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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（木）
18：00～
稲穂会館

稲穂町自治連合会
〇 稲穂地区の水害対策について
○ 介護保険改正に伴う諸問題について

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

10月28日（木）
18：30～
大曲会館

大曲地区連合町内会

〇 大曲東小学校の通学路である道道栗山北
広島線と市道大曲通り交差点の安全対策につ
いて
○ 住居地番の表示板の整備について

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、保健福祉部
長、教育部長、大曲出張所長

11月2日（水）
18：00～
北広島団地第4
住区集会所

北広島団地第4住区自
治連合会

○ 交通
○ 環境
○ 防災
○ 個人情報
○ 市役所
○ 学校関係

市長、副市長､教育長、企画
財政部長、総務部長、市民環
境部長、建設部長、保健福祉
部長、教育部長

11月7日（月）
18：00～
美沢会館

東部中央連合町内会
〇 とんぼ公園の整備について
○ 輪厚側の整備について
○ 日ハムの野球場誘致について

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

11月18日（金）
18：30～
西の里会館

西の里連合町内会・
虹ヶ丘連合町内会

〇 西の里出張所の機能充実について
○ 上野幌駅周辺について

市長、副市長、教育長、企画
財政部長、総務部長、市民環
境部長、建設部長、保健福祉
部長、教育部長、西の里出張
所長

11月24日（木）
18：00～
北広島団地第2
住区集会所

北広島団地第2住区自
治連合会

〇 空き地・空き家の管理と住み替え事業につ
いて
○ 指定避難所・指定避難場所の整備につい
て
○ 白樺3丁目～同2丁目の横断歩道の安全確
保について
○ 緑地帯や公園の街路樹管理について

市長、教育長、企画財政部
長、総務部長、市民環境部
長、建設部長、保健福祉部長

11月25日（金）
18：00～
北広島団地第3
住区集会所

北広島団地第3住区自
治連合会

〇 交差点見直し不良改善及び団地から輪厚
方面のバス道路の改善
○ 除雪体制の推進について
○ 地域防犯の中核をしている「青色防犯パト
ロール隊」の後継者について

市長、教育長、企画財政部
長、総務部長、市民環境部
長、建設部長、保健福祉部長

11月29日（火）
19：00～
農民研修セン
ター

西部地区連合町内会

〇 西部地区の道路・交通環境整備について
○ 自衛隊の砲撃音問題について
○ 交通弱者問題について
○ 研修センターの有効利用のための整備に
ついて
○ 中学校の環境整備について

市長、副市長､教育長、企画
財政部長、総務部長、市民環
境部長、建設部長、保健福祉
部長、教育部次長、西部出張
所長

11月30日（水）
18：00～
富ヶ岡会館

富ヶ岡連合町内会
〇 環境整備について
○ 公園の整備について
○ 環境保全、マナーの徹底について

市長、副市長､教育長、企画
財政部長、総務部長、市民環
境部長、建設部長

平成２８年度 市政懇談会開催状況
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市長あいさつ 

 

皆さん、お晩でございます。 

 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、心より感謝を

申し上げます。 

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

３０日まで、市内９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、まず初めに私の方から「市政の

状況」について報告させていただき、そののち「町内会から提出され

ております案件などに対する回答」を担当部長の方から説明させてい

ただきます。 

その後は、自由に懇談する時間を取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。 

 

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

様が安心して生活ができ、将来に希望を持てるまちづくりを進めてき

たところであります。 

 これからのまちづくりにつきましても、平成２３年度に市民の皆様

とともに策定した「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

今後も進めてまいりたいと考えているところであります。 

 それでは、はじめに「市政の状況など」についてお話をさせていた

だきます。 

 ８月に北海道に上陸した台風は、道内に甚大な被害をもたらし、被

災された皆様にお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復興を心よ
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り願っているところであります。本市におきましてもパトロールの実

施や避難所開設の準備を整え、災害発生に備えたところでありました

が、幸いにも大きな被害はなかったところでありましたが、今後とも

防災対策の強化を図ってまいりたいと考えているところであります。 

また、本年は、市制施行から２０年の節目の年となることから、本

市のさらなる発展を願い、記念事業を開催してきているところであり

ます。９月３日に開催した「記念式典」「記念祝賀会」におきましては、

来賓の方々や多くの市民の皆様とともに、２０周年の節目を祝うこと

ができました。 

１０月１・２日には「NHKのど自慢」が総合体育館で開催され、市内

外から２日間にわたり２千人を超える多くの皆様に参加いただき、盛

大に開催されたところでありました。 

 

 昨年１０月、全国一斉に国勢調査が実施されました。本市の人口は、

５９，０８７人、5年前の調査と比較しますと、１，２６６人の減少と

なったところであります。１０月末の住民登録は、５９，１７３人と、

平成１９年度以降、６１，１９９人をピークに緩やかに人口減少が進

んでいるところであります。 

また、高齢化も進んでおり、３月末の全市の６５歳以上の人口は、

１７，０８１人、全市の２８．９％と５年間に比べると６．７％上昇

している状況でありまして、定住人口の増加に向けた取組みが重要な

行政課題であると考えているところであり、本年 3月に「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を市民の皆様とともに策定したところでありま

す。  

この総合戦略におきましては、特に定住人口増加に重点的に取組む

こととしており、定住促進 PR（プロモーション）やネットによる動画

の配信など「住み続けたいまち北広島」の魅力を発信する「シティセ

ールス」を積極的に行ってきているところであります。 

また、平成２６年９月から実施しております、市内に初めて住宅を
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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」につきましては、昨年度１６６件、今年度も既に１２

０件（10/7 現在）の助成を行っているところであり、これまでの約２

年間に３４６件、１，２７８人の定住につながったところであります。 

転入が２０３件、市内転居が１４３件であり、約６割が転入となっ

ているところであります。 

居住された地区を見てみますと、大曲地区が１２３件（35％）、東部

地区が９５件（27％）、北広島団地地区が６４件（19％）、西の里地区

が３７件（11％）、西部地区が２７件（8％）の順となっております。  

（定住者総人数～転入者７４３人＋転居者５３５人＝１，２７８人） 

 

子育て支援におきましても、今年度から多子世帯の保育料軽減や妊

婦健康診査通院費支援のほか、保育所や学童クラブの受入定員の拡大

など「新たな子ども・子育て支援制度」への取組みを進めてきている

ところであります。 

 

定住人口の増加に向けた取組におきましては、平成２６年度に５年

ぶりに転入が転出を上回る「社会増」となったところであり、また、

今年度に入りまして 4 月から毎月「社会増」の状況が続いており、市

内全体の人口を見ましても６５人増加しており、少しずつではありま

すが取組の効果が出てきているものと感じているところであります。 

さらに、今年度もプロゴルフトーナメントやツール・ド・キタヒロ

などのイベントの開催や、「ふるさと祭り」（４３，０００人）や「北の酒

まつり」（１２，０００人）などにおいても市内外から多くの方が来られ、

交流人口の増加やまちの賑わい、ＰＲにつながったものと考えている

ところであります。 

また、東洋経済新報社が毎年発表している全国の市の「住みよさラ

ンキング」では、本市が３年連続で北海道で１位となり、全国でも８

１３市で７１位にランクされたところであります。 
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今後も、まちの魅力を発信する「シティセールス」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はじめ、

総合的にまちづくりを進めてまいりたいと考えております。 

 

次に、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

いて改築等の整備を進めているところであり、学校施設におきまして

は、昨年度、緑陽中学校の屋体の地震補強工事により、市内すべての

小中学校において耐震化が完了したところであります。 

また、長年の懸案でありました市役所庁舎の建替えにつきましては、

現在、来年春の供用開始に向けて順調に工事が進められておりまして、

平成３０年度までに旧庁舎の解体や外構工事を含め、事業の完了を目

指してまいります。 

なお、工事期間中は、駐車スペースなど市民の皆様にはご不便をお

かけすることになりますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

次に、市の財政状況についてでありますが、平成２８年度の予算規

模は、一般会計が約２５１億円で（特別会計：約１５１億円 合計約４０２億円）

これを市民一人当たり約４２万円（合計では６８万円）の規模となっており

ます。 

また、市税収入においては、７４億円となっており、市民一人当た

り１２万５千円となっているところであります。 

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。 

本市のこの比率は、平成２７年度は４.４％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市の中で、一番低い割合となっております。 

今後におきましても、公共施設のリニュアルなど、大型の建設事業が

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
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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、企業誘致についてでありますが、 

JR北広島駅西口地区においては、「白い恋人」で有名な「石屋製菓㈱」

が菓子製造拠点として、来年夏の操業を目指し、現在、工場建設を行

っているところであります。 

 また、平成２６年度に完成しました輪厚工業団地におきましては、

今年度に入りまして、２社と４区画、１５，１９０㎡の売買契約を締

結したところであり、これにより販売面積が約９２％となったところ

であります。 

工業団地内においては、既に６社（北電・ホンダ・ユニシス・中北・加藤・ア

セット）が操業を開始しており、また、２社（日本梱包・ホクリョウ）が施設

の建設を進めているところであります。   

今後も完売に向けて積極的に誘致活動を展開し、「自主財源の確保」、

「雇用の場の創出」に努めてまいりたいと考えております。 

さらに、平成２１年６月に、北海道初の ETC 専用のインターチェン

ジとして供用開始された輪厚スマートインターチェンジにつきまして

は、いままで午前６時から午後１０時までの１６時間運用となってお

りましたが、９月９日より２４間運用が開始され、今後、企業活動や

救急搬送、さらに通勤や観光レジャーなど、利便性の向上が図られ、

本市のまちづくりや観光振興にも大きく寄与するものと考えていると

ころであります。 

教育の分野におきましては、昨年、教育行政における責任の明確化、

迅速な危機管理体制の構築、市長との連携強化を目的に、法改正があ

り、本年１０月１日には、教育長と教育委員長を一本化した新教育長

に吉田孝志氏を任命したところであります。 

北広島市総合計画期間の後半に向けた見直しでは、教育においては

新しい学校のあり方について検討を進めることとし、平成３０年度か
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ら「小中一貫教育」の全市展開を目指しているところであります。 

１１月２６日には、「教育を語る会」を市内３か所（芸文・西の里中・

夢プラザ）で開催し、小中一貫教育のねらいや取組など、基本的な考

え方について、市民の皆様と意見交換を予定しておりますので、会場

に足を運んでいただき、忌憚のないご意見を教育委員会に寄せていた

だければと考えております。 

 

最後に、北海道日本ハムファイターズ・ボールパーク誘致について

でありますが、８月４日の誘致期成会の設立後、横断幕やのぼりなど

による PR活動のほか、９月１９日には２５０名の市民の皆様と札幌ド

ームへ「ファイターズ応援ツアー」を開催したところであります。 

また、さらなる機運の向上、北広島市の熱意の一層の高揚を図るた

め、自治会を通じて「応援メッセージ」を募っているところでありま

す。 

今後とも、市民の皆様、各団体の皆様と一丸となって誘致活動を進

めてまいりたいと考えているところであります。 

 

以上で、市政の状況についての報告とさせていただきます。 

最後になりますが、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。 
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平成 28年度 市 政 懇 談 会 

稲穂町自治連合会 

平成 28年 10月 20日（木）18：00～ 

稲穂会館 

出席者 36名（連合会 21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） 稲穂地区の水害対策について 

（2） 介護保険改正に伴う諸問題について 

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 

それではまず市側の出席者を紹介いたします。上野市長です。道塚副市長です。吉田教育長で

す。中屋企画財政部長です。浜田総務部長です。塚崎市民環境部長です。福島保健福祉部長です。

駒形建設部長です。岡秘書課長です。秘書課福田主査です。市民課生活安全担当近藤主査です。

同じく市民課佐藤主任です。成田主事です。十河主事です。以上が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 

 自治連合会会長の上原です。今日は大変寒い中、上野市長をはじめ、多くの幹部の方・職員の

方に出席いただきましたことを心よりお礼申し上げます。また平素から、町内会及び連合会の活

動に対しましてご理解とご協力を賜り、重ねてお礼申し上げます。会員の皆様におかれましても、

このように大勢出席いただきまして本当にありがとうございます。 

今日の市政懇談会は事前に市にお伝えしておりました稲穂地区の水害対策、介護保険改正に伴

う諸問題について、役員の我々が市に対して質問し、市より説明をいただくのですが、会員の皆

様もどうか大いに質問・意見を出していただければと思います。約２時間の懇談会を予定してお

りますが、長いようで意外と短いものです。会員の皆様と行政の皆様で一緒になって、まちづく

りや町内会のために考えていける実り多い時間になればと思っておりますので、今日一日どうぞ

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 

ここで役員を紹介いたします。副会長の松尾です。副会長の庄司です。総務広報部長の長船で

す。同じく総務広報副部長の道林です。幹事の桜田です。会計部長の布目と幹事の山田は本日欠

席となります。以上で役員の紹介を終わります。 

 

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（当日配布資料のテーマ要旨抜粋） 

○榎本市民課長 

 それでは懇談に移りたいと思います。本日のテーマにつきましては、あらかじめ自治連合会様

からいただいておりますがその趣旨についてご説明をいただきたいと考えております。よろしく

お願いいたします。 

 

○市民 

 （１）稲穂地区の水害対策について 
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  近年、特に今年は台風等による水害が頻発し、多大な損害を生じています。昭和 56 年に同様

な被害を被った稲穂地区に居を構えている私たちにとっては、明日は我が身という怯えがあり

ます。現在遊水池事業が進んでいるとのことですが、どれだけの根拠に基づく水量対策計画か、

現在の進捗状況を含めてお伺いしたいと存じます。また、当地区は比較的河川に近く、更には

高齢者が多いことから被災害時、非難に時間を多く要する分、できるだけ効率的な方法が必要

です。現在の北広島市防災ガイドマップでは避難所は記載されていますが、詳細な地区ごとの

避難経路が設定されておりません。専門家による、より具体的な避難方法と経路を教えていた

だきたいと思います。 

 

○市民 

 （１）介護保険改正に伴う諸問題について 

①北広島市には、特別養護老人施設・老人保健施設・グループホーム・介護療養型施設等が

ありますが、現在各施設の待機者の人数についてどのようになっていますか。 

②特別養護老人施設からの要介護 1･2 を対象外、介護療養型施設の病床数を今後 4 万床削減

することなどにより、在宅介護者が増加していくことになります。北海道の資料によると

平成 30 年代には、全道で 1 番高齢者が多い市町村になることになっていると思います。国

では、在宅介護者の対応は市町村で決めることになっています。また、在宅介護者の対応

として NPO 法人やボランティアなどで実施することを決めています。今後北広島市とし

てはどのような対策を考えているのかお尋ねします。 

③現在、老健・特養・グループホーム等で働いている人の待遇が悪く、雇用がなかなか定着

していません。また、賃金職員の人が何年経っても正職員になれず、将来のことを考える

と別の職業を選択せざるを得ない状況にあります。国には行政職 1･2、医療職 1･2･3、教

員職、研究職等には給与規定がありますが、福祉職には身分保障となる給与規定がありま

せん。社会福祉士、ケアマネージャー、介護福祉士等の賃金は、施設ごとに格差があるだ

けではなく、賃金そのものがかなり低いのが現状です。市町村によっては助成金制度を取

り入れている自治体があると聞いています。北広島市としてこのことをどのようにお考え

でしょうか。 

 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明 

○駒形建設部長 

（１）稲穂地区の水害対策について 

 建設部長の駒形でございます。私の方から、稲穂地区の水害対策のうち、東の里遊水池の関係

のご説明をさせていただきます。一昨年の治水対策促進期成会の説明会の中での内容と被る部分

もあるかと思いますが、進捗状況なども含めて簡単にお話しさせていただきます。 

東の里遊水池につきましては千歳川河川整備計画に基づきまして面積は 150ha、洪水の調節容

量は 620 万㎥の治水対策施設として、国である札幌開発建設部が平成 23 年度より工事に着手い

たしまして、平成 31 年度の完成を目指して整備が進められているところです。平成 28 年 3 月末

現在、工事の進捗状況は掘削作業が約 8 割、周囲を堤防で囲む作業の約 5 割が終わっているとい
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うところをお聞きしております。 

千歳川河川整備計画につきましては昭和 56 年に道央地区を襲った災害時の降雨の状況をもと

に計画されたものでして、河道の掘削、堤防の整備、遊水池の整備、これらを一体として施工し

まして、昭和 56 年規模の雨が降っても川が溢れることなく安全に流下できるというふうに私たち

の方では伺っているところです。千歳川河川整備計画を構成する市町村として江別市、千歳市、

恵庭市、長沼町、南幌町、北広島市となっており、4 市 2 町ということで 6 つの地方公共団体で

構成されているところです。千歳川遊水池群全体の進捗についてですが、この中でのそれぞれの

遊水池については各市町に 1 カ所ずつ配置するということになっておりまして、完成後はトータ

ルで約 4,540 万㎥の水を貯留できるという状況であります。そして 28 年 3 月末現在、全体で約

61％の進捗ということでお聞きしています。また、どれくらいの降雨に耐えられるかについては、

明確にはお答えできませんがイメージとして、先ほど昭和 56 年の降雨をもとに計画が策定された

とお話ししましたが、56 年の 8 月 3 日の夕方から 8 月 6 日の朝まで雨が振り続き、トータルで

380mm の雨が 2 日半で降ったという状況でした。当時は輪厚川も氾濫して、床上や床下浸水と

いう状況があったかと思います。そのときの状況をモデルにして溢れさせることなく川の中を流

していけるように計画しているものとイメージしていただければと思います。以上でございます。 

 

○浜田総務部長 

（１）稲穂地区の水害対策について 

総務部長の浜田です。私の方からは避難等の関係についてお答え申し上げます。稲穂町は高齢

者等が大変多くなっているという中で、効率的な避難方法が必要であるということですが、具体

的な避難方法についてご回答申し上げたいと思います。 

市では大雨等により千歳川・輪厚川において、いわゆる氾濫・越水の可能性が高まった場合は、

避難に要する時間等を考慮して対象地区の住民に対して、避難準備情報や避難勧告を発令するこ

ととしております。この避難準備情報・避難勧告については後ほど説明させて頂きます。 

発令があった際、稲穂地区の皆様には標高の高い東部小学校、もしくは総合体育館に避難して

いただく計画となっております。さらにその被害状況によっては北広島高校なども避難所という

ことになります。そのときの避難所までの経路につきましてはいろいろな状況が想定されます。

冠水による道路の封鎖や倒木、その他の要因などによりまして、事前に想定していた経路からは

避難できないということも想定されますことから、市では避難所までの具体的な避難経路につい

て設定・指定していないところです。 

災害時は自助、共助、公助が大変重要だと言われております。とりわけ防災の基本は自助、す

なわち自分の命は自分で守ることと言われております。そして共助、町内会の皆様と助け合うと

いうことがとても重要ということでございます。そのために事前の準備が必要となります。自助・

共助の観点から町内会や各ご家庭におきまして、防災ガイドブックがございますけれども、ハザ

ードマップ等を活用して日ごろから避難所までの経路を複数ご検討していただきますようお願い

したいと思います。 

なお、防災・庁舎建設課では、実際に河川が氾濫・越水した場合や、地震発生時に状況に応じ

て最善な避難経路等を検討する図上イメージ訓練「DIG」というものがございます。これは図上
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で、災害が起きたときにどういう経路で、どう避難したらいいかを皆さんでやってもらうという

訓練でして、自治会等からご要望をいただきますと、出前講座も対応できますので、ぜひご活用

いただきたいと思います。 

また、避難場所の収容人数についてですが、東部小学校は 620 人、総合体育館は 860 人を予定

しております。それが足りない場合は北の台小学校、双葉小学校、広葉中学校、広葉交流センタ

ーなども、状況に応じて避難所になると考えております。防災ガイドブックにも書いてあります

が、輪厚川が氾濫した場合の稲穂地区での浸水の高さについてですが、だいたい 50cm 以下とい

うふうに想定しております。千歳川が氾濫した場合につきましては 2～5m浸水する可能性がある

と考えております。 

それから避難勧告等の伝達方法についてですが、避難勧告を市長が発令した場合につきまして

は広報車を始めとして、テレビ・ラジオ、携帯メール、市ホームページなどで伝達いたします。

それと同時に市の方から町内会及び自主防災組織の会長等に電話連絡をして、そちらから会の皆

様に連絡していただくような伝達方法となっております。 

最後になりますが、始めに後ほど説明すると言っていた避難準備情報と避難勧告についてご説

明します。テレビでもよく上段にテロップが流れますが、避難準備情報、避難勧告、避難指示の

３種類があります。簡単に言いますと、最初の方から順にレベル 1、レベル 2、レベル 3 となって

おります。 

避難準備情報は、避難判断水位に達するかつその水位の上昇が見込まれるときに発令されます。

輪厚川の中央橋付近ですと 9.61m です。今年の 4 つの台風のうち最初の台風のときには、川の水

位が最大で 9.4m までいきましたが、この場合だとレベル１、いわゆる避難準備情報です。この

場合はどうしたらいいかといいますと、基本的には言葉のとおり、避難の準備をしていただきた

いというところです。ただし高齢者や障がい者等、避難に時間を要する方については、この段階

から避難を開始していただくのがよろしいかと思います。なお、その他の方につきましても、準

備を整え次第、自発的に避難を開始することが望ましいと思います。この避難準備情報の段階か

ら指定避難所は開設いたします。 

次に避難勧告です。避難勧告は、氾濫危険水位に達して氾濫危険情報が発表されたときに発令

されます。輪厚川の中央橋付近だと 10.04m です。この避難勧告が出た場合につきましては、指

定避難場所にぜひとも避難してください。 

最後に避難指示につきましては、堤防を越水し氾濫の恐れが極めて高い状況、さらにはすでに

氾濫の発生しているところが出てきているという氾濫発生情報が発表されたときに発令されます。

この避難指示が出た場合は、直ちに指定避難所に避難してください。 

国の方で検討された中で、住民の避難がかえって危険な状況があるという話がございます。例

えば夜中の真っ暗な中で急に猛烈な雨が降って、道路が冠水しているのに気づかず、無理に避難

所に行こうとして流されるという例もあります。避難すること自体が危険だと思われる場合には、

無理をして指定避難所に向かうのではなく、近くの頑丈な施設に移っていただくとかご自宅の 2

階に上っていただくということなども避難のうちの一つです。そのときにご自身あるいはご家族

で、命を守るのに一番適切な判断・行動を考えていただく必要があります。 

今年 4 つの台風が来ましたが、市は東部小学校、総合体育館に職員を派遣して避難所の開設準
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備をしたところでございます。避難準備情報の発令にはいたらなかったのですが、天候不順によ

り様々な状況が発生し得ますので、今後とも防災体制の充実に取り組んでまいりたいと思います。

よろしくお願いいたします。以上です。 

 

○福島保健福祉部長 

（２）介護保険改正に伴う諸問題について 

 保健福祉部長の福島でございます。よろしくお願いします。テーマ 2 の介護保険改正に伴う諸

問題について、私のほうからご回答申し上げます。 

まず 1 番目の介護関係の各施設の待機者人数についてご説明を申し上げます。施設ごとの待機

者数は別紙のとおりとなっております。上の方から特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療

養型医療施設、グループホーム、特定施設入居者生活介護ということで区分しております。特別

養護老人ホームにつきましては 7 月 31 日現在で 158 人の待機者がおりますが、このうち市民の

方で早期の入所を希望されている方の人数としましては 50 人ということで確認しております。ま

たグループホームにつきましては、現在 189 人の定員でございますけれども現在大曲地区に定員

18 名の施設を建築中でございますので、来年度からプラス 18 名分ということで定員人数が増え

る予定でございます。施設整備の関係については、現在 27～29 年の 3 カ年での第 6 期介護保険

事業計画の期間中でして、来年度に 30～32 年度の 3 カ年での第 7 期介護保険事業計画を策定す

る予定としており、その中で整備の検討をすることとなっております。 

次に 2 番目の在宅介護者の対応として、今後北広島市としてどのような対策を考えているかに

ついてご回答申し上げます。要支援 1･2 の方が利用する通所介護及び訪問介護につきましては、

市で行う地域支援事業となります。現状の通所介護・訪問介護のサービスと同様の内容で、通所

型サービス・訪問型サービスを継続するとともに、人員や設備の基準を緩和して実施する通所型

サービス・訪問型サービスも開始する予定であります。内容の詳細につきましては、サービスを

利用する際に、高齢者支援課や担当のケアマネージャーにお問い合わせ願いたいと思います。北

海道の資料によりますと、本市は北海道の中で 75 歳以上の高齢者の上昇率が一番高いまちと推計

されております。75 歳、80 歳と年を重ねることで要介護認定を受け、サービスが必要な方の割

合が高くなり、サービスを提供する介護職員の確保・介護保険事業を維持するための保険料の負

担増加が今後の課題となります。特に介護職員の確保は生産年齢人口の減少の影響もありまして

課題となっているところでございます。このことから元気な高齢者には社会参加を促し、介護の

担い手としてご活躍していただき、地域住民・市・介護事業者が地域の課題を共有し、ともに支

える仕組み・支え合う地域づくりを進めていくことが重要であると考えております。今後につき

ましては、平成 29 年 4 月から実施を予定している介護予防日常生活支援総合事業においてボラン

ティア等の担い手の確保、地域資源の開発、ネットワーク化を行うために生活支援コーディネー

ターの配置を検討しており、軽度な支援を必要とする高齢者と支援を提供できる元気な高齢者の

マッチングを行い、多様なサービス提供体制の確保及び充実を図ることとしております。なお 11

月 1 日から、市内 5 カ所において介護予防日常生活支援総合事業に関する市民説明会を開催する

こととしておりますので、一人でも多くの皆様にご参加をお願いするとともに、積極的なご意見

を賜りますようお願い申し上げます。東部地区につきましては、11 月 1 日の火曜日に 15 時から
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芸術文化ホールで行いますのでよろしくお願いいたします。 

次に 3 番目の介護施設で働いている方の処遇改善についてご回答申し上げます。平成 26 年分の

介護職員の給与につきましては国の調査において役職等のつかない介護職員で月額 22 万円とな

っており、全産業平均の月額 33 万円と比較して 11 万円程度低くなっております。主な理由とし

ましては、事業者に入る介護報酬の低さと事業者による給与の格差が挙げられます。介護サービ

スの内容と費用は国が基準を定めているため、サービス提供により事業者が得られる介護報酬が

決まっておりこの介護報酬自体が低いとされております。例えば事業者が 10 万円を得るサービス

を提供した場合には、利用者負担が 1 割の方においては、事業者が 1 万円を支払い介護保険給付

が 9 万円となります。介護職員の給与を増額するためには事業者の介護報酬を増額しなければな

らないものと考えますが、単純に事業者が得る介護報酬を 2 倍とするならば利用者が 2 万円の負

担、介護保険給付が 18 万円となります。利用者負担額の増加はもとより、介護保険給付が増える

ことにより、40 歳以上の方に負担していただいている介護保険料の値上げにもつながるため、介

護報酬の増額には慎重な議論がなされております。また、事業者が介護報酬のうち何割を介護職

員への給与に充てるかは事業者により格差があるため、介護報酬が増額されても、必ずしも介護

職員の給与が増額になるとは限りません。国では、介護職員の給与を上げた事業者には給与の増

額分の一部を給付するといった、介護職員処遇改善の制度改正を行いました。これにより、27 年

分の介護職員の給与月額は 1 万円程度増加したものとされております。この制度は 28 年度も継続

されているほか、今現在政府で「ニッポン一億総活躍プラン」に、来年度 4 月から介護職員の給

与を月額1万円増額する制度改正を盛り込んでおります。介護事業も民間事業の1つであるため、

市として特定の業種にのみ金銭の助成を行うことは現在のところ考えておりませんが、安定した

介護事業の継続を図るため、今後も介護事業者の実情や国の制度改正等を注視してまいりたいと

考えております。以上で私からの説明を終わります。 

 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

○市民 

 昭和 56 年の大雨時の降水量が 380mmということだったのですが、その雨量に対して遊水池が

賄いきれるのかお聞きしたいです。例えば寝たきりの高齢者もいらっしゃるでしょうから、賄い

きれない場合について、床下浸水にならない程度までということになるとどれだけの時間、遊水

池があることによって稼げるのかなどをお聞きしたいと思っております。 

 

○駒形建設部長 

 私が先ほどお話しした 380mm というのは、北広島でそのときに降った降雨量ですが、千歳川

河川整備計画が完成した時点にはなりますが、開発局札幌開発建設部の方では北広島市だけでは

なくて、江別市、恵庭市などの千歳川流域全体で大雨が降ったときに溢れることがないようにと

いう考えで整備しているものであります。千歳川河川整備計画自体はその遊水池だけではなく、

大きく分けると 3 つのテーマがあります。まず堤防を今よりも高くしてなおかつ堤防自体を強化

し、高さを少し上げて川を流れる水の量が今よりも流れるように確保するという形が 1 つ。今ま

で川の断面の中で、本来流したい水の量が流れないようなところは掘削をして川の水が流れる面
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積を広くするということを行うことが 1 つ。それと今回の遊水池の整備。この 3 つを合わせた整

備計画となっております。そうすることによって、56 年の降雨災害の状況であってもスムーズに

川を流れるように考えていると開発局の方からお聞きしております。 

 

○市民 

 先ほど輪厚川が氾濫した場合の浸水については 50 センチ以下を想定しているというお話しだ

ったかと思いますが、これからもし輪厚川が氾濫した場合、本当に 50cm 以下までしか至らない

のでしょうか。もし 1m くらいにまでなるようだったら、この東部地区の避難所マップを見ると

避難所が東記念館、中央公民館、保育所となっていますけどこれらを避難場所に設定することが

果たして適切なのでしょうか。また先ほどご説明のあった避難所である東部小学校に避難するの

にもアクセス方法が 2、3 カ所ほどしかないと思うのですが適切なのでしょうか。 

 

○浜田総務部長 

 先ほどの 50cm 以下というシミュレーションについて、各家庭に配付させていただいているガ

イドブックの中に輪厚川洪水ハザードマップというものがございます。その中でおおむね 50 年に

1 回程度起こる大雨が降ったという想定で考えております。図面を見ますと 0.5m未満、大人のひ

ざ下程度というというところが、ちょうど稲穂全体というわけではないのですが、一部かかって

おり、0.5m 以上のところは共栄の方にあるということになっておりますことから、50cm 以下と

お話しさせていただいておりました。 

避難所の関係につきましては先ほどご説明したとおり、この地区において洪水災害の可能性が

あるといった場合には、やはり標高の高い施設である東部小学校もしくは総合体育館を避難所と

して避難してくださいということになります。ただ先ほど申したとおり、避難が遅れてしまった

とか避難所に向かう方がかえって危険であるなどの場合については、例えば中央公民館の 2 階で

すとか、ご自宅の 2 階というところに避難していただくこともやむを得ないとは思いますが、先

ほど申し上げたとおりに避難準備情報が出た段階で高齢者等避難に時間がかかる方々は、ぜひと

も早急に避難していただきたいと思います。 

 

○市民 

 先ほどの説明では、輪厚川で 50cm、千歳川の場合では 2～5mの浸水の可能性があるというお

話しだったと思います。5m となると当然 2 階もほとんどが冠水してしまうと思いますが、その

浸水に対して東記念館などで対応できるのでしょうか。 

 

○浜田総務部長 

 東記念館等は避難所ではなくてあくまでも緊急の避難場所です。先ほどから申し上げましたと

おり、千歳川の氾濫についてはかなりの浸水高になると考えておりますので、避難準備情報・避

難勧告の段階で東部小学校もしくは総合体育館の方に避難いただかないと、大変なことになると

思います。どうしても遅れた場合などは、ご自宅の２階ですとか中央公民館の２階というになる

と思うのですが、この浸水高にもなるとご自宅の２階でも大変厳しい状況になります。 
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最近よく報道されているのは、避難勧告を出すタイミングが難しいですとか、勧告がうまく皆

さんに伝わらないですとか、最終的には避難勧告を出しても実際に避難した人が数％しかいなか

ったという状況が問題になっております。ぜひとも準備情報や勧告等が出たときには自分の命は

自分で守らなければならないという意識のもと、早急に避難をしていただきたいということでご

ざいます。以上です。 

 

○市民 

 この地区ですと、非常に水の走りが早いということになりますから、例えば出遅れた人のため

に何かしらの塔を建てて高地に避難できる場所を設けるという考えはないのでしょうか。 

 

○浜田総務部長 

 現時点でそういう考えは持っておりません。国の方でもこういうときにどうしたらいいかとい

う考え方を都度変えてきております。例えば近くの頑丈な建物の 2 階に避難するなど、避難のた

めの施設を整備するのではなく、まずは流されないような頑丈な施設が近くにあればそちらの 2

階の方に避難していただくように考えているところでございます。以上でございます。 

 

○市民 

 市で対策というのは考えないのでしょうか。例えばここですと、当然のことながら高齢者も多

いですし、隣には保育園もあります。緊急で逃げるとなるととても大変です。すぐに逃げられる

場所を作るということは考えられないのでしょうか。 

 

○浜田総務部長 

 すぐに逃げられる場所ということですが、一番安全な場所はやはり現存している東部小学校・

総合体育館ということになります。先ほどから申し上げておりますとおり、高齢者・障がい者等

の方は避難時間がかかりますので非難準備情報が出た段階でなるべく早めに避難していただくと

いうことになります。その他に、なかなか避難できない状況の人がいる場合については、市の方

でも誘導させていただくことにもなると思います。以上でございます。 

 

○市民 

 足の不自由な方や車がない方は、東部小学校でもかなり距離があると思います。そういう方た

ちの避難はどのように考えていらっしゃるのでしょうか。 

 

○浜田総務部長 

 先ほどから申し上げましたとおり自助、共助、公助というお話しをしておりますが、その場合、

共助という考えで、町内会の皆様方で助け合っていただくことが重要であると思います。また、

市としても要支援者ということで支援が必要な対象者を抽出し、避難をどうするかということも

今現在検討しているところでございます。まずは自助、つまり自分で対応できる分は対応し、次

に共助、家族・町内会で助け合うということが重要です。市役所が来るまで待っているというよ



- 17 - 

 

うな悠長な状況ではありません。市としても今一生懸命に対象となる方を特定して一人ひとりの

行動をどうするべきかを含め、現在考えているところでございます。以上でございます。 

 

○道塚副市長 

 少しフォローさせていただきます。先ほど言いましたが、最初は避難準備情報、それから避難

勧告、避難指示と、この 3 段階でやるということで、かなり余裕を持たせて準備しております。 

まず足の不自由な方などは、早めに判断しながら行動をとっていただきたいということと、市

の方で町内会の方にご連絡・お願いをしますので、町内会として対応できる部分はしていただき

たいですし、それが難しいということであれば、この段階なら時間的にも余裕がありますので、

市にご相談をいただきながら相互で対応したいと思います。 

実際的になかなか歩くのが難しい方もいらっしゃると思いますし、寝たきりの方もいらっしゃ

ると思いますので、そこにつきましては、状況に応じて市でも対応させていただくことが可能だ

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

またそういった要支援者に対して、どう対応したらいいのかという話については、国レベルで

も議論しておりますし、市としても検討しているところです。本日いただいたご意見も参考にし

ながら、引続き検討をしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

○市民 

 元町から駅前までの間で東部小学校への経路といいますと、元町通、駅前通、それと中間の稲

穂公園の階段、この 3 つしかないと思います。輪厚川が氾濫した場合については、元町通からの

避難はちょっと難しいと思います。そうなると経路は 2 カ所しかありません。もう少し経路の数

を増やすという考えはないのでしょうか。あまりにも経路の数が少ないものですからよろしくご

検討ください。 

 

○上野市長 

 千歳川に比べますと、輪厚川の方が水位はすぐには上がらないというように我々は考えており

まして、根本的に地震とは違って、避難する時間も十分にあるということでありますので、そう

いった意味でこれから町内会の皆さんと協議をしていくとともに、要支援者の該当になる方の調

査もしながら進めていかなければならないというように思っております。経路の話ですが、現状

の経路を活用していただくというように思っております。仮に東部小学校が満杯になった場合に

ついては、他にも避難施設を指定しておりますので、おそらく市の方から順次別の避難場所にお

送りするということになるというふうに考えております。 

 

○市民 

 実は、一昨年の輪厚川の氾濫の恐れがあるというときに、うちの町内会の人の中で、トイレが

逆流してきたという相談がありました。こんな事例が他の家にもあるのかと聞かれたので、何人

かに確認してみたのですが、他にはありませんでした。これは根本的に住宅の立てる土地が低過

ぎるのが基本的な原因だとは思うのですが、トイレが溢れそうになる、溢れたという場合に、対
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処法として何かありましたらお尋ねしたいなと思いました。 

それと先ほど別の方が質問されていた中で、足の悪い人を移動する件ですが、実例として話を

聞いていることがありまして、車で移動しようとしても水位が高いのでなかなか利用できない場

合が多いです。単純に原始的な方法として、車いすやリヤカーなどを利用して避難所までお連れ

するということを話で聞いたことあります。参考までにお話ししました。以上です。 

 

○道塚副市長 

 今日担当の部長が来ておりませんので、トイレの関係については後ほど改めてご回答させてい

ただきたいと思います。 

それと私どもとしては万全な形で水害対策の準備をしているつもりですが、今日の皆さんのお

話しを聞くと、かなりご心配されている部分があるようですので、改めて市の防災担当も含めて

話し合いの場を設け、今実際に不安に思っていることなどを率直にご相談いただいて対応できる

ように準備するのがいいかと感じましたので、町内会のほうで音頭をとっていただけるのであれ

ば、そういう形で対応させていただければと思いますがいかがでしょうか。 

 

○榎本市民課長 

 ただいま副市長の方からご提案を差し上げましたが、地域的な問題ですとか悩みなどもあると

思いますので、もし町内会の方で他にも不安要素があって、市の防災担当と相談したいというこ

とであればご連絡をいただければと思います。 

 

○市民 

 介護保険の関係ですが、特に特養はもの凄い人数が希望しており、そのうち 50 人が市民の方で

早期に入居したいということで、先ほどのお話しの中では 30～32 年までに計画を策定するとい

うことですが、できればなるべく早く計画立案ができるようにお願いしたいと思っております。

今回いただいた資料を見ますとグループホームや療養型の施設はスペースがまだあるようですが、

入居希望をしていないが該当になり得るという方がまだたくさんいると思いますので、その辺を

汲み取ってこれからの政策の中に反映していただきたいと思っております。 

それから職員の関係について、自治体には馴染まない話かもしれないですが、実態として施設

の職員は雇用定員の半分ぐらいが賃金職員という形で採用されている施設が結構あると思います。

正職員であっても賃金が低いのに賃金職員だとさらに低いと思います。若い人が賃金職員として

就職しても本採用がなかなかされないために、将来を見通した結果辞職するという方がたくさん

いると思います。そういう事態であるということもぜひ知っていただきたいなと思っております。

以上です。 

 

○福島保健福祉部長 

 まず特別養護、特養の関係から、前回の今 27～29 年の 3 カ年でその前の第 5 期のときに、こ

の表にある東部緑の苑が開設し、100 人前回から増えておりまして、今回第 6 期の 3 カ年間の中

では特養の新設等計画はございません。第 7 期である次期計画の策定にこれから当たりますが、
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市民に対しアンケート調査などをする予定となっております。ご意見をいただきながら、また要

望等につきましても調査しながら、次の計画について検討してまいりたいと思います。また、待

機者の関係ですが、1 年間にどれぐらいの入居者が出入りされるかということをお聞きしたとこ

ろ、約 50 名の入居者が出入りされるということでございました。市民と市民以外ということで区

分して調査しておりまして、優先度合いが同じ場合については、市民の方を優先するように要請

しておりますので数年待つかどうかについては、優先度が低い場合は別として、今のところそこ

まで待つことはないのではないかと考えております。 

職員の処遇につきましても保健福祉部関係でいいますと、保育士もそうですがこの介護職と保

育職というのが全国的に問題になっておりまして、労働に見合った対価ではないということで社

会問題になっており、国の方も保育職と介護職の両方を、今回の計画の中で処遇改善していくと

いうことで、取り組んでいるところです。国で決めた方針については、市と連携して対策を実施

することとなりますので、国が決定した場合には連携をとりまして処遇改善に結びつくよう取り

組んでまいりたいと考えております。以上です。 

 

○市民 

 先ほどの水害の関係ですけども、初歩的なことで申し訳ないのですが、輪厚川の整備はどこが

所掌されているのですか。 

 

○駒形建設部長 

 輪厚川につきましては千歳川と同様になりますが、千歳川の合流点から約 2km の道道江別恵庭

線の中央橋の上流 150m ぐらいまでの間を札幌開発建設部、いわゆる国の方で今整備しようとい

うことで実際用地の買収等に入っているという状況であります。 

 

９ 自由懇談 

○市民 

 駅前通、稲穂通の交差点のところですが、河川工事のために現在大型車両が頻繁に通っており、

かなり下の方が窪んできております。窪んでいるので雨が降ったときの水たまりが非常に深いで

す。坂にも轍ができており、途中の側溝に水が流れていかず、轍を伝って坂の下の交差点に全部

溜まってくる。そしてその交差点のくぼみの中にどんどん水が溜まってきているのが現状です。

そこを、市はどう対処してくれるのかというところをお聞きしたいです。道路パトロール車がよ

く通っていますが、その辺を掌握しているのかどうかも含めお聞きしたいです。 

 

○駒形建設部長 

 私どもの土木事務所がパトロール車で市内全域をパトロールさせていただいて、各地区の道路

状況について確認させていただいているところであります。今ご指摘の部分につきましては、東

の里遊水池に関連する工事に係る大型車両の通行に伴いまして、そういう状況を工事場所近辺で

確認しており、国の方にも対応要請をしておりますし、今後もそういった要請をしてまいりたい

と考えております。ただし危険な場所で、応急処置が必要な場合は市で早急に対応するという状
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況でもあります。 

 

○市民 

 この交差点は通勤・通学の人たちがよく通るところです。大分前に土木事務所の方に相談とし

て、車が通るとしぶきが飛ぶという話をしたら、敷地まで飛んでおりますか、飛んでこなければ

問題ありません、それは運転者のモラルの問題ですというような回答が帰ってきて、私としては

非常に不満でした。市の回答としてもどうかと思います。その辺をなんとか早急に解決していた

だきたいというのが私の願いです。 

 

○市民 

 建設業協会の方から、市の方に申し入れしてくれるという話だったのですが、今のお話しは聞

いていなかったでしょうか。 

 

○駒形建設部長 

私の方にそういった報告はまだ来ておりませんが、ただ今ご指摘の箇所について、この懇談会

が終わった後に該当箇所等をお教えいただき、現地を確認させていただきたいと思います。対応

についても検討したいと思います。 

 

○市民 

 私が特に問題だと思うのは、市の道路パトロール車がよく通っているにも関わらず、把握でき

ていないということです。 

 

○駒形建設部長 

 土木事務所については私の方で担当しておりますので、私の方から今後の対応方法も含めて、

しっかりと指導してまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○市民 

 今お話しのあった道路ですが、冬期間、雪が解けたり凍ったりの連続でスケートリンクのよう

な状態になってしまいます。通学・通勤の方たちが普通に歩けないような状態で非常に危険なの

で、何か対処していただけないかなと思います。 

 

○駒形建設部長 

 今の部分は歩道がそういう状況になるということでしょうか。その状況についても後ほどお聞

きかせ願いまして、例えば 1 つの方法としては歩道に砂箱を設置させていただいて、通行する方

に砂をまいてもらい滑らないような対応をしていただくなどの方法が考えられますので、確認し

て検討したいと思います。 
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○市民 

 冬の問題が出たのでお話しします。先ほどの交差点ですが、除雪車が側溝を埋めてしまいます。

天気がよければ解けた雪水が駅前通の坂と江別恵庭線の坂から全部流れてきます。僕たちが退職

してからは毎年全部側溝のところは雪をはねて空けているのですが、それでもなおかつ水は流れ

づらくなってきております。途中の除雪が全然効いていないからだと考えています。その辺も考

慮していただきたいと思います。 

 

○駒形建設部長 

 11 月 8 日に、除雪に係る地域懇談会をさせていただきますので、そこでもそういう情報を提供

していただいて、除雪作業の中で何らかの対応ができないか検討させていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

○市民 

 私はエコミュージアムセンター知新の駅で月 3 回から 4 回の午後にボランティアでガイドをや

っております。4 月から 9 月までの 6 カ月間で札幌や江別、長沼などから来る見学者から、非常

に道がわかりづらいというクレームがあります。 

せっかくこの北広島市に見学に来たというのに、目的地に簡単に到着できないというのが非常

に残念に思います。去年も看板を立てていただくようお願いをしまして、駅の改札口をでたとこ

ろに広葉交流センター・知新の駅という看板は確かについております。 

看板ができたのになぜクレームが出るのかわからず、試しに歩いて検証してみました。そうす

ると、まず駅前の交差点付近に看板がありません。そこからどう向かえばいいかわからないとい

う状況でした。 

また、トリムコースから歩いて向かってみましたが、こちらの方が非常にわかりやすく行けま

した。駅前向かいのレストランのところには遊歩道の大きい看板がきちんとありましたが、広葉

小学校の文字の上には白い貼り紙が貼っているだけで、エコミュージアムセンター・知新の駅の

標記がありませんでした。歩道橋を渡ってトリムコースを歩いていくと、すみれ保育園の脇にも

看板がありました。その看板には広葉小学校と、堂々と書いていました。更に先に進むと大谷幼

稚園の近くにも看板が出てきます。その下には広葉交流センターと書いてあります。 

さらに、入り口にある看板では「いこ～よ」となっております。これだと初めてきた人は全然

わからないと思います。せめて入り口前の看板に「知新の駅」と書いておけば初めて尋ねてこら

れたお客様に喜んでいただけると思います。 

それから市が誇っているトリムコース、これをやっぱり多くの方に歩いてもらえるようにすれ

ばいいのにと思っております。ぜひ改善をお願いしたいです。以上です。 

 

○吉田教育委員長 

教育委員会の吉田です。知新の駅の知名度と現地に至るルートの標示等についてのご指摘をい

ただきました。今お話しがありましたように昨年に標示物を増やせないかとのご意見をいただき

ましたので、今は北広島駅と、消防本部付近と、団地内のセイコーマートのところと、広葉町に
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ある郵便局のところに増やしたところであります。ただ、歩いてみるとなかなかわかりにくいと

いうお話しでしたので、私どもも再び検証をしてみたいと思います。 

また年度内でできる範囲にはなりますが、標示物のあり方についても再度考えていきたいと思

います。また何かお気づきのところがありましたらお伝えいただければありがたいと思っており

ます。トリムコースの方がきっと歩きやすいのではないかというご指摘も今いただきましたので、

参考にさせていただきたいと思います。あと知名度の件ですが、「いこ～よ」に知新の駅が間借り

している形になっているものですから、どうしても「いこ～よ」の標示が大きく出てしまうとこ

ろはやむを得ないと思います。しかしながら、表現が統一されていない、広葉小学校という標記

のままの看板があるというお話しでしたので、統一感を図るよう持ち帰らせていただきたいと思

います。ありがとうございました。 

 

○市民 

広葉交流センターについて前から疑問があったのでお聞きしたいのですが、2 階に鏡がついて

いるダンスのできるような部屋があります。そこを借りたいと思って確認したところ、靴を履い

ての利用はできないといわれました。社交ダンスとかクラシックバレエのようなダンスシューズ

を履くようなダンスはお断りされます。裸足で踊れるもの以外は使っちゃいけないというような

部屋をわざわざ作る必要があったのかと疑問に感じます。 

 

○塚崎市民環境部長 

私の部署で「いこ～よ」を管理しておりますので、私の方から回答させていただきます。まず

鏡のある部屋につきましては床下をクッションのフロアにしておりまして、靴を履いてしまうと

床下の質に支障が出るという状況ですので、ダンスを目的とした利用の場合については靴を履か

ずに利用していただくことを前提にお貸しさせていただいております。実は今言われましたよう

な靴を履いたダンスなどの利用希望の場合でしたら別に対応可能な部屋もございますので、そう

いった部屋でやっていただければと考えております。クッションフロアの部屋についてはそうい

った部屋がほしいという要望があったので作っておりますことから制限させていただいていると

ころですので、ご理解いただければというように思いますのでよろしくお願いします。 

 

○市民 

当初はそうかもしれませんが、ある人に聞いたら、その鏡の部屋でスニーカーを履いて踊って

いるというのを聞きました。だからその管理がどうなっているのか疑問に思います。 

 

○塚崎市民環境部長 

今言われた部分につきましては、実態を確認させていただきたいと思います。 

 

○市民 

2 点質問したいと思います。1 つは今年の 2、3 月に市内各地で説明会のあった、市の公共施設

の整理・統合も検討されているということについてです。この稲穂会館もそういう整理・統合の



- 23 - 

 

対象になっているというお話しを聞いておりましたが、その話から半年経過しているところで、

現状としてこの会館がどのように考えられているのか、まだ決まってなければよろしいのですが

決まっているのでしたら教えていただきたいです。 

2 つ目は、2 年前の市政懇談会で市役所庁舎に「平和都市宣言のまち」と書いた懸垂幕を１年中

掲示してほしいとお願いをしましたところ、1 年中の掲示はできないが検討はしてくださると回

答いただいたかと思うのですが、検討された結果はいかがでしょうか。特に新しい市役所の庁舎

にはぜひかけてほしいと思っています。宣言をしているのであればずっと掲示してほしいと思う

のですがいかがでしょうか。 

 

○塚崎市民環境部長 

まず 1 点目について、この稲穂会館がどうなるかということですが、また結論を出しているわ

けではございません。この建物をどうするかということについては、具体的な問題が出て相対的

にこうしていこうという方針はこれから決めてまいりますが、この稲穂会館についてはその先の

問題になってくるかなというふうに考えているところでございます。 

それから 2 点目の平和都市宣言の懸垂幕についてですが、私どものまちで掲げている宣言があ

るのであればそれは固定的に掲示してほしいという要望はよくわかります。わかるのですが、実

際に掲示するところ限りがありますので優先的なものをまず掲示して、その中で何もない時期に

またそういったものを掲げるということを検討してまいりたいと考えております。 

 

○市民 

長らく運送業をやっており、市内をあちこち回っております。住居表示に関する法律というも

のがあるらしいですが、仕事で回っておりますと住居番号の表示板がどこにも貼っていない家が

多く、仕事のとき非常に苦労しております。住所の確認ができないのに勝手に物を届ける訳にも

いきません。 

運送業ばかりではなく、知人の家を尋ねるときにも表示板がちゃんと貼ってあればわかります

し、消防車・救急車が出動するときにもはっきりわかり、とても助かると思います。この表示板

を貼ることはもともと強制ではないと思いますし、市でもしっかりと表示板を発行していること

もわかりますが、どうして皆さんはしっかりと貼らないのでしょうか。強制的に貼りなさいと言

えないものでしょうか。別に業者の都合という話ではありませんが、全戸つけつけてもらえば非

常にありがたいのですが、どうでしょうか。よろしくお願いします。 

 

○中屋企画財政部長 

住居表示の関係ということで都市計画課の所管の業務でございますので私のほうから回答いた

します。お話しのありましたように、一番の大きな動きとしては町から市になったときに住居表

示についても変わったわけですが、表示している家もあればしていない家もあるというとこでご

ざいまして、個人情報の関係もあってなかなか強制力を持たない、表示するかどうかは本人の義

務ではない、いわゆる努力義務と言われるものとして法律で定められております。また個人情報

の関係以外にも、その家自体に傷を付けたくない・貼り跡を残したくないというような考えなど
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もあり、住居表示がなされてないというケースが多いのかなと思っております。今は地図や電子

上のマップなどがかなり活用されておりますが、やはり一番便利なのは目に見える住居の表示板

ということもございます。しかし今言ったような事情により掲げていないご家庭が多いというよ

うに、なかなか強制できるものではないというのが現状です。なお、町内会単位などで表示板を

希望される方については都市計画課の方で配っておりますのでまたご連絡をいただければと思い

ます。以上です。 

 

○榎本市民課長 

そのほかございませんか。ご質問等がないようですので、これを持ちまして自由懇談を終えた

いと思います。貴重なご意見をいただき、大変ありがとうございました。最後に道塚副市長から

閉会のごあいさつを申し上げます。 

 

10 閉会あいさつ ～巻末に掲載～ 



- 25 - 

 

平成 28年度 市 政 懇 談 会 

大曲地区連合町内会 

平成 28年 10月 28日（金）18：30～ 

大曲会館 

出席者 37名（連合会 21名、市側 16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） 大曲東小学校の通学路である道道栗山北広島線と市道大曲通り交差点の安全対策

について 

（2） 住居地番の表示板の整備について 

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。中屋企画財政

部長です。浜田総務部長です。塚崎市民環境部長です。福島保健福祉部長です。駒形建設部長で

す。水口教育部長です。安田大曲出張所長です。岡秘書課長です。秘書課福田主査です。市民課

生活安全担当近藤主査です。同じく市民課佐藤主任です。成田主事です。十河主事です。以上が

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 

 一言ごあいさつ申し上げます。今日はこのような機会を設けていただき、ありがとうございま

す。我々連合町内会は 26の町内会で構成されており、日頃より各町内会から格別なご支援をいた

だいております。今日ご出席いただきました町内会の皆様にもお礼を申し上げます。 

先日、連合町内会で我々の生活に関連する場所での研修を実施しまして、夕張シューパロダム、

千歳の防災センター、市の防災センターにいき、水の関係、震度の体験、市の防災に係る備品が

充実していることなどについて勉強いたしました。また、26の町内会におきましても防災組織関

連行事について様々な角度から研究をしているところでございます。市当局におかれましても 26

の町内会に対して、更なるご支援をお願いできれば嬉しい限りでございます。 

本日は連合町内会から、2 つの課題についてご質問を申し上げているところでして、後ほどご

説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。また、各町内会からいろいろなご質問

が出てくるかと思いますので併せてよろしくお願いいたします。これからも大曲と市で連携して、

一緒に歩んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

４ 連合町内会役員等紹介 

○連合町内会長 

 ここで役員紹介をいたします。連合町内会長の麻生と申します。副会長の森です。同じく副会

長の橋本です。総務担当の菅原です。会計担当の石尾です。庶務担当の太田です。会計監査担当

の一戸です。同じく会計監査担当の幅口です。 

 

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（当日配布資料のテーマ要旨抜粋） 

○榎本市民課長 

 それでは懇談に移りたいと思います。本日のテーマにつきましては、あらかじめ連合町内会様

からいただいておりますがその趣旨につきましてご説明をいただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 
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○市民 

（１）大曲東小学校の通学路である道道栗山北広島線と市道大曲通り交差点の安全対策について 

道道栗山北広島線の国道 36号方面からくる北広島方面行車両の青信号と小学生横断時の青信

号が同様の信号であるため、その車両が横断中の小学生の列に向かって接近している。早朝の場

合、北広島方面行の急ぎの大型車両が特に多くなっている現状では身長の低い小学生を見落とす

ことも考えられる。また、コスモＧＳ側の横断歩道も同様と思われる。冬期間は特に降雪、道路

の凍結等を考慮した場合、事故が発生する前に別紙のような方法を早急に考慮する必要がある。                                               

「例」 

①横断歩道の信号のみ青信号とする。（時差を考慮） 

②36号線から来る北広島方面行きの信号（右折、左折）、274号線方面から来る信号、北広島

方面から 274号線－36号線への信号を全部赤にする。 

③次に、36号線方面からの左折、右折の赤信号を解除する。 

④北広島からの 274号線方面、36号線方面、北広島方面行きは現状どおり。 

 

（２）住居地番の表示板の整備について 

住居地番の表示が大曲地区において従来から、表示されていない住居が多くあるが、住所表示

板の整備について改めて推進するお考えがあるかどうか見解を伺いたい。 

 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明 

○塚崎市民環境部長 

（１）大曲東小学校の通学路である道道栗山北広島線と市道大曲通り交差点の安全対策について 

道道栗山北広島線と市道大曲通りの T字交差点につきましては、国道 36号方面、また国道 274

号方面と道道栗山北広島線を結ぶ交差点になっていることから、大変交通量が多い交差点となっ

ております。またこの交差点につきましては、大曲東小学校に通学する児童の通学路にも指定さ

れておりますことから、朝の通勤通学時間帯には多くの車両や児童が交差点を通行するため、市

といたしましても児童の安全確保の観点から、現在、学童指導員を通学時間帯に配置し児童の安

全確保に努めているところでございます。 

ご提案にありました歩車分離式信号機につきましては、歩行者の横断時には車両をすべて停止

させることから、車両と歩行者が交差することがなくなるため、歩行者の安全確保にとりまして

は大変有効な対策であると認識しております。この信号機等の交通規制につきましては、北海道

公安委員会が実施することとなりますことから厚別警察署に意見を伺っております。当該交差点

の車両及び歩行者の交通の状況につきましては既に警察署で現地調査を実施しており歩行者の安

全確保には歩車分離式信号機の設置も有効な対策の 1つであるとの見解が出ております。しかし、

歩車分離式信号機への課題として、信号機の時間については歩行者の安全確保をするとともに車

両の円滑な流れにも配慮しなければならず、この観点からは現在の信号機の時間周期は地域の他

の信号機を含め、交通の安全・円滑を総合的に勘案して調整されている時間であるため現在の１

周期の時間については、現時点では変更できないものであること、また通勤通学時間帯のみ歩車

分離式にすることはできないとのことでした。 
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１周期というのがどういうことかについて、ご説明を申し上げたく、A4でカラー印刷している

資料（別紙）をお配りしております。こちらをご覧ください。現在の信号機１周期時間（2 サイ

クル）というところを見ていただきたいと思います。まず①の図面になりますが栗山北広島線の

歩行者と車両の通行、これが同時に始まり、ここにかかる信号機の時間が 35秒間となります。次

に②を見ていただきたいと思いますが、その後歩行者のみ赤信号となりまして車両の通行が始ま

ります。この通行時間が 13秒間ございます。その次には 3秒間、歩車共に赤信号になります。こ

のため栗山北広島線にある歩行者と車両の移動にかかる時間について、トータルで 51秒かかると

いうことになります。続きまして④ですが、今度は大曲通線側の歩行者と車両の通行時間が 23

秒間ございます。その後歩行者信号が赤となり、車両のみの通行が 21秒間となります。続きまし

て⑥ですが、札幌方面から北広島に向かう信号機のみが青信号となりまして、これが 18秒間あり

ます。最後に⑦として、歩車共に 3 秒間赤信号になります。この大曲通線側にある歩行者と車両

の通行にかかる時間が、トータルで 65秒かかるということになります。大曲通り線側と栗山北広

島線側が 51秒と 65秒ですので１周期の合計が 116秒かかるということになります。これが実際

にかかる周期となります。ご提案にありました歩車分離した場合についてどうなるかということ

で、裏面をご覧いただきたいと思います。裏面の①ですが、まず歩行者の安全を図るということ

で車両を全部とめた場合、歩行者の通行にかかる時間を今までどおり確保するとなりますと 35

秒間必要になります。その後歩行者が渡りきった後に 3 秒間、歩車共に赤信号になるという状況

です。したがって、車が止まっている時間として合計 38秒間かかります。続きまして今度は栗山

北広島線の車両通行に要する時間ということで、今までどおりの時間を確保することになります

と、先ほど説明した 48 秒間が必要となりまして、まずこちらの方を全て青信号にして通行させ、

その後全体を赤信号にするということで 3秒かかり、合わせて 51秒間必要となります。続きまし

て、今度大曲通り線側の通行に要する時間が 44秒、札幌方面から流れてきた車を通すのに 18秒、

その後信号を全部赤にするということで 3秒かかり、合計で 65秒間必要となります。つまり歩行

者専用部分に関わる 38秒間が現状から増えてしまうということなります。こういう状況にあるも

のですから現在の１周期の時間を変更せず、歩車分離式信号機とした場合、車両側の青信号時間

が現在より減ってしまうため今以上の渋滞を引き起こす可能性が十分に考えられること、さらに

渋滞を避けた車両が大曲地区の生活道路に進入することにより生活道路における事故の増加が懸

念されることなどが課題としても指摘されたところであります。 

市としましては歩行者の安全確保の観点から歩車分離式信号機の設置については必要と認識し

ているところではありますが、渋滞の増加、または生活道路への車両の進入も懸念されることか

ら、北海道公安委員会に対しまして、車両の円滑な流れに配慮した信号時間を確保した意味での

歩車分離式信号機の設置について厚別警察署の協力も得ながら要望してまいります。今現在厚別

警察署と協力しましていろんなことを考えております。その中で今後、羊ヶ丘通りが輪厚地区の

36 号線で連結することもありますことから、36 号線側の通過車両については、連結に伴い通過

量が減少することも考えられますし、今言ったこの１周期にかかる時間の考え方についてももっ

と工夫することによって変えていくことができるのではないかということなどを、厚別警察署と

ともに検討しております。その上で改めて公安委員会に歩車分離式信号機の導入を実現させてほ

しいという要望につなげていきたいと考えているところでございます。以上でございます。 
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○中屋企画財政部長 

（２）住居地番の表示板の整備について 

大曲地区については平成 4 年から平成 9 年にかけて町名町界整備事業を実施しており、町名地

番の整備をしたところでございます。その際、既に建っている住宅につきましては住居表示板の

配付を行いまして掲示をお願いしたところですが、掲示自体が強制するものではないということ、

また個人情報の関係、それから表示板を付けるにあたり、建物に傷をつける・汚すということ、

さらに改築をされた・建替えをされたことにより紛失したというようなこともありますので、現

状として掲示されていないというケースも見受けられるというところでございます。 

また、一斉に配付したときに、空き地であってその後新築された場合には、その建築の際の確

認申請の段階で配布するという形をとっておりました。まだ未配布のところもかなりあるという

ことで、その表示板につきましては今年から自治会・町内会の皆さんのご協力をいただきながら

配布を行ってきているということで、これからも順次取組みを進めてまいりたいと思っておりま

す。 

なお、表示板の配布につきましては一度のみということで、壊した・紛失したといった場合に

ついての再配布は、現在のところ行っていないという状況でございます。以上でございます。 

 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

○市民 

2 点質問がございます。まず 1 点目の横断歩道について、東小学校の通学路なので地元の皆さ

んから交通が非常に多いということを再三指摘されておりますので、例えば歩道橋という考えは

あるのかいうことをお伺いしたいです。 

それから 2 点目ですが、住居表示の整備ということについて住民の実費負担であれば表示板を

作ってもらえるのかをお伺いしたいと思います。 

 

○塚崎市民環境部長 

 1点目のご質問にお答えしたいと思います。 

横断歩道に変わって歩道橋はどうかという話でございましたが、現在全国的に横断歩道橋につ

いては設置しない方針で進められております。それは歩道橋の維持管理が大変であることなどか

らです。今まさに 36号線に歩道橋がかかっておりますが、その歩道橋についても今後の状況によ

っては撤去されるようなことが出てくるのではないかと思っております。 

今回この大曲通線につきましては、地元の皆さんから歩車分離という方式で歩行者の安全確保

を図るべきであるというご要望もいただきましたので、こちらの方を実現する方針で厚別警察署

と協議しながら公安委員会の方に、実現できるよう要望を行っていきたいと思っております。以

上です。 

 

○中屋企画財政部長 

 それでは私の方から 2点目の表示板について回答いたします。 

今私どもが進めている表示板の配布につきましては、まだ未交付の部分があるというところで
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すので、まずはそれを配りたいということで考えており、町内会・自治会の皆さんにお願いさせ

ていただくということになるかと思うのですが、その段階で町内会・自治会の皆さんにできるだ

けお手間をかけないように、今それぞれの地区の一覧表を作成しつつ、配付済みの住宅・これか

ら配布しなければならない住宅がわかるように図面に落とし込む作業を進めており、整備でき次

第、各地区にお願いさせていただきたいと思っております。 

実費で表示板を再交付できるのかというお話しでしたが、配布は 1 度限りということで実施し

ており、無くされた方で必要な場合についてはご自身で作っていただくということになります。

例えば、業者に注文をかければ 1,300 円程度かかるかなと思います。また表示板は住所の表示だ

けですので、ある意味当市が配っているものでなく、手作りのものでも問題ないと思います。 

なお、市で作成しているものと同様のものがほしいということであれば、都市計画課の方で表

示板を作成している業者の紹介も可能かと思っております。以上ですね。 

 

○市民 

 住居地番の話についてですが、札幌市などは角の家に長い看板で何条何町目なのかがわかるよ

うなものが付いているのですが、そういったものをつける予定というのはないのですか。 

 

○中屋企画財政部長 

 この町名町界整備におきましてはこの住所表示板のほかに、ある程度街区の表示なども一緒に

整備をしたというところでございますが、それが全ての地区には完全に整備されておらず、ある

程度の限られた範囲の中で整備を今まで進めてきたという状況でございます。 

この町名町界整備において、住所表示板を約 300 戸分、住宅地案内板を 84 台取り付けたとい

う状況となっており、住宅地案内板につきましては何町ということでその地域の地図が付いてお

りまして、それぞれの家の名前がついている板もあれば、道路照明灯に表示されている板もある

など、表記内容も様々でして、各町内会の施設のところに案内板がついているといった状況でご

ざいます。ただ案内板が今言ったような実績数ですので、市内の全てにおいて、そういった形で

表示ではないという状況でございます。以上です。 

 

○市民 

 交差点についてですが、現在の車両の通過する時間が記入されておりますけれども歩車分離式

信号機に切り替えた場合ということになりますが、この場合は車両が通過するときには歩行者が

いないということが前提になるかと思います。そうしますと車両を通過する時間がそんなにかか

らないのではないかと思うのですがいかがでしょうか。 

例えば 36号線側から交差点に入る場合、現在の 35秒と 13秒、合わせて 48秒間が必要という

ようなことだったと思うのですが、歩車分離することによってここの 13秒が不必要になるのでは

ないかと思います。北広島市内あるいは市外から来た車両の通過時間にしても、もっと短縮でき

るのではないかと考えております。そうなれば歩車分離にしても問題ないのではないかと感じた

のですが、いかがでしょうか。 
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○塚崎市民環境部長 

 その考えについても警察署に聞いていたのですが、普段であれば、車両が渋滞することはない

のかもしれませんが、通勤通学の時間帯はちょうど札幌方面、北広島方面に向かう車が一番多い

時間帯でして、そこで車両がどんどん来てしまうということで先ほどおっしゃっていただいた時

間を減らすということがその時間帯において難しいという見解でした。この歩車分離式を採用す

る場合、先ほど説明したとおり通勤通学時間帯のみを歩車分離式という形にはならないというこ

とから、全ての時間が歩車分離式になってしまいます。その辺も解決できる方策が何かないのか、

厚別警察署にも協力いただきながら提案をさせていただいているところです。なかなか公安委員

会からいただいている課題は大きいですが決して諦めることなく、実現に向けていろんな提案を

させていただきたいと思っております。以上でございます。 

 

９ 自由懇談 

○市民 

 大曲中学校の子どもたちが壁新聞を作るということでいろんなこと聞きたいという場面があり

まして、3 つのクラスの子どもたちとお話ししました。その中で大曲に高等学校ができないかと

いう話がでてきました。単純に考えて少子高齢化で子どもの数が少ないから無理だろうという答

えをしようと思ったのですが、子どもたちから素直な意見として地元にあれば助かるという意見

を貰いました。例えば何か特別な学科を設置して、そこに入れるような高学があればいいなと思

います。これから市の各施設の改善や様々な事業などで色々とお金がかかる時期とは思いますが、

そういった声があったのでお話しさせていただきました。 

 

○上野市長 

 私の記憶で申し訳ありませんが、過去に大曲地区に高校を作ってほしいという要望はあったと

記憶しております。市としても、北海道教育委員会のほうに大曲地区に高校の設立について提案

もしていたかと思います。元々高等学校については、市でやっているところもありますが、基本

的には道立となっております。 

現在市内では北広島高校と北広島西高校があり、北広島高校が先にできて、西高校は札幌の厚

別区の中学校を卒業した方が主な対象範囲、また札幌には用地がないという考えで西の里に設立

していたかと記憶があります。そういった中で大曲地区に高校という話はあったのですが、平岡

など近くに高校があることから実現しなかったのではないかなと思います。 

 

○榎本市民課長 

 そのほかございませんか。ないようですのでこれで自由懇談を終えたいと思います。貴重なご

意見等いただきましてありがとうございました。最後に、終わりに当たりまして道塚副市長から

ごあいさつを申し上げます。 

 

10 閉会あいさつ ～巻末に掲載～ 
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平成 28年度 市 政 懇 談 会 

北広島団地第４住区自治連合会 

平成 28年 11月 2日（水）18：00～ 

北広島団地第４住区集会所 

出席者 40名（連合会 24名、市側 16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） 交通 

（2） 環境 

（3） 防災 

（4） 個人情報 

（5） 市役所 

（6） 学校関係 

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。中屋企画財政部長です。浜田総務部長です。塚崎市民環境部長です。駒形建設部長です。福

島保健福祉部長です。水口教育部長です。岡秘書課長です。秘書課福田主査です。市民課生活安

全担当近藤主査です。同じく市民生活担当佐藤主任です。成田主事です。十河主事です。以上が

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 

 こんばんは。第４住区自治連合会の金川でございます。今日は私どものために上野市長様、道

塚副市長様、吉田教育長様はじめ、市の幹部の方々にご出席をいただきまして大変ありがとうご

ざいます。常日ごろから私どものためにいろいろとご尽力をいただいていることに心からお礼を

申し上げたいと思います。また、この第４住区の地域の方々も、本日たくさんのご出席をいただ

きましてありがとうございます。 

第４住区というのは緑陽小学校を学区としていた 13の町内会から編成されておりまして、この

13 の町内会には 1,778 世帯があり、3,832 名が住んでおります。この 3,832 名のうち 65 歳以上

は 1,559名おり、率にして 40.7％と非常に高い高齢化率でして、北広島の中では非常に高い地区

となっております。市全体の高齢化率が 27.5％ですからそれを非常に大きく上回っている状況で

あります。 

第４住区の懸案でありました緑陽小学校の跡地利用ということにつきましては、市の大変なご

配慮もありましたし、四恩園が非常によく管理運営をしておりまして、地域サポートセンターと

して高齢者や認知症の方々、あるいは介護が必要な方々のお世話をするということで順調にスタ

ートしております。 

この北広島市というのが道内の市で一番住みやすいまちということで、３年連続受賞というこ

とを大変嬉しく思っておりますし、これも上野市長はじめ、市役所の方々の大変なご尽力によっ

て一番住みやすいまちということが続いていると思っております。市の方でも住みやすくなる動

画やお試し移住、シティーセールスをして団地の定住促進を考えていただいており、より住みや

すいまちになるよう努力されているということがわかります。心から感謝をしたいと思います。

私ども団地住民としても市の努力に報いるようにしなければと考えておりますし、北広島に住ん

でいるということを誇りに思い、生きがいにし、これからもこの地域を愛して楽しく暮らして続

けていきたいと考えております。 

私は獣医師ですが医師と飼い主、あるいは医師と患者の間ではインフォームド・コンセントと

いうことが大切だと言われております。お互いに十分な説明と理解が医師と患者の間で必要だと

いう意味ですが、市と住民の間においても同じようなことがいえます。今日の市政懇談会は十分

な説明と理解ということをコンセプトに上野市長はじめ、市の皆様と我々地域住民との間でお互

いに理解を深められるような懇談ができればと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 
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４ 自治連合会役員等紹介 

○自治連合会長 

 それでは今日出席してくださっている役員の方々を紹介したいと思います。防災担当兼副会長

の高橋さん、福祉担当兼副会長の荒関さん、交通防犯担当兼副会長の田中さん、総務担当の土屋

さん、総務担当兼会計担当の武田さん。全員紹介すると時間がかかりますので先ほどお配りした

役員名簿を見ていただいて出席者の紹介に代えさせていただきたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。（役員名簿の添付は個人情報保護の観点から省略します） 

 

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（当日配布資料のテーマ要旨抜粋） 

○榎本市民課長 

 それでは懇談に移りたいと思います。懇談テーマにつきましてはあらかじめ自治連合会様から

いただいておりますが、この趣旨についてご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

○自治連合会長 

（１）交通 

① 団地線（バス）への補助 2,000円は、札幌市（20,000円）などと比べて、いかにも少ない

が増額の検討はないか。 

② 団地線（バス）の黒字化に向けて、料金の分析や、それの基づく、バス利用のキャンペー

ンを行うなどの工夫の余地を検討してはどうか。 

 

（２）環境 

① 緑葉通りの第二種低層住居専用地域への変更について、その後の申請状況などを知りたい。

店舗などの申請はどうなのか。 

② トリムコースと「ともに」への交差点で、横断歩道標識（道路上の白線）の要望書を 1年

前に提出してあるが、その後の経緯はどうなっているか。 

③ 第 4住区における除雪体制の強化に関する要望。 

④ バス通り急カーブ部歩道確保の検討依頼。 

⑤ 花壇整備について、北広島市は、「花のまち」を標榜しているが、街路樹の花壇は街路樹が

大きくなり、太くなったために、花を植えるスペースがなくなりつつある。また、一部の町

内会では、花壇に無関心で放置されているところが散見される。市としては、町内での花壇

整備に対して何らかの働きかけ、きっかけづくりをする用意はないか。 

 

（３）防災 

 ① 各避難所への備蓄品保管に関する要望。 

② 火災に対する対応について公共消火器などの配置は考えられないか。 

③ 各町内会に防災倉庫の配置。 



- 37 - 

 

（４）個人情報 

 防災・防犯・福祉などの観点から、町内会や地域自治会などの独居者、介護老人などを把握し

たくても、個人情報保護法やプライバシー尊重のためになかなかうまくいかないが、市としては

どのように考えているのか。 

 

（５）市役所 

 ① 新庁舎の市民サービス部分をよく知りたい。 

② 日ハムのボールパーク誘致運動の進捗状況を知りたい。 

 

（６）学校関係 

 ① 団地内小学校 4校のうち 2校が廃校になりましたが、そろそろ中学校に進む時期になった

と思うが、2校の中学校は 1校になるのか、または小・中一貫校化と言っているが、例えば、

緑ヶ丘小と緑陽中学校の関係はどうなるのか。 

②  緑陽中学校の公宅の跡地（現在は校長宅は空き家）対応も懸念される。来春に現教頭が転

勤になった場合は、2宅が空き家になると予想されるが、そのままの状態では防犯上も懸念

される。市としての対応を知りたい。  

 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明 

○中屋企画財政部長 

（１）交通①、② 

 企画財政部の中屋でございます。よろしくお願いいたします。私のほうから、まず交通という

テーマのバス関係について説明させていただきます。高齢者バス利用促進事業につきましては、

少子化高齢化の影響によりましてバス利用者が減少しております市内完結路線である北広島団地

線の路線の維持・確保を図るために、利用者の増加に向けた取組みとしてまちひとしごと創生総

合戦略に位置づけ、北広島団地地区及び東部地区にお住まいの 70歳以上の方を対象に、本年６月

より 2,000 円のバス利用助成券を交付しているところでございます。この総合戦略におきまして

は、団地地区が再びまちの発展を牽引する地区として成長することを目指して団地地区の活性化

に繋がる施策を重点的に取組むこととしております。その中でも公共交通の充実につきましては

住みよい住環境の形成に向けて重要な要素と考えております。 

利用助成額につきましては、この取組みが本年６月から実施しているという事業であり、今後

の利用状況、この利用券の交付が利用者の増加に繋がっているのか等、事業の効果を検証してま

いりたいと考えております。 

生活バス路線の維持・確保を図るためにはバス事業者の経営努力、また市の取組みとともに、

地域の方々にもっとバスを利用していただくことが何より重要だと考えております。この利用促

進事業につきましては市内全域ではなく、路線や対象地区を限定した事業ということになってお

りまして、地域の皆様には身近な公共交通に関心を持っていただき、特に普段バスを利用されて

いない方についてはこの取り組みを１つのきっかけとして、バス利用につながることを期待して

いるところでございます。今後もバス利用の促進に向けて広報紙やホームページなどを活用しな
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がら周知啓発に取り組んでまいります。また、来年度には団地線を含めた市内全域の公共交通に

ついて持続性のある公共交通網の構築を目指した地域公共交通網形成計画の策定を予定しており、

この中で地域の規模、利用実態に合った路線・便数・運賃制度などの部分について議論していく

ということを予定しております。 

 

（２）環境① 

次に、２つ目の環境の部分の都市計画の関係についてですが、用途地域の変更につきましては、

土地利用計画制度の見直しにおいて昨年 12月に幹線道路の沿道における利便施設の誘導、住宅地

における小規模店舗等の誘導、そして拠点地区の高度利用の促進を図るということで市内 19カ所

において用途の見直しをおこなったところでございます。 

緑陽通りの沿道につきましては、より身近な範囲に生活利便施設の立地機会を充足させる必要

から小規模店舗等の誘導を図るため、第 1 種低層住居専用地域から第 2 種低層住居専用地域に変

更したということであります。具体的には建ぺい率を 40％から 50％に、容積率を 50％から 80％

に変更して、床面積が 150㎡（45坪）までのコンビニ等の小規模な店舗が建設できるように建築

制限の緩和を行ったというところでございます。 

現在のところ緑陽通りの沿道におきましては、このような施設の建設等は行われておりません

が、他の地区におきましては見直しの対象地域であります大曲地区の国道 36号沿線には、食品製

造の直売所やコンビニの建設が行われているという状況でございます。 

 

○塚崎市民環境部長 

（２）環境② 

 市民環境部の塚崎でございます。私の方からはその次のテーマであります横断歩道の標識の設

置要綱についてご回答させていただきます。 

まず、トリムコースにつきましては北広島団地地区を一周する全長５ｋｍの自転車歩行者専用

道路でございまして、子どもから高齢者まで日々ジョギングや通勤など、日常生活の中で利用さ

れております。今回要望のありました箇所の緑陽町３丁目のトリムコースと緑陽町８番線通が交

わる横断歩道のない場所につきましては、現在トリムコースの利用者が車両通行の合間を縫って

横断しており、地域サポートセンター「ともに」が開設されたことによって車両通行量も増加し

ているということから、トリムコース利用者と車両の事故が懸念されているという状況になって

おります。 

昨年 11月 1日付けでご提出いただきました横断歩道の設置要望については、トリムコース利用

者の安全確保の観点から、設置権限を持っている北海道公安委員会に横断歩道の設置について、

昨年の 11月及び本年３月の２回に渡って要望を行っているところです。横断歩道の設置につきま

しては、全道から数多くの要望が提出されており、公安委員会において交通量や道路環境などか

ら必要性・緊急性の高いものから設置されているということでございます。現時点では要望箇所

への設置実現に至っておりませんが、今後も横断歩道の設置に向けて、継続して公安委員会に要

望を続けてまいります。 
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○駒形建設部長 

（２）環境③、④、⑤ 

 建設部長の駒形でございます。私の方から除雪体制の強化に関するご要望とバス通り急カーブ

の歩道確保検討依頼、花壇の整備ということについてご回答申し上げたいと思います。 

まず③の第４住区の気象状況を把握して、きめ細かな除排雪の対応をしてほしいというご要望

をいただいております。冬期間の道路は降雪等の状況によりますので常に良好な状態を保つこと

は難しい場合もありますが、幹線道路など主要な道路の交差点につきましては雪山除去の強化に

より見通しの確保に努めるなど、歩行者の多い歩道につきましては歩道除雪を適切に行いまして

連続した降雪や吹き溜まりなどにより歩道が確保されていない場合は拡幅除雪を行い、歩行空間

の確保に努めてまいります。また、私どもで雪対策基本計画に基づいて平成 25年度から実施して

おります地域除雪懇談会においても、地域の皆様方から出された意見や問題の改善策なども取り

入れながらきめ細やかな除排雪に努めてまいりたいと考えております。夜中の降雪に対する除雪

の実施についてですが、市道の除雪の実施につきましては連続した降雪で積雪深が 10ｃｍ以上と

なり、除雪作業が必要と判断される深夜に実施することとしており、朝の通勤通学時間までに終

わらせることを目標に行っております。昨シーズンの降雪状況は深夜の降雪が多くあり、団地地

区においては９回ほど実施いたしました。しかし朝の通勤通学時間帯までに除雪を終わらせるこ

とが難しいとの判断から、生活道路等の除雪の出動を見合わせたこともありました。そういった

中で通勤通学時間までに作業が終了できる歩道のみの除雪や幹線的な道路と歩道の除雪などを行

うなど、市民の皆様方の利便性の確保に努めてきたところであります。このように生活道路も含

めた全体の除雪ができなかったことにつきましては、市民の皆様が活動する時間帯の除雪は、道

路上に車や歩行者がいるというところで安全の確保や交通障害並びに事故の発生を考慮したうえ

で除雪を行わなかったところであります。またカーブなどの危険な箇所につきましては路面状況

が悪く、事故の発生が懸念される場合などには路面整正や拡幅除雪等の対応を行ってまいりたい

と考えております。第４住区外周付近へのモニターカメラ・降雪量計・風速計などの気象データ

観測装置を設置し、情報をリアルタイムで確認できるようにしてほしいという要望かと思います

が、現在、冬期間の気象データを観測するために北広島市では 4 カ所の気象マルチセンサーを使

用しております。東部・北広島団地地区では青葉浄水場内に気象マルチセンサーを設置しており

ましてこのマルチセンサーからは気温・風向・風速・降雪量・積雪深のデータが専用回線で得ら

れる状況となっております。除雪の出動判断につきましては、団地地区では青葉浄水場内や緑陽

中学校内などで直接除雪担当員が積雪の深さを測定しまして、その積雪量をもとに除雪に出動す

るか否かの判断をしているところでして、気象観測データにつきましては、あくまでも補助的な

ものと位置づけているところであります。これらのことから、マルチセンサーの新たな設置予定

については現在のところ考えておりませんのでご理解をお願いしたします。また気象情報の発

信・提供につきましては、現在様々な気象提供サービスサイトがございますことから、大変申し

訳ありませんがそちらの活用をいただきたいと考えているところでございます。 

次に④のバス通り急カーブ部の歩道確保の検討依頼ということで、現在バス通りとなっている

市道山手町４番通線の歩道につきましては、両側の歩道の除雪を実施しているところですが、今

回ご指摘をいただきました箇所につきましては、電柱等の支障物があることから小型ロータリー

除雪車での除雪ができない状況の中で部分的に未除雪という状況でありました。このことから今
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年度につきましては除雪方法の見直しを行い、歩道空間の確保に努めてまいりたいと考えており

ます。 

次に⑤の花壇の整備ということであります。現在北広島市緑化推進委員会が実施している花い

っぱい運動事業につきましては、希望される町内会を対象に花苗を配布させていただき街路樹マ

スの空きスペースを有効利用し、地域の皆様のボランティアでご協力いただきながら花苗を植え

ていただいているところであります。本年度につきましてはサルビアやナデシコの花苗 46,500株

とチューリップの球根 6,600 株を市内の自治会・町内会などの団体にお配りしましてご協力をい

ただいたところであります。こういった中で花壇などの整備につきましては自治会・町内会など

からご要望がある場合においては個別に相談させていただきたいと考えているところであります。

以上であります。 

 

○浜田総務部長 

（３）防災①、②、③ 

 総務部長の浜田と申します。よろしくお願いいたします。私からは防災についてご回答いたし

ます。 

まず各指定避難所の備蓄品についてですが、市内には 33カ所の指定避難所があります。保管場

所の確保や在庫管理の点で全ての避難所への備蓄品の配備は難しい状況にありますことから、こ

こでは「ともに」が拠点ということになりますけれども、拠点方式にて備蓄品の整備を進めてお

ります。なお現時点におきまして備蓄品の一部に偏りが見られますことから早期に解消を図ると

ともに、緊急時に混乱することなく利用できるよう備蓄品のリスト化を進めてまいりたいと考え

ております。災害時には皆様ご存じのとおり自助、共助、公助が重要だと言われております。と

りわけ防災の基本は、自助であると言われております。防災ガイドブックにも掲載されておりま

すが災害に備え、日ごろから 3 日分の水や食糧等をご自宅で備えていただければと思います。ど

うかよろしくお願いいたします。 

公共消火器につきましては、本州の自治体においてかなり大きなまちでは設置されていますが、

北海道では冬期間の管理が難しく、また、本州において盗難やいたずらなどの問題が出ていると

いう状況が見られるようす。そういう状況から、現在のところ設置することは考えておりません。 

最後に町内会における防災倉庫の関係につきましては、各町内会において自主防災組織や活動

助成金などをご活用するなどして整備を進めていただきたいと考えております。 

 

（４）個人情報 

続きまして個人情報の関係です。これにつきましては所属が 3 つの課に跨っておりますが私の

方から一括して説明させていただきたいと思います。防災・防犯・福祉などの観点で先ほど会長

が申されたとおり高齢者の方が大変多く、全体の 40％を超えている状況のなかで、独居者や介護

老人などを把握したくても個人情報保護法やプライバシーの関係でなかなかうまくいかない、そ

れについてどのように考えているかということですが、本市におきましては特に団地地区は先ほ

ど会長も申させたとおり高齢化率が高くなっており、ひとり暮らしの高齢者や在宅の要介護者な

ども地域において増加している状況です。それで防災・防犯・福祉の観点からも要介護者などは

特に日ごろからの見守りなどの配慮が必要と考えられますが、このような方々の情報を地域にお
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いて把握するためには個人情報の取得や利用に関する取り扱いについて注意が必要となります。

自治会・町内会でその方々の個人情報を取得する場合は取得した情報をどのような目的で利用し

てどのように管理するかをあらかじめ明確にしていただき、地域の皆さんにお知らせしたうえで

同意した方から情報を取得するという方法であれば、地域での情報把握が可能と考えられます。

したがって、同意がないと把握ができないということになります。また防災に関してですが、災

害対策基本法に基づきまして高齢者、障がい者、妊産婦などの配慮の必要な人のうち、災害が発

生または発生する恐れのある場合に自ら避難することが困難な方については、避難行動要支援者

名簿を只今市で作成しているところであります。この名簿は市で把握している情報などをもとに

要介護３以上、身体障害者手帳１級、２級など色々な条件がありますが、条件に該当する方々に

ついて登録しておりまして、災害が発生または発生する恐れがある場合、避難支援等に活用する

ことにしておりますけれども名簿に登載している方のうち、平常時から関係機関等への情報提供

について同意をいただいている方の情報のみ避難支援等関係者、いわゆる自主防災組織や自治

会・町内会へ情報を提供できるということとしておりますので、今後このような情報も地域で活

用していただくことが可能と考えております。 

 

（５）市役所① 

続きまして新庁舎の市民サービス部分ということであります。主な機能につきましてまず 1 点

目として各保健事業を行う保健センターが新設となります。さらに 2 点目として地域子育て支援

センターが併設となります。それから 3 点目として今まであった中央会館の機能として、市民へ

の貸し出しが可能な多目的室を設置いたします。この 3 点につきましては、1 階部分となってお

ります。続きまして 4 点目として軽食喫茶店等を備えた展望ロビーの新設をいたします。新庁舎

は市民の交流が広がる庁舎を目指しております。そして市民の憩いの場として、最上階である 5

階の部分が展望ロビーとなっておりまして、ここの部分に軽食喫茶店等を設置するように考えて

おります。この喫茶店等につきましては今企画提案型の公募を行っておりまして、公募を受けた

中でもっとも良い企画提案をした業者に運営していただくように考えております。市職員も利用

可能でして、基本的には 8時 45分から 5時 15分勤務時間内の開設で考えておりますが、勤務時

間に職員が利用するというのは基本的には厳しいと思いますが、昼休みの 12 時から 12 時 45 分

ということであれば利用可能と考えています。しかしその時間帯に市職員で埋まってしまうと市

民の方が利用できないということになってしまうので、市職員はその時の状況を見ながら利用し

てもらうということになります。5 点目としてゆとりある待合ロビーの設置、これは２階に設置

となります。6点目として多機能トイレの新設、これは各階に設置となります。7点目として授乳

室の新設、8点目としてエレベーターの新設、9点目として駐車場の増設。以上 9点が新庁舎の市

民サービスにかかる部分ということと考えております。以上でございます。 

 

○中屋企画財政部長 

（５）市役所② 

 日本ハムのボールパーク誘致運動の進捗状況についてご説明を申し上げます。北海道日本ハム

ファイターズ新球場構想に伴う本市への誘致につきましては現在、北海道日本ファイターズが新

球場を建設し、札幌ドームから本拠地を移転する構想におきまして、北広島総合運動公園予定地
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が候補地の 1 つとして調査・検討が進められているところであります。市としては新球場構想の

実現により、市民の皆さまや次代を担う子どもたちに夢と希望を与え本市のまちづくりに大きく

寄与するものと考えまして、6月 14日の第 2回定例審議会において正式に受け入れに向けた誘致

活動を行っていくことを表明したところでございます。8 月 4 日には市が一体となって、誘致活

動を進めていくため多くの市民の皆さまのご賛同をいただき、北海道日本ハムファイターズボー

ルパーク誘致期成会を設立したところでございます。誘致期成会では誘致の気運を高め市民の熱

意の高揚を図るため応援メッセージの受け付け、横断幕や幟などによるＰＲ活動を進めていく他、

9月 19日には250名の市民の皆様にご参加をいただきファイターズ応援ツアーを開催したという

ところでございます。また、北海道日本ファイターズが日本シリーズに進出したということで、

さらなる弾みをつけるべく 10月 26日 1勝 2敗で迎えた第 4戦を、エルフィンパークの市民交流

広場にてパブリックビューイングを開催したところでございまして、皆様の熱意が通じて勝利し、

日本一に輝いたということでございます。応援メッセージにつきましては北海道日本ハムファイ

ターズに市民の熱い思いを届けるため、10,000人の目標を掲げ、これまでにふるさと祭り、元気

フェスティバル等の各種イベント会場で受け付けるとともに、10月には町内会・自治会の皆様に

もご協力をいただきながら一層の賛同・取組みの輪の拡大に向けて進めてきているところでござ

います。応援メッセージの数は現在、6,000 名を超えて事務局に届いている状況です。自治会の

皆様、ご協力いただきまして誠にありがとうございます。球団側では今年度中には候補地を絞っ

て具体的な計画に落とし込みたいとしておりますことから、市としては引き続き情報収集に努め

るとともに、まちが一体となって、誘致活動を進めていきたいと考えております。以上です。 

 

○水口教育部長 

（６）学校関係①、② 

 教育部の水口でございます。私の方から学校関係のテーマについて回答させていただきます。

まず 1 点目の学校の配置についてと、小中一貫教育を進めるに当たっての緑ヶ丘小学校と緑陽中

学校の関係についてお答えさせていただきます。緑ヶ丘小学校と双葉小学校が開校しまして 5 年

目を迎えております。今月の 11日には両校において教職員中心となった研究中心校発表会が開催

され、5 年間の教育活動の成果などを発信することとしており、両校ともに地域に支えていただ

きながら順調に教育活動が充実してきているものと考えているところでございます。教育委員会

では平成 23～32 年度までを計画期間とする北広島市教育基本計画に基づきまして、子供たちが

安全・安心な魅力ある教育環境のもとで学習に向かうことができるよう努めているところでござ

います。また、平成 32年度までの後半 5年間の教育基本計画の中で小中一貫教育推進事業を重点

政策として掲げ、連続した 9 年間で子供たちの学びを保障しようと考えているところでございま

す。当面の間団地内の学校におきましても現状の中学校区の中で教育活動を充実させていきたい

と考えているところでございます。なお次期の平成 33年度以降の教育基本計画策定を進める中で、

学校の適正配置等についても議論していかなければならない課題であると考えております。 

次に、平成 30 年度に全市一斉の導入を予定しております小中一貫教育についてでありますが、

学校・家庭・地域が一体となって子どもを支える体制を構築し、義務教育 9 年間を終了するにふ

さわしい生きる力を子供たちに育成することを狙いとしているところでございます。緑ヶ丘小学

校と緑陽中学校につきましては他の中学校区と同様に施設が分離した中で進めていくこととなり
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ますが、建物が近い距離にあるという利点を生かし、9 年間のカリキュラムをつなげ、小中学校

相互の事業交流や児童生徒の交流活動を進め、小中学校のつながりを意識した地域活動を充実さ

せることで子どもの学びを支えていこうとしているところでございます。なお小中一貫教育につ

きましては 11月 26日の土曜日に、芸術文化ホールにて、「教育を語る会」を開催し、具体的な取

組みについて市民の皆様にご説明をさせていただきながら、意見交換をさせていただきたいと思

っております。多くの方々に来ていただければと考えております。その他にも機会があるごとに

意見交換ができればと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

次に平成 29年度以降の公宅の取り扱いについてです。管理者の住宅である公宅につきましては、

老朽化が進んでいるということもありますので平成 26 年 4 月 1 日からこの公宅を廃止すること

としております。ただし、現居住者が希望する期間は居住を認め、退去した時点で廃止すること

ということを教育委員会として方針で定めているところでございます。この方針の中では合わせ

て管理者住宅廃止後も校長・教頭については、若葉町の教職員住宅への居住をしてもらうなど、

引き続き市内に居住して学校管理にあたり、また従来どおり地域行事などにも参加しながら地域

と学校が連携した学校運営に努めていくことを方針として決めているところでございます。緑陽

中学校の公宅につきましても現居住者が退去後は住居としての利用は廃止します。また廃止後は、

学校管理の建物、例えば物品庫等として活用を検討してまいりたいと考えております。自治会様

が懸念されております防犯面につきましても、具体的に対応について提案はできませんが、学校

側とともに考えてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

○自治連合会長 

 ただいま詳しいご説明をいただきまして大変ありがとうございました。交通問題についてです

が、70歳以上の人に 2,000円のバス利用補助券を出しておりますが、この利用率があまりよくな

いのではないかと思います。補助額が少なすぎるものですから 2,000 円なら貰っても貰わなくて

もいいというような人が非常に多いと思います。この補助券の交付をきっかけに利用者の増加に

つながるものと期待しているようなお話しをされていましたが期待するようなレベルではないよ

うな気が私はするのですがいかがでしょうか。 

 

○中屋企画財政部長 

 バス利用券の状況につきましてご回答いたします。この路線は団地線ということで団地地区、

また路線の沿線であります東部地区の方々を対象としており、対象者数が約 7,000 人おります。

その方々のうち、この利用券の交付を受けたいということで申請された方が約 1,200人ですので、

約 18％の方々が利用券の交付を受けております。実際の利用状況ですが、まだ始まって 3ヶ月し

か実績がないものですから、データとしては非常に少ないということでご理解ください。最新デ

ータは今のところ 9月末までの利用率ということで、累計 34％となっております。 

利用者数が増えているかということについてですが、これも制度開始が 6月からなので、6～8

月の 3 ヶ月間のデータで比較しますと、去年の利用者数よりも 8.2％が増えており、利用券の交

付が利用者の増加につながっているという結果となっております。ただ先ほどで申し上げました

どおり 3 ヶ月間の実績しかないので、もうしばらくは状況検証が必要かと思っております。以上
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です。 

 

○自治連合会長 

 わかりました。ありがとうございます。続いて横断歩道の設置要望についてですけども、これ

は市のトリムコースと市道が交差しており、また地域サポートセンターということで高齢者や介

護者、認知症の方々がたくさんおります。市独自でなんとか対策できないものでしょうか。横断

歩道の標識を公安委員会の管轄と言って終わりでは納得できません。ぜひ何とかしてほしいと思

います。 

次に花壇についてですが、団地は今年で 46年目というのですが、当初計画した花壇に植えた樹

木は大きくなり、ほとんど面積がなくなっている状況です。また団地の外周は花壇ではなく雑草

畑になっております。いくつか放置されている状況で善意やボランティアに期待するだけで放置

しておいていいのかどうか、何らかの手を打っていただきたいというような気がいたします。 

次に個人情報についてですが、本人の同意ということを強調されておりますがどういう方が支

援を必要とするのかわからない限りは同意ももらえない状況だと思います。その辺がなかなか難

しいところだとは思いますが何か方法がないか教えていただきたいと思います。 

次に新庁舎についてですが、今日の市議会だよりを見ますと、軽食喫茶について書いてありま

して、企画や提案内容を公募するということでしたが、賃貸料等は無料ということが納得いきま

せん。ご説明いただきたいと思います。 

次にボールパークについてですが、ただ応援ツアーをしたり期成会を作ったりみんなから署名

を集めてもそれは相手側にはなかなか伝わらないのではと思います。もっと積極的に管理運営や

アクセス、駐車場など色々なことを、市側が積極的な提案をしていかなければなかなかこの競争

の激しい中で北広島に誘致するのは難しいのではないかと思いますが、見解を伺います。 

 

○塚崎市民環境部長 

 トリムコースと市道の横断歩道標識についてですが、申し訳ないのですが、先ほど申し上げま

したとおり規制に関しては市に権限がありません。横断歩道を公安委員会がつけるということに

ならなければつけることができません。皆さんもご存知かと思いますが、実はこの箇所につきま

しては一度、平成 26年のときの市政懇談会に要望が出ておりまして、それを受けて市としてこの

市道部分のところに「学童防止注意」という注意看板を設置しました。トリムコースについても

「ストップ 左右の確認」という表示を設置しまして、市として対応できる啓発の部分は平成 27

年度中に実施させていただきました。それでもなお横断歩道がつけてもらえてなかったので、先

ほど申し上げましたとおり昨年の11月に公安委員会に要望したのと今年の3月に再度要望を出さ

せていただいている状況です。今後についてですが、市としてはこの箇所に横断歩道が設置され

るまで要望を続けてまいります。以上です。 

 

○駒形建設部長 

 花壇についてですが、本市としましては市民の方に、花に少しでも興味を持っていただくとい

うことから、3月の花苗の配布、6月に個人の庭をきれいに飾っていただいているところに許可を

いただいてオープンガーデン見学会の実施ですとか、綺麗に飾っている庭をコンクールする花の
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まちコンクールというのを実施し、これらを情報発信する中で少しでも市民の皆さんに花に興味

を持っていただきたいと考えているところであります。植樹桝につきましては市内には約 2,800

の植樹桝がございます。そういった中でそのうち空き桝も 360ほどあるのですが、これを毎年少

しずつ 20本前後ですが街路樹の補植をさせていただいております。街路樹というのは、その道路

をつくったときにドライバーの視線誘導をする役目、歩道と車道を区別する役目、火災時の延焼

防止の役目など色々な機能がございます。そういった中で、私どもとしてもそういった植樹桝に

ついては街路樹を植えていき、その街路樹の空いているスペースについては、地域の皆様方に協

力いただいて花苗を植えていただいているというのが現状でございます。 

 

○福島保健福祉部長 

 個人情報の関係についてですが、災害時の避難行動要支援者名簿の作成を保健福祉部で担当し

ておりますので私の方から説明させていただきます。市では災害の対応として現在避難行動要支

援者名簿の作成を行っておりまして、対象としましては介護保険要介護 3 以上の認定を受けてい

る方、身体障害者手帳 1・2級と内部障害で 3級、また療育手帳Ａ判定、精神障害者保健福祉手帳

１級、特別児童扶養手当１級、特別障害者手当を受けているという人、障害支援区分５、難病の

方、高齢者、障害者、妊産婦の方のうち、本人の申し出がありこちらで必要と認めた方などを対

象といたしまして、現在名簿を作成しております。この名簿につきましては災害時に限り使用す

るものとしてご本人の同意を得て作成しておりまして、町内会等に対して、年明けぐらいまでに

は提供をできるように考えております。現在のところ、そのように進めておりますのでよろしく

お願いいたします。 

 

○浜田総務部長 

 新庁舎の 5 階部分の軽食喫茶の使用料が無料ということについてですが、まず市役所庁舎自体

が駅とは少し違って不特定多数の人が集まる場所ではなく、目的を持って来る方が多いと思われ

ます。新しい庁舎では市民の憩える場所をつくりたいということで軽食喫茶を設置することにな

りました。そのような中で、使用料を徴収するということになりますと、企業に経営を任せるこ

とになりますが経営が成り立たないという状況が考えられ、業者が応募してこない可能性があり

ます。本州の方ですが新しい庁舎で同じような規模での軽食喫茶を開設しようとしたときに、使

用料がかかるということで公募をしたところ全く応募する企業がなかったという状況も実際にあ

りました。できるだけ多くの方に公募に参加していただき、市民サービスにつなげたいというこ

とで今回使用料を無料にすることを考えております。以上です。 

 

○上野市長 

 軽食喫茶について補足します。使用料は無料ですが、維持管理費以外の光熱水費はいただくこ

ととしております。また、企業だけではなく市民の団体の方など、そこで軽食喫茶をやりたいと

いう方は誰でも応募できるという状況になっております。 

それから日本ハムの誘致にもっと積極的になるべきだと会長から言われましたが、実は今回の

候補である土地は昭和 45 年に計画決定をした運動公園の土地でしたがなかなか財政的な状況か

ら手をつけられずにおり、今 36ｈａ程度の土地面積になっております。スポーツの関係団体・事
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業所・企業等と打ち合わせの中で、日本ハムが札幌ドームを出て新たなボールパークを構想して

おり、北広島市がその中の 1 つの候補であるというお話しがありました。日本ハムとしては、当

初の新聞によりますと 20カ所ぐらい予定候補地があるというようなことを言っており、近隣の市

町村もいろいろ水面下で要請・要望・誘致の活動をしていたと伺っております。日本シリーズが

終わりましたので最終的に日本ハムの構想・計画を聞き、市としてどこまで対応できるかなど、

ぜひ北広島市にきてほしいという市民の熱意も伝えながら誘致している状況でありますのでご理

解いただきたいと思います。 

 

○市民 

 環境の花壇のことをもうちょっと具体的にお聞きしたいと思います。実際毎年色々なものを植

え、雑草を取っているのですが、実際やってもらうとわかりますが雑草の根っこが深くまでしっ

かり張っていて、花を植えたいのに植えられないような箇所があります。素人なのでわからない

のですが、桝にもう少し土を盛っていくなど、もうちょっと具体的に何か対応策があればいいな

と思っております。 

それから中学校の公宅の話ですけど、最終的には居住者がいなくなったら物品庫等にしたいと

のことでしたが、立地的にうちの町内に入っているのですが学校本体と離れておりますのでそう

いう建物が無人であるというのは正直怖いです。防犯システムがつくなどの対応があれば少しは

安心できるので、ぜひ対応いただきたいと思います。 

 

○駒形建設部長 

 それでは私の方から花壇の関係についてお答え申し上げます。1 つの方法として、例えば今お

っしゃったように根がしっかり深くまで張っているということで、その上に土を入れたいという

相談をいただければ、ある程度の土の手配はさせていただくことも考えられるかと思っておりま

す。資材の調達などの相談には乗りますので、そのときはお声かけいただければと思います。 

 

○水口教育部長 

 先ほどの繰り返しになりますが、具体的な対応については、今この場では提案できませんが、

学校側と協議させていただきながら回答させていただければと思います。 

 

○市民 

 除雪関係についてです。大変申し訳ないのですが、私どもの出した要望書の内容が誤解されて

おり、あまりご検討いただけなかったようでしたので、この場を借りて要望を再度させていただ

きたいと思います。当然、今日ご回答できる内容ではないと思いますので、また改めて機会を見

てご検討いただいてご回答いただきたいと思います。 

ご存じのとおり第 4 住区は駅前と比べると標高が非常に高いはずです。山手町はまだ雪に囲ま

れている中、駅前にいくとほとんどの雪が解けているということがよくあります。青葉浄水場で

測定したデータに基づき判断されているということでしたが、この山手町と駅前とではあまりに

も環境に差があると思います。また、緑陽中学校のどこで計測しているかはわかりませんし、緑

陽中学校がちょうど青葉浄水場とたまたま同じ状況ということが多いのかも知れませんが、我々
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の住んでいる緑陽通りから外側の部分は状況が全然違いますので、その辺を何とか把握していた

だき、どのように予測を立てて出動したらいいのか、また準備をすればいいのかというところを

検討していただきたいです。大曲とか西の里も標高が高いところもありますので、他にも困って

いるところがあるとは思いますが、この団地地区の場合は下側と上側では標高差がありますので、

同地区として判断されてしまいますと、非常に困ります。また、未明から降り始めた場合にも問

題があります。例えば夜中の 3 時や 4 時に大雪が降って、朝が来るまでに除雪が間に合わず、幹

線道路だけ対応するというのは仕方がないと思います。ところが幹線道路以外の道路に対し、翌

日の夜になっても除雪に来ず、また 5 センチぐらい降っても来ず、という状況が続きどんどん雪

が溜まってしまいます。1日で 10センチ降っていないから来ないということだと思います。そう

いったことが 1、2回ほど毎年あります。これを何とかしてほしいです。前日降った雪・積もった

雪は関係ないというような乱暴な処理はしていないと思っているようですが、結果的にはそうな

っております。非常に悩ましいです。そこのところをご理解いただき、まず、雪が降る予測をし

っかりしていただきたいです。現地の状況を確認するのに気象観測装置をおく必要はないので、

例えば雪尺を置いてカメラで撮っておいて、インターネットで土木事務所が見て判断するなど、

通信費はちょっとかかるのかもしれませんが、そういった何かしらの対策を何か考えて実施して

いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○榎本市民課長 

 要望という形でお受けいたします。 

 

○市民 

 備蓄についてですが、拠点方式で備蓄品の整備を進めていくということですが、目標として何

箇所の拠点でどのぐらいの備蓄品を準備するのかというところをお聞きしたいです。 

 

○浜田総務部長 

 備蓄の拠点についてですが現在、防災センター、広葉交流センター、「ともに」、大曲備蓄庫、

西部小学校、西の里小学校、本庁舎物品庫等、以上市内７カ所を拠点としております。その中で

「ともに」につきましては、現在のところ食料 2,500食、発電機１台、ランタン 60台、投光機 1

台、敷きマット 150 枚、毛布 800 枚、簡易寝袋が 200 個、乳児用オムツ 348 枚、大人用オムツ

228枚、簡易トイレ排便収納袋 6,400袋、ポータブル石油ストーブ 20台を備蓄している状況です。

以上です。 

 

○市民 

 今おっしゃった備蓄品については既に整備されているということですか。これから整備すると

いうことですか。 

 

○浜田総務部長 

 既に整備済みです。実際には、これらの備蓄品では足りない場合も考えられますので、現在、

色々な企業と災害の協定を結んでおりまして、例えば札幌ドラッグストアや燃料関係の業者、ト



- 48 - 

ラック協会などから災害時に物資を提供してもらうことになっております。最初の 3 日間が特に

大切ですが、その後も多くの物資が必要になりますので企業等との災害時の提携を推進している

ところであります。以上です。 

 

○自治連合会長 

 先ほど小中一貫教育を基本として進むということでしたが、小・中学校はもともと義務教育で

す。ですから小学校から中学校にいくのは当たり前のことで、小中一貫教育というのが具体的に

はどういうことなのかよくわかりません。小学校の教員免許と中学校の教員免許は違うし、建物

も違う、教科も違う、何を一貫するのかが教育関係に携わらない住民の方々はわからないと思い

ます。高校まで一貫するということになると、高校は義務教育ではないので色々難しい問題があ

ると思います。小中一貫教育に伴う教員数はどうなるのか、免許はどうするのか、建物はどうす

るのかなど、小中一貫教育について素人にわかりやすく説明していただきたいです。 

 

○吉田教育長 

 私の方からご説明いたします。一般的な定義として、小中一貫教育とは教える中身を小学１年

生から中学３年生まで連続したものとしてカリキュラムを作るということです。小学校から中学

校に上がるときに学んだことが全部できて中学校に進学するのが通常の流れですが、中学 1 年生

のときに少し学力についていけない子がいるということもありまして、進学時の段差を少しでも

緩和したいと考えております。このことから小学１年生から中学３年生まで学びが続くように、

小学６年生から中学１年生に上がるときに小学校も中学校も同じ考えを持ち、子ども達の苦手な

ところを中学校の進学時に共有するようにし、なかなか身につかない部分を小学校のうちから時

間を多めにかけて勉強するようにするなど、教える中身・方法を揃えていこうという考え方が小

中一貫教育となります。いわゆるカリキュラムを連続させるというのが基本的な定義になります。

小学校と中学校で子ども達が、どこまで学力や体力が高まればいいのか、いわゆる子ども像・児

童像を共有し、9 年間でここまで成長してもらおうと考えることによって小学校の先生も中学校

の先生も相互に教育に対し責任を持ってもらいます。カリキュラムがつながることによって教職

員の指導意識や指導内容が高まっていくだろうという考え方として捉えていただければと思いま

す。 

次に、小中一貫教育というと、学校が１つの施設でなければならないのではないのかと誤解さ

れやすいのですが、学校同士が離れていても教育のカリキュラムをつなげていれば小中一貫教育

と言えます。施設一体型として小学校と中学校を同じ敷地内・建物にしているいわゆる施設一体

型小中一貫教育というものと、施設分離型小中一貫教育とがありまして、分離型小中一貫教育の

中でも校舎が離れているところと校舎が隣接しているところがあります。したがって、例えば緑

ヶ丘小学校と緑陽中学校は校舎隣接の施設分離型小中一貫教育ということになります。我がまち

では、まだ施設一体型がありませんので、分離型小中一貫教育として 30年度から取り組んでいき

たいと思っております。将来的に施設一体型が必要となれば考えることになりますが、今のとこ

ろそこまでは考えていないところです。 

北海道では約 8 割の小学校の教員が小学校の教育免許と中学校の教育免許を取っております。

中学校の教員は大体 6～7割ぐらいが小学校の免許を取っております。北海道は幸いにも教育大学
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が結構あるので、取得数が多いものと思われますが、小中両方の免許を持っている先生が結構多

くおります。案としてですが、例えば緑ヶ丘小学校と緑陽中学校が小中一貫になった場合は、兼

務発令をして小学校と中学校の両方の教員として仕事してもらうことも視野に入れております。 

教職員の数ですが、施設分離型の小中一貫型校で言いますと、小学校・中学校に校長・教頭が

現状どおり就き、それぞれの教員もそのまま仕事ができるということになります。また兼務発令

をすればお互いに乗り合いながら 9 年間の指導に責任を持とうと意識が変わっていくだろうと思

います。子ども達に対して何が変わるかといいますと、今話しましたようにまず学校の考え方や

教職員の姿勢が変わり、今以上に安心して学ぶ環境ができるものと思います。 

小中高の一貫教育についてですが、私立は別として道立の高校が市内に２校ございます。そこ

は道立ですので管轄と教職員の配置が違っておりまして、先ほど会長のおっしゃったとおり義務

教育の小学校・中学校とは単純に接続するということがなかなか難しく、課題として残っており

ます。発想としてはありますが制度に組み込むにはまだ難しい状況であります。今、西の里地区

で道教委の指定を受けまして小中高ふるさと一貫キャリア教育推進事業という指定事業を推進し

ておりまして、いわゆるキャリア教育という領域を一つの柱にして、小中高で同じような指導が

できないかという調査研究をしており、小中高一貫教育とはまだ言えませんが小中高一貫教育の

契機にできるかなと考えております。制度的な問題と内容的な問題がありますが内容的なところ

でつなげたい思いで研究もしておりまして、まだ取り組み始めたばかりという状況です。併せて

「きたひろ夢ノート」という、子ども達が夢や将来的な目標を書く取り組みをしておりまして、

小学４年生から中学３年生まで活用しております。併せて、西の里地区にあります北広島西高校

も同じキャリアノートというのを作っていただいて、接続しながらキャリア教育という視点で調

査研究しているところであります。市民の皆様への説明の場として「教育を語る会」を開催いた

しますので、ぜひ、足をお運びいただければ幸いです。以上であります。 

 

９ 自由懇談 

○市民 

 全道一住みやすいまちということで認定されたということで、個人的にも住みやすいまちとい

うことは同感ですけれども、今後もぜひ魅力あるまちづくりの努力を続けていただきたいと思い

ます。また、全道・全国に売り出していただきたいまちの形態というものを個人的に思っている

ところがあります。昔からこの地区の学校旧緑陽小学校・緑陽中学校・北広島高校というように

進学していくようなスタイルでしたが、札幌市、あるいは札幌市の近郊の教育環境と比べまして

非常に環境やレベルが突出していると思っております。非常にいい環境であり非常にいいレベル

です。全道一住みやすいまちというのを継続してもらうと共に、全道一教育環境の整ったまちと

いうのも目指していただききたいと思います。全道・全国的に少子化ということもあって、小中

一貫教育の方向が今いろんなところで叫ばれていますけれども、全道一教育環境の整ったまちに

するために全国に先駆けて小中高一貫教育というものを考えていただけたらと思います。実際に

札幌市でも中高一貫教育は実施されています。小中一貫教育も既にされている自治体があります。

その中で更に突出するためにもぜひ小中高の一貫教育を考えていただきたいと思います。以上で

す。回答は不要です。よろしくご検討ください。 
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○市民 

 2 点ばかりお願いしたいことがあります。まず当町内の八番通線道路にある歩道についてです

が、もう 40年経っておりまして非常にでこぼこが多くなってきております。またアスファルトが

痩せてきており骨材が浮き出ている状況です。そのことによって健常者でも歩きづらい状況で高

齢者や児童は非常に転倒等のおそれがあります。この歩道は通学路になっておりますので改善を

お願いしたいと思っております。 

次の要望でございますが、定住人口の増加・促進ということを北広島市の方でいろいろされて

います。住み良さランキングいうことで、2016年で 3年連続北海道内 1位ですとか、北広島市の

魅力を発信する方法として北広島市に住みたくなるウェブサイトを開設して運営するなど、多く

の活動について敬意を表します。このことについて私達の子どもや孫、そのほかの北広島に住ん

でいる人が今後もこの北広島市に住んでもらいたいと思っているわけですけれども、他市に住ん

でいる方に北広島市のアピールをしようとすると、第一に出るのは働き先があるのか、というこ

とを言われます。市の方では大曲に工業団地を誘致されまして企業がずいぶんと定着されており

ます。それに伴い雇用も生み出されるというふうに思っておりまして我々市民としてそういった

工業団地の企業も含めて北広島の企業に就職してもらう、仕事をしてもらうというのが定住化の

1 つの方法ではないかと考えております。そういう面では住民と企業と市が三位一体となり移住

促進サポートができるような方策を講じていただきたいと思っております。この移住促進サポー

トについては既に道内の市町村でも既に実施しているところがあると聞いておりますのでぜひ、

北広島市の市民はもとより、日本中の北広島市に住んでみたい人たちに発信できるような体制を

構築していただきたいと思っております。以上でございます。 

 

○駒形建設部長 

 ただいまの八番通線ですが、場所的には今までの緑陽小学校の前から中央通や緑陽通までにつ

いてということでよろしかったでしょうか。北広島市内全体に言えることですが、道路の舗装に

ついてはかなり老朽化が進んでいるところであります。私どももまず幹線道路から今現在、補修

を進めているところであります。ご指摘の部分につきましても担当の方で後日現地の確認をさせ

ていただきます。担当部署の職員が現地に赴きまして骨材が出ているところなどが確認できた場

合は、すぐに舗装はできないかもしれませんが、応急的な処置等をさせていただくよう検討させ

ていただきたいと思います。以上です。 

 

○中屋企画財政部長 

 それでは定住促進の件についてお答えさせていただきます。北広島市のまちづくりの方向性と

いう部分で、定住人口の増加、経済の活性化、安全で安心なまちづくりということで進めており

ます。定住人口の増加対策として、まず北広島を知ってもらい、来てもらい、住んでもらうとい

うことで考えております。知ってもらうという部分では、動画サイトや定住促進プロモーション

ということで、まずはシティーセールスで色々な取り組みをしております。次に来てもらうとい

うことでは、イベントやお試し移住ということで、道外の方も移住体験として 1 ヶ月単位で北広

島に住んでもらい、地元に戻られた際に北広島の PR もしていただくというような試みで実施し

ている取り組みもあります。また、即効性という部分もある程度加味した中では住宅関連として
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住宅取得時の補助金や不動産の流動化を目的に今年度からは空き家解体費の助成などを進めてい

るというところでございます。北広島から離れた人が戻ってきてもらうというために、やはり働

き先がまず必要というのは当然でして、当市でも企業誘致を進めている中で、そういった進出さ

れる企業については地元人の雇用という部分もお願いをしているということもございます。また

従業員の方で市内に住んでいただいたら、別途補助金制度を設けるなど、職住接近ということで

職場と住むところが近いということでそういった取り組みも進めているところです。政策事業の

ほかにも、定住に関するご相談等をお受けいたします。そういったことに関しては企画課の方で

定住促進に関する窓口ということでいろんな対応しておりますし、またこちらに来られた後にも

色々不安な部分があるかと思いますが、それをサポートする仕組みも検討する必要があるかと思

っているところです。以上です。 

 

○市民 

 2 つほどあるのですが、市議会だよりに掲載されていた道の駅の問題についてですが、小田島

議員が質問されて市が答えた中に、第 5 次総合計画において道の駅の重要性については十分考え

ているが道の駅の設置は位置づけていない、ということで書いてあり、あまり熱意が感じられな

いと思います。 

北広島の近隣を例としてあげますが、恵庭、千歳、長沼、これらの道の駅はベスト 10に入るほ

ど人気です。この北広島になぜないのか非常に疑問です。極端な例ですが、団地には買い物が出

来るお店がありませんので団地の中に道の駅を作り、赤毛米やクラーク博士など、色々なテーマ

が当市にはありますので、そのテーマにあわせて名産を作っていくというのはどうでしょうか。

そうすることによって当市の評価はもっと上がっていくと思います。自然環境がいい、アクセス

がいい、教育環境もいいです。後の問題は買い物難民の対策についてです。大曲はとても多くの

お店があって便利です。北広島市の評価がいいのは大曲地区に限っての話とさえ思ってしまいま

す。上野市長様には、日本ハムのボールパーク建設と同時に、更に住みやすいまちにしていただ

きたいと思います。 

 

○上野市長 

 道の駅についてはおっしゃるとおり計画しておりません。今輪厚地区で地域の一部の方から、

道の駅を作ってほしいとご要望いただいております。作った際には、管理をどうするか必ずしっ

かりと検討しなければならないということで、小田島議員にはそのような答弁をさせていただい

ております。また、北広島団地についてですが、土地が 440ｈａあって宅地の比率 39％というこ

とですので、こういう環境だとやはり北海道が動かない場合は、民間では大変難しい話だと思っ

ております。ただ確かに商店街がないというところから、我々も買い物に対して様々な対応策の

検討はしております。しかし実現ができていない状況です。全国の団地を見ますと、このような

素晴らしい団地は他にはないように思っております。 

 

○自治連合会長 

 千歳川に非常に大きな遊水池を作っており、あと 1 年ぐらいで完成と聞いておりますが、洪水

というのは 50 年とか 100 年に 1 回くらい起こると思いますので、出来た後の広大な土地につい
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て、どのような利活用を考えておられるのかお聞きします。 

 

○駒形建設部長 

 東の里遊水池となります。この遊水池につきましては千歳川の河川整備計画に基づきまして面

積 150ｈａ洪水調節容量 620 万立方メートルの治水対策施設として、平成 23 年度から国であり

ます札幌開発建設部の方で工事に着手しまして平成 31 年度の完成を目指して現在整備が進めら

れているところであります。工事の進捗状況としましては現在遊水池の掘削については約 8 割終

わっております。周囲提の盛土が約 5 割終わっており、水を川に戻す機能の排水門の整備は堤外

の河川側については終わっております。今年の 3 月末ではそういう状況であります。そういった

中で平成 31年の完成を目指して進んでいるところでございます。市といたしましても平成 23年

3 月に、市民の皆様方からもご意見をいただきながら利活用の考え方や整備の方向性といったも

のについて、東の里遊水池利活用計画というものでお示しさせていただいたところであります。

今後はより具体的にどういった利活用ができるのかを考えていくために、市の内部で検討委員会

を組織しております。また、こういった検討を行う中で今後は市民の皆様方からもご意見をいた

だきながらより具体的な利活用計画を作っていきたいと考えております。以上であります。 

 

○市民 

 1つはお礼、1つは質問ということでお願いいたします。10月末に街路樹について花壇に今回、

土を補充していただきました。また、チューリップ 300 本をいただきました。この場借りてお礼

を申し上げたいと思います。ありがとうございます。次に質問ですが、団地バス路線の関係です。

松葉町の 1、2丁目に住んでいる人はバス停が凄く遠いと感じます。中央通の若葉町から歩いてく

ると 10分以上かかります。ですからバス停に向かう時間、バスを待つ時間、バスに乗っている時

間を合わせたらまっすぐ歩いた方が時間的に短いというような状況さえあります。できればバス

路線が変更できないかと思います。そういう検討することによって利用拡大というものも出るの

ではないかと思います。いかがでしょうか。 

 

○中屋企画財政部長 

 今お話しのありましたバス路線について、他の方からもこれまでかなりのご意見をいただいて

おります。私どもも、毎年バス事業者とは定期的に便数・路線の問題を協議・要望を行っている

というところでございますが、当然あちらも企業ということでなかなかそういった要望が達成で

きていないという状況がございます。先ほどのお話しもありましたが、今、中央バスの営業運行

状況を見ますとずっと赤字が続いているということで、利用者も減少してきているところです。

27年度は、利用者が若干増えましたが依然として経営が厳しいということで、今のバス利用者の

減少傾向を踏まえると、バス路線の体系が地域の規模に合っていないということで、29年度から

地域の公共交通の計画を作るというところで、市内全域の話にはなりますが団地の路線をどうす

るのかを市民の皆さまはじめ、バス事業者、警察関係、国関係を交えて、議論していくようなこ

とになるかと思っております。路線を変えることによって乗車客が増えるのではないかという内

容も出てくるかと思いますし、当然、料金の問題も出てきますし、便数の問題も出てくるという

ことで、私どもとしては来年の計画策定の中で話し合いをしていきたいと思っております。 
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○榎本市民課長 

 そのほかございませんか。ないようですのでこれをもちまして自由懇談について終えたいと思

います。さまざまな貴重なご意見をいただきまして大変ありがとうございました。終わりに当た

りまして道塚副市長からごあいさつを申し上げます。 

 

10 閉会あいさつ ～巻末に掲載～ 
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平成 28年度 市 政 懇 談 会 

東部中央連合町内会 

平成 28年 11月 7日（月）18：00～ 
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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） とんぼ公園の整備について 

（2） 輪厚川の整備について 

（3） 日ハムの野球場誘致について 

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。中屋企画財政部長です。浜田総務部長です。塚崎市民環境部長です。駒形建設部長です。福

島保健福祉部長です。藤嶋水道部長です。岡秘書課長です。市民課生活安全担当の近藤主査です。

同じく佐藤主任です。十河主事です。以上が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 

 こんばんは。夜分遅くにお集まりいただき、ありがとうございます。連合町内会として今年度

いくつか課題も見えてまいりましたので、ぜひこの市政懇談会を開催させていただきたいという

ことでお集まりいただいた次第です。テーマについては事前に回覧等で内容を周知しているとこ

ろですが、市長はじめ各担当部長も見えておりますので今回のテーマ以外でもぜひこの機会に聞

きたいことを聞ければと思っております。 

連合町内会としては、新庁舎がもうじき完成するということもあり、まちづくりも含め期待に

胸を膨らませているところでありますが、より良いまちを作っていくためにも、皆様のご理解ご

協力を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

４ 連合町内会役員等紹介 

○連合町内会長 

続きまして連合町内会の役員を紹介させていただきます。改めて会長の井上です。副会長の定

正です。同じく川原です。伊藤です。会計長の柴です。事務局長の延与です。環境部長の木戸で

す。文化部長の井上です。防災部長の工藤です。幹事の吉川です。同じく藤堂です。会計監査の

森です。同じく鈴木です。以上で役員の紹介を終わります。 

 

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（当日配布資料のテーマ要旨抜粋） 

○榎本市民課長 

 それでは懇談に移りたいと思います。懇談テーマにつきましては、あらかじめ連合町内会から

いただいておりますが、その趣旨についてご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

○連合町内会長 

（１）とんぼ公園の整備について 

・遊具の改修については、児童が安全に遊べるものを希望している。 

・子供達の安全を考慮して遊具の設置場所を道路沿いの明るい場所に設置してほしい。 
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・以前公園管理担当の回答書では、周辺で春先カラスによる被害について「安全確保のため樹

木については、枝払いなどを実施したい」としているが今後どのように整備されるか伺いた

い。 

・落ち葉の清掃管理を適切にしてほしい。 

・北側斜面の土砂災害の危険はないか伺う。 

 

（２）輪厚川の整備について 

①河道内のヤナギの伐採について 

・「あゆみ橋」下流側にヤナギが数本繁茂している。大雨など増水時、流れの支障になるのでは

ないかと危惧している。危機回避のため伐採をお願いしたい。また、これまで整備がされて

いない理由があれば伺いたい。 

②水防法の一部改正に伴うハザードマップ改正について 

・先日、報道があったが改正はどのような内容か、また具体的にどのように変わるのか伺う。 

・改正の中で「想定し得る最大規模の内水・高潮に対する避難体制等の充実・強化」が言われ

ている。当連合地域内にも内水対策の必要な箇所があると思うが、見直しなどされるか伺う。 

③輪厚川の堤防強化について 

 ・進捗状況を伺う。  

④避難時の広報について 

・一昨年の大雨の際、市の広報車による避難の案内が聞こえなかったとの声がある。地域限定

で、防災無線などの設置や屋外スピーカーなどによる住民に対して防災情報の周知する方策

などが考えられないか伺う。 

 

（３）日ハムの野球場誘致について 

 期成会も立ち上がり、地域も期待に胸を膨らませている。その後の経過はどのようなものか伺

う。また、今後まちづくりに影響があると思うが、市として検討しているか伺う。 

 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明 

○駒形建設部長 

（１）とんぼ公園の整備について 

 建設部長の駒形です。今回とんぼ公園の整備についてということでご質問をいただきましたの

で私の方から回答させていただきます。 

現在北広島市では国の都市公園安全安心対策緊急総合支援事業によりまして、設置から期間が

経過して老朽化した公園の遊具の安全対策を行うために遊具施設の改築更新を行っているところ

であります。とんぼ公園につきましては、平成 9 年 2 月に一度整備されまして今年で 19 年目を

迎えているところであります。通常の鋼製遊具であれば何も手入れをしていなければ 15年で処分

制限ということで寿命がくるものであります。とんぼ公園につきましては木製遊具が 2 台設置さ

れております。木製遊具の処分制限は鋼製遊具よりも短く、7 年で寿命が来ると言われておりま

す。そういった状況の中から通常の公園であれば、本市の場合、改築更新の事業に着手させてい

ただくのは開設してから概ね 30 年以上を経過した公園の遊具の改築更新をしているところであ
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りますが、今回のとんぼ公園につきましては、木製の遊具ということで鋼鉄製に比べても老朽化

の度合いが速いということから、今回改築更新をさせていただく計画としているところでありま

す。市としては、平成 29年度において整備を計画しているところですが、国の補助をいただきな

がら事業を進めるというところで国の予算措置の状況によっては次年度以降にずれ込む場合も想

定されますが、予算措置がされましたら 4 月から 5 月にかけて、遊具の整備について市からの案

を町内会にお示しさせていただきまして、これを回覧していただいたのちに工事に着手してまい

りたいと考えているところであります。遊具の改修についてということですが児童の皆さんが安

全に遊べるものということで、国土交通省で作成されている都市公園における遊具の安全確保に

関する指針に沿って安全基準に適合している遊具を設置してまいりたいと考えているところであ

ります。 

次に遊具の設置場所ということについてですが、既存の木製遊具を撤去させていただきまして

遊具の安全領域などの確保や防犯上の観点から北側の樹木を主体に剪定間伐を行い、明るさを確

保して現在位置に遊具を設置するよう計画しているところであります。また遊具設置のために今

年度、一部の樹木の除間伐を若干ではありますが実施させていただきました。これも予算措置の

状況によりますが、除間伐については概ね 2 年から 3 年ぐらいの間で行ってまいりたいと考えて

おります。また除間伐を実施するにあたり、この公園自体が既存木を残して緑の中に公園を造っ

てほしいという要望等があった中で今回除間伐をさせていただくという部分につきましては地域

の皆様との合意形成といった観点から町内会からも市民の声などによりまして間伐の実施につい

て改めてご要望いただければと考えております。 

次にカラスの被害についてでありますが、以前よりカラスの被害についてご要望をいただいて

いたところでありまして樹木が大きく成長しまして巣の撤去が困難なことから注意看板による告

知を行ってまいりましたが、今回ご説明したような観点から樹木の除間伐をさせていただくこと

を計画しておりますことから、このことによりましてカラスの被害も軽減されていくものと考え

ております。次に落ち葉の清掃についてですが、これについても除間伐させていただくことによ

りまして落ち葉の量は減るものというふうに考えております。また、市といたしましても落ち葉

の時期には適時落ち葉清掃を毎年 1 回程度ではありますが、実施させていただいているところで

あります。余りにも落ち葉の量が多いときには、市役所都市整備課の公園担当にご連絡をいただ

ければ、毎回というのは難しいですが適宜対応してまいりたいと考えております。 

土砂災害の危険についてでありますがとんぼ公園につきましては平成 9 年 2 月 21 日に開設さ

れたもので、用地の造成につきましては大正橋土地区画整理事業において、昭和 59年から 63年

の間で施工されました。こういった区画整理事業で施行する中で土質や斜面の勾配などを設計基

準に基づいて造成されたものでありますことから安全であると考えておりますが、造成してから

約 30年経過しているということもございますので、地震等の災害に際しては適宜パトロールを実

施して災害予防に努めてまいりたいと考えております。とんぼ公園の整備については以上であり

ます。 

 

（２）輪厚川の整備について ① 

次に、輪厚川の整備についてであります。河道内の柳伐採の経過ということで会長さんの方か

らお話しがありました。今年は 8月中旬から 9月の上旬にかけて 4つの台風が上陸・接近して通
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過するなどして道北道東地区に大きな被害をもたらしたところであります。このような中、幸い

にも私たちの市においては、大きな被害はありませんでしたが輪厚川のあゆみ橋下流の柳につき

ましては今後の台風等の出水時には何らかの影響も懸念されるということで河川を管理している

北海道札幌建設管理部に対し、私どもから伐採を要望していたところであります。そういったこ

とで 9月末に柳の伐採をしていただいたところであります。以上であります。 

 

○浜田総務部長 

（２）輪厚川の整備について ② 

 総務部長の浜田です。よろしくお願いいたします。輪厚川の整備についてご回答いたします。 

まず水防法については、平成 27年に改正されております。改正内容につきましては近年、想定

した以上の極端な雨が全国各地で降っていることに伴い内容を改正したものであります。水防法

の一部改正につきましては現行の洪水すなわち川の氾濫に係る浸水想定区域につきまして、従前

の計画降雨から、想定し得る最大規模の降雨を前提として、浸水想定区域を拡充するということ

であります。市が作成している現行のハザードマップでは東部中央連合町内会の区域のうち、道

道江別恵庭線より東側の区域の一部が浸水想定区域に含まれておりますが、この新たな最大規模

の降雨を前提とした場合には、この区域が拡大される可能性がございます。この区域につきまし

ては今年度中に国から示される予定となっており、示され次第速やかにホームページ等で公表す

るとともに、避難対策や新たなハザードマップ等について早急に検討してまいりたいと思います。

それから内水氾濫についてですが、河川が氾濫し堤防が決壊するということではなく、大量の雨

が降ったときに下水管から水が溢れて、川が氾濫していないにも関わらずまちの中が浸水すると

いうのが内水氾濫といわれるものであります。近年都市部でそのような状況が発生しており、特

に地下街などを有しているところ、北海道ですと札幌などが該当になると思われますが、そうい

った内水氾濫により相当な被害が生ずるおそれがある場合には指定を義務付けているものであり、

現時点で本市はその対象とならないものと考えているところであります。以上であります。 

 

○駒形建設部長 

（２）輪厚川の整備について ③ 

それでは私の方から輪厚川の堤防強化について進捗状況等についてご説明いたします。 

北海道開発局において、平成 17年度に策定された千歳川河川整備計画に基づきまして千歳川自

体の堤防のかさ上げや浚渫などを現在実施していただいております。東の里遊水池などの治水施

設の整備を進めているところであります。輪厚川につきましてもこの計画の中で千歳川の合流点

から中央橋上流 150メートルまでの約 2.2キロの区間を計画整備区間として平成 26年度より測量

調査設計し、平成 27年度からは最下流部から用地買収や物件補償の実施をしているところであり

ます。このような中で輪厚川周辺地域の町内会の皆様方には平成 26年 3月に河川整備の方針等の

説明会を開催させていただくとともに北広島市治水対策期成会より毎年 1 回、治水対策期成会だ

よりを発行しており、その中で輪厚川の河川整備の方針などを市内の自治会・町内会に対して配

布し、お知らせしているところであります。 

今後の進捗についてですが、国といたしましても、鋭意整備に尽力していただいているところ

ですがやはり千歳川河川整備計画で千歳川全体を整備しており、予算措置の状況などもあります
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ことから今の段階ではお示しできないということを私どもの方でお聞きしております。以上であ

ります。 

 

○浜田総務部長 

（２）輪厚川の整備について ④ 

 避難時の広報についてということで私の方からご回答いたします。 

避難時の広報につきましては、一昨年の避難勧告発令時の反省を踏まえ、広報車の走行速度を

遅くする、台数を増やすなどをし、広報内容がより伝わりやすくなるよう努めてまいりたいと考

えております。また、豪雨のときにはなかなか放送内容が聞こえづらいということもございます

ので、市から町内会・自主防災組織に対し、電話で通知する避難勧告等の連絡網による情報伝達、

テレビ・ラジオ・携帯電話各社によるエリアメール、市ホームページなどのさまざまな媒体を通

じて皆様にお伝えするということになりますのでそちらも十分注視していただきたいというふう

に考えております。以上でございます。 

 

○中屋企画財政部長 

（３）日ハムの野球場誘致について 

 企画財政部の中屋でございます。よろしくお願いします。日本ハム誘致の関係について説明を

させていただきます。 

北海道日本ハムファイターズ新球場構想に伴う本市への誘致につきましては、現在日本ハムフ

ァイターズが新球場を建設し、札幌ドームから本拠地を移転する構想におきまして北広島総合運

動公園予定地が候補地の 1 つとして調査検討が進められているという状況でございます。市とし

ましても、新球場構想の実現により市民の皆様や次代を担う子どもたちに夢と希望を与え、本市

のまちづくりに大きく寄与するものと考えまして 6 月 14 日の第 2 回定例審議会において、正式

に受け入れに向けた誘致活動を行っていくことを表明したところでございます。 

8 月 4 日には北広島市が一体となって誘致活動を進めていくため多くの市民の皆様のご賛同をい

ただき、北海道日本ハムファイターズボールパーク誘致期成会を設立したところでございます。

この期成会では誘致の機運を高め、市民の熱意高揚を図るため応援メッセージの受付や横断幕、

のぼりによるＰＲ活動を進めていくほか、9月 19日には 200名を超える市民の皆様にご参加をい

ただきまして日本ハムファイターズ応援ツアーを開催したというところでございます。さらに日

本ハムファイターズが日本シリーズに進出ということで 10月 26日にエルフィンパークでパブリ

ックビューイングの開催をしまして、市民の皆様の熱意が通じて連勝し見事日本一に輝いたとい

うところでございます。そして応援メッセージにつきましては日本ハムファイターズに市民の熱

い思いを届けるために、1 万人の目標を掲げ北広島ふるさと祭りや元気フェスティバルなどのイ

ベントの会場で受け付けるとともに、10月には町内会・自治会の皆様にもご協力をいただきなが

ら、一層賛同の輪を拡大し、取り組みを進めているところでございます。メッセージの数は 10

月で 3,300 件でしたが、今現在としては 7,000 件を超えるメッセージをいただいているという状

況でございます。球団側では、今年度中に候補地を絞って具体的な計画に落とし込みたいという

こととしておりますことから、市といたしましては引き続き情報収集に努めるとともに、今後も

まちが一体となって誘致活動を進めていきたいと考えております。以上でございます。 
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８ 懇談テーマに対する再質問等 

○市民 

日頃から町内会活動に大変お世話になっております。ありがとうございます。 

私が一番気になっているのはとんぼ公園のことです。以前にも市に文書を差し上げて回答もい

ただいておりました。現在のとんぼ公園というのは北広島市内でもっとも安全・安心ができない

公園だと思っております。その根拠としては余りにも樹木が多過ぎて子どもたちがどこで遊んで

いるのかわからないという状況です。今の環境の中で子どもたちの遊んでいる姿はあまり見たこ

とがありません。 

遊具は何基設置するのか。除間伐と剪定間伐のどちらを実施するのか。伐採費用は国の補助の

対象にならないのか。その辺についてお尋ねしたいと思います。 

 

○駒形建設部長 

 私の方から回答いたします。おっしゃるとおり現在は非常に子どもたちの利用が少ない状況か

と思います。今回私どもの方で改築更新する際は、子どもたちがよく遊ばれる遊具を選定してま

いりたいと考えておりますが、その数については今後お示しする計画の中でお伝えしていきたい

と思います。 

続いて除間伐か剪定間伐かということですが、当市では除間伐として、剪定しながら間引いて

いくというような形で実施することになるかと思います。やはりうっそうとした感じがあるとい

うことですので、ある程度見通しのきくようにしたいと思います。単年度で全て処理するのは難

しいものですから 2、3年かけて実施させていただければと考えております。 

除間伐は国の補助の対象とはなっておりません。今回の補助事業自体が公園の遊具の改築更新

ということとなっているものであることから、遊具以外は補助対象とはならないというのが現状

であります。以上です。 

 

○市民 

 内水についてですが、私は一応防災マスターになっておりまして、雨が酷いときには家の周り

の下水をあとどのくらい溢れそうなのかを、何カ所か見て周っているのですが、下水によっては

あと 10cm で溢れそうなものや、まだ余裕があるものなど様々です。下水の清掃というものも大

変大事ではないかと思います。たしかに当市は地下街歩道がないので、そういった浸水想定区域

にはあたらないとのことでしたが、下水が溢れると民宅への床下浸水は起こると思います。です

から下水の清掃もぜひお願いしたいと思っておりました。以上です。 

 

○上野市長 

 それは下水管の雨水桝のことでよろしかったでしょうか。なかなか全てにおいて手が回らない

とは思いますが、担当課にも伝えておきますので、よろしくお願いいたします。 

 

○市民 

 輪厚川の整備ということで開発局の計画が示されておりますが、昨今大量の雨がここ何年か続



- 61 - 

いて大きな被害がマスコミで報じられています。この整備は計画どおり多分進められていると思

いますが、計画策定時に想定していた状況と昨今の被害状況にかなりギャップが生じてきている

のではないかと思いますが、その辺はどのようにとらえているのか、それが勘案されるような状

況になるのかお伺いしたいと思います。 

 

○駒形建設部長 

 現在、国であります札幌開発建設部の方で千歳川全体の河川整備をしていただいております。

先ほどもお話ししましたが、千歳川河川整備計画によって、千歳川本体の堤防をより強化し、断

面の中でも流れづらい所は掘削等をして流路の確保をすることになります。また貯留機能を持た

す東の里遊水池も含めた 4 市 2 町で遊水地群を整備すること、それと先ほどの輪厚川や島松川音

江別川、裏の沢川ですとかそういった川の堤防強化も含めて行う計画であります。 

この千歳川河川整備計画の基本となっているのは昭和56年8月の豪雨だと開発局から聞いてお

ります。そのときは 2日半で北広島では約 340ミリの雨が降りました。そういった中で一部川の

水が溢れ、島松川の堤防が南の里で破堤、つまり堤防が切れて一面水浸しになったというような

被害がございました。千歳川河川整備計画自体はこの昭和 56 年の災害時の降雨のモデルを元に、

雨が降った際にも川を溢れることなく、整備した川の中で水を流すという計画であります。 

 

○市民 

 輪厚川から千歳川に向かう際の水門についてですが、もし千歳川から水が逆流するような場合

もあると思うのですが、それに対する対策は考えているのでしょうか。 

 

○駒形建設部長 

 昭和 56年の災害の際に、千歳川の下流に面しております石狩川自体も、昭和 56年の災害の際

に水位が非常に高くなって千歳川の水が流れていかなくなって逆流してくるような状況がありま

した。そういったところも含めて対応できる河川整備計画となっていると国よりお聞きしている

ところであります。以上であります。 

 

９ 自由懇談 

○市民 

 今回の広報紙を見たところ市民への接遇に関するアンケートを行うと書いてありました。前か

ら色々市職員の方々の市民に対する接遇に対して問題視する方も中にはおりましたので、とても

良い取組みだと思いますが、その結果多かった意見・質問のデータを広報紙にぜひ乗せていただ

きたいと思いました。 

また、職員に対して、接遇に関する研修の機会はどの程度あるものなのか、あわせてお伺いし

たいと思います。 

 

○浜田総務部長 

接遇に関しては、当市では力を入れており、接遇アンケートは昨年も実施しております。今回

も来庁される市民の皆様に対し、接遇をいかにより良くしていくかということを直接市民の皆様
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からご意見をいただき、改善していこうという取組みを行ったところでございます。 

研修につきましては、毎年、ほぼ全職員に対して接遇研修を実施しております。いつも市長か

ら接遇を良くしていこうと言われておりまして、積極的に取り組んでおります。 

アンケートの結果を広報で公表するか否かについては今後検討させていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

○市民 

 40年以上この北広島市に住んでおりますが、すごく便利になって住みやすくなってきておりま

すが、この間札幌から引っ越してきた方がおりまして、子どもが産まれるのが近いけど北広島に

は産婦人科がないよねという意見がありました。人口も増やしていきたいと思いますが、その点

が何とかならないかなと思います。 

また、我々の年齢になってくると、病院に行く回数が増えていきます。ちょっと体調が悪い場

合は診療所がたくさんあるので便利ですが、少しでも重たい場合は市以外の病院にいかなければ

用が足せない、治らないという状況だと思います。市内で対応できないデメリットとしては、病

院にかかり始めるのに時間がかかる、経済的負担になる、仮に入院した場合に家族が見舞いにく

るのが大変になる、退院した後も通院費がかかるなど、とても大変な思いをしております。失礼

な話かもしれませんが、信頼性がないことや設備がないという現状だと思います。救急車を使用

した場合も大概は札幌に運ばれるということをよく聞きます。何とかこの辺の改善いただきたい

と思います。 

 

○福島保健福祉部長 

 まず産婦人科の関係からお答えいたします。 

今おっしゃったとおり、当市には産婦人科がありません。厳密には婦人科はありますが、産科

がないような状況です。子どもを産む方について、ほとんど全ての方は札幌や恵庭などの近くの

産婦人科に行っていただいて出産されております。市としましては、今年から妊婦健診時の通院

費について助成を始めました。また、根本的に産婦人科が市内にないことから、医療機関の誘致

について検討をしており、現在策定作業をしているところであります。 

また医療関係につきましておっしゃりたいのは、総合病院がないということではないかと思い

ますが、総合病院的なものは現在当市にはないということで、これについても札幌・恵庭などの

総合的な医療機関に行っていただくという現状であります。総合病院についてはなかなか誘致建

設とはならないのですが、産科と同じように市内で足りない科目もありますことから、そういっ

た科目の医療機関の誘致を検討したいと思っております。以上です。 

 

○上野市長 

 産科については、当市にも過去に１件だけありました。先生が亡くなられてやめられたのです

が、産婦人科がないというのは現在全国的にも困っている問題です。我々も医師会を通して声掛

けはやっていますが、産科をされる医師の絶対数が少ないようで、なかなか産婦人科を誘致する

のが難しいところであります。引続き努力してまいりますのでよろしくお願いいたします。 
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○市民 

 北広島に科目がないものがあるという話でしたが、泌尿器科がいい例だと思います。そういっ

た科目の医療機関を誘致し、より住みやすいまちにして人を呼び込めるような体制になっていた

だければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○市民 

 昨日も雪が降りましたが、この町内会自体に高齢者が非常に多いので、除雪車が来たときに家

の出入り口に雪を置いていくという問題がどうしてもあります。相当圧雪された重たい雪を、自

分たちが除雪して綺麗になった後に置いていくというような状況です。家の入り口ぐらいは何と

か取っていっていただきたいと思います。これはもう毎年懇談会などでも意見しましたが、非常

に問題視されていますので対応をお願いしたいと思います。 

 

○駒形建設部長 

 とてもお気持ちはわかります。家の前に置いていかれる雪に非常に悩まされているとは思いま

す。ただ、一般的にどの自治体も同じだと思いますが、いわゆるかき分け除雪ということで、除

雪車で道路に降った雪を両側に寄せさせていただくという除雪方法でやらせていただいていると

いうのが現状であります。また除雪自体、雪が降って 10ｃｍ、20ｃｍと積もってきて、少なくと

も夜中の 12 時から 1 時位に出動の判断をします。そして 1 時過ぎぐらいから皆さんの生活に極

力影響を与えない時間帯に除雪を終わらせようと考えて作業しております。昨今、雪が多いなど

の色々な事情で予定している 7 時には作業が終わらないということがあると思うのですが、そう

いった時間的に制約がある中での除雪ですから、現状ではなかなかそこの対応が難しいというと

ころであります。オペレーターの方も交通安全に配慮しながら除雪しております。皆さんの思い

もよくわかるのですが、市としても対応策に苦慮しているという状況でございます。答えにはな

ってないかとは思いますが以上です。 

 

○榎本市民課長 

 そのほかございますか。ご質問等がないようですので、これを持ちまして自由懇談を終えたい

と思います。いろいろと貴重なご意見等いただき、大変ありがとうございました。最後に道塚副

市長から閉会のごあいさつを申し上げます。 

 

10 閉会あいさつ ～巻末に掲載～ 
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平成 28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 28年 11月 18日（金）18：30～ 

西の里会館 

出席者 35名（連合会 20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） 西の里出張所の機能充実について 

（2） 上野幌駅周辺について 

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。中屋企画財政部長です。浜田総務部長です。塚崎市民環境部長です。駒形建設

部長です。福島保健福祉部長です。水口教育部長です。岡秘書課長です。西の里出張所棚

田所長です。市民課生活安全担当近藤主査です。同じく市民課佐藤主任です。十河主事で

す。以上が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 

 こんばんは。連合町内会長の橋本と申します。今日は市政懇談会ということで、上野市

長様、道塚副市長様、吉田教育長様はじめ、大勢の幹部に来ていただきありがとうござい

ます。 

西の里・虹ヶ丘連合町内会として、今回は大きなテーマを２つお伺いしたいと思います。

1つ目は西の里出張所の利便性について、2つ目は上野幌駅周辺の都市開発についてお伺い

したいと思っています。市の今後の未来像などが、この懇談会で少しでも進展すればと思

っております。今日はよろしくお願いいたします。 

 

４ 連合町内会役員等紹介（個々であいさつ） 

西の里連合町内会副会長の畠山です。 

同じく副会長の塩崎です。 

西の里連合町内会事務局長の山口です。 

西の里連合町内会事務局次長の橋本です。 

西の里連合町内会会計の橋尻です。 

西の里連合町内会理事の中道です。 

西の里連合町内会相談役の大川です。 

虹ヶ丘連合町内会長の石川です。 

虹ヶ丘連合町内会副会長の土屋です。 

虹ヶ丘連合町内会事務局の菅野です。 

虹ヶ丘連合町内会理事の光銭です。 

 

５ 市長あいさつ ～巻頭に掲載～ 

 

 



- 66 - 

 

６ 連合町内会から懇談テーマの趣旨説明 

○榎本市民課長 

それでは懇談に移りたいと思います。懇談テーマにつきましては、あらかじめ連合町内

会からいただいておりますが、その趣旨についてご説明をいただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

○市民 

 まず１つ目のテーマですが、西の里出張所を含む公民館の早期建て替えの希望というこ

とです。総合管理計画の基本方針の中にもあります、市民参加・市民の意見の 1つとして、

聞いていただければと思います。 

北広島市公共施設等総合管理計画の概要について、市民説明会を今年の春に西の里地区

で開催していただきました。それを受けて施設利用者に向けたアンケートや口頭での話を

聞き、また連合町内会の理事会で意見を交わしてきました。 

まず公民館として最初に挙げられる問題はトイレの老朽化のことです。クラブ活動等に

伴う高齢者の利用ももちろんですが、同施設内にあります学童クラブは、来年度から小学 6

年生まで受け入れるということを聞いており、そういった意味でも低学年の 1 年生から多

感な時期である高学年の子ども達がトイレを使用するにあたり、良い環境であることが理

想と考えております。また学童の先生方から、現状のトイレが古いので、衛生面が心配と

いう意見も出ております。 

次の問題としては、この施設は出張所・学童クラブ・図書室・生涯学習振興会が 1 つの

フロアにひしめき合っていて、それぞれに十分なスペースが確保されていないのではない

かということです。図書室の充実ということで、読書スペースがあまり充実していないと

いうことで、過去ずっと課題として取り上げられてきたものもあり、いまだに住民から意

見として寄せられております。また出張所利用の際のプライバシーの問題ということで、

福祉的な相談スペースの配慮がなされていないように見受けられます。公民館となってお

りますが、2部屋しかないため、利用しづらいという声も上がっており、更に話を掘り下げ

ると施設が全体的に暗くて利用したいとは思わないという声もあります。 

西の里会館に隣接した施設でありながら、双方有効に使っていただけていないという状

況がとても残念です。古くなった備品等の要望があれば、修繕により一時しのぎをしてい

るというイメージがあります。 

先日の日曜日に北広島西高等学校の生徒が地域の人を招いて次世代育成交流会というも

のを開いてくれました。参加者は小学生・中学生・高校生・ＰＴＡの方々・地域住民がグ

ループ討議をするような交流会でした。そのときのテーマが未来の西の里地域でした。そ

の中で、地元の高校生から西の里公民館を明るいイメージにして集える場所にするとにぎ

わいができるのではと意見されていました。西の里公民館の老朽化、広さ、不便性、これ

らの問題を改善するために、複合施設としての公民館の早期建て替えを希望いたします。 
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○市民 

 次のテーマである上野幌駅の周辺についてですが、平成の始め頃は一本道しか駅へのア

クセス方法がなかったので非常に不便でしたが、今は道路の整備が非常に進み、上野幌駅

も当時に比べると少しは改善されているように感じております。その後、虹ヶ丘地区にも

人口が増え、北広島西高校・日大高校の生徒達により駅の利用者が凄く増えております。

しかし残念ながら、通勤通学・退勤下校に伴う利用者数の時間的な段差があるという現状

です。そうはいっても利用者が多いことは変わらないことから、駅を更に整備できないか

という意見です。 

駅の土地は札幌市に属しているということなので、北広島市としても難しい問題ではあ

ると思いますが、その辺の改善における考えがありましたらお聞かせいただきたいと思い

ます。以上です。 

 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明 

○塚崎市民環境部長 

 市民環境部長の塚崎でございます。まずテーマの 1 番目であります、西の里出張所の機

能充実に係る件について、市民環境部が出張所の関係を担当しておりますので、私の方か

らご回答いたします。 

まず出張所の機能についてですが、今回のご質問の出張所に相談スペースがなく、個人

プライバシーに係る相談の対応等につきましては、この懇談会も含めてこれまでにもいろ

いろと地元の皆様から質問いただいてお答えしているところですが、現在の出張所施設の

中では見ていただいてもわかりますように、相談スペースというものが確保できておりま

せん。このことから現実の対応としては、公民館の中の空いている部屋を使って相談を受

けさせていただいているという状況です。出張所の職員もプライバシー保護の大切さにつ

いては十分認識しておりましてこれからも相談者への十分な配慮に心がけながら対応させ

ていただきたいと思っております。なお、公民館を含めた施設の再築がされることになり

ましたらプライバシーに配慮した出張所となるよう、相談スペースの確保をしたいと考え

ております。 

続きまして、総合施設としての建て替えについてです。これにつきましては市内部で本

年度、公共施設の長寿命化計画を基本とした公共施設等総合管理計画が策定しておりまし

て西の里公民館につきましては、今回例として上げていただいたトイレの問題や出張所機

能等も含め、関係部署が集まり、今後のあり方について検討させていただいているところ

でございます。この件につきましてはもう少しお時間をいただきたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。私の方からは以上でございます。 
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○中屋企画財政部長 

 企画財政部長の中屋でございます。よろしくお願いいたします。私の方から 2 つ目の上

野幌駅周辺について回答させていただきます。 

ＪＲ上野幌駅につきましては通勤通学等により、1日当たりの平均利用者が 5,000人を超

えているということで、北広島市民及び学生の利用のほかに札幌市内の住宅地の開発等に

も伴い利用者が増加している傾向であります。 

平成 26年度に駅舎を含む周辺の現況及び課題を把握するために調査を実施したところで

ございます。駅舎については、エレベーターやトイレなどの設備において障がい者の対応

が困難であること、ホームに屋根がなく天候の影響を受ける構造となっていること等が上

げられ、利便性の向上に向けた施設全体の環境改善・バリアフリー化が必要な状況となっ

ております。また駅前広場につきましても歩道がなく、特に冬期間の歩行スペースが狭く

なること、厚別東通りとのアクセスについても課題があるということで押さえております。

駅舎のバリアフリー化については、いわゆるバリアフリー法において 1 日当たりの平均利

用者が 3,000人以上の駅については平成 32年度までにバリアフリー化を行うこととされて

おりますが、ＪＲ北海道は 1 日あたり 5,000 人以上の利用があることは理解しつつ必要性

は感じていながら駅舎の構造等から、具体的な整備時期については未定であるとお聞きし

ております。また駅前の広場につきましては駅舎が札幌市の市域内にあるということから、

基本的には札幌市が整備を行うということになりますが札幌市のバリアフリー基本構想に

おいて、ＪＲ上野幌駅が重点整備地区に位置づけられていないということから整備の優先

度は低いという現状であります。 

市としましても駅周辺の整備につきましては、バリアフリー化と一体で検討する必要が

あると考えており、今後も引き続き札幌市及びＪＲ北海道と協議を進めていきたいと思っ

ております。なお行政界の整理につきましても、都市計画上の区域・区分の違いや行政面

積の増減による課題も多くありますが、これについても今後引き続き札幌市と協議を行っ

てまいりたいと考えております。また駅周辺の土地につきましては、平成 32年に札幌圏域

全体で市街化区域の見直し、いわゆる線引きの見直しが行われる予定ですが、人口が減少

しているという現状においては、新たな住居系の市街化区域の拡大については難しいもの

と考えております。以上でございます。 

 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

○市民 

 1つ目のテーマについて再質問します。状況についてはわかりました。現在色々検討され

ているということですので、いくらか前向きなニュアンスを感じ取ることが出来ました。

しかし、施設の再建設等について少し時間がほしいと回答されましたが、私たちとしては

やはり施設の整備を心待ちにしている状況です。議会や予算の都合で、はっきりと約束は

できないとは思いますが、市役所本庁舎は着々と工事が進んでおり、大曲地区は商業施設・
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社会施設が沢山あり、東部地区の中央公民館はきれいに整備され、そろそろ次はこの西の

里地区の改善を期待しているところです。次の改善優先順位としてはかなり高いのではな

いかと思っておりますが、その辺いかがなものでしょうか。 

 

○水口教育部長 

 公民館を所管している部署として回答いたします。教育委員会としても整備優先度は高

い施設であるものと考えております。 

昨年もお話しをいただいておりますけれども、西の里公民館は昭和 51年に開館してから

約 40年が経過しているというところで、設備の更新や維持管理をし、ご不便をおかけしな

がらご利用いただいているところであります。昨年も北広島市公共施設等総合管理計画が

できてから個別の計画を進めていくことをお話しさせていただきました。管理計画の中で

は、7つの基本方針のほか、施設分野別の方針が示されているところであり、利用実態・将

来的需要見込み等を踏まえながら、ほかの施設との複合化も含め、幅広い観点から適正配

置を進めていくという方針のもと、現在内部協議を進めているところでございます。当然、

施設を再建設することになれば市民参加・市民意見の反映も十分に考えてまいりたいと思

います。以上でございます。 

 

○市民 

 2つ目のテーマに関連してお聞きしたいと思います。駅整備については札幌市との兼ね合

いがあるので難しいということでしたが、西の里地区の住民としての利便性について意見

いたします。 

高齢になっていくとＪＲ駅まで行くのも大変です。路線バスも駅敷地内には入らないと

いう現状です。ピンポイントで巡回バスなどを上野幌駅まで出すことはできないのかなと

思います。昨今は高齢者の運転による事故も多いということですが、ＪＲ駅に向かうため

に足がないと不便です。駅舎の整備が難しくても、北広島市として利便性をもう少し考え

ていただきたいと思います。何か方策があればお聞きしたいです。 

 

○中屋企画財政部長 

 公共交通、特にバス交通については市内各地域から路線の見直しや増便、時間の変更な

ど色々な要望をいただいておりまして、私どもも定期的に地域公共交通活性化協議会とい

うものの中でバス事業者と定期的に要望・協議を行ってきているというところです。その

中で、ＪＲとの接続の関係での対応というのは何度か意見させていただいた部分はありま

すが、やはり新規の路線や既存路線の変更、増便などの部分についてはバス事業者の経営

部分などの様々な要素から実現できていないというのが現状です。 

市としては今年度から市全体を含めた将来的に持続可能な公共交通網の構築を目指して

来年度中に計画を策定したいと考えております。 
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この計画の中で各地区のご意見や事業者の経営面も含めて、将来的に持続可能な路線を

維持するということで既存のバス路線、便数等の検討のほかに、新たな手段についても必

要性・方向性も含めて検討を始めるという状況でございます。以上です。 

 

○市民 

 公民館についてですが、まずトイレがとても古く、時代錯誤のようにしか思えません。

体育館のトイレが改善されたのでなおさらギャップを感じます。また、この施設は食事を

とる部屋や更衣室がない状況です。更に、出張所に相談に来た場合に空いている部屋を利

用するということでしたが、相談できる特定のスペースがないからそもそも相談するとい

う発想にならないと思います。それらの改善をするという姿勢が、残念ながら見えていな

いと率直に感じております。そういった問題を解決する上ではあの程度の広さで、あれだ

け事業を抱えている施設ということ自体に無理があると思います。建て替えを早急に検討

していただきたいと思いますし、そうすることによって根本的にこれらの問題が解決する

と考えています。財政状況も大変だとは思いますがこれは最優先の課題です。西の里だけ

いつも置き去りにされていると思ってしまいます。何とか早急に対応してくださいますよ

うよろしくお願いします。 

 

○上野市長 

 私も副市長も西の里出張所長の経験がありますので十分に現状認識はしております。西

の里公民館の建て替えをするときには全体的に見直しをしなければならないと思っている

なか、取り急ぎ西の里会館のエレベーター設置等に係る改修をさせていただきました。先

ほど担当から回答しましたように、公共施設の管理計画の中で検討して住民の皆様にお諮

りをしながら検討していかなければならないと思っておりますが、どこまでできるのかと

いうことも含め、十分検討させていただきたいと思っております。 

 

○市民 

 当地区では文化祭というイベントを実施しており、いつも市長様や教育長様に来ていた

だき、じっくり見ていただいてありがたいと思っております。 

文化祭を開催するにあたりいつも悩んでいるのですが、施設に置いている展示用パネル

がとても傷んでおり、下手をすると運ぶときに手を傷つけるようなレベルです。こういう

ものを少し見直して一新していただければ安全にイベントが開けます。できるだけ早く対

応していただき、文化的な環境をつくっていただきたいと思っております。 

 

○水口教育部長 

 展示用パネルについて、再度確認させていただいて更新・修繕等の判断させていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 
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○市民 

 上野幌駅の件についてです。私も虹ヶ丘地区に家を建ててから 10年ほど経ちます。当時、

上野幌駅を大きな駅にして住宅街の虹ヶ丘地区を拡大していくという噂があったので、と

てもいい場所だという思いでこの地区に家を建てました。 

隣の札幌市の住宅も増えてきて、駅を利用する方も 5,000 人程度と、当時に比べてかな

り利用者が多くなりました。そういう面で札幌と北広島でＪＲ北海道を通して人口も増え、

利用者も増えているから駅の新しい部分の計画はいつになるのか心待ちにしております。

何とか上野幌駅を立派にしていただけるような働きをしてほしいと思っております。 

 

○上野市長 

 一番良い方法としては駅を北広島の土地に移すことによって、当市が主体となって、Ｊ

Ｒ北海道と協議を進めることができるのですが、今札幌市の土地というところであります

のでなかなか難しいところです。また、過去何度も協議をしておりますが、先ほど担当か

ら説明したとおり、改修の重点駅にはまだなっていない状況です。札幌市の考えはわかり

ませんが現状の駅では利用者数も含め、バリアフリー等もしていないことから大変厳しい

施設状況でありますので、これからも粘り強く協議していきたいと思っております。 

虹ヶ丘地区を拡大するにあたり、駅が改修されるという噂に関しては今初めて聞いた話

であります。いずれにしてもこれからもっと努力をまいりたいと思っております。 

 

○市民 

上野幌駅の利便性について、バスの状況について事業所と協議されているということで

すが、あまりお金が掛からないようなら検討いただきたいことがあります。 

現状の停留所は駅の敷地外にありますが、その停留所を駅敷地内に入れることを考えて

いただきたいと思います。敷地内に入ってもらえると天候が悪くてもあまり影響を受けず

に済むのでとても便利になるのではないでしょうか。また、それが可能だった場合の話で

すが、厚別東通にある駅前の橋の中央分離帯を改修しないといけないと思います。現状の

分離帯のままだとＵターンしないと入れないような状況です。何とかこの辺をご検討いた

だきたいと思います。 

 

○中屋企画財政部長 

 今回ご要望いただきましたので、バス事業所と協議させていただきたいと思います。駅

周辺については、札幌と北広島の境目が難しく、また所有者はＪＲ北海道ということで駐

車場はＪＲ北海道のグループ会社が管理運営しております。バスが駅前に入るということ

になると、転回スペースや駐車スペースが取れるかなどの問題もあるかと思いますので、

その辺も含めて協議をさせていただきたいと思っております。それから厚別東通から駅に
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向かって右折ができないということですが、それにつきましては、道路の部分ですので公

安委員会の関係もございますので調べさせていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

○市民 

 上野幌駅の利便性についてですが、今日の回答内容の中で平成 26年度には駅舎を含む周

辺地域の現状・課題等を把握するための調査を実施したということで、その内容で問題点

をいくつかまとめられておりますが、例えば駅員が配置されている時間が短いので延長で

きないのか、現在駅員の人数も少ないので安全面の観点から駅員を複数配置できないのか。

これらが改善されれば利便性の改善につながりますので、北広島市民が多く利用する駅と

してＪＲ北海道に要望していただきたいです。 

 

○中屋企画財政部長 

 交通状況、歩行者状況、利用者状況なども含めて 26年度に調査しました。しっかりと状

況を踏まえないと札幌市とＪＲ北海道と協議ができないので、まずしっかり現状把握する

ために調査をいたしました。バリアフリーの関係、駅前広場の関係、行政界の関係という

ことでＪＲ北海道と札幌市と、年 1、2回は必ず協議をさせていただいております。立場的

にこちらはお願いをする立場ということで、何度も同じような要望にはなっているのです

が、早期に対応が必要ということでお願いをしております。 

今駅員の配置時間・配置人数という話がありましたが、具体的な部分については押さえ

ていなかったところですので、その辺もＪＲ北海道に対して地域からのご意見があるとい

うことで、協議の中で伝えていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

９ 自由懇談  

○市民 

 ごみの関係で教えていただきたいのですが、2014 年から資源等持ち去り防止に関する条

例が制定されまして、資源ごみをできるだけ分裂をして出そうと努力しており、皆さんに

協力を得ております。 

西の里地区はわかりませんが、虹ヶ丘地区の方で学校の資源ごみの回収業者と自治会の

回収業者が違うために、業者によっては引き取らないということで、住民の方から意見が

ありました。業者さんの企業努力で解決する問題なのかはわかりませんが、その辺の防止

条例に向いた業者への指導や対応できる業者の斡旋などはできないのでしょうか。自治会

の体制と市の体制がバラバラでわかりにくいという意見があるのでちょっとその辺を教え

ていただきたいと思います。 

 

 



- 73 - 

 

○塚崎市民環境部長 

 私の方からお答えさせていただきます。まず持ち去りの禁止条例については、元々は市

に資源ごみとして出されたごみを民間業者などがそこから持っていくということを禁止す

るための条例です。つまり関係ない第三者が持っていくことを禁止するものなのですが、

実は町内会ではその中から一部を、町内会のために回収することが必要な場合があるとい

うことが判明したわけです。その部分については、持ち去り禁止の対象から外してもらえ

ないかということでこれを外すための対応策として、条例の中で市に対してこういう業者

が町内会のために何のごみを集めるので、それを認めてほしいということで申請を出して

いただいて、我々が中身を確認して認めればその部分は禁止から外すという条例になって

おります。その辺に関しては各町内会で判断してもらいたいと思います。 

次に資源ごみの回収内容が町内会・学校などによって違うということについてですが、

市の資源ごみというのは、皆様にお配りしておりますクリーンタウン北広島という冊子の

中で周知しております。ところが集団資源回収になりますと各町内会・団体でそれぞれ資

源回収業者と契約して実施するものになります。ですから各団体が契約先と何を集めるか

ということで協議をしていただくものなので、市が介入するものではありません。従って、

市の方に出していただくものはクリーンタウン北広島に基づいていただきます。また集団

回収については、各町内会と学校でそれぞれ業者と契約している以上、それぞれ分けて表

示していただかないと住民の混乱の原因になると思いますので、その点の工夫をしていた

だく必要があると思います。どういった表示にすればいいのかということについては当市

の環境課に相談していただければと思います。以上でございます。 

 

○市民 

 今答えていただいたことは全部わかっています。それを市のほうから、教育委員会や業

者に対して交渉して整理していただけないかという意見です。回収業者はそんなに多いの

でしょうか。多くなければ整理できると思うのですが。 

 

○塚崎市民環境部長 

 集団回収をする業者については、登録制にしておらず各町内会等が各業者とやり取りし

て契約しておりますので、こちらで整理できるものではありません。恐らくそういった回

収業者だけでも 20以上はあると思います。回収する資源が違うという部分については、契

約されている業者が、例えばペットボトルを扱えるか否か、その業者がペットボトルを資

源化できる業者とつながっているか否かということになります。 

どういう回収業者がどういう業者とどのくらいのつながりを持っているのかについて、

以前西の里地区の方から聞かれて調べたことがあります。その中でわかったのは収集方法

や取り扱っているもの、収集の方法によってそれぞれ換金額が違うということです。 

しかしながら、契約自体はそれぞれの町内会が歴史を持ってやっております。厳密に整
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理しようと思えば契約を改めれば可能なのですが、町内会と業者のこれまでのつき合いが

ある場合や、団体によってステーション方式がいい場合、戸別方式がいい場合などもあり

ます。従って、市で整理してほしいという要望は対応できません。各団体が十分理解され

たうえで今の業者と契約されていると判断しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○水口教育部長 

 私もＰＴＡ役員をしていたことがありますが、学校で契約する業者を決めるときは、毎

年度、ＰＴＡ役員の改正後に先生方や役員と申し合わせしながら、業者で一番換金率のい

いところと契約するというやり方をしていたかと思います。ＰＴＡ役員は 1 年交代になっ

てしまいますので、先生のアドバイスが大きいものではあるかもしれませんけれども、教

育委員会から指示はしていません。現状どのように対応しているかは、参考までに聞いて

みます。 

 

○市民 

 先ほどの件で業者によって回収の方法は違うということでしたが、市で出している補助

金は業者・資源が違っても同じなのか、業者・資源によって違うのかお聞きします。 

 

○塚崎市民環境部長 

 まず、市が補助金を出す基準は 1 キロあたり 4 円というのは変わりません。あくまでも

町内会さんが出されている集団資源回収の量に対して補助金を支出しますので、集めるも

のが何であっても業者がどこであっても変わりません。 

しかし、回収業者が契約している町内会に支払う換金額がそれぞれ違います。それも理

由があり、回収資源が違うことや、回収のための移動に伴う費用のかかり方などによりま

して、換金率が変わってくるということになります。 

市で回収するものとしては、新聞紙や雑誌、ビン・缶等の有価なものについては入札を

かけて一番高く買い取れるという業者に売っております。ペットボトルや容器包装物のプ

ラスチック、紙製容器に関しては国の基準に従って出しているという状況です。 

 

○榎本市民課長 

そのほかございませんか。ないようですのでこれをもちまして自由懇談を終了させてい

ただきます。最後になりますが道塚副市長の方からごあいさつを申し上げます。 

 

10 閉会あいさつ ～巻末に掲載～ 
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平成 28年度 市 政 懇 談 会 

北広島団地第２住区自治連合会 

平成 28年 11月 24日（木）18：00～ 

北広島団地第２住区集会所 

出席者 36名（連合会 24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 

（1） 空き地・空き家の管理と住み替え事業について 

（2） 指定避難所・緊急避難場所の整備について 

（3） 白樺 3丁目～同 2丁目の横断歩道の安全確保について 

（4） 緑地帯や公園の街路樹管理について 

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。中屋企画財政

部長です。浜田総務部長です。塚崎市民環境部長です。駒形建設部長です。福島保健福祉部長で

す。秘書課福田主査です。市民課生活安全担当近藤主査です。同じく佐藤主任です。十河主事で

す。本日道塚副市長におきましては他の業務が入ってございましたので欠席させていただいてお

ります。以上が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 

 皆さんこんばんは。今日は第 2 住区の市政懇談会ということで市長様はじめ皆さんにお集まり

いただいて、私どもの日頃より感じていることについて質問等をし、ご回答いただく良い機会で

す。 

第 2 住区自治連合会は四季ごとに色々なイベントを実施しており、昨今の日本全体の問題であ

る少子高齢化は多分に漏れず当地区でも高齢者が増えており、高齢化率も上野市長が心配するよ

うに高くなっております。 

今日は 4点ばかりご質問等ございますので、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 

○自治連合会長 

 早速自治連合会役員の紹介をしたいと思います。総務部長の細川です。副会長の島宗です。同

じく副会長の佐野です。会計部長の日比です。以上で出席している役員の紹介を終えます。 

 

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 

○自治連合会長 

 私の方から一括してご説明させていただきます。 

（１）空き地・空き家の管理と住み替え事業について 

① 第 2 住区管内では、高齢化の進展と人口の減少に伴う空き地・空き家が散見され、周辺の

住居者から管理についての意見や申し入れがあるため、自連としてはその対策に苦慮してい

る。  

② 昨年の市政懇談会では、若い世代の北広島団地地区への積極誘導策についてと具体的な例

を挙げ、申し入れを行いました。  

③ 市は本年 3 月に「北広島市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を作成し、今年度から「北

広島市住み替え支援事業」実現の検討に入っているとのことであるが、現実の実態と市の構
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想をどのようにマッチングさせるのか。 

 

（２）指定避難所（双葉小学校）緊急避難場所（5か所の公園）の整備について 

北広島市は災害が少なく、私たち住民も安心な生活を営んでおりますが、昨年秋の共栄地区

の水害避難や 5 年前の東日本の大災害・今年の熊本地方の大地震さらには本道を襲った 4 本の

台風など、想定外の災難が続いている。特に冬季間における避難場所は、それぞれ積雪に覆わ

れ、指定場所として非常に脆弱と言わざるを得ない。市としてこれら避難場所の整備・管理に

ついてどのような対策を取ろうとしているのか、見解を求む。 

 

（３）白樺 3丁目～同 2丁目間の横断歩道の安全確保について 

団地環状線のうち、白樺町 3 丁目～同 2 丁目間の横断される住民のうち特に通学時間には、

小学生 9人中学生 4人高校生 5人・バス停に向かう一般人 10人程その間通過する車両は約 70

～90台で札幌方面に向かっている。横断歩道の約 100メータ手前には、40キロ制限の標識と

27年度設置の横断歩道ありの標識があるが、完全に無視され、横断歩道に見廻り隊の旗を見る

とスピードを緩めるというのが実態である。そのため、横断歩道手前 50メータ～100メータ間

の車道を凹凸の路面にし、スピードの抑制に努めるよう道路改良を要望する。 

 

（４）緑地帯や公園の街路樹管理について 

北広島団地地域が造成され 40 年が過ぎました。当初から計画的に緑地帯や公園が整備され、

団地を訪れる方々からも緑の豊かな点が話題になり住民として自慢できるものです。しかし、

住民の視点からは、下記のような意見があります。 

・樹木の繁茂により街路灯の明かりがさえぎられて以前より暗く夜の歩行・通行が不安であ

る。駅前から南町方面の北進通り沿いは生協などの店舗営業が終わると歩道がとても暗く

なってしまう。青葉緑地（通称いす公園）内は青葉 3・4丁目方向の方々の利用も多く通勤

通学で利用しているが、日没後は以前に比べとても暗い状態。 

・樹木の陰により日照が遮られ、せっかくの芝生がしけった状態になる。 

・自治会員個々が、住宅付近の樹木剪定（枝剪定・幹の高さの調整等）の要望を 5～8年ごと

に出し対応して頂いている。 

街路樹・樹木の管理は、毎年繰り返され経費のかかる市全体の課題です。緑豊かな北広島団

地の良さを享受しつつ、高齢化が進みボランティアで枯葉集めをする姿にも大変なものを感じ

ています。市として今後の展望をお聞かせ願いたい。 

 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明 

○中屋企画財政部長 

（１）空き地・空き家の管理と住み替え事業について 

 企画財政部長の中屋でございます。よろしくお願いします。1 点目の住み替え事業についてご

回答させていただきます。 

市では人口減少への対策として本年 3 月にまちひとしごと創生総合戦略を策定いたしまして子
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育て支援・定住促進・産業振興・北広島団地地区の活性化など、さまざまな政策に取り組んでい

るところでございます。団地地区の活性化につきましては、市内で最も高齢化率が進んでおり、

かつ、人口減少が進んでいる地区ということですので、将来のまちづくりを見据えて団地地区の

活性化に向けた政策を重点的に取り組むこととしているところであります。 

その 1 つとして、住み替え支援の仕組みを構築し、高齢者の住み替えと若い世代の団地地区へ

の移住を支援することによって、地区における若い世代の人口割合を高め、バランスのとれた地

区形成を図るということとしております。本年 9 月に官民連携して住み替え支援協議会を設置い

たしまして住み替えの仕組みの構築、既に定住促進に向け取り組んでいる事業もありますが新た

な支援の方策などについても検討を始めたというところでございます。今年度からスタートした

総合戦略の事業でございますけれども、北広島団地の名称が集合住宅をイメージさせるというこ

とで、団地のイメージアップの推進のために、ゆとりのある住環境であるという魅力を伝えるイ

メージアップ動画の作成、子育て環境に最適な北広島団地で暮らすことをイメージしてもらうた

めの団地モニターツアーを開催したほか、来年度には愛称を募集するという予定となっておりま

す。更に、空き家の流動化ということで有効活用に向けて空き家の解体に対する支援制度の創設、

生活バス路線の維持確保を図るため、路線・対象地区を特定したバス利用促進の取り組みのほか、

団地線を含めた市内全域の公共交通について、持続ある公共交通網の構築を図る形成計画の策定

を予定しており、中長期的な視点でのまちづくりを進めているというところでございます。 

なお、定住促進施策として 26年より実施をしておりますファーストマイホーム支援事業でござ

いますが、これまでに市全体で 346世帯・1,278人、団地地区では 64世帯・242人の定住につな

がっているというところです。特徴的な部分では団地地区に定住される方が、26 年度は全体の

14％、27年度は全体の 18％、今年度は全体の 20％ということで、年々利用者が増えてきており、

団地地区の定住が少しずつではございますが増えているという状況です。住区別図を見ますと第

1住区が 14件、第 2住区が 17件、第 3住区が 20件、第 4住区が 13件ということで、こちらの

地区は青葉町の 8 件が一番多いという状況であります。この制度につきましては来年度以降に親

世代との同居・近居といった新たな視点を加えた制度への移行を 考えているほか、人口減少と

少子高齢化が進む団地地区への子育て世代の誘導についても検討してまいりたいと考えておりま

す。以上です。 

 

○浜田総務部長 

（２）指定避難所（双葉小学校）緊急避難場所（5か所の公園）の整備について 

 総務部長の浜田と申します。よろしくお願いいたします。避難所の関係についてご回答したい

と思います。指定避難所・収容避難所となります双葉小学校と一時避難所・緊急避難場所となり

ます 5つの公園、この各避難場所についての特に冬季におけるあり方についてです。 

ご指摘のとおり、冬季期間における災害につきましては、本市だけではなく北海道において最

も懸念される課題の 1 つであると考えております。公園につきましては 5 か所ありますが、これ

らを常時除雪しておくというのはとても困難です。冬期間におきましてはいかに迅速に指定避難

所である双葉小学校を開設して被災者を受け入れできるかということがとても重要であると考え

ております。そのため現在、この避難所の近隣に居住する市職員を避難所開設担当として指定し
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ようと、考えております。この市職員は震度 5 弱の地震が起きたらすぐ指定避難所に行ってもら

い、できるだけ早く避難所を開設する方法について検討しております。 

指定避難所における寒さ対策としましては、ストーブ・毛布・寝袋・簡易カイロ等の暖房関連

物資の備蓄を進めているほか、多くの民間企業と災害協定を結んでおり、まだ協定を結んでいな

い企業に対し、できるだけ多く協定を結べるよう進めております。協定の内容としては、災害時

における物資や燃料等の優先的な供給をお願いするものであります。それから本年度から避難所

運営ゲーム（HUG）机上で避難所をどのように運営していくかシュミレーションするという研修

を町内会等の出前講座として開催し、特に冬期間における避難所運営について、地域の方々に模

擬体験していただくという取り組みを進めております。いずれにしても災害のときには、自助共

助公助ということがとても重要になりますので、そのことについてもお伝えしているところでご

ざいます。私の方からは以上でございます。 

 

○塚崎市民環境部長 

（３）白樺 3丁目～同 2丁目間の横断歩道の安全確保について 

 市民環境部長の塚崎でございます。交通安全について、私の方からご回答させていただきます。 

白樺町 3 丁目から 2 丁目の間の横断歩道の安全確保についてですが、緑陽通を南町方面から里

見町方面に車両が走行した場合、横断歩道手前がカーブになっておりますことからドライバーの

皆さんは約 100ｍ手前で、横断歩道が認識できるという状況になっております。市としては、こ

の横断歩道が通学路となっておりますことから現状よりもさらに前から横断歩道があることを認

識できるように昨年に注意看板を設置したところでございます。また地元の皆様の見回り隊をは

じめとした地域の方々の見守り活動によりまして、これまで横断者が交通事故に巻き込まれてい

ないという状況でございます。しかし信号機のない横断歩道につきましては横断待ちの人がいて

も車両が停止しないなど、危険性について問題があると言われており、横断歩道箇所への信号機

の設置につきましては北海道公安委員会に対してこれまでも要望を行っておりますが、現時点で

は信号機の設置に至っていないという状況でございます。このため市としましては設置について

継続して公安委員会に対して要望を続けていくこととしております。また市の方で可能な対策に

ついてですが来年度以降、路面改良等が実施できないのかどうかということを検討させていただ

きたいと思っております。私の方からは以上でございます。 

 

○駒形建設部長 

（４）緑地帯や公園の街路樹管理について 

 建設部長の駒形でございます。緑地帯や公園の樹木それと道路の街路樹の管理について、私の

方からご回答いたします。 

公園緑地の樹木の剪定につきましては、樹木の成長に伴って隣接する住宅などに対して日照、

電波、健康などの被害が及んだり、倒木の危険や防犯上から見通しの確保が必要というような樹

木について、その状況に応じて剪定などの対応をしてきているところであります。 

ご指摘の青葉緑地内の樹木につきましては、防犯上の観点から照明灯の周りを中心に部分的な

剪定を行ってまいりましたが、青葉緑地につきましては樹木全体が大きく成長しているというの
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が現状でございます。緑地内が日陰となりまして、芝生が湿った状態になっているという状況も

確認されているところであります。そのようなことを含めて、来年度以降、青葉緑地につきまし

ては緑地内の樹木の剪定と景観に配慮しながら間伐を行うと共に、防犯上の観点から笹等も繁茂

していることから笹刈りも含めて実施してまいりたいと考えているところであります。 

主要な幹線道路などの街路樹の剪定につきましては、現在市の方では 3～5年程度の頻度で剪定

を実施しております。第２住区に関係するところでは、今年度、北進通にありますプラタナスの

剪定を行うこととしておりますが、時期が遅くなってしまっている状況であります。そして、照

明灯の機能を損なう箇所におきましては、優先的に剪定を実施し、併せて電波障害や日照などに

支障となる樹木についても、景観などに配慮しながら状況を確認して対応しているという状況で

あります。 

落ち葉の処理等につきましても、市民の皆様に大変ご協力いただいているところでありますが、

雨天時によるスリップの事故防止と落ち葉が雨水桝に詰まりますと道路が冠水してしまうという

状況になりますので、雨水桝詰まりを防ぐために幹線道路と公園緑地につきましては、風向きな

どで落ち葉が恒常的に多く溜まる場所などで、それぞれ回収作業を実施させていただいていると

ころであります。以上のことから、今後におきましても状況に応じて樹木の剪定や落ち葉の清掃

などを実施してまいりたいと考えているところです。以上です。 

 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

○自治連合会長 

 道路について再質問いたします。前向きにやっていただけるということで非常に有難いです。

現状として、朝の通学時にできるだけその地点を通ってほしいと警察に要望し、双葉小学校の地

点に毎回来ていただいております。問題は南町１丁目から高台の交差点に抜けるところまでに車

両がスピードを出しています。また、一時停止をしないことにより警察から罰金を徴収される者

もおります。大体罰金を払っている者は年金しか貰っていないお年寄りだと思います。 

それからもう一つ、冬期間の避難場所の除雪についてです。市としては、もしものことがあっ

た場合に、公園等に一時的に避難場所として駆け込むような指導・指示をしていただけるのか、

その際にその箇所の除排雪はされていて確実に避難できるのかお聞きいたします。 

それから住み替え事業につきましては、強制的な指示は、日本の社会ではできないと思います。

色々とご検討されているようですし、アンケートもやるみたいですのでその辺を見守ってみたい

と思っております。 

それからプラタナスの間伐・笹刈りにつきましても地域の自治会長さんでないと詳細はわかり

ません。自治会長さんから意見ありましたらご発言をお願いいたします。ありませんか。 

 

○浜田総務部長 

 避難所の除雪の関係ですが、特に冬の災害として考えられるのは大地震ということになります。

災害が起き、家に全く住めるような状況ではなくなった時には、近くの公園に一時的に避難して

も寒い状況でありますので、できるだけすぐに避難所に避難していただきたいと考えております。

冬期間における緊急時について、その辺を明確に示せるよう具体的な内容を検討したいと思いま
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す。 

 

○市民 

 先ほど会長からお話しがありましたプラタナスの件ですが、エッフェル塔のプラタナスはきち

っと刈り込んでいます。通路側の何百ｍもきちっと刈り込んでいます。あのような景観というも

のにできないものかなと思います。それはお金が掛かることですぐには無理かもしれませんが、

今の北広島は景観がないと思います。そのようなことは検討できないかと思います。 

それと、小中一貫ということになりますと、近頃横浜市で騒がれているいじめなどは北広島に

はないのかと思います。小中一貫にして合計９年間もいじめられると大変な話になります。是非

その部分の配慮を今からしておいたほうが良いのではないかと思います。以上です。 

 

○駒形建設部長 

 まず、プラタナスの剪定ということでお話しをいただきましたのでご回答いたします。ある程

度樹高が揃っているところもあれば、成長の遅いところもあり木によって成長の度合いが違う部

分もございます。そのような中で会長さんからもお話しのありました防犯面など色々な部分を考

えながら、今後剪定をしてまいりたいと考えております。ただ、パリのような形の剪定というの

はなかなか難しいと思います。よろしくお願いします。 

 

９ 自由懇談 

○市民 

 小中一貫ということになりますと、近頃横浜市で騒がれているいじめなどは北広島にはないの

かと思います。小中一貫にして合計９年間もいじめられると大変な話になります。是非その部分

の配慮を今からしておいたほうが良いのではないかと思います。以上です。 

 

○吉田教育長 

 教育委員会の吉田でございます。いじめの件と小中一貫教育のお話しをいただきました。 

まず、小中一貫教育のお話の前に市内でいじめはあるのかということですが、数年前に文科省

でいじめの定義が整備されまして、受けている側がいじめであると訴えればそれはいじめと認知

するということで判断することになっており、毎年６月と１１月の２回、子どもに対し聞き取り

をしております。その中で、６月の時点では、いじめとして取り扱って指導を続けたり、親御さ

んに伝えようという案件が１０数件あります。その子がどう思うかということなので、ゼロにな

ることは恐らくないかと思います。また、そこには軽度のものから重いものまで様々と言えます。

１・２年生であれば、嫌なことを言われたからいじめと捉える子どももいますし、昨今のように

継続的に心も体も痛めつけるような悪質なものもあると思います。北広島市においては高学年、

中学校に進学しても追い詰め続けるような悪質ないじめというのは無いと思っております。ただ

昨今、１番問題なのは LINE 等の SNSです。私たちが分からないところでグループ化して、その

中で意地悪を言われたり、仲間外れにしたり、あるいは心ない言葉を書いたりというものがあり

得ます。私たちもオープンな SNSに対して、ネット巡回において検索をしていますが、LINEな
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どの対個人のやり取りによる SNSについては巡回できないので、隠れてそういったことが行われ

ているかも知れないという危機意識を常に持ちながら、発信があれば捉えるように、先生方に指

導しているところであります。発見すれば即対応するということで考えております。地域からそ

のようなことが伝わってくれば、学校経由で直接子どもに話を聞くこともありますし、周辺の子

ども達に聞き取りをすることもあります。また、校長先生を代表として各学校にはいじめ対策委

員会というのがありますので、その中で課題として組織的に対応しようと考えております。 

次に、小中一貫教育といじめの関係ですが、小中一貫教育という言葉をお聞きになられると、

小学校１年生から中学校３年生まで同じところで授業を受けているというのが小中一貫だとイメ

ージされると思いますが、当面、北広島市では分離型小中一貫教育と言いまして、現状の小学校

と中学校を使って、カリキュラムという教える中身や方法を揃えて９年間で子どもを見ていこう

という取組になっています。従って、同じ場所で小学生と中学生が毎日のように学ぶということ

は今のところ考えておりません。将来的にはそのような学校も作れますので、制度導入後、落ち

着いたら考えていきたいと思っております。 

いじめの話に少し戻りますが、小中一貫教育制度を導入する理由に、小学校から中学校に上が

る時に、現状どおりですと先生方の間で小学校での状況を簡単に引き継ぐのですが、小中一貫教

育になれば、その子ごとの小学校１～６年生までに色々あったことを詳しく引き継げます。先生

方が状況をしっかり把握して次に引き継ぐという意識に変えていくということが大事な方法とし

て小中一貫教育に取り組もうと思っているところであります。 

報道では、小中一貫というと同じ施設に同じように居て１人がいじめられたら、ずっと９年間

いじめられ続けるという報道も時にはあります。私は可能性としては、ゼロではないと思います

が、そのいじめを避けるために、あえて小中一貫に臨みたいと思います。子どもの生活も学習状

況も綿密に繋げながら、サポートしていこうという考え方でもあります。 

私が今申し上げたことは、全ての状況において言えることではないと思いますが、そのような

考え方ですので、前段申し上げましたようにいじめが発見できれば早急に対応しますし、９年間

の中でそのようなことがあっても小中学校の先生が相互連携し、理解したうえで対応・サポート

するという考え方の小中一貫と考えております。よろしくお願いいたします。 

 

○市民 

 実は、南町第２自治会というのは、南町公園と白樺緑地、緑葉通外周の緑地で周りが緑に囲ま

れておりまして、非常に環境の良い地域です。ところがここ何年か前からカラスが非常に多く住

み込んでおり、緑地の中に巣作りをしています。そのカラスによって、我々町内会のごみステー

ションを荒らされるという被害が非常に多いです。この対策が非常に大変です。金網を張ったり、

ごみを被うネットを頑丈な物に切り替えたりして対策を練って対応していますが、それでもなお

かつ被害があります。また、巣作りをしている時にその近くを通りますと攻撃される可能性があ

り、大変危険です。実際にカラスに攻撃される被害も出てきております。このような問題もあり

まして、町内の住民の方からカラスの駆除をお願いできないかという要望があがってきておりま

す。色々と動物愛護だとか難しいところもあるとは思いますが、何かしら対策をしていただきた

いです。 
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○塚崎市民環境部長 

 今お話しのありました、カラス対策についてご回答をさせていただきます。結論から申し上げ

ますと、駆除が難しいと思っております。 

本来、ごみ対策ということで言いますと、私どもは最終処分場を持っていますので最終処分場

周辺であればハンターさんにお願いして撃つということができます。しかし、町内会のごみステ

ーションのあるところはもちろん住宅地ですので、この周辺で発砲するということはできません。

そのような意味で、なかなか対応が難しいと考えております。実際に巣作りをやっている時は、

簡単に言うとカラスは興奮しておりますので、自分の敵だと思えば攻撃するようになります。そ

のような意味では、カラスに対して刺激を与えないというのが対応方法になります。 

また、ごみステーションの対応がどうにかならないかということですが、カラスは頭が物凄く

良いです。1 番良い対応策は、ごみステーションの中にボックスを設置していただいて、その中

にきっちり入れていただくということをやっていただくというのが良いという気がしております。

ご存知かと思いますが、市のほうでごみを有料化させていただいた時に、ごみボックスを作って

いただくための補助金制度を作りました。この補助金につきましては、2 分の 1 の補助かつ上限

額が 10 万円です。つまり、20 万円までのごみボックスを作れるようにしました。その中でカラ

ス対策ができるような足の高いごみボックスも出てきております。そういった物をご利用いただ

きながら、ごみ対策をやっていただければ有難いと思っているところでございます。根本の原因

であるカラスの対応策はお答えできないのが申し訳ないですが、現状として人間も賢く立ち振る

舞う必要があるという部分をご理解いただき、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 

○市民 

 何かしら対応をしますと、さらにそれを追いかける形でカラスがアクションを起こすというこ

とで、結局はいたちごっこをずっとやっているということです。ごみボックスを取り替えるにし

ても、半分補助をいただきましても半分は町内会が出さなければならないということもありまし

て、やっぱり負担が大きいです。予算の問題もありますので、100％出していただけるなら大変有

難いのですが。また問題として、公園内の通路を子ども達が歩いていますと、同じように攻撃さ

れます。大人であればある程度注意しながら通りますが、子どもになりますとそうはいきません。

そこでまた被害が出てくるということになりますと怖いので、何らかの対策が必要ではないかな

という感じがします。 

 

○塚崎市民環境部長 

 決定打は先ほど申し上げたとおり、無いです。今お話しがありましたように、子ども達に対す

る注意喚起は学校等を通じてやっていただくというところになると思います。巣作りの巣を撤去

したらどうなるのか、札幌市で実施していましたが、その際にどうなったかと言いますと、巣を

落としたとしても新しいカラスがそのテリトリーに入ってきて、新たに巣作りをするということ

の報告を受けています。 

そのようなこともありますので、大変申し訳ないのですが、人間の方がもう一歩賢くならない
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とだめだという風に考えております。先ほど私が申し上げました、子ども達に対する注意喚起な

どについては、学校の協力も得ながらやっていきたいと思っておりますので、ご理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○市民 

 まず、お礼からさせていただきます。通学路の舗装について、建設部長さんに 3 年に亘って要

求しており、本年度実施していただきましてありがとうございました。私は双葉小学校の見守り

隊の隊長を仰せつかっており、毎朝見ていますが、前までは転んでいる子ども達もおりましたが

今はそのようなことも無くなって本当に本年度実施していただいたことに感謝します。 

これから福祉の問題について 3 点ばかりお聞きいたします。今年度からバス乗車についての助

成が始まりました。これは本当に我々65歳以上に対しては有難いです。タクシーに乗る際にもシ

ルバー年齢ということで、1 割はタクシー会社が負担してくれますが、タクシーばかりには乗っ

ていられないということもあり、今年度からバスに乗る時には 100円の助成があり非常に助かっ

ております。この制度は 29年度も継続でやっていただけるのかお聞きします。また、免許を返納

した方には 2 万円の助成をしておりますが、私たち高齢者は 2 千円ということになります。私た

ちの額をもう少し増やしていただけないかということも合わせてお聞きします。 

それから毎回、市長さんにもお願いしていますが、我々65歳以上の温泉入浴についてです。2、

3年前は年間 10枚でしたが、何とか 1ヶ月に 1回ということで 12枚にしていただきました。去

年は、お年寄りは温泉も好きですし、温泉に入るということは健康にも繋がるということで、医

療費の削減になるのではないかということで市長さんにも 15枚か 20枚に検討していただけない

かということでお願いをしていましたが、残念ながら 28年度もそのままでした。市の情勢を聞き

ますと、工業団地が順調に売れているということ、石屋製菓も入ってくることなどから、固定資

産税もどんどん上がるのではないかと思います。ですから少しでも予算を増やしていただきたい

と思います。我々高齢者が特に北広島で恩恵があるのはこの温泉入浴の助成だと思います。私の

助成券は使いきりました。去年の市政懇談会で市長は拡大を検討すると言っていましたが、他の

部長さん方が反対したせいか、実施されませんでした。来年度はひとつお願いしたいと思います。

今は 1ヶ月で 1枚の助成です。もう少し助成していただきたいと思います。 

もうひとつ、今若い世代が北広島に入ってくると 50万円の助成をしているということを聞きま

した。しかし、この北広島市内に産科の医療機関は無いですよね。婦人科は 1箇所あります。色々

若い世代に入って来いという声を掛けても、やはり赤ちゃんを産める場所が無いというのは良く

ないと思います。ファイターズの誘致も考えているようですが、病院の誘致を進めていくべきで

す。それから泌尿器科がありません。わざわざ北広島の市民が他の市町村に行くのはどうかと思

います。6 万人規模の都市で泌尿器科、産科が無いというのはぜひ改善していただきたいなと思

います。 

市も問題が山積で大変だと思います。これらを解決するためにはぜひもう 1 期、上野市長に頑

張っていただきたいです。よろしくお願いします。 

 

○中屋企画財政部長 
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バスの助成についてご説明いたします。今年からバス利用の助成ということで、6 月から始め

ました。70歳以上の方に年間 2千円ということで、団地の活性化を目的とし、北広島市の団地線

において団地地区と東部地区の方限定ということで進めさせていただいている事業です。6 月か

ら始めたばかりということで数ヶ月間の実績でしかありませんが、若干の利用者が増えていると

いう状況はございますけれども、もう少しこの辺の助成券の交付が利用の増加に繋がっているか

というところが今後検証していくものと考えております。総合戦略に位置づけた事業ですので、

基本的には来年度も継続ということで考えておりますけれども、額についてはもう少し検証させ

ていただきたいと思います。 

 

○上野市長 

去年も検討すると答えたということでありますが、担当部署から意見や提案が色々と上がって

くる中、財政面も含めて最終調整を行った上で、最終的には 12枚の発行となっております。お気

持ちはわかりますので、今の提案については心にきちんと受け止めながら査定をしておりますの

で、ご理解願いたいと思います。 

 

○福島保健福祉部長 

 産科の件について、私の方からお答えします。産科不足については、全国的な問題として国

でも考えられております。子どもを産む方について、ほとんど全ての方は札幌や恵庭などの近く

の産婦人科に行っていただいて出産されております。市としても大きな課題と捉えておりまして、

今年から妊婦健診時の通院費について助成を始めました。また、根本的に産婦人科が市内にない

ことから、医療機関の誘致について検討をしており、現在要綱等の策定作業をしているところで

ありますので、もう少しお待ちいただければ、産科誘致が本格的に進むかなと考えております。

しかし先ほどお話ししたとおり、全国的な問題でありますので、正直なところ誘致がなかなか難

しいところです。また、産科と同じように市内で足りない科目もありますことから、そういった

科目の医療機関の誘致を今後検討したいと思っております。以上です。 

 

○市民 

 先ほど市長からも話がありましたけれど、石屋製菓が隣の土地を買いましたが、あそこにコン

サドーレか何かが来るということですか。 

もうひとつ、北進通の歩道の反対側が今、自転車道路になるということで、まだ全然手が掛か

っておりません。あれは実際に自転車道路を作るのでしょうか。 

それから春先の花植えの時に、ガードレールの淵の舗装と淵石の間に雑草が凄いです。春先に

１回と秋口に自治体が除草剤を撒いております。その点も考えていただけないかと思います。簡

単でよろしいのでお願いします。 

 

○上野市長 

 石屋製菓が今建てているところは、2 万 2 千㎡くらいです。新しくダウ化工のところも買いま

したので合わせて 4 万 5 千㎡くらいあります。色々な人は、サッカー場が入るのではないかとい
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う事でコンサドーレのスポンサーということもあり、噂される方がおりますけれども、今のとこ

ろ何も決まっていないです。今建設中の工場をまず稼動させてから検討するということで、今年

中には全部建物もタンクも撤去するという事になっておりますけれども、まだ今は決まってはい

ないところであります。 

また、自転車道は市役所のほうから来て、駅を渡って来るのですがＪＲの線路淵を通らなけれ

ばならないという事で、作る予定ではありますが、ＪＲとの協議がなかなか進んでいないのが現

状というところであります。 

 

○駒形建設部長 

 私ども建設部で事務局をしております緑化推進委員会から、町内会の皆さんのご協力で毎年花

苗を植えていただいております。その中で私どもの方に、植樹桝の雑草がひどいというお話しを

いただいているのも事実でございます。市で何かできないのかというご相談をいただくのですが

市としては、皆さんの善意のボランティアでやっていただいているということですので難しいと

ころであります。しかし、町内会も高齢化してきてなかなか辛いというお話しもお聞きしており

ますので、例えば、植樹桝の土がちょっとやせてきたなどの場合、資材は緑化推進委員会の方で

用意するように考えており、今ご指摘のガードレール淵や縁石の淵のようなところは、草の繁茂

の状況に応じて対応を検討してまいりたいと考えております。よろしくお願いします。 

 

○市民 

 日頃、市役所の皆さんにお世話になりましてありがとうございます。ちょっと粒が小さい話で

恐縮ですが、自治会の資料をプリントするのに団地住民センターを使わせていただいていつもお

世話になっているのですが、カラーコピーができず、カラーの部分についてはコンビニに行って

印刷しているのが現状です。是非、団地住民センターのほうにもカラーコピー機を設置していた

だきたいというお願いでございます。よろしくお願いします。 

 

○塚崎市民環境部長 

 団地住民センターの管理をやっておりますので私のほうから詳しくお話したいと思います。ご

存知だとは思うのですが、団地住民センターについては管理を委託しており、指定管理者が運営

しております。その中に、市役所の連絡所が入っているということになっております。今カラー

コピー機を入れてほしいということでしたので、指定管理者のほうとも協議させていただく中で、

可能かどうかを検討させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○市民 

 いつもお世話になってありがとうございます。お願いなのですが、これからの除雪のことでお

聞きしたいと思います。除雪の機械が出た時にごみステーションの間口を少しでも空けていただ

きたいです。前日降った時については私たちで道を空けておくのですが、朝起きたら、除雪した

雪がごみステーションの前に置いていかれてしまいます。そうすると、剣先スコップじゃないと

雪かきができない状態になっております。できればごみステーションの間口を空けていただきた
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いです。札幌市の場合は、ごみステーションの前は必ず空けていってくれます。あとは贅沢を言

いませんので、町内会の皆さんも高齢者になっておりますのでひとつお願いできれば助かります。

よろしくお願いいたします。 

 

○駒形建設部長 

 私も実は、町内会でごみステーションの除雪をしております。そのようなお話しは私どもも良

く伺っています。今、除雪機械はどのまちでもそうだと思いますが、限られた除雪機械の台数で、

出動しており、通常の除雪作業は夜中１２時～１時頃に出動しまして、朝の７時までに道路を空

けることとしております。そのような中でごみステーションの間口を空けることができればよろ

しいのですが、限られた時間で限られた台数の除雪機械で除雪作業を行うという現状の中ではな

かなか難しい状況であります。ただ、先ほどお話しいただいたような重く硬い雪の塊などは、オ

ペレーターの気付く範囲になるとは思いますが、できる範囲で対応してほしいというお話しを業

者に対して指導したいと思います。気付かずにそのまま置いていく大変失礼な時もあるかとは思

います。なかなか常に間口を空けるというのは今の北広島市の除雪の状況の中では難しいと考え

ております。よろしくお願いします。 

 

○市民 

 今、部長さんの言っていることはよく分かります。北広島の除雪運転手さんは札幌から比べる

と上手いと思います。だから対応可能だと思います。ごみステーションの間口を空けられると思

いますので、なんとかそうした状態にしていただきたいと思います。１回バックして対応してほ

しいということになれば大変だと思いますが、そこまでは求めておらず、往復時でも何でも、対

応さえいただければ問題ありません。なんとかその部分だけはお願いしたいと思います。 

 

○駒形建設部長 

 極端な置き雪という部分については私どものほうで業者のほうにしっかりとお話しはしたいと

思います。ただ、どうしても間口に少し入ってしまうというのは大変申しわけありませんが対応

が難しいところですのでご理解の程よろしくお願いします。 

 

○榎本市民課長 

 その他ございませんか。無いようですのでこれをもちまして自由懇談を終了させていただきた

いと思います。色々な貴重なご意見をいただきまして、大変ありがとうございました。終わりに

あたりまして、吉田教育長のほうからごあいさつを申し上げます。 

 

10 閉会あいさつ ～巻末に掲載～ 

※副市長不在の為、教育長あいさつ 
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平成 28年度 市 政 懇 談 会 

北広島団地第３住区自治連合会 

平成 28年 11月 25日（金）18：00～ 

北広島団地第３住区集会所 

出席者 33名（連合会 21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 

（1） 交差点見直し不良改善及び団地から輪厚方面のバス道路の改善 

（2） 除雪体制の推進について 

（3） 地域防犯の中核をしている「青色防犯パトロール隊」の後継者について 

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。中屋企画財政

部長です。浜田総務部長です。塚崎市民環境部長です。駒形建設部長です。福島保健福祉部長で

す。岡秘書課長です。市民課生活安全担当近藤主査です。同じく佐藤主任です。十河主事です。

本日道塚副市長におきましては他の業務が入ってございましたので欠席させていただいておりま

す。以上が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 

 こんばんは。市政懇談会のテーマとして３つほど私の方から提出させていただきましたところ、

快く受けていただきましてご回答をいただくような形になりました。また、今日は市長様はじめ

教育長様、各部長様がお見えになって我々の懇談テーマに対しての意見を回答していただけると

いうことに大変感謝しております。私どものテーマを主にまとめた者が 3 名おりますので後ほど

当連合町内会の担当から趣旨説明をさせていただいた後に市の部長様からご回答をいただくとい

う形になります。実り多い懇談会ができればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

４ 自治連合会役員紹介 

○自治連合会長 

 連合町内会の役員を紹介させていただきます。改めて自治連合会長の富井です。副会長の岩木

です。総務部長の佐藤です。会計部長の高橋です。環境衛生部長の森です。福祉部長の花田です。

青少年体育婦人部長の跡部です。交通防犯部長の近藤です。広報部長の小松です。防災部長の玉

田と集会所部長の野鶴は欠席です。 

 

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  

○市民 

（１）交差点見直し不良改善及び団地から輪厚方面のバス道路の改善 

・里見町 2丁目外周道路下って里見 4丁目外周道路とバス通り交差点。 

右折する際右側に小高い山と樹木が有り、道路が右カーブしているため竹山温泉側から車が、

尚いっそう見えづらい。事故も発生しているので小高い山の掘削と、樹木の伐採を要望する。 

・輪厚スマートインターが 24時間通行できるようになり、サンパーク方面から輪厚方面のバス道

路を利用する車が多くなり、冬期は坂道も多くかつ S カーブの連続で過去にも死亡事故が発生

している現状なので、大きな事故が起きないように道路の拡幅等の改善を要望する。 
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（２）除雪体制の推進について 

第 3住区自治会連合会の区域の里見町 1丁目、2丁目、3丁目、高台 3丁目等区域は北広島団

地内において最も高所位置に立地するため、冬期間にあっては他地区に比較し風雪が強く、一日

当たりの降雪量や吹き溜まり箇所が多く通勤や通学、通院、買物など日常生活にも支障が生じる

ことが多々あるほか、防災、防火、緊急事項の対応への不安が拭いきれません。このため年々小

型除雪機を所有する町内会会員が多く、公道の雪を施設帯や敷地内に移動していただいて通路の

確保をしています。また高齢化が進み、業者に委託して除雪、排雪している会員も増えている実

態にあります。このような状況は、当地区の降雪実態に即した除雪対応が実施されていない為と

思われます。冬期間の除雪、排雪により安全、確実な通行を確保することは、定住、生産年齢人

口の定着など地域の発展に必要不可欠な課題です。このために次の対策についてご検討をいただ

き、来シーズンには、実施していただきますようお願いします。 

① 里見町 1丁目近辺に降雪量を測定する拠点を設置していただき、この降雪データに基づき除

雪をしていただきたい。 

② 道路パトロール車の巡回の回数を増やし、除雪・排雪に反映していただきたい。                                

③ 積雪量を勘案してロータリー車を稼働していただきたい。 

④ 未明から夜明けの降雪に合わせた除雪を行い、日中の安全な道路を確保していただきたい。 

⑤ 里見町 4丁目外周道路と市道高台輪厚線の交差点は、カーブと坂道のほか除雪による雪山が

あり極めて危険状況にあるので、排雪を実施していただきたい。 

⑥ 外周道路は冬季においても、ウォーキング、犬の散歩等で多くの会員が利用しているので交

通事故防止の観点から除雪をしていただきたい。 

 

（３）地域防犯の中核をしている「青色パトロール隊」の後継者について 

第 3住区自治会連合会で「青色防犯パトロール隊員」5名全員が高齢（平均 75歳以上）となっ

て運転の不安を感じ平成 29年 3月を以て辞退しますとの申し入れがなされました。当自治連合会

として、地域防犯の「青パト隊」の必要性から後継者の募集を単位自治会へその協力を要請しま

した。60 歳～70 歳位までの人は現在では就労、そして、少子高齢社会にあって後継者の協力は

難しい状態です。少しでも隊員を確保しやすくするために何らかの環境を変えることが大切で、

後継者あるいは、その候補となられる方々への配慮が必要と思われます。 

① 北広島市は 5 地区（東部・団地・西の里・大曲・西部）に分散しているが「青色防犯パトロ

ール隊」の現状を教えていただきたい。 

② 市が地域の安全安心のまちづくりとして地域、防犯協会、警察署などとの連携を「青色防犯

パトロール隊」を含め防犯のまとめ役として活動しやすくその調整されるよう助力していただ

きたい。 

③ 少子高齢社会で、「青色防犯パトロール隊」への申請、変更、退任、などの手続きで簡単な仕

方など工夫されるよう厚別警察署への働きかけをお願いしたい。 
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７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明 

○塚崎市民環境部長 

（１）交差点見直し不良改善及び団地から輪厚方面のバス道路の改善 

 こんばんは。交通安全を担当しております市民環境部長の塚崎です。まずテーマの 1 番目につ

いて、私の方から回答させていただきます。 

ご要望のありました交差点についてですが、竹山温泉側がカーブしているため、安全の確認が

しづらい状況にあるということから、この交差点内に補完するためにカーブミラーを設置してい

るところでございます。また緑地を管理している担当部署におきましては、見通しの確保のため

に歩道に入りこんで繁茂している箇所の笹刈り等を昨年に実施したところであります。ご要望が

ありました部分につきましては、来年度笹刈りの範囲を拡大することを緑地管理担当部署と連携

を図り実施するということを内部で決めております。また私どもの部署としましては、広島輪厚

線の通行車両への注意喚起をこれまで以上にやるべく、標識を設置するという形で、今後とも当

該交差点の交通安全確保に努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。 

 

○駒形建設部長 

（１）交差点見直し不良改善及び団地から輪厚方面のバス道路の改善 

いつも大変お世話になっております。建設部長の駒形でございます。 

ご要望のありました広島輪厚線につきましては北広島団地地区と輪厚地区を連絡する道路でし

て、その沿線には北広島リハビリセンターなどの施設が立地しているという状況です。そういっ

た中で道路の勾配や線形の抜本的な改築・改修というのは現時点では非常に困難な状況でござい

ます。ただ平成 22年に発生した非常に痛ましい死亡事故がありました。そういったものも踏まえ

て、今後ともこの道路を通行する車両に安全運転を看板等により啓発してまいります。また、ま

きえもんという自動的に凍結防止剤を散布する装置、砂箱を設置させていただいております。砂

箱については、坂道にあるということもあり、車を停めて撒くというのがとても面倒・難しいも

のであるとは思いますが、そういった形で冬期間の凍結路面対策をしております。市としても凍

結防止剤を散布する装置を積載した車両を活用するなどして、関係部署が連携して今後とも交通

事故の発生の抑止に努めてまいりたいと考えております。よろしくお願いします。 

 

（２）除雪体制の推進について 

続きまして除雪体制の推進ということでご回答いたします。 

1 つ目の里見町１丁目付近に降雪量を測定する拠点を設置して降雪データに基づいて除雪をし

てほしいということについてですが、里見町１丁目の近傍ということで昨年から緑陽中学校の駐

車場の端部にて、降雪時に除雪担当員が積雪量を測定させていただいております。出動判断につ

いては、この積雪量を参考にさせていただいて行っているところであります。昨年から実施して

いるため、まだデータが不十分な状況というのもありますので、今後におきましても、緑葉中学

校の駐車場の端部において引き続き測定を行いまして除雪出動時の判断要素にしてまいりたいと

考えているところであります。 

2 つ目の道路パトロール車の巡回数を増やして除雪排雪に反映してほしいという要望について
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ですが、道路パトロールにつきましては降雪状況や風雪の状況に合わせましてパトロール車が巡

回しているという状況でございます。この中で路面状況の把握を行いながら除排雪作業に反映さ

せるように今後も努めてまいりたいと考えているところであります。 

3 つ目の積雪量を勘案して、ロータリー車を稼働してほしいということについてですが、新雪

除雪の繰り返しによって冬期間、掻き分け除雪ということで住宅側に、道路に降った雪を掻き分

けさせていただいて道路幅を確保していくという除雪方法になっているものですから道路幅が狭

くなった場合には現地の状況を確認させていただき必要と判断した場合に、ロータリー除雪車で

の拡幅作業を行ってまいりたいと考えているところであります。 

4 つ目の未明から夜明けにかけての降雪に合わせた除雪を行い、日中の安全な道路を確保して

ほしいということについてですが、昨シーズンは非常に明け方から雪が強く降り出し、通勤通学

時間帯に除雪を終えることができずに生活道路の除雪作業を見合わせることが例年よりも数多く

ありました。除雪作業は基本的には、夜中の 12時から 1時ぐらいまでの間に降った量、今後降る

予報データを元に除雪作業を判断させていただくということで、だいたい 1 時ぐらいから朝の 7

時頃までの、通勤通学時間帯までに終えるように、作業を行っているという状況でございます。

そういったところで歩行者の安全を確保することや通勤通学の時間帯に除雪車が動いていると交

通渋滞や事故等が懸念されることから、そういったものを防ぐために明け方から降り始めた降雪

に関しては除雪作業を見合わせることがあったということでございます。何とかご理解をいただ

きたいというところでございます。また未明からの降雪により生活道路の除雪を見合わせた場合

であっても通勤通学時間帯までに作業が終了することが可能な歩道や幹線道路などの除雪につい

てはできるだけ行うようにし、市民の皆様の少しでも良好な冬道環境の確保に努めてまいりたい

と考えているところであります。 

5 つ目の里見町 4 丁目外周道路と市道部分の雪山が非常に危険で排雪を実施してほしいという

ことについてですが、降雪の状況によっては常に良好な状態を保つというのは自然が相手なもの

ですから、なかなか難しいところもございます。市としては可能な限り見通しをよくするために

雪山を低くするように努めてまいりたいと思います。交差点内の雪山についても高くなった場合

には排雪を実施するなどして対応してまいりたいと考えております。 

6 つ目の外周道路における冬期間の歩道除雪について回答させていただきます。現在、外周道

路の歩道除雪につきましては路線バスが通行する山手町の緑葉公園から山手町 4 番通線、いわゆ

るバス通りまでの間については、住宅側の除雪を現在行っており、それ以外の区間では、現在は

除雪していないという状況であります。この残りの部分の除雪につきましては山手町のバス通り

の交差点から里見町 6 丁目までの約 3 キロメートルの除雪延長がございます。小学生や中学生が

通学する歩道の除雪は年々少しずつ増加しているという中で費用や除雪車の運用などの体制確保

の観点から、現在の段階では対応が非常に難しい状況であるということからご理解のほどをよろ

しくお願いしたいと思います。除雪体制の推進については以上でございます。 

 

○塚崎市民環境部長 

（３）地域防犯の中核をしている「青色パトロール隊」の後継者について 

 青色防犯パトロール隊につきましては、防犯ということで市民環境部にて担当しておりますの
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で、私からご説明させていただきます。 

まずパトロール隊の現状についてご回答いたします。パトロール隊の市内の状況ですが、まず

東部地区に 2隊、団地地区に 4隊、大曲地区に 1隊、西の里地区に 1隊、西部地区に 1隊という

ことで、各地域にパトロール隊が存続するという状況です。それぞれの活動についてですがパト

ロールの実施頻度につきましては、隊ごとに独自の計画が立てられており、その中で実施されて

おります。実施方法につきましては、地元の自治会や地区の防犯協会等と連携されまして、日々

の防犯パトロールや歳末の防犯パトロール等を実施していただいているところです。 

次に市の役割や対応についてご回答いたします。市内の防犯活動につきましては、地区の防犯

協会をはじめとして青色防犯パトロール隊、見守り隊などの地域が主体となった防犯活動が実施

されてきております。市ではそれぞれの地域が主体となった防犯活動につきましては、大変重要

な活動であり、また効果的であると考えておりますことから、地域での防犯活動の支援策として

防犯協会連合会への交付金の交付、それから防犯資器材の貸与・支給等を行っているほか、各地

区防犯協会の連合会であります、北広島市防犯協会連合会の事務局として地区防犯協会間の連携

や厚別警察署との連絡調整などをさせていただいているところであります。今後とも地域の防犯

関係団体が連携して活動が実施できるよう努めてまいりたいと考えております。 

最後に防犯パトロール隊の申請についてですが、この申請等の手続きにつきましては一般の自

動車が青色回転灯を装着し点灯することは、道路運送車両法で禁止されております。したがって

青色防犯パトロールを実施するために、警察署へ申請手続きをしていただき、運輸支局等で車検

証の交付手続きが必要になっております。このことについて厚別警察署に問い合わせしたところ、

これらの手続きにつきましては決められた手続きであることから簡略化は難しいというご回答を

いただいたところであります。実際はどのようにしたらいいのかということで警察署に再度問い

合わせたところ、実施者のサポートをできる限り対応していきたいというお話しがありました。

それで手続きに関する書類の取り寄せ、また不明な点などがありましたらお気軽に市役所の私ど

もの窓口の市民課又は直接厚別警察署の方にご連絡いただきたいと思います。 

地域における安心安全なまちづくりのためにパトロール等をしていただく青色防犯パトロール

隊の存続にこの地域の皆様が多大なるご努力をされているということが改めてわかりました。心

から感謝を申し上げますとともに今後とも安心安全のためご協力いただくことをお願いいたしま

して、回答とさせていただきます。 

 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

○市民 

 交差点の件について、笹刈りをしていくということで、去年もやっていただきました。しかし

ほとんど効果ありません。本当に交差点の手前の小高い丘があるので、普通乗用車だと対向車が

来ているのか全く見えません。笹刈りだけでは全く問題改善できないと思います。竹山温泉の通

りから降りてくると一番下に中央バスの停留所もありますので、バスが停まっているとなおさら

見えません。それこそ、そこに生えている木を伐採しないと状況改善は不可能だと思います。伐

採も含め、改善していただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
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○駒形建設部長 

 おっしゃった部分について、私も実際に現場を見させていただいております。やはり笹の葉が

かなり成長しておりまして、のり面を大きく塞いでいるということがあり、バス本体やバス停留

所の見通しを若干阻害しているという状況がございます。バス停を動かすというところについて

は私どもでは難しいところですが、まずは笹を一度刈らせていただいて、その後に交通安全担当

部署と連携をとり、笹刈りの効果や状況も確認しながら今後の対応を検討し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。 

 

○市民 

 青パト隊についてです。12月から隊員の募集について、各自治会にお願いしようと思っており

ます。我々第 3住区の隊員は以前 5名ぐらいだったのですが、現在は 2名で活動しております。

また、第 4 住区も我々と同様に平成 19 年から発足しており、当時は 5 名で活動していたが、現

在は 3 名で活動しているというお話しでした。我々の地区も第 4 住区も市議会議員さんがメンバ

ーになっている状況です。 

我々が懸念しているのは担い手が現れず、隊員がいなくなる可能性を恐れております。さらに

詳細を調べると、現在活動されている方は任期の取り決めが無く、発足してから 10年間継続して

隊員をしていただいている状況です。まして隊員は高齢ですので、こんな無茶な仕事を警察で認

めているという考え方自体がよくわかりません。ここ数年、高齢者の危険運転に伴う事故をよく

耳にします。隊員の方に聞くと防犯協会や警察から、引き続き就任をお願いしたいと言うような

ことで、防犯活動に対する気持ちが強い 2 人は、そのお願いを引き受けたと聞いております。と

りあえず青パト隊が維持できるということなのである意味では安堵しております。しかし隊員数、

任期の延長及び高齢化といった問題は解消されているわけではありません。ですので、その辺を

考え直してもらわないと活動が成り立たないので、何とか対応いただきたいということでテーマ

として上げさせていただきました。私としてはやはり地区に必要な団体と考えておりますので、

その辺の対応をよろしくお願いいたします。 

 

○市民 

 同じく青パト隊の件についてですが、どこの住区もそうだと思いますがお話しが出たように現

在成り手がいません。自治会とは別団体ということで、青パト隊の方からも自治会で成り手問題

を何とかできないのかという要望が何年か前からありましたけれども、連合自治体の中に防犯部

はありますが、この地区には防犯協会がありません。そのような中で、はたして青パト隊が必要

なのか、私は疑問に思います。市として青パト隊が絶対必要ということであるならやはり成り手

を見つけるためにＰＲすることが必要ではないかと思っております。今まで市からは何もしても

らっていなかったと思います。それは警察の所管だからという理由でしょうが、市として絶対に

必要な団体ということなら対策、手段を講じなければならないと思います。 

次にテーマで出している交差点の見通しのところで、カーブミラーを設置しているということ

でしたが、そのカーブミラーが見づらいです。設置場所も考慮が必要ではないかと思います。以

上です。 
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○塚崎市民環境部長 

 まず青パト隊のことについてご回答いたします。実態的に先ほどもお答えさせていただきまし

たけれども、高齢化が進む中で青パト隊に限らず、各役員の成り手がいないという部分につきま

して、私どもとしても課題として捉えているところでございます。 

青パト隊につきましては、ご存知と思いますが市で作った団体ではなく、警察の方で手続きを

踏めばパトロールをしていただくことが可能となるので、ぜひ集めていただければということで

発足された団体で、皆様から自発的にやっていただいているというところであります。市としま

しては、青色回転灯の貸与等のサポートをさせていただいております。実際に活動していただい

ている皆様につきましてはそれぞれの隊で計画を立て、無理のない中で活動していただきたいと

いうことで実施していただいております。この青パト隊も市内における安心安全を守っていくた

めの大事な団体であると認識しておりますので、これからも防犯協会と連携しながらサポートを

させていただきたいと思っております。繰り返しになりますけれども、青パト隊の維持にご尽力

いただいたことに対して、本当に心から感謝申し上げます。 

 

○市民 

 除雪の問題ですが、私たちの実情を理解していただいているのかわかりません。里見町 1・2

丁目、あるいは緑陽町 5～7丁目あたりに市役所職員がお住まいであればその方たちはこの地区の

現状についてどう感じているか聞いてほしいです。やはり市役所の皆さん方はまだ現状を認識さ

れてないのではないかと、今の回答で感じました。里見町と青葉町との間に降雪量の違いがある

かという認識をお持ちかどうか、この 1点だけお聞きしたいと思います。 

 

○駒形建設部長 

 降雪量の違いという部分ですが、市の職員も住んでおりますし、私自身も団地地区に住んでお

りまして、やはり住区ごとで状況が違う状況ということは承知しております。しかし、降雪量に

ついては風向き１つで状況が変わりますことから、常に 3・4住区だけ雪の量が多いということで

はなく、例えば北の風が強く吹いていたりすると低地帯である長沼・栗山方面の地区あたりが大

雪になることもあるということです。雪の多さに関しては、団地の上と下いうところでは上の方

がやはり少し多いという部分はあるかとは思いますが、ずば抜けて多いということではなく、あ

くまでも自然が相手なので下の方が多く降るときもあるということであります。少しあいまいな

回答で申し訳ありませんが、ご理解願います。 

 

○市民 

 自治連合会としてパトロールが必要だということで、意見は一致しているところであります。

今年、3・4丁目自治会の会長をやらしていただいている中で、そこにお住まいの青パト隊の方が

81歳になられます。もう流石に活動が厳しいということを聞きました。いろいろお話しする中で、

ボランティアとはいえほとんど援助がないのかなと思いました。ある程度やりがいを持っていた

だくためには、そういうボランティアとはいえど金銭的なサポートがあるべきなのかなと思いま
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す。具体的には車の任意保険に対する一部を助成するなどのサポートがあるといいのかなと感じ

ました。それからやりがい・モチベーションについてですが、もうちょっと市と地域で盛り立て

る動きが必要ではないかと考えております。例えば市の広報等で、青パト隊で活躍されている方

を紹介してみんなで感謝するという気持ちを醸成するなどの場がないと、大変だけど頑張ってや

ってみようという若い人も生まれてこないのかなと思いました。これらが現状を解決するための

一つの手立てになるかと思い、ご意見を申し上げたところです。以上です。 

 

○塚崎市民環境部長 

 貴重なご意見ありがとうございます。まず、市でどのようなサポートをしているかといいます

と、金銭的なサポートについては微々たるものですが一人 5,000 円分をサポートしております。

ただし青パト隊の活動はボランティアですので、受け取る方もいらっしゃいますし受け取らない

方もいらっしゃいます。また、今ご提案のありましたモチベーションを上げるために市の広報等

で青パト隊の方の紹介をしてはということにつきまして、なかなか難しいところではありますが、

とてもいい案だと思いますので検討したいと思います。ありがとうございます。 

 

○市民 

 除雪体制の外周道路についてです。昨年も冬にウォーキングや犬の散歩を朝にされている方が

おりますが、どうしても雪が外周側の方に積もるのですが、去年も 3 件ほど交通事故が起きそう

になって、住民の方からもっと除雪排雪できないのかとクレームがありました。その雪のせいで

住民の方は車道を歩いています。住民の方からこの市政懇談会で意見をあげてほしいということ

も出ておりますので、今回あげさせていただきました。事故が起きないうちに対策を講じていた

だきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○駒形建設部長 

 やはり少しでも健康維持していくというところでお散歩やウォーキングなど、盛んにされてい

るかと思います。私どもとしてもすぐにそれらに合わせて除雪の対応ができれば本当は良いので

すが、先ほど言ったような市の状況のためなかなか難しいところです。しかし、除雪を繰り返し

ていく中で歩道が雪で通れずに危険な状況があるとのことですので、私どもとしては拡幅除雪に

おいてロータリー車で路肩に溜まったところの雪を外側に出す作業もしておりますので、その中

で対応してまいりたいと思います。ただしその作業は、基本は年 2 回ほどで、状況によって回数

が増減するというような形というのが現状でございます。ひとつご理解のほどよろしくお願いし

ます。 

 

９ 自由懇談  

○市民 

 市では小中一貫教育を進めようとしているということで、明日に説明会も予定しておりますが、

高校まで含めた小中高一貫教育というのはどうなのでしょうか。小中高一貫教育を進めている自

治体もあると聞いているので、ちょっとお伺いいたします。 
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○吉田教育長 

 ご質問ありがとうございます。実は小中高一貫となりますと、高校との関係で設置者の問題が

あります。高校は道立あるいは私立になりまして、小中学校は義務教育ですので市町村立という

ことになります。 

まず例として中高一貫教育というのが構想として 10年くらい前からありまして、最近では札幌

で中高一貫校ができています。ただしこの学校はどちらも札幌市立なので中学校と高校の一貫化

ができたものです。また、道で登別に１校、初等中等学校というのがございまして、その学校は

どちらも道立なので一貫化ができたものです。 

例えば北広島高校や北広島西高校と私どもの所管している小中学校とつなげていこうとすると

設置者が違いますので、カリキュラムをつなげることはできると思いますが一貫となると相当ハ

ードルが高いので、なかなか難しい課題というのが 1 つです。また実は、西の里小学校、西の里

中学校、北広島西高校でキャリア教育という視点で、小学校から高校まで職業観だとか夢や目標

を持って将来自立していくまでサポートする仕組みができないかということで調査・研究してお

ります。ただこれは一貫教育のほんの一部分でしかないのですが、先駆けとして挑戦していると

ころです。一つご理解いただければと思っております。以上であります。 

 

○市民 

 若葉町 4 丁目バス停の周辺についてです。勾配のカーブのところは本来、内側が低く外側が高

くなければならないと思います。このような勾配は道路設置法かわかりませんがちゃんとした基

準があるのではと私は思います。それにも関わらず、その基準を満たしていないので危険だと思

います。大事故になっていないのが不思議なくらいです。道路の欠陥ではないでしょうか。あの

道路ができてから 40年以上ですがまだ改善されておりません。これからやはり改善しなければな

らない課題だと私は以前から思っておりました。緑陽通の方にも似たような道路がありますし、

以前交通事故死があったところもやはり似た状況だったために起きた事故だと私は自分なりに解

釈している部分があります。普段その道路を走らないような外部の人がスピードを出して走った

らバスを待っているところに突っ込むのではないかと思います。何とか改善を検討していただき

たいと思います。 

また街路灯の新設についてですが、市では補助金がＬＥＤを除いて補助率が 2 分の 1 です。1

灯で大体 160,000 円程度かかると思いますがその半額を小さな自治会・町内会に負担させるとい

うのはいかがなものかなと思います。そもそも街路灯というのは団地造成がされたときに設置さ

れるべきだと思います。街路灯がなく、やはり変質者や窃盗事件がその周辺で何度かありました。

街路灯は市民の安全を守る、いわゆる防犯のために設置する物です。したがって 2 分の 1 の補助

ということが性質的には制度として疑問です。やはりある程度公共性のある、皆が恩恵を受ける

要素があるものだと思います。財政的にもいろいろ難しいとは思いますが、100％補助すべきだと

思います。新設が必要かどうかということも含め、市が対応するべきかと私は思うのですが、い

かがでしょうか。 
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○駒形建設部長 

 青葉町４丁目バス停周辺のカーブについて回答いたします。一般的には片勾配といわれるもの

で、道路構造令で定められているものであります。一定のカーブの曲率半径などに応じて片勾配

を付すことということになっておりますが、北広島団地に北海道が道営住宅を造成した際、その

構造基準の中に、市街地の特例というものがございます。市街地の特例というのは市街地の中の

カーブについては片勾配を付さないことができる規定、そういった特例というのがございます。

その中で北広島団地を造成した際に、このような形に整備されたということであります。冬場は

やはり、おっしゃるとおり中央通や緑陽通などのカーブの中にはスリップ事故が懸念される箇所

もあることから、冬期間については凍結防止剤の散布の頻度を上げて、事故の防止に努めさせて

いただいているというのが現状でございます。以上であります。 

 

○市民 

 私はその対応策が不十分だと思うから申し上げています。やはり 1 度改めて実際に見てもらっ

て、どれだけ酷い勾配になっているか考えてほしいと思います。ぜひ改善を検討してください。

よろしくお願いします。 

 

○塚崎市民環境部長 

 先ほどの街路灯について回答いたします。まず街路灯につきましては地域における犯罪の防止、

交通安全のためということで設置補助をさせていただいているところでございまして、補助率に

つきましてはＬＥＤについては 3 分の 2、それ以外の街路灯は 2 分の 1 を基準として補助してお

ります。市役所ではこの街路灯の設置の他に、維持管理費ということで電気料につきましても補

助させていただいております。町内会ごとに 1 世帯当たり 1,000 円程度の負担で済むように補助

して町内会の必要経費を一定以上は出さないようにするよう対策をとってきているところでござ

います。実際の設置にかかる費用に 160,000 円掛かるというお話しでしたが、本来は本体のみだ

と 3～50,000 円程度だと思いますので、これは街路灯を付けるための支柱を新設することも含め

た金額だと思います。支柱を新設する場合には基礎工事もありますので、費用は高くなるとは認

識しておりますが、これまでどおり設置に関しては 2 分の 1 ということで、現状どおりとさせて

いただきたいと思います。設置については、現在の街路灯の切り替えや新設も含めての実績には

なりますが、多いときですと年間 600灯以上の要望があります。市としては、財政面の圧迫とい

う現状もありますことから早く電気料の安いＬＥＤに切り替えていきたいということで力をいれ

て対応しているところですので、ご理解いただきたいと思います。以上でございます。 

 

○市民 

 電気料補助の件です。電気料の補助率は固定になっており、1 世帯あたり 1,000 円程度の負担

ということですけれども、ＬＥＤにすることによって結構電気料が安くなっても自治会の負担は

変わらないということですよね。市としての財政負担が減るというものだと思うのですが、そう

いった認識でよろしかったですか。 
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○塚崎市民環境部長 

実際にはそういったことになります。 

 

○市民 

 特に団地地区において高齢化が進んでおります。先ほどの青パト隊もそうですが、自治会役員

も非常に苦労しているという実態があります。輪厚工業団地や駅近くに工場ができていますが、

そこで雇ってもらえるのが、いわゆる働き先が何人分くらい増えたのか、もしわかれば教えてほ

しいなと思います。せっかく市を造成して工場を呼び込んでも若い人の働き先となっていないの

であればちょっとどうかと思います。市民の転入出に伴う入れかえもありますが 1 年 1 年高齢化

は進んでいきます。65 歳となると団地内は 45％を超えます。若い人を呼び込むに当たり、働き

先は非常に重要な課題であると考えますが、その辺をお聞きしたいです。よろしくお願いします。 

 

○上野市長  

 流通に関しては、現代はコンピュータが主流になっています。その中で社員を雇って製品の検

品をしたり、トラックで運んだりするようなイメージになるかと思います。色々な流通の企業が

来ており、具体的な働き口としての人数はお示しできませんが、例として駅近くに工場を建設し

ている石屋製菓も 200人近くは応募したいという話もありますので、かなりの雇用先があるのか

なというイメージです。 

 

○市民 

 先ほどの街路灯についてですが、支柱を立てるということは、そもそも本来あるべきところに

ないから支柱を立てざるを得ないという状況だと思います。これは団地造成をしたときに作って

おくべきものです。我々地域住民の生活・安全・防犯のために、町内会たったの 100 程度会員で

ございますが、我々が負担しなければならないというのはどうしても納得いきません。例えば今

ある街路灯をＬＥＤに切り替えるというのは、それこそ 2 分の 1 補助でもいいと思いますが、新

設せざるを得ないということは支柱があるべきなのに無いから我々の費用がかかるということに

繋がると思います。100％補助、あるいは 3 分の 2 でも結構ですけれども何とか拡大していただ

きたいと思います。まだまだ新設しなければならないような箇所が私の町内会にもございます。

一つご検討よろしくお願いいたします。 

 

○榎本市民課長 

 そのほかございませんか。ないようですのでこれを持ちまして自由懇談を終了させていただき

ます。さまざまなご意見やご質問をいただきましてありがとうございました。終わりに当たりま

して吉田教育長の方からごあいさつを申し上げます。 

 

10 閉会あいさつ ～巻末に掲載～ 

※副市長不在の為、教育長あいさつ 
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平成 28年度 市 政 懇 談 会 

西部地区連合町内会 

平成 28年 11月 29日（火）19：00～ 

農民研修センター 

出席者 34名（連合会 20名、市側 14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） 西部地区の道路・交通環境整備について 

（2） 自衛隊の砲撃音問題について 

（3） 交通弱者問題について 

（4） 研修センターの有効利用のための整備について 

（5） 中学校の環境整備について 

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。中屋企画財政部長です。浜田総務部長です。塚崎市民環境部長です。駒形建設部長です。櫻

井教育部次長です。岡秘書課長です。池田西部出張所所長です。市民課生活安全担当近藤主査で

す。佐藤主任です。十河主事です。以上が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 

 皆様寒い中お集まりいただき本当にありがとうございます。本日は上野市長、吉田教育長を始

め多くの職員の皆様に足をお運びいただいております。西部地区連合町内会は本年度１０項目の

要望を懇談テーマとしております。本日の市政懇談会が私たちにとって有意義な懇談であること

を願いましてご挨拶とさせていただきます。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 

○連合町内会副会長 

 会長の泉田さんです。副会長の川崎です。総務担当の伊藤さんです。会計担当の北口さんです。

監事の土井さんです。地域対策専門部長の川上さんです。夏祭り専門部長の武田さんです。前会

長で顧問の菊池さんです。副会長の木下さんと総務部長の柴田さんは欠席しています。以上です。 

 

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（当日は連合町内会の意向で説明を省略した） 

（１）西部地区の道路・交通環境整備について 

①大曲の国道３６号線や羊ヶ丘通りの慢性的渋滞解決について要望する。 昨年同様の内容にな

るが、西部地区から札幌方面へ移動の際、大曲交差点以降の渋滞は慢性化しており特に土日祭

日には渋滞に悩まされている。昨年の市政懇談会で市は、交通量の変化の把握や交通分散の取

り組みを試行し評価検証を行うと回答があったが、その内容について説明願いたい。 

②スマートインターチェンジの出入りについて環境整備を要望する。スマートチェンジの２４時

間化が実施されたことで利用者の増加が見込まれるが、パーキングエリア駐車場との併用で出

入り車輌の事故が予測される。実際地区の利用者から改善要望が聞かれている。駐車場の拡大

と共に、安全な通行の確保について当局に要望すべきと考えます。また、竹山線では大型車が

車線を越え大きく膨らんで進入路へ曲がっていくのを見かける。改善を要望する。 

③輪厚中央通りの完成と同時にバス路線の整備を要望する。輪厚中央通りは工事か目に見える形

で現実味を感ずるところである。工事は来年度中に完成するようだが、完成と同時に西部地区

の交通問題解決になるよう要望する。昨年は現在柏葉台を発着しているバス路線を輪厚地区へ
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延伸するよう要望したが引き続き要望を重ねる。 

④北広島島松 JA輪厚支店から自然の森キャンプ場までの道路脇歩道の整備を要望する。本件は、

長年にわたり要望しているが、大変危険な道路である。地元の学校やキャンプ場利用の子ども

達の安全のため早期に着手することを要望する。 

⑤輪厚中央通りの完成時の信号機の増設について説明願う。輪厚中央通りの完成後、三愛病院交

差点や中の沢線との交差点は信号機が必要であり昨年も要望しているが、現在小学校の児童は

歩道の無い新生町内会の住宅街を通学路としてりようしている。従前、通学路の改善要望では、

完成後輪厚中央道の歩道と隣接される公園を通学路として利用する旨の説明をうけている。昨

年、公安委員会に対し協議・規制要望を行うとの回答であったが、現在の状況を説明願いたい。 

 

（２）自衛隊の砲撃音問題について 

毎年要望している問題だが、砲撃音問題に関する進展はあるか。今年度の取り組みなど現状に

ついて説明願いたい。尚、最近上空を旅客期が飛行しているのを見かけるが、ルートの変更等が

あったのか説明をお願いする。 

 

（３）交通弱者問題について 

昨年同様の要望になるが、西部地区の三島・島松・仁別・輪厚など高齢化が益々進み買い物難

民、医療難民化が著しく悪化していることは明らかであり、早急な手当を望んでいる。昨年は今

後の検討課題であると回答されたが、新たな方策は整っているのか説明願いたい。 

 

（４）研修センターの有効利用のための整備について 

研修センターは従来セントラル空調で暖房をおこなっていたが、各室暖房に切替られたが、既

存ボイラーは撤去されずにある。ボイラー室の有効利用のため、早急に撤去をし不足されている

倉庫等に利用したい。検討をお願いする。 

 

（５）中学校の環境整備について 

西部中学校のグラウンドは野球部・ソフト部とも十分なスペースは無く、住民プール建築時に

は、将来のグラウンド用地も確保されている。また、豪雨には河川が氾濫し小学校グラウンドに

影響する事態も発生し、昨年は近所の子どもが川に落ち、たまたま気が付いた大人に助けられた

という事案があった。安全面や小学校の財産保護の面からも早期に総合的整備が必要である。再

度、整備計画について説明願いたい。 

 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明 

○駒形建設部長 

（１）西部地区の道路・交通環境整備について 

 改めましてお晩でございます。建設部長の駒形でございます。まず私のほうから、今回の懇談

テーマである「西部地区の道路・交通環境整備について」のうち、１つ目の大曲の国道 36号線や

羊ヶ丘通の慢性的な渋滞解決について説明させていただきます。 
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大曲地区の渋滞対策につきましては、北海道開発局、北海道警察本部、北海道運輸局、北海道、

札幌市東日本高速道路、北広島市を含めまして対策・検討を実施し、評価を行ってきているとこ

ろであります。平成 27年度の取組といたしましては、国道 36号線の大曲インターチェンジ付近

を主要渋滞箇所といたしまして誘導看板の設置やチラシ配布により、国道 36号線から羊ヶ丘通へ

の交通の誘導や大曲インターチェンジから輪厚スマートインターチェンジ、札幌南インターチェ

ンジへの利用促進を図る取組を実施したものであります。この取組によりまして、羊ヶ丘通や輪

厚スマートインターチェンジへの交通分担率が増加しているところであります。また平成 28年度

につきましても、商業施設の駐車場の位置や出入り口等を明示し、チラシ配布等の強化を行って

まいりますが、平成 27年度の取組結果からは抜本的な渋滞の解消や大きな改善には至らなかった

という状況であります。このようなことから今後につきましても、関係機関と連携いたしまして

引き続き渋滞対策を進めてまいりたいと考えているところでございます。以上であります。 

 

○中屋企画財政部長 

（１）西部地区の道路・交通環境整備について 

 企画財政部の中屋でございます。よろしくお願いします。私のほうから 2 つ目のスマートイン

ターと 3つ目のバス交通の関係につきまして回答をさせていただきます。 

まず、スマートインターチェンジの関係でございますけれども、24時間化に伴い、パーキング

エリア内の駐車場及び出入り口での事故等につきましては、現段階においては発生していないと

伺っておりますが、インターチェンジの利用状況、パーキングエリア内や周辺道路の状況を把握

するとともに、利用者の安全な通行が図られるよう東日本高速道路株式会社のほうに伝えてまい

りたいと考えております。インターチェンジに向かうアクセス道路についてでありますが、市道

の広島輪厚線との交差点ついては、北海道警察と交差点協議を行いまして交差点の巻き込み半径

が 14ｍを確保したという形状になっております。 

3 つ目のバス路線の関係でございますけれども、西部地区につきましては皆様ご存知かと思い

ますけれども、千歳線広島線、西部地区を発着として札幌方面と結ぶ路線が運行されてございま

す。西部地区につきましては、輪厚中央通、それから羊ヶ丘通、国道 36号線の整備が進められて

いるということで羊ヶ丘通につきましては、3 月に札幌方面への供用がされておりまして来年３

月には千歳方向への供用が開始されるという予定でございまして、今後、道路環境が変化をして

まいりますので地域の皆様の要望を踏まえてバス事業者と引き続き協議を行ってまいりたいと考

えております。柏葉台団地線の発着につきましては、現在新さっぽろ大曲線、大谷地線、柏葉台

線、柏葉台団地線が運行されておりますが、一部柏葉台団地線は平日の札幌行きが 47 便のうち

11 便が輪厚希望ヶ丘の始発です。札幌発の 43 便のうち 7 便が輪厚・希望ヶ丘行きという風にな

ってございます。輪厚地区までの延長につきましては、バス事業者に申し入れを行っております

が、なかなか現実には至っていないというところもございますので、引き続き申し入れを行って

いきたいと考えております。以上です。 

 

○駒形建設部長 

（１）西部地区の道路・交通環境整備について 
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 それでは私のほうから、引き続き、西部地区の道路・交通環境整備について 3・4・5番目につ

いてご説明させていただきたいと思います。 

まず 3番目から説明させていただきます。輪厚中央通につきましては平成 25年に事業に着手さ

せていただきまして、用地買収補償等を行い今年度から工事に着手しております。当初は平成 29

年度の完成を目指していたところですが、この事業は防衛省の防衛施設周辺整備統合事業補助金

をいただいて事業を進めているところであります。防衛省のほうの予算措置の関係から、現在 1

年遅れるという状況になっております。そのようなことから、現在のところ平成 30年度の完成を

目指しているところであります。3番目については以上であります。 

4 番目の JA 輪厚支店から自然の森キャンプ場までの歩道の整備ということで長年皆様から要

望をいただいているところでございます。ご要望のありました自然の森キャンプ場までの 1 .4km

の歩道の整備につきましては、輪厚中央通を含めた市内全域における市道整備の進捗や財政状況

などを勘案しながら早期に事業着手できるよう関係機関と現在、協議調整をしているところであ

ります。 

続いて 5 番目になります。輪厚中央通の完成時にそれぞれ広島輪厚線側、輪厚中の沢線側に信

号機の設置ということで、信号機の増設につきましては、信号機の設置指針、警察の中の公安委

員会の指針になると思いますが、そのような指針などの設置条件がありますことから当該交差点

が条件に合致するかを含めて、現在、厚別警察署など関係機関と協議を進めているところであり

ます。私のほうからは以上であります。 

 

○浜田総務部長 

（２）自衛隊の砲撃音問題について 

 総務部長の浜田でございます。私のほうからは砲撃音問題に関する進展について、取組の現状

などについての説明と、最近上空を旅客機が飛行しているのを見かけることについて、ルートの

変更があったのかというご質問についてご回答申し上げます。 

自衛隊の砲撃音問題についてでありますけれども、国による騒音測定の測定値につきましては、

北海道防衛局のホームページで公表されております。砲撃音の住宅防音区域の基準となる数値は

81LCden を超えたのは騒音測定開始以降、平成 26 年 5 月 24 日の島松で観測した 1 日のみです

が、天候や風向等によっては、この 81LCdenに近い数値も観測されているのが現状であります。

このようなことから市といたしましては、西部地区の騒音被害の実情を訴え、地域住民の生活環

境改善のために騒音測定器の増設につきまして、引き続き粘り強く国に対して要望してまいりた

いと考えております。本年は市長が 5 月に北海道防衛局長に要望を行ったところであります。次

に、旅客機の飛行ルートにつきましては、本年 10月、北海道を経由して国土交通省東京航空局新

千歳空港事務所に確認いたしましたところ飛行ルートの変更は無いとの回答を得たところであり

ます。以上でございます。 

 

○中屋企画財政部長 

（３）交通弱者問題について 

 次の懇談テーマであります交通弱者問題ということで、三島・島松・仁別地区で高齢化が進ん
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でおり、買い物や医療機関などに行くのが大変だということで、ご質問いただきましたので回答

を申し上げます。 

交通空白地域における交通の確保につきましては、平成 23年度から 25年度までの 3年間、乗

合タクシーの実証運行実施をいたしました。しかし、利用は少ないということで低調な結果とな

ったところでもありまして、利用者のアンケートにおきましても、「自動車を持っている」「用事

があったらすぐに行きたい」等の意見が多く出されたところでございます。現状では、交通空白

地域における乗合タクシーの利用ニーズは非常に低いということで当面は、本格運行の予定はご

ざいませんが、今後高齢化が進んでいくということで自家用車の利用を控えるということも懸念

され、何らかの交通の手段が必要になってくると考えております。市では本年 3 月に策定をいた

しました、北広島市まち・ひと・しごと創生総合戦略において利便性の高い持続性のある公共交

通網の構築に向けた公共交通網形成計画の策定を予定しており、その中で地区間を結ぶ路線の充

実や地域規模や利用実態に合った路線・便数、及び交通空白地域を含めた市全体の公共交通の在

り方、方向性を今後検討していくということにしております。 

 

○塚崎市民環境部長 

（４）研修センターの有効利用のための整備について 

 改めまして、市民環境部の塚崎でございます。私のほうから、農民研修センターの有効利用の

ための整備についてお答えさせていただきます。 

まず、当センターのボイラー室でございますが、昭和 49 年に防衛省の補助を受けて建設され、

ボイラーについても施設に必要な設備ということで機械室内に設置されたものでございます。こ

のボイラーにつきましては、現在使用されておりませんが建築基準法により必要とされている換

気を行う送風機がボイラーに内蔵されております。このことから、現在のところ撤去はできない

物ということになっております。また撤去に際しましては、防衛省に財産処分等の協議が必要と

なるところでございます。 

次に、この機械室を倉庫として変更することはできないかということでございますが、この変

更につきましては、防衛省補助の目的外使用に当たるということでございます。このためボイラ

ーの撤去とともに、これを転用することについては難しいものと考えておりますのでご理解をお

願いしたいと思います。私の方からは以上でございます。 

 

○櫻井教育部次長 

（５）中学校の環境整備について 

 教育部次長の櫻井です。私のほうから、西部中学校の環境整備について回答させていただきた

いと思います。 

グラウンド整備につきましては、河川の改修、立木の処理など大規模、金額的な部分も含めて

工事が必要となります。教育委員会としましては、慎重に検討しているところであります。ただ、

手狭という部分につきましては、当面隣接します、西部小学校のグラウンドの利用について学校

管理者間で調整を行いながら利用を図っていきたいという風に進めているところであります。 

次に新生町内会内の道路状況についてということで、具体的には輪厚児童館と旧町営団地の間
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にある道路の取扱いということで答えてありますが、西部中学校教員住宅前の道路について整備

できないかということだと思います。西部中学校前の道路につきましては、36号線の出口のとこ

ろに校門がありますように元々西部中学校用地の通路、公営住宅がありましたところの通路部分

を利用した建築基準法の既存道路として位置づけられております。ご要望のように、一般車両が

通行する道路として整備する場合には市道として整備する必要がありますが、既存道路は、道路

用地がありません。例えば、それを市道にする場合には、学校用地と分筆して用地を確保しなけ

ればいけないことや、それに係る費用なども多額になることが想定されております。また、市道

として供用した場合、抜け道として通過交通が増えることが予想されます。ここは西部中学校の

通学路として認定をしており、通学路の安全確保の面からも市道としての整備ではなく、従来通

りの既存道路として、今後も補修などで対応していきたいと考えております。以上です。 

 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

○市民 

 市長を初め幹部の方々、夜分お疲れのところご苦労様でございます。一番先に都市整備課の輪

厚三島線の件につきまして、要望したいと思います。 

自然の森キャンプ場までの歩道の整備ということで、輪厚三島線につきましては、もう 30年も

40年も前から大きな問題として地域から行政に対して要請している事案でございます。ご存知の

ごとく、ゴルフ銀座ということで 4つのゴルフ場があり、最盛の時には 1日 1箇所のゴルフ場で

200 台以上の車が来ることになり、4 つ合わせると 1,000 台近くの車が行き来をするということ

になります。それに加えまして、大型ダンプが現在、通年、1 日に相当な量の交通量があるとい

うことになっております。それからこの自然の森のキャンプ場の利用者は、去年も約 8,000 人、

今年も約 8,000人になっています。小学生・中学生は無料でこの数字には入ってないわけなので、

この児童・生徒さんも合わせると 10,000人以上は居るのではないかと思われます。1.4kmの工事

をするということになれば、非常に道路状況が険しい場所のため、莫大な費用が掛かるというよ

うなことでこれまで何十年も先送りされてきているわけです。今、申し上げたように輪厚三島線

というのは市内の道路としては No1であり、我々地域住民にとっては最優先課題として行政に取

り組んでいただかなければならない問題だと考えております。今まで相当な数の陳情書・要望書

を提出させていただいているという箇所でもあります。もうゴルフ場が完成してから 50年以上経

っているわけで、相当なゴルフ場の利用税が市に入っているではないかと思います。その一部を

還元していただきたいというささやかなお願いです。1.4km を全部やるということになれば大変

な費用となるわけなので、水汲み場から 100m くらい進んだところにとても急なカーブがござい

ます。そこでは大型ダンプは交差することが出来ません。今までにも何回も事故が起きておりま

す。昨年にも人身事故がございました。児童・生徒も通る道です。今までに児童・生徒が絡んで

いる事故がなかったのが不思議なくらいです。事故が起きなければ工事をしないという話もあり

ますが、それは別として 1.4km全体ではなく、部分改良工事ということで、昨年も町内会として

色々な写真や資料も提供し、要望したというようなことがあります。そこの部分の 100mか 200m

の範囲内だと思いますが、少なくてもそこだけはなんとか早期に実施していただければありがた

いと思いまして再度お願いいたします。以上であります。 
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○駒形建設部長 

 市といたしましても、地域から非常に強い要望があるという認識で受け止めさせていただいて

いるところであります。そのような中で、この道路の歩道を主体とした整備事業として立ち上げ

るにあたって、今、どこの自治体もそうですが財政事情等がございます。市として整備期間が短

い期間で対応でき、かつ、市に費用的な部分・メリットなども総合的に勘案して今後整備に向け

て関係機関と協議をさせていただいております。また昨年、一昨年も若本様のほうから水汲み場

の所のカーブもご指摘いただいているところであります。そのような所につきましても事業化す

るにあたっては、優先的に整備する区間についてもしっかり調査して取り組んでいきたいと考え

ております。以上です。 

 

○市民 

 要望の中のセンターの有効利用のための整備についてということですが、先ほど市民課のほう

から回答がありましたけれども、ご存知の通り、この建物は物凄く古いです。補助事業が行われ

たのが昭和 49年ということで、既に 40年以上が経過しております。老朽化が非常に進んでいて、

いたる所で雨漏りがあり、それと空調がないといけないので建築基準法では空調がいるというこ

とになっているからボイラーの機械の中にそのような設備があるから撤去できないということな

のですね。まず、基本的に防衛省の補助を受けて成り立ったというのは、よく分かっていますし

有難いことだと思っていますが、42年経ってもまだ財産償却のようなことは終わっていないので

すか。防衛省に協議しなければならないという風になっておりますが、協議した経過はあります

か。それと実際上、空調がなにも働いておりません。モーターも当然動いていません。空調を動

かすためには、外気からの吸気をしなければいけません。その換気扇ももう雨が吹き込むので塞

いでいるような状態です。そのような中で、建前上そうであるからというのはどうしても我々と

しては納得できません。私はセンターの運営委員会の代表もしておりまして色々と皆さんからも

要望があります。それに応えるために、何回もこの件については、市民課のほうに要望しており

ます。最初は、防衛省の補助を受けた事業なので簡単には出来ませんという答えでした。その事

業を受けて、今手が付けられないという法的な根拠というのはどういうことなのかをお聞きして

いますが見当たりません。何なら位置づけとして倉庫と言わなくても良いです。撤去するのを防

衛省と協議して認めてほしいです。そうすると、倉庫とは言いませんが、除雪用の色々な道具な

どが沢山あるので、そのような物を置くのにも非常に便利というがこの要望の趣旨であります。

そこを踏まえていただいて、センター全体をどのように建て替えるかという問題とも関連はある

かと思いますが、とりあえずは緊急に急ぐ必要性があるという課題だと思いますので、再度ひと

つよろしくお願いします。 

 

○塚崎市民環境部長 

 ただいま要望の中身をもう一度確認する意味で、お話しありました。私どもとしまして、この

施設を各部屋暖房にする際に防衛省のほうと色々協議をやってきております。その中で換気シス

テムは確かに使っていないです。ですが、建築基準の考え方からですと、必ず換気する必要があ
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るということになっているので、あのボイラーについては換気の役目があるということになって

います。普段使ってないとしても換気が必要になった場合についてそれを動かせば換気ができる

ので、その意味で建築基準法の考え方から、これについては取り外し出来ないということで防衛

省よりお話しを受けております。それからもう一つのボイラーを撤去した部屋を他の用途で使う

ということになれば、ここに書いてありますとおり、防衛省の補助金を受けていますので目的外

使用に当たるということに該当してくるというお話しが出ています。ボイラーそのものは耐用年

数がきていますので、恐らく財産処分の協議をすれば処分はしても良いという話にはなると思い

ます。ただし換気システムについては、今現在、各部屋暖房になったとしても、あれで換気する

ということになっておりますので、その部分の機能については残さなければならないということ

になると思います。その先の部分については過去の担当者から聞いているので、私どものほうと

してもそれ以上のことを今のところ防衛省とは協議してきていないのが事実です。以上です。 

 

○市民 

 換気システムは、点検対象外なので点検もやっておらず、実質的に動くかわかりません。市の

方から委託されている点検設備の中で換気設備などの項目はないと思います。法律の絡みがある

のはよくわかりますが、問題は使っていないということです。規定上こうだから手が付けられま

せんということではなく、現状どのようにしたら改善できるかという話をお聞きしたいです。な

ので、100 歩譲っても換気装置だけが撤去できないというのはおかしいと思います。実際の換気

装置周辺も含め、施設全体的にタイルは剥がれてきて非常に手間の掛かる建物になっています。

またスペースも狭く、色々な道具を入れる場所がありません。何とか対処してほしいです。 

 

○上野市長 

 持ち帰ってから色々調べてみますが、その部分に掛かった補助金を返すということになれば恐

らく何らかの対応が出来るとは思いますけれど、目的外使用の問題は何年経っても防衛省から厳

しく言われております。いずれにしても築年数が年数ですので持ち帰って色々考えてはみますが、

防衛省は一貫して目的外使用はいけないと言っております。実際には中央会館で目的外使用した

経緯もあり、その際にも色々な指摘を受けていますので多分厳しいというのは変わってはいない

と思います。 

 

○市民 

 目的外使用しますという宣言をする必要ないです。現状の通り使えれば良いです。おまけに今

年みたいに豪雨になると煙突から雨が入ってきて床一面がカビで真っ黒くなってしまいます。そ

のような状況ですので非常に困っております。それをなんとかしてほしいということです。防衛

省がどのように考えているか調べるのは良いですが、なんとか改善策をお願いしたいと思います。

法律的にどうだからという話ではなく、実際に困っていますのでお願いします。以上です。 

 

○市民 

 今のボイラーの件ですが、結局暖房と換気はひとつの仕組みになっているということですが、
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現在は暖房のほうも使っていないのですが、ボイラーの機械はとても大きいわけです。換気だけ

なら今の施設からは 10分の 1でできると思います。法律的になくてはいけないということであれ

ば、換気だけなら今の暖房機械を撤去して換気に変え、スペースを作るというのはできないので

しょうか。それともそれではだめなのですか。いまの機械はすごく大きいですし音もうるさいで

す。また、燃料の値上がりで集中暖房は使わないということになりましたので当時の現状と違っ

ているのではと思います。 

 

○上野市長 

 実は西の里会館で同じ問題が出ています。当初、集中暖房をやめておりますので、それを撤去

して別の部屋にするということになった時に、防衛省との議論の中で目的外使用はだめですよと

いうことになっているものですから、そのようなことで進みました。西の里会館の時からは時間

が経っていますので詳細は確認したいと思います。 

 

○連合町内会副会長 

 暖房が停止してから煙突を塞いでもいませんし、雨漏りしてくるので物を入れて塞いでいると

いう状況なので湿気ってカビになっています。地下ではないですが、１ｍ以上下がっている部分

にありますので。カビによる臭いもありますし、無くなれば良いなと思います。なんとかできれ

ばしていただきたいということです。 

 

○塚崎市民環境部長 

 まずは現状や根拠等を再度確認させていただきます。 

 

○市民 

 懇談テーマに、町内会の道路の状況をテーマとしてあげさせていただきました。 

先ほど説明がございましたけれども、西部中学校の通学路と繋がっている道路がありますが、

距離にして 30m くらいだと思います。教員住宅の前までは舗装になっており、そこから 30m ほ

ど砂利道になっております。ここの部分につきましては毎年穴が開いたらその穴を埋める程度の

補修をしていただいているのですが、ここは通学路として子どもたちも学校に通うのに使用して

いますし、学童クラブの通り道にもなっておりますし、近隣の住民も使用していますし、車も往

来をしております。道路ではないですが、実質的には道路として使われているものです。市道と

して認定が出来ないということであれば、それはそれで結構ですが、日常に使用できるような状

態に整備していただければと思います。具体的には砂利道ではなく、できれば全面舗装にしてい

ただければ有難いです。対応できないでしょうか。 

 

○市民 

 毎年同じようなことをお願いしておりますが、教育委員会の土地かわかりませんが民地と繋が

っています。教育委員会の土地というのは一部分で、昔の公営住宅の部分については、教育委員

会の土地ではないかと思います。中学校のほとんどの生徒は人口の配置が希望ヶ丘のほうが圧倒
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的に多いこともあり、校門のほうではなくここの通路を通ります。通るのですが歩道もなし、な

にもなし、穴だらけとなっております。アパートを作った際にも、建築基準法上どうしたら良い

のかという相談をしたら、みなし道路だから家を建てても構わないという話を聞きました。隣接

するところに舗装を繋ぎたいという相談もしたところ、良いよと言われました。ただし、学校用

地だから交渉するのはそちらでやってくださいと言われました。正規の道路ではなくても良いで

すが、通常のしっかり通れる道路としての位置付けを果たしているのかどうかが問題です。何と

か改善していただきたいです。 

 

○櫻井教育部次長 

 今のご要望の教員住宅横の道路の関係は、回答しましたように市道認定をして一般車両を通行

するという部分については、交通安全上厳しいと思っております。既存道路としては、補修など

をしながら穴があれば埋めるということを含めて通学路としての環境を整備していくつもりです。

公営住宅用地と学校用地がありまして、以前は、学校用地は教育委員会、公営住宅は建築課とい

う形で分離していたのですが、一昨年前に土木事務所とも協議しながら、一般道ではないですが

土木事務所に道路管理をしている状況にあり、補修が必要なところについては適宜対応しており

ます。対応方法は穴があれば道路の補修として土木事務所に対応いただいている現状であります。 

 

○市民 

 学童クラブの横まではある一定の勾配があり、公営住宅のところから急に段差があります。そ

して穴だらけです。通路としては、ある一定の勾配で道路として使えるような形にしてほしいと

思います。というのも、道路じゃないから排水溝ももちろんありません。国道側からの雨水が全

部集ってきます。ですが、排水ができないので学校の用地の中に砂利も含めて流れ込んでいます。

非常に良くない状況だと思います。通路なら通路、道路なら道路としての機能が発揮できるよう

なことを検討していただきたいと思います。以上です。 

 

９ 自由懇談 

○市民 

 学校のトイレについてです。全国の統計でいけば、洋式トイレは 43%というようなことで 3日

前の新聞に掲載されており、我々も 70年前の小学校時代のことを考えまして、大変な状況だった

という風に思います。今は和式であっても綺麗になっています。しかし、今の児童の自宅はほと

んどが洋式化されていると思います。その教育施設の中に洋式が無く和式だけだと、基本から和

式のトイレを使う方法を教えなければなりません。小学校で和式トイレのみの場合、学校の近く

の家の子どもはトイレに行きたくなったら自分の家へ走っていくというような現実もあるという

風にも聞かされております。それで北広島の場合は、この洋式トイレの普及率がどのようになっ

ているのかが疑問だったので質問します。トイレを我慢するということは、肉体的にも精神的に

も大変な障害がでることははっきりしているわけなので、その点が大事だと思います。先生方に

今、1 番校舎の中で改善したいことを聞くと、トイレを早く全て洋式にして欲しいということで

した。なので、北広島の場合はどのような状態なのか教えてください。 
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○櫻井教育部次長 

 北広島の小中学校の児童・生徒用のトイレの洋式率は 57%となっております。小中学校の洋式

トイレの配置の考え方については、若本さんも言われたとおり、教育的に和式も教えなければな

らないということで、各学校の要望に応じて、和式をひとつは残して欲しい、というようなこと

で対応しています。古いところは和式が多いですが洋式トイレの配置もするようにと決めさせて

いただいております。反対にお話しのあったとおり、全部洋式にしたほうが良いのではないかと

いう意見もあります。しかし、他人が座った後に座りたくないという児童・生徒さんもいらっし

ゃいます。そのようなこともあり、全部は洋式化することができないということもあります。改

修に合わせて、学校の要望を聞きながら洋式化を進めているというところで、現時点では先ほど

言った割合になっております。 

 

○市民 

 エーデルワイスにハム屋さんがありますよね。そこで毎年、大きな催しをしますが、それに伴

い全体で何万人も往来するという話を聞きます。駐車場が少なく大きい駐車場も借りているみた

いですが、高速道路に入るとき、駐車場に入るために渋滞しておりなかなか入れません。札幌に

行くための高速道路の出入り口が１車線ずつしかありませんので全然進みません。その催しがあ

る際、輪厚のスマートインターチェンジを使用するのが非常に不便です。エーデルワイスはまち

おこしにもなっておりますし、非常に良い活動もしており、知名度も上がってきているので良い

場所を提供するという工夫をして、高速道路の出入り口に負担が掛からないようなことができな

いでしょうか。社長さんとも話す機会があり、社長さんも狭いということは思っているようです

し、広げることが出来れば良いという考えもあるみたいです。市として、これだけのイベントと

して盛り上がっているので、良い場所などを提供しても良いのかなと思います。 

それと、輪厚スマートインターチェンジができ、私も利用しますが、高速道路の入り口から入

りましてサービスエリアの駐車場を横断しながら高速道路へと向かう形になっていると思います。

そうすると駐車場で人が急に出てきたり、車が駐車範囲からはみ出していたりしますので、私自

身も危ない部分を経験しています。交通事故はまだ発生していないと書かれていましたが、私は

危険性を感じています。高速道路へ向かう道と駐車位置がしっかり区別されていないことが危な

いと思います。高速道路へ向かう道には色分けをすると、サービスエリアで休憩する人も駐車位

置を間違えることがないと思いますのでその辺を対応いただきたいです。 

 

○中屋企画財政部長 

 輪厚スマートインターチェンジ周辺の部分についてですが、今、エーデルワイスさんの関係で

盛況にやられているということで、多くの方が来られているというのは存じ上げています。しか

し、混雑時の交通状態については把握が十分ではございません。お話しのありました代替的な駐

車スペースなども含めまして、当然通行に支障をきたさないようにしなければならないと考えて

おりますので、エーデルワイスさんとお話しさせていただきたいと考えております。 

輪厚スマートインターチェンジ内の交通の関係ですが、スマートインターチェンジ自体が駐車
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場から出入りするということで、普通のインターチェンジとは違うという前提がありますが、駐

車場の中を通って高速道路に入るということになるということで、その間に一般の駐車場として

駐停車やお店へ向かう人の動きもあるということで、気をつけなければならないところだと思っ

ております。事故についてはおっしゃられたとおり、今のところは発生していないと NEXCO東

日本さんから報告を受けております。先ほども申し上げましたが、全体が駐車場仕様になってい

るという事で、ある意味直線的にスマートインターチェンジから入った通路部分を色分けできな

いかについては、私どもも NEXCO東日本さんとやりとりさせていただいておりますので、また

機会を見つけてその部分や安全確保について協議させていただきたいと思っております。 

 

 

○市民 

 テーマに戻ってしまうのですが、旅客機の飛行ルートについて確認をしていただきましたが、

変更が無いという回答ですのでそうなると元々この上空は飛行ルートだという風に解釈してよろ

しいのでしょうか。 

 

○浜田総務部長 

 この地区の上空を旅客機が飛んでいるという状況は皆さんが感じているというのは最近ですか。 

 

○市民 

 本年に入ってから頻繁に飛んでいると思うのですが。 

 

○浜田総務部長 

 それを踏まえて確認しましたが、これまでに飛行ルートを変えた経緯はないという回答が返っ

てきましたが、これだけ多くの皆さんが飛んでいるということを確認しているわけですので、も

う一度確認させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○市民 

 市内のスポーツ活動について、団体や個人に対して全国大会や市外の大会に行くときに助成を

いただけるということは聞いていますが、文化活動に対する団体、サークル、同好会に対して助

成がいただけていないというか前例がないという形でお断りされたということを聞きました。今

後、市内でも文化活動をしている子ども達は多くなってきていますので、団体や個人に対しての

助成というのはスポーツだけということで文化への助成は考えていないのか、検討しているのか、

その辺をお聞きしたいと思います。 

 

○櫻井教育部次長 

 私のほうからお答えします。その件については、スポーツだけではなく、文化活動が非常に盛

んになっておりますので、助成に向けて教育委員会として現在検討中でありますので、ご理解願

います。 
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○市民 

 市も立派な庁舎が来年の 4 月に竣工するということで、私どもの長年の願望が叶ったと思いま

す。それから市全体としましても、今までのばらばらしていた庁舎が 1 つにまとまると色々な面

で一挙に良くなるかなと思います。お年寄りも沢山いらっしゃるということでお披露目というか

見学会みたいなことを計画されたほうが良いかと思います。やはり西部地区、大曲地区、西の里

地区には出張所がありまして、その 3 箇所で大概のことは出張所で対応していただけるわけです

ので、本庁に行く機会があまりないと思います。特にお年寄りの方々は興味を持っていても、わ

ざわざ見に行くということにはならないと思います。一定期間僻地の住民に対してお披露目や見

学会みたいなことをお願いできれば有難いなという風に思います。 

 

○道塚副市長 

 私のほうからお答えをさせていただきます。新庁舎につきましては、1 階部分に子育て支援セ

ンターや保健センター、旧中央会館の機能も 1 階部分に設けます。5 階の部分には市民の方々が

集えるような場所も設ける形で考えておりますので、多くの市民の方々に地域を問わず来ていた

だきたいと考えております。その中で、オープン前にどのような形で市民の方々にお見せするか

というのは検討中ですので、決まり次第皆様にお知らせをして、出来る限りそのような場を設け

られるように努めてまいりたいと思っております。しかしながら、どうしても業務もやっていか

なければならない部分もありますので、その中でどこまで皆様に来ていただいて見ていただける

かというのは検討内容次第となりますのでご理解いただければと思います。 

 

○榎本市民課長 

 その他ございませんか。無いようですので、これをもちまして自由懇談を終えさせていただき

ます。貴重なご意見を沢山いただきました。大変ありがとうございました。懇談会の終わりにあ

たりまして、道塚副市長からごあいさつ申し上げます。 

 

10 閉会あいさつ ～巻末に掲載～ 
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平成 28年度 市 政 懇 談 会 

富ヶ岡連合町内会 

平成 28年 11月 30日（水）18：00～ 

富ヶ岡会館 

出席者 35名（連合会 23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） 環境整備について 

（2） 公園の整備について 

（3） 環境保持、マナーの徹底について 

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。中屋企画財政部長です。浜田総務部長です。塚崎市民環境部長です。駒形建設部長です。岡

秘書課長です。市民課生活安全担当近藤主査です。佐藤主任です。十河主事です。以上が市側の

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 

 こんばんは。市長を始め皆様方大変多忙でお疲れのところお集まりいただきまして、ありがと

うございます。また今日出席いただきました町内会の会員の皆様方大変多く出席いただきまして、

ありがとうございます。私どもの町内会は高齢化が大変進んできております。ひとり住まいの老

人の方、高齢の方も段々増えてきているという状況でございます。そのような中でおかげさまを

持ちまして今年の予定行事につきましては、12月 4日に餅つきをやって全て完了となる計画でお

ります。その後に、1月 15日に総会・新年会を実施する予定でございます。これらの計画が滞り

なく実施できたのも市の各担当部署の皆様方の大変なる御協力をいただいたおかげだという風に

考えております。特に市長、副市長につきましては、夏祭りにおいでいただきました。敬老の集

いにも出席いただきまして懇親を深めさせていただいたことには本当に心から感謝を申し上げま

す。そのような細やかな心遣いが私どもにとって活動の励みとなっております。またこれからも

ひとつによろしくお願いしたいと思います。 

今この町内会は石屋製菓さんが、工場を建てております。石屋製菓さんが完成予定写真を作っ

て持ってきていただき、色々と気遣っていただいております。来年 10月ぐらいに操業開始になろ

うかと思いますけれども、隣のダウ化工さんも買収されて、ほとんどの建物を綺麗に解体してお

ります。そのようなことでも連合町内会は大変関心、興味を持つことが多くなっております。 

今年は皆さんに使っていただいているテーブルも、市にお願いした分で 10台ほど助成をいただ

いて揃えることが出来ました。長い間使っていたテーブルが段々傷みまして、支障が出てきてい

るということで更新をさせていただきました。それと街路灯の LED化につきましては、約 80灯

の切り替えができました。来年中に何とか全交換を完了させたいと考えております。そのような

ことも踏まえてひとつまたよろしくお願いしたいと思います。色々お願い事もありますが、まず

お互いによく話し合い、協力し合えるところは協力し合っていけたら良いと考えております。 

今日のテーマにつきましては、後ほど説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

４ 連合町内会役員等紹介 

○連合町内会長 

役員の紹介をいたします。北副会長です。岩本事務局長です。上田会計部長です。森本福祉部

長です。川島婦人部長です。佐藤子供育成部長です。高木環境部長です。川原理事です。赤沼理
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事です。阿部理事です。以上です。 

 

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 

○連合町内会長 

（１）環境整備について 

 毎年前向きな改善計画を示していただき、感謝しております。現状からしますともっとスピー

ド感のある計画をお願いしたいです。 

 

（２）公園の整備について 

 今年度「日の出公園」の改善に取り組んでいただき、ありがとうございます。打ち合わせの時

にも「かわぞい公園」の老朽化が指摘されていましたので対応をよろしくお願いします。 

 

（３）環境保持、マナーの徹底について 

 粗大ゴミの不法投棄が目立ちます。空き缶、タバコの吸い殻のポイ捨ても目立ちます。特にタ

バコは、歩きタバコの規制など考慮すべきだと思います。 

 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明 

○駒形建設部長 

（１）環境整備について 

 建設部の駒形でございます。それでは私のほうから、テーマの１つ目であります、環境整備に

ついてということで道路の整備を主体にご説明させていただきたいと思います。 

市内の生活道路につきましては、整備から相当な期間が経過しておりまして、老朽化が非常に

進んでいるという状況にございます。新富町東西地区につきましても、特に道路につきましては、

同様に老朽化が進んでいる状況でありますことから通行に支障をきたすような危険な箇所につき

ましては、応急的な補修を行ってまいりたいと考えているところでございます。そして今までご

要望いただいておりました下水道の雨水管も併せた道路の整備ということで今年度に新富西 8 番

通線、この区間 490m 程になるかと思いますが、この改良工事のための調査設計を実施させてい

ただいております。次年度から整備に着手する計画としているところであります。次年度、市全

体の市道整備の進捗や予算の措置の状況などによりますが、道路整備に努めてまいりたいと考え

ております。１点目は以上であります。 

 

（２）公園の整備について 

引き続き２点目の公園の整備についても私の方から回答いたします。 

北広島市では設置から相当の期間が経過いたしまして、老朽化した公園の遊具の安全対策とい

うことで、国の社会資本整備総合交付金事業によりまして、平成 22年度から遊具の更新事業に取

り組んでいるところであります。かわぞい公園の遊具の改修時期につきましては、国の事業とい
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うことで国の予算措置の状況にもよりますことから、現段階では明確な整備年次についてはお示

しすることは難しい状況であります。しかしながら、かわぞい公園につきましては昭和 58年に公

園を開設させていただきまして、今年で開設から 33年が経過しているということで、遊具等の老

朽化も進んでいる状況でありますことから本市といたしましては、出来る限り早い時期に改修し

てまいりたいと考えているところであります。また公園施設の改修につきましては、今まで新富

西東両地区で実施させていただきました。平成 25年には新富公園、平成 28年度は日の出公園の

改築改修をさせていただきました。このような公園施設の改修の際には、前年度になりますが地

元の町内会自治会の皆様方に設置する遊具の選定や配置、その他公園に対するご意見ご要望をお

聞きいたします、公園改修に係る意見交換会というものを実施しているところであります。そう

いったものを市が改築工事を予定する前年度に実施したいということで考えているところであり

ます。現在のところ、明確に来年やります。再来年やります。というお答えは難しいですが、そ

のような形で意見をいただきまして公園を改築・更新する際の参考とさせていただきまして、整

備してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

○塚崎市民環境部長 

（３）環境保持、マナーの徹底について 

 改めましてお晩でございます。市民環境部長の塚崎でございます。私のほうからは懇談テーマ

の 3番目の環境保持、マナーの徹底についてご回答いたします。 

まず１点目、粗大ごみの不法投棄が目立つということでございますが、市の対応といたしまし

ては、ごみ不法投棄があった場合につきましては、現在、パトロールする職員を２名配置してお

ります。市内の不法投棄の監視及び回収を行うという対応をさせていただいております。音江別

の部分につきましては、道路なのか民地なのかという部分もございまして、民地であればそこの

土地所有者の方にもお願いして、その土地に入りづらくするというような対応をとってもらうと

いうようなこともあります。その辺につきましては、私どものほうで所有者との連絡も取りなが

ら、対応していきたいと考えているところでございます。 

続きまして、空き缶、タバコのポイ捨てですが、ごみの不法投棄もそうですが、やはりまずは

個人のモラルの問題が非常に大きいわけでして、まずは市民の皆様に基本的なマナーを守ってい

ただくということが大切であると思っておりますので、市広報、ごみ通信などを通じて周知啓発

を図っていきたいと思います。通行車両に対する対応についてですが、これは市民の方ではない

場合があり、その場合は我々が市民の方に広報をしても通じませんので、場所について特定され

てきた場合は地域の皆様の方から色々な情報などもいただきながら、市のほうで啓発活動してい

きたいと思います。ここは不法投棄の出来ない場所という旗を立てるような方策も実際にやって

きておりますので、そのような対応をさせていただきたいと考えております。以上です。 

 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

○市民 

 今、２番目の公園の整備についてということで、部長さんから回答をいただいたのですが、回

答をいただいた後でこの説明をするのがちょっと難しいのですけれどもお聞きします。 
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北広島市は住み良さランキングが 3 年連続全道一となっております。これは皆さんご存知のよ

うに、東洋経済新聞社の発表であります。この結果は市長さん始め、市の行政の方々及び市民の

皆さんのまちづくりの成果であり、私ども町内会も市民の一員として誇らしく思っているところ

であります。私どもは今後も安全・安心・快適を維持して健康で楽しく暮らせるまちづくりに貢

献したいと思っております。 

今回の提案は、子どもの声が聞こえ、高齢者も行って元気を貰えるような公園にするため現在

の遊具施設の改修及びかわぞい公園内の環境整備も含めて企画いたしました。この公園の改修に

際しましては、私どもの提案を参考にしていただければ幸いという風に思います。先ほど、回答

いただきましたように時期はまだわからないですけれども、できるだけ早くは改修したいという

意向でありますので、是非、これから申し上げる提案を参考にしていただきたいと思います。 

まず要望の背景でありますが、若い夫婦からは小さな子どもの多様な遊び場が欲しいという声

があります。それから高齢者からは憩いと運動のできる公園であってほしいという意見が多く出

ております。また多くの方々からは、綺麗で安全・安心な公園であってほしいという意見が出て

おります。このような背景がありますので以下のような遊具及び環境の改善をお願いしたいとい

う風に思います。１つ目は雲梯の新設であります。かわぞい公園には今までありませんので是非

設置していただきたいです。この雲梯は子どもの遊びだけではなく、肩や腕の強化あるいは体幹

の強化、体のバランス作りに非常に役立ちます。２つ目はストレッチベンチの新設であります。

これは姿勢の特に脊柱の猫背の改善になります。さらにリラックスタイムの提供にもなります。

是非これを設置していただきたいです。３つ目には鉄棒の増設です。現在の鉄棒は３基あります

が、その３基の隣に更に３つ増やしていただきたいです。この鉄棒は、低年齢子どもの逆上がり

や猫背の改善、それからぶら下がりなどにより筋トレにもなります。４つ目は、土山スロープの

改修でありますが、かわぞい公園は、非常に急な坂になっており遊ぶのが難しいような状態にな

っておりますので、広島公園のようななだらかな土山スロープにしていただきたいというのが要

望であります。そうすることによって冬期の運動不足、特にそり遊びやショートスキーなどがで

きます。さらには健康増進のために坂の上り下りをすることによりまして、足のブリッジが形成

され外反母趾や偏平足の防止にもなると考えられます。次に５つ目ですが、小さなゴールネット

と練習板の併用施設の新設ということであります。これは小さな幅 3m、奥行き 1.5m 高さ 2.5m

のサッカーゴールのようなもので、その一番で後ろ側に板を張って、野球のボールなどを投げて

遊べるような転用できる物にしていただきたいと考えております。これを使いまして、サッカー

やボール投げの練習が出来まして子どもたちの運動不足解消及びボール遊びを通じて親子や子供

たちの交流も図れるという風に考えております。最後６つ目ですが、スプリング遊具の馬の更新

であります。今年の夏ごろに老朽化したと思われまして、市役所のほうから撤去されました。そ

の後まだ設置されておりませんので、是非これも設置していただきたいとい考えております。 

今日は、３・４丁目町内会からも今までになく沢山の方が来ておりますが、公園に対する関心

の高さも表しておりますので是非よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 

○駒形建設部長 

 大変貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。先ほどもお話ししましたとおり、公園
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を改築更新する際は、地域の皆さんにお集まりいただきまして、皆さんで意見交換をさせていた

だいて、どういったことをどのようにしていくかを色々話し合いながら進めてまいりたいと考え

ているところであります。しかしこの事業を実施するにあたり、通常遊具には寿命、いわゆる処

分制限期間というものがございます。その期間は木製であれば何も整備しなければ 7 年間、金属

であれば 15年間で処分制限を迎えます。その中で、これまで市の方では塗装をしたり、部品を交

換したり、毎年点検する形で少しでも寿命を伸ばして使っていただこうということで対応してま

いりました。かわぞい公園は開設から 33年経っているものですから、老朽化した遊具などが多い

ため改築の際は更新を前提ということになっていくかと思います。そして公園内の施設 1 つひと

つを上げていくと、皆さんとしては憩えることができ、健康を増進することができる施設を望ん

でいるということがよくわかりましたし、年齢に限らずこの公園で和んでいただくというのは好

ましいことだと考えておりますので、是非、公園の改築更新の際に改めてそのような形で意見を

出していただければと思います。しかしながら、意見を出していただく中で安全基準や安全領域

などの非常に厳密な制限などの観点から対応が難しい部分もあり得ます。先ほどのサッカーゴー

ルの構想は私もよく分かりますが、不安定な物を設置するというのは難しいと思います。そのよ

うな物の設置の可否かも含めて、意見交換の際には公園担当がお話しを聞かせていただくと思い

ますのでよろしくお願いいたします。また、この事業は国の補助事業ということになりますので、

そういった意味でも可否が分かれるものがあります。また、当市の予算の絡みもあります。出来

うる範囲では要望をお聞きしたいと思いますが、どこまでどのような形が出来るかというのは、

今後、意見交換の場で話し合いさせていただければと思います。以上です。 

 

９ 自由懇談 

○市民 

 2点お話しします。 

まず 1 点目です。昨年、中央通の弧線橋の下に砂袋を設置していただきたいということで要望

しまして、早速実現していただき、ありがとうございました。そこでお願いです。昨年は暖気や

寒気が交互になかったのですが、一昨年は雨が降ったり寒気が来たりということで、路面がスケ

ートリンクのように 2 度ほどなり、非常に危ない状況にありました。これからもそのような状況

になりかねませんので、もしそのような場合は砂を持ち出して、家の前や小さな道路や歩道と車

道の区別が無いところなどに、持ち出して使っても良いのかをお聞きしたいと思います。 

2 点目は、弧線橋を修理していただきまして、良かったと思いますけれども、歩道のほうは昨

年、割れやヒビなどにチョークで印がつけられておりまして、補修予定なのかと思っていたので

すが補修されていません。滅多に無いことだとは思いますが、雨が降ったときに、ヒビに雨が入

り、踊り場の一面に浅く水溜まりになることがありますので、その歩道橋の改修の見通しと改修

される場合のお願いをしたいと思います。以上 2点になります。 

 

○駒形建設部長 

 まず、1 点目の砂箱の砂についてですが、砂箱は滑りやすい箇所に設置させていただいている

ということで、その場所で使っていただくことが本来でありますが、例えば他の市道内で滑る箇
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所がある場合については、持って行って使うことについて、私どもとして規制していません。会

館の前も利用したいと言われると、道路のための砂箱ですので、どんどん使ってくださいとは言

えませんが、多少であればやむを得ないと思います。しかし、いざ道路のために使いたいけど他

の目的で使いすぎて使えないということや、常に無くなるという状況も好ましくないので、その

辺は考慮してご使用いただければと思います。 

2点目の中央陸橋の補修の関係ですが、市の方で補修については、3ヶ年で補修するという計画

でおります。そのような中で、今年は南側の橋の下や一部道路の車道の表面の部分も工事させて

いただきましたが、引き続き来年、再来年と工事を進めていきたいと考えているところです。今、

歩道の部分というところもお話しが出ましたので、その辺も状況をしっかり確認しながら今後の

補修の中で検討してまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○榎本市民課長 

 他にありませんか。ないようですのでこれで自由懇談を終えます。貴重なご意見等いただき、

大変ありがとうございました。会の終わりにあたりまして、道塚副市長からごあいさつ申し上げ

ます。 

 

10 閉会あいさつ ～巻末に掲載～ 



閉会あいさつ 

 

 本日はお忙しい中、また夜分にも関わらず、（このように多くの方々に）ご出席を

いただき、大変、有意義な懇談会となることができました。ありがとうございました。 

 

 北広島市は、今年、市制施行２０周年を迎え、多くの企業様にも進出を頂き、また

３年連続して北海道で 1番、住み良い、住みやすい町との評価も頂いております。 

今後も、さらなる住み良い町をめざしてまいりますので、引き続き皆様のご指導・

ご協力を賜りますよう、宜しくお願いを申しあげます。 

 

 本日、皆様から多くの貴重なご意見をいただきましたが、対応できるものは直ぐに

実施して参りたいと思います。また、中には内部での検討を要するものや、中長期的

な視点での対応が必要なものもございました。 

 

 市といたしましては、日ごろから様々な視点で職務に当たってきておりますが、今

後一層、市民の目線で業務にあたって参りたいと考えております。 

 

 結びになりますが、これから寒さも一段と厳しくなって参ります。皆様におかれま

しては、お体には十分留意され過ごされますよう、お願い申し上げまして、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。  


