜が遅かったということで、現場の対応を優先させていただきました。次の

日は朝早くから広報車 2 台で団地地区から東部地区へ順次回っておりましたが、ある程度

ゆっくりと回っているものですから、結果的に地区的に遅れてしまったのではと思います。

ご迷惑をおかけしました。今後につきましてはより慎重に対応していきたいと思っており

ます。 

 

○市民（新富町西 3・4丁目町内会） 

 新富町西の方からエルフィンロードに向かっていくと、エルフィンロードに差し掛かる

手前に陸橋があるのですが、橋から落ちてくる水によって、下の道路が凍ってしまいます。

雨水を受ける樋があるのですが、うまく排水されてないのでしょうか。 

 高架のところに長い距離にわたって水滴が落ちてくるのですが、その辺り全体が凍結し

て路面が危ない状態ですので何か対策があれば実施していただきたいのですが。 

 

○小池連合町内会長 

 関連してなのですが、その陸橋から落ちてくる水がつららになってしまって、通学路に

なっている道路なので、子供たちがつららを落とそうと遊んでいます。2年くらい続けて道

路管理の方になんとか対策をしてほしいと連絡をしたのですが、簡単に三角コーン配置す

るだけだと容易に中に入れてしまうので、つららが落ちないようにするか、それができな

いのであれば、完全に柵を立てて中に入れないようにするか、大きな事故になる前に対策

をとってほしいなと思います。 

 

○村上建設部長 

 原因がいくつか考えられますので、現地調査をします。陸橋自体はかなり老朽化してい

て補修をしなければならない橋になっておりますので、２～３年のうちに補修をする計画

でおりますが、子どもたちが入って危険な状況だということなので、それまでの間の対策

を考えたいと思います。 

 

 中央陸橋の排水管の補修と浸透桝の改修を行い、凍結路面の防止に努める旨を質問者

に回答した。中央陸橋上部からの水漏れ対策を今年度一部実施しているが、引続き水漏

れの原因と思われる箇所の補修を年内に実施する予定である。水漏れの補修をしたにも

かかわらず、冬期間に氷柱、氷塊が発生した場合には、大きく発達する前に除去作業を

行う。抜本的な橋梁の改修は、平成 28年度以降となるが橋梁長寿命化事業で補修工事を

実施する予定である。以上を連合町内会長へ伝えた。 

（土木事務所） 
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９ 自由懇談 

 

○市民（新富町西 1・2丁目町内会） 

 エルフィンロードが恵庭まで延びると聞いておりますが、その見通しについてお聞かせ

ください。それと、北広島病院以外にも一棟建っている医療施設について、どういう風に

なるのか、また、懸案であります産科婦人科についてはどうなるのかお聞かせください。 

 

○村上建設部長 

 団地からサンパークに向かって、南の里山沿線の途中から道道江別恵庭線までの約 3.4km

は今年開通しました。残っているところは道道から恵庭側と駅から道道までですが、北海

道と協議をさせていただいてお聞きしているのですが、駅から道道までの道路については、

JR 西口の駐輪所から中央陸橋まで、それから北進通に出て、そこから青葉町の通りをまっ

すぐ恵庭側に行きまして市街化区域から出ていくというかたちになるのですが、JR の土地

の中を通る関係で時間がかかっております。工事はできるところからやっておりまして、

市街化調整区域の外側は終わっておりますから、おそらく来年から 3～4年くらいで駅まで

つながると考えておりますが、スケジュールなどは北海道から回答をもらっていない状況

です。 

 

○連合町内会長 

 関連なのですが、エルフィンロードは札幌からずっと続いてきていてかなりの方が通っ

ています。それで、新富町の音江別川沿いに来て、その後どこに行っていいか分からない

と迷ってしまう方が多いので、案内板を立てるような対応はとれないものですか。 

 

○村上建設部長 

 看板等の設置が可能かどうか、道に要望して参ります。 

 

 管理者である札幌開発建設部千歳出張所へ要望した結果、「今後設置について検討した

い」という回答があった旨、連合町内会長へ連絡をした。 

（庶務課） 

 

○高橋企画財政部長 

 駅東の北広島病院の裏手のことでご質問がありましたが、調剤薬局関係の企業が医療モ

ールを併せて作ろうということになっておりまして、どんな業種がくるのかというのは調

整をしているところです。産婦人科については、要望はしておりますが、今のところ、で

きるということにはなってございません。 

 

○市民（新富町西 3・4丁目町内会） 

 防災センターが建設された場所について、なぜあえて低い土地に、盛り土をして建てた



- 41 - 

 

のでしょうか。いざ、となったときに役目を果たすのでしょうか。 

 

○上野市長 

 千歳川を管理する札幌開発建設部が、今、千歳川の河川改修をやって遊水地を作ってお

りますが、その関連で河川の途中に国としての防災センターをつくるということで、市も

56 年災害を踏まえ、そこのところに最前基地が必要だということで、土嚢や防災資器材を

置いておりますが、築堤よりは若干盛り土をしております。ですから、築堤がきれてもセ

ンターの部分は大丈夫ということになっております。国道側の方が全部浸水したらどうな

るのかということになりますが、長沼からも北の里を通って来たり、そこだめになると逆

側から来たり、雨の災害時には最前線基地ということで、国と市がそれぞれ費用を負担し

て建設してきております。いざとなったときにも大丈夫だということで検討しながら建設

してきております。 

 

○市民（新富町西 3・4丁目町内会） 

 サンパーク公園の中にあるテニスコートについてのお願いですが、コートの周りは開け

ていて木が一本もない状態です。テニスコートというのは防風のために、木を植えている

のが一般的なので、特にテニスコート西側の面のところはとても強い風が吹きますので、

できれば落葉しない防風林を植えてほしいです。また、オムニコートといって人工芝に砂

をいれたようなコートにすることはできないでしょうか。 

 

○村上建設部長 

 風よけのための植樹と、オムニコートにできないかという２点のお話しですが、両方と

もすぐにということは難しいと思いますが、検討課題として持ち帰りたいと思います。 

 

10/31電話にて下記内容を説明し、理解を得た。 

①ニオイヒバ等の植栽については来年度以降実施に向けて検討いたします。なお、費用

的に単年度での完了は難しいことから、複数年にまたがる可能性があるのでご理解いた

だきたい。 

②当テニスコートは３年前（Ｈ23）にハードコートに改修を行ったばかりであり、現時

点においては改修の計画はありませんが、次回の改修時には砂入り人工芝（オムニコー

ト）も含め検討させて頂きたい。 

（都市整備課） 

 

10 閉会のあいさつ ～ 巻末に掲載 ～ 
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平成 26年度 市 政 懇 談 会 

西の里連合町内会・虹ヶ丘連合町内会 

平成 26年 11月 18日（火）18：30～ 

西の里会館 

出席者 24名（自治連合会 13名、市側 11名） 

 

 

【開催次第】 

１ 開 会 

２ 市出席者紹介 

３ 連合町内会長あいさつ 

４ 連合町内会役員等紹介 

５ 市長あいさつ 

６ 連合町内会から懇談テーマの趣旨説明 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明 

【西の里地区連合町内会】      【虹ヶ丘連合町内会】 

 （1）交通安全施設等の整備について    （6）除排雪について 

 （2）ごみ対策について          （7）防犯対策について 

 （3）街路灯の増設について 

 （4）空き家対策について 

 （5）出張所への事務権限等の委譲拡大について  

８ 懇談テーマに対する再質問等 

９ 自由懇談 

10 閉 会  
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１ 開会 ～ 略 ～ 

  

２ 市出席者紹介 

 

○榎本市民課長 

 まず、市側の出席者を紹介させていただきます。上野市長です。道塚副市長です。吉田

教育長です。高橋企画財政部長です。塚崎市民環境部長です。村上建設部長です。西部出

張所中村所長です。千葉秘書課長です。秘書課岡主査です。市民課市民生活担当梅木主査

です。市民課中尾主事です。野中主事です。 

 

３ 連合町内会長あいさつ 及び ４ 連合町内会役員等紹介 

 

○西の里連合町内会長 

 皆様、お晩でございます。私から一言ご挨拶申し上げます。本日は夜分、大変お疲れの

ところ上野市長様、道塚副市長様、吉田教育長様をはじめ、職員の皆様のご出席の上、地

域住民との懇談の席を設けてくださいましたこと、厚く御礼申し上げます。また、日頃は

地域住民との良好な生活環境への保全･保守･改善に並々ならぬお力添えをいただいており

ますことを改めて厚く御礼申し上げます。この後、いささかわがままな要望があると思い

ますが、根底は市長の目指されております「安全で安心なまち」「住みよいまち」「住み続

けたいまち」の実現に対する願いからということで、忌憚のないお話をしてくださるよう

よろしくお願い申し上げます。簡単ですが、代表してお礼とお願いの言葉とさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

 以降、簡単な役員自己紹介（副会長、副会長、事務局長、理事、理事、理事、理事） 

 

○虹ヶ丘連合町内会長 

 よろしくお願いいたします。ご挨拶ということですが、先ほど田島会長からお話があり

ましたことに尽きますが、私からは 1 点申し上げたいと思います。先日図書館で『財界さ

っぽろ』を見たところ、北海道で一番住みやすい町は北広島だということが載っておりま

した。これは福祉や教育等様々な指標・条件から算定した中で北広島が住みやすい町だと

いうことで発表されておりました。このことは上野市長の手腕に対する評価として出てい

るのかな、と感じております。本日の懇談会もよりよいまちづくりに寄与すると思います。

私どももこのような地域の活動をしていきたいと思っております。本日はよろしくお願い

いたします。 

 以降、簡単な役員自己紹介（副会長、事務局長、会計部長） 

 

５ 市長あいさつ ～巻頭に掲載～ 

 

６ 連合町内会から懇談テーマの趣旨説明（当日配付した資料のテーマ要旨抜粋） 
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○事務局長(西の里) 

（１）交通安全施設等の整備について 

各町内会の市道において、主要道路に出る交差点前に、横断歩道、一時停止の白線敷設、

危険な所にはカーブミラー、標識等の設置をお願いします。 

要請箇所は次に挙げる箇所です。 

広栄―5 ヶ所（停止白線、歩道白線、標識、カーブミラー） 

白樺―274 号線沿い小学校付近の交差点にガードレールの設置 

中央―郵便局交差点に歩道白線 

平成―274 号線から中学校通まで両側歩道の設置（通行量多く危険） 

 

（２）ごみ対策について 

  最近、無料ごみの収集がシビアになったのか、残されている数が多くなっている。各町

内会、市当局も広報、回覧等で、分別をしっかり守って出すようＰＲしているが、改善さ

れません。ごみ置き場付近の人達の片づけにも限度があります。対策案として、不適切排

出者の指導、収集箇所の配置、個別小集団の回収等、考えられるが、よい対策をお願いし

ます。 

 

（３）街路灯の増設について 

中学校通は、夜になると暗くて怖い。最近不審者情報も頻繁に飛び交い、防犯上からも

ぜひ街灯の増設をお願いしたい。 

 

（４）空き家対策について 

広栄町内会において、空き家の管理者が不明で、敷地内に雑草繁茂、建物破損も見受け

られ、不安が出ている。今後、各町内会においても出てくるのではないでしょうか。市の

対策、対応等の考え方をお聞きしたい。 

 

（５）出張所への事務権限等の委譲拡大について 

 出張所では税等の納入、住民票、証明書等の交付が主な業務。窓口ではいろいろな相談

等、本庁とのパイプ役も担っているが、地域においては、例えば、公園広場等の使用許可

手続き（仮設物置場含む）、敷地の草刈り等の適期実施を出張所長に権限委譲できないか。 

 

○事務局長(虹ヶ丘) 

（６）除排雪について 

2 点あります。ひとつは 除雪トラブル回避対策（個人排雪後の置き雪）について、 

もうひとつは、排雪に関して、民間業者委託契約世帯が増えるなか、年に 1 回、市の助成

で行われる排雪負担金に対する不公平感が住民から出ているので、市としてのこのような

現状に対する考えをお聞かせ願いたいということです。 
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（７）防犯対策について 

 今年 5 月に近隣で起きた未解決殺人事件がありましたが、防犯対策として市民が多く利

用する各自治体の会館施設や近隣公園などに防犯カメラの設置のご検討をお願いします。 

 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明（当日配付した資料の回答内容抜粋） 

 

○塚崎市民環境部長 

（１）交通安全施設等の整備について 

 交通安全施設等の整備についてでありますが、ご要望のありました停止白線、標識、カ

ーブミラー、歩道白線及び交差点ガードレールのうち、一時停止白線、停止標識（止まれ）

及び横断歩道は、道路交通法の規制となりますことから、設置は北海道公安委員会が行う

こととなります。 

 西の里郵便局前の横断歩道設置につきましては、以前から公安委員会に対し要望してい

るところでありますが、現時点では設置はされていない状況であります。この交差点に対

する安全確保につきましては、厚別警察署と継続的に協議を行っており、今年度、国道か

ら進入する車両に対する歩行者への安全対策として、横断のための縁石の切下げ位置を数

ｍ住宅側に移設したところであります。横断歩道の設置についても継続的に公安委員会に

要望することとしております。 

 また、今回新規で要望のありました一時停止白線、標識及び横断歩道につきましては、

毎年度行っております公安委員会への要望事項に新たに追加し要望してまいりたいと考え

ております。 

 交通規制以外のカーブミラーにつきましては、市で設置が可能なものとなります。カー

ブミラーの設置につきましては、他の地域からも多くの要望をいただいており、予算もあ

りますことから、交通量や道路環境などを総合的に検討し、優先度の高い場所から設置し

てきているところであります。 

 交差点ガードレールにつきましては、設置箇所が国道となりますことから、設置は北海

道開発局が行うものとなります。当該交差点には既に 4 箇所中 2 箇所にガードレールが設

置されており、また、西の里小学校に通学する児童が数多く横断する交差点となっており

ますので、今後北海道開発局と協議してまいりたいと考えております。 

 

○村上建設部長 

（１）交通安全施設等の整備について 

 ご要望のありました西の里中学校通線（国道 274 号から西の里中学校通線と中央線との

交差点までの間）の両側歩道の設置についてでありますが、本路線は平成 12 年度から平成

18 年度にかけて地域の方々はもとより児童生徒の安全確保のために片側に歩道を設置した

ものであります。 

 市内においてはいまだに歩道の未整備箇所が残っている状況にあることから、現時点に
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おいて整備については難しい状況にありますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

なお、大曲椴山線の改良計画と片歩道の設置の計画をしておりますので、これらと併せて

今後できるものから整備を進めさせていただきたいと思っております。 

 

○塚崎市民環境部長 

（２）ごみ対策について 

 ごみ対策についてでありますが、西の里地区に限らず、市内の全域において、ごみ搬出

量の増加に伴い、「不適正ごみ」の搬出量も増加傾向にあることから、ごみステーションに

残される数が増えているものと考えられます。 

 分別が正しく行われていない「不適正ごみ」につきましては、資源等となりえないこと

から市では収集を行っておりません。 

 このため、正しい分別を行っていただくよう、広報やホームページ等で周知し、分別意

識の向上に取り組んできているところであります。 

 また、本年４月からは、自治会・町内会で回覧をお願いしている「きたひろ ごみ通信」

を毎月発行し、その中でも分別について周知しているところであります。 

 この他に、自治会・町内会での戸別配布や回覧等で使用していただくためのチラシ等を、

市で作成してお渡しすることも可能ですので、ご希望があれば環境課までお問い合わせく

ださい。 

 なお、一部の自治会・町内会で実施されている「不適正ごみ」への対処方法の例を挙げ

ますと、近隣でグループを作り、持ち回りによりごみステーションの位置を変えていると

ころもございますし、透明の資源ごみ袋に排出者の氏名を書く事にしているところもござ

います。 

 

○村上建設部長 

（３）街路灯の増設について 

 防犯灯を兼ねた照明灯の増設要望についてでありますが、市道西の里中学校通線につき

ましては、既に、交差点、横断歩道やほぼ連続して車道や歩道を照らす道路照明が設置さ

れている状況であります。 

 道路管理をする上で必要な照明灯は既に設置済みであると考えており、現段階でこれ以

上の増設をする計画はございません。 

 したがいまして、防犯灯として必要な照明灯の増設につきましては、道路管理者として

は対応し兼ねますので、ご理解をお願いいたします。 

 

○塚崎市民環境部長 

（４）空き家対策について 

 空き地対策につきましては、市では、「北広島市環境保全指導要綱」を制定し、空き地の

状況が、雑草等が著しく繁茂している状態や、害虫の発生原因となっている状態、その他

衛生、安全、美観を損ない、近隣の生活環境を阻害し、又は阻害するおそれのある状態に
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ならないよう、所有者に対して適正な管理をお願いするとともに、市がこのような状態に

あると認めたときは、適正に管理するよう必要な指導を行っているところであります。 

 また、『空き家』につきましても、土地台帳や隣近所・不動産業者からの聞き取りなどに

より、所有者が特定できたものに対しましては、電話や文書で適正な管理をしていただく

ようお願いしているところです。しかしながら、以上の方法によっても所有者が特定でき

ない場合などは、個人の財産であるため無断で立ち入ることができないのが現状であり、

特にそれらが“危険な空き家”である場合は、本市に限らず全国各地の市町村も対応に苦

慮しているところであります。 

 このようなことから、国において、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の制定が検

討されているところであります。この法案では、市町村が、所有者情報を把握するために

固定資産税の情報を利用できることや、空き家に対し立入調査を実施できること、所有者

への改善命令が可能となることなど、市町村が積極的に空き家対策を講じることができる

内容となっており、法制化の動きを注視しているところであります。 

 

○村上建設部長 

（５）出張所への事務権限等の委譲拡大について 

 出張所への事務権限の委譲についてでありますが、町内会はもとより電気、電話事業者

など様々な方々が、公園、緑地等の使用許可の協議に本庁舎を訪れることから、公園管理

の窓口である建設部都市整備課がこれらの協議を一括管理し把握することが必要でありま

すので、公園の使用許可手続きの権限委譲については困難であると考えております。 

 本庁舎から離れている地区の町内会等で公園の使用許可が必要な際には、今後も各出張

所を経由し速やかな対応に努めてまいります。 

 

○塚崎市民環境部長 

（５）出張所への事務権限等の委譲拡大について 

 次に、敷地の草刈等についてでありますが、施設の全体的な維持管理につきましては、

出張所公民館施設は教育委員会、西の里会館・体育館は指定管理者である西の里会館運営

委員会で行っております。したがいまして、施設周辺の草刈などの外構管理につきまして

も、複数の担当にまたがっておりますが、年 2回から 4回実施しているところであります。 

 また、施設敷地外の周辺の土地（会館裏の公園に隣接している部分）や会館臨時駐車場

につきましては、契約課、市民課で行っている状況であります。 

 施設の全体的な維持管理につきましては、今後も、教育委員会及び会館・体育館の指定

管理者が行っていくと考えておりますので、施設の維持管理業務を出張所長に権限委譲す

る考えは今のところ持っておりませんが、草刈などの維持管理業務につきましては、出張

所を通じて自治会等の意向を確認しながら、関係課とも調整を図り、適切な時期を見計ら

って実施してまいりたいと考えております。 

 

○村上建設部長 



- 69 - 

 

（６）除排雪について 

 １点目の除雪トラブルの回避対策についてでありますが、市道の新雪除雪につきまして

は、広範囲にわたる道路を限られた時間で行わなければならないことから、道路に積もっ

た雪を道路脇の堆雪スペースにかき分ける「かき分け除雪」という方法で実施しておりま

す。また、その結果住宅等の間口におかれた雪の処理につきましては、市民の皆さんにご

協力をいただいているところであります。 

 近年、個人排雪が普及してきており、「家の前をせっかくきれいにしたのにもかかわらず、

市の除雪で雪を置かれた」との苦情が寄せられることがありますが、道路の一部である施

設帯や歩道は貴重な堆雪スペースであり、除雪の際にはどうしてもそこに置き雪をする必

要が生じるところであります。 

 今後も必要以上の置き雪をすることのないよう除雪業者には指導してまいりますので、

ご理解をお願いいたします。 

次に、２点目の排雪の費用に関する問題についてでありますが、自治会排雪は市民、除

雪業者、行政の三者がそれぞれの役割を分担し、連携しながら生活道路の排雪を実施して、

冬期間のより快適な生活環境を向上させることを目的としたものであります。 

  この事業により、住民にとってはゆとりある道路空間の確保が図れるとともに、市・除

雪業者にとっては除雪に必要な堆雪スペースの確保が可能となるものであります。 

 また、自治会排雪は個々の自宅前の問題のみならず、地域の生活道路の機能向上に繋が

るものであり、相互扶助としての取組みでもあることから、個人排雪を実施する趣旨とは

異なるものと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 

○塚崎市民環境部長 

（７）防犯対策について 

 防犯対策についてでありますが、本市における、防犯カメラの設置状況につきましては、

北広島駅構内や総合体育館、大曲のふれあい学習センターに施設の適切な維持管理を目的

にカメラを設置してきておりますが、街頭での防犯カメラにつきましては設置してきてお

りません。 

 防犯カメラにつきましては、犯罪の未然防止や犯人逮捕などに大きな効果をあげるもの

と承知しておりますが、不特定多数の方の顔などを撮影、録画するものであり、肖像権や

プライバシーの保護に十分配慮し、慎重に進める必要があるものと考えております。 

 また、防犯カメラの設置場所につきましては、設置目的に正当性が認められる場所であ

ることが求められ、犯罪が多発しやすい環境にある繁華街や歓楽街など、防犯カメラの設

置により、犯罪を予防する効果が具体的に期待できることなどが要件として挙げられてお

り、現状では、ご要望のありました住民集会所や近隣公園への防犯カメラの設置は、現時

点では考えておりませんので、ご理解をお願いいたします。  

なお、市内の都市公園につきましては、指定管理者において公園の開設期間である 4 月

上旬から 11月下旬までの間において、昼間週 2回以上の巡視（安全パートロール）を実施

し、それに加え 5月～9月の間は月 1回以上、また、そのうち、7月下旬から 8月中旬まで
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は週 1回以上の頻度で夜間巡視を実施するなどの防犯対策を講じているところであります。 

 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

 

○市民（西の里自治会） 

 ゴミの問題は頭が痛いです。グループ収集の効果が高いということで、検討をはじめて

います。たしか大曲の町内会で実際にやっていたかと思いますが、この収集方法の実績や

評価、課題などはどうなのでしょうか。 

 

○塚崎市民環境部長 

たしかに大曲のある町内会で実施しております。区画整理のときにゴミステーションを

置くスペースがなかったことから実施されました。ゴミボックスを置く方法と置かない方

法がありますが、後者というのは、決まった家の前で何らかの理由でゴミが散乱し不快な

思いをするリスクを分散するため、グループの中で一定期間のペースでゴミ置き場を変え

ていくものです。課題はそのグループの方全員の了承を受けなくては実施できないという

ことですが、実施できた場合は成果が出ております。 

もうひとつ、資源ゴミに名前を書いて出してもらうという方法も同じところで採っても

らっております。この場所ではほとんど不適正なゴミはないとのことです。団地地区のあ

る町内会でも、誰が出したかわかる方法で出してもらっているところがあります。課題は、

必ずしも全員が協力してくれるわけではないということです。その場合、実際に誰が出し

たかわかっていてもそれを指摘できずに許容せざるを得ないという状況にはあるとのこと

です。 

 

○市民（西の里自治会） 

ゴミボックスというのはどういう形のものなのでしょうか。 

 

○塚崎市民環境部長 

ボックスは折りたたみ式のものを使っているようです。 

 

○市民（西の里白樺町内会） 

中学校通りの照明ですが、今道路を照らしているのですが、歩道を照らすようなスポッ

ト照明のようなものはつけられないのでしょうか。 

 

○村上建設部長 

道路の管理上は大丈夫という判断はしているのですが、新しく建てるとなると経費的な

問題もあり難しいところです。例えば、既にあるものを付け替えるなどの対応がとれない

ものか、地元の意向もあると思いますし、現地も確認して検討したいと思います。 
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○市民（虹ヶ丘連町） 

ゴミ分別が多くて悩むという声があります。市が出している冊子を見てもまだわからな

いという人もいるようですが、そういう声を踏まえて、これをわかりやすく改善する考え

は持っているのですか。 

 

○塚崎市民環境部長 

アンケートをやっており、何のゴミが分別するのに悩ましいかということも聞いており

ます。一番多いのが破砕しないゴミの分別なのですが、「クリーンタウンきたひろしま」と

いう分別に関する冊子が、もう少ししたら改定する時期がきますので、詳しい説明を掲載

しなくてはならないと考えています。他にプラスチックや有害ごみ、危険ゴミの分別方法

についても、もう少し詳しい説明ができればなと思っております。 

 

○市民（虹ヶ丘連町） 

自治会排雪の関係で、毎年１回やっておりますが、例えば、部分的に２回目が必要なと

ころもあると思うので、なんとか前向きな検討はできないものでしょうか。 

 

○村上建設部長 

１キロメートル当たり５２万円の単価を見直すことで考えているのですが、単価が上が

ると、市の持ち出し分も増えることが想定されており、そういった状況で２回目の排雪作

業を実施するのはなかなか難しい状況ですのでご理解いただきたいと思います。なお、今

年から地域除雪懇談会を本格的に開催しておりまして、西の里のいくつかの町内会でも開

催しておりますが、市と除雪業者と町内会の３者で除雪について話し合い、その成果を反

映させる取り組みを始めておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

○市民（虹ヶ丘連町） 

防犯対策についてですが、虹ヶ丘の会館でも夜まで使われることがあると帰りは暗くな

っておりますし心配なのですが、防犯カメラがつくと防犯上効果が高いと思いますし、住

みよい町内会だというアピールにもなりますので、例えば補助金等の支援をしていただい

て無人の会館にも設置できないものでしょうか。 

 

○塚崎市民環境部長 

カメラを設置するとなると、虹ヶ丘会館だけということにはいかないのでなかなか難し

い部分があると思いますし、犯罪として起こりうるのは利用者が帰宅する途中になるかと

思いますので会館に設置するのはあまり効果が期待できないか思います。防犯対策に一番

必要なのは明るさだと思いますが、ひとりひとりが自ら発光するものを身に着けるなどの

自己防衛の措置をとっていただければと思います。 

 

○事務局長（虹ヶ丘連町） 
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民間にお願いして個人排雪しているところが増え、排雪量は減っているはずなのに、な

ぜ排雪費用が下がらないかが住民の素朴な疑問なので、分かりやすく説明することが必要

だと思います。 

 

○村上建設部長 

民間に頼む家庭もあれば、自前の除雪機を使っている家庭もあります。そのような個別

の除雪事情を加味して単価をはじくことは難しいので、市内一律の単価としています。そ

ういう内容でよければ広報としてはやっていけるかなと思います。 

 

○事務局長（虹ヶ丘連町） 

せっかく個人排雪してもらった間口に、雪を置かれるのが一番のストレスなので、なぜ

そういうことになるのか。住民に対する説明が必要かと思います。 

 

○村上建設部長 

間口の除雪の関係は最大の課題であると認識しており、お金の問題だけではなくて、か

き分け除雪の後に、もう１台除雪機を走らせるなどの人手が足りていないという問題もあ

ります。時間はかかると思うのですが、検討をし続けておりますのでご理解ください。 

 

○市民（西の里白樺町内会） 

国道から小学校通りにかけて、子どもの送迎に来る私用車が多すぎて渋滞ができますし

学校送迎バスが右折できない状況がありますので、教育委員会からも言っていただけない

でしょうか。学校や PTA には要望しているのですが、よくなっていません。 

 

○吉田教育長 

指導いたします。 

 

 現地の状況を確認後、学校を訪問し、保護者に対し、極力送迎を控えてほしいと周知

をするよう依頼した。 

（教育総務課） 

 

○市民（虹ヶ丘 2・4町内会） 

町内会にとっては、ゴミと排雪だけが問題であります。他の苦情はありません。ゴミの

個別収集化と排雪２回を何とかお願いします。 

 

○塚崎市民環境部長 

アンケート調査では、現状のゴミステーション方式で良いと答える方が結果として多い

です。その理由としては収集経費を抑えることができることが挙げられます。ゴミステー

ション方式から個別収集に移行すれば、さらに約１億数千万円掛かることが予想されます
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がその差額を財源のどこからもってくるのかという問題もあります。国からの補助金も出

ません。それに加えてアンケート調査の結果を踏まえますと、今の段階では個別収集をす

る段階にはきていないと判断に至っております。しかし、今後も検討し続けていかなけれ

ばならない重要な課題だと認識しております。 

 

○上野市長 

財政はいい状況だとは思っておりますが、市が持ち出して使えるお金が全体で 9％ほどし

かありません。ゴミの件も除雪の件もそうなのですが、そのような財政状況も鑑み、さま

ざまな状況も取捨選択をしながら進めていきたいと考えております。 

 

９ 自由懇談 

 

○市民（西の里平成町内会） 

274 号線から中学校通りまでのもう片方の歩道の設置なのですが、立派な生活道路であり、

交通量もかなり多くあります。歩道がないところは道幅がなく歩くところがありません。

また 274 号線の交差点では青信号を猛スピードで走っていく車が多く怖いくらいです。こ

れらのことについて、今すぐとはいかなくてもいずれは考えていただきたいという要望で

す。 

 

○榎本市民課長 

 今のお話については、ご要望として受け止めさせていただきます。 

 

○市民（西の里広栄町内会） 

白線敷く場合は公安委員会に協議するということですが、どのくらいかかるものなのか

見通しをお聞かせください。 

 

○塚崎市民環境部長 

一時停止の要望件数は市内だけでも 49 箇所あって、北海道の財政事情が厳しい状況の中

で、道警の方でも優先順位をつけてやっているところであり、どのような順番でやるのか

市では答えるすべがありません。しかし、長年に渡って要望してきているところでありま

すので、今後も設置されるまで要望していきます。 

 

○市民（西の里広栄町内会） 

会館の敷地などに物置などは置かせていただけるものなのでしょうか。 

 

○塚崎市民環境部長 

会館の敷地には原則物は設置できないところになりますが、内部的には何かできないの

かという検討はしていきたいと思いますのでご相談ください。 
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○市民（西の里広栄町内会） 

 白線を敷くくらいなら、金額的に少額であれば、町内会でやってもいいのでしょうか。

薄くなっているところだとか。 

 

○塚崎市民環境部 

公安委員会は認めないと思います。公安委員会の方では白線の引き方も変わってきてい

るところがありますので、薄くなっているからといって、自分たちで引くことは認められ

ないと思います。こうしたことは、公安委員会に要望してやっていきたいと考えています。 

 

○市民（西の里広栄町内会） 

市道に個人や町内会で街灯を設置する場合の補助はありますのでしょうか。 

 

○塚崎市民環境部長 

町内会などの管理団体に補助する制度があります。 

 

○市民（西の里広栄町内会） 

市の方で除雪はしなくてよいから、自分たちで除雪を頼んでやるものに対して、補助は

可能なのかどうか。 

 

○村上建設部長 

市が除雪しているところを、補助金として振り替えるということになるので、申請や完

了報告に関する部分など、全く新しく制度化してやらなくてはならないことだと思います

し、市が意図したことができているのかなどの確認も必要になります。 

 

○上野市長 

実は昔やっていたことはありました。結局、町内会の人が変わり、市がやるべきことを

なぜ町内会がやらなくてはならないのかという意見が出てきましたし、次年度に除雪業者

が見つからないということがあって、長くは続きませんでした。 

 

○市民（西の里広栄町内会） 

停止線などを自分たちのお金で敷くのは許可されるのか。注意喚起をするような看板を

市の土地や、個人の敷地に立てるような場合は許可があればできるものなのか。 

 

○塚崎市民環境部長 

公安委員会の権限でありますので、私どもの方で、今ここで良いということは言い切れ

ませんのでお答えしかねます。自分たちで標識を作ることについてですが、公安委員会に

聞いてみたいと思いますが、おそらく似たような標識をつくるのは認められないと思われ
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ます。しかし、事故対策で市の担当で注意喚起の看板をつくって電柱に取り付けていくと

いうことは行っておりますので、市民課交通担当にご相談ください。 

 

○市民（西の里広栄町内会） 

町内会とは何なのかよくわからないのですが、市としての位置づけ、例えば条例を作る

ようなことは考えられるのでしょうか。また、「こんなにいい自治体があります」だとか自

治会の情報をホームページで広報するようなことは考えられないのでしょうか。他市町村

ではその点もう少し進んでいると思います。どの地区が何自治会かも分からないのが今の

状況です。もっと進んで、各自治会のホームページをそれぞれでつくっていくことはどう

でしょうかという提案です。要するに、条例で町内会というものを定義して、町内会の活

性化について市と町内会で話し合って進めていってはいかがでしょうかというご提案です。 

 

○塚崎市民環境部長 

だんだん高齢化によって役員のなり手がいなかったり活動が低調になったりする中で町

内会を活性化していくということは市としても大きな課題のひとつだと認識しております。

また、行政と町内会が両輪で市民生活の安全ですとか様々なことに取組んでいかなければ

ならないと思っており、今回の大雨の件については、防災の関係で町内会が重要な役割を

担っていただいていることを再認識いたしました。ですから、今ご提案いただいた部分に

ついては、課題として持ち帰りたいと考えております。 

 

○市民（虹ヶ丘連町） 

市と町内会が一体となった防災訓練があるのか知りたいのですが。 

 

○上野市長 

町内会を単位とした自主防災組織を結成していただきたいということで、市の方で助成

だとか指導をしていますが、そういった組織に対して、訓練を行いたい場合などに職員が

出向いて指導助言はできるものと思いますので、ご相談ください。 

 

○市民（西の里平成町内会） 

中学校通りに住んでいるのですが、学校側の歩道が学校の前でとぎれています。交通量

が増えていますので、将来的にはその先 T 字路までの歩道も付けてほしいです。 

 

○村上建設部長 

将来的な部分でお約束はできませんが、そういう要望があるということは受け止めたい

と思います。 

 

10 閉会あいさつ ～ 巻末に掲載 ～ 
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平成 26年度 市 政 懇 談 会 

西部地区連合町内会 

平成 26年 11月 21日（金）19：00～ 

北広島市農民研修センター 

出席者 52名（連合町内会 34名、市側 18名） 

 

 

【開催次第】 

１ 開 会 

２ 市出席者紹介 

３ 連合町内会長あいさつ 

４ 連合町内会役員等紹介 

５ 市長あいさつ 

６ 連合町内会から懇談テーマの趣旨説明 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明 

 （1）交通事故対策について 

 （2）道路整備について 

 （3）あおぞら保育園について 

 （4）防災対策について 

 （5）自衛隊演習について 

 （6）輪厚工業団地について 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

９ 自由懇談 

10 閉 会
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１ 開会 ～ 略 ～ 

 

２ 市出席者紹介 

 

○榎本市民課長 

 まず、市側の出席者を紹介させていただきます。上野市長です。道塚副市長です。吉田

教育長です。高橋企画財政部長です。水口総務部長です。木下保健福祉部長です。村上建

設部長です。小島経済部長です。藤嶋水道部長です。八町教育部長です。塚崎市民環境部

長です。池田西部出張所長です。千葉秘書課長です。秘書課岡主査です。市民課市民生活

担当梅木主査です。市民課中尾主事です。野中主事です。以上、市側の出席者でございま

す。 

 

３ 連合町内会長あいさつ 

 

○連合町内会長 

 西部地区連合町内会長の菊地でございます。今日は市政懇談会に市役所から大勢の方に

お越しくださいましてありがとうございます。地域の方も大勢おいでいただきまして、盛

大な懇談会になるのかなということで大変うれしく思います。 

 また、市長をはじめ市役所の皆様には、この西部地区の活性化のために、また、安心し

て住みよい地域となるために色々なご支援をいただきまして、今日まで発展してきたこと

をまず感謝申し上げたいと思います。 

 今日の懇談会にあたりまして、各町内会長または各団体から意見を聴取した要望の内容

になっておりますので、この懇談会を境に益々この地域が発展していくこと願っていると

ころでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

４ 連合町内会役員等紹介 

 

○連合町内会総務担当 

 連合町内会役員の紹介をさせていただきます。副会長です。同じく副会長です。総務で

す。会計です。監事です。 

 

５ 市長挨拶 ～ 巻頭に掲載 ～ 

 

６ 連合町内会から懇談テーマの趣旨説明（当日配付した資料のテーマ要旨抜粋） 

 

○連合町内会総務担当 

（１）交通事故対策について 

 セイコーマート前交差点の事故対策 
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（２）道路整備について 

 ① 島松キャンプ場までの車道及び歩道整備、② 羊ヶ丘通り合流から輪厚スマート ICま

での道路延伸、③ 輪厚中央通の進捗状況、④ 国道 36号、羊ヶ丘通合流工事の進捗状況 

 

（３）あおぞら保育園について 

 認可保育園への要望 

 

（４）防災対策について 

 ① 輪厚川（輪葉川）の治水状況、② 避難勧告の伝達方法 

 

（５）自衛隊演習について 

 砲撃音の対策状況について 

 

（６）輪厚工業団地について 

 輪厚工業団地の進捗状況 

 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明（当日配付した資料の回答内容抜粋） 

 

○塚崎市民環境部長 

（１）交通事故対策について 

 セイコーマート前交差点の事故対策についてでありますが、当該交差点はかねてより事

故が多く、また地域からの要望も強かったことから、国道 36号の道路管理者である北海道

開発局札幌開発建設部千歳道路事務所に要望し、平成 23年 7月に誘導ライン（白線）の表

示、中央分離帯前方縁石部分への着色、ブリンカーライトへの反射材の取り付けなどの事

故防止対策が実施されたところであります。 

 千歳道路事務所と市建設事業部局とは近年、年に 2～3 回の意見交換会を実施しており、

その中で事故対策の効果や平成 25年 8月に竣工した市道輪厚仁別線及び輪厚中の沢線にお

ける右折車線の設置による交差点改良の効果等を検証してきたところであります。 

 しかしながら、その後も事故が発生しているとの情報を地域からいただいていることか

ら、更なる対策を要望してまいりましたが、千歳道路事務所では事故の状況を踏まえ、対

策について検討していくとのことであります。 

 

○村上建設部長 

（２）道路整備について 

① 島松キャンプ場までの車道及び歩道整備 

 島松キャンプ場までの歩道整備についてでありますが、今年度、島松中央町内会並びに

北広島市自然の森キャンプ場運営委員会から整備要望書が提出された際にもお答えしたと
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ころでありますが、市内全域における市道整備の進捗や他の事業計画、さらには財政状況

などを総合的に勘案しながら、現在の総合計画（平成 23 年～平成 32 年）における推進計

画に位置付けを行い、実施に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。 

 また、歩道整備を行う際には、改築が必要な一部車道についても整備を検討してまいり

ます。 

 なお、老朽化にともない車道路面に轍掘れやひび割れが発生している箇所もありますこと

から、全面的な舗装補修とはなりませんが、大型車両通行による振動を抑制するために、

局部的にオーバーレイ等による舗装補修を来春雪解け時に実施してまいりたいと考えてお

ります。 

 

○高橋企画財政部長 

（２）道路整備について 

② 羊ヶ丘通り合流から輪厚スマート ICまでの道路延伸（次ページ図参照） 

 輪厚工業団地と輪厚スマート ICを結ぶ道路網につきましては、現在、輪厚仁別線、国道

36号、広島輪厚線を経由するルートとなっております。 

 今後は、現在事業中の輪厚中央通線が完成した際には、輪厚中の沢線を経由するルート

に分散することが予想されます。 

 西部地区の都市計画道路としましては、輪厚中央通線、輪厚中の沢線、広島輪厚線があ

り、いずれも幅員 18ｍで、1日の最大許容交通量 9,000台となっております。 

 現況の交通量につきましては、輪厚中の沢線は 1 日約 4,700 台、広島輪厚線は約 4,300

台であり、最大許容交通量の半分程度となっている状況であります。 

 今後の交通量の推移につきましては、輪厚工業団地に進出する企業の業種、規模などに

より影響はありますが、許容交通量の範囲内で推移するものと考えております。 

 したがいまして、新たな道路整備については、現在のところ考えておりません。 

  また、羊ケ丘通りは都市計画道路として市道輪厚中の沢線までの計画となっており、延

伸につきましては、現在のところ考えておりませんが、今後も交通量調査を実施し、実態

の把握に努めてまいります。 
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「② 羊ヶ丘通り合流から輪厚スマート ICまでの道路延伸」資料 
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○村上建設部長 

（２）道路整備について 

③ 輪厚中央通の進捗状況 

 輪厚中央通の進捗状況についてでありますが、輪厚中央通の整備は防衛省の補助事業を

活用し、平成 25 年度より事業に着手しているところであり、平成 25 年度に測量及び設計

を実施し、平成 26、27年度の 2ヵ年で用地買収並びに支障物件の移転補償を、平成 28、29

年度の 2ヵ年で工事をそれぞれ実施し、平成 29年度末の供用開始を目指しているところで

あります。 

 しかしながら、今後の国の補助金の状況によっては、完成年度が遅れる可能性もござい

ますので、ご理解をお願いいたします。 

 

④ 国道 36号、羊ヶ丘通合流工事の進捗状況（次ページ図参照） 

 国道 36号、羊ヶ丘通合流工事の進捗状況についてでありますが、現在、道道仁別大曲線

（羊ヶ丘通）の延伸工事が、北海道空知総合振興局札幌建設管理部の事業により進められ

ております。 

 昨年の 10 月には輪厚工業団地までの一部が供用開始され、未整備区間は約 720ｍとなっ

ておりますが、この区間につきましては道道本体の整備は北海道が、国道との交差点部の

整備は、国道 36号の道路管理者である北海道開発局札幌開発建設部が行っているところで

あります。 

 交差点形状としては、信号のない立体交差構造となりますが、羊ヶ丘通を札幌から千歳

方面に向かう車線はランプ橋（Ｃランプ）となり、上りながら大きく右にカーブし、現在

の国道の札幌方面の車線を跨いだ後に、上下車線の中央に下りながら入り込むような形状

になります。 

 また、国道を札幌方面に向かう車線から羊ヶ丘通に入る車線には左折専用レーン（Ｂラ

ンプ）を設ける構造となっております。 

 今年度から国道交差点の本格的な工事が始まりましたが、ランプ橋の整備には現在の国

道を両側に膨らませる必要があるため、今年度はその工事が主に行われており、全体の完

成は平成 28年度を目指していると聞いております。 
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「④ 国道 36号、羊ヶ丘通合流工事の進捗状況」資料 
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○木下保健福祉部長 

（３）あおぞら保育園について 

 あおぞら保育園につきましては、昨年度の市政懇談会でもテーマとなり、認可保育園に

向けた状況をご説明いたしました。本日は、その後の状況についてご説明させていただき

ます。 

 まず、平成 27年 4月以降の北広島市の保育需要についてでありますが、平成 25年 11月

に実施した「子ども・子育て支援事業計画策定のためのアンケート調査」により、子育て

サービスの利用実態やニーズを把握いたしました。 

  このアンケート結果を踏まえ「北広島市子ども・子育て会議」において、「必要となる保

育所定員の見込み」や「需要量を確保するための方策」について議論していただいており

ます。「子ども・子育て支援事業計画」は平成 27年 3月に決定しますが、平成 27年 4月か

ら保育所定員の増加は必要となる予定であり、20 人定員の認可保育所の設置は可能な状況

となっております。 

 次に、施設や人員の設置基準についてでありますが、あおぞら保育園が認可保育所設立案

について石狩振興局と協議したところ、設置基準の各項目については、ほぼ満たすことが

できるとの感触を得ているとお聞きしております。今後も、協議が順調に進むよう、市と

して支援してまいりたいと考えております。 

 

○村上建設部長 

（４）防災対策について 

① 輪厚川（輪葉川）の治水状況 

 輪厚川（輪葉川）の治水状況についてでありますが、9 月 11 日に発生した大雨による西

部小学校の冠水につきましては、1 時間降雨量が 55 ㎜と異常な降雨であったことに加え、

今回の大雨が発生する直前に地区プールや小中学校の維持管理の一環として行った、草刈

り作業後の集草前の草が、児童の安全のため設置しております地中管呑み口のスクリーン

に張り付き、川の流れを阻害したことが原因であったと考えられます。 

 今後は今回のような冠水の発生を未然に防止するために、当該個所も含めた周辺の維持

管理を徹底してまいりたいと考えております。 

 

○藤嶋水道部長 

（４）防災対策 

① 輪厚川（輪葉川）の治水状況 

 河川に付属する調整池に対しても市内全てについて緊急パトロールを実施しており、輪

上川の調整池につきましては 7 時頃に確認をしており、その結果、その時点では調整池の

機能を超える程の異常な状況とはなっていなかったことを確認しております。 

 

○水口総務部長 
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（４）防災対策について 

②避難勧告の伝達方法 

 次に、防災対策についてでありますが、市では市民の皆様が安心して暮らせるように、

災害時に備えて地域防災計画や水防計画を策定し、この計画に沿って安全の確保に取り組

んでおります。 

 避難勧告の伝達方法につきましては、広報車を始めとして、ラジオ・テレビ放送や町内

会及び自主防災組織の会長等に対して、電話による伝達などであります。 

 また、土砂災害警戒区域などの限定された地区の避難勧告・避難指示につきましては、

状況によって個別に伝達する場合もあります。 

 なお、これらの避難勧告や指示が出されましたら、町内会や自主防災組織の皆様にご協

力を賜り、隣近所助け合って行動していただきますようお願いいたします。 

 

○水口総務部長 

（５）自衛隊演習について 

 陸上自衛隊の演習に伴う砲撃音問題に対しましては、これまで西部地区の皆さんととも

に、国に対して住宅防音対策の早期実現を要望してまいりました。 

 一昨年 6 月、国において、北海道大演習場周辺に係る住宅防音区域等の指定がなされ、

砲撃音問題に対する解決への第一歩を踏み出したものであり、このことは、これまでの取

り組みの成果として捉えているところであります。 

 一方で、指定された区域が騒音被害の実態に照らし範囲が狭く、市が国に提出した区域

拡大等を求めた意見書の内容が十分に反映されたものではないため、改めて、国に対して

騒音測定調査の継続及び調査地域拡大等の要望を行っているところであります。 

 この間、国では、騒音測定器を平成 24 年度に輪厚（西部小学校）と平成 25 年度には島

松にそれぞれ設置し騒音測定を開始しており、その結果を北海道防衛局のホームページで

公表しております。 

 住宅防音工事については、地域の対象者からの要望を踏まえ、平成 24年度 2件、平成 25

年度 1 件、本年度は１件を実施予定であり、順次、工事を進めているところと聞いており

ます。 

 今後につきましても、西部地区の皆さんと連携を図りながら、引き続き国に対して、住

宅防音区域の拡大や他の地区における騒音測定の実施を働きかけてまいりたいと考えてお

ります。 

 

○小島経済部長 

（６）輪厚工業団地について（次ページ図参照） 

1 造成工事関係 

  現在、B街区の一部（B-3・4・5）の造成工事を行っており、今年度中の完了を予定して

おります。 
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2 販売関係 

  平成 26 年 11 月 1 日現在までに、6 社 8 区画約 88,000 ㎡（全体の 23％）の売却、引渡

しを 完了しており、このうち 3宅地（①北海道電力㈱、②ホンダ部品販売㈱、③㈱ユニシ

ス）においては、既に操業等を開始し、その他の宅地についても、現在工場等建設に向け

た調査等を行っており、④中北(なかきた)薬品㈱、⑥加藤産業㈱においては、来春本 格的

な工事に着手する予定となっております。 

 

◆北広島輪厚工業団地進出状況（平成 26年 11月 1日現在） 

 ①北海道電力㈱  【H25.3.15契約】(変電所)           H26.10月末送電開始 

 ②ホンダ部品販売㈱【H25.3.27契約】(自動車部品卸）   H25.11月操業開始 

 ③㈱ユニシス   【H25.9.26契約】(医療用注射針製造） H26.10月末竣工 

 ④中北薬品㈱   【H26.3.19契約】(医薬品製造）    H28秋竣工予定 

 ⑤日北自動車工業㈱【H26.5.21契約】(自動車整備）     H30頃の操業開始予定 

 ⑥加藤産業㈱   【H26.7.31契約】(飲食料品卸）     H27冬竣工予定 
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「（６）輪厚工業団地について」資料 
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８ 懇談テーマに対する再質問等 

 

○市民（島松中央町内会） 

 交通事故対策に関連してですが、輪厚 ICのゲートを通って札幌方面に行く場合に、サー

ビスエリアの駐車場の中に高速道路本線へ入る道路が走っていますが、そこをスピードを

出して本線に入る態勢をとるものだから、サービスエリアに来ているお客さんが危険です。

事故が起こる前に整備できないものか。 

 

○高橋企画財政部長 

 スマートインター内の事故対策ということで、ネクスコに確認をしながら、安全対策を

再度確認するとともに、これからも協議の場があるので、何か方策がないか申し入れを行

っていきたい。 

 

 パーキングエリア（以下ＰＡ）を管理する東日本高速道路㈱（以下ネクスコ）に確認

したところ、ＰＡ内での事故や苦情などの報告は受けておらず、ＰＡ内では徐行運転と

なっております。また、ネクスコではＰＡ内の徐行運転のＰＲを行っています。 

（都市計画課） 

 

○連合町内会幹事 

 交通事故対策について、セイコーマート前の交差点では、昔国道側にあった矢印信号が

中の沢線に変わっていますが、将来的には羊ケ丘通も出来てきて、交通量も多くなり、国

道も混雑することが予想されます。こうしたことから、矢印信号を両方つけることは考え

てもらえないでしょうか。 

 

○塚崎市民環境部長 

 なくなった国道側の矢印信号の増設については、市の方からもお願いしているところで

すが、交通量については今後も増えることが考えられますので、市としましては、矢印信

号機がつくまで要望して参りたいと考えています。 

 

○市民（島松中央町内会） 

 役所の方へお願いにいっていますけれど、旧農協からキャンプ場へ行く道路の整備につ

いては、平成 23 年度から 32 年の間に整備するということですが、ここ最近ダンプが出入

りする量がすごく増えてきたので、来春に補修をするときいておりますが、なるべく早く

実施してほしい。 

 もうひとつ、防災関係について、この間の大雨の時では、新聞やテレビで島松や三島に

避難勧告がでていることを初めて知ったのですが、どこが避難勧告されたのか地元の人が

分からないような状態ではいけないので、伝達方法を工夫するべきではないでしょうか。 
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○村上建設部長 

 旧農協からキャンプ場へ行く道路の補修については、来春早くに対応して参ります。 

 

○水口総務部長 

 避難勧告の関係について、市では 5：35 分に災害対策本部を設置し、輪厚川の水位が大

分上がったということで、東部地区に 7：00 の段階で避難勧告を発令しました。また、雨

の状況から、土砂災害警戒区域に対して 8：30 の段階で避難勧告させていただきました。

土砂災害の警戒区域に該当するところへは職員が個別に向かって避難勧告をしたというの

が実態でありますが、皆様の意見を聞きながら今後の避難勧告の仕方等について検討して

参ります。 

 

○市民（島松中央町内会） 

 北広島は自衛隊の施設がなく、恵庭や千歳から比べると防衛の交付金も少ないというこ

とですが、実際騒音被害を受けているのは北広島市民が多いと思います。仁別の奥に市有

地 200～300haあるわけですから、あの場所の有効活用として自衛隊を誘致する可能性はな

いのでしょうか。 

 

○上野市長 

 自衛隊の演習地があれば、交付金についてはもっと大きな額になるとは思いますが、仁

別の土地は山林として残す緑地として位置付けてあるものですから、自衛隊を誘致すると

いうのは難しいと思っております。 

 

○連合町内会長 

 セイコーマート前の交差点について、年間 40件近くの事故がこの部分で起きているとき

いており、どうやら千歳方面を気にしすぎて分離帯にぶつかってしまうのではないかと思

っておりますが、特に国道の歩道をずらしてほしいという要望はしておりますけれど、な

かなか実現しづらい部分が今日まであります。そうであるならば、運転者に注意を促すよ

うな看板などでの表示はできないものでしょうか。また、事故がある度に渋滞しておりま

すので、そういったところにも不便を感じているところです。 

 

○村上建設部長 

 開発局千歳出張所の方には、中央分離帯をずらすことはできないか話をしているところ

ですが、公安委員会の了解をとならければなりません。公安委員会では分離帯をひっこめ

ることで交差点が大きくなって、スピードを出したまま曲がって横断者をひっかけるよう

な事故の発生を懸念しているときいています。ただ、今の状態でも事故が多発している状

況ですので、どちらを優先するかという話になってきます。市としては、引き続き分離帯

をひっこめることで話をしていきます。表示板については、市でもできる部分もあるので

検討をしていきます。 
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 札幌開発建設部千歳道路事務所と協議を行い、札幌開発建設部で①分離帯前に視認性

を高めるポールを設置する、②右折車を誘導する白線を引き直す、の２点を実施し、市

では交差点前に注意看板を設置する、とする案を作成し、１月１４日に連合町内会の連

合町内会長、副会長、総務部長の３名に説明をし、了解を得た。 

（庶務課） 

 

○市民（輪厚新生町内会） 

 前にもお願いしているのですが、西部中学校の前の信号と郵便局前の信号を同期させる

ことはできないのでしょうか。スピード出しすぎによる事故が発生しています。 

 

○榎本市民課長 

 要望ということでお受けいたします。 

 

９ 自由懇談 

 

○市民（島松中央町内会） 

 週５日制になって久しく、大義名分としてはゆとり教育ということであったわけですが、

ところが、世界的にもレベルの高かった日本が、最近では学力が低下しているということ

で、今後の方針なんかを聞かせてください。 

 それから、スマホ依存症という言葉もあり、その弊害もあるとききます。市としてどう

いうふうな対策は考えているのでしょうか。 

 

○八町教育部長 

 土曜授業というのがありますが、必ずしも学校授業をするというのではなくて、学校行

事を土曜日にやるとか、学力向上につながるような活動をするなど様々ありますが、これ

については内部で検討しており、今後学校との調整をしていきたいと考えております。 

 それからもう一点、スマホ依存と学力は関係がある部分もあるようです。スマホばかり

に時間を割いて、勉強をしないという実態もありますし、スマホが子どもたちの人間関係

に及ぼす影響もあるということで、学校の現場の中で、情報教育は繰り返し行っていかな

ければならないと認識しております。 

 

○市民（生涯学習振興会事務局） 

 防災対策について、9 月 11 日に西部小学校が水没しまして、なぜ水没したかお話しを聞

いたところ、浸透式の枡であったためその許容量を超えたからそういうことが起きたと思

うのですが、今後のこともありますので浸透式じゃない方法を考えていただけないのでし

ょうか。 

 それともうひとつ、避難勧告の伝達方法なのですが、まさに避難勧告が出ていた時に、

子どもたちがプールで遊んでいたという実態もあるようですのでそのへんも考えていただ
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けないでしょうか。 

 

○村上建設部長 

 雨水を呑み込む施設が浸透式だったから水没したのではというお話だと思うのですが、

私どもで調査をしまして、原因から言いますと、流れてきている川が学校のグランドの下

に大きい管にして埋めていまして、管のところに人が落ちたりしないようにスクリーンと

いうものをかけています。それが、たまたま前日の草刈作業後の草を片づけていなかった

ものが、雨でスクリーンまで流されて、草が張り付いてしまって、結果的に川が流れず溢

れてしまったという状況ではないかと思っております。今後はそういうことにならないよ

う、教育委員会とも連携をとってやっていこうと思います。 

 また、今回冠水したのは、若干図書館側の方に低みになっていることが原因で、雨水施

設は入っているのですが、その容量が足りていなく冠水したかたちになっています。手を

つけられるのであれば、少々の雨でも耐えられるような雨水施設を検討していきたいなと

考えています。 

 

○水口総務部長 

 避難勧告をした地域は東部地域に限定したものです。西部地区については土砂災害の警

戒区域なっている区域、島松地区と大曲地区の数件に勧告をしましたが、対象となる世帯

はそれほど多くはない状況でありました。 

 

○連合町内会総務 

 懇談テーマに入りきらなかった意見要望を 5 件もっておりますので、ご回答をよろしく

お願いします。 

第１ 西部中学校教員住宅の再利用に伴う周辺整備及び体育館後の整備 

第２ 国指定史跡島松駅逓所の管理徹底と PR活動をもっとしてほしい 

第３ 一般道の除排雪が年々悪化しているように感じるが、市の見解を伺いたい 

第４ 通学路の除排雪の徹底をより一層お願いしたい 

第５ 路線バスの増便 柏葉台終点を輪厚終点に延ばしてほしい。また北広島駅行きの増

便してほしい 

という要望 5点であります。 

 

○八町教育部長 

 一つ目と二つ目の質問にお答えします。西部中学校の教員住宅の関係でありますが、２

棟の内の１棟、校長先生の住宅につきましては、地区の子どもたちの学童クラブというこ

とで、保健福祉部の方で年度内に工事を行って、来年度から利用できるようにすると聞い

ております。 

 教頭先生の方の住宅につきましては、現在利用しておりますので、教頭先生がそこを出

るという状況になりましたら、学校の管理物とするかどうするかを検討していかなければ
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ならないと考えております。 

 それから旧体育館の後や教員住宅の周辺も含めて、現時点では具体的な計画は持ち合わ

せておりませんが、考えていく上では学校全体の周りのことなど全体計画というのを持た

ないといけないと考えておりますので、そういったことが課題であると思っております。 

 次に、島松駅逓所の管理のことについてでありますが、駅逓所は市の貴重な史跡である

ととらえておりまして、管理が行き届いていない面もあるとは思いますが、トイレなど小

さな修繕をやっており、それから敷地内の危険木の伐採、見通しの悪かった木の枝払いと

いうことをやってきており、今年は去年より管理水準が上がっているのではないかと思い

ますが、今後とも管理を徹底してまいりたいと考えております。 

 それから史跡の PRについてでありますが、この施設に関わる事業ごとに北海道新聞を中

心に掲載していただいたり、それから色々な雑誌等への掲載も行っておりまして、例えば

「ひだまり」という道新のミニコミ誌ですとか、エアドゥの機内誌などでとりあげられて

おりまして、来館者数もここ数年少しずつですが増えてきている状況であります。今後も

色々な媒体を使って PRに努めてまいりたいと考えております。 

 

○村上建設部長 

 私の方からは、三つ目と四つ目について回答いたします。一般道の除排雪が年々悪化し

ているのではないかということですが、除雪予算をお金がないから切り込んでいるという

ことはございませんし、どちらかというと増額しております。例えば、除雪業者が変わっ

たときなどは、オペレーターが慣れていなくて今年はちょっと状態が悪いという苦情は受

けたりするのですが、輪厚の方は、ここ 5 年間業者も変わっていませんから、そういうこ

とではないのかなと思っています。ただ、考えられることとしては、平成 24年の降雪量が

ここ 10年で一番多い状況で、私どもの方でも補正を 2回行って、最後には予備費にまで充

当してということでやっております。実は去年、今年の 3 月までになりますけれど、平成

24年に次いでここ 10年間で 2番目に降雪量が多いという状況でしたので、そういったのが

2年くらい続いていることから、年々悪化しているのではないかなという印象につながって

いるのではという風にとらえているところです。 

 それから通学路の除排雪の徹底ということでありますが、現在通学路として指定されて

いる道路につきましては、歩道除雪を適切に行うとともに、歩道が確保されていない状態

を、児童が多く通行するということもありますので、こういったところについては、拡幅

作業により安全の確保を図っているところでございますので、今後も交通量や道路の雪の

状況により考慮しながら、通学路の安全な通行確保に努めてまいりたいと考えております。 

 

○塚崎市民環境部長 

 それでは 5 点目の路線バスの増便について市民環境部の方からお答えいたします。現在

の西部地区のバス路線につきましては、北海道中央バスの方で運行されております。それ

で路線を見ますと、千歳と札幌を結ぶ千歳線、それから札幌と北広島市の東部地区を結ぶ

広島線、それから西部地区を起点終点として札幌を結ぶ運行がされているという状況でご
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ざいます。この西部地区につきましては、さきほどからお話しが出ておりますけれども、

まず羊ケ丘通と国道３６号線が接合されることによって道路状況が変わります。また、今

後輪厚中央通が開通することによって、状況が一段と変わるとともに、または、工業団地

に造成で工場ができることによって、人々がまたそこらに通うということで、生活環境等

の変化も考えられております。このことから市といたしましては、今後それらの道路環境

ですとか、生活環境が変化していくという状況の中で、整備の進捗状況ですとか、市民の

皆様の要望の把握に努めまして、中央バスの事業者の方と協議をしていきたいと考えてお

ります。 

 

○市民（仁別町内会） 

 仁別の吹き溜まり路線の解消をお願いします。また、道道の草刈を年１回ではなくて、

もう少し実施してもらえるよう道に要望してください。 

 

○村上建設部長 

 路線のふきだまりについては、パトロールも含めて注意してまいりたいと思います。道

道については、要望して参りたいと思います。 

 

○連合町内会総務 

 中学校の前の道路を学校用地ではなくて道路として認定して、きちんと整備してくださ

いということを去年もお願いしたのですが、その部分は結果的にどうなっているでしょう

か。 

 

○八町教育部長 

 一般車両が通行する道路として整備するには、市道として認定する必要がありますが、

既存の幅員が７ｍ程度と狭く市道認定条件の歩道と車道で１２ｍ幅員を確保できません。

また、道路幅員の１２ｍを確保しようとすれば、学校用地を減じつつ、用地確定測量や用

地造成など、多額の費用が必要となります。 

 このことから、根本的道路整備は難しいものと考えており、今後も補修等で対応してま

いりたいと考えております 

 

○市民（輪厚新生町内会） 

 輪厚中央通が開通するということで、その道路に向かって新生町内会の生活道路が 3 本

ほどその道路にぶつかってあるのですが、まだここは私道というかたちになっているので

はと思うのですが、この道路が新しくできた道路につながるのかどうかを確認したいと思

います。 

 

○村上建設部長 

 輪厚中央通に向かって 3 本、途中までが市道でその先が私道になっているという部分で
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すが、希望ヶ丘側の一番上の道路が新しい道路と高低差が相当あり、直接的に新しい道路

につなぐことはできないという結論になっています。ここについては、人が出入りできる

緑道、おそらく階段になると思われますが、そういう処理をします。ただ、そうしますと

袋字の道路になってしまいますので、中央通と平行に新しい道路をつけかえて、袋字にな

らないかたちで、次の 2 本目の道路と 3 本目の道路につなぐかたちで考えています。それ

で、下の 2 本は新しい道路につながりますので、市道として中央通まで出すというかたち

で今設計をしております。 

 

○市民（島松中央町内会） 

 学校の設備の話なのですが、西部小学校は道内でもモデル校として、立派な建物ができ

ていますが、ところが、教員室が非常に狭く、ロビーがもったいないほどの広さがありま

す。また、校長室も広いですので、校長室の場所を変えて、教員室を広くしたり、ロビー

の方にもう少し教員室を広くしたりなど環境改善が必要なのではないでしょうか。 

 

○八町教育部長 

 毎年予算要求に向けて、各学校からは色々な要望をお受けしているところですが、私ど

もがつかんでいる限りでは、そうした要望は今のところきていません。もう一度、校長先

生や教頭先生に聞いてみたいと思います。 

 

○市民 

 駅逓所の関連でひとつお聞きしますが、今、橋の架け替え工事をやっていると思います

が、いつごろ終わる予定でしょうか。終わったら、周辺整備をするときいているのですが。 

 

○村上建設部長 

 北海道の工事でおそらく、庶務課というところが話をきいていると思うのですが、平成

29年くらいには架け替えが終わるという風にきいていたと思います。 

 

10 閉会あいさつ ～ 巻末に掲載 ～ 
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平成 26年度 市 政 懇 談 会 

団地第 2住区自治連合会 

平成 26年 11月 26日（水）19：00～ 

団地住民センター 

出席者 42名（自治連合会 29名、市側 13名） 

 

 

【開催次第】 

１ 開 会 

２ 市出席者紹介 

３ 自治連合会長あいさつ 

４ 自治連合会役員等紹介 

５ 市長あいさつ 

６ 自治連合会から懇談テーマの趣旨説明 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明 

（1）生活環境整備について 

（2）空き住宅・空き土地の対策について 

（3）市役所の庁舎の建て替えについて 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

９ 自由懇談 

10 閉 会 
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１ 開会 ～ 略 ～ 

 

２ 市出席者紹介 

 

○榎本市民課長 

 まず、市側の出席者をご紹介させていただきます。上野市長です。道塚副市長です。吉

田教育長です。高橋企画財政部長です。塚崎市民環境部長です。徳村保健福祉部次長です。

村上建設部長です。千葉秘書課長です。秘書課岡主査です。市民課市民生活担当梅木主査

です。同じく中尾主事です。野中主事です。以上、市側の出席者でございます。 

 

３ 自治連合会長あいさつ 

 

○自治連合会長 

 皆さん、お晩でございます。第２住区自治連合会の会長を３月からやっております小林

と申します。どうぞよろしくお願いします。本日は上野市長様をはじめ市役所の方に、大

変お忙しい中、我々の要望・要請を聞く会に大挙してご出席くださり誠にありがとうござ

います。私どもは日頃、いろいろな問題につきましては市の方と直接話しながらやってき

ておりますが、こういう場を利用してそれぞれの地域の者がお話をさせていただくという

ことは非常にありがたいことでございます。特に私どもが感謝申し上げたいのは、８月か

ら第２住区会館を一部改修し、環境も非常に良くなることになっておりまして、来月の中

旬には完成する予定で、１月から実際に使えるようになるということで進んでいるという

ことでございますので非常にありがたいことでございます。 

 （４のとおりに自治連会役員の紹介があり）以上、ご紹介しました役員の他に、各単位

自治会の１３の会長さんにも第２住区の事業の推進に関わっていてもらっておりますので、

今後ともよろしくお願いいたします。それで会長さんには前の席に座っていただいて強く

発言していただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

４ 自治連合会役員等紹介 

 

○小林自治連合会長 

 役員のご紹介をさせていただきます。副会長でございます。総務部長でございます。会

計部長でございます。あとは監査委員が来ております。 

 

５ 市長あいさつ ～ 巻頭に掲載 ～ 

 

６ 自治連合会から懇談テーマの趣旨説明（当日配付した資料のテーマ要旨抜粋） 

 

○自治連合会長 
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（１）押しボタン式信号機の設置について（参照：図１・写真１） 

団地環状線のうち、白樺町 3～2丁目間に横断歩道が設置されているが、40㎞規制にもか

かわらず、自動車の交通量が多く、特に登校、下校時の児童、生徒と近くに設置されてい

るバス停に向かう高齢者の危険を防止するため、押しボタン式信号機の設置を要望します。 

 図１ 

 

   写真１ 

 

（２）空き住宅・空き地対策について 

 住環境の維持のため、空き家、空き地の所有者に対し、適正な管理を義務付けていただ

きたい。 

 また、現在空き家になっている家屋をモデルケースとして、持ち主の了解を得て、地域

の集会所「コミュニティセンター」として市が管理し、高齢者の憩いの場として活用でき

ないか検討願います。 

（３）エルフィンロードの延長に伴う整備について 
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エルフィンロードの恵庭への延長は、既に石狩振興局で進められているものと思うが、

団地内の青葉町 1丁目・4丁目間の施工状況について、両自治会に説明を実施するとともに

車道、歩道の舗装を早急に実施されるよう要望します。 

 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明（当日配付した資料の回答内容抜粋） 

 

○塚崎市民環境部長 

（１）押しボタン式信号機の設置について 

押しボタン式信号機の設置についてでありますが、緑陽通線の白樺町 3～2丁目間の押し

ボタン式信号機の設置につきましては、以前にも地域からのご要望があり、市としまして

も安全確保のため、押しボタン式信号機設置の必要性を認識しており、既に北海道公安委

員会に対し要望をしております。 

 信号機の新設につきましては、全道から数多くの要望が公安委員会に提出されており、

また、北海道の厳しい財政事情から、全道における信号機の新設数は平成 25 年度で 4 件、

今年度で 2 件と聞いております。このような状況の中で、信号機の新設につきましては、

交通量や道路環境などを総合的に勘案し、緊急性の高いものから設置している状況でもあ

り、現時点ではご要望のありました押しボタン式信号機設置は実現に至っておりません。 

 市といたしましても、今後も引き続き北海道公安委員会に対し信号機設置につきまして

要望してまいりたいと考えております。 

 

（２）空き住宅・空き地対策について 

空き家・空き地対策についてでありますが、『空き家』につきましては、土地台帳や隣近

所、不動産業者からの聞き取りなどにより、所有者が特定できたものに対しましては、電

話や文書で適正な管理をしていただくようお願いしているところであります。しかしなが

ら、これらの方法によっても所有者が特定できない場合などは、個人の財産であるため無

断で立ち入ることができないのが現状であり、特にそれらが“危険な空き家”である場合

は、対応に苦慮しているところであります。 

 また、『空き地』につきましては、市では、「北広島市環境保全指導要綱」を制定し、空

き地の状況が、雑草等が著しく繁茂している状態や、害虫の発生原因となっている状態、

その他衛生、安全、美観を損ない近隣の生活環境を阻害し、又は阻害するおそれのある状

態にならないよう、空き地の所有者に対し適正な管理をお願いするとともに、市がこのよ

うな状態にあると認めたときは、適正に管理するよう必要な指導を行っているところであ

ります。 

 今年度におきましても、6 月下旬に現地調査を行い、このような状態にある空き地の約

260箇所につきまして、7月 1日に所有者にあてて草刈りなど周辺に迷惑がかからないよう

対応をお願いする文書を送付しております。 

 しかし、これらも法的な強制力を伴わない「お願い」という程度までが限界であり、本

市に限らず全国的な課題ともなっております。 
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 このようなことから、国において、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の制定が検

討されているところであります。この法案では、市町村が所有者情報を把握するために固

定資産税の情報を利用できることや、空き家に対し立入調査を実施できること、所有者へ

の改善命令が可能となることなど、市町村が積極的に空き家対策を講じることができる内

容となっており、法制化の動きを注視しているところであります。 

 空き家になっている家屋を地域の集会所として市が管理できないかというご意見につい

てでありますが、空き家につきましては、個人の財産でありますことから、集会所として

の体裁を整えることがなかなか難しいことに加え、家屋の管理方法や光熱水費などの維持

管理経費の問題等多くの課題があるものと認識しております。こうしたことから、空き家

に集会所としての機能を持たせる考えは、今のところ持っておりませんので、ご理解をお

願いします。 

 なお、市内には町内会等に管理をお願いしております 41 か所の住民集会所があるほか、

団地住民センターなどの地区住民センターもありますので、地域のサークル活動などの際

には、今後も、これらの施設をご利用いただきたいと思います。 

 

○徳村保健福祉部次長 

（２）空き住宅・空き地対策について 

 高齢者の憩いの場としての活用についてでありますが、市内では、「高齢者が集える場」

として、ボランティア団体等の活動により、高齢者やボランティアの方などが集い、レク

リエーションやパークゴルフ、カラオケなどを行う「ミニデイサービス」や「地域のお茶

の間」が開催されております。これらの活動は、集会所や福祉施設など活動の内容により

様々な場所で開催されており、ボランティア団体の代表者のご自宅など高齢者の方が参加

しやすい身近な場所でも開催されているところであります。この活動は、高齢者の生きが

いづくりや介護予防、地域内の交流や世代間の交流などとともに、地域での支え合いや見

守りにつながっているもので、市では、これらボランティア団体等の自主的な活動に対し

まして、会場使用料やボランティア保険料などの助成を行っているところであります。 

 高齢者が住み慣れた地域で、孤立することなく、安心して暮らすためには、集いの場の

充実も必要だと考えておりますので、現在進めております「北広島市高齢者保健福祉計画・

第 6期介護保険事業計画」の策定の中で、検討してまいりたいと考えております。 

 

○村上建設部長 

（３）エルフィンロードの延長に伴う整備について 

エルフィンロードの延長に伴う整備についてでありますが、道道札幌恵庭自転車道線は、

北海道空知総合振興局札幌建設管理部によって、ＪＲ北広島駅から恵庭駅まで約 10.7㎞の

延伸工事が進められているところであります。今年 9月 26日には、その一部である市道南

里山沿線の富ヶ岡から道道江別恵庭線の南の里までの間、約 3.4 ㎞が供用開始されており

ます。 

 ＪＲ北広島駅から青葉町の間の整備につきましては、ルートの選定や JR 北海道との協議
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に時間を要したことから遅れている状況でありますが、これらが一定程度整理された段階

で、地域の説明会が開催されるものと考えております。 

 次に、北進通の歩車道の舗装補修についてでありますが、青葉町 2・3 丁目、南町 1 丁目

側の歩道舗装につきましては、予算等との兼ね合いもありますが、次期推進計画（平成 27

年度～29 年度）の中で整備に着手できるよう努めてまいりたいと考えております。 

 また、青葉町 1・4丁目側の歩道舗装につきましては、エルフィンロードの施工と併せて

整備がされるものと考えております。 

 さらに、車道舗装につきましても次期総合計画（平成 27年度～29年度）の中で整備に着

手できるよう努めてまいりたいと考えております。 

 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

 

○市民（白樺町３丁目自治会） 

白樺町 3 丁目の居住者は緑陽通へ出る道は 2 箇所しかありませんが、そのうちのひとつ

は、歩道の手前が少しカーブになっており、見通しが悪く危険なので、ここに手押しの信

号機をつけてほしいという町内からの要望ですが、もうひとつ上に歩道をずらせないので

しょうか。 

 また、白樺プールの前に歩道がありますが、ここにしかありません。周辺にはバス停も

あり斜め横断する人もいて危険です。この辺りにももうひとつ歩道はつけられないのでし

ょうか。 

 

○塚崎市民環境部長 

結論から先にいいますと、両方に横断歩道をつけるのは難しいと思います。では、今あ

る横断歩道をひとつ上にずらせないかということになると、それで問題ないかという地域

での合意形成がまず必要です。合意形成が得ることができれば、最終的には公安委員会の

判断になりますが、要望としては可能かと思います。要望するのであれば、道路状況の関

係上、両方つけるのではなく横断歩道を上にずらしてほしいという要望になるかと思いま

す。 

 

○市民（青葉町４丁目自治会） 

エルフィンロードの延長について、線路側を通すのか道路側を通すのか説明があったの

ですが、その後決定の連絡はありません。どちらを通すのか、あるいは、このことがいつ

決まるのか教えてください。 

 北進通沿いの歩道は状態が悪くエルフィンロード延伸工事が終わるのを待っていられる

状況ではありません。 

 

○村上建設部長 

道路の事業は北海道がやっているのですが、施行は建設部の庶務課というところで調整
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しているところです。ルートについては平成 21 年の 11 月に北進通に沿って作るというこ

とで、地元の合意形成も得ている状況です。 

 エルフィンロードを延伸する時に、かならず市の歩道にも手をつけることになるので、

それまでは待っていただきたい。早ければ平成 29 年度には着手できるのではないかと思い

ます。ただし、部分的な補修については行っていきたいと考えております。 

 

○市民（青葉町２丁目自治会） 

空き地や空き家に対する草刈や枝剪定など適切な維持管理について、市の働きかけに対し

て、所有者はどういった反応を示しているのでしょうか。 

 

○塚崎市民環境部長 

所有者に対し文書で適切な維持管理についてお願いしていますが、約 7 割の方が対応し

てくれています。もちろん、文書を出しても対応してくれない方もいるのですが、文書を

見てくれているのか分からない、文書が返戻されてきてしまうといった問題点もあります。

今は土地台帳を基に調査していますが、今後は税情報を利用するなどの空き家対策に関す

る計画を市でも作って対応できるようになれば、連絡のとれなかった所有者の方にも情報

を発信していけるものと考えています。 

 

○高橋企画財政部長 

市では空き地・空き家バンクを実施し、売る意思があるか調査をしましたが、子どもに

資産として残しておきたいということで、なかなか売らないという方が多く、市場に出回

らないという問題がありますが、少しずつ不動産が動くような状況も見られます。ファー

ストマイホーム支援制度など活性化、定住促進に向けた施策実施していきます。 

 

９ 自由懇談 

 

○市民（青葉町２丁目自治会） 

青葉町の高齢化率は団地内で第 1 位ということを以前お聞きしているのですが、超高齢

社会に対する市としての長期的な取組みをお聞かせください。 

 

○徳村保健福祉部次長 

国では地域で安心安全に暮らせるための必要な介護や、地域の見守りなどの日常的な生

活支援サービス、医療、これらを結びつけ地域で安心して暮らしてもらおうという地域包

括ケアシステムという基本的な考え方があります。現在、高齢者の方が急速に増加しすべ

ての方が高齢者施設に入れるわけではありませんし、やはり自宅で過ごされるのが一番幸

せなことであろうと考えられますことがこの考え方の背景にあります。市としては、ＳＯ

Ｓネットワークを作って、認知症高齢者が徘徊した場合にすぐ探せる体制づくりなどの認

知症対策を始めとして、エルフィンバトンや地域の見守りなど細かいところから始めまし
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て、一方で地域性や人口などを鑑みながら特別擁護老人ホームが必要ならば配備していく

ような形で実際は行っておりますが、大きなところで言えば先ほどの地域包括ケアシステ

ムという枠組みの中で、団塊の世代が 75 歳以上になる頃を目指した環境づくり、システム

づくりをしようとしております。それに沿って高齢者福祉サービスや介護保険事業計画な

どの方向性を定めているところです。 

 

○市民（青葉町３丁目自治会） 

昨年、南町緑地の擁壁、青葉緑地の樹木剪定、雨水桝をお願いしてきましたが、適宜現

場を見て続けていってほしいというお願いです。双葉小学校の遊歩道側に住んでいる方も

剪定をしてほしいという声が上がっています。雨水桝もまだ 70～80ｍ間隔のところがある

のでつけてもらいたいという声が上がっています。 

 

○村上建設部長 

緑地の剪定については適宜みて実施していきたいと思います。双葉小学校側の剪定の件

は、後ほど場所を確認させてください。擁壁については、時間がかかるかもしれませんが

適宜、直していきたいと考えています。雨水桝も急にはできませんが、様子を見させてい

ただき少しずつやっていきたいと思います。 

 

○市民（青葉町２丁目自治会） 

北進通と２丁目緑地の街路樹の剪定を 7 月頃にお願いしましたが、担当者の方の話です

と予算の関係で難しいかもしれないということでした。まだ、剪定されていないので無理

だったのだと思いますが、かえって美観を損なうことや、落葉の問題もありますので、街

路樹の必要性も含めて検討をお願いします。 

 

○村上建設部長 

剪定を実施できるのかできないのか回答を後日させていただきます。街路樹の必要性に

ついては賛否両論の考え方がありますので、意見のひとつとして参考にさせていただきた

いと思います。 

 

○市民（若葉町自治会） 

クリーンセンターを先日見学させていただきましたが、埋立地の鳥の多さに驚きました。

現在の生ごみ用の４リットルの袋は大きくて使い勝手が悪いので、生ごみ用の袋生ごみ用

の袋の１リットルを作成するか、無償にしてはどうかご検討ください。 

 

○塚崎市民環境部長 

アンケート調査では 72％の方が袋の大きさは適切だと回答されている反面で、16％の方

がそうではないという考えを持っていることが分かっています。小袋を使って小分けにし

て、溜まったら３リットルの袋に入れて排出してもらうという方法ができることを知らな
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い方がまだいらっしゃるようなので、是非そのやり方を浸透させていっていただきたいと

思います。 

 

○市民（若葉町自治会） 

現在は年間で温泉助成券 12 枚のところを 20 枚にしてもらえないかご検討ください。 

 

○上野市長 

よく検討します。 

 

○市民（青葉町４丁目自治会） 

 青葉町 4 丁目の緑地の側溝が常に水が満杯な状態で、ボウフラ等の虫も発生しますし、

もともとジメジメしているせいか歩くと靴も濡れてしまうくらいなので対応をお願いした

い。4 丁目の線路側の街路樹が電線にかかっているのでそこも対応をお願いします。 

 

○村上建設部長 

緑地公園の中のことで、私どもの所管ですので現地を確認させていただき、できる限り

の対応をさせていただきます。 

 

○市民（青葉町４丁目自治会） 

自宅付近は住民以外あまり人が入ってこないところなのですが、よく業者のトラック等

が昼食を摂るためか停まっていきます。それで立ち去ったあとには空いた弁当箱やペット

ボトル等のゴミが落ちていて困っています。これらは市のボランティア袋を使って清掃し

てもいいものなのでしょうか。 

 

○塚崎市民環境部長 

不法投棄されたゴミを捨てるのに町内会でボランティア袋を活用できるのかというお話

しだと思うのですが、結論をいうと使っていただいて構いません。ただ、今のお話しです

と、不法投棄する人が問題だと思いますので、場所を教えていただき、環境課の方で注意

看板を立てるなどの対応を考えたいと思います。 

 

○市民（青葉町１丁目自治会） 

除雪の件について、青葉町 1 丁目から北進通に出るときには、出口が１か所しかありま

せんので、出入口のところに雪をつまないようにお願いしたいです。出ても問題ないかの

確認が堆積された雪が邪魔になってできません。 

 

○村上建設部長 

実はここ 1、2 年ですが積雪が非常に多かった年でして一時的に集めた雪を置かざるを得

なかったのだと思います。しかしその箇所は危険な箇所だということは承知しております
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ので、業者にその旨を伝えます。 

 

○自治連合会総務部長 

 今回審議の時間を長く確保するため、皆さんの自己紹介の時間を省かせていただきまし

た。ご協力ありがとうございました。また、本日 13 自治会のうち 8 自治会 24 名、自治連

の役員が 6名、民生委員が 1名、合せて 31名の方が出席していただきましたので報告させ

ていただきます。2点目ですが、昨年の結果をいただいていない部分があるのでテーマが重

複する部分がありましたがご了承ください。 

 最後ですが、住民集会所の増改築ありがとうございました。業者によりますと資材が揃

わないということで予定より完了が多少遅れるとのことで聞いておりますのでよろしくお

願いします。以上です。 

 

10 閉会あいさつ ～巻末に掲載～ 
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副市長閉会あいさつ 

 

 本日は、お忙しい中また夜分にも係らずご出席いただきまして本当にありがとうござい

ます。たくさんの御意見をいただき大変意義のある懇談会にすることができました。 

 皆様から多くの御意見をいただきましたけれども、対応できるものはすぐ実施してまい

りたいと思います。また、中には内部での検討を要するものや中長期的な視点から対応が

必要なものもございました。市といたしましては、日頃から様々な視点で職務に当たって

おりますが、今後一層市民の皆様の目線で業務に当たってまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

 結びになりますけれども、これからは寒さも一段と厳しくなってまいります。お体には

十分留意されますよう、申し上げまして本日の市政懇談会を終了させていただきます。誠

にありがとうございました。 
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