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開催日時
連合自治会
（町内会）名

懇談テーマ
出席者

（テーマ担当部長等）

10月3日（火）
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

〇横断歩道について
○除雪体制について
〇集会所改修について
○ごみ処理問題について
○小中一貫教育について
○トリムコースについて
〇空家対策と野良猫について
○団地外ついて

市長、副市長､教育長、企画
財政部長、総務部長、市民環
境部長、保健福祉部長、建設
部長、経済部長

10月20日（金）
18：00～
稲穂会館

稲穂町自治連合会 〇稲穂公園内にある、階段の補修について 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

10月25日（水）
18：30～
大曲会館

大曲地区連合町内
会

〇丁字路交差点のスクランブル化を
〇中小一貫教育の進捗状況を
〇カセットガスボンベの回収を無料化に

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2日（木）
18：00～
北広島団地第1住
区集会所

北広島団地第1住区
連合自治会

〇やまぶき公園の改修について
〇トリムコースの街灯が暗い
〇広葉交流センター及びグラウンドの活用について

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

11月14日（火）
19：00～
農民研修センター

西部地区連合町内
会

〇西部地区の地域活性化について
○農民研修センターの整備について
○西部地区の道路・交通環境整備について
○中学校の環境整備について
○自衛隊の砲撃音問題について
○交通弱者問題について

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、西部出張所長

西の里連合町内会

虹ヶ丘連合町内会

11月22日（水）
18：00～
北広島団地第二
住区集会所

北広島団地第2住区
自治連合会

〇トリムコースの整備について
〇指定避難所（双葉小）緊急避難場所（5か所の公園）の
整備について
○双葉小学校見守り隊への保険制度の適用について
○福祉バスの利用について
○街路樹（プラタナス）の小型化の研究について
○住みよいまちづくりと公園の利用について
○北進通りの歩道改良について

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

11月24日（金）
18：00～
団地住民センター

北広島団地第3住区
自治連合会

○第3住区の高齢者増加に対する対応について
○利便性の高い公共交通網の形成について
〇空き家の実態と対策について
〇公園のあずまやの設置について
〇団地外周道路と高台輪厚線の交差点の信号機の設置
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

11月27日（月）
18：00～
富ヶ岡会館

富ヶ岡連合町内会 〇町内街路の整備について
〇かわぞい公園の整備計画について
〇北広島市の観光について
○かわぞい公園周辺の側溝の整備について
○富ヶ岡会館のトイレの改修について

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

平成２９年度 市政懇談会開催状況

11月15日（水）
18：30～
西の里会館

〇西の里地区夏祭り関連
〇西の里文化祭会場の件

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、会計室長、教育部長、
西の里出張所長
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●平成２９年度 市政懇談会 市長挨拶      （H29.10.3～11.27） 

 

 

皆さん、こんばんは。 

市長の上野 正三でございます。 

 本日は、平成 29年度の市政懇談会開催にあたり、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・町内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、重ね

て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３日から始まり１１月下

旬まで、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「提出されております

事項などに対する回答」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、このたびの市長選挙において、市民の皆様のご支援のもと、

４期目の市政を担わせていただくこととなりました。 

平成１７年に市長に就任して以来、３期１２年間、市政運営にあた

っては、「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」を基本理念とし、北広島市で生まれ育った子どもたちや、市民の

皆様がこのまちで安心して暮らし、将来に夢と希望が持てるまちづく

りを進めてきたところであります。 
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４期目となる、これからの４年間は、市民の皆様とともに策定した

「第５次総合計画」が目指す都市像「希望都市」「交流都市」「成長都

市」の実現に向けた仕上げを行う時期と考えており、計画に掲げる各

種施策の着実な推進に取り組んでまいります。 

 

 それでは、はじめに「市政の状況」についてお話をさせていただき

ます。 

 

 まず始めに、本年５月に待望の新庁舎が開庁いたしました。市民の

皆様の多大なるご理解とご協力のもと、大きな喜びであるとともに、

これからのまちづくり、また未来に向けた大きな節目になったものと

考えております。 

 新庁舎５階には、展望ロビーとイシヤカフェを配置し、連日多くの

方で賑わっているほか、１階には保健センターや各団体の皆様にもご

利用いただける多目的室、地域子育て支援センター「あいあい」も併

設いたしました。 

 現在、旧庁舎の解体を行っておりますが、解体後は外構工事を実施

することとしており、市民の皆様にはもうしばらくご不便をおかけい

たしますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 もうひとつの大きな話題として、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、昨年の 12月に球団に対し提案

書を提出して以降、これまで１１回の実務者協議を行ってまいりまし

た。 

６月に発表された球団が目指すボールパーク構想は、北海道の新た

なランドマークを創造するものであり、北広島市にとっても、まちの

誇りや新たな人の流れ、スポーツ文化の発展など目指す都市像の実現

に大きく寄与するものと考えており、誘致期成会を通じ、市民の皆様

とともに誘致活動を行っているところであります。 
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 構想実現に向けては、交通アクセスなど検討すべき事項は多々あり

ますが、引き続き球団と協議を進めてまいります。 

 

 現在、少子高齢化の影響により、緩やかではありますが人口減少が

続いており、定住人口の増加、子育て環境の充実、地域の活性化など

様々な課題に直面しております。 

 人口についてですが、本年８月末では、５８，８４４人となってお

り、１年前の５９，１６９人と比べますと、３２５人の減少となって

おります。 

 年齢階層別に見てみますと、本年８月末では、１４歳以下の年少人

口が６，９９９人、約１２％、１５歳から６４歳までの生産年齢人口

が３３，９９４人、約５８％、６５歳以上の老年人口が１７，８５１

人、約３０％となっておりまして、全人口の約３人に１人が６５歳以

上と少子高齢化が進んでいる状況となっております。 

 こうした状況を踏まえ、定住人口の増加に向けた取り組みとして、

昨年策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、様々な

施策を展開しているところであります。 

 

 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、これまでに４７４件、１，７４４人の定住

につながったところであります。居住された地区を見てみますと、大

曲地区が１７２件、東部地区が１３０件、北広島団地地区が９０件、

西の里地区が５２件、西部地区が３０件の順となっております。 

 なお、この支援制度につきましては、本年１２月を持って終了し、

１月からは新たに「子育て世代マイホーム購入サポート事業」として

スタートし、新たな制度では、３０万円を基準額とし、親との同居や

近居、また、子供がいない方も対象とするなど、より多くの人に制度

を活用して定住していただく内容にしたところであります。 
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 空き家の流動化に向けた取り組みとして、昨年から空き家に対する

解体費の助成を行っております。解体後の土地の利活用が条件となり

ますが、これまで３７件に助成し、解体後には住宅が建築されるなど

一定の効果が見られるところであります。 

 

 子育て支援につきましては、子ども医療費の通院助成対象を中学生

までの拡大に向けて検討を進めているところであります。 

 また、安心して出産・子育てができる環境を整備するため、産科・

小児科の誘致に向けた補助制度についても検討しているところであり

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ます。 

また、老朽化が進んでいる道路舗装についても、計画的に補修を進

めてまいります。 

学校施設におきましては、市内すべての小中学校において耐震化が

完了しているところであり、子どもたちはもちろんのこと、防災の面

からも安心・安全が図られているところであります。 

 

 次に、企業誘致についてでありますが、JR 北広島駅東口地区におい

て、「白い恋人」で有名な「石屋製菓㈱」が菓子製造拠点として、工場

を建設し、今年夏に操業を開始しております。現在流通している白い

恋人の製造場所は「北広島工場」として出ておりますので機会があれ

ばぜひご覧いただければと思っております。 

 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、１社と売買契約を締結し、これにより販売面積

が全体の９４．４％となったところであります。 
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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。 

 

教育の分野におきましては、子どもたちの生きる力を育むため、一

貫した教育課程の編成や、乗り入れ授業などをはじめとする学習指導

の工夫改善など、市内の公立小中学校全校を対象に、平成３０年度か

ら「小中一貫教育」の全市展開に向けて準備を進めているところであ

ります。 

 

次に、市の財政状況についてでありますが、平成２９年度の予算規

模は、一般会計が約２５４億円で、市民一人当たり約４３万円の規模

となっております。 

また、市税収入においては、約７４億５千万円となっており、市民

一人当たり約１２万６千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２８年度は４.１％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、老朽化が進む公共施設や、増加する扶助費へ

の対応など、中・長期的な視点を持って将来に向けて安定した財政運

営を行ってまいりたいと考えております。 

  

今年も、市内外から多くの方が様々なイベントに来ていただきまし

た。この夏も、「北広島ふるさと祭り」を始め、「北の酒祭り㏌きたひ

ろしま」「北海道 meijiカップ」が開催されたほか、各地区におきまし

ても多くの夏祭りが開催されました。先月には、輪厚ゴルフ場におい

て全国ゴルフツアーである、ＡＮＡオープンも開催されたところであ

ります。 
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また、自転車で市内を巡る観光ツアー「ツール・ド・キタヒロ」も

開催しており、これらはまちのＰＲや賑わいの創出につながったもの

と考えております。 

 

北広島市は、毎年、東洋経済新報社が発表している、全国の市にお

ける「住みよさランキング」において、４年連続で北海道１位となり

ました。 

まちの魅力を市内外に発信する「シティセールス」をさらに充実さ

せるとともに、子育て環境や教育環境の充実など、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。 

 

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、少子高齢化という大きな課題に対し、様々な施

策を市民の皆様の声を聴き、意見を交わし、共に考えていくことを大

切にしながら、『笑顔あふれるまち、未来に向かって着実に成長するま

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、引き続きどうぞ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 29年度 市 政 懇 談 会 

北広島団地第 4住区自治連合会 

平成 29年 10月 3日（火）18：00～ 

北広島団地第 4住区集会所 
出席者 56名（連合会 41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） 横断歩道について 

（2） 除雪体制の強化に関する件について 

（3） 集会所改修の件について 

（4） ごみ処理問題について 

（5） 小・中一貫教育について 

（6） トリムコースの整備について 

（7） 空き家対策と野良猫問題について 

（8） 団地外の問題について 

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 

 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。川村企画財政部長です。高橋市民環境部長です。駒形建設部長です。福島総務部長

です。中屋保健福祉部長です。藤木経済部長です。水口教育部長です。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。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 

 今日は私どものために上野市長、道塚副市長、吉田教育長をはじめ、市の幹部の方々のご

出席をいただき、ありがとうございます。日頃から地域のためにご尽力いただいていること

に心から感謝とお礼を申し上げたいと思います。特に今年は、上野市長が 4選目を果たされ、

更に新しい市庁舎の完成を心からお慶び申し上げます。 

 また、お忙しい中、地域の方々にもたくさんのご出席をいただきましたことに厚くお礼申

し上げます。私どもこの第 4住区は、旧緑陽小学校の学区として 13の町内会・自治会からな

っておりました。この 13の町内会・自治会は約 1,500世帯からなっておりまして、約 4,000

人が住んでおります。この 4,000 人のうち 65 歳以上は 44％以上と北広島市の中でも非常に

高齢化率の高い地域であると思っております。第 4 住区の懸案でありました、旧緑陽小学校

の跡地利用につきましては、市の大変なご配慮もいただき北海長正会・四恩園が受け継ぎ地

域サポートセンターとして、高齢者や認知症の方、介護が必要な方々などのお世話をすると

いうことで順調に進行しております。私ども地域住民のためにも 5 つの部屋が自由に利用で

きますし、そこで「お茶の間」や「喫茶コーナー」あるいは社会福祉関係の行事を続けてちょ

うど 3 年になりました。今月にも 3 回目の「地域の学芸会」を計画いたしまして、入居者と

地域住民の交流を予定しておりますし、このように非常に順調に推移しているということを

ご報告し、市と四恩園に心から感謝とお礼を申し上げたいと思います。昨年、北広島市は市

政 20 周年を無事に迎えましたし、あるデータによりますと北広島市は道内 35 都市の中で 1

番住み良いまちということが、この 4 年間続いているということで大変うれしく思っており

ますし、これも上野市長をはじめ、市の方々のご尽力の賜物であると思っております。市の

方も色々と努力をし、「住みたくなる動画」を作成、お試し移住、空き家対策やシティーセー

ルスなどの定住促進制度などの様々な政策を行って、益々住み良いまちづくりに向けて努力

されております。 

 私たち地域住民も、住み良い北広島に住めるということを誇りに、或いは生きがいにし、

これからもこの地域を愛し、楽しく暮らし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で

す。十分な説明と理解というものが医師と患者との間では必要不可欠だということで、これ
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は、医師と患者との間だけということではなく、獣医師と飼い主、更には市と住民との間に

おいても同じようなことが言えると思っておりますが、今日の市政懇談会でも十分な説明と

十分な理解ということをコンセプトに、市長をはじめ、市幹部の皆様方と我々住民とが懇談

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 自治連合会役員等紹介  

○自治連合会長 

 本日の出席者をご紹介いたします。お手元に今年度の第 4 住区自治連合会の役員名簿を配

布させていただきました。第 4 住区は福祉厚生担当、防災担当、交通防犯担当の 3 つに分か

れております。時間の関係もありまして、一人ひとりの紹介は省略させていただきますが、

今晩は 13 の町内会・自治会の会長や役員、地域の方が出席しております。（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。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。 

 

○自治連合会長 

（１）横断歩道について 

 １）トリムコース唯一の車道との交差点への歩道移設について 

 昨年トリムコース唯一の車道との交差点（さくら公園脇）への歩道設置を要望しました。

警察署への申請を行っていただいているとのことですが、いまだに目途が立っていません。

警告板も設置されましたが、依然として危険は解消されていないと考えます。引き続き要請

をお願いするとともに、地域サポートセンター「ともに」下の横断歩道の当該場所への移設

も検討していただきたくお願いします。また、警告板も車両への警告板をもう一つ追加して

もらいたいと思います。歩行者用「左右注意」（トリムコース側）、車用「学童注意」（緑陽町

2丁目側 「ともに」側にも必要） 

 ２）緑葉公園入口と駐車場間歩道新設について 

 緑葉公園はテニスコート、軟式野球場の利用が多く、このため土日曜日には道路反対側の

駐車場から緑陽通りを横断する利用者が多数います。山手町側からは緩い右カーブで見通し

が少々悪く、横断歩道がないため、危険だとの指摘を利用者からいただいています。警察署

に横断歩道新設を要望するとともに、注意喚起看板などの設置をお願いいたします。 
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（２）除雪体制の強化に関する件について 

 １）除雪体制について 

 昨年要望した山手町 4･6 丁目間バス通り急カーブ部歩道確保の件は早急実施いただきあり

がとうございました。利用者から安全になったとの声が届いております。引き続き今年もよ

り安全になるようお願いします。毎年要望していることですが、除雪体制の限界とのことで、

対応ができていない状況です。切実な問題なので今年も要望させていただきます。短期的な

処置を望んでいるわけではなく、長期的な施策として取り組んでいただきたいと思います。 

①第 4 住区の気象状況を把握し、それに応じたきめ細やかな除排雪対応遠隔監視装置を用い

ての状況把握を希望します。 

②未明から夜明け前ならびに昼間の多量の除雪時対応した除雪の実施 

 ・バス通り歩道ならびにその他の主要道路の除雪確保 

 ・カーブなど積雪により事故を生じやすい場所を中心とした対応の検討 

 ・道、国の研究機関と連携して効率的で安全かつ迅速な除雪方法の開発 

 ２）外周道路歩道の通年利用化または早春排雪による早期利用開始 

 昨年も要望しましたが、十分な検討もなく実施にいたっておりません。本歩道は非積雪時

には眺望もよく車両との交差が非常に少なく、散歩、ランニングなどに周辺住民が活用して

います。しかし、冬期間は除雪がないため利用できません。このため利用者は車道を通行せ

ざるを得ず、危険を感じて利用を控える場合が多いと思われます。このため運動不足やスト

レスがたまる状況にあります。通年利用が無理であれば 3 月中旬以降の早い時期に一度歩道

用ロータリー除雪車での周辺緑地への排雪を行って早期に利用を再開できるようにしていた

だきたいと考えます。 

（３）集会所改修の件について 

 第 4 住区住民集会所は近年利用者率が高まり地域団体やサークル活動にきわめて重要にな

ってきました。しかし、ユーティリティ周りやバリアフリーの面並びに和室の使い勝手、屋

根の老朽化などがみられます。ついては、早期に改修工事を検討するよう要望いたします。 

１）トイレのバリアフリー化、男女別室化・洋式便器化（現在 2個中 1個和式） 

２）建物出入口斜路設置、建物内段差解消 

３）和室の拡張（10→14畳）床フローリング化、洋室大との間仕切り強化 

（４）ごみ処理問題について 

 ステーション方式から戸別収集方式への検討をお願いしたい。 

 団地内の高齢化率は、もう数年で 50％に達するし、町内会で一番多い苦情や問題点は、ご

み問題であります。数年のうちにステーション方式を維持するのは難しくなると思われるの

で、近隣都市の一部で行われている戸別収集を検討すべきと思います。 

（５）小・中一貫教育について 

 来年度から行われる小・中一貫教育によって、団地内では、緑陽中学校と広葉中学校が存

続するが、5年前に 4つの小学校が、2校になったことから考えると、生徒数から中学校は 1

校でも足りると思われます。教育上、小・中一貫教育を進めることで、2つの中学校を存続さ

せることは理解できますが、空きスペースなどを活用して、地域との結びつき、例えば地域
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住民との交流とか利用、災害時の避難とか備蓄などいろいろな有効活用が考えられますが、

小・中一貫教育と地域社会との結びつきについての考えをお知らせください。 

（６）トリムコースの整備について 

 特に冬期間は、数ヶ所しかない周辺公園のトイレが閉鎖になり、不便です。冬期間もトイ

レが使用できるようにする考えはないのでしょうか。 

（７）空き家対策と野良猫問題について 

 空き家対策の一環として、住み替えなどの工夫が行われており、ある程度の成果を上げて

いると思うが、空き家対策の実態を知りたい。併せて、空き家の一部の縁の下などが野良猫

の住み家となっており苦情などが寄せられているが、市として野良猫対策はあるのでしょう

か。 

（８）団地外の問題について 

 １）サイクリングロード 

 北広島市 JR駅で中断しており、達磨寺付近から恵庭市につなぐことを考えられているのか

どうか、折角、札幌→恵庭→千歳→支笏湖などが北海道案として考えられているのに、北広

島市で中断しているのは非常に残念であるし、札幌市の友人から指摘されている。 

 ２）デイライト運動 

 交通安全・事故防止の上から、先進国の間では 20～30年も前から、デイライトが義務付け

られているのに、技術大国と伝わる日本で普及していない。欧米の日本車もデイライト仕様

になっているのに、日本だけが遅れているのは非常に残念である。雪・冬・吹雪など北国こ

そデイライト運動が有効であると思い、交通安全協会では会合のたびに数年前から発言をし

ているが、何の動きもない。この際、北広島市と市議会にでも働いていただいて、北広島市

が言い出しっぺとなって、北海道ないし全国にデイライト運動を実現してほしい。 

 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明  

○高橋市民環境部長 

 それでは私の方から 1点目の横断歩道についてご回答させていただきます。 

トリムコースの横断歩道につきましては、トリムコース自体が北広島団地地区を一周する

全長約 5 キロの自転車・歩行者専用道路でございまして、隣接する「ともに」の利用者をは

じめ、子どもから高齢者の方まで多くの方々が日常生活の中で利用されております。 

ご要望のありましたトリムコースと緑陽町 8 番通線が交わる箇所への横断歩道の設置につ

きましては、平成 26年に旧緑陽小学校跡地に地域サポートセンター「ともに」が開設されま

して車両交通量が増加していることからトリムコース利用者の安全対策・安全確保の観点か

ら北海道公安委員会の方に横断歩道の設置の要望を行っております。それから横断歩道の設

置要望に合わせ、市で実現可能な対策として、これまでに歩行者やドライバーに対する注意

喚起看板の設置を行ったほか、今年におきましては子どもの目線の高さにも注意看板を設置

したところです。 

今後市としましては、北海道公安委員会に対し、継続して横断歩道の設置を要望してまい

りたいと思っております。また、車両ドライバーに対する注意看板の増設につきましても実



- 13 - 

施したいと考えております。 

次に緑陽通線の緑葉公園入口と駐車場間の安全対策についてですが、野球場やテニスコー

トの利用可能な期間におきまして特に少年野球が利用する場合など、児童の指導者などが車

両通行の合間を縫って緑陽通線を横断している状況となっていることもありますので、先ほ

どお話ししたトリムコースの横断歩道と同様に、北海道公安委員会に対して要望を行ってま

いりたいと考えております。 

また、横断者の安全対策といたしましては横断歩道の設置のほか、緑陽通線を走行する車

両ドライバーへの速度抑止や前方注意等の注意喚起が重要であると考えており、注意看板等

については市のほうで設置可能なところになりますので今後検討してまいりたいと考えてお

ります。1点目については以上でございます。 

 

○駒形建設部長 

 それでは私の方から 2点目の除雪体制の強化に関する件についてご回答いたします。 

まず 1 点目の除雪体制についてでありますが、除排雪の対応につきましては冬期間の降雪

の状況によっては常に良好な道路状態を保つということが難しい場合もございますが、その

時々の状況に応じた除排雪の作業に今後も努めてまいりたいと考えております。また除雪の

出動に当たりましては、気象観測装置によるデータはあくまでも参考値とさせていただいて

おり、最終的な除雪出動の判断は直接パトロール員が現地の積雪深などの状況を測定・確認

する中で行っているという状況であります。気象観測装置につきましては、北広島団地内に

既に一機ありますことから新たに設置するということは非常に難しい状況です。これらのこ

とから現地観測時やパトロール時において、皆さんが暮らされている自宅前の道路の状況も

把握する中で冬期間の通行空間の確保に努めてまいりたいと考えております。 

次に未明からの降雪に対応した除雪についてでありますが、通勤・通学時間帯までに市内

全域の除雪を終わらせることが難しいと判断し、除雪を見合わせることもございます。そう

いった場合も幹線道路や主要な通学路など、可能な範囲で除雪対応するよう努めてまいりた

いと考えております。また国、道や近隣市町村とともに除雪方法などの情報を共有しまして

効率的な除雪作業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。 

次に外周道路歩道の通年利用化、また早春排雪による早期利用開始ということですが、現

在外周道路歩道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 番通線ま

での間の住宅地側の歩道除雪を行っているところであります。それ以外の区間につきまして

は未除雪の状況です。こういった中でご要望のありました区間の除雪につきましては山手町

のバス通の交差点から里見町 6 丁目までの間、約 3 キロの延長がございます。年々、歩道除

雪延長につきましても、増加する状況にあること、費用や除雪車両の体制確保などの課題が

ありますことから、現段階では難しい状況にあります。しかしながら、外周歩道における早

い時期の残雪対策といたしまして雪割り等の作業を早期に実施するということで歩道の早期

通行確保に努めてまいりたいと考えております。以上であります。 
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○高橋市民環境部長 

 それでは 3点目の集会所改修の関係につきましてご回答をさせていただきます。 

市内の集会所におきましては、地域コミュニティ活動の拠点施設として市内に 41施設設置

しております。各集会所施設の老朽化が実際進んでいることから、今後持続可能な集会所の

維持確保を図るために、北広島市公共施設等総合管理計画に基づき、市全体の集会所の再編・

長寿命化等につきまして検討を行ってまいりたいと考えております。 

この第 4 住区集会所につきましては、年間 1,000 件を超える利用件数があり、第 4 住区の

コミュニティ醸成・活性化を図るために大変重要な集会所施設であると認識しております。

この度のご要望にあります改修工事の内容につきましては、先ほど説明いたしました市全体

の集会所の再編・長寿命化におきましてあわせて検討していくこととしております。なお、

危険性や緊急性のある場合につきましては、私どもの方で現場を確認させていただき、その

都度状況確認と判断をさせていただき、修繕を行っていきたいと考えております。 

続きまして 4点目のごみ処理問題につきましてご回答させていただきます。 

ごみの収集方法につきましては、これまでも平成 21 年、25 年に市民アンケートを実施さ

せていただき、市民ニーズ等の把握に努めさせていただきましてステーション方式での収集

を継続してきたところであります。個別収集の方式につきましては、今後、町内会等でステ

ーションの管理が難しくなってきた場合等において検討することとしており、今後も定期的

に市民アンケートを実施していきたいと考えております。なお、高齢化等によりゴミステー

ションへの排出が困難な方につきましては、認定条件はありますが、ごみを収集するために、

玄関先まで伺う「庭先収集制度」があり、それによって現在は対応しているところでござい

ます。 

 

○水口教育部長 

 それでは私の方から 5点目の小中一貫教育について回答をさせていただきます。 

小中一貫教育の導入に際しましては、地域の人材や教育資源を活用した教育活動を展開し

ており中学生の職場体験学習や地域の方を講師に招いた事業など、実践的かつ体験的な学習

活動を継続的に実施していくこととしております。また、地域全体で子どもたちを見守り、

支える体制や多様な人と触れ合う機会を創出し、豊かな人間関係の形成に努めることとして

いるところであり、地域の皆様と一体となって教育環境をつくっていくことが必要であり、

大切であると考えております。 

緑陽中学校におきましては、児童生徒は地域行事への、合唱部の参加や餅つき大会などで

地域との関わりを持っているところです。中学校の地域での施設活用としましては、青少年

健全育成連絡協議会との地域交流会に活用していただいております。あるいは小学校と中学

校では体験活動として緑ヶ丘小学校の児童が中学校の一日体験などの実施をしているところ

です。また体育館の一般開放なども行っているところでございます。他の地域の例ですが、

西部地区におきましては、防災訓練などの事業を地域と学校とが一体となって企画し実施し

ている例もあり、今後、他の地区でもこうした取り組みの展開も考えられるところでござい

ます。施設の有効活用にあたりましては昨年 6 月に策定されました、北広島市公共施設等総
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合管理計画にある施設分野別の方針に沿って学校施設の大規模改修等を計画する際には学校

教育に支障のない範囲で余裕教室の活用を図るなどコミュニティの拠点としての有効利用に

つきましても検討してまいりたいと考えております。現状の緑陽中学校の施設をコミュニテ

ィの拠点とするにあたりましては、施設管理上の整備や幅広い年代層が使えるための施設整

備、使い勝手に配慮した施設整備が必要となりますので、現在のところはコミュニティ拠点

としては難しいものと考えているところでございます。以上でございます。 

 

○駒形建設部長 

 それでは 6点目のトリムコースの整備ということについてご回答させていただきます。 

トリムコース周辺に設置しているトイレにつきましては公園や小学校など、屋外施設の利

用者を対象に設置しているところでありますことから利用期間につきましては、4 月中旬か

ら 11月中旬までとしているところであります。これらのトイレについては水道管や便器など

の凍結対策を行っていないということから冬期間の利用は難しいものと考えております。 

なお冬期間のトイレ利用につきましてはトリムコース沿線にあります住民センターが利用

可能でありますとともに今後は他の施設につきましても、利用することができるよう検討し

てまいりたいと考えております。以上であります。 

 

○高橋市民環境部長 

 それでは 7点目の空き家対策と野良猫の問題につきましてご回答させていただきます。 

まず空き家対策についてですが、北広島市空き家等解体補助金の概要につきましてご説明

をさせていただきたいと思います。空き家の解体費用を補助し、土地を有効に活用していた

だくことにより、市内への定住促進を図ることを目的にし、平成 28年度から実施をしている

ところでございます。 

補助の内容といたしましては平成 28 年度が解体費用の 2 分の 1 の補助、上限額 50 万円と

なっております。それから平成 29 年度は解体費用の 3 分の 1 補助、上限額 30 万円となって

おります。これまでの実績といたしましては、平成 28年度は補助件数が 10件、平成 29年度

は補助予定件数が 30 件となってございます。平成 23 年 6 月から実施している空き地・空き

家バンク事業の実施状況につきましては、平成 29年 8月末で空き地 74件、空き家 14件で合

計 88件の登録があり、この空き地・空き家バンクがきっかけで契約に至った件数といたしま

しては空き地が 38件、空き家が 13件の合計 51件でございます。なお、北広島団地地区にお

きましては空き地が 10 件、空き家が 6 件の合計 16 件の登録がありました。契約に至ったケ

ースにつきましては空き地 7件、空き家 6件が契約に至りました。 

次に野良猫の関係でございます。狂犬病の蔓延を防ぐために、制定されております狂犬病

予防法によりまして、畜犬登録や予防注射・野犬掃討・捕獲など、犬につきましては市町村

が行うことができるのですが、猫に対する根拠法令や制度が何もないということから、現状

としては市では引き取りや捕獲ができない状況となっております。よくある相談としては、

猫が敷地内に居ついて困るという相談などがありますが、今言いましたように法的根拠等が

なく、市ではなかなか対応ができないので猫が嫌がる薬などを置いていただくなど、猫が寄
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りつかないような方法をお勧めするというような回答をさせていただいているのが現状でご

ざいます。 

猫の所有者が放し飼いを行い、近隣住民に迷惑をかけているという事例の場合につきまし

ては、市には指導する権限というのはありませんが、猫の所有者は基本的に屋内や室内での

飼育に努めることとしている環境省の家庭動物の基準や北海道で作っている「北海道動物の

愛護及び管理に関する条例」などを説明させていただき、猫の所有者に室内での飼育をお願

いしているというのが現状でございます。以上でございます。 

 

○駒形建設部長 

それでは 8点目のうちサイクリングロードの部分についてご説明させていただきます。 

道道札幌恵庭自転車道線という名称がついておりますが、このサイクリングロードにつき

ましては、本市の札幌市境界から現在 JR恵庭駅までの間を事業主体の北海道によりまして事

業化され、整備が進められているところであります。本市内の区間の延長につきましては札

幌市の境界から恵庭市の境界までの間、14.5Kmとなっているところであります。このうち本

市の札幌市境界から JR北広島駅までの区間約 8.1Kmにつきましては、平成 16年 10月に開通

し、その後、平成 26年 9月には市道南里山沿線から道道江別恵庭線までの区間 3.4Kmが開通

しており、市内全体で現在 11.5Kmが供用を開始しているという状況であります。 

またＪＲ北広島駅から、今の市道南里山沿線までの区間 2.3Km と道道江別恵庭線から恵庭

市境界までの 0.7Km を含めた全体延長 3.0Km の未開通区間につきましては事業主体でありま

す北海道において早期の完成を目指して、現在、関係機関と協議を進めていただいていると

ころであります。 

現在はＪＲ北広島駅付近の整備ルート上にありますＪＲ敷地並びに敷地内に存する施設の

対応方法について管理者でありますＪＲ北海道との協議に時間を要していると事業主体であ

る北海道より伺っているところでありますことから、本市としましてもＪＲ北海道に直接お

伺いしてこういった協議を早期に進めていただいて早期開通が図られるよう要請していると

ころであります。 

道道札幌恵庭自転車道線は市内の多くの方々にさまざまな形でご利用いただいているとこ

ろであり、全面開通することにより地域間の交流が進み、自転車の事業促進も期待ができま

す。さらには地域の活性化、観光振興にも大きく寄与するものと考えておりますことから、

本市といたしましても本市域内の未開通区間の早期開通に向けて、今後も引き続き事業主体

であります北海道並びにＪＲ北海道に対しまして協議の促進と、工事の早期着手を要請して

まいりたいと考えております。以上です。 

 

○高橋市民環境部長 

 それでは最後の 8点目のうち、デイライト運動につきましてお答えさせていただきます。 

デイライトにつきましては、ドライバー自らがデイライトを意識しライトのスイッチを入

れることによりまして交通安全運動への参画意識が高まる効果や、他の車両や歩行者に対し

まして自車の存在や位置を認識させることによって交通事故防止の効果があるものと考えて
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おります。 

また、これからの時期につきましては日没が早まり、この時間帯における歩行者と車両と

の交通事故が懸念されますことから、市では特に高齢者の方に対して老人クラブ等の交通安

全教室などを含めたさまざまな機会を通じまして外出時の夜光反射材の着用を呼びかけてい

るところでございます。夜光反射材においても、早目の点灯やデイライトが実践されること

によりまして効果があるものと考えております。デイライト運動につきましては北海道警察、

北海道交通安全推進委員会、北海道交通安全協会などの各関係機関や団体が連携し一体とな

って運動を推進してございまして、市におきましてもデイライトの更なる普及を目指し各関

係機関団体等と連携して普及啓発に取り組んでまいり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  

○自治連合会長 

 横断歩道やサイクリングロード、デイライトについてですが、道に要望した、公安委員会

に要望したなどという回答は聞き飽きました。何年も前から言っていることですので、そう

いう回答では我々は満足できないです。 

例えばデイライトだと、先進国は何十年も前から実施しており、そこで走っている日本車

もデイライトになっています。だから技術的には何の問題もないはずです。ただ、日本から

規則や条例などを作ってほしいという声が出ないから実現しないだけで、先ほどの説明のよ

うなただ関係団体に要望するとか、啓発に努めるとか、運動をするとか、ドライバー自らが

付けるだとか、こういう話はもうほとんど意味のないことだというような気がします。 

また、サイクリングロードも道の管轄ということで、道に要請するということですが、市

としてどこまで真剣に対応してくれるのかというところ、それから横断歩道もそうですが、

これも公安委員会に要望しなければならない、その辺が実際に住んでいる住民達がピンとこ

ない点で、その辺について何かお考えがあれば説明していただければと思います。 

 

○上野市長 

 例えば道路の関係でいきますと道道は道が用地買収から用地交渉など全て、市道は市が、

国道は国が行うということになっております。我々もやはり早く開通してほしいということ

で JRの方に協議を行うなどをしておりますが、今回答させていただいたように上手く進んで

いないというのが現状であります。 

信号横断歩道は全市で 70～80カ所ほどの要望がありますけれども、公安委員会で決定して

設置することになっており、公安委員会が全道的な設置箇所と合わせて対応するものなので、

なかなか進まないということであり、毎年これは要望させていただいているという状況であ

ります。したがって市が他人事ということではなく、市としてもできるだけ早く実施してい

ただきたいので様々なことをやっておりますけれども、現状は進んでいないという状況であ

ります。 
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○市民 

 1つだけ教えてください。除雪体制の中で、北広島団地内に既に気象観測装置が１機あると

いうことですが、これがどこにあるのか教えていただきたいと思います。 

 

○駒形建設部長 

 北広島団地内の設置箇所につきましては、青葉町 4 丁目の旧青葉浄水場の施設跡地の敷地

内に 1機設置しております。 

 

○市民 

 テーマ 1 番目の緑葉公園の駐車場の横断歩道についてですが、見通しが悪いと思います。

さらに傾斜がきついと思います。本当に横断歩道を作る気があるのですか。作るのは道でし

ょうが、見込みがあると考えていらっしゃるのでしょうか。お尋ねいたします。 

 

○高橋市民環境部長 

 実際には公安委員会や関係部局の方に現地を見ていただく機会もございますので、まずは

市民の方からお声がありましたということで要望差し上げさせていただきたいと考えており

ます。設置の可否については条件もあり、まずは現地を見ていただいて判断をしてもらう必

要があると思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○市民 

 市としての姿勢はどうなのかをお聞きしたいです。 

 

○高橋市民環境部長 

 実際にそちらを渡っている方が多く、特に子どもも多いという実態もございますので、警

察の方も含めて、どういった形が利用される方の交通安全確保のためになるのか、また設置

可能かも含めて、現場の方を見ていただきご判断いただくという形になるかと思います。 

 

○市民 

いつも要望に対する返事として、申請しています、お願いしていますって言っていますが、

いつしているのですか。申請後の結果が何もわかりません。それと緑葉公園の横断歩道です

が、スピード測定やっていますよね。測定のために横断歩道をつけてくれないのではないで

すか。あそこはやはり歩道が必要だと思います。 

 

○高橋市民環境部長 

 今言った場所や、その他から寄せられている様々な信号機の要望なども含めて随時北海道

公安委員会には要望させていただいておりますが、その結果につきましては、設置について

の決定がありましたらご連絡をいただけますが、北海道全体としてかなりの要望件数がある

ということで、要望１つひとつの回答についてはいただいておりません。ただ先ほども言い
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ましたようにこのようなご意見をいただいておりますので、私どもとしては引き続き早期に

対応いただけるように要望していくという形しか取れないので、今後もこういった形で要望

していきたいと思っております。 

 

○市民 

 お世話になっております。テーマ 7 番目の空き家対策の件ですが、松葉町第 1 自治会にも

老朽化した建物と樹木・雑草が繁茂しまして、電線事故や倒木事故の懸念や害虫・害獣の繁

殖、不審者の隠れ場所というような、いつ事故が起こってもおかしくないような空き家があ

ります。近隣には非常に小さな子どもたちが住んでいる家庭が何軒かあり、非常に危惧して

いるところです。もう今から 10年以上前から当時の役員が市役所の方に口頭で申し入れをし

ておりますが一向に改善されないということで、今年の 7 月に町内会として文書で市長さん

宛てに改善のお願いをしたところです。担当部署から早急に現地を調査していただいたので

すが、その後の進捗状況が全然わかりません。もう何年も町内会としての緊急な対策をお願

いしているところですので、いつ何が起こってもわからない状況ということと、景観的にも

非常に悪く美観を損ねております。その点の早急な対策とその市の空き家対策、いろいろ制

約はあるのでしょうが、その点どういう対策をしているのかお聞きしたいなと思っておりま

す。よろしくお願いします。 

 

○高橋市民環境部長 

 私の方から説明をさせていただきます。ご要望のありましたところにつきましては、当職

員の方から現地を見させていただき、現状の写真を撮影させていただいております。現在、

当市で空き家における対策計画を作っている最中という関係もございまして、いわゆる空き

家の認定をした後でないと今後のステップを踏んでいけないという現状にございます。 

現状としてできることといたしましては、法律ができたということを踏まえ、土地の所有

者や建物の所有者に対して近隣の方から苦情等が来ているということで、その所有者の方を

調査することが市としてできることになりましたので、所有者の方の状況を調べさせていた

だき、文書でお送りしているところです。 

すみませんが、その後の反応の部分につきましては戻ってから確認させていただき、後ほ

どご報告をさせていただきたいと思います。それから市内における空き家関係の全体的な状

況ですが、国の方で空き家等対策の推進に関する特別措置法というのが新たに制定され、そ

れを受け、市の方でも条例を制定しました。その条例に基づき、いわゆる空き家という部分

に該当するかどうかの調査を実施しまして、今後空き家等の部分をどういった形で解消して

いくかということの基本的な計画となる空き家等対策計画を作成しているところであり、先

だってパブリックコメントを実施させていただいております。 

今後の流れといたしましては、その計画に基づきまして空き家等という形になるようなも

の、具体的に言いますと水道が 1 年間以上使用されていない建物などの調査や、各町内会の

会長さんにお願いをして長い間使われていないような危険な建物はないかなどを聞くための

アンケート等をさせていただくなど、ある程度建物の数を絞りまして、その所有者に対しま
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して現在の所有状況や今後の対応についての調査をさせていただきたいと考えております。 

今空き家と言われるようなものが市内に 300 件程度あるという状況になってございます。

今後の部分につきましては先ほどお話しした計画を策定したのち、空き家の認定作業という

形になろうかと思います。準特定空き家という、管理が不全で全く何もしないということで

近隣の方々に迷惑をかけているような建物というものもあります。そういったものも含め実

際に現地等を見させていただき、空き家等認定をしたのちには、その所有者に対しまして法

に基づきまして段階を追って指示を出すということになろうかと思います。最初は指導とい

う形になると思いますが、それでも立ち行かないということであれば勧告をし、それが駄目

であれば命令、最終的に市が代執行するというような法律の流れになっております。 

従って、計画の策定や空き家の数の把握などもありますことから、もうしばらく対応をす

るにあたり、時間がかかるのかと思います。それまでの間については、市で条例を持ってい

ますので、趣旨に基づきまして土地の所有者や建物の所有者に対して苦情等があった場合は

その旨を伝え、何かがあった場合には建物の所有者や土地の所有者の責任ということになり

ますので、その辺を所有者に対して何らかの措置を講じるよう通知するという形が当面の対

応になるかと思っております。以上でございます。 

 

○市民 

 市の方として上物が建っている場合には固定資産税が減額になりますよね。税制的に不利

になるような空き家対策というのはとれないのですか。それと繁茂したいつ倒木するかわか

らないような危険な状態、防犯上の問題、例えば草刈り、それから伐採しなくても少し切り

詰めるなどそういう強制力はないのでしょうか。 

 

○高橋市民環境部長 

 税制上の話ですが、特定空き家等に認定された場合の部分も含め、税制改正の中で議論を

されているところがございます。いわゆる空き家と言われている部分については、その庭木、

塀なども含めての認定ということになります。 

あくまでも管理が不全な状態で、近隣の方などに危険を及ぼすおそれがある場合について

認定をされていく形になっておりまして、その場合は他人に危害を加えますので、早期改善

の要請や、甚大な被害が生じる場合については市が代理で対応するような形の法体系となっ

ており、それ以外の部分につきましては認定基準の中でいろんな項目として、防犯上や衛生

上の問題もございます。それらについて、いずれも所有者の方の責任ということになります

ので、直ちに市が何か対応するということではなく、そういった状況にあるということと何

かが起こった場合の最終的な責任は所有者の方に行きますということを説明し何らかの対応

をするよう、お知らせをするような形になろうかと思います。 

 

○市民 

 今の関連で実例をお話しします。この間、住民の方から空き家周りの草が酷いということ

で市に連絡したら、今の部長さんのような回答で、強制力はないということでした。たまた
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ま、町内会で所有者の連絡先がわかっていましたので連絡したところ、対応しますというこ

とで本人からも了解を得て、シルバー人材センターにすぐ連絡してすぐ対応してもらいまし

た。なので、そういう連絡先をしっかり押さえていればもっとすばやく対応できるかなとい

うような気がします。参考になればと思います。 

 

○榎本市民課長 

 今のご意見は参考とさせていただきます。 

 

○市民 

 1 つは横断歩道の件でちょっとお聞きしたいのですが、公安委員会が対応するものだとい

う前提で話されておりますが、市が費用を負担して対応するということで公安委員会と詰め

られないのかお聞きしたいです。 

それから空き家対策の件ですが、第 2 自治会の方では十数件空き家があります。私の二つ

隣の家が冬の落雪で屋根が壊れてそのままになっていました。もちろん草木もボーボーで道

路にはみ出しており、車が通るとひっかかるような状況でした。でもその方は転居するとき

に私のところに来て、何かあれば電話くださいということで連絡先をしっかり教えてくれま

した。夏の雑草とか冬の落雪による屋根がそのままだと危ないので、それをどうするかとい

うようなことも連絡して、業者を入れて屋根は直してもらいました。雑草も業者を入れて刈

り取りました。道路に出ている木の枝については私が許可を得て剪定しました。やはり連絡

先を押さえておけば何とかなるのではないかと思うのですが、実際にそこまで空き家の所有

者や近隣の方に聞いて連絡先を市が押さえているのかどうか疑問に思っております。そこま

でやってほしいなと思います。 

 

○高橋市民環境部長 

 横断歩道の関係ですが、北海道公安委員会の方で設置するという決まりになっており、お

金の問題だけではないことから、市の負担での設置は難しいものと考えております。 

それから空き家の関係で、先ほども説明しましたけれども今まさに空き家という部分の絞

り込み作業をしているという状況でございます。その後所有者に対してアンケートを取って、

例えば今後解体しますという方もいますし、売買できたので新しい方が住むという状況もご

ざいます。そういった中で今後空き家になると思われる部分につきましては、まずは外観調

査をかけさせていただき、現在の状況を押さえるという作業になっております。またデータ

ベース化される形になりますので、その後の動きなどを確認するという形になろうかと思い

ます。そういった場合、個人情報の関係もございますのでご本人の同意のうえということに

はなりますが、連絡先等について市の方に提供していただけるということであれば是非ご協

力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。 

 

○市民 

 今の空き地空き家に関してですが、私の隣が空き家になって今売り出しになっている最中
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です。隣接している私の庭にヘビが出てきましたので、空き家を売り出している業者に電話

して持ち主の方に今こういう状況にあるということを伝達してもらいました。ヘビも動物な

ので、私のところに最初からいたのか、空き家の方から来たのかはわかりませんが。最終的

にはある程度雑草や木を切除してもらいました。売り出しに出している空き家については、

業者との関わりも必要なのかなというように思いました。以上です。 

 

○市民 

 素人の浅はかな考えかもしれないのですが、北広島が 4 年連続、北海道で住み良いまちと

いうことでしたが、動画を作成してインターネットに上げられたと記憶しています。公安委

員会に対して毎年のように道路における各要望をしているという話ですが、要望の手法とは

どういう手法なのでしょうか。ただ書類で申請しているだけなのであれば、例えばそういっ

た動画を使った説得などの新たな手法をとれないのかと思いました。もし今と同じ要望の仕

方だけしかやってないのであれば手法を変えるというのはどうかと思い、提案させていただ

きます。以上です。 

 

○高橋市民環境部長 

 実際の要望につきましては文書でも送付しておりますし、場合によっては説明をするとい

うこともございます。また、先ほどもご説明いたしましたが、現地のほうを確認していただ

くということもございます。現地を見る前には、現地の写真等含めて状況説明をしたうえで

要望しております。動画の部分については私どもも事例を聞いたことがないので、それが要

望の仕方として適正かということもありますが、参考にさせていただければと思います。し

かし、やはり動画よりも実際に現地を見ていただくというのが一番効果的ではないかと考え

ております。 

 

○市民 

 実際に現地を見てもらっても、時間やタイミングによっては人の流れがわからない場合も

あり得ます。大人や子どもたちがランダムに通っている状況を動画に収めて、どういうリス

クがあるのかということを見せるという方法もあるのかなという提案でした。以上です。 

 

○自治連合会長 

 ゴミステーションのことについてです。21 年と 25 年にアンケート調査をしているという

ことでしたが、最後の調査からもう 5 年も経っております。高齢化も進んでいるし、人口減

少もありますので、現在のステーション方式を何とか変えていくような方向でお願いしたい

です。先ほど庭先収集制度というのをお聞きしました。すぐにとは言いませんが、そういっ

た何らかの方法でこのゴミステーション方式を数年のうちに改善していただきたいと思って

おりますのでよろしくお願いします。 
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○高橋市民環境部長 

 先ほど説明の中で細かく説明していなかったのですが、おおむね 4 年に 1 回程度、市民の

皆さんの動向を踏まえるということでこれまで 21年と 25年にアンケートをとっております。

今年 29 年ということでちょうど 4 年経ちますので、現在アンケートの準備をしておりまし

て、皆様方の回答をいただいた中で、その動向などを踏まえて対応させていただきたいと思

います。ステーション管理そのものが行き届かなくなってしまえばごみが散乱してしまうと

いう現状になりますので、そういった部分については個別の収集という形も考えていかなけ

ればならないかとも思っております。また、私ども環境課の職員が朝各地区のステーション

を順次周って立たせていただき、ごみを出す方のご意見を伺っております。その中で出たご

意見や今後のアンケートも含めて検討していきますので、ご協力をお願いいたします。 

 

○市民 

 今ゴミステーションについてアンケートを取るという話がありましたが、内容的に戸別収

集なのかステーション方式なのかというのはどこを色分けして収集方式を決めるのかを聞き

たいです。 

それと、横断歩道について要望する、あるいは要請するということはあると思うのですが、

一方的にただ要請する、あるいは要請した後に現地を見てもらい、これが今年対応不可であ

ればまた来年も要請するということになると思いますが、なぜ対応できなかった場合の回答

をもらえないのか。また、去年見せた箇所を再度見せるのか。そういうことを繰り返すのは

無駄な気がします。例えば全道的に件数が多いから対応できないですとか、横断歩道は可能

だけど信号機は駄目だというような先方からの話もあると思いますが、こういう結論や回答

を都度もらうことはできないのでしょうか。ただ一方的に言えばいいっていうのであれば言

って終わりのような気がします。その辺をお伺いしたいと思います。 

 

○高橋市民環境部長 

 まず、交通安全施設の関係をお答えします。多くの要望を上げさせていただいて明らかに

駄目だというところにつきましては、こういった理由で設置は難しいという回答はいただい

ております。それ以外の部分につきましては、全道各所から凄い数の要望があり、その中で

緊急度や優先度を考え、公安委員会が判断するということになっております。それが市内・

市外も含めてという形になるものですから要望は出していますが、なかなか実現されないと

いうのが現状です。 

次にゴミステーションについてですが、年代別にアンケートを出させていただいて集計し

ますし、ステーション方式である場合と戸別収集である場合の状況なども確認させていただ

いて、皆さんの意識がどのように変わっているかなどを見させていただきたいと思います。

実際に戸別収集をやるとなると正直莫大な費用がかかります。今まで拠点として一筆書きで

周っていましたので、どうしても経費の問題がでてきます。それから先ほど言いましたよう

にステーション管理そのものが行き届かなくなった場合はどうすればいいのかという問題も

ございますので、アンケートで傾向を見ながら判断をさせていただくという部分もあります
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し、私どもで各ステーションを周って見させていただいておりますので、その際にご相談が

あれば、確認させていただき判断するということになろうかと思います。 

 

９ 自由懇談  

○市民 

 まず、去年要望した緑陽通の街路樹の盛土について、今年実施していただきありがとうご

ざいました。質問ですが、現在空き家となっている緑陽中学校の公宅が 2 件ありますが、今

後の使い方について、どのような利用をされるのかお聞きしたいです。 

次にグラウンド下のしらかばを何本か切っていただきまして、景観上の問題もあるので少

し残したいということでしたが、相当太くなって、毎日のように落ち葉が道路に落ちており、

その片付けが私の朝の日課になっております。何とかしていただきたいと思っておりますの

で、その辺をお願いしたいと思います。 

 

○水口教育部長 

 2点について、教育部の方でお答えさせていただきます。まず 1点目の公宅の部分です。今

年の 3 月に教職員の異動がございまして、現在空き家という状況になっております。教育委

員会としましては、通学路の安全パトロールの際に職員が見回りをする、あるいは定期的に

施設管理の担当が公宅に行き、公宅内を確認しているという状況です。ただ、今後冬場を迎

えるにあたり防犯上の問題もありますので、取扱いについて現在検討しております。進入が

できないような形を簡易的にとるのか、あるいは遠隔的な警備会社等による警備をとるかと

いうことで考えております。実際には学校施設自体の今後の活用という部分もありますので、

それらと一体として、光沢の取扱いについて考えてまいります。公宅用地だけお貸しするこ

とや売るといったことについては、現在は検討していないところでございます。 

次に、しらかばの現状についてですが、実情がわからない部分もございますので、一度見

せていただいたうえで学校施設の用地内でありましたら、学校施設担当でどのように対応す

るか検討させていただきたいと思います。以上でございます。 

 

○市民 

 バス停と除雪に関してお聞きします。松葉町 5 丁目のバス停は松葉町 5 丁目と 6 丁目の

方々が多く利用されています。向かい側のバス停は、白樺町の道営住宅の方が多く利用され

ています。交互に 30m の道を、今時期は横断歩道のないところを、中央分離帯を越えて行き

来して利用されている状況です。ルールから言うと横断歩道を渡りなさいということかと当

然思いますが、私たちからしますと下は松葉町 3丁目・4丁目の信号のあるところ、上はセイ

コーマートのところまでいかないと横断歩道がありません。下まで行きますと隣のバス停、

松葉町 4 丁目のバス停へ歩くのと同じ距離になります。上まで行きますと白樺町のバス停ま

で歩くのと同じであります。 

今はこの状況でも支障はあまりないですが、冬場になりますと中央分離帯の高さが高くな

ってしまいます。横断歩道は 15cm 以上降ったら道路ということなので除雪してくれますが、
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中央分離帯のところは除雪されないので高くなり、下手をすると 50cm以上になります。また

バスを利用するほとんどの方は女性です。そうするとその中央分離帯から一般道路に降りる

のに 50cmを飛び降りる形になります。路面がつるつるしていますので飛び降りる勇気がまず

必要です。若い女性の方でもスカートを履いているとなるとなかなか足を開けません。そう

するとますます危険です。車が来ないか左右見ながら皆さん渡っているようですが、下手す

ると飛び降りて滑って転んでしまいます。この辺の除雪は昼間になるとボランティアの方々

が除雪されているようですが、できれば中央分離帯のバス停近くの部分を低くしてもらえな

いかという部分と、しっかりバスが停まるところに合わせた除雪をしていただきたいです。

これは松葉町 4 丁目のバス停のところも全く同じことだと思います。交通安全のためにも何

か対応していただきたいなというお願いでございます。 

また、5丁目の緑地帯がのり面になっています。これは以前お願いしまして今舗装されてお

り、途中に砂箱を設置してもらいましたが、冬場になりますとその歩道の歩くところがかま

ぼこ型になります。ちょうど中間に砂箱がありますのでそこへ行くのに大変です。その緑地

帯も高齢者もしくはご婦人が多いものですから、自分で緑地帯の中間までいって砂利を撒く

というのも難しいです。その砂箱に行くのも大変です。緩やかなのり面なので、階段をつけ

てほしいとまではいいませんが、できれば手すりをつけていただいたら非常にいいのかなと

思います。もしくは砂箱を上と下の両方に設置していただきたいと思います。何か良い方法

がありましたらよろしくお願いします。 

 

○駒形建設部長 

 まずバス停の上り下り線の連絡部分の除雪という部分でございますが、私ども建設部土木

事務所で実施しております除雪の作業の中でこの部分の除雪をするというのは、交通安全上

の問題も出てくるものですから、なかなか難しい状況にあると考えております。 

次に松葉町 5 丁目のバス停までの間の緑地部分にある通路の勾配の部分の話についてです

が、砂箱を 2カ所設置するというのはなかなか難しいのかなと思いますが、現地を見まして、

道路の勾配等を確認する中でどういった方法があるのか、まずは現地を見させていただきた

いと考えております。 

 

○自治連合会長 

 2つ質問です。1つは市長にお聞きしたいのが、ごあいさつの中で、新庁舎のお話しがあり

ましたが、総工費はいくらぐらいになっているのか。そして国や道から助成や補助があった

のか、あるいは借金があるのかについてお聞きしたいと思います。 

もうひとつはボールパークのことで、11回の実務者会合をされたというお話しを聞いてい

ますが、その実務者会合の感触をお聞きしたいと思います。 

 

○上野市長 

 庁舎につきましては、概算ですが本体で約 48億円であります。それで防衛施設庁の補助を

もらってあの中に保健センターも組み入れていますので保健センターと庁舎の部分で約 10
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億円の助成をもらっております。そのほかに今まで基金を積み立てておりますので約 12億円

だったと思いますが、その基金から取り崩してということにしておりまして残りは一般財源

と起債という借金をして約 48億円を賄ったということになっております。また、これから外

構に約 10億円かかりますので、全体でいきますと約 58億の総工事費ということになります。 

 

○川村企画財政部長 

 企画財政部の川村と申します。ファイターズのボールパークの関係ですが、昨年の 12月 20

日に市長が提案書を出して、1月から、ついこの間、11回目の実務者協議を行っております。

今月末には 12回目が予定されております。まず大前提として、実務者協議においては球団と

市は対等の立場で協議を行っております。したがって球団が言っていることを市が全て丸飲

みして市が全て負担するというような体制にはなっておりません。市としても当然市民の皆

さんも含めてどういった影響があるのか、どういった状況があるのかということをまずはお

話しをさせていただいております。その後まだなかなか皆さんに情報をなかなかお知らせで

きないという状況がありますが、これは球団サイドも運営会社も含めて非常に情報が伝えら

れないような協議となっておりまして、当然これから話が煮詰まってきた段階で、皆様にお

諮りして話を進めていきますが来年の 3 月に球団がどこにするかという方向性を出すと話を

しております。そこで決まってから、さらに具体的に年数をかけて協議をしていくことにな

りますので、その段階で全てが決定したということではなく、そこからまた市民の皆さんに

もいろいろ意見を聞きながらお話しをしていくことになるかと思います。感触については札

幌市の候補地が出ておりますけれども、この段階では、私どもとしては全力で協議を行って

おりますけどもまだ五分五分の状態だと私どもは考えておりまして報道にあるように市が有

利というような点もありますけれども、私どもとしては五分五分の立場で球団と誠意を持っ

て協議をしているというような状況です。以上です。 

 

○市民 

 新庁舎の件ですけれども、役所前に商店街がありましたよね。それらの土地の買収費とい

うのは、どれくらい掛かったのでしょうか。また、ちょっと余分な話かもしれませんが角の

床屋さんはどうにもならないのでしょうか。以上です。 

 

○上野市長 

 古谷商店が庁舎用地ではなくて市民広場ということで、約 1 億円で買っております。現状

の庁舎の敷地に仮庁舎を作るとなると 5～6 億円かかるということだったので古い庁舎を使

いながら、商店街跡地を駐車場にして、今の新庁舎を建てたということであります。床屋さ

んは、いろんな方から聞かれますけれども所有者がご年配の方で、ずっと住んでいるもので

すから、もう少し住まわせてほしいということでありました。決して意地悪をしているわけ

ではありません。恐らく自分の引っ越し先などが決まった段階であの用地は解決できるので

はないかなと思っております。以上です。 
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○市民 

 せっかくの機会ですので 1 つだけ質問させていただきます。ここ数年来、区画整理事業が

進んで新しい企業がどんどん進出されておるようですけれども、先ほど市長さんの話で工業

団地に 8 社ほど入っているということを聞きました。これだけの会社が入っていると北広島

住民の雇用がかなり促進されているのではないかと見ているのですが、どの程度雇用が促進

されているのかをお聞きしたいです。 

また、最近北広島にＵターンしたいという声を耳にします。北広島に勤め先があれば戻っ

てきたいというような話も時々聞くのですが、何かこういう企業の雇用に関しての優先的な

情報といいますか早めに情報をいれてもらう、あるいは雇用するときに北広島市民を優先し

て雇用してくれるというような方策が何かないのかなと思い、お聞きします。 

 

○上野市長 

 製造的にいいますと名古屋の中北薬品という製薬を製造するというような企業がありまし

て、市内の人や札幌の人など合わせて 40人ほど雇用が生まれておりますけれども後は以外と

流通関係が多いということであり札幌から引っ越してきた流通会社だとかということであり

まして正確な企業や数値につきましては後ほどご連絡させていただきます。 

また、市ではできるだけ北広島市民を雇用していただきたいということで若い方を雇用し

ていただいた場合に助成金を交付するという制度をとっておりますので、結構北広島市民の

方々が雇用されているというところでありますけれども、例えば、工業系の人が欲しいとい

うことになりますと学校に行ったりしながら雇用の確保をしている状況でありますので全部

が全部北広島市民かというとそうではないという状況であります。 

 

○市民 

 来年度から、小中一貫教育を導入することになるのですが高齢化が進んで子どもたちが少

ないこの北広島の中で、より多くの若い人たちと子どもたちが入ってくれるように努力して

ほしいと思うので、教育委員会の方が北広島の小中一貫教育の中で北広島独自の魅力的な教

育制度というものを今考えてられているか教えてほしいと思います。それによって北広島を

アピールするときにそこの部分を前面に出すことで若い人たちが北広島にくるような気がし

ます。今なぜ来ないのかを考えると、教育制度に問題があると思います。こういうことはあ

まり表面には出したくないのですが、団地ができたときには北広島団地内の学力レベルが高

かったらしいです。それが魅力的で来たという人たちが多かったです。学力のレベルという

よりも北広島独自の教育制度というものを前面に打ち出し、道内にアピールして若い人を呼

んでほしいです。私はそれを要望するために出席しています。そこの部分に力をいれて是非

若い人たちと子どもたちを呼んでほしいと思うので、それに対する考えについての質問と要

望です。 

 

○吉田教育長 

 教育委員会の吉田でございます。ご質問ありがとうございます。小中一貫教育を平成 30年



- 28 - 

度から市内一斉に導入するということで準備を進めさせていただいております。人口を呼び

込むための魅力が必要だというお話しをいただきました。 

その点からいきますと、北広島市の教育行政を進めるうえで、これまでキャリア教育とい

う生き方や職業観などをずっと子どもに教え育て、自分は自分でいいという自尊感情を高め

て、そういう心を持って勉強に望んでほしいということで進めてきております。 

今回、小中一貫教育の 1 つの柱にキャリア教育と、北広島に住むことの喜びを小学校 1 年

生から中学校 3 年生まで続けて系統的に教えていこうと考えております。つまり大志を抱く

まちなので、大志学という言葉を使っていますが大志を抱くまちなので、大志という言葉で

キャリア教育を進めていこうというのを大きな１つの柱にしております。 

また、他自治体との違いとして、道内で 35市ある中、小中一貫教育を全ての中学校区で行

うのは私のまちが初めてになります。まず今の時点では相当先行しているのではないかと考

えております。これは宣伝できる１つだと思います。北広島市の学校は地域分散型で東部地

区、団地地区、西の里地区、西部地区、大曲地区ということでちょうどそれぞれ小中学校が 2

校あるいは 3 校のグループになっているという状況であり、小中一貫教育を導入しやすい状

況があるので、一斉に行うことができると考えております。そういう意味では小中一貫教育

は魅力でありますし、子どもにとってもいい制度だと思っています。9年間で小学校から中学

校に行くときにギャップを少しでも小さくしようということで生活指導など日常の学習の仕

方などをずっと積み上げていくもので、今までもやってはいるのですが、小学校は小学校、

中学校は中学校という意識が強かったものですからそこの垣根を低くして、子どもが学びや

すい環境をつくろうということです。これは小中一貫教育の一般的な利点で、そういうこと

も全地区でいっせいにやるということに意味があると私は考えています。 

それからもう 1 つお話ししておきたいのは、教育自体に、私は思っているのですが、人口

誘導策の一番の柱にするというより、当然そこに寄与するのですけれども、今いる子どもた

ちが学ぶときにこういう一貫・接続があった方がいいだろうということを 1 番に考えていま

す。その結果、今おっしゃるように魅力として発信されて他のまち、あるいは地域から人が

流れてくるということで考えたいと思っております。 

市の魅力というのはおっしゃられたように大事だと思いますので、これからも内容等考えて

いきたいと思っております。言葉足らずかも知れませんが、よろしくお願いいたします。 

 

○市民 

 これは提案ですけれども、北広島の中には色々な人材がたくさんいらっしゃると思います。

年配の方たちが色々塾みたいなものができるような気がするので、そういうものも今後一般

から募集して、例えば北大の先生たちが理科の実験みたいなものを課外学習でやってくださ

ったことはあったように思います。うろ覚えですが。そういった先生になれるような人材が、

北広島の中にはたくさんいるような気がするので、そういう人たちも活用して学校が休みの

ときにそういうものを市として開いてくれるということができると魅力的なのかなという思

いもします。これは提案です。 
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○吉田教育長 

 現状でも教育委員会の中に学校支援地域本部コーディネータを置き、各中学校区あるいは

学校単位で、例えば水泳の授業をするときに水泳協会の人にエントリーいただいて教えてい

ただくなど、そういう専門的な知識のある方もエントリーしていただいて、学校の要請に応

じて派遣をするということもすでにやっておりますが、アピール不足かなというのを今感じ

ました。また今日会場にいらっしゃる自治連合先生も緑ヶ丘小学校でご自身の知見を子ども

たちに伝えていただいており、専門的ではあるけれども子どもにわかりやすいように伝えて

くださっています。そういった方々が市内にはたくさんいると私も思っておりますのでそう

いった事業の充実や情報の発信は今後も努めてまいりたいと思います。 

 

○上野市長 

 私としては、北広島の教育のレベルは高い方だというふうに思っております。引っ越して

来るお母さんに聞きますと必ず教育がどうか、またいじめがあるかないか、高校はどうかな

ど、全部調べてきているのですが、お母さん方から話を聞きますと北広島の評価は凄くして

いただいております。先生方も大変頑張っていただいておりますので全国の学力の部分も相

当いいところなのかなと私は思っております。 

 

○市民 

 補助金の関係についてご質問したいのですが、松葉町第 1自治会では平成 26年から 3年間

にかけて街路灯の LED 化を完了させています。聞くところによると寿命が 10 年から 13 年ぐ

らいと聞いているのですが、今後町内会としてその補修段階で困らないように積立の検討も

しているところです。制度について役所の担当者に色々とお聞きしているのですが、補助率

が 3 分の 2 というふうに聞いている者もおりますし 2 分の 1 というふうに聞いているものも

おり、その点を確認したいです。修繕費といえばいいのでしょうか、球切れを替える場合の

補助金については 3分の 2でよろしいのですか。 

 

○高橋市民環境部長 

 LED を普及させるということで LED の設置に関しましては 3 分の 2 補助で現状行っており

ます。先ほどおっしゃられたように 10 年から 13 年という寿命がございます。現在は市内全

体の普及率が約 8 割弱ですが、LED 化が進んでおります。いずれにしても現行の基準でいけ

ば 3 分の 2 ですが、その後見直し等もありえます。現段階では LED における補助については

3分の 2の補助制度で行っているということでご理解していただければと思います。 

 

○市民 

 極力 3 分の 2 で続けていただくようにお願いしたいです。2 分の 1 というふうになります

と町内会の活動が全然できないようになってしまいます。ぜひその辺をよろしくお願いした

いと思います。 
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○高橋市民環境部長 

 補足ですが、LEDについては故障時に修繕するという形ではなく、LEDそのものを取り替え

るという形になりますので、設置基準が適応となり、3 分の 2 が補助されるということにな

ります。ただし、球交換や安定器交換など部分修繕ができる、いわゆる水銀灯などについて

は修繕基準が適応となり、2分の 1の補助となります。LEDについてのみ 3分の 2となってい

る理由としては、環境負荷と維持費の観点から早期に LED 化を進めましょうということで実

施しているためです。今後の部分については市内全体的に普及した際に、現制度自体、つま

り 3 分の 2 のままでいいかなど、検討の余地はあると思いますが、現行としては先ほど説明

したようになってお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 

 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。最後に道塚副市長より閉会のごあいさつを申し上げます。 

 

10 閉会 ～巻末に掲載～ 
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平成 29年度 市 政 懇 談 会 

稲穂町自治連合会 

平成 29年 10月 20日（金）18：00～ 

稲穂会館 
出席者 21名（連合会 10名、市側 11名） 

 

 

 

【開催次第】 

１ 開 会 

２ 市出席者紹介 

３ 自治連合会副会長あいさつ 

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） 稲穂公園内にある階段の補修について 

８ 懇談テーマに対する再質問等 

９ 自由懇談 

10 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 32 - 

１ 開会 ～略～ 

 

２ 市出席者紹介  

○近藤市民課主査 

 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。川村企画財政部長です。高橋市民環境部長です。駒形建設部長です。福島総務部長

です。岡秘書課長です。市民課生活安全担当佐藤主任です。十河主事です。以上が市側の出

席者でございます。よろしくお願いいたします。 

 

３ 自治連合会副会長あいさつ 

○自治連合会副会長 

 お晩でございます。会長については今日から大阪に出張ということで欠席をすることにな

りましたので、皆さんによろしくお伝えいただきたいということでした。 

今日は大変お忙しい中、上野市長様はじめ副市長、各担当部長、職員の方々にご出席いた

だき、ありがとうございます。また平素より、各稲穂町内会・連合会の活動へのご理解とご

協力に対して、重ねてお礼申し上げます。町内会員の皆様も、お忙しい中参加していただき

ありがとうございます。 

兼ねてよりご要望しておりました会館の前の舗装工事が今日から始まりました。ありがと

うございます。 

今日の市政懇談会には事前に 1 つのテーマを申し込んでおります。稲穂公園内にある階段

の補修についてです。テーマについては、総務の小林から趣旨説明させてもらいます。その

後自由懇談となりますので、今日参加された方の中からいろんな質問・提案がありましたら

積極的に参加していただきたいと思っております。時間としては 2 時間ぐらいの予定で考え

ております。割と長いようで短いものと感じますので、まちづくりなどの積極的な発言をお

願いしたいと思います。今日一日、よろしくお願いいたします。 

 

４ 自治連合会役員等紹介  

○市民 

 連合会の役員を紹介します。先ほどあいさつしましたが、副会長の桜田です。同じく、副

会長で稲穂会館の運営委員長をやっております庄司です。私は自治連合会の総務広報部長の

小林です。総務広報副部長の今井です。これで出席者の役員紹介を終えさせていただきます。 

 

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）  

○市民 

 稲穂公園内にある、道道江別・恵庭線に通じる階段の踏み面が広く、昇り降りしにくいと

感じているという声を聴きました。階段の手すりも太くて、握りにくいとの声を聴きます。
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高齢者等が、よく使用している階段ですので、補修等の考慮をお願いします。 

 また、使用しにくいのは、階段の上を覆う木により、暗くなっているからではないでしょ

うか。木の枝を取り除くか、階段の色を明るめにすれば、階段の昇り降りに不便を感じなく

なるのではないかと推察します。写真を添付しますので、現地確認のうえ考慮願います。 

 

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 

ご要望のありました階段につきましては、平成 10年に自転車歩行者専用道路ということで

整備いたしました。市道名としては、あじさい通という名前がついております。この階段と

通路の整備に当たりましては、現地の傾斜や高低差、そういったものを考慮させていただい

て高齢者の方や子ども達が安全に通行できるように整備したものであります。 

まず踏み面が広すぎるというご指摘はありますが、踏み面を広く取り傾斜を緩やかにする

ようあのような構造で設置させていただいているものであります。 

また手すりについてですが、現在市内には未設置の箇所や設置から相当の年数が経過して

補修を要する箇所が多くあり、現在は老朽化して危険な箇所から順次補修させていただいて

いるという状況でございます。このようなことから、早急な対応は少し難しい状況ですので、

ご理解をお願いします。 

階段通路の上を覆う樹木の枝等の関係につきましては、道路照明灯の明かりを遮る樹木や

8.5 メートルから 9 メートルぐらいの幅となっている道路用地等にもよりますが、その外側

の樹木などの状況を再度確認させていただきながら枝払いなどの対応を検討してまいりたい

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 

○市民 

 このテーマは私の町内会のお年寄りの方から出たテーマでございまして、昔は全然問題な

い階段だったのですが、それからもう数十年経ちますと高齢ということもあり、階段の幅が

広くて苦労しているみたいです。一歩で一段ずつ上るとなると大きく股を開く必要がありま

すが、それだと危険なので現状は両足を揃えて一段ずつ上がっているような状況だと思いま

す。それで、間に二段構えというか、ちょっとした高さの段差をつけるということはできな

いでしょうか。それを一つ検討していただきたいと思います。 

それと手すりについて、手すりというよりも柵のような。その手すり上部の杭の上が平ら

になっていますよね。その上に 40ミリくらいのパイプを並べて平らなところで、バンド等で

締めつければそんなに予算をかけずに補修という形で対応できると思います。今の手すりは

太くて皆さん手で触る程度しか利用しておらず、がっちり掴んでいない状況です。やはり手

すりは手で握らなければなりません。また、冬期間は足元が悪くなるので、これからの時期

なおさら手すりがほしいです。予算の関係もあるでしょうが、できれば年内中に準備してい

ただければ助かります。よろしくお願いします。 
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○駒形建設部長 

 踏み面の中間にもう一段つけてほしいというお話しですが、お年寄りになって歩幅がやっ

ぱり取れなくなってくる方や、小さいお子様ということになりますと一歩で上がるというの

はなかなか難しいところであるものと考えております。ただ先ほどお話しさせていただいた、

階段の基準としては、建築基準法や市の福祉要綱の中にある基準に基づき、平成 10年に作ら

せていただいた時に、蹴上がりは建築基準法では 16センチ以下にしなさいということになっ

ておりまして、小学生や小さい子どもを対象にするということで、この階段は 15センチ取ら

せていただいております。それとご指摘いただいている広いという踏み面についてですが、

建築基準法の基準に 26センチ以上取りなさいという基準がございます。ただしこれ以下にし

なさいという基準はないという状況です。そういった中で、やはりお年寄りもお子様も勾配

が急になれば冬期間も含めてちょっと危なくなります。踏み面の距離を短くすればそれだけ

勾配がきつくなってしまうため、現状のようなつくりとなっております。 

もう 1 つご指摘のありました手すりについてです。確かに柵といってもいいような形にな

っております。そして、おっしゃるとおり手を差し伸べる部分が 8 センチちょっとあるかと

いうふうに私も実際現地で確認しております。今年中に対応してほしいというお話しでした

が、なかなか今年中にというのは難しい状況であると思っております。市内には約 90 カ所、

こういった階段等がございます。その 90 カ所のうち、手すりが設置されていない階段が 30

カ所ほどございます。また、設置から相当年数が経ちまして、老朽化している階段・手すり

が 20カ所ほどございます。そういった中で、年に数カ所ほど補修させていただいているので

すが、まだ追いついていないというところでございます。今ご指摘いただいたお話しや提案

等も含め、少し検討させていただければと考えております。以上です。 

 

○市民 

 この階段はもし私どもが上るときにというよりかは、輪厚川が氾濫したときにこの地区の

逃げ場所としては駅前の坂を上るか、この階段を上るかのどちらかしかありません。その辺

も考えてできる限り早く対応いただきたいです。しかも、階段より上がずっとアスファルト

の坂道になっていて、途中までしか階段がないですよね。やるのであればそこも手すりをつ

けて、一緒にやるという形で検討していただければなと思います。 

 

○駒形建設部長 

 今お話しのありましたスロープも含めてということですが、ご要望としてお聞きしまして、

その辺も含めまして少しお時間をいただいて検討させて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 

 もう１箇所、今のことに関連しまして、真ん中にスロープがありますよね。自転車が上が

れない、降りられないようなスロープになっているのですが、たまたま見ていたら上から自

転車に乗ったままで降りてくる人がいます。これを完全に防ぐような方法は取れないのでし



- 35 - 

ょうか。転んだり歩いている人にぶつかって怪我でもするのではないかと不安になりました。

ちょっと対策を練っていただきたいと思いました。以上でございます。 

 

○駒形建設部長 

 ただいまのご指摘の部分ですが、現地を確認させていただいております。よく私たちもこ

ういうスロープというか坂道については、自転車を本来は押して上がっていただくために設

けさせていただいている空間ですけれども、そういったところを自転車で走行される方がい

るというようなご指摘をいただくことがございます。 

これは自転車をスムーズに押して昇り降りしやすいようにと配慮しながら設置させていた

だいているものですから、注意看板等も含めてどういった対応ができるかというのを検討さ

せていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

自由懇談  

○市民 

 自治連合会のほうで町内の意見を聞いて、出すか出すまいか、他の町内会との兼ね合いも

あったのですが、何件かご意見させていただきたいと思います。 

まず 1 点目、上原生花店の角に手押しの信号があります。稲穂通はそのまま直進して信号

があれば停まるのですが、西側の方から見て稲穂通に出ようとしたら停止の看板が高い・停

止線がないという状況です。それから東側の方から西に向かってきたら看板が高くて見落と

して、その下をよく見たら白線がないという状況です。先月にも上原会長の従業員等に聞い

たら交通事故が起きているということで、私も稲穂通から 274 号線に向かったときにここの

交差点に近づいたら、いきなり東西に向かってトラックが入ってきたということもありまし

た。危険過ぎるのでこういう部分、ちょっと注意していただければと思います。ましてやこ

の近くは稲穂保育園の子ども達の散歩コースになっています。そういう部分から、安全を考

えて白線を引くなりしていただいて事故防止に努めていただければなと思います。これは即

答いただきません。あとで対応していただければ幸いかなと思います。 

 

○高橋市民環境部長 

 それでは私の方からご回答させていただきます。一時停止の標識と白線につきましては交

通規制の標識ということになりますので、残念ながら市が勝手に設置できるものではありま

せん。北海道公安委員会が設置することになりますので今お話しをいただきました内容につ

きまして、公安委員会の方に確認をさせていただくとともに要望という形で対応させていた

だければと思います。 

また標識の高さについても、場合によっては基準等があることもございますので、その辺

も含めて確認と要望をさせていただきたいと思います。少しお時間をいただければと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

○駒形建設部長 
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 私の方から先ほど一時停止の標識が高く見にくいということ、そして街路樹が邪魔してい

るというようなところもございます。街路樹が阻害して一時停止の看板を隠しているという

ところについては私どもの方で早急に対応して見やすくしたいと思います。高さについては、

一般的に道路法という法律があり、その中に道路構造令というものがございまして、道路の

空間上高さの部分においては 4.5m の中に構造物等が入ってはいけないという定めもあるも

のですから、高い位置にあると考えられます。そういった中で街路樹が阻害しているという

ところはできるだけ早く解消いたしますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

○市民 

 では 2 点目としてお話しさせていただきます。道道江別恵庭線から「べべるい」の先の交

差点のところですが、稲穂町側が坂になっています。中央町内会も絡むことかもしれません

が、江別恵庭線の広島神社側の方のロードヒーティングのために水が流れますよね。排水口

もありますが、それを越えて歩道や道路から水が流れて冬期間凍ります。それで毎朝、日中

もそうですが生協さんのところに買い物とか市役所などの方面に渡るときに滑って転んでい

る方、そういうのも見ます。歩道側の日陰の部分もあると思いますし、あと横断歩道でも半

分ぐらいまでが日陰になっているため、凍結し滑っているという状況です。融雪剤や砂など

撒いている状況ですが、やはり坂が強いのであまり機能しません。あそこは小学校の通路に

もなっていますし、結構人も通っていますが冬期間転倒している方が多いです。それと車の

方もちょうどあそこで信号待ちしますので、そうすると稲穂側の車はスリップしたりします。

道道の関係もあるし市道の関係もあるので大変だろうと思います。交通安全協会や警察など

という部分もあるかもしれませんが、住んでいる住民としては怖い部分だと感じていますの

で、大変な工事になるとは思うのですが、少し改良とかそういう部分を考えていただければ

いいかなと思います。 

 

○駒形建設部長 

 今の道道江別恵庭線と元町通の交差点の部分のお話しですが、ご指摘いただいた箇所につ

いて、そういう状況が非常に見られるというのは私どもの方でも把握させていただいており

ます。スパイクタイヤからスタッドレスタイヤに移行された当初、スタッドレスタイヤの性

能が悪くて滑っている車が大変多かったのですが、最近はスタッドレスタイヤの性能もかな

り良くなってきまして、滑るときもございますけれども容易に坂道も上がっていけるという

状況になってきているのかなというふうに感じるところです。 

ご指摘いただいた部分につきましては、特に今シーズンも含めて注視しまして北海道と市

がそれぞれどういったことができるかということもありますが、まずは融雪剤散布等の頻度

を上げさせていただくなどの方策で転倒防止に努めさせていただいて、他にどのような対応

ができるか考えさせていただければと思いますのでよろしくお願いします。 

 

 

○市民 
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 車道だけじゃなくて歩道にも除雪剤の散布を考慮していただければ幸いなのでご検討を願

いたいと思います。 

 

○市民 

 歩道の草取りってどのように解釈すればよろしいのですか。ひまわり通を例に挙げて申し

訳ないのですが、会長が見かねて草刈りをしたことがあります。他の歩道を周ったりすると

歩道の草刈りがやってあるところとやっていないところがそれぞれあります。それは本来、

自治会・町内会の実施なのかなとは思います。歩道に面して、アパートの裏側になっている、

空き地が続いている、公園に面しているなどというような状況のために草が茂っているとい

った場合、この歩道の草刈りって誰がやるべきなのかということを会長も気にされておりま

す。どこまでが市なのか、民間なのか、町内会なのかということがよくわかりません。 

過去に説明したということでも、町内会の会員の出入りもありますので、もう少し市のほ

うとしても、市で実施する部分と各町内会にお願いする部分の位置付けなどの説明をしてほ

しいです。住宅街のアスファルト道路と側溝の間の辺りも草がぼうぼうで町内から見ても景

観が悪いし、ごみのポイ捨ての巣窟になるというような問題が発生しております。そういう

部分で PR・注意喚起などの対応をしていただければ、空き缶やその他のごみのポイ捨てとい

う部分もなくなると思います。 

サイクリングロードは草刈りを実施されています。そのため、草が伸びるまでの間、ポイ

捨てがほとんどありません。また、6時半くらいだと思いますが、サイクリングロードでは毎

日ごみ袋を持ってごみ拾いをしているご老人や若者を見ます。やはりごみの問題というのは

どこの町内会、市でも問題として抱えていると思いますが、もう少し PRしていただければな

と考えている次第でございます。せっかく全道 1 生活しやすい市になっているのに、ごみだ

らけの市になったら格好が付かないです。せっかくいいまちになっておりますので、これを

継続するためにもその辺を考えていただければと思っております。以上でございます。 

 

○駒形建設部長 

道路や歩道の路肩の草刈りということですが、市内全体の道路の延長が約 410 キロほどで

ございます。そういう中で、市が道路の管理をさせていただいているところであります。そ

のうち道路の路肩などにつきましては、路肩に草が繁茂していると、車両の通行に支障が出

ることや交通安全上事故の発生要因にもなることから、車両の安全な走行を確保するために

郊外部などにおいては春と秋の 2 回、草刈りを実施させていただいているところです。市街

地におきましても、幹線道路の中央分離帯や住宅地内にあります自転車・歩行者専用道路な

どの市道において保護路肩といいますか、草が茂っている部分などは 1 回から 3 回ぐらいの

頻度で刈らせていただいている状況であります。ただ皆様がお住まいになられている住宅地

内の生活道路といいますか、住宅地内の前面道路のご自宅の前につきましては、多くの市民

の方々にご協力をいただいてボランティアや自発的に、除草等の管理をしていただいており、

私どもとしては大変助かっております。 

今ご指摘のあった、そういった状況を知らない市民の皆様への周知やお願いなど、どうい
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ったことができるのかは考えていかなければいけない課題であると認識いたしますが、なか

なか難しいところかと思います。町内会さんから先ほどいただいたひまわり通については歩

行者・自転車専用道路なものですから、こういったところを上原会長はじめ町内会の方が、

非常にご苦労をされて除草をしていただいているというお話しもいただきました。今後こう

いったところにつきましては私どもの方も現地を確認させていただきたいと思います。全て

できるかというとなかなか難しいところがございますが、縁石の際ですとかそういったとこ

ろについては、町内会さんからのご意見もいただきながら、対応できるかできないかも含め

て検討させていただきたいと思います。以上です。 

 

○市民 

 先ほどの話に戻るのですが道道江別恵庭線と市役所前の通りの交差点についてです。 

以前に私は江別方面から来まして、その交差点を左折するというときに小学生の子どもに

自転車でぶつけられたということがありました。というのは、ちょうど反対側の恵庭方面か

らこちら側に来るときに、その角が非常に狭くていびつな角度になっており、そこを子ども

がスピードを出してきたという状況でした。広いところからコーナーのところは狭くなりま

す。そこで渡りきるのにスピードを落とさずにまっすぐ来るという状況です。それが一瞬見

えたので車を停止したのですが、子どもが止まりきれずにそのまま私の車にぶつかってきた

ということがあります。なぜそうなったかということですが、あまりにも歩道が狭い、それ

から見通しが悪いっていうのがあります。それともう 1 つ、その交差点から歩道が近すぎる

のではないかと思います。もっと離せば自転車がスピードを出したままで渡りきろうという

ことはなくなるのかなという気がします。その点の検討をお願いできないでしょうか。 

 

○駒形建設部長 

 自転車がストレートにいけるのではなく、もっと交差点から離した位置に横断歩道をつけ

るということは考えられないかということでよろしかったでしょうか。 

 

○市民 

 あそこの角はご存知のように凄く見通しが悪いです。そこのところは急に幅が狭くなって

おり、本来であれば自転車で停止する、そうじゃなければコーナーのところから来た人が自

転車にぶつけられるという可能性もあると思います。 

 

○駒形建設部長 

 今お話しいただきました箇所について、私どもの市道と北海道の道道の交差点の部分かと

思います。そういった狭くなっているという部分が、北海道の用地なのか私どもの用地なの

か、その辺現地を確認しながらまた再度、現地の方でどういったことかということを詳しく

お聞きしたいと思います。内容としては、横断歩道をずっと道道よりも離してほしいという

ことと、歩道が狭いというお話しですよね。私たちも現地は普段から見ているのですけれど

も、ご指摘の部分を詳しく把握させていただくためにも現地の方でできればお話しをお聞か
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せいただければありがたいと思います。 

 

○市民 

 私どもは平成 23 年にテレビ電波障害において約 100 世帯ばかりの人たちと共同受信を市

の公営住宅の南側に、ご厚意によりまして共同アンテナを建てさせていただき、受信してお

ります。このたび市役所が新しくなったことに伴い電波障害があるということで、5～7年ほ

どアンテナを管理していたものを市の方に移管し、市の方で一括管理していただけるという

ことで、私どもは大変助かっているところであります。 

最近ちょっと電波障害が起きました。1～2秒くらいの映像停止と音声停止についてはまだ

我慢できるのですが、事例を申し上げますと 8月 12日に 19時から 30分間の HTB、8月 13日

14 時から 25 分間の STV が長時間にわたって電波停止したという状況がありました。いずれ

も日曜日でして、どこに連絡するかも見当がつかず、他のチャンネルを見るというような状

況でした。数秒の停止や乱れならまだ我慢できますしやむを得ないものだと思いますが、市

がお休みの時にどうやって緊急の連絡を取ったらいいのか、その辺をお教え願いたいと思い

ます。また、日中や夜間等も想定されますので、そういうときはどこに連絡して対処してい

ただけるのかをお教え願いたいと思っております。よろしくお願いします。 

また、私どもの会は市の方から連絡事項があった場合には連絡体制はとっておりますので

異常事態とかそういうときには私どもに連絡いただければすぐ回覧するというふうになって

おります。以上でございます。 

 

○福島総務部長 

 総務部長の福島です。庁舎の関係での電波障害につきましては総務課で担当しているとい

うことですので、私の方から回答いたしますが、詳しい話は担当から聞いてきておりません

ので、後日、連絡を取らせていただきまして、そのことについて打ち合わせさせていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○市民 

 今日の課題になっております稲穂公園の階段もそうですが、あそこの周りの樹木がとても

伸びておりまして、どこまで木が伸びていくのかという不安感みたいなものがあります。最

近小学校などでも西の里の公園のトイレからエアーガンでお子さんが撃たれたとか、エルフ

ィンロードで不審者に写真を撮られたとかいろいろありますが、あそこの稲穂公園も階段の

上からだと、夜は明かりも少ないのでとても暗くて私たち大人でも通れるような状態ではな

いです。まず樹木はどのくらい伸びたら剪定していただけるのかお尋ねししたいです。 

また、私は稲穂公園の遊具の近くに住んでおりまして、あの周りにヒバの木が囲いになっ

ています。以前から言っておりますが、ヒバは伸びるのが早いものですからどんどん伸びて

いきます。お子さんがそこから飛び出てくると車など危ないので再三お願いをしているので

すが、こちらから頼まない限りはヒバの高さを調整していただけないです。以前はとても低

かったのですが、今は 150～160センチくらいまで伸びております。去年もお願いして 1回剪
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定していただいたのですが、1 年に 1 回くらいは剪定していただけないのでしょうか。たく

さんの公園があるとおっしゃっていたのでなかなか大変だと思います。例えば、私たちがそ

の公園の木を伸びた部分を少しだけでも切るというようなことはやってもいいですか。 

また、その公園のトイレも見させていただきました。タクシーや配達の関係の方々が来て

あそこのトイレを使っているのですが、どのぐらいお掃除をしているのか気になりました。

確認したらクモの巣がすごく張っていて、届くところについてはちょっと綺麗にして来まし

た。もともと誰か清掃に来ていらっしゃると思うのですが、どのくらいの頻度で清掃に来て

いるのか教えてほしいです。 

 

○駒形建設部長 

 先ほどの話につけ加えさせていただきますが、あじさい通の橋を渡ると両サイドが市有地

ではなく民有地であるという状況です。私どもも民有地の方にご相談しまして、暗いという

状況に対しどういった形で対応できるか、今後検討させていただきたいと思います。 

ヒバの関係ですが、ご理解いただいていると思いますが、市内の公園にはかなりの数の樹

木がありますので、年 1 回というのはなかなか難しいという状況です。そういった中で市で

は剪定という部分につきましては、例えば樹木の成長に伴って、隣接する住宅などに対する

枝葉の越境、日照や電波、花粉などの被害、倒木の危険、防犯、交通安全上、そういったもの

の状況を確認しながらご要望や苦情をいただいて、それらを確認して実施しているというの

が現状でございます。 

今おっしゃっていただいた、個人でやってもいいのかという大変ありがたいお話しですが、

その辺も含めて持ち帰りましてどういった対応がいいか検討いたします。公園については町

内会や団体の皆さんに管理していただくという里親制度というのもございます。それはでき

る範囲のことをやっていただくことになっており、例えば草刈りや清掃だけでも構わないの

ですが、町内会単位でそういったものをしていただいて、それに対して若干のお礼をしてい

るという事業もございます。そういった中で例えば樹木について町内会で剪定していただく

ような対応が可能かどうか、実施しているかいないかというところも含めて持ち帰らせてい

ただきたいと思います。 

トイレに蜘蛛の巣が張られて非常に見苦しい状況ということですが、トイレにつきまして

は 4 月の中旬から 11 月の上旬まで開設しております。その間は定期的に週 1 回なり 2 回な

り、便器等の清掃はさせていただいているという状況です。そういった中で、今ご指摘のい

ただいた部分については持ち帰りまして、どういった対応をしているのか確認したいと思い

ます。ただ定期的には便器等の清掃をさせていただいているという状況にあります。 

 

○市民 

 子ども達に対して学校からも、稲穂公園の通りは通らずに、できれば違う道を通るように

言われているようです。遊具を新しくするなど色々対応していただいて、子ども達もたくさ

ん稲穂公園に来ています。そういう防犯的なものを考慮していただいて、なるべく見通しの

明るい状態にしていただければと思います。公園の中に防犯カメラとかそういうのを設置し
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ているところはないのでしょうか。そういう考えは全くできないですか。 

 

○駒形建設部長 

 少しでも明るくするという部分について、どこまで対応ができるか今すぐにはお約束はで

きませんが、対応を検討させていただきたいと思います。それと防犯カメラにつきましては、

市内においてはなかなか公共施設への防犯カメラの設置は進んでいない状況です。また、公

園につきましては、防犯カメラを設置している箇所については現時点ではありません。 

 

○市民 

 木の伐採のこともそうですが、坂から廣島神社の少し先まで稲穂側の方に木がいっぱい生

えていると思いますが、成長が早い部分のやつもあるし見ていると不安になるようなものも

あります。公園の裏側で、雨が多いときに土砂崩れが起きた事例があったかと思います。全

体として伐採できる部分は伐採していただけるというふうになれば助かります。民有地とい

う話もありましたし、NTTとかの問題もあると思うのですが、何とか伸びた木を伐採していた

だければ問題も起きないのかなと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○市民 

 いまおっしゃったことなのですが、私の家の近くは防災地区に入っていまして、話を聞き

ましたら、来年の 4 月か 5 月頃に木を伐採してくれるということを言ってもらっています。

余計なことかも知れませんがお話しさせていただきました。 

 

○道塚副市長 

 今お話しいただいた部分ですが、所有者の方々にご協力をいただき、その方々から寄附を

いただいて、道の方でその地区の木を対応することになっており、木を切るだけでは水が流

れてしまい、あまりいい状態にないので、土留めをして上の住宅にも下の住宅にも被害がな

いようにという形で、どこまでできるかは予算の関係もあるのではっきりとは申し上げられ

ませんが、少しずつでも道の方でやっていきたいということで回答をいただいております。

ただ公園の方は、周りに住宅が無いなどという場合もありますので、そちらは道の方でやっ

ていただくなどの話にはなっておりません。住宅に影響のある部分はそういう形で道の方で

対応させていただこうということになっております。 

 

○市民 

 私は朝、総合体育館の管理業務に就いています。体育協会が管理を委託されていることな

ので、この場で言うべきことでないかも知れませんが、ちょっとお話しを聞いていただきた

いと思います。 

備品庫の引き戸のところが 3 箇所あり、簡単な鍵なのですが老朽化により 1 回で閉まると

いうことがまずないです。レールが減っていて戸が奥にいったり前にいったりして立て付け

が悪く閉まらない状況で、皆よく我慢していたなと思いました。それと備品で中仕切りのネ
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ットを張るポールが 4 本あるのですが、上部の戸車のようなものが磨耗しているのか、ワイ

ヤーが食い込むことがあります。大したお金もかからないことだと思うので、取りかえても

らえないでしょうか。 

それと中仕切りのネットのワイヤーをかける部分に棘が出ていて、気をつけないと指に刺

さることがあります。ここですぐ回答いただけないかもしれませんがよろしくお願いします。 

 

○近藤市民課主査 

今のお話しですが、教育委員会の関係のお話しになりまして、今日担当部長が来ていない

ことと、現地の確認も必要になると思いますので、後日改めて教育委員会の方からご連絡を

差し上げて、もう少し詳しい話をお聞かせいただき、対応できるかどうかも含めて回答させ

ていただきたいと考えております。 

 

○市民 

 個人的な話ですが、私は今仕事をしておりません。その中でどうしても家にいることが多

く、運動したいなと思っています。実際に北広島市内で器具等を使って運動できる箇所です

が、現在器具があるところといいますと市立の総合体育館、クラッセの 2 箇所だけだと思い

ます。実際に年寄り向けに体力の強化、体力づくりについてどのように考えていらっしゃる

のか聞きたいです。例えば札幌市内に行きますと非常にスポーツジム等が結構多く建ってい

ます。しかも設備が整っており、24時間開いているというところもあります。そういう施設

を北広島市内にも誘致できないものかと思います。また、誘致とともに体力強化のための補

助というのが出せないものかと思っております。 

何年も前にプール付のものはあったと思いますが、これはもう無くなっておりますし、ク

ラッセホテルの施設を見ましてもちょっともの足りないかなと思いました。これだけ年寄り

がいっぱいいるので人気が出ないわけがないと思っています。市立の総合体育館については

ちょっと時間の制限があり過ぎるというのとシャワー等が何もないので使いづらいです。今

がどうかわかりませんが以前、女性だけはシャワーを使えるが男性は使えないというのがあ

りました。勝手ながら要望で上げさせていただければと思いますのでお願いいたします。 

市長があいさつでおっしゃっていました日本ハムファイターズの誘致に関して、その中で

そういう施設もあるのかなと期待したいという思いもちょっとあります。 

 

○川村企画財政部長 

 スポーツクラブの関係ですと、共栄に 1 つありましたがだいぶ前に閉店して今は廃墟にな

っておりまして、その際にも市内におけるクラッセホテルができる前のスポーツクラブとい

うことでどういった形で市ができるか、事業者に対して動いた経過もあります。しかし、や

はり収支として成り立つかということを企業が考えたときに、なかなか北広島市だと難しい

というお話しがありました。唯一プールがあった施設だったということもありましたので、

そのように動いた経過はありました。 

ファイターズのボールパークに関してですが、当然企業側の方で、いわゆるスタジアムも
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含めて、市民の方に対しても利用できるような施設構造とかできないかということを協議し

ています。いわゆるトレーニングであるとか外で体を自由に動かせる場所であるとかそうい

ったことも十分踏まえて話させていただいているところです。機能等の充実したジムができ

るかどうかはまだこれからの話ですが、参考にさせていただきたいと思います。 

 

○吉田教育長 

 総合体育館のお話しがちょっとありましたので、補足説明いたします。先ほどお話しがあ

りましたように市内に器具のあるところは数少ないです。総合体育館では、なるべく台数を

置くことや新しいものに更新することを目標に努力しているのですが、スペースは今のとこ

ろ現状程度で、器具も順次更新しながら現状を維持しているという状態であります。 

それと時間の制限があるとか、シャワーの件については、私も押さえていないところがあ

りますので、後でお知らせ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。 

 

○近藤市民課主査 

 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。最後に道塚副市長より閉会のごあいさつを申し上げます。 

 

10 閉会 ～巻末に掲載～  
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平成 29年度 市 政 懇 談 会 

大曲地区連合町内会 

平成 29年 10月 25日（水）18：00～ 

大曲会館 
出席者 29名（連合会 16名、市側 13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） Ｔ字路交差点のスクランブル化について 

（2） 小中一貫教育の進捗状況について 

（3） カセットガスボンベ回収の無料化について 

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  

○近藤市民課主査 

 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。川村企画財政部長です。高橋市民環境部長です。水口教育部長です。駒形建設部長

です。中屋保健福祉部長です。福島総務部長です。岡秘書課長です。市民課生活安全担当の

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 

 一言ごあいさつ申し上げます。 

日頃より大曲地区連合町内会に対しまして格別なご配慮をいただきまして、厚くお礼申し

上げます。また本日はこの市政懇談会を開催していただきましたことに 26の町内会を代表し

まして重ねてお礼申し上げたいと思います。 

現在の大曲地区のいいところを二つほど申し上げさせていただきます。よく新聞に「買い

物難民」という言葉がありますが、大曲の場合はスーパーが４軒あり、非常に適当な場所に

点在しております。また、コンビニも９軒ございまして、これも適当な場所に点在されてお

り、非常に配置がよく地区であると感じております。買い物難民というイメージは当地区で

はほとんどなく、高齢者に優しい地区であるという印象が強くあります。もう 1 つは公共交

通の面でございます。調べましたところ、８路線のバスがこの大曲を通っており、一方、団

地の方では公共交通の件に関して問題視しているようなところもありますが、当地区は非常

に恵まれた環境であると思っております。千歳線はもとより、輪厚、道都大学、羊ヶ丘の工

業団地線のどれもが福住から出ておりまして、非常に乗客も多いような印象がございます。

他の路線も含めて、大曲地区は非常にいい状態であると思います。私としてはこの大曲地区

が最も住みやすいまち、住んでみたいまちであると言えると思っております。 

本日はこの後、総務の方から懇談テーマを申し上げますが、町内会の方もお聞きしたいこ

とがありましたら建設的な意見を出していただければと思います。本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 

○連合町内会長 

 続いて、本日の役員の出席者を紹介いたします。副会長の森さんです。同じく副会長の橋

本さんです。総務の長谷川さんです。会計の石尾さんです。庶務の太田さんです。監査の坂

井さんです。以上が役員の出席者でございます。 

 

５ 市長あいさつ ～巻頭に掲載～ 
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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） 

○市民 

（１）Ｔ字路交差点のスクランブル化について 

大曲東小学校通学路（コスモ GS周辺、大曲道路）の登校、下校時の横断歩道の状況が車両

の接近により危険性があることと車両渋滞緩和等のために信号機の調整を希望する。 

（２）小中一貫教育の進捗状況について 

少子化社会に於ける人材育成への投資は緊近の課題である。それに関連して小中一貫教育

は学校の整備と共に子供達の幅広い視野と人間同志の交流の場を多く取り入れ、切磋琢磨す

る習慣が必要である。 

現状の小中一貫教育の進捗状況について質問する。 

（３）カセットガスボンベの回収の無料化について 

札幌市では試行期間を経て、透明のビニール袋で OKとなっているが、当市に於いても同様

の処置をお願いしたい。 

 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明  

○高橋市民環境部長 

 私のほうから 1点目のＴ字交差点の関係につきましてご回答させていただきます。 

道道栗山北広島線と市道大曲通のＴ字交差点につきましては、大曲東小学校及び大曲中学

校の通学路になっておりまして、通勤・通学時間帯には多くの車両や児童・生徒が通行する

ため、これまでも交差点通行の安全対策として歩車分離式信号機の設置を北海道公安委員会

に対して継続して要望しておりました。 

歩車分離式信号機につきましては、歩行者と車両の通行が完全に分離されるため、歩行者

の安全確保には大変有効的な対策でございますが、歩行者信号機が青色の時間帯は全ての車

両通行が止まってしまうことから、今以上に車両の渋滞を引き起こすことが懸念されており

ました。 

このことから北海道公安委員会におきまして検討を行っていただきまして、歩車分離式信

号機の歩行者用信号機を押ボタン信号機に変更し押ボタン式歩車分離式信号とすることによ

り、車両の通行量を維持したまま歩車分離が可能となりますことから、この度押ボタン式歩

車分離信号機の設置が決定したとの連絡があったところでございます。 

なお設置時期につきましては、現時点では本年 12月の上旬から中旬にかけて設置予定とい

うことで伺っております。 

歩行者用の押ボタンを押した場合には全ての方向の車両を停止させるために赤信号になり

ます。その間、歩行者の交差点が全て青信号になり、横断ができることになっております。

一方、押ボタンを押していないときにつきましては、常に車両の方が通行できるようになり

まして横断歩道が全て赤信号という形になりますので、車両の右折や左折時に歩行者が渡ら

ないので、安全かつスムーズに通行できるということになっております。以上でございます。 
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○水口教育部長 

 それでは私の方から小中一貫教育の進捗状況についてお答えさせていただきます。 

小中一貫教育につきましては、平成 30年度から市内一斉に導入することを決めておりまし

て、教育委員会及び各中学校区において取り組みを進めているところです。 

北広島市が小中一貫教育を実施するに際しましては、3つの「つなぐ」をキーワードに取り

組みを推進することとしているところです。「学びをつなぐ」では、9年間の連続した学習活

動の充実により学力・体力交渉を図ること、「大志をつなぐ」では、9年間で学ぶキャリア教

育の充実により子どもの将来の夢が広がること、「人と人をつなぐ」では 9 年間を通して児

童・生徒・教職員・地域との交流活動の充実により自己有用感の醸成とコミュニティとの協

働につなげることとしているところです。市教育委員会では、各中学校区の教職員及び保護

者、地域関係者からなる小中一貫教育推進会議を組織し、具体的な取り組みについての意見

交換や推進状況の把握等を行っているところです。4 月には小中一貫教育推進方針の概要を

記したリーフレットを発行し、保護者に配付したほか、11月に家庭・地域向けリーフレット

を全戸配布することとしているところです。6月には、小中一貫教育講演会を昨年度に引き続

き開催しまして多くの方にご出席いただき小中一貫教育に対する理解を深めていただいたと

ころであります。10月からは市内 3カ所でパネル展を開催し、各中学校区の取り組みを中心

に周知を図っているところです。また、市議会においては進捗状況の報告を行ってきたとこ

ろです。 

中学校区ごとの準備状況についてですが、小中合同の教職員による推進会議が設置されて

おり 9 年間の教科系統表と指導計画の検討を進めており、また、学力の小中合同の分析と授

業改善に向けた取り組みを行っているところです。小中学校間での相互乗り入れや中学校区

スタンダードの策定と啓発、部活動・合同ボランティアなどの体験的教育活動などを行って

いるところであります。 

大曲中学校区では、小中学校が一体となって家庭学習の手引きを４月に作成し保護者に配

布するなど、学習規律の一貫性を図ってきたところであります。また、地域の人材や教育資

源を活用した中学生の職業体験学習を行うとともに、小中合同の地域ごみ拾い、花壇整備な

どによる地域との関わりを持っているところでございます。児童生徒は、小学生の中学校部

活動への体験参加や中学校から小学校への演奏披露などによる交流を行っているところでご

ざいます。 

このような取り組みを進める中で、大曲中学校区の学校祭では、生徒が取り組んだ壁新聞

において小中一貫教育が取り上げられ、これまでの取り組みを通して小中一貫教育の意義の

理解が図られ、中学生の自己有用感が高まってきていることが分かったことは、大変意義深

いものと考えているところでございます。 

なお、11月 21日の火曜日には大曲中学校において、保護者・地域の方を対象に大曲中学校

区「教育を語る会」を予定しており、来年度の中学校区での小中一貫教育に係る取り組みに

ついて説明・意見交換を行う予定としているところでございます。ぜひ参加をしていただけ

ればと思います。 

小中一貫教育の導入に際しましては、地域と一体となって教育環境をつくっていくことが
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必要でありますので、どうかご理解とご支援をお願い申し上げます。以上でございます。 

 

○高橋市民環境部長 

 カセットガスボンベの回収の無料化について、私の方からご回答させていただきます。 

カセットガスボンベを含むスプレー缶・ガス缶等につきましては、平成 20 年 10 月に実施

しております家庭ごみ有料化以降、資源化するための処理が必要なため、その経費の一部を

市民の皆様にご負担していただきまして資源ごみという形で、指定ごみ袋による回収を行っ

ているところでございます。 

また、平成 28年度からは、札幌市でスプレー缶の穴あけ作業のときに火災が発生するよう

な事故があったこと、収集の過程においてパッカー車といわれるごみ収集車で火災が発生す

る事故があったことから、市民の安全確保と穴あけ作業の負担軽減という観点から排出者に

よる穴あけ作業は不要としているところであります。 

今後につきましても、指定ごみ袋による回収を継続してまいりたいと考えておりますので、

ご理解とご協力をお願いいたします。以上でございます。 

 

８ 懇談テーマに対する再質問  ～なし～ 

 

９ 自由懇談  

○市民 

 先日、町内会の合同班会議を実施しました。毎年 1 回実施しておりますが、その時に 4 丁

目は非常に空き家が多くまとまって 4～5軒あるという話題がありました。保全上あるいは環

境美化上、非常に問題があって不安だとおっしゃっていました。他の方もおそらく不安に感

じていると思います。確かに空き家の敷地は雑草が繁茂しているし安全上も問題があると思

います。 

先ほど市長の方から空き家対策として解体費補助を出しているというお話しがありました

が、その他にも誰が持ち主で、現状どうなっているかということで市として対策を講じても

らえないかという要望です。よろしくお願いいたします。 

 

○高橋市民環境部長 

 空き家については全国的な問題となっておりまして、国の方で空き家等の対策の推進に関

する特別措置法を制定しました。それを受け、当市におきましても空き家等の適切な管理に

関する条例等を制定いたしました。現在は、市における空き家対策をどのようにやっていく

かということで空き家対策計画を策定しているところでございます。その中で法律の趣旨に

基づき、市としてどこまでできるのか検討している段階でございます。 

空き家自体は個人の財産ということで、行政が手をつけられないというのが現状でしたが、

特別措置法ができた段階で、税情報などを活用して所有者が誰かを調べることができるよう

になりました。 

まず市内の空き家の実態を調べるために昨年、水道を 1 年間使っていない家のリストを確
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認し、町内会長さんにもアンケートのお願いをしまして、ある程度空き家の件数を把握する

ことができました。次に、その空き家の所有者に対して、今後どうしていくのかをアンケー

トしまして、例えば先ほど市長が説明したような解体補助を使うか、現在転勤しているだけ

で戻ってきたら住むつもりなのか、今後活用の予定があるのかないのかも含めて確認するよ

うな形で、調査対象を絞る作業を行いました。 

今後についてですが、絞り込んだ空き家の部分に対し、外観しかできませんが現況調査を

させていただき、データベースを作っていくような形で考えております。法律の中では、そ

れ以降に例えば建物が崩壊して隣の家に危険を及ぼす、敷地内にある立木が倒れて危険を及

ぼすなどの場合に市として助言、指導勧告、命令、場合によっては、市が代執行するという

ことを段階的にできるということになっております。まずはそれに向けて現況調査を含め、

危険な状態の空き家を抽出していくという作業をしておりますので、それが決まった段階で、

対応を進めていくことになります。 

その他にも、空き家や空き地の雑草が繁茂して隣の方に迷惑をかけているという部分につ

きましては、法的拘束力は全くないのですが、所有者の方に対して、近所の方から苦情が出

ているので早期に対応していただきたいという旨のお願いの文書を出している状況にありま

すので、個別でそういったご相談がありましたら市民課か環境課にご連絡いただければと思

います。 

 

○市民 

 大曲中央通の渋滞についてですが、土日祝日に関しては上下線ともに渋滞してなかなか進

まないという状況になっています。町内会から市議会議員を通して要望を出していますが、

今のところ前向きな進捗情報が入ってきていないという状況です。昨年は輪厚工業団地の道

路が開通しまして、その影響により若干は交通量が減ったような気がしますが、それでもや

はり渋滞は変わらず、地域住民の方が皆さん困っています。 

一応要望としては、国道 36号との交差点に隣接する農協前の道路を拡幅できないかという

こと、3丁目の道路に手信号をつけてほしいということ、羊ヶ丘通線との交差点の信号機に右

折矢印をつけてほしいということで要望しております。昨年から連続して要望しているので

すが、市から回答をいただいていても見通しのある回答ではなかったので、今後ぜひお願い

したいということでお話しさせていただきました。以上です。 

 

○駒形建設部長 

 お話しいただいた件については、今年の 3月に羊ヶ丘通が輪厚と大曲の間の国道 36号と繋

がりまして、これからどういう影響が出てくるかということを国、道、市とＮＥＸＣＯも含

めて評価等を行うための作業を行っているところです。そこで評価する機関として、札幌都

市圏渋滞対策連絡会議という組織を設け、渋滞緩和の有効な策を検討しているところです。 

実際には連休などにより渋滞が予想されるときなどは、高速道路のサービスエリアでも大

曲のインターチェンジを降りるのではなくて、札幌南インターや輪厚スマートインターで降

りていただいて、羊ヶ丘通を走っていただき、スムーズにアウトレットパークなどにお越し
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いただくような方策もさせていただいているところであります。 

これから羊ヶ丘通と国道 36号の接続を契機として、どういった形で交通の流れが変わって

いくかというのを総合的に勘案させていただいて国、道、ＮＥＸＣＯと協議をしてまいりた

いと考えております。以上であります。 

 

○近藤市民課主査 

 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。最後に道塚副市長より閉会のごあいさつを申し上げます。 

 

10 閉会 ～巻末にて掲載～ 
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平成 29年度 市 政 懇 談 会 

北広島団地第１住区連合自治会 

平成 29年 11月 2日（木）18：00～ 

北広島団地第１住区集会所 
出席者 25名（連合会 12名、市側 13名） 

 

 

 

【開催次第】 

１ 開 会 

２ 市出席者紹介 

３ 連合自治会長あいさつ 

４ 連合自治会役員等紹介 

５ 市長あいさつ 

６ 連合自治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） やまぶき公園の改修について 

（2） トリムコースの街灯が暗い件について 

（3） 広葉交流センター及びグラウンドの活用について 

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。川村企画財政部長です。駒形建設部長です。高橋市民環境部長です。中屋保健福祉

部長です。福島総務部長です。秘書課福田主査です。市民課近藤主査です。佐藤主任です。成

田主事です。以上が市側の出席者でございます。よろしくお願いいたします。 

 

３ 連合自治会長あいさつ 

○連合自治会長 

 こんばんは。今日は上野市長はじめ、たくさんの幹部の方々、公務多忙の中ご出席賜りま

して、ありがとうございます。私はあと 2、3ヶ月で任期を終えますが、残された期間、しっ

かりやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

４ 自治連合会役員等紹介 

○連合自治会長 

 役員を紹介させていただきます。副会長の松本さん。事務局長の齋藤さん。集会運営部長

の手塚さん。幹事の菅原さん。吉村さん。交通安全部長の所さん。福祉担当の三國さん。以上

です。よろしくお願いします。 

 

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）  

○市民 

（１）やまぶき公園の改修について 

①子供たちの遊び場を確保したいため 

②補修しない場合どう対処して頂けるのか 

（２）トリムコースの街灯が暗い件について 

 ①広葉中学校と栄町の間が特に暗い 

（３）広葉交流センター及びグラウンドの活用について 

①上記のグランドの活用について 

②災害時における避難場所の活用について 

③災害時に於ける鍵の保管について 

  予備鍵を第１住区の各自治会に保管させてほしい 

理由：夜間に災害が起きた場合に各自治会が速やかに広葉交流センターへ避難することが

出来る。※広葉中学校の鍵は教頭の公務員住宅にある。 
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第１住区内の避難施設収容人員 

① 広葉交流センター  400名 

② すみれ保育園       100 名 

③ 広葉中学校     500名 

 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの回答  

○駒形建設部長 

 1 点目のやまぶき公園の改修について回答させていただきたいと思います。やまぶき公園

につきましては、平成 23年度に遊具を主体として改修を行ってきたところであります。改修

を実施するに当たりましては、前年の平成 22 年度に第 1 住区全体の町内会の皆様にご案内

し、意見交換させていただきまして改修内容を決定したところでございます。タコの山を撤

去しまして、それに代わる新しい遊具の設置を検討しましたが、参加されました住民の方々

のご要望は、タコの山を残してほしいといったことでありましたことから、タコの山につき

ましては、他の遊具の改修に合わせて大規模な修繕を行わせていただいて延命化を図ったと

ころであり、今年度におきましても補修を行っております。また、平成 22年度に開催した意

見交換会の際に同様のご説明をさせていただいたところですが、タコの山につきましては

年々劣化が進んできているため、市としても今後も劣化の状況は引き続き注視したうえで補

修していくように考えてはいるのですが、補修してもタコの山の安全が確保されないという

状況となった場合には、残念ですが撤去させていただくこととなりますので、ご理解のほど

よろしくお願いいたします。 

次に、トリムコースの街灯、特に広葉中学校と栄町の間が暗いということにつきましてお

答えさせていただきます。トリムコースの街路灯については樹木によりまして明かりが遮ら

れている場合は、明るさ確保のために、また景観にも配慮しながら、剪定を実施していると

ころであります。ご指摘のありました広葉中学校と栄町の間の現地を確認させていただいた

ところ、おっしゃるとおり明かりを遮っている樹木があったため、今後、選定を実施してま

いりたいと考えております。樹木がない場合は、明るさはある程度確保されますが、葉が茂

ってくると明かりを遮るという部分もございますので、今後の街灯の電球交換時には照度の

向上なども考慮しながら状況を確認して、灯具の更新を検討してまいりたいと考えておりま

すので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上であります。 

 

○高橋市民環境部長 

 私のほうから、広葉交流センターのグラウンドの活用につきましてご回答させていただき

ます。広葉交流センターのグラウンドにつきましては、市の指定緊急避難場所として指定し

ているほか、多目的広場として、毎年 5 月 1 日から 10 月 31 日までの期間において市民の方

に無料で開放しているところでございます。利用状況としましては、地域の子どもたちが運

動の場として、キャッチボールやサッカー等に利用しているほか、サークル活動のイベント

時の臨時駐車場として利用していただいている状況でございます。今後の活用のあり方など

につきましては、現状の利用状況を踏まえた中で利用者からの意見も参考にさせていただく
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ことがあるかと思います。また、平成 30年度からは指定管理者制度を導入することとしてご

ざいますので、指定管理を行う事業者とも意見交換をさせていただきながら、検討していき

たいと考えておりますのでご理解願います。以上でございます。 

 

○福島総務部長 

 広葉交流センターとグラウンドの避難場所としての活用とカギの保管について防災関係と

いうことで、総務部長の私からご回答させていただきます。広葉交流センターにつきまして

は、指定避難所兼指定緊急避難場所として指定しており、グラウンドにつきましては、指定

緊急避難場所として定められております。 

災害発生時の活用方法につきましては災害の程度や規模、また災害発生時の天候や気温、

積雪状況などに応じて館内への避難または、屋外における一時避難場所として活用していた

だく計画としているところであります。災害時における鍵の保管につきましては、災害発生

後の施設の安全確認や日常のセキュリティ確保等の観点から自治会等に鍵を保管していただ

くことは難しいものと考えております。なお、市ではより早期に避難所を開設するために、

避難所の近隣に居住する職員を中心に速やかに避難所へ参集させる方法等について現在検討

を進めているところであります。以上です。 

 

８ 懇談テーマに対する再質問  

○市民 

 グラウンドについては緊急の避難場所になっているということですが、これを回答された

担当部署は危機管理課ですよね。現実どういった状況がよくお分かりだと思いますが、雨が

降ったら水浸し、冬は一切除雪なし、これでは緊急避難場所として使えないと思います。ま

た、実際にはたまに親子連れがキャッチボールをやる程度で、サッカーなどをやっているの

は見たことがありません。せいぜい、イベントがある場合の駐車場に使用しているくらいで

すか。確かに広く、自由に使ってくださいということかもしれませんが、現実としてはその

ように使われていません。ですから活用を図りたいのであれば、グラウンドそのものを整備

しなければいけないと思います。今年の 6月、町内会員からの提案で桜の木を 15本ほど植え

ているはずです。市がどのように考えているのかをお聞きしたいのと、考えがないのであれ

ば桜やその他の木々を植え、住民の憩いの場として活用したらどうかという感じがします。 

また、広葉交流センターの鍵の件ですが、現実は広葉交流センターの使用は 21 時 30 分で

終わります。夜中に災害があれば誰がそこに駆けつけてくれるのでしょうか。担当者がすぐ

そばにいるなら開錠は可能かと思いますが、そうでないのであれば近隣の自治会長に予備キ

ーを預けたらどうかという提案をさせてもらっていました。避難場所の収容人員というのが

広葉交流センターで 400 名、広葉中学校で 510 名、すみれ保育園で 100 名となっております

が、昼間は学童がいます。もし昼間に何か起きた場合、避難したい人たちをどのように収容

するのか。それとこの近隣の家族構成を考えますと、凄い人数がいます。とてもじゃないけ

ど全員は入り切らないです。ほかにどういうところを避難場所として作られるのか、活用し

ていくのか、この辺もぜひお聞かせ願いたいと思います。以上です。 
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○高橋市民環境部長 

 普段のグラウンドの活用の観点についてご回答いたします。ご存じのとおり平成 26年 7月

に、広葉交流センターとしてオープンしており、そのときの想定では先ほどご説明させてい

ただいたとおり自由な利用の仕方ということで想定させていただいて、今日まで至っている

というのが現状です。今言われたようにグラウンドの水浸しの関係や、冬場の除雪の関係等

がございます。それから桜の木を植えたという事実もございます。現時点で、3年程度経過し

ており、先ほどと同じような答弁になってしまいますけれども、今後の活用の部分について

は、指定管理者制度も入りますので、そういった中で再度、活用について検討をさせていた

だきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。 

 

○福島総務部長 

 避難所の関係について回答いたします。冬の間について、グラウンドは除雪をしていない

状況でございます。広葉交流センターの駐車場を含めた前側の部分については除雪しており

ます。団地の災害といいますと大規模の地震がくるということで想定されていると思います

けれども、その場合は一時的に広場に避難していただくということで、まずは公園やグラウ

ンドなど空いている広いスペースに逃げていただくということで考えております。 

また、広葉交流センターについては市の直営ということで、市の職員が鍵を保管しており

ます。災害が起こった場合にはすぐ駆けつけられるように職員が近くに住んでおりますので、

速やかに開けるような形で対応しているところでございます。先ほど市民環境部長の方から

来年の春から指定管理者の管理になる予定だとお話ししましたが、今後、指定管理者となっ

た場合については、災害時の鍵の開け方につきましても、速やかに避難所を開設することが

できるよう協議してまいりたいと考えております。 

災害が起こった場合、まずは施設管理者と避難所の担当職員が、施設の安全を確認してか

ら市民を避難させなければならないと考えております。地震の場合は、避難所そのものが被

災しており危険な場合もございます。まずは避難所を確認してから、そこに避難していただ

くということで考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

収容人数について、この広葉交流センターの他にも近くの総合体育館や小中学校も避難所

として定めております。まずは一時的にいずれかに避難していただきたいと思います。大規

模な災害になった場合については、確かに収容が難しいかもしれません。そうなったときに

は他の地域の避難所に輸送をするなどの形で対応をしていかなければならないというように

考えております。以上でございます。 

 

○市民 

 今の件に追加で聞きたいのですが、収容人数 500 名というのは室内の話だと思います。災

害時、どういった状況かわかりませんが、当然、他の小中学校や総合体育館は既に避難施設

になっていると思います。そこはその付近の住民が避難することになるわけですから、想定

するのが難しいかわかりませんが、もし災害時に冬だとすると、収容しきれなかった人は外
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にい続けなければならないのかというような不安もあります。その辺を市としてどう考えて

いるのかをお聞きしたいと思います。 

 

○福島総務部長 

 まず市全体に被災があったということについては、全員が全員避難施設に入るというふう

には考えておりません。避難していない地域の避難所については、空いておりますのでまず

はそこへ移動していただくように考えております。また市内で収まらなかった場合につきま

しては、近隣の市町村とお互いに助け合うというふうにしておりますので、最悪の場合はそ

ういった形で近隣自治体の避難所に移動していていただくということも想定のうちに入って

おります。以上です。 

 

○道塚副市長 

 市の方も被害想定というのをしておりまして、地震の震度がどれくらいになったらどれほ

どの人数が避難してくるかというのを調査機関に依頼して想定をしております。最悪、想定

のつかない色々な部分があるため、想定人数以上の避難者が来ることも考えられるかもしれ

ませんが、今想定できている範囲内ではこの想定人数で足りるというような形での想定にな

っております。万が一、想定以上のものになれば、何らかの形は考えなきゃならないと思い

ます。これからまた具体的な想定もしていきたいと思いますが、現状としては担当の方から

説明したとおりで考えております。 

 

○福島総務部長 

 副市長から被害想定の話がありましたので、補足説明いたします。平成 28年 3月に、被害

を震度 7 で想定しまして、その結果、市内全体の避難所生活者数は 7,924 名ということで想

定しております。 

 

○市民 

 全壊、半壊のどちらで想定していますか。半壊でも自分の家で生活はできません。 

 

○道塚副市長 

 住むことができない方の人数の想定でございます。半壊の場合でも一部の場合でも、そこ

に住むことができなければ避難するという想定で約 7,900人と出ております。 

 

○福島総務部長 

 避難所に入っていただく数では 7,924 人ということで、被害を受けていない地区の親戚の

ところにいくなどの、避難所外に避難する方が 4,267 人という形で想定しており、合計で

12,191人となっております。 
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○市民 

 やまぶき公園の改修についてですが、昔から公園のタコは子どもたちに大人気です。今ま

でも何とか残してほしいということともあり、市の方で改修・補修していただき、現在も残

ってあるわけですが、この公園が作られて 40数年経ちます。時代は変わってもそのタコがや

っぱり一番人気です。みんながタコ山で滑ったり登ったりして遊んでいるので、ぜひ新設と

いう形でもいいのでタコ山は残してほしいです。 

 

○上野市長 

 もしタコの遊具が、耐用年数の関係で危ないから壊すということになっても、どういった

形がベストなのか協議をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

９ 自由懇談 

○市民 

 先ほどの避難に一部連動するかもしれませんが、緊急防災システムというのが公共施設に

はあるようですが、広く地域住民に知らせるような無線はないということで、これからどう

するかという市の考え方をお聞きしたいというのが 1つです。 

また、地域住民から言えば携帯電話の時代ですから、Ｊアラートで情報は入ってきます。

しかしこれだけ高齢化社会になると、年齢が高い方はあまり携帯電話を持っていないという

こともあります。そういった方にどう知らせていくのかということをお聞きしたいです。 

 

○福島総務部長 

 市や消防、避難所関係については国から連絡が入ることになっております。今お話しがあ

りましたように、本市におきましては同報無線といいます屋外に街頭スピーカーや屋内に個

別のスピーカーなどの設備は設けていないところであります。現在、消防のサイレンをＪア

ラート時に、決まった音で鳴らすなど検討しております。 

また、防災ラジオというものがありまして、電池さえ入れておけばスイッチを入れなくて

もＪアラートが入ったときに自動的に電源が入るというラジオも出てきております。そうい

ったラジオの運用を検討できないかというところも考えており、他市の状況も含め、どうい

った形がいいのか今後も検討してまいります。 

海岸沿いのまちでは同報無線で街頭にスピーカーがあります。そういったスピーカーを仮

に当市に設置した場合、市の人口や面積に合わせると 10億円以上のお金がかかりますし、北

海道の住宅は機密性が高いということもあり、放送の内容まではっきり聞き取れないおそれ

もございます。そのため、先ほどの方法等も含め、現在検討を進めているところですのでご

理解願います。 

 

○市民 

 意見として聞いていただければと思います。また、可能であればこういったものを今後の

施策に生かしていただければと思います。 
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「住みよさランキング」道内では 4年連続で 35市中 1位ということで、非常に我々地域の

住民にとっても、誇らしいことだと思います。ただ、一つ気になるのは本当に市が政策的に

誘導して、この結果に結びついたかどうか、政策の結果が全くゼロとは言いませんがいろん

な偶然性なども重なり合って 1位という結果になったのかと思います。全部で 15の評価部門

があるようですが、内容的に見ると本当に政策的に誘導されて 1 位になったかというのは、

どうなのかという気がしております。今回は住みよいまちづくりに向けた提言・意見という

ことでお話しします。 

北広島にもどこのまちにも共通するような少子高齢化、世帯数の減少というような地域の

状況の結果、活力低下が懸案事項だと思います。それを解消していく 1 つのキーワードとし

て、やはり子どもを中心として地域づくりをしていけばいいのではないかと思います。既に

市の中でもこういったことをテーマにして取り組まれているところでございますけれども、

この第 1 住区、子育てということをテーマにして地域づくりをするために、非常にモデル地

域になるのではないかというような、さまざまな条件が整っております。それを生かすこと

によって市内のモデルケースになるのではないかと思います。子どもをキーワードに地域の

活力をということですが、今年 5 月に恵庭市で日本子ども環境学会がありました。北広島市

からも市の職員 10名近くが参加されていたかと思います。その中で子育て、子どもの環境を

よく考え、まちの魅力アップを考えた施策を打っている、近くでいえば安平町ですけれども、

そこの子育て支援ではさまざまな支援がされております。ぜひ我が北広島市も取り入れ、可

能な部分については施策を打っていただきたいなと思います。さいわい、北広島市は公債比

率が 4.1ということで、35市の中でも非常に健全な団体ということですから、まだまだこう

いった子育てに関して、さまざまな施策を打っていけるのではないかというふうに思います。

子育て、少子化対策を兼ねて施策を打つことによって、地域に活力が生まれてくるのではな

いかと思います。若者が働き結婚し子どもを産み育てる、子育て支援の関係を充実させ、こ

のまちで子どもを育てたいという思いになるような施策をぜひお願いしたいと思います。 

子育てしたいまちという要件のうちの一つに、子どもが外遊びできるまちということで、

まずはこの第 1 住区で実現してはどうかと思います。ここは近くにグラウンドの整備によっ

て子どもたちの外遊びの場にできないかということを考えております。子どもの外遊びと学

力というのははっきり相関的に出ているそうですので、そういった環境を整えることが必要

かというふうに思います。広葉交流センターの多目的広場ですが、立地条件は最高の場所だ

と思います。保育園、幼稚園、小学校、中学校と、子どもたちが集まって何かをやろうとした

らやりやすい場所です。センターが出来てから 6 年目ですけれども、既にこういった時間経

過している中で子どもたちが一向に集らないということで、そこに一番の問題があるのでは

ないかと思います。環境学会で出た話ですが、地域の広場づくり、公園づくりを子どもたち

と地域のボランティアで一緒になって作っていくということが、もしあの場で可能であれば、

子どもたちにとってのびのびと楽しく遊べる空間ができるのではないかと思います。1 つの

進め方として、市は市財提供し、地域のボランティアの方々が子どもたちと一緒になって、

子どもたちが提案した遊具づくりや施設づくりが可能であれば、子どもたちが楽しく遊べる、

そんな場所になるのではないかと思います。この子どもたちの自由な発想、行動力、この辺
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は教育として考えたときに非常に大切じゃないかなというふうに思います。それとあわせて

子どもの遊び場と、それから活かせば地域コミュニティの核になるような場所だと思います。

そのためには広場の水道・電気・トイレがない状況をなんとかする必要もあると思います。

そういった整備をすることによって活用率は高まってくると思います。管理者である市が、

地域と一緒になってプランづくりをやるということであれば、あの広場を活かしていけると

思います。また、今年に桜を植えました。桜を植える中でこの学校を卒業した人や、この学

校にゆかりのある人から自分たちの思い出の記念樹を植えられるということで、ぜひ植えた

いと手を挙げている人が 20人以上います。そのようにあの場所は活かし方によっては非常に

いい立地条件だと思います。問題はどう活かすかだと思います。ぜひその辺のご検討を将来

に向けてお願いできればと思います。 

次に、子どもたちの健やかな成長ということで、特に最近問題になっているのが電子メデ

ィア、学校でいろいろ対策を取り組んでいるところもありますが、電子メディアが与える子

どもたちへの影響ということで、やはり親と子どもともに、メディアとの接し方をわかった

うえで接するということがとても大切だと思います。隣の江別市は全部の中学校で親も含め

て説明会という形で聞いていただくというような取り組みもしております。ぜひこの北広島

でも電子メディアとの付き合い方を親、子どもが一緒になって学習するようなことを、市の

施策として考えていただければと思います。 

子どもたちが通う学童についてですが、環境を見てびっくりしました。座り机しかないで

す。なぜ座り机なのか疑問に思いました。子どもたちを見ていると勉強も遊びも机の上でし

ていますが姿勢が悪くなってしまいます。そういうことを考えると少なくとも子どもたちが

椅子に座って遊び、勉強する環境が、なぜいままで確立できていないのか不思議でした。例

えば安全面などのいろいろな問題が過去にあったのかもしれませんが、子どもの発達という

ことを思えば、一考するぐらいの価値はあるのではないかと思います。 

最後に集会所についてです。平成 23年度に広葉小学校が廃校し、跡地施設利用検討のとき

に連合自治会と老人クラブ、福祉委員会の 3 者で市に対し、この集会所にある機能を学校に

移転してほしいという要望書を上げましたが、結果的には機能移転ということは叶いません

でした。確かに部屋はあるから使うことはできるのかもしれないですが、この集会所には色々

な荷物があり、そういったものを保管する場所が確保できれば、広葉交流センターを常時使

えるような環境ができたのかなと思いますが、残念ながらそうならなかったというのが実態

です。それであればこの集会所は見てのとおり、かなり老朽化してきておりますので、ぜひ、

改修いただいてこれから先も使えるような場所にしていただきたいと思います。 

 

○上野市長 

 まちづくりということで、10年に 1回、総合計画に基づいて皆さんからさまざまなご意見

をいただく中で、将来の 10カ年先を見据えてまちづくりをしているところであります。その

結果、東洋経済新報社の指標がそこに該当したということでありまして、特段 1 位になるた

めの政策というのはしていないところであります。この 1 位を守るということではなく、こ

れからも市民の皆さんが安心して暮らせる魅力あるまちづくりを進めていくということには
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変わりありません。 

また、私は全国色々なところを周っていますが、こんなに良い団地はないと思っています。

宅地の比率で 440 ヘクタールのうち 39％で道外から来られる方をこの団地に連れてくると、

良い団地と言ってもらえています。ただ、子どもたちも減ってきておりますので、子育てに

重点を置いたさまざまな施策を行っているところであります。 

広葉交流センターの広場ですが、もし差し支えなければ、催し等について提案いただけれ

ばと思います。 

電子メディアについては、やはりこれからますます問題になる部分ではないかと思ってお

り、教育委員会の方でＩＴ化、情報化というのをやっております。その中で、やはり子ども

たちのスマホの使い方等というのは非常に重要な部分だと思っております。 

学童保育は今年から 6 年生まで受け入れることにしておりまして、椅子の話は持ち帰って

後ほど検討しますが、数の確保というのがまず第 1 でありまして、今年西の里の定員を増加

しました。東部もこれからそういう部分が出てくるかと思っておりますが、学童保育の充実

は必要だというふうに思っております。 

集会場につきましては、北広島市内の公共施設・建物は全部で 200 以上あります。このよ

うな集会場が約 40箇所で、将来的に全部残していくのかという議論はこれからしなければな

らないと思っております。年数が経てば当然建て替えていかなければならないという部分が

出てきますので、公共施設の再整備に向けて市役所の中で検討チームを立ち上げております

ので、将来的にどうするかという部分は地域の皆さんと話しながら決めていくことだという

ふうに思っております。 

 

○吉田教育長 

 教育長の吉田です。電子メディアの影響についてご指摘がございましたが、おっしゃると

おり子どもたちが受ける影響は大変大きいものだと考えているところです。今全部の学校に

パソコン教室があり、どの学年もパソコン、インターネットにつながる状況がありまして、

小学校時代から普通に使う時代です。ご家庭に帰れば次はスマートフォンなどでインターネ

ットにつながっているというお子さんも多いと思います。そういったことを考えて電子メデ

ィアの光と影について学校の教科の中でも教えていくようになっています。 

もう 1 つは、第 4 住区の例をちょっと話させていただければと思いますが、実は健連協と

いう組織がございまして、そこが音頭を取ってノーメディアデーというのを地域でやろうと

いうことを発信していただきました。学校や地域保護者はその事業に賛同し、年に 1 回ぐら

いメディアについて語り合おうという集まりを開いてグループ討議をしています。そこに、

中、高校生、地域の方、ＰＴＡの方、先生が入って 10ぐらいのグループになりまして、電子

メディアに係る体験を話したり、大人からの考えを聞いたり、自分たちの思いを伝えるなど

実際に話し合える環境を作っています。あわせてその標語という取り組みもして小、中、高

校生、地域の方も投稿してくださって、それを地域の標語にするというようなこともやって

おります。地域全体でそういう考え方を学校と共有してやっていただいている例がございま

す。その影響もあって子どものいるご家庭、特に中学生は 8 時以降、親にスマートフォンを
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預けるような形をとるなどの風潮ができているというような成果もあがっております。いわ

ゆる親子の約束事、地域全体がそういうイメージで取り組んでいただいているということが

大事だと思っております。子どもたちに十分考えさせる場を作っていうことが大事だと思い

ますので、またアイデアがありましたらご指導ご指摘いただければと思っております。 

 

○市民 

 気になっていたことを申し上げますので検討いただきたいと思います。 

直接私たちの住区とは関係ございませんが土地利用の件です。昭和 40年代に土地ブームと

いうか、土地投資のようなことが全国的にありまして、市内の山林が 50坪あるいは 100坪単

位で、不動産屋のような仲介が入って売買されていました。これは全国的な傾向ですが、私

が調べた限りでは札幌近郊で、特に北広島は合計すると約 30～50ヶ所で、あちこちの山林が

細かく切り売りされていました。何が問題かというと、固定資産税の対象外の山林というこ

とで税金がかからないようになっていることです。なぜ税金をかけられないかというと、税

金の金額は 500 円未満の場合は免税になるということです。いったいどれくらいの面積があ

るかということで調べましたら、約 1,500 ヘクタールが税金をかけられない土地になってい

るということでした。これは市の色々な土地利用計画等でも支障になっていると思います。

土地所有者が市民ではなくて本州方面の人が多く、直接連絡をとろうと思っても代替わりし

ていることや、利権者から印鑑をもらうにしても複数人いるため印鑑が大量に必要な状況で

す。災害が発生した場合、補修等の手が付けられない状態であるということが問題です。町

内会から市担当者の方に出向いたようですが、いわゆる個人情報の絡みもあってさっぱりわ

からないということでした。土地利用政策についての観点で根本的に問題があるということ

はわかっておりますので、対策を検討いただきたいと思います。 

次に防災計画の中で地震の震度 7という話がございましたけれども、昭和 56年に起きた災

害で想定されますと、美沢地区の大水害と同じような降雨による増水で同じような水害が発

生した場合、多分大きな被害が出るのではないかと思いますが、50年前のそういった程度の

水害に対する防災計画は具体的に何か検討されているのかといつも心配しています。同じよ

うな降雨があると、恐らく今の庁舎の 1階部分に浸水するのではないかと思います。 

それからもう 1つ防災に関してですが、北広島まで直線で 150～170キロぐらい先に泊村の

原子力発電所がございます。その際の原発事故というのは北広島まで影響ないだろうという

ことは言えないだろうと思います。有珠山が噴火したとき、灰がこの近辺に降って屋上のド

レンパイプが詰まり、庁舎の上がプールみたいになったことがあります。そのことを考えれ

ば、放射性物質が降りかかってくることも想定されます。そんなことを市は想定しているの

かどうか。先ほど話していた Jアラートや避難所はどうなのかと気になりました。 

最後に 1 つだけ小さな話で恐縮ですが、北広公園の水飲み場について、トイレのところと

もう 1 ヶ所合わせて 2 ヶ所ございます。一度触ってみて普通に飲めるかどうか、ちょっとコ

ックをひねったら 5～10 メートルぐらい噴出しました。あれで水を飲めというのか。気遣い

が非常に足りない。総点検をあらゆる部門でしなければならないのではないかと思いました。 
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○川村企画財政部長 

 企画財政部の川村と申します。土地利用の関係についてお答えします。一般的には、皆さ

まがお住まいで道路・上下水道が整備されている「市街化区域」という形と、山林の「市街化

調整区域」という形で、2つのエリアに分かれております。昔の原野商法ということで、机上

で分筆をして、住んでいない方に個別の宅地がいかにもあるような形で、当時それなりの値

段で売られたエリアが、市内には「市街化調整区域」という中に存在することは事実であり

ます。先ほど言った固定資産税の関係も、調整区域ということで評価は、皆さまがお住まい

のエリアよりも低く、固定資産税を課税するまで至らないということになっております。そ

のエリアを持って損失を考えるかどうかということで、色々考え方はあると思いますが、そ

ういう制度のもとで、「市街化区域」と「市街化調整区域」の中では現状そういったことが存

在していることになっております。国の方でもそういった所有者不明となっている、世代代

わりしている土地の状況について、大きな損失であるということの報道もある中で、なかな

か北広島市だけで取り組めるような状況ではないです。民地のところに公共が入り、その土

地をどうにかするという状況になっていないのが現実であります。ただ一方で民間事業者が

大きな開発等を行うときに、そういったものが開発の妨げになっていることも一部お聞きし

ているところもあり、いわゆる緊急事態においては土地の所有者の有無に関わらず、色々な

手だてが行われると思いますが、現状この土地利用の問題点に関しては、何か特効薬がある

という状況ではないので、当時の状況から現状は変わっていないというのが私からのお答え

となります。以上です。 

 

○駒形建設部長 

 昭和 56 年の大雨に対する対応ということでありますが、56 年 8 月の 3～6 日までの間で、

北広島市内で 2 日と半日で 380 ミリの雨が降ったということで、朝日町から稲穂町の一部で

床上・床下の浸水が発生したような状況だったと思います。そういった災害を元に、国の方

では千歳川河川整備計画というものを立てております。この河川整備計画というのは、洪水

による被害発生の防止を軽減するということを目的に、昭和 56年の災害時の降雨データを元

に、千歳川や裏の沢川、輪厚川、音江別川などの川の床ざらい、千歳川本支線の河川堤防の

かさ上げなど堤防の強化や東の里遊水地を整備する計画であり、東の里遊水地については、

平成 31年度の完成を目指して、国の方で取り組んでいただいておりますが、こういった遊水

地を江別・北広・恵庭・千歳・長沼・南幌、4市 2町の中に合わせて 5千万トンぐらいの水を

貯留するような施設をつくり、56年の災害において洪水が発生したということで、こういっ

た災害時の降雨に対して安全に降った水を河川内で流すというような計画で、それに向けた

対応はしているという状況であります。 

また、北広公園の水飲み場の水の水圧が非常に強いというお話しについてですが、大変申

しわけありません。私どもも公園の巡視という形で指定管理者のほうに管理をお願いしてお

りますが、一定の間隔で週に２回、パトロールさせていただいております。そういった中で

水飲み台の点検において、北広公園の水圧についてご指摘いただきましたので、これにつき

ましては北広公園だけではなく、全公園を確認してまいりたいと思います。以上です。 
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○福島総務部長 

 原発関係の防災計画についてですが、今日は防災計画を持ってきていません。また、風水

害や地震、火災というようなものについては資料を持ってきたのですが、原発については資

料を持ってきておりませんので、一度確認させていただき、連絡を取らせていただいと思い

ます。 

 

○榎本市民課長 

 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。最後に道塚副市長より閉会のごあいさつを申し上げます。 

 

10 閉会 ～巻末にて掲載～ 
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平成 29年度 市 政 懇 談 会 

西部地区連合町内会 

平成 29年 11月 14日（火）19：00～ 

農民研修センター 
出席者 35名（連合会 21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） 西部地区の地域活性化について 

（2） 農民研修センターの整備について 

（3） 西部地区の道路・交通環境の整備について 

（4） 中学校の環境整備について 

（5） 自衛隊の砲撃音問題について 

（6） 交通弱者問題について 

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 

 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。川村企画

財政部長です。駒形建設部長です。高橋市民環境部長です。水口教育部長です。福島総務部

長です。中屋保健福祉部長です。岡秘書課長です。佐々木西部出張所長です。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。以上が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 

 お晩でございます。西部地区連合町内会の中野です。いつもお世話になっております。 

今日は 9 月 22 日に各地区で各団体より意見を取りまとめましてそれを要望事項にまとめ、

提案させていただいております。私も連合町内会長は今年初めてで、今まで連合会にはあま

り携わったことないのですが、とにかく住民からいろいろなことを聞いてそれを素直にその

まま出すということで、連合町内会は連絡を調整の仕事がほとんどだと思いますので、そう

いう気持ちで要望書を出しております。 

本日はこのような場を設けていただきまして本当にありがとうございます。有意義な話が

できますよう願いましてあいさつにかえさせていただきます。 

 

４ 連合町内会役員等紹介  

○連合町内会長 

 続けて役員を紹介いたします。総務部長の伊藤さんです。会計の北口さんです。以上でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 

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） 

○市民 

（１）西部地区の地域活性化について 

西部地区は「輪厚工業団地におけるめざましい企業進出」、「輪厚スマートインターチェン

ジの 24時間化」、「輪厚中央線の整備」等により地域環境が大きく変わろうとしています。北

広島市においては、平成 25年 3月に作成した北広島都市計画マスタープランにおいて「都市

機能の向上を図るため輪厚パーキングエリア周辺のスマートインターチェンジ機能を活かし

た土地利用の検討」を示しています。西部地区の更なる活性化と北広島市の発展のため、輪

厚スマートインターチェンジ周辺に関する開発計画を示して頂きたい。 

（２）農民研修センターの整備について 

農民研修センターは築後 43年を経過し、老朽化が著しい状況です。旧西部小学校跡地の活
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用と新築を要望します。なお、研修センターに勤務する臨時職員の時給が 810 円と北海道に

おける最低賃金と同額になることから、引き上げをお願いします。 

（３）西部地区の道路・交通環境の整備について 

①輪厚中央線の完成と同時にバス路線の整備を要望する 

輪厚中央線の完成が西部地区の交通問題解決に寄与する様、バス路線の整備を要望しま

す。昨年は柏葉台を発着しているバス路線を輪厚地区へ延伸するよう要望したが、引き続

き要望を重ねます。 

②輪厚中央線の完成時の信号機の設置について 

輪厚中央線の完成後、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

利用している。従前、通学路の改善要望では、輪厚中央通り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受けている。現在の状況を説明願います。 

③国道 36号線と市道輪厚中の沢線の右折矢印又は時差式信号機の設置について 

このことについては今年度 5月に要望書を提出し、7月に市から「信号時間の調整による

時差式信号機での右折車輌の安全確保の可能性についても調査要望を行うとともに、当該

交差点の交通量調査の準備を行う」との回答を得ています。現在の状況を説明願います。 

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 

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ります。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完成することを要望します。 

⑤市道竹山線の改善を要望する 

スマートチェンジの 24 時間化等により交通量が増加し、特に輪厚三愛病院から国道 36

号線の区間は道路の段差等による振動が著しい状況です。改善を要望します。 

⑥ガードロープの設置を要望する。 

北広島霊園入り口手前の三叉路南側で自動車の転落事故が数回発生しています。今年も

9月 12日に発生しているため、早急にガードロープの設置を要望します。 

⑦生活道路の改善を要望する 

輪厚中央 3・4丁目の生活道路は舗装の傷みが著しく、また、雨水升の清掃も行われてい

ないため改善を要望します。 

（４）中学校の環境整備について 

①グラウンド及び河川の整備について 

西部中学校のグランドは野球部・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、将来のグランド用地も確保されている。また、豪雨時には河川が氾濫し、小学校の

グランドにも影響する事態も発生しています。一昨年は子どもが川に落ち、たまたま気が

付いた大人に助けられたという事案もありました。整備を要望します。 

②旧体育館跡の整備について 

現在、駐車場として利用しているが、雨天時には泥沼化するため地盤整備を要望します。 

（５）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今年度の取り組み等、現状について説明
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願います。また、旅客機が輪厚地区上空を飛行しているが、通常のルートであるのか説明を

お願いします。 

（６）交通弱者問題について 

昨年同様の要望になりますが、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・医療難民化している事は明かで有り、早急な対策を望んでいます。「地域公共交通網

形成計画」等の進捗状況の説明をお願いします。 

 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明 

○川村企画財政部長 

西部地区の地域活性化につきましてご回答させていただきます。 

西部地区につきましては、国道 36号に隣接し、加えて道央自動車道にも近接するすぐれた

アクセス環境を有しているエリアでございまして、平成 26年 3月にはこのアクセス環境を生

かした輪厚工業団地が完成し、現在 13社が進出しているところでございます。また昨年 9月

には道央自動車道の輪厚スマートインターチェンジが 24時間運用となりまして、運用前に比

べると 1日当たりの交通量が約 12％増加したところでございます。平成 30年の秋ごろには、

輪厚中央通りの開通が予定されておりまして、アクセス環境のさらなる向上が期待されてい

るところでございます。 

一方、輪厚スマートインターチェンジ周辺の土地利用につきましては、過去において地域

再生計画による開発構想が頓挫するなど、現在まで進展がない状況となっております。今後

につきましては、平成 32年度に予定されております都市計画の区域区分の見直し、いわゆる

市街化区域の拡大に向けた作業となりますが、この作業に向けまして、市全体の土地利用の

あり方も踏まえ、大曲地区からの多くの人の流れを回遊させる仕組みを検討するとともに、

すぐれたアクセス性や豊かな自然がもたらす景観など、西部地区が持っている地の利やポテ

ンシャルを生かした土地利用について、幅広く検討を進めてまいりたいと考えております。 

 

○高橋市民環境部長 

2点目の農民研修センターの整備につきまして私の方から回答させていただきます。 

農民研修センターにつきましては、西部地区のコミュニティ活動の拠点施設として、年間

約 8,000 人の方に利用されておりまして、西部地区のコミュニティの醸成・活性化を図るた

めに大変重要な施設であるというふうに認識しているところでございます。当該施設につき

ましては、平成 22年度には女子トイレの洋式化、平成 24年度にはエレベーターの設置など、

利便性の向上に努めてきたところでございます。 

農民研修センターなどの各地区センターを含めた市内の公共施設につきましては、持続可

能な施設の維持確保を図るために、北広島市公共施設等総合管理計画に基づきまして今後、

各施設等の長寿命化等について検討を行っていくこととしており、ご質問にありました旧西

部小学校跡地へのご要望につきましても、その中で検討してまいりたいと考えております。 

なお、危険性や緊急性のある破損箇所等の修繕につきましてはその都度、状況等を確認さ

せていただきまして修繕を行ってまいりたいというふうに考えております。 



- 68 - 

また、農民研修センターの職員の賃金につきましては、市全体のお話しとなりますので総

務部長の方からお答えさせていただきます。 

 

○福島総務部長 

 市全体の臨時職員の賃金について私の方からご説明させていただきます。 

臨時職員の賃金につきましては、道内他市の状況や民間の状況などを総合的に勘案し、決

定しているところであります。平成 29 年 10 月から北海道の最低賃金が時給 810 円となりま

して、本市臨時職員の事務補助員と同額となったところでございます。来年度の賃金単価に

つきましては、現在検討しているところでございます。以上です。 

 

○川村企画財政部長 

 バス路線の整備につきましてご回答させていただきます。西部地区のバス路線につきまし

ては、北海道中央バスが運行している千歳市と福住・札幌駅方面を結ぶ千歳線、それから福

住・札幌駅方面と北広島市東部地区を結ぶ広島線、大曲地区と福住・札幌駅方面を結ぶ柏葉

台団地線の一部が西部地区を発着として運行されてございます。便数につきましては、希望

ヶ丘のバス停を基準といたしますと福住方面行が 45 便、福住方面発が 41 便となっておりま

す。なお西部地区まで延長運行していない柏葉台団地線の柏葉台団地バス停が始終点となる

バスの便数は福住方面行が 36便、福住方面発が 37便となってございます。 

一方、市民の皆様の交通行動や公共交通に対する考えを把握するためのアンケート調査を

本年 8 月に実施いたしましたところ、ご質問にありますように、この西部地区ではバスの運

行本数やバスの終発時刻等について満足度が低い結果が出ております。市では現在、利便性

の高い持続可能な公共交通網の形成に向けまして、その指針となる公共交通網形成計画の策

定を進めております。 

輪厚地区までのバス路線延長、輪厚中央線のバス路線の整備につきましては、各調査の結

果を踏まえながら利用者動向、運行の持続性の観点などを十分考慮しながら北広島市地域公

共交通活性化協議会におきまして検討を進めてまいりたいと考えております。以上です。 

 

○駒形建設部長 

 私の方から西部地区の道路交通環境の整備についてのうち、輪厚中央通線の信号機の関係

と輪厚三島線の歩道の整備ということで、お答えさせていただきます。 

まず、輪厚中央通線の信号機の設置につきましては、地域の町内会の皆さまや西部小学校

のご協力をいただく中で、平成 29 年 1 月 30 日付で交通安全施設設置要望書において輪厚中

央通道路改築工事の起終点である輪厚中の沢線並びに広島輪厚線の交差点の信号機設置要望

を北海道公安委員会に提出しているところであります。公安委員会からはまだ回答をいただ

けていないという状況ですが、今回の回答と合わせまして、輪厚中央通の現状についてご説

明させていただきたいと思います。 

輪厚中央通の今年度の道路工事につきましては、10月末で完了いたしました。ただ、一見

すると黒く車道が舗装されておりまして、通行が可能なように見えますが、車道の舗装につ
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いてはもう一層舗装しなければならないということで、今道路の脇に雨水桝があり、車道と

の間に段差があるというような状況や、まだセンターラインが引けないといった状況がある

ことから、車道通行ができるような状況にはなっていないところです。また、歩道舗装、照

明灯、警戒標識、植栽などの工事・整備を来年度実施したいということで考えております。

全面開通につきましては来年度の秋を予定しております。それまでの間につきましては、大

変皆様にはご迷惑をおかけしますが、通行止めとさせていただくことになりますので、ご理

解とご協力をお願いしたいと思います。 

また、通行止めのお知らせにつきましては、明日、町内会宛文書にて送付させていただき、

回覧していただくようご依頼させていただきますので、あわせてよろしくお願いいたします。 

次に、輪厚三島線自然の森キャンプ場までの歩道の整備の関係でございます。ご要望のあ

りました自然の森キャンプ場までの歩道整備につきましては、現在国の補助事業を活用いた

しまして整備に向けて作業を行っているところでございます。国の予算の措置の状況などが

いまだ明確になっていないということなどから、今後はそれらに注視しながら事業着手でき

るように関係機関と調整をしているところであります。私の方からは以上です。 

 

○高橋市民環境部長 

 国道 36 号と市道輪厚中の沢線の右折矢印の信号機等の関係についてお答えさせていただ

きます。 

国道 36 号と市道輪厚中の沢線の交差点における右折矢印信号機等の設置につきましては、

連合町内会から設置要望のありました平成 25年度以降、北海道公安委員会に対しまして継続

して要望を行ってきているところですけれども、いまだ設置には至っていない状況となって

ございます。このような状況におきまして、本年 3月に羊ヶ丘通と国道 36号の接続が開始さ

れましたことから、国道 36号の交通量に変化が生じることが見込まれますので、当該交差点

の交通量調査を実施し、その調査結果を厚別警察署に提出し、あわせて設置に係る要望を行

ったところでございます。 

時差式信号機の設置についてですが、右折車両の安全確保の可能性につきましては、時差

式信号機は既存の信号機の時間調整、それから時差式信号機であることを示す標識の設置に

よりまして実施できますことから、右折矢印の付いた信号機の新設以外の方策として、千歳

方面から大曲に向かう信号機の時間延長について先ほどご説明しました交通量調査の結果を

踏まえまして検討を行うものとしたものでございます。検討結果につきましては、交通量調

査の結果におきまして、反対方向の大曲方面から千歳方面に向かいまして仁別の方に右折す

る車両が一定以上あるため、千歳方面から大曲に向かっての信号機の時間延長をすることに

なりますと反対方向の仁別方面の右折ができなくなり、かえって危険な状況を生じさせると

いうことがわかりましたことから、千歳方面から大曲方面に向かう信号機の時間延長、時差

式信号機の設置は難しいというふうに判断をいたしまして、引き続き右折矢印の設置を要望

することとしたところでございます。以上でございます。 
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○駒形建設部長 

 市道竹山線ということで、テーマをいただいておりますが、市道広島輪厚線の改善要望、

それと輪厚仁別線と道道仁別大曲線の交差点の、三叉路の安全対策、それと輪厚中央 3、4丁

目の生活道路の改善の要望ということで 3 点いただいておりますので、これについて一括し

て回答させていただきます。 

まず 1 点目、広島輪厚線の改善ということで、要望のありました広島輪厚線のこの区間の

段差などによる振動につきましては、今後の舗装補修事業の中で振動の解消に努めてまいり

たいと考えております。 

次に、輪厚仁別線と道道仁別大曲線の三叉路の安全対策ということですが、現地を確認さ

せていただきまして標識や安全施設の設置を含めて今後検討させていただきたいと考えてお

ります。 

次に、輪厚中央 3、4丁目の生活道路の改善ということですが、生活道路につきましては市

内全域において老朽化が進んでいるという状況にございます。そういった中で道路の損傷や

危険箇所などにつきましては、道路パトロールの実施や、地域の皆様方からの通報、要望な

どをいただく中で補修等の対応に努めているところであります。ご要望のありました地区に

つきましては、今後状況を確認して危険な箇所や支障箇所などを優先的に補修してまいりた

いと考えております。また、雨水桝の清掃につきましても、現地の状況を確認しながら清掃

に努めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○水口教育部長 

 教育部長の水口でございます。中学校等の環境整備について、お答えいたします。 

1点目、グラウンド及び河川の整備についてということでお答えいたします。西部中学校の

グラウンドの拡張整備につきましては、河川や立ち木の処理など、大規模な工事が必要とな

りますことから、慎重な検討となっているところでございます。当面の対策といたしまして

は、隣接の小学校グラウンド利用について、小中学校間で調整をお願いしているところでご

ざいます。なお、既存のグラウンド及びグラウンド設備の整備につきましては市内全小中学

校を計画的に実施することについて検討しているところでございます。用水路の転落等への

防止対策につきましては、西部小学校と地域のご意見を伺いながら関係部と調整してまいり

たいと考えております。 

2点目、旧体育館跡地の整備についてですが、旧体育館跡地の整備につきましては、西部地

区におかれましては特にコミュニティスクール事業や生涯学習事業の関連で、地域の皆様が

学校施設を活用する機会が多い状況にありますことから学校施設内の駐車環境等につきまし

て検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

○福島総務部長 

 自衛隊の砲撃音問題などにつきまして、私の方からお答えいたします。 

まず 1 点目、自衛隊の砲撃音についてでありますが、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いるところでありますが、砲撃音の住宅防
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音区域の基準となる 81Lcdenを超えたのは騒音測定開始以降、平成 26年 5月 24日、平成 28

年 10 月 17 日の島松で観測した 2 日のみでありますが、天候や風向き等によってはこの

81Lcden に近い数値も観測されているところであります。このことから本市といたしまして

は、地域住民の皆様の生活環境改善のため、騒音被害の実情を伝えるとともに騒音測定器の

増設につきましても、引き続き国に対して要望してまいりたいというふうに考えております。 

次に、旅客機の輪厚地区上空を飛行しているという件についてですが、旅客機の飛行ルー

トにつきましては、国土交通省東京航空局新千歳空港事務所に確認したところ、定期便の旅

客機については通常の飛行ルートに輪厚地区上空は入っていないところでありますけれども

風向き等の気象条件によっては、ＪＲ北広島駅とＪＲ島松駅の間を飛行する場合もあるとの

回答を得ているところでございます。以上であります。 

 

○川村企画財政部長 

 交通弱者問題につきましてご回答させていただきます。 

公共交通網形成計画につきましては、利便性の高い持続可能な公共交通網の形成に向け、

その指針となる計画として現在、今年度の策定を目指して作業を進めているところでござい

ます。策定に向けましては本年 6 月に市内 5 地区におきまして市民の皆様のニーズ、要望を

把握するための意見交換会を実施したところでございます。全地区で 110 名の参加もござい

ましたが、この西部地区におきましても 15名の方に出席していただきました。7月には生活

バス路線の利用者数及び目的等を把握するため市内を運行するバス路線の利用者を対象とし

たバス路線の状況調査、また 8 月には、市民の交通行動や公共交通に対する考えを把握する

ためのアンケート調査を実施したところでございます。 

ご質問にあります交通空白地域における交通の確保ということにつきましては、大変重要

な課題の 1 つであるものと認識しておりまして、現在各調査の結果を踏まえながら北広島市

地域公共交通活性化協議会におきまして交通空白地域を含む市全体の公共交通のあり方や方

向性などについて検討を進めているところでございます。以上でございます。 

 

８ 懇談テーマに対する再質問  

○市民 

 農民研修センターですが、出来てから 43 年経っているということで、雨漏りが酷いです。

ちょっと雨が降れば柱を伝って雨漏りしており、老朽箇所が多いです。また耐震もどうなの

か不安です。 

防衛省の予算で建てた施設だと思いますが、防音問題なども絡めて新設いただけないかな

と思います。防衛省から補助を貰って建て直しするべきだと思っている次第でございます。

ひとつよろしくご検討ください。 

 

○上野市長 

 おっしゃるとおり防衛庁の予算を使って建てた施設です。次回もまた同じように防衛省を

とおすことになると思いますが、ただこの施設は鉄筋コンクリートなのでおそらく耐用年数
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60年だと思います。それを建て替えるということになれば、建てたときに貰った補助金を返

還しなければならないなど、いろいろな制度上の規制があります。ですから将来的には建て

替えは必要になってくる時期があると思いますが、防衛省といろいろ協議をした中で何年に

実施するかなど、細かく調整していく形になっていくのではないかと思っております。 

先ほど言ったように学校なども含め、公共施設が 200 近くあります。時期が来ましたら皆

さんと相談をさせていただきながら進めていきたいなというふうに思っております。 

 

○市民 

 それを少し早めるなどは出来ないのでしょうか。 

 

○上野市長 

 耐震の基準からは問題ないような状況ですので、早めるのは難しいかと思います。年度に

よっての基準がありまして、耐震強度は現状問題ないということでご理解願います。 

 

○市民 

 まずキャンプ場への道路、歩道の整備についてですが、私の記憶からすると当時スパイク

タイヤが廃止になったことから、坂道をロードヒーティングにしてほしいなど、いろいろな

意見が出たかと思います。今年度に当たっては歩道の整備ということになっておりますがそ

の都度、市の方から計画の中で考えておりますという回答でした。それで、今回もこういう

回答です。全然進展がないのですがどうなっているのでしょうか。その地域に住んでいる方

は、冬場はあの道を使えないと思っています。この歩道に関して、この自然の森キャンプ場

には地域の子どもたちも行っていますので早期にやるべきではないかと思います。 

次に民間機の飛行ルートの問題についてですが、基本は西部地区上空を飛行しないという

ことで回答されておりますが、実際は西部中学校の上を飛んでいます。私はその裏に住んで

いるのですが、特に夜間、20時以降から 22時にかけて飛んでいます。千歳方向から来まして

中学校の上空を通って北の里くらいのところで旋回して千歳空港に入っていくというルート

になっております。たまたま聞いた話ですが、着陸時は風に向かって降りていくのが正解ら

しいので、一概には言えないかと思います。でも回答上はこの西部地区を通るようなことに

はなっていないとのことですが、それは違うと思いますので、もう一度確認いただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

 

○上野市長 

 道路についてですが、当時、やはり急な坂道なので勾配を緩やかにするためにカーブを作

るなど、色々と聞き取りをしましたが、用地上の都合もあり、その部分は断念をしておりま

す。単費では絶対できない部分でありまして、現在は国の方と協議をしているため、対応が

遅れているところであります。協議や用地買収の交渉も含めますと、まだ年数もかかるので

はないかと思っております。 

次に、飛行機は基本的には長沼方面から来るとのことですが、風向きによってはこの地区
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や北広島団地の上を通っているかと思っています。飛行禁止区域にもなっていません。昔と

比べると飛行便数も増えていることから頻度が多くなっているのかと思います。 

 

○市民 

 飛行ルートですが、回答ではルートになっていないって言いましたよね。基本ということ

なので、緊急の場合や冬の場合などは滑走路の除雪の問題もあるだろうし、台風があれば風

などの影響もあって旋回などの対応が必要なことはわかっています。ただ、最近は本当に頻

度が多いです。回答と実態の温度差というか、認識の差があるように感じました。 

それとキャンプ場に行くための歩道が何とかならないかと思います。ここの地域の養護学

校の生徒も言っております。途中で階段があり、階段の段差が 35センチもあるので昇るのが

大変です。また、我々を含めた地域の方もどんどん高齢になっています。せめて階段の段数

を増やすとか、何らかの対策をとれないのかと思います。また、階段の手すりも腐っている

ような状態です。何かしらの対策をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○駒形建設部長 

 輪厚三島線の歩道の早期改修というご要望についてご回答いたします。手すりで危ないと

ころがあるということについては再度確認をさせていただければと思います。 

また歩道整備につきましては、市長からもお話しがありましたように、市としては少しで

も早く事業に着手してまいりたいと考えております。今年についても単独費で道路状況の調

査や、整備予定区間約 1.4 キロの土地所有者の調査を進めているところであります。そうい

った中で、土地所有者については 1.4キロという距離の中に 90名を超える土地所有者がいる

ということがわかりました。事業を実施することとなった際には、市としてはスピード感を

持って事業を進めてまいりたいというふうに考えておりますが、土地所有者の関係から、そ

の事業の円滑な実施が困難なことも予想されます。地域の皆様方からも土地所有者の方の情

報など、ご協力をいただくこともあるかと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○市民 

 輪厚三島線のことですが、私は建設部長から直接聞いていないのですが、大体決まってい

るという声が他から聞こえてきます。今言われたように予算は単費で実施するということで、

来年は期待できるのかなと思っております。もしやるのであれば、地元の皆さんを集めて説

明会を開いて色々と要望を聞いたうえで対応してほしいと思いますので、ご検討ください。 

 

○上野市長 

 まだ工事自体が決まったわけではありません。単費というのは道路状況の調査等の部分で

す。工事については、国の補助の関係がなければ当市だけで対応できません。実施が決まっ

たら町内会にお話しします。工事の中で一番難しいのは土地所有者の方が協力してくれるか

どうかですので、この件につきましては、特に町内会の皆さんには是非ご協力をお願いした

いというふうに思っております。 
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○市民 

 1点お聞きします。農民研修センターの賃金の部分で、指定管理者が決めるというご回答で

したが、指定管理者が時給 1,500 円でやると言ったら市は認めてくれるのですか。もしくは

他のところも鑑みてこれくらいの金額なら認められるという基準のようなものをちょっとお

聞かせいただきたいと思います。 

 

○髙橋市民環境部長 

 指定管理者制度につきましては、施設の管理を委託しているということで、委託料という

形でお支払いをさせていただきます。臨時職員については市の現状の単価で人件費の積算を

させていただいておりまして、実際の運営で光熱費など色々と費用が掛かりますので、指定

管理者の方でそれらの経費を積算していった中で、趣旨が合うような形で運営するのであれ

ば、全然問題ないと思います。当市で示している積算根拠に必ず基づいて支出しなければな

らないというふうには考えておりません。施設管理全体の経費の中で捻出できる部分で単価

を上げるなどの対応については、指定管理者で検討していただき、実施していただいて構わ

ないというふうに考えております。 

 

○市民 

 市の積算根拠について、臨時職員をどこに何人ぐらい配置して一時間あたりの単価がいく

らかを決めると思うのですが、その積算根拠は教えてもらえるものですか。 

 

○髙橋市民環境部長 

 個々の細かい具体的な人員などの部分についてはあくまでも指定管理制度の中では、当市

の予算として人件費や維持管理費などの大きな項目の積算については公表しております。た

だ、競争の原理という部分もございますので、実際には細かい時給や人数といったところま

で公表はしておりません。実態として、積算については市役所で雇っている臨時職員の単価

をベースとして積算をしているというぐらいまでしかお答えできないものと思っております。 

 

９ 自由懇談 

○市民 

 市ではないかもしれませんが、羊ヶ丘通線が延長され国道 36号と連結していますが、あそ

この出入り口が結構急なカーブになっています。これから冬になると事故が起きないか心配

です。もう少しスピードを落とすよう促している啓発看板はありますが、それも小さいので

気付かない人もいると思います。その辺を開発局に話していただければと思います。 

 

○駒形建設部長 

 市議会の中でもそういった交通安全のお話しもいただいているところであります。羊ヶ丘

通については北海道が管理している道路ですので、北海道の方には注意喚起をはじめとした
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安全対策について、地域からもご要望があるということを私どもの方からお伝えして、対応

をお願いするような形にしたいと思います。以上であります。 

 

○連合町内会長 

 要望事項には出していないのですが、仁別会館があるところの火の見やぐらについてです。

それを取り壊してほしいということで、恐らく町内会から要望を出しているかと思います。

私もその話を聞いた後に見たのですが、結構古いし、大雪だとか台風が来たら倒れるのでは

ないかと不安です。 

 

○市民 

 今、会長が言われました火の見やぐらについてですが、仁別の住民のために建ててくれた

ものですけれども、かなり年数が経っており、倒れることも懸念して要望を出しています。

補償問題が起きると大変ですから、対応をよろしくお願いしたいと思います。 

 

○髙橋市民環境部長 

 現在、所有者を調べている状況でして、消防とかにも確認をしたのですが、まだ誰が所有

者かわかっていない状況です。市の財産であれば責任を持って実施することはできますが、

他人の財産だった場合に、それを市が勝手に撤去するという話にはなりませんので、その辺

についてはもう少し調べさせていただきたいと思います。 

 

○市民 

 調べていただいた結果、間違いなく撤去していただくことをお願いしておきたいです。 

 

○髙橋市民環境部長 

 市の財産でないものを勝手に市が対応するということは責任問題にもなりますので、それ

は約束できません。 

 

○市民 

 火の見やぐらの所有者は仁別町内会です。私たちがお願いするのですから、撤去は問題ご

ざいません。よろしくお願いいたします。 

 

○上野市長 

 それが間違いないかの確認もしなければいけませんし、仮に他の方が所有者だった場合、

自分の財産が勝手に倒されたって怒られたら困るものですから、確認できるまでもうしばら

くお待ちください。 

 

○市民 

 児童体育館の件です。昨年度は西の里の体育館で今年度は大曲の体育館を改修工事してい
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ると思いますが、この体育館は北広島の中で最初に建てられた体育館だというふうに私は認

識しております。古い施設のため、中の備品も含めてどんどん古くなっています。雨漏りが

する箇所の一部改修などをしたということは聞いていますが、大規模改修はまだしていない

と思います。現在、大曲の体育館の改修工事のため、こちらに利用者が流れてきている状況

です。その利用者から、この施設は何だということでクレームが非常に多くなっています。

運営委員の方はそのクレーム対応に苦慮していることと思います。この体育館の改修工事の

予定はあるのでしょうか。教えてください。 

 

○水口教育部長 

 市には多くの施設があるものですから、これから個別に施設改修を考えていかなければな

らないという状況もございます。今年度につきましては大曲ファミリー体育館の改修を終え

るという状況です。今後につきましては、学校施設、社会教育施設が、今後どれぐらい持つ

のか個別に確認したうえで、平成 32年までに計画等を立てていきたいと考えております。個

別の雨漏り等につきましては社会教育課の方に言っていただければ調整をさせていただきま

す。以上です。 

 

○市民 

 私の話したことについて誤解されているようでしたので、再度お話しします。部分的な補

修ではなく全体的な改修工事のことを言いました。最初に建てられたのにも関わらず、西の

里、大曲で改修されている状況です。一般的には古いほうから改修をするべきではないかと

思います。建て替えろとまでは言っておりません。他の体育館と同じように改修ということ

で、暖房だとかいろいろあると思うのですが、その辺についての計画があるかお聞きしたい

という趣旨の質問でした。 

 

○水口教育部長 

 大規模改修ということにつきましては、平成 32年度をめどに、個別施設の改修計画を立て

ていくことになっております。この施設だけではなく社会教育施設、学校施設においても市

教育委員会としての個別計画を立てていかなくてはならないので、優先順位をどうつけてい

くのかということは、今後の作業になってまいります。 

 

○市民 

 仁別会館の駐車場ですが、スキーシーズンになりますとダイナスティスキー場の従業員の

駐車場として利用されています。使っていることに対する貸借関係というのがどうなってい

るのか気になっています。その辺はどうでしょうか。 

 

○髙橋市民環境部長 

 施設としては市の所有という形になっておりますが、市が町内会などの施設管理団体に貸

付を行って、管理及び運営をお願いしているという形ですので、今言われた中身については
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私の方では把握しておりません。町内会の方でどのような経緯があったのかわからないです

が、貸し出す旨の契約みたいなことされていらっしゃるのではないでしょうか。もしそうい

ったことがなく、勝手に停めているという状況であれば、会社の方に申し立てをするという

ことも可能かというふうに思います。 

 

○市民 

 どうも不思議です。あれは市の土地ですよね。我々はダイナスティの従業員が駐車場とし

て利用している詳しい理由を知らないです。毎シーズン 3～4回やっている草刈もできないよ

うな状況です。市とダイナスティの約束があるのであればその後始末もお願いしたいなとい

うことでお話ししました。 

 

○上野市長 

 改めて言いますが、基本的には建物については施設管理団体に貸付をし、管理及び運営を

任せております。大規模改修は市でやりますが、建物の管理と敷地の管理は町内会がやるこ

とです。車を停めるなら駐車代を徴収するか、シーズンが終わったらダイナスティの方で駐

車場を整備するように決めるなどの対応をすればいいのではないでしょうか。 

 

○市民 

 今年はダイナスティの係員に話をして、駐車場を綺麗にしてもらいました。ただ、いちい

ちそういうことを言わなければいけないのかと思ったのと、もし市との約束があって停めて

いるのなら言ってもらえないかというふうに思い、今話させていただきました。わかりまし

た。ありがとうございます。 

 

○榎本市民課長 

 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。最後に吉田教育長より閉会のごあいさつを申し上げます。 

 

○閉会 ～巻末にて掲載～ 



- 78 - 

平成 29年度 市 政 懇 談 会 

西の里・虹ヶ丘連合町内会 

平成 29年 11月 15日（水）18：30～ 

西の里会館 
出席者 32名（連合会 16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） 西の里地区夏祭り関連について 

（2） 西の里文化祭会場の件について 

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。川村企画財政部長です。駒形建設部長です。佐々木会計室長です。水口教育部長で

す。福島総務部長です。高橋市民環境部長です。中屋保健福祉部長です。岡秘書課長です。棚

田西の里出張所長です。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。以上が市側の出席者でございます。よろしくお願いいたします。 

 

３ 連合町内会長あいさつ  

○連合町内会長 

 皆さんお晩でございます。西の里連合会長の橋本です。今日はお忙しいところ上野正三市

長様はじめ、各担当部長の方にご出席していただき、ありがとうございます。今日の懇談会

のテーマとして、2 つほど上がっておりますけれどもスムーズに話が進めばと思っておりま

す。西の里は東西南北でいけばちょうど西の玄関ということで、人はもちろんですけれども

施設設備も充実すればさらによい地域になるかと思っております。今日一日、よろしくお願

いいたします。 

 

４ 連合町内会役員等紹介 （各自直接あいさつ。マイク OFFのため聞き取り不可） 

 

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） 

○市民 

（１）西の里地区夏祭り関連について 

 来年度、第 40 回西の里地区夏祭り開催に向けて、会場及び周辺の土地整備を要望します。

西の里地区夏祭り会場である西の里南さくら公園西の里広場は、中心部から国道側の水はけ

が悪く、雨上がり後は対応できないほどの状況になります。そこで、夏祭り会場となる「西

の里さくら公園西の里広場（西の里南 1丁目）」の土地の整備と、合わせて、市営住宅西の里

団地 Aに隣接した市有地（西の里南 1丁目 2）を、その夏祭り期間に駐車場として利用可能と

なるよう対応していただきたいです。 

（２）西の里文化祭会場の件について 

 数年前より西の里文化祭は西の里小学校で開催していますが、西の里地域の中心部から離

れた会場となり、参加者も不便を感じ来場者も少なく寂しさを感じている現状です。それに

関連し、昨年度の市政懇談会での公民館機能から複合施設への建て替えを要望したテーマよ

り「教育委員会としても整備優先順位は高い施設（平成 28 年度市政懇談会議事録より）」と

の返答がありましたが、その後の進捗状況・計画などをお聞かせ願いたい。そのお話しをお
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聞かせいただいたうえで、市の計画の中に、建設場所はファミリー体育館付近が理想である

ことと、150～200人規模のステージ付き小ホールの新設を盛り込んでいただきたいことを要

望します。 

 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの回答 

○佐々木会計室長 

 夏祭りの関係については、市有地の財産管理を担当しているのが会計室契約課、市営住宅

西の里団地を建設部建築課の方で担当しておりまして、私の方で一括して回答させていただ

きます。 

最近、どの地区も地域のつながりが希薄になってきているというのが課題となっておりま

して、お祭りは非常に重要な地域活性化のイベントではないかと個人的にも考えているとこ

ろでございます。 

まず整備の要望がありました西の里会館裏の市有地につきましては、現在地域の方々が活

動できるイベント広場として管理しているところです。ご指摘のように水はけが悪い状態に

なっていることを私も確認してまいりました。今後整備に向けて協議を関係課と進めてまい

りたいと考えているところです。 

次に、市営住宅西の里団地 A棟に隣接する市有地につきましては、平成 27年度に将来の公

共施設建設用地として造成したものですので、公共施設以外の敷地整備は予定していないと

ころですが、現状の形態で町内会の責任において夏祭り等のイベント駐車場として使用して

いただくことは可能であると考えております。以上でございます。 

 

○水口教育部長 

 私の方から文化祭会場の件につきましてご回答させていただきます。 

公民館施設につきましては、社会教育法に基づきまして市の条例において公民館の設置及

び管理に関する事項を定めているところです。このことから教育委員会では今年度、社会教

育委員の会議に、北広島市における公民館のあり方について諮問し、公民館施設のあり方、

活動のあり方についてご審議をしていただいているところです。この中では地区公民館であ

る西の里公民館のあり方についても検討をいただいているところです。この会議には西の里

地区からは生涯学習振興会会長、青少年健全育成連絡協議会会長にご出席いただき、ご意見

をいただいております。諮問に対する答申につきましては、年度内に予定されておりまして、

答申から、教育委員会としての方針を決定したいと考えております。市ではそれを踏まえ、

西の里地区の公共施設適正配置に向けた計画について検討を進めてまいります。 

なお、文化祭会場につきましては、現在西の里小学校体育館を活用していただいておりま

す。西の里小学校体育館につきましては平成 11年に改築をし、当時は地域に開放し、活用し

ていただくことも構想した施設でもございます。また母校で行われる地域の文化祭において、

ステージ発表や作品を展示することは文化祭に参加する児童生徒にとっても大変な励みにな

ると考えているところでございます。工夫する点につきましては、所管課においても支援を

検討しますので実行委員会においてご議論いただきたいと考えております。当面につきまし
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てはステージ発表と、作品展示が一緒にできる小学校体育館を活用いただければと考えてお

ります。以上でございます。 

 

８ 懇談テーマに対する再質問  

○市民 

 会計室長から先ほど回答いただいた中で、2つ目の駐車場についてお聞きします。祭り等で

使用する場合については、連合町内会で管理のもとであれば可能という回答だというふうに

理解しておりましたけれども、費用についてはまた連合会と市で相談させてもらいたいとい

うふうに思ってよろしいでしょうか。 

 

○駒形建設部長 

 今後、費用も含めてどのように対応するかは一度持ち帰らせていただき、別途ご相談させ

ていただければと思います。以上であります。 

 

○市民 

 公民館の建て替えについてですが、あり方についての答申が年度内に出るということでお

話しいただきましたが、それに基づいて実際、計画づくりに着手されると思いますけれども

いつごろ計画が完成するのかをもう少し具体的にお示しいただきたいです。 

 

○水口教育部長 

 現在公民館のあり方についてご審議いただいており、まだ答申が出てないという状況でご

ざいます。その中での議論につきましては、ホームページにも公表しておりますけれども、

中央公民館と西の里公民館それぞれご審議いただいております。西の里公民館につきまして

は、昭和 51年の完成以来、出張所の併設、公民館の一部増築が行われていますが、老朽化が

著しく、早期の建て替えが必要となっており、それについては複合施設等への建て替えが必

要ではないのかという意見がございます。また、ソフト事業を行う西の里地区生涯学習振興

会においても諸室の狭さ等の理由により公民館を活用することがほとんどなく、新たな施設

については生涯学習活動のスペースが確保されていれば公民館でなくてもいいのではないか

というような意見もございます。 

今後は、住民のニーズを反映させて地域の活性化に寄与する施設等になるよう、検討して

いただきたいというようなご意見もございます。それらの意見を踏まえて、公民館をそのま

ま建てかえるということであれば、私どもの方で計画することになりますし、複合的な施設

にするということになれば住民の方のご意見を聞きながらどのような施設にしていくかを考

えていくという時間が必要になると考えております。以上です。 

 

○市民 

 計画にかなり課題を意識されて取り組まれるというニュアンスは感じるのですが、具体的

にいつ頃というのはお示しいただけないということですね。 
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私は現在、文化祭の実行委員会にも入っておりますが、現状のままだと非常に不便です。

開催場所が遠いとお年寄りは足を運んでくれません。市長も教育長も毎年顔を出していただ

いているので非常に嬉しいのですが、ファミリー体育館でやったときよりもお客さんが少な

くて非常に残念です。もう少し言えば文化祭自体が参加するグループが減っているというと

ころもあり、会場が移ったためにいけない・やらないというグループもあります。やはり１

年でも早く計画を作って着手していただきたく、改めて要望したいと思います。 

また、先ほどこの会館の１階で集まっていた地域助け合い会議のなかで、福祉の話が出ま

した。赤ちゃんを連れてきたお母さんが授乳のための部屋がないということをおっしゃって

いました。住民からのきめ細かな色々なニーズや要望を十分に吸い上げるような体制をとっ

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○上野市長 

 公民館の関係で色々結論を出しているところですが、多目的にやるとしたらやはり最初に

多くの意見を聞きながらどういうものを作るのかということを考えていきます。庁舎で言い

ますと、全体の作業工程に 8 年掛かっています。最初に計画を立ててどういうものをやるか

市民の皆さんにお話を伺いながら、施設の形を決める前に財源の確保についても考えなけれ

ばいけません。どういう補助をもらうかなども調べなければなりませんのでちょっと時間は

かかると思いますけれども、建てるということになれば十分に皆様方と相談をさせていただ

きながら進めることになると思っております。いずれにしてもそれらの前段階の話がありま

すので、時期については今のところはっきりお示しできないというのが現状です。 

 

○市民 

 夏祭りの会場の関係について、ご回答の中で水はけ問題を確認していらっしゃるようで、

今後整備に向けて協議を関係課と進めたいということですが、来年がちょうど夏祭り 40周年

記念事業に当たります。整備の方法についてはこちらで言えることではないと思いますが、

来年の夏祭りに向けて何がどこまで整備できるのかというところについては早めに確認して

いただきたいです。じっくり協議していて夏祭り終了後に整備を開始するなどというふうに

はしてほしくないです。来年の 8 月実施の夏祭りまでにある程度何かしら水はけ問題の対策

を打っていただけるというようなところを前向きに検討いただきたいと思います。 

 

○上野市長  

私も現状はよくわかっております。今年の夏祭りは特に土砂降りの雨でした。同日にお祭り

開催予定で、中止したような場所もありました。そのような中、多くの皆さんが来ておられ

ましたことに私も大変感動したところです。どういうことが早急にできるかということです

ので、極力夏祭りの時期に間に合うような形での対応を検討させていただきたいと思います。

ただ、どういうことをどこまでやるかということもありますので、この場ではご回答が難し

いですのでご理解願います。 
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９ 自由懇談  

○市民 

 夏祭り会場の駐車場についてです。現状のままだと、雨が降ったら車が埋まってしまうと

思いますので、ぜひ砂利を敷いていただきたいです。 

会館の建替えについてですが、先ほど私も地域助け合い会議に出てまいりました。参加さ

れた方の中から、地域食堂及び子ども食堂というのがほしいという意見がたくさん出ており

ました。また、道の社会福祉部からも説明員が来ており、その方の話として地域で集まる場

所の事例というのを発表しておりました。「地域食堂ゆめみ～る」というのが登別にあるそう

です。そういうものが北広島にもあったらいいなと思いました。地域食堂のほかにも朝市、

放課後児童クラブ、放課後子ども教室、ふれあいいきいきサロン、ふれあい子育てサロン、

配食事業など、色々な話も聞けました。西の里でもぜひこういったことができるような会館

になればいいなと思いました。以上です。 

 

○駒形建設部長 

 駐車場についてお答えいたします。平成 27年度に将来の公共施設の建設用地として造成さ

せていただいた土地となっており、現時点では公共施設以外の整備の予定・計画はないとい

うことでお答えさせていただいたのですが、先ほども話がございましたので、この件につき

ましては持ち帰らせていただき、今後検討させていただければと思います。 

 

○上野市長 

 人口減は日本全体の課題だと思っております。現役世代が 10 年ほど前には 80％くらいだ

ったのが現在 66％くらいとなっており、今後も現役世代が減ると思います。そうすると税収

も大幅に下がり、さらに福祉に係る費用が大幅に上がるということになります。できるだけ

財源・歳入を確保するというのが非常に重要になってきますので、企業誘致などをしており

ます。様々な施設の改修もあるところですが、財政的な運営は非常に厳しいのではないかと

いうふうに思っております。先ほどもお話ししましたが、公共施設が 220 ほどありまして、

学校 14か所を大規模改修で何年かに 1回ずつ改修しておりますが、そのうち建替えの時期が

来るものと思っておりますし、会館も同様のことが言えます。やはり公共施設をどうするか

というのが今後の大きな課題になります。市としてもできるだけ税収・財源の確保に努めな

がら市政運営をしていかなければならないと考えております。以上です。 

 

○市民 

 これからの北広島市の将来にもつながっていくと思いますが、先ほど市長がおっしゃった

ように施設の建て替えのためには多大な財源が必要ということで、非常に大変なことだと思

います。道北や道東の市町村によってはふるさと納税で財源が急激にＶ字回復している市町

村があると耳にしたことがあります。北海道だけじゃなくて本州にも同じように回復してい

る市町村もあるかと思います。よく話を聞いてみると、お礼品の絡みもあり、やはり官民一

体となって取り組んでいるようです。ふるさと納税についてどのようにお考えなのか、住民
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はどのような形で一緒に参画させていただければよいのか、もしお考えであればお聞かせい

ただきたいと思います。 

 

○上野市長 

 ふるさと納税の前に起債について説明しますが、北広島の場合、起債残高は 261 億円でし

た。今までは年間 20 億円ほど借りて 20 数億円で返しており、徐々に起債を減らしていまし

たが、今回は新庁舎建設の関係で少し起債が増えたというような状況です。市民 1 人当たり

にしますと 44万円ほどになります。ただし、この中には市のほうで国の借金を肩代わりして

いるような部分が 100 億円ほどありまして、実質 160 億円ぐらいの借金かと思います。でき

るだけ借金を少なくするように現在動いているという状況です。 

次にふるさと納税ですが、今までＰＲはしていませんでした。あまりＰＲすると収入より

も支出の方が多いためです。今まで 2,000 万円ぐらいの費用をふるさと納税のＰＲで掛けま

して、今年については 1,000万円ぐらい入ってきております。米や野菜、スイーツなど、色々

な企業で産品を作ってお礼品として渡しているという状況です。以上であります。 

 

○市民 

 交通安全とごみの関係でお話しさせていただきます。 

交通安全に関してですが、国道 274号で春頃から最近まで結構交通事故が発生しています。

虹ヶ丘で言うとほのか付近、西の里で言うと北海道リハビリー付近が多いかと思います。先

月は上野幌のＪＲの下で大きな事故がありまして新聞沙汰にもなっていました。国道 274 号

の近辺を見ますとスピードダウンという標識がないかと思います。坂が結構多いため、ぶつ

かったら大きな事故になるということで、ぜひ標識や看板などを設置して注意喚起していた

だきたいと思います。坂のあるところだけでも結構ですので、何かしらの対応をお願いして

いただけないかと思っております。 

次にごみの関係ですけど、先日市の方の北広島ごみ通信というのをもらいまして、それを

見ますと雑紙ミックスペーパーの拠点回収が始まりますということで、やっと札幌並みにリ

サイクルとして紙等の資源回収の働きをしていただけると思って広報やインターネット、こ

の通信を見たら回収場所が結構限られていました。できれば最初のスタートは難しいかもし

れませんが、毎日のように紙ごみが集まりますので例えば月に 1、2回でもいいので一般のご

みと合わせて回収できるような体制をとっていただければすごくいい事業じゃないかと思っ

ております。せっかく紙を集めてリサイクルをするのであればそういう方法を検討してもら

いたいなと思います。みんな袋に入れて保管しておいても持ってくるのが大変です。そうい

う部分も今後検討していただけないかと思います。以上でございます。 

 

○髙橋市民環境部長 

 交通安全とごみについて、一括して私の方から回答をさせていただきます。 

まず交通安全の注意喚起についてですが、基本的には市の方で勝手に設置するわけにはい

きませんので、北海道公安委員会の方に要望を挙げていく形になるかと思います。その結果、
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場合によっては道路管理者が設置する場合もございます。今お聞きした状況等を踏まえ、公

安委員会の方に現状と住民の方の声を伝えて要望していきたいと考えております。 

次にミックスペーパーの拠点回収についてですが、現在北広島市は焼却施設を持っていな

いということで、基本的にはクリーンセンターで埋め立て処理を行っております。皆さんに

はピンクの袋と青い袋で出していただいているものを基本的には埋め立て処理をしていると

ころですが、そのうちピンクの袋の組成分析をしてみますと、特に紙類の占める割合が非常

に大きいということがわかったことから、ミックスペーパーを再生事業者と協議をさせてい

ただきまして、今回こういう形でミックスペーパーを資源回収させていただくこととなりま

した。まずどれくらいの量が各家庭から出るのか確認するため、専用の袋をお配りして、拠

点回収として対応することとしました。まだ始まったばかりですので、処理量の十分な情報

が揃っていませんが、皆さんの関心もいただいており、専用の袋については予定していた数

量が 1 ヶ月でなくなってしまうような勢いです。その辺の状況も踏まえて出しやすい方法な

どについて検討することになるかと思います。また、間違ったものが混在してしまうと受け

取り側の業者の方で受け取りを断られるという場合があると思いますので、今後の状況次第

で回収方法を検討していくことになります。ご理解をお願いします。 

 

○市民 

 野生動物についてですが、ここ 1 ヶ月くらいでキツネを 3 回ほど、アライグマを 1 回見ま

した。エキノコックスの問題がありまして、北海道では汚染地域ということで、特に道北が

非常に注意されていたという状況だったと思いますが、上野幌駅の方から市街地の方にキツ

ネが上がってくることがあります。先日も市の方に連絡させていただきましたが、悪さをし

ていない限りは何もできないということでした。ここでお願いしたいのが、どうしても犬の

散歩とかをするとなると、エキノコックスの問題がついて回りますし、また、家庭菜園をさ

れている方がアライグマにいたずらされたという話も聞いておりますので、駆除等について

お考えいただければ大変ありがたいと思います。非常に難しいところもあろうかと思います

が、ぜひともご検討願います。 

 

○髙橋市民環境部長 

 アライグマにつきましては外来種のため、捕獲が可能な鳥獣となっているのですが、捕獲

方法としましては箱罠の設置などにより捕まえるという形になるかと思います。市の方で中

心的にやっているのは、農家の方の被害が大きいものですから、そちらの対応がまずメイン

となっており、市で箱罠を購入して渡しているというような状況です。しかし、アライグマ

については年に数回程度子を産むということで、個体数がなかなか減らないという現状があ

ります。市としましても引き続き、捕獲等の補助をして個体数を減らすための努力を続けて

いきたいと思います。これについては市を跨ぐ話もあり、近隣の市も含めて個体数を減らし

ていくということが大事だと思いますので、地道な努力になりますが対応していきたいと思

います。キツネについても同じように農作物への被害がありまして、例えば狩猟免許を持っ

ており、有害鳥獣の駆除を協力されている方にお願いをして駆除を行っているのですが、今
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お話しを聞いたような市街地周辺となると、なかなか銃を撃つわけにもいかないものですか

ら、市街地についてはアライグマと同じように罠で捕獲するようなことが 1 つの方法となり

ます。また、各家庭にもお願いをしていますが、キツネは雑食のため、ごみで出されたもの

を食べ漁るということが想定されますので、その辺の管理をお願いするというのが市街地に

近づかないようにする方法です。ただし、箱罠については、キツネが賢いためなかなか罠に

かからないということもございまして、苦慮しているところであります。いずれにしても引

き続き個体数を減らす努力をさせていただきたいと思っております。以上です。 

 

○榎本市民課長 

 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。最後に道塚副市長より閉会のごあいさつを申し上げます。 

 

10 閉会 ～巻末にて掲載～ 
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平成 29年度 市 政 懇 談 会 

北広島団地第 2住区自治連合会 

平成 29年 11月 15日（水）18：30～ 

北広島団地第 2住区集会所 
出席者 24名（連合会 12名、市側 12名） 

 

 

 

【開催次第】 

１ 開 会 

２ 市出席者紹介 

３ 自治連合会長あいさつ 

４ 自治連合会役員等紹介 

５ 市長あいさつ 

６ 自治連合会から懇談テーマの趣旨説明 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明 

（1） トリムコースの整備について 

（2） 指定避難所（双葉小学校）、緊急避難場所（5ヶ所の公園）の整備について 

（3） 双葉小学校児童の見守り隊に対する事故の保険制度について 

（4） 福祉バスの利用について 

（5） 街路樹（プラタナス）の小型化の研究について 

（6） 住みよいまちづくりと公園の利用について 

（7） 北進通の歩道改良について 

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。川村企画財政部長です。中屋保健福祉部長です。駒形建設部長です。福島総務部長

です。高橋市民環境部長です。水口教育部長です。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。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 

 皆さんお晩でございます。今日は上野市長、道塚副市長、吉田教育長はじめ各部長という

ことで、面々たる方が私どもの市政懇談会にご出席いただきまして、本当にありがとうござ

います。緊張しながら対応させ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。 

私は 4 年前から第 2 住区自治連合会の会長を務めさせていただいております、小林正男で

ございます。若葉町 4 丁目出身です。若葉町の自治会として、今まで市に対して色々な件を

申し上げましたが、このたびは自治連合会の会長として一言ごあいさつ申し上げます。 

開会に先立ちまして私の方から、地域の情勢等につきましてお話しを申し上げたのちに、

提出させていただいた懇談テーマに基づきまして順次ご説明申し上げますので、良い回答を

いただけることを心から期待しております。よろしくお願いします。 

まずは、今年から新庁舎になりまして、市長、副市長、皆さんがそれぞれ新しい庁舎の中

でご活動されているということで、私も何回かお邪魔しまして皆さんの執務振りを拝見させ

ていただきました。清々しい空気の中で執務をされており、今までと違った雰囲気の中でそ

れぞれすばらしい対応をしていただいているということに心から感謝を申し上げます。 

第 2 住区は昭和 49 年に団地ができてから、約 40 年もの間に順次拡大が進んでまいりまし

た。現在は 10月末の市の基本調査から見ますと 1,623世帯、3,430人ということでした。そ

の中で、私ども自治連合会は 4人の副会長、総務部長、会計部長、監査がおり、13の自治会

がございます。それぞれの自治会がいろんな問題について取り組んでいるわけです。毎月 1

回役員会を開き、それぞれ課題について討議しております。今日は年 1 回の市政懇談会とい

うことで、今まで自治連合会、各自治会が懸案としております数点につきまして、提案をさ

せていただきますので、先ほど言いましたように良い回答を期待したいと思います。私ども

第 2 住区といたしましては、65 歳以上の方の敬老を祝う会、それからもう 33 回目になりま

したがふれあい夏祭りですが、これには市長や道議、市議長もご出席いただきまして、地域

の皆さんに楽しんでいただいております。また、１泊旅行として函館方面あるいは網走方面

に遠出し、社会研修旅行として千歳や石狩に伺いまして勉強させていただいております。特

にこれからお年寄りのためにということで介護の問題、特にご主人を亡くした奥さんはどの

ように支えていけばいいのかということを検討・勉強しているところです。また、隔月で健

康体操を実施して高齢化が進まないようにしているところです。さらには役員が中心となっ
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て、市が企画している防犯・交通安全の啓発運動を実施させていただいております。第 2 住

区自治連合というのは、この会館と住民センターのすぐ近くにある南支援センターのご指導

のもとにふれての幹事の方、それからお茶の間懇談会の幹事の方の協力によりまして、私ど

もで演芸、音楽、子どものための「子ども食堂」などをやっており、住民の方々が集いながら

ひとときを過ごしております。また、当地区でもだんだんと高齢化が進んでおり、こういっ

た活動に出たくても出られないという方もおります。また、若者との融和を図りたくても難

しいということが各自治会で苦慮しております。後ほど懇談テーマとしてお話しをさせてい

ただきますが、ぜひご協力をいただきたいと思います。なお私ども現在、30数名が福祉除雪

を希望しております。今年は除雪基準改正をしていただきまして、その範囲も若干広くなり

ましたので、より一層皆さんの福祉除雪に対する期待が大きなものとなっております。 

最後になりますが、皆さんのご健勝と私ども住民への更なる色々な面での暖かい支援をい

ただきたいと思いましてごあいさつに代えさせていただきます。 

 

４ 自治連合会役員紹介  

○自治連合会長 

 会長の小林です。島宗です。川部です。細川です。関です。後藤です。これらが本部を司っ

ている役員でございます。続いて 13の自治会の会長がお見えになっておりますが紹介は割愛

します。よろしくお願いいたします。 

 

５ 市長あいさつ ～巻頭に掲載～ 

 

６ 懇談テーマの趣旨説明 （当日配布資料のテーマ要旨抜粋） 

○自治連合会長 

（１）トリムコースの整備について 

北広島団地が造成されて以来、地域住民の健康維持のためのウォーキング・歩くスキーコ

ース、さらには、例年秋に体育協会が主催実施している「北広島歩けるかい」のコースとし

て市民から人気のコースです。しかしながら、①距離表示板が長年の期間を経て、さびが入

り、数字が見えにくいところがあり、表示板の更新を願います。②昨年来要望をしておりま

すが、トリムコースの「あずまや」の設置ですが、少なくとも住民センターのスタートライ

ンに設置して、利用者の便宜を与えてほしい。 

（２）指定避難所（双葉小学校）、緊急避難場所（5ヶ所の公園）の整備について 

春から秋のかけての避難所については、現行通りと理解しているが、冬期間の降雪期の整

備について、現行では市道の堆積場として使っており、冬期間の災害に対しどのような手立

てをしようとしているのか、見解を求む。 

（３）双葉小学校児童の見守り隊に対する事故の保険制度について 

現在、双葉小学校児童の交通指導に第 1住区・第 2住区の住民が中央通り・環状線道路（そ

れぞれ 50キロ）の横断歩道、ボランティアとして従事しているが、中央通りも環状線もある

いは小学校前・学校通り（それぞれ 30キロ）の通学路で法定速度を守らないドライバーが散
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見され、万が一で、事故にあった場合何等の対応がない。ついては、他県の例であるよう保

険による補償制度を制度化していただきたい。 

（４）福祉バスの利用について 

現在福祉バスは、老人クラブなど高齢者福祉団体が優先となっており、自治会活動での高

齢者若者たちとの交流に福祉バスを使うことがなかなかできず役員としては、苦慮している

ところである。一方北広島市は、すみよい団地政策で、多くの企画を計画して少しでも若者

が、定住できるよう企画をしている。しかしながら、自治会が計画している住民の融和に対

し、制約を課している実態があるので、実情に合った施策を願う。また、冬期間のバス利用

が半減されるとの話も聞くが、住民が希望している要望に対応していただきたい。 

（５）街路樹（プラタナス）の小型化の研究について 

北進通りの街路樹の剪定については、昨年実施していただいておりましたが、年々大きく

なり、落ち葉、夜間の街路灯の照明に影響を与えている実態から、樹木の小型化の研究・検

討ができないのか専門家を含めご検討を願う。 

（６）住みよいまちづくりと公園の利用について 

1 現在、南公園（南町 3丁目）公園管理者による迷惑駐車の禁止表示を受け少年野球チー

ムが撤退している。 

2 毎朝（月～土）6：30からの「ラジオ体操」が地域住民の「うるさい」との発言を受け、

場所を白樺緑地に移って今実施している。 

3 児童公園で子ども達が遊んでいると「うるさい」と直接子ども達が怒鳴られ、保護者間

で公園の自粛が広がっている。市として、どこまで把握し、どのような公園利用を考えてい

るのか。 

例：駐車場の設置・公園利用方法の（時間表示等記載）看板設置・地域住民との意見交換等

ソフト対策  

（７）北進通の歩道改良について 

北進通りの「青葉 1 丁目～青葉 4 丁目」間が、北海道のサイクリングロード計画が、遅れ

ており、歩道の改良が遅々として進まない実態であり、どのような進捗がなされるのか、早

急な対応を願いたい。 

 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの回答  

○水口教育部長 

 トリムコースの整備についてのうち、表示板についてご回答いたします。 

私も通勤時や休日のランニングにトリムコースを使わせていただいており、とても気持ち

のいいコースだと思っております。トリムコースの距離表示板につきましては、距離の表示

感覚が一定でないことや、経年劣化をしておりますことから、デザインや活用方法等の整備

内容について関係部と協議してまいりたいと考えております。 

なお、教育委員会としましては表示板の劣化による事故等を未然に防ぐために確認し、必

要な場合は撤去してまいりたいと考えております。以上でございます。 
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○駒形建設部長 

 トリムコースへのあずまやの設置について回答させていただきたいと思います。 

ご要望のありましたあずまやの設置についてですが、現在ご要望の箇所も含めて、トリム

コース内にはベンチなどの休憩施設が設置されているところでございます。このことから、

現在のところは新たにあずまやを設置するという予定はございませんが、今後検討する必要

があるものと考えているところであります。以上であります。 

 

○福島総務部長 

 冬期間における災害への対応につきましてご回答させていただきます。 

冬期間における災害の対応につきましては、積雪寒冷地である本市にとって懸念される課

題の 1 つであると考えております。指定緊急避難場所である公園については、常時除雪を行

うことは困難であるため、冬期間においては速やかに指定避難所を開設し被災者を受け入れ

ることが重要だと考えておりますことから、災害発生時に避難所の近隣に居住する職員を中

心に、いかに迅速に避難所へ参集させるかなどの方法について、現在検討を進めているとこ

ろであります。また降雪時の災害については屋外の指定緊急避難場所に一時避難すること自

体が危険性を高めることも考えられますことから、ご自宅の状況が安全である場合にはご自

宅にとどまっていただくことや、場合によっては近所の住宅へ避難していただくなど、災害

時の状況に応じた対応をとっていただくことも重要な避難方法であると考えております。そ

の他、市では指定避難所における寒さ対策としましてストーブ、毛布、寝袋、簡易カイロ、ジ

ェットヒーターなど暖房関連物資の備蓄を計画的に進めているほか、積極的に民間企業と災

害時協定を締結することにより、災害時における物資や燃料の優先的な供給体制の確保を図

っているところであります。災害発生時の避難所運営につきましては地域の方々のご理解、

ご協力が必要でありますことから避難所の開設方法等について記載した北広島市避難所運営

マニュアルを本市のホームページに掲載しているところであります。 

なお、今後につきましても市民の皆さまのご意見を参考にさせていただきながら本市の防

災活動の向上に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

○高橋市民環境部長 

 双葉小学校の見守り隊への保険制度につきまして私の方からご回答いたします。 

双葉小学校につきましては、旧若葉小学校と旧広葉小学校が平成 24年に統合いたしまして

開校して以来、今年で 6 年目を迎えております。この間、登下校時間を中心に、学校前や中

央通、緑陽通などの幹線等において見守り隊の皆様をはじめ多くの方々のご協力によりまし

て見守り活動等を行っていただいた結果、大きな事故もなく現在に至っており、大変感謝を

しているところでございます。 

ご質問のありましたこれらの活動に対する補償制度につきましては、見守り活動等が団体

等の活動の一環として行っている場合、団体の活動とは別に空いた時間等を利用して行われ

ている場合、それから学校の支援活動として行われている場合など、それぞれの団体等の実

情に応じて取り組まれておりますが、これらすべての活動を対象とする補償はなかなか難し
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いため、現状といたしましては、それぞれの団体等の実情に応じて保険に加入をしていただ

いているという状況となっております。なお現在利用されております制度としましては町内

活動の一環として位置づけをしていただき、北海道町内会連合会の共済制度を活用されてい

る場合や社会福祉協議会で取り扱いを行っておりますボランティア制度の保険を活用して行

っている場合、それから学校支援・地域ボランティアに登録をしていただきまして、学校支

援者補償制度を活用しているなどというふうになっております。なおこれらの補償制度につ

きましては、その補償対象の範囲や内容が異なっております。取り組み状況にあった補償制

度を検討していただければというふうに考えております。また保険料につきましては、制度

により年間一人当たり、数 100 円程度の負担が必要となっております。現行ではこれに対す

る市の補助制度はない状況です。最後になりますけれども、他県での補償制度の事例につき

ましては、他地区を含めた本市の実情を確認させていただき、先進地の事例等について調査

したいというふうに考えております。以上でございます。 

 

○中屋保健福祉部長 

 私からは福祉バスの関係でお答えさせていただきます。市の保有している福祉バスは 1 台

となっておりまして、年末年始を除き通年で運行をしております。また利用の多い 5～10 月

までは民間のバス事業者から借り上げをしているということで、市のバスと合わせて 1 日 3

台までは運行が可能という体制をとっております。28年度の利用実績ですが、運行台数は年

間で 367台、中でも 9～10月には月 50～60台運行しているということで、単純計算ですと 1

日平均で 2台運行しているという時期もございます。それから乗車人数については延べ 9,008

人となっております。また、冬になると利用が少なくなるという部分ですが、冬期間におい

てはふれあい温泉事業ということで、高齢者の交通手段を確保するということを目的に運行

しており、市内で 12 コース 72 日間運行、毎年約 1,000 名の方にご利用をいただいていると

いう状況でございます。福祉バスの利用に関してですが、利用できる団体としては、①おお

むね 60歳以上の方で構成する団体、②障がい者が組織する団体、③社会福祉協議会、④社会

福祉協議会に登録されているボランティア団体、⑤高齢者の生きがいづくりや障がい者の社

会参加などを目的とした事業を実施する団体、これらを対象としてございます。また使用の

申請につきましては①～③の場合については 3 ヶ月前から、④、⑤に該当する団体について

は 2 ヶ月前から予約が可能というふうになっておりまして、申請のあった順に随時受付を行

っているという状況です。自治会での活動の使用につきましては⑤の部分での実施の場合に

ついてのみご使用いただいているというところでして、時期によっては混雑するということ

もありますので、事前にお電話等で確認をしていただきながら、行事等の計画をしていただ

きたいというふうに思っております。今後も福祉バスの運行にて高齢者の生きがいづくり、

障がい者の社会参加、福祉団体の育成を図っていきたいと考えております。 

 

○駒形建設部長 

 昨年もお話しのありました街路樹、プラタナスについてお答え申し上げたいと思います。 

北進通のプラタナスについてですが、通常プラタナスは 20メートル以上の高さに育つ樹木
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でございます。現在は大きく育つことがないように、また防犯上や景観を損なわない範囲で、

3 年に 1 回の頻度で剪定を行っているところです。ご要望のありました樹木の小型化につき

ましては、今後、学識経験者や緑に携わる方々で構成される北広島市緑のまちづくり審議会

や他の専門機関への聞き取りなどを行いながら調査・検討してまいりたいと思います。 

次に住みよいまちづくりと公園の利用のうち、南公園の迷惑駐車の関係で少年野球チーム

が撤退しているというところのご回答をさせていただきたいと思います。南公園につきまし

ては、徒歩圏内の近隣に住まわれている方が利用されることを想定して造られた公園である

ということから、駐車場は設置しておりませんが少年野球の大会時などは双葉小学校の駐車

場を利用するなどの対応をお願いしているところであります。 

次に公園でのスポーツ活動等に関する、いわゆる騒音についてですが、その公園の立地に

よっては、住宅までの距離や防音効果の期待できる樹木の植生状況が違うことから、一律に

規制するということは大変難しいです。それぞれの公園において、状況を確認した中でその

ような申し出があった場合は、その当事者の方への聞き取りや看板の設置などを行っている

ところであります。地域の住民の方と、そういった意見交換などのソフト対策につきまして

は、各町内会などから私どもの方にご相談やご要望がありましたらどういった対応ができる

かということを含めて検討してまいりたいと考えているところです。 

次に北進通の歩道の改良についてですが、現在、道道札幌恵庭自転車道線につきましては

北海道により事業化されまして整備が進められているところです。市内の区間の延長につき

ましては約 14.5キロとなっており、このうち札幌市の行政界からＪＲ北広島駅までの間、約

8.1キロが平成 16年 10月に開通いたしまして、その後平成 26年 9月に市道南の里山沿い線

から道道江別恵庭線までの間、約 3.4キロが開通しているところです。JR北広島駅から市道

南の里山沿い線との接点までの約 2.3 キロの区間と道道江別恵庭線との接点から恵庭市の行

政界までの約 0.7 キロを含めた約 3.0 キロの区間が未供用の区間として現在、残っていると

ころです。こういった中で JR北広島駅から市道南の里山沿い線との接点までの間につきまし

ては、事業主体の北海道において早期の完成を目指して関係機関と現在も協議を進めていた

だいているところであります。その中で整備ルート上にあるＪＲ軌道内の施設の対応方法に

ついての協議や青葉町１～4 丁目の区間の北進通に沿わせて自転車道を整備するということ

になっていますが、その自転車道の設置位置の決定にそれぞれ時間を要しているという状況

となっておりますことから、本市といたしましても早期開通を実現できるように、ＪＲ北海

道など関係機関に対して、直接お願いに伺っているところであります。 

今後も、道道札幌恵庭自転車道線の本市域内の未開通区間の早期開通に向けて、北海道に

対しましてＪＲ北海道などの関係機関との協議の促進及び工事の早期着手を要請してまいり

たいと考えております。 

また、北進通の歩道補修につきましては、痛みが著しく危険な箇所につきましては局部的

な補修を行ってまいりたいと考えているところですので、少しお時間をいただきたいと考え

ているところです。ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

 



- 94 - 

８ 懇談テーマに対する再質問  

○市民 

 福祉バスのことについてお聞きしたいと思います。利用したいと申し込んでも予定がびっ

しり埋まっており、今年もなかなかバスが借りられないという状況でした。それと、今は高

齢者が多いため、免許を返納して車を持たない、もしくはご主人が亡くなって奥さんだけが

残り、免許を持っていないなどというのが非常に多いわけです。町内会の福祉担当の方でど

こに行くかなどの計画を作って募集を募ると 70～80人も集まります。社会福祉協議会に人数

を説明してバスを 2 台借りられないか聞いたら、1 台しか貸せないということでした。80 人

を 40人程度に絞るかといってもなかなか絞れないです。ここでは 3台しかバスがないという

ことでございますが、これからそれこそ高齢化で免許を返納してなかなか外出できないです。

私たちの福祉活動としてできれば年 3～4 回ぐらいイベントが出来たらと思っているのです

が、肝心な交通機関、足がないので実施できません。ぜひその福祉バスの台数をもっと増や

してもらえるようお願いしたいと思います。 

 

○中屋企画財政部長 

 福祉バスのご質問についてお答えしたいと思います。 

まず福祉バス自体、高齢者・障がい者のための事業での使用ということと、使用のうえで

高齢者の団体・障がい者の団体については、受付期間を早めて他の団体との差をつけ、優先

的に利用いただいているところです。市のバスとしては福祉専用バスということで 1 台確保

しておりまして、他の 2台目、3台目についてはバス事業者の方が持っており、当市に予約が

あればバスを回していただくということで、借上契約という形を取っております。バス事業

者の方も当市のために常にバスを空けておくという状態は、現実的には難しいということも

ございます。実際には海外等からの観光客が多いという中、事業者からは多大なご協力をい

ただいて、当市から予約が入ったらできるだけ優先するという状況です。他のバス事業者と

も契約をしてしまうと、回転数が少なくても車両を常に借り続けるというのは非常に厳しい

ため、特段追加の契約等は考えておりません。何とか予定が被らないように調整をしていた

だきながらご活用をいただければと思っておりますのでよろしくお願いします。 

 

○市民 

 公園の利用についてですが、1つは南公園の野球場ではない方に、特にテニスをやっている

方が 4～5台車を停めていまして、住民から私に対して「ここに車を停めさせるな」という苦

情がありました。その理由を聞いたら「子どもが誘拐されるかもしれない」と言われました。 

また、白樺町 2 丁目の脇にある公園に孫と行き、滑り台で遊んでいたら「滑り台の鉄板の

音がうるさい」という苦情がありました。ですから、朝早くだからとか、夜遅くだからとい

うような議論ではないです。苦情を言う住民が、話し相手を探しているのか、本当に音がう

るさくて困っているのかもさっぱりわからないです。話しているうちに私もだんだん腹が立

ってきました。 

市の方にこういう人たちが実際にクレームとして何か言っているのか気になりました。市
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に言わないで遊んでいる子どもを捕まえて「うるさい」と怒るような状況であれば、何か暴

力等の事件が起きるのではないかと不安です。やはりその辺の人を集めてクレームを吐き出

させてほしいです。その方法について考えてみてほしいです。よろしくお願いします。 

 

○駒形建設部長 

 色々な方がいらっしゃいますので、色々な価値観や考え方があるかと思います。そういっ

た中で私どもの方に直接苦情やご要望をいただいたところは、職員が出向きましてしっかり

お話しを聞いて説明するところは説明し、相手のお考えについてはしっかり聞き取るという

ことはしております。ただ、今の公園の滑り台については把握できていないというのが現状

でございます。今後もそういった形で市の方にお話しがあればお聞きし、現状の確認や状況

説明などをしてまいりたいと思っております。 

 

○市民 

 子ども会の会長に聞いたら学校と警察には連絡して子ども会の連絡網の中で「ふじ公園で

遊ぶことはやめましょう」と回ったというのを聞きました。それを市は知らないのですか。 

 

○駒形建設部長 

 私どもの方ではその内容は押さえていません。持ち帰りましてその辺の事実関係を確認し

たいと思います。 

 

○市民 

 北進通の歩道につきまして、自転車道等の事業と並行しておりますから、北広島市として

は大変やきもきしていることと思いますが、土木現業所の千歳出張所の方が 10年ほど前に地

元説明にきました。そのときに 3 回ほど説明会がありまして、今回の回答で少し納得いかな

いというか、違うのではないかと思うところがあります。 

ＪＲを跨ぐということはＪＲ北海道が相手なので中身は私たちもよくわかりませんが、青

葉町 1～4丁目の北進通に沿っている自転車道の位置関係のことについて、これは昔の説明会

のときに十分説明を受けましたし、私たちも若干の反対がありましたが、おおむねいいとい

うような雰囲気で納得していました。今の車道のすぐ横に自転車道を作って、歩道をその外

に作り、緑地帯を少しいじるということで多分納得をしていたはずです。位置の決定に時間

を要しているということですが、私たち地元の住民としては、位置はもう決まったものだと

思っています。だからそこではなく、お金の問題がネックなのかと思います。私個人的には

ＪＲ北海道が文句を言う筋合いは何もないと思います。あとは道の予算措置が問題かという

ように思っております。北進通に沿って作ることについては全く問題ないです。先ほどの回

答だと地元の反対にあっているかのようにも聞き取れましたが、そうではないと言いたかっ

たです。以上です。 
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○駒形建設部長 

 誤解を生むような形になってしまい、申し訳ありません。青葉町 1～4丁目の北進通に沿っ

て作るということで、平成 21 年 11 月までの間に 3 回、地域の町内会の皆様とお話しさせて

いただきました。その中で、今おっしゃったように自転車道については、基本的に北進通の

車道に自転車道を沿わせその外側に歩道という考えで整備を進めてまいりたいというお話し

であったかと思います。その後、北海道の考えとしては、自転車道の整備の考え方として北

進通にどのように沿って造るかはまだ決定しておらず、現在も検討している途中でございま

す。従って、私どもも地域の方々ともう一度意見交換・説明会も開かなければならないと認

識しております。住民の皆様の意見についても、北海道の方にはお話ししておりますが、皆

様に反対されたというわけではなく、最終的な方針を決めるのに時間がかかっているという

状況です。平成 21 年 11 月に色々なご意見があったかと思いますが、何とか地域の方々のご

理解をいただけたというふうには認識しております。当然今後の道の方針が分かり次第、青

葉町の 1～4丁目、それぞれの自治会、連合町内会長に対して意見交換の場という形で調整し

なければいけないと思います。ただその時期についてはまだ明示できる段階にはないという

ところです。 

自転車道につきましては計画として北広島駅の東西連絡橋の部分を北広島団地側に渡りま

してＪＲ沿いに、自転車駐輪場がございます。駐輪場の裏手を通ってＪＲの線路に平行して

東光ストアの上がＵＲ住宅になっているのですが、そこの駐車場にも沿わせて作っていくと

いう計画になっておりますので、その計画の中でＪＲ北海道の敷地にかかる場所が多くあり

ます。そういったところの取り扱いについて、協議をしているところです。新幹線や在来線

の問題で、ＪＲ北海道も色々な別の懸案を抱えているため、協議に時間がかかっているとい

うのが現状です。なかなか進んでいないということで皆様に大変ご迷惑をおかけしています

が、そういった状況ですのでご理解いただければと思います。以上です。 

 

○市民 

 今のところはどのような案が本命で考えているのですか。まだそこもわからないですか。 

 

○駒形建設部長 

 北海道としては今の既存施設を利用できるところは利用して整備していきたいという話に

なっているところでございます。 

 

９ 自由懇談 

○市民 

 要望です。1 度、市民課にお願いして回答をもらっているのですが、2019 年度に排雪費の

見直しがあり、今の状況下で言えば値上げになります。そのときに、今の補助率 2分の 1+α

だったのが、2分の 1になってしまい、町内会の大幅な負担増になると思います。消費税も値

上げになるし、2019年度あたりでかなり自治会の財政が厳しくなりそうということで、何と

かこの辺を加味して対応いただきたいです。例えば自治会交付金を上げてもらうか、除雪補
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助の補助率を今のまま継続してほしいということでお願いしていました。回答としては検討

します、ということでしたが、せっかく市長もおりますので、改めて検討していただけない

かということでお話しさせていただきました。よろしくお願いします。 

 

○駒形建設部長 

 排雪費につきましては、平成 26 年度に負担額を見直しさせていただき、27 年度から 1 キ

ロあたり 520,000円というのを 600,000円に改定しております。平成 26年は消費税 8％にな

ったものですから、据え置きし、市と自治会それぞれ 260,000 円を負担という形で対応して

おりました。27年からは負担額を 600,000円にしたのですが、自治会の負担が急激にあがる

ということと、当時、平成 29年に消費税が上がるという話もあり、それらを総合的に勘案し

まして、29 年度までは自治会負担額は 260,000 円で据え置きし、市の方で差額 40,000 円も

負担するという形になっております。29年度には排雪費用も含めて見直しをするということ

で、今盛んにその辺の作業をしている状況であります。1キロあたりの費用がどうなるかとい

うのと、それに伴って今までの自治会の据え置きで負担いただいている 260,000 円というの

もどうするのか検討しているという状況でございます。以上であります。 

 

○市民 

 飛行機の航空路線が変わったのでしょうか。今年に入ってからですが、飛行機、訓練中の

戦闘機の飛び方が変わってきている気がします。その辺についてお尋ねしたいです。 

また、広報の 11月号に雑紙を資源回収するという記事がありました。今使っているゴミス

テーションに持っていくということなら可能ですが、青葉町から市役所まで持っていくとい

うのはとても大変です。今後どういう方向で取り組みが進んでいくのかお聞きしたいです。 

 

○福島総務部長 

 私の方から飛行ルートの関係を回答いたします。他の地区からも聞かれておりましたので、

旅客機の飛行ルートについて国土交通省東京航空局新千歳航空事務所に確認いたしました。

定期便の旅客機については、通常の飛行ルートにはこの地区上空は入っていないという回答

をいただきました。ただし、風向きやその他気象条件によってはルート以外の上空を飛行す

る場合もあるとの回答をいただいているところです。以上です。 

 

○高橋市民環境部長 

 11月 1日から始まった雑紙、ミックスペーパーの拠点回収の関係についてお答えをいたし

ます。まず回収を始めた理由としましては、ピンクの袋で普通ごみとして出していただいた

ものを当市で処理しておりますが、当市では焼却施設を持っていないため、埋め立て処理で

対応しております。埋め立て処理をしている中、ピンクの袋に入っているごみの内容を調査

したところ、ミックスペーパーが大きな割合を占めておりました。これについて専門業者の

方と相談させていただいたところ、集めることによってトイレットペーパーやティッシュペ

ーパーに再生利用ができるということ、埋め立て処理量が減らせるということが利点として
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あがりました。いわゆるごみ処理場の延命化が図れるため、このたび始めることとし、拠点

回収という形で、市内数カ所で回収させていただくこととなっております。ゴミステーショ

ンで回収してほしいという話もありますが、現状のデータだと収集量の想定がつかないため、

1 回の収集の中で回収し切れるかわからないこと、他のごみが混ざらないかという部分がわ

からないため、まずはこの拠点回収方式で実施し、どの程度の量が出るか、他のごみが混ざ

らないかなど、今後の動向を見て、皆さんとご相談しながら方針を決めていきたいと思って

おります。いずれにしてもまずは現状のやり方で、データを収集するお時間をいただければ

と考えております。以上です。 

 

○市民 

 先日、教育委員会の方から、新しい広報が再発行ということで非常にいいと思いながら読

んでいたのですが、ファイリングしようとしたら反対の綴じ代でした。学校などのお便りも

ほとんど反対の綴じ代だったので、改善していただきたいと思っております。以上です。 

 

○水口教育部長 

 広報誌「つなぐ」は今年度から市民の皆様に教育委員会の事業をよりわかりやすく周知し

ていきたいということで、年 4 回発行するよう考えております。綴じ代の部分については戻

りましてから担当の方と調整、検討を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 

 当市に住んでみた結果、いまは本当に北広島に来てよかったと思っております。本当に緑

の多い静かなまちだということで感謝しております。 

1 つお願いですが、我々高齢者への温泉助成です。月 1 回で年間 12 回しかいけないです。

やはり年寄りは温泉が皆さん本当に好きです。せめて月 2 回ぐらいの助成にしてもらえない

かという声があります。また、クラッセホテルにある温泉も 600円から 700円に値上がりし、

竹山温泉も 500 円から 600 円に値上がりとなっています。ところが、市の助成は相変わらず

300円補助ということで、回数も少ないし補助額も少ないです。何とか、このわずかな温泉の

助成拡充をひとつ検討していただきたいと思います。以前に話したときも検討するというお

話しだったのですが、28年度の温泉助成事業の決算はどうなっているのでしょうか。 

次に団地バスの助成についてです。一人 2,000円、免許返納者は 20,000円というお話しで

すけれども、私も 1 日置きにバスを使っております。バスに乗ると、助成券の効果なのか高

齢の方のバス利用者が多いです。それに伴い、中央バスに対する助成も少しずつ減らしてい

けるのではないかと思います。現状は 2,000 円の助成ですが、今後 3,000 円なり 5,000 円に

増額していただければ大変うれしいです。 

次に日本ハムの話がありましたけれども、最近は新聞に毎日、真駒内が出てきています。

対して真駒内住民は自然が破壊されて困るという声も聞きます。現在のところ、北広島市に

来る率はどれくらいですか。 
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それとサンパークについてですが、ガタガタでどうにもなりません。1 年に 1 回ぐらいパ

ークゴルフをお休みにして綺麗に整備して素敵なゴルフ場にしてほしいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

○上野市長 

 おかげさまで石屋製菓が当市に来られて、輪厚工業団地も順調で固定資産税は増えている

というふうに思っております。しかし現役世代が減ってきておりますので、なかなか全体的

な財政状況は右肩上がりにはいっていない状況でありまして、これからまだまだそういう部

分が続くということでありますので、できるだけ今の状態を維持していかなければならない

というふうに思っているところで、財政運営は慎重にいかなければならないというふうに思

っております。 

日本ハムでありますけれども候補地の真駒内は現在、公園として共用を開始されておりま

すので、そこにボールパークを持っていくとなると、様々な手続き等や既に利用している方々

の意見も伺わなければならないというところですので、なかなか難しいと思います。ボール

パークを新たに作ろうとすれば、当市なら日ハムの構想通りできると思いますが、札幌に作

るとなるとおそらく中途半端になるのではないかというふうに思っておりまして、日ハムの

方でそういう部分も含めて検討していただいているところです。可能性の割合は、私は五分

五分と言っていますが、政治的な部分で札幌から出したくないという経済界の方もおります

ので、そこが本社と掛け合ったときに本社がどういう判断をするかが心配ですが、改めて言

いますが日ハムが考えているボールパークができるのは北広島市の方ではないかと思ってい

るところであります。 

温泉助成については今後も検討させていただきたいというふうに思っております。昨年の

予算は若干ですが余っていました。 

サンパークについても色々な方からお話しを伺っておりますので、これも検討させていた

だきたいと思います。 

 

○市民 

 冬の除雪ですが、歩道を除雪する場合、どれくらいの幅を確保するかなど、何か取り決め

はあるのでしょうか。たまたま小学校の前について、道路側の除雪はしてもらっているが、

小学校の前のガードの内側に雪が残っていて滑って危ないです。実際には近くに住んでいる

方が氷割りなどをされているのですが、できれば小学校の前だけでも除雪してもらうという

ことをお願いしたいと思いまして発言させていただきました。よろしくお願いします。 

 

○駒形建設部長 

 除雪の基準につきましては、降雪により 10センチ以上積もって、それ以降も降り続くと予

報される場合に除雪作業が入ります。そして歩道については車道よりも若干、除雪の出動回

数が多い状況です。また、小学校の前の除雪についてですが、出動が大体夜中の 12時から遅

いときは 1 時過ぎるくらいの出動になります。そういった中で、限られた除雪車で朝のおお
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むね 7 時くらいを完了の目処としているところでありますことから、なかなか全ての箇所の

除排雪は時間的に難しい状況です。ただ、毎回はなかなか難しいかもしれないですが、交差

点の見通しの確保ということもやらせていただいておりますので、そういった観点からまず

は現場を確認させていただいてどういった対応ができるかも含めて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 

 意見として聞いていただきたいのですが、町内会長として学校の色々な行事に久しぶりに

参加しましたら、生徒よりも役員の方の方が多いという印象を受けました。私は中学校の評

議員をしていますが、将来、中学校の教育をどういうふうに考えているか聞きたいです。小

中一貫教育というすばらしい話もありますが、中学校の教育は本当に大事だと思っているの

で、もう少し活性化するような方法をお考えなのかどうかも含めお聞きしたいです。 

 

○吉田教育長 

 団地内の学校のあり方ということで、回答いたします。小学校の統合は 6 年前に終わって

おり、その当時、児童生徒数はそのまま並行していくかと思っていましたが、現実のところ

は緑陽中学校、緑ヶ丘小学校の児童数が減ってきております。 

小中一貫教育ということで当面、小学校・中学校がつながった形で子どもたちの学力や体

力・生活力・社会性を育てるという観点で進めようと考えており、それらの効果が上がる時

期がもう少しすればやってくると思います。その間、子どもたちの動向がどのようになるか

をもう少し見極めたうえで、学校の適正規模等を整理していきたいと思います。現時点では、

直近での学校統合は考えておりませんが、今申し上げましたように、適正規模がいかにある

べきかという視点での検討をしていきたいというのが現状です。子どもたちの成長に効果が

あるとの考えから小中一貫教育ということも 1 つの手法として取り入れておりますので、も

う少し見守っていただきたいと思っております。 

学校事業に多くの方が関心を持っていただいているのは十分承知しておりまして、またお

力も貸していただいているところです。地域の方々の力を借りていることも勘案し、子ども

の数と教育の効果ということを考えながら整理していきたいと思っているところです。 

 

○自治連合会長 

 日頃から市と交流をたくさん進めていけばこういった問題はすぐお答えいただけると思い

ます。市長、副市長、それぞれ幹部の方の顔を知ることができたと思いますので、今後、我々

も気軽に市庁舎を訪問させていただきたいと思いますし、市の方も我々に接していただきた

いと思います。第 2 住区としても今後も頑張ってまいりますので、市の方もお仕事に努めて

いただきたいと思います。皆さんご健康でご活躍をされることをお祈りさせていただきます。

本日はありがとうございました。 
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○榎本市民課長 

 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。最後に道塚副市長より閉会のごあいさつを申し上げます。 

 

10 閉会 ～巻末にて掲載～ 
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平成 29年度 市 政 懇 談 会 

北広島団地第 3住区自治連合会 

平成 29年 11月 24日（金）18：00～ 

北広島団地第 3住区集会所 
出席者 75名（連合会 62名、市側 13名） 

 

 

 

【開催次第】 

１ 開 会 

２ 市出席者紹介 

３ 自治連合会長あいさつ 

４ 自治連合会役員等紹介 

５ 市長あいさつ 

６ 自治連合会から懇談テーマの趣旨説明 

７ 懇談テーマに対する担当部長からの説明 

（1） 第 3住区の高齢者増加に対する対応について 

（2） 利便性の高い公共交通網の形成について 

（3） 空き家の実態と対策について 

（4） 公園のあずまやの設置について 

（5） 団地外周道路と高台輪厚線の交差点の信号機の設置について 

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。川村企画財政部長です。駒形建設部長です。高橋市民環境部長です。中屋保健福祉

部長です。福島総務部長です。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。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 3 住区自治連合会の会長をやっております靏でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。本日は第 3 住区自治連合会と北広島市との市政懇談会に、皆さんお忙

しい中、上野市長はじめ副市長、教育長、各担当部長の皆さん、市民課の方々にお越しいた

だき、本当にありがとうございます。 

上野市長におかれましては 3期 12年の実績・経験を踏まえまして今年 4期目の市長に就任

されたということで、誠におめでとうございます。4期目の就任という重責を担ったというこ

とで、これから私たち第 3 住区の住民としても非常に大きく期待・希望を持っているところ

でございます。市長就任のごあいさつもじっくり読ませていただきました。ごあいさつで非

常に中身の濃い内容が書かれていたと私は理解しているところですが、中でも私ども第 3 住

区にとって非常に重要なことがいくつか出ておりました。持続可能な市政運営、市民が安心

して暮らせるまちづくり、ということでこの 2 つが私たち第 3 住区に住む人間にとっては非

常に大きな意味を持つキーワードだと思っております。特に、第 3 住区内の高齢化率につい

て大変な問題が起きています。これは多分市の行政の担当者の方々も非常に大きな問題とし

て捉えているはずです。そういう意味で、非常に高い高齢化率、高齢化問題を抱える私たち

第 3 住区の住民にとって、この市政懇談会は非常に大きな役割であるだろうということで、

主にこの辺を今回のテーマとして設定したということでございます。 

市におかれましては、5月には市民全員の念願であった新庁舎も完成しまして、市民の一人

として非常に喜んでいるところでございます。職員の方々もなお一層、今まで以上に仕事に

取り組まれているということでその辺も大いに市民として期待しているというところでござ

います。 

また、今日は第 3 住区の住民からもかなりたくさんの方にご出席いただきまして本当にあ

りがたく思います。第 3 住区は今話しましたように他の区はない高齢化という大きな問題を

抱えているということでございます。そういう意味で第 3 住区の住民にとりましても、この

市政懇談会というのが非常に重要なチャンスだというように捉え、安心して暮らすというこ

とを考えて積極的な提言をいただき、話し合っていきたいということで考えております。 

前提としてお話ししなければいけないのは、第 3 住区自治連合会の役員が 1 年交代でやっ

てきたということで、役員経験も非常に未熟であるということと、市政懇談会も初めての経
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験であるということで、ちゃんとできるのだろうかというのが正直なところでございます。

その辺もあるので上手く話ができなくてもご容赦願いたいと思います。 

今日一日、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 

 役員を紹介いたします。改めて会長の靏です。副会長の中川さんです。総務部長の跡部さ

んです。その他に各単位自治会の会長が 8 名、連合会の役員として派遣されており、全体で

11名体制ということでございます。今日は 6名ばかり出席しておりますが役員の紹介は 3役

だけといたします。よろしくお願いいたします。 

 

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） 

○自治連合会長  

（１）第 3住区の高齢者増加に対する対応について 

第 3 住区の高齢化は急速に増加しています。9 月末のデータでは 65 歳以上は 50.3％であ

り、第 3 住区自治連合会加盟の 11 自治会計では 51.2％です。他の住区および北広島市全体

に比較し高齢化が急速に増加し、住民が将来の生活を心配しています。2025 年問題に対し 8

年も先に前倒しで直面し、今後さまざまな問題が加速度的に出てくることが予想されます。

第 3 住区の住民が 5 年後・10 年後・そして将来にわたって安心して暮らしていけるために、

市はどのような施策をされるのでしょうか。第 3住区に特化した施策を質問します。 

（２）利便性の高い公共交通網の形成について 

第 3 住区の住民が利用できるバスは緑陽通り経由が中心ですが、便数が少ないうえにＪＲ

との接続が悪すぎる現状です。8 月の北広島市広報では市長就任のご挨拶で利便性の高い公

共交通網の形成を進めると述べています。第 3 住区の緑陽通り経由バス利用者に対して、具

体的にどのような施策をされるのかについて質問します。バスの増便を含めたＪＲとの接続

改善が早期に実現されれば高齢者が急速に増加している第 3 住区の住民にとって大変喜ばし

い内容です。北広島市の中で高齢化が急速に進んでいる第 3 住区を高齢者対策のモデル地区

として特区化し、緑陽通り経由バス利用者に対し特段の配慮をお願いしたいところですが、

いかがでしょうか。高齢者が安心してバスを利用できるために、緑陽通りのバス停に椅子設

置を希望します。（中央通りには部分的に設置されています。） 

（３）空き家の実態と対策について 

①空き家・空き地をどのように現状把握しているのでしょうか。雑草・防犯・野良猫などの

管理をどのようにしているのか説明をお願いします。 

②2017 年 7 月時点での第 3 住区内の空き家数は 30 軒と市の調査にありますが、実態はも

っと多いと思われます。第 3 住区では高齢者の独り住まいが今後ますます増加し、空き

家・空き地の増加が予想されています。それに伴い将来的に所有者不明の物件が増加し、



- 105 - 

ゴーストタウン化していくことが懸念されます。市が実施中の住み替え支援は相談者に

限定されますので対策としては万全ではないと考えられますがいかがでしょうか。個人

情報保護法から自治会としての情報管理は難しいのが現状です。空き家が多くなり不安

感が増しています。所有者不明の物件が出てこないように市としての積極的な対策をお

願いいたします。市が実施している具体的な予防対策について教えてください。空き家

を市が借り受けて市営住宅として使用するのはいかがでしょうか。 

（４）公園のあずまやの設置について 

○第 3 住区内には、大型の竹葉公園のほか、近隣住民を対象とした小規模公園が 6 カ所あ

る。このうち、こすもす公園、あざみ公園、かえで公園にはあずまやが設置されていな

い。遊具には大きな違いが無いが、何故か、あずまやに関しては存在が 2分している。 

○あずまやは、幼児にとって強い日差しを遮り、休憩には健康面から必要不可欠な施設で

ある。又幼児に付き添う母親や高齢者にとっても団らんの場であり、休憩の場としてな

くてはならない施設でもある。近年は、夫婦や知り合い同士でも身近な公園で初春より

晩秋までゆっくり団らんの場としての利用も増えている。いずれの方々にとっても、あ

ずまやがある事により、いつも安心して公園の利用が可能となり、健康増進が図られる。 

○また、これらの公園は、一時避難所でもあり、あずまやは緊急時の広範な諸活動の場と

しても不可欠な場でもある。 

○このため、あずまや未整備公園には、あずまやの設置は緊急な課題でありますので早急

に設置されたい。 

○併せて、竹葉公園に設置されているあずまやは、必要性がある場所から離れた不便なと

ころに設置されているので、遊具施設付近に増設されたい。 

（５）団地外周道路と高台輪厚線の交差点の信号機の設置について 

長年にわたり市政懇談会で要求を続けてきた里見町 4 丁目、高台バス停留所付近の交差点

の安全対策が全くされていない。過去にはこの交差点の竹山側の崖の掘削や、道路の直線化

などの案を提案してきたが、この交差点を通過する車ばかりではなく、歩行者の安全を確保

するためには、道路の改良工事より信号機の設置の方が、交通安全に効果がある。特に積雪

期の路肩に溜まった雪山の陰から横断する歩行者の安全確保や、判断力や運動能力の劣る高

齢な運転者の交差点通過にも、信号機は十分な安全性を確保することができる。信号機の設

置は、交差点の安全確保に最大の効果を発揮できる。 

 

７ 懇談テーマに対する部長説明  

○川村企画財政部長 

 1点目の第 3住区の高齢者増加に対する対応についてということで回答いたします。 

北広島団地地区につきましては、各住区に商業施設などが計画的に配置され、身近な住民

サービスの拠点として暮らしを支えておりましたが、車社会の進展や消費行動の多様化等に

より、施設の廃業・撤退が進むなど、日常生活に必要な店舗が減少しております。また人口

減少及び少子高齢化の進展は、地域住民にとりましても最も身近な公共交通であるバス路線

の縮小にもつながり、特に自家用車を持たない高齢者等にとりましては外出機会の減少や生
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活の質の低下にもつながる可能性がございます。 

現在のところ第 3 住区に特化した施策はございませんが、高齢者が住み慣れた地域で安心

して暮らし続けられるよう、商業施設・交通環境の充実を図るとともに、高齢者のニーズに

応じた介護予防生活支援などの福祉施策など、まちづくりにおけるさまざまな施策を一体的

に推進する必要があると考えております。 

買い物環境の充実につきましては、買い物不便者対策として消費生活実態調査に基づき、

消費者の動向の分析を行うとともにモデル地区の設定を行うなど、支援策について検討を進

めていくこととしております。 

交通施策につきましては、バス利用促進に向けて昨年度より、北広島団地地区および東部

地区に限定した利用促進事業に取り組んでいるほか、現在、利便性の高い持続可能な公共交

通網の形成に向け、その指針となる計画の策定を進めているところでございます。特にこの

北広島団地地区につきましては、各住区の特徴を考慮した運行体系などの検討をする必要が

あるものと考えております。 

福祉施策につきましては、平成 27年に策定した高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画

に基づきまして介護予防と自立支援、介護サービスの充実、地域支援体制の構築、生きがい

と社会参加の促進を基本目標に掲げ、高齢者等地域見守り事業、ミニデイサービス事業、高

齢者支援サービス事業、介護支援プラン事業などに取り組んでいるところであります。今後

につきましては、さらなる高齢化の進展に伴い支援が必要な高齢者が増えてまいりますので、

多様な生活を支える担い手の確保が課題となってまいります。本市といたしましては、これ

まで以上に健康の維持増進や介護予防などの取り組みを推進してまいりますが、地域におき

ましては住民皆様同士が支え合う体制づくりの仕組みを構築していかなければならないと考

えております。なお、この計画につきましては、平成 30年度からの次期計画策定に向けて検

討を進めているところであります。 

このほか、子育て世代の定住人口の増加に向けまして、平成 26年度より住宅購入に対する

支援制度を取り組んでおります。平成 30年 1月からは北広島団地地区への誘導など、新たな

視点を加えた新制度に移行することとしておりまして、他世代が暮らす地区の形成を図るな

ど、北広島団地地区の活性化に向けた取り組みを進めてまいります。 

続きまして 2 点目の利便性の高い公共交通網の形成についてお答え申し上げます。この公

共交通につきましては、現在、利便性の高い持続性のある公共交通網の形成に向けた地域公

共交通網形成計画の策定を進めているところでございます。策定に向けましては、本年 6 月

に市内 5 地区において市民の皆様のニーズ・要望を把握するための意見交換会を実施いたし

ました。全地区で 110名の参加があるうち、北広島団地地区では 51名の方に出席をいただい

たところであります。7月には生活バス路線の利用者数及び目的等を把握するため、市内を運

行するバス路線の利用者を対象としたバス路線乗降調査を実施し、北広島団地線では 128 便

の運行に対し 1,213 人の利用があったところでございます。この 1 便あたり、平均で 9.5 人

の利用だったところであります。また 8 月に実施いたしました公共交通に関する市民アンケ

ート調査では北広島団地地区全体ではバスの運行本数や終発時刻、ＪＲの乗り継ぎなどにつ

いて、満足度が低いという結果が出ておりまして、この第 3 住区につきましても同様の傾向
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がアンケートから見られました。 

地域の皆様が安心して住み慣れた地域で住み続けるためには、公共交通の充実は重要な課

題であると認識しており、各調査の結果を踏まえ、本計画では団地地区を運行する団地線に

つきましても、高齢化の進展など地域の特徴を考慮した公共交通のあり方を検討することと

しております。 

なお、北海道中央バスにおきましては、12月 1日の冬季のタイヤ改正を現在計画しており

ますけれども、夕刻時間帯の中央通経由、緑陽通経由山手町 4 丁目行きのＪＲ北広島駅の発

車時刻を修正いたしましてＪＲ千歳線との乗り継ぎ時間を改善すると伺っております。 

また、緑陽通のバス停の椅子等の設置につきましては、この団地地区におきましては市民

団体等からベンチの作成や管理などの協力もいただき、設置させていただいているところで

ありまして、今後につきましても団体からの設置の申し出等があった場合につきましては、

その設置場所や冬期間の管理などの課題も含め協議を行ってまいりたいと考えております。

私からは以上です。 

 

○高橋市民環境部長 

 私の方から、3点目の空き家・空き地の市の現状把握について、雑草管理などの市の対応に

ついてお答えをさせていただきたいと思います。 

まず空き家の現状につきましては、平成 28 年度におきまして市の上水道や固定資産税台

帳、住民基本台帳及び町内会自治会のアンケート調査をもとに、おおむね 1 年以上建物が使

用されていないと思われる戸建て住宅を対象に、平成 29年 2月に所有者等への意向調査を行

いました。その結果、送付先不明や未回答を含めまして空き家もしくは空き家となっている

可能性が高い住宅が 317 件となってございます。現在、市ではこの 317 件を対象に、委託に

よりまして敷地外からの外観調査を行いデータベースの整備を行っているところです。 

次に空き地の現状につきましては、これまで市のほうに寄せられた相談や苦情等をもとに

蓄積した空き地につきまして毎年 6 月下旬頃に市の方で直接現地の方を確認させていただき

まして、管理の状況に応じて土地の所有者に対して草刈り等の適正な管理を行うような文書

指導をおこなっております。なお、新たに相談や苦情が寄せられた空き地につきましては、

同様に現地確認を行ったうえで適正な管理が行われていないという判断をした場合につきま

しては文書等で指導を行い、さらに翌年度以降の現地確認対象として把握し、それから空き

地が解消されて家が建った場合につきましては、翌年度以降の現地確認の対象外としている

ところです。 

市の対応につきましては、本来、個人等が所有する空き地や空き家は、市の管理権限が及

ばない財産でございます。そのため、本来的には所有者が周辺等に影響を及ぼさないよう適

正に管理しなければならず、管理が行えないことなどによりまして他人に損害を与えた場合

につきましては、所有者がその責任を負うという形になっております。しかし、全国的に適

正な管理が行われないという空き家が地域住民の生活環境に影響を及ぼし社会問題となった

ことから、国において空家等対策特別措置法という法律が制定されました。この法律の制定

によりまして空き家につきましては市において、所有者等の調査を行い、適切な措置を取る
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よう助言又は指導、勧告、命令等が行えるようになったところです。現在市では空き家等に

係る相談があった場合、文書にて現状の説明も含めた形で、所有者の方に対して適正な管理

のお願いをしているところです。 

空き地で、所有者が草刈り等の適正な管理を行わず、雑草等が著しく繁茂し害虫等の発生

により衛生上の影響が生じている場合等につきましては、地域住民の良好な生活環境を保全

するために市が策定をしております「北広島市環境保全指導要綱」に基づきまして、指導を

所有者に対して行っております。ただし、草刈り等の実施を命令するような法的強制力のあ

るようなものではない状況となっております。以上です。 

 

○川村企画財政部長 

 現在市におきましては、特に人口減少と少子高齢化が進んでおります団地地区の活性化に

向けた住み替え支援事業に取り組んでいるところでございまして、昨年 9 月に不動産事業者

や建設業者、金融機関などを構成員とした官民連携の住み替え支援協議会を立ち上げ、住み

替え支援の仕組みづくりに向けた方策について検討を行っているところであります。 

平成 29年度につきましては、高齢の方を対象にした住み替え支援セミナー・相談会や空き

家等解体補助金制度などに取り組むとともに、固定資産税の納税通知書に制度案内のリーフ

レットを同封するなど、制度周知にも取り組んでいるところであります。 

なお、セミナー・相談会につきましては、各回 20名程度の参加をいただいているところで

ありまして、空き家等解体補助金制度につきましては、昨年度 10 件、今年度現時点で 30 件

の申請をいただいており、空き家解体後の土地に新しい住宅の建設がされるなど、有効活用

が図られているところであります。また、この団地地区では 40 件のうち、19 件の利用があ

り、この第 3 住区では 4 件の利用があり、全て売却済みで、そのうち 3 件は住宅が若い世代

によって新築されているという、世代交代が進んでいるところです。以上です。 

 

○駒形建設部長 

 私の方から公園のあずまやの設置について回答させていただきます。 

市内の公園につきましては、平成 22年度より設置から相当の期間が経過し、老朽化した公

園の遊具の安全対策として、国の社会資本整備総合交付金事業によりまして遊具の更新事業

に取り組んでいるところであります。ご要望のあずまやにつきましては、平成 26年度より本

事業の補助内容が老朽化した遊具の更新事業に限定されたということから、平成 26年度以降

の公園更新工事ではあずまやの新設などについては、補助が認められないという状況になっ

ているところであります。 

また、竹葉公園のあずまやにつきましては、施設の改修を行う前年の平成 23 年 12 月に実

施させていただきました竹葉公園施設改修計画づくり会議で、地域の皆様と意見交換をする

中で、公園のシンボルとして山の上にあずまやを置いてほしいというご意見などを参考とさ

せていただき、工事の実施前に自治会などに対して整備計画の概要をお知らせして整備した

ものでありますことから、現時点においてはあずまやを増設する計画はございませんので、

ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。 
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○高橋市民環境部長 

 団地外周道路と高台輪厚線の交差点の信号機の設置についてご回答いたします。 

里見中 4丁目の高台バス停留所付近の交差点につきましては、北広島団地地区と西部地区、

国道 36 号線を結ぶ市道広島輪厚線と市道里見町 20 番地線との交差点であり、市道輪厚広島

線側が下り傾斜のカーブであるため、車両が里美町 4 丁目側から市道広島輪厚線に出る際や

バス停の利用者などが道路を横断する際の交通事故が懸念されておりまして、これまでも安

全対策の要望があったところでございます。市では、これまでにカーブミラーの設置、繁茂

している笹等の草刈り実施による見通しの確保、また本年につきましては交差点手前の市道

広島輪厚線の路面に「速度落せ」と「減速マークの表示」を設置し、ドライバーへの注意喚起

行ったところでございます。今回ご要望のありました信号機の設置につきましては、信号機

等の交通規制は北海道公安委員会で実施するということになってございますので、北海道公

安委員会に対して要望してまいりたいと考えております。これに加え、市でできる注意喚起

の強化策として注意看板等の設置について今後検討してまいりたいと考えております。以上

でございます。 

 

８ 懇談テーマに対する再質問  

○市民 

 あずまやの件ですが、高齢化が進んでおり、お年寄りの休む場所としてあずまやがあると、

特に夏場がそうですけれど助かるということでの要望でした。国からの交付金がないとでき

ないというのはわかりますが、市としてやる意思があるかを聞きたいです。交付金の制約は

あるとしても、市として今後、この要望に対してどうしていこうと考えているのかをお聞き

したいです。 

 

○駒形建設部長 

 北広島全体、特に第 3 住区を含めた北広島団地地区の高齢化がかなり進んできているとい

った中で、地域の高齢者の方々のコミュニティ、また小さな子ども達の遊び場の充実という

ことで、あずまやの必要性が高いということでご要望いただいているというのは、私どもも

よく理解はしております。 

遊具などの施設を備えた公園につきましては、北広島市内に約 100 ヶ所ございます。昭和

45年の北広島団地の造成以来、都市化が進んでいく中で公園の整備が始まってきているとこ

ろです。国が老朽化した遊具の更新に対して補助金を出しているところですが、当市ではま

だ半分くらいしか更新ができていないという状況です。平成 22 年から 25 年までは、国の方

でもあずまやのような施設の補助を認めていたのですが、26年度以降は全国的な規模でこの

事業費を使いたいという要望が増え、使い道に制限が出てきたという状況でございます。 

皆様のお話しをお聞きしたところですので、地域コミュニティの醸成や地域の皆さんの健

康増進の一環ということで、今後あずまやの設置について検討していかなければいけないと

いうふうに考えているところでございます。 
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○市民 

 あずまやは何も高齢者だけの問題ではないです。本当に災害があったときの前線基地や、

避難した人たちとの情報交換といったさまざまな役割を担っていると思います。多額のお金

をかけなくてもあずまやは設置できると思います。要は市役所の皆さん方の姿勢の問題とい

うふうに私は捉えています。 

 

○道塚副市長 

 建設部長からもお伝えしましたが、今までは公園の改修を中心に考えて対応しておりまし

たが、あずまやについてご意見いただきましたので、市の方としてもどういった形がいいの

か、あらためて検討させて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 

 副市長の回答についてですが、検討結果を私たちにもお知らせいただきたいです。 

次に、要点を変えてお聞きします。いくつかのテーマの中に共通している高齢化の問題に

ついてですが、65歳以上が 50％を超えているということは、2人に 1人が高齢者ということ

で、大変な問題だと思います。この山の上に位置する地区はセイコーマートがあり、ショッ

ピングきたひろが好意で週に何回か店を好意で開いてくれているという状況で、この商業施

設というのは高齢者にとって命にかかわる部分です。ですから、全道 1 位のために特化した

施策はないという回答でしたが、もう何年も前からこういう現状ということで、今の時点で

より具体的な諸問題の解決策を持ってこの市政懇談会に臨んでいただきたいと思いました。

私たちが安心して老後を暮らせて行けるような、そういう道筋をぜひつけていただきたいと

思います。私の近所にも、もう買い物にも行けないという方もいらっしゃるわけですので、

この点については第 3 住区に特化ということではありませんが、高齢者に特化した施策をぜ

ひ早急に策定して、市民に知らせて具体化していただきたいと思います。以上です。 

 

○市民 

 私の自治会のところで問題が発生しております。住民同士が支え合う体制づくり、仕組み

を考えなければならないというところですが、地域を支える体制づくりを担う会員が脱会し

始めており、その理由は会費を納められないからと言います。私のところの自治会は 131 世

帯あるのですが、そのうちの約 20 世帯は独居老人ばかりです。約 15 世帯は要支援対象者で

す。そういう中で、今後高齢化が進んでいくと独居老人も増え、支え合う人たちが歯抜け状

態になっています。話し合いをするにも抜けていく人たちについては当然、町内会に対する

関心がなくなりますし、会員ではないので会費を取るわけにもいきません。そういう現状の

中で実際に住民同士が支え合う体制づくりをどうやって作っていくのか、アイディアがあれ

ば聞きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○中屋保健福祉部長 

 住み慣れた地域で安心して暮らしていただくということ、担い手の確保ということで、介
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護を含めて色々な福祉の分野で、そういった方々を支える人たち、人材の不足というのが福

祉、保育、介護、障がいの世界も含めて、非常に大きな問題になっております。当市としても

色々な事業所とも協力し、何とか人材確保に努めて取り組んでいるところです。国としても、

地域共生社会の実現に向けてということで、それぞれ制度はあるのですが、介護の方と障が

いの方で一緒に暮らしているとか、引きこもりのお子さんがいるなどといったこともあって、

横のつながりの連携を強化して、複合的な課題を持っている家庭に対して、コーディネータ

ーと言うような形で、相談体制の充実に努めているところです。町内会として身近で具体的

なお話しがありましたが、町内会活動、地域の支え合いということで、色々な形で従来から

の地域のつながりはあるのかと思いながらも、希薄化している・付き合いが薄くなってきて

いるというのが現実だと思います。当市もそうですが、国としても実際にどうしていけばい

いのかというのが、まだスタートを切ったばかりということもあり、適切な対応策をお示し

するというのは非常に難しいところにあります。どのようにして、制度、行政、そして地域

の皆さんで連携して進めていくかというのは大きな課題だと認識しております。以上です。 

 

○市民 

 空き地、空き家対策についてご質問します。具体的な話で申し訳ないのですが、現在空き

家になっており、そこを更地にすると固定資産税が跳ね上がるというお話しが聞こえてきた

のですが、その辺の実態を教えていただきたいです。具体的なところが示せないということ

であればその状況だけでもお知らせいただければと思います。以上です。 

 

○川村企画財政部長 

 住宅が建っている土地の値段は小規模住宅特例により、土地の額が 6 分の 1 まで下がりま

す。住んでいない住宅を置いておくだけでも、どんな古い住宅でもその特例が適応となり、

土地の額が下がるというお話しがあります。従って住宅を壊す場合、住宅に供されていない

土地になるので土地が従来の額に戻り、固定資産税が上がるという話かと思います。戻って

から再度確認しますが、空き家対策の関係で国の法律も変わってきておりますので、その辺

の特例がどういうふうになっているのか、持ち帰らせていただきたいと思います。 

 

○市民 

 外周道路と高台輪厚線との交差点との問題についてです。私はこの交差点をほぼ毎日使っ

ており、確かにカーブミラー設置、繁茂した草の草刈り実施、道路標識設置など色々と対応

いただいていますが、それも雪が降ったら全部関係なくなる程度の対応です。特に雪山がで

きたら命がけで走らなければなりません。アイスバーンになったときに急発進してカーブを

曲がろうとしたら突っ込んでしまう恐れがあります。過去に何回か交差点の改善要望を出し

ていると思いますが、今まではドライバーに対しての施策でした。今回は歩く人のことを考

えて信号機の設置を役員会として要請しております。ウォーキングなどであそこを渡る人も

結構いますので、道路改修よりも信号機の設置の方が絶対に必要だと思います。信号機の設

置を早めるためにはどのようなことを我々住民がやればいいのか、アドバイスがほしいです。 
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○高橋市民環境部長 

 先ほどもお答えさせていただきましたが、信号機のなどの交通規制の部分については法律

上、市で直接設置することができません。それは理解していただいているかと思います。実

際には要望のあった部分を北海道公安委員会に伝え、現地を見ていただいて、全市、全道で

色々な要望が出てきている中で、どの部分が優先されるのかを判断してもらい、設置の可否

の判断をしていただくという流れになります。利用の状況やウォーキングされる方などがど

のような形で動いているのかということも含めて確認することになりますが、公安委員会か

ら確認いただければならないということで、ご理解をいただければと思います。 

 

○市民 

 それはもう十分わかっております。それは市と公安委員会の問題ですよね。実際に利用す

る我々が何をすればその優先順位は上がるのかをお聞きしたいです。例えば署名運動をする

ことで優先順位が上がるならやるつもりです。 

 

○高橋市民環境部長 

 繰り返しになりますが判断する側は公安委員会です。要望がある各地の状況や危険性など

はそれぞれ異なります。その中で北海道公安委員会として優先度の高いところから設置して

いく形になります。署名と言う形でなくとも、地域からの声を含めて、当市から公安委員会

に対してお伝えしてまいりますので、その辺ご理解いただければと思います。 

 

○市民 

 交通に関連してですが、夏に公共交通の集まりがあったときにも同じこと話が出まして、

私もその件について話をさせていただきました。輪厚と団地をどうつなぐのか、あの坂道を

どう削るのかということが判断され、そこが解消されない限りは抜本的な解決策というのは

ないと思います。信号機を設置すれば改善されるという問題ではないような気がします。冬

にあの坂道から降りてきたら、もちろん滑りますので信号があっても事故は起こりえます。

ぜひその辺のことも含めてお考えいただきたいということと、今の回答の中で以前にも要望

しているにも関わらず、担当者が変わるたびに、新しい問題として捉えられてしまうという

ことはやはり納得できない部分です。 

 

○市民 

 管理者というのはあくまでも市役所だと思います。設置された市の道路の構造的な欠陥が

現在、今のような危険になっているわけです。そうなれば市役所が責任を持ってこの問題を

対応するのが当然ではないかと思います。先ほどのお答えの内容は、あくまで公安委員会側

の判断だということでしたが、そもそも道路を設置した市側の責任というのが本来の筋では

ないかと思います。いわゆる欠陥道路ですから、市役所が全面的に対応するのが当たり前だ

と思います。先ほどの回答では納得がいきません。 
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○駒形建設部長 

 まず、道路構造の基準上はカーブ、勾配ともに基準の範囲であると考えております。 

ただし、現実としてそういった危険があるということは私どもの方も認識しておりまして、

先ほど市民環境部長からも話がありましたように、見通しの確保を何とかしたいということ

で色々と対応はさせていただいている状況です。決して私どもとしてもあの場所が安全だと

いうふうには認識しておりませんので、今後も引き続き、公安委員会に対して信号機の設置

を強く働きかけていきたいと考えております。以上です。 

 

○市民 

 今回のテーマのうち、3つほどは人口が増えれば解決すると思います。なかなか人口が増え

ない、少子高齢化ということで、それはどこも同じ問題を抱えています。市からファースト

マイホームや空き家の解体費用などの補助をするようなアイディアは出てきていますが、民

間を活用して市が一度買い取り、民間と協力して新築にして家を売るなどの政策もしてみて

はと思います。ファーストマイホームで 400件以上の申し込みがあって、団地の中で 90件ほ

どあったということでしたが、私の娘もこの 90件の中の１人です。今の空き家、空き地対策

をもっと積極的に市が介入して民間を使えば、補助金を出す必要はなくなるのではないかと

思います。また、空き地や空き家の対策が改善の方向に向かえば人口は増えるのではないか

と思います。民間の力を活用して市と一体になって政策をできないかというのを 1 つお聞き

したいと思いました。よろしくお願いします。 

 

○川村企画財政部長 

 民間活力を使うということでしたが、今後まさしくその流れになっていくものだと思いま

す。現在、市の方でも住み替え支援協議会というものを立ち上げ、不動産業者や建設業者、

金融機関等を入れ、どうやってその物件を民間事業者につなげていくかということを考えて

おります。皆さんが一番心配されるのは、見ず知らずの不動産事業者に自分の物件を渡して

売却をしていただくことに対する不安感かと思います。そこに行政が入ることによって、何

件かスムーズに話が進んでいます。一方で、最後までそこに住み続けたいということで、な

かなか自分の不動産を手放すということに抵抗があるという方が多いというのも事実です。

当市としては、できるだけうまく不動産として流通させられるようにしていきたいと思いま

す。加えて、その方が別のところに移動しなければいけなくなりますので、受け皿をどのよ

うに作っていくのか、いわゆる空き地、空き家になる前に物件をうまく活用して、お互いが

良い関係になれるような仕組みづくりが求められているのではないかと思い、その仕組みを

頑張って構築しているところです。また、建ぺい率や容積率の関係も含め、来年度アンケー

トを取らせていただき、実態を調査していきたいと思っております。 

いずれにしても市が直接補助金を出し続けて、外から人を呼び込むという政策はどこかで

限界が来ると思っております。うまく他の活力を使って、回していく仕組みを作り、空き地

や空き家になる前に対応できるように現在進めているところであります。以上です。 
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○自治連合会長 

 今のことについて少しお話しします。間違いかどうかわかりませんがアメリカのランドバ

ンクというシステムに近いのではないかと思っています。行政が責任を持ってＮＰＯを作り、

住民がそれを信用して参加していくという形で上手くいっているという話を耳にします。た

だ最近になり、日本でのいくつかの各地方自治体でも作っているようですが、信用の問題な

のか、行政側の関わりが非常に弱いのかまではわかりませんが、なかなか上手くいっていな

いというのが現状のようです。せっかく海外では上手くいっているので、その方法を学べば

日本でも上手くいくのではないかと思っています。実態はよくわかりませんが、市として検

討に値する内容ではないかと思い、参考までにお話ししました。以上でございます。 

 

○市民 

 9 月頃の意見交換会でも何件か意見が出ている公共交通の関係です。バスを利用しなくな

ってきているということで、利用促進を目的に努力しているところだと思います。その中で、

12月 1日のダイヤ改正に伴うバスの時刻修正ということで、一部改善があったと言われてお

りますけれども、それはほんのごく一部です。バスダイヤに対する利用率や信頼度を上げる

ということであれば、やはり夕刻の時間の改善だけでは駄目です。朝・昼間は 1 時間に 1 本

あるかないかという状況です。バスに乗り遅れたら 1 時間前後待たなければならない、これ

が今のバスダイヤの実態です。夕刻の改善だけでは駄目です。朝から日中の時間も含めて何

とかしていただかないといけないと思います。 

 

○市民 

 空き家対策の関係でお話しします。市に報告されておらず、自治会として掴んでいる情報

もあるのですが、そういうのは市として収集するつもりはないのでしょうか。自治会に対し

て問い合わせがありません。何か対策をしているのはわかっているのですが、なぜ自治会に

対して問い合わせがないのか、不思議に思っております。実際に私の地区では、孫に相続さ

せたので、そろそろどうしようかと考えているご家庭もあるし、親から財産を引き継いだが、

売りもしなければ貸しもしないという家が 2件あります。これはやはりおかしいと思います。

業者や行政が知らないような情報を我々は持っています。つい最近は 20年ほどほったらかし

ている家の持ち主が亡くなったという情報も持っています。個人情報との兼ね合いもあるの

でどこまで出来るのかはわかりませんが、行政から問い合わせをいただければ、持っている

情報提供はできると思うので、それをうまく利用していただいたら、もっとスムーズに対策

できるのではないかと思います。ご提案としてお話ししておきます。 

 

○高橋市民環境部長 

 先ほどのお答えに補足させていただきますと、現在、1年以上の空き家データベースの蓄積

を行っているところです。もともと法律ができた趣旨が「全国的に空き家崩壊に伴う近隣へ

の被害等があり、その空き家が個人の財産のため、市を含めて誰も手を付けられないという
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問題があり、地域の方が困っている」ということで、行政が介入できるよう法律ができ、最

終的には強制的に撤去ができるように定められております。 

私どもの対応状況及び現在の段階としては、まず空き家がどの程度あるか調査させていた

だき、約 310 件が空き家であろうという状態でございました。次に外観調査ということで、

例えば敷地内に生えている木がどういった状態か、建物がどういう状態かということで、写

真を撮らせていただいてデータベース上に記録させていただきます。この後、防犯上の問題

や崩壊の恐れがあるなどといった場合には、私どものデータベースをもとに判定調査をしな

がらステップを踏んでいき、所有者本人が対応できなかった場合には市が対応するという状

況です。今言われました、町内会として情報を持っているということで、他の地区からも聞

いております。当市がデータベース化をした後に、そういった貴重な情報の提供について、

個人情報ですので本人の同意がないと当市に提供できないとは思いますが、ご協力をお願い

するような場合がありますので、その際はよろしくお願いしたいと思います。 

 

○自治連合会長 

 所有者不明の物件についてです。一番の問題は、団地の場合には地籍調査が 100％行われて

いると思います。私ども自治会の中でも今年 6～7人ほど亡くなられているのですが、死亡者

がこれから増えていった際、相続登記をしっかりやっているのか否かが、所有者不明の土地

が発生するかしないかのポイントだと考えております。また、固定資産税の課税台帳により、

かなりの部分が判断できると思いますが、私が思うに市民課の空き家対策担当や税務課の固

定資産税担当でチームを組んで今のうちからしっかり対応していくというのが一番大事かつ

スムーズな方法だと思います。現状の市のやり方は、動きが見えないので非常に不安です。

その辺を明らかにし、現在どのように対応しているから心配いりませんとはっきり言ってほ

しいです。 

 

○市民 

 現在、夫と 2 人で頑張って家で生活しています。何年か前に聞いたことがあるのですが、

夫婦ともに死んだ場合は子どもに相続などという形になるでしょうが、もし夫に何かあり、

私が一人で暮らせなくなった場合、死ぬまでは空き家バンクという制度があったと思うので

すが、生きている間に登録しておいて、それを 10,000 円なり 20,000 円なり貰って施設に入

居できるというような施策が、だいぶ前に他市でやっていて上手くいっているという話を聞

きました。北広島は特に高齢化が進んでいると思いますので、そういう制度があれば空き家

にしておくよりもいいと思います。 

 

○川村企画財政部長 

 空き家になってしまった場合と空き家にならないための対策ということで、まず、相続の

関係は所有者が亡くなってから 6 か月以内に相続の手続きをしなければならないということ

が決まっております。色々な権利関係がある中で、事情により色々な相続の形態があるかと

思いますので、市が仲介等をして相続を早くするように促すなどは難しいところですが、制
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度を知らない、難しくてわからないという方が独居の方も含めていらっしゃるかと思います。

先ほど言った住み替え支援セミナーの中では、皆さんから寄せられている声として、亡くな

った後の手続きはどうするか、生きている間にどうやって子どもに譲ればいいのかなど、法

律的な相談が多数寄せられているところですが、これまでは私ども行政側では一切手を出し

ていなかったのも現実です。今年からは各住区に出向き、金融機関の方も連れていくなどし

てそういったお話しをしています。 

滝川市などはお話しいただいたような制度を作っており、空き家の所有者が空き家を若い

人などに貸したら、若い人にも一定の補助が入り、所有者にはサービス付高齢者住宅などに

入った際の補助をするというような事業をしておりますが、上手く回っていないという話を

聞いております。それは、貸して住むことができない住宅などもあり、リフォームのお金が

別にかかってしまうため、なかなか人に貸すことができないという実態もあるようです。 

当市としては、空き家にさせないための仕組みとして、色々な制度や実績などを勉強しな

がら、皆さんにとってどういう形が一番いいのか考えていきたいと思います。一部の金融機

関では、皆さんがご存命のうちに住宅を担保にしてお金をお貸しし、そういった施設に入っ

て、もし仮に亡くなられたときは物件を処分して、清算してしまうというような商品も出て

おります。こういった知識を皆さんにどのように普及していくかということも、これからの

大きな課題かと思っております。以上です。 

 

○市民 

 基本的な問題ですが、地域公共交通網形成計画というものが出てきております。総合計画

がメインにあり、形作るようにこのような細かい計画が立てられると思うのですが、この体

系そのものが明らかにできるものであれば教えていただきたいと思います。こういった計画

を作る場合にはビジョンが大事です。コンパクトシティとして高齢者が住みやすいまちを目

指すというのが現在の潮流になっていると思います。その辺のお考えをお聞きしたいです。 

また、北広島市にある大学を活用して事業計画を立てるというのも策としてあるのかなと

思いました。北海道も大学の使い方が下手で、全然大学を有効活用していないという現状だ

と思います。行政に関わらず、アメリカから発祥して図書館をビジネスに使おうというのが

現在盛んに動いています。北広島市の図書館も一部そういった動きをしていますが、現実に

は大した成果が上がっていないようです。事業計画の体系と、スマートシティについての考

え方をお聞かせ願えればありがたいです。 

 

○川村企画財政部長 

 長期総合計画ということで、北広島市では第 5 次まで来ておりまして、平成 23 年から 32

年までの 10年間の計画となっております。その計画にぶら下がるように全施策を網羅するよ

うに作っているうちの１つが地域公共交通網形成計画です。 

ご質問のありましたスマートシティ、コンパクトシティと言われるまちづくりの部分では、

やはりもともと人口が増加しているときには外に発信するまちづくりを進めていき、必要な

機能等を配置しておりました。それが現在、団地地区もなかなかうまく機能しないというこ
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とになってきており、ある程度一定の人口密度を増やしてから発信しようという動きになっ

てきました。大きな課題になってくるのが、本州でやっているような集合住宅が多い地区に

ついては、ニュータウンとしてもう一度作り変えまちづくりを進めますが、戸建て住宅が多

い地区についてはなかなか難しく、理念を掲げても理念どおりの人の動きを持ってくるとい

うのは難しいです。ただ、特にこの北広島団地は駅を後背地にして広がっているエリアです

から、色々と出された課題を整理していく中で、まちづくりとして進んでいくものと思って

おります。以上です。 

 

９ 自由懇談  

○市民 

 会計についてですが、官庁会計は単年度というのが基本だと思うのですが、最近長期間の

会計体制も踏まえて、貸借対照表などを作るという動きがあるようです。北広島市はどうい

う対応をしていますか。 

 

○川村企画財政部長 

 市としては、一般会計においては歳入、歳出それぞれ単年度で対応しております。国の方

も公会計という形で、貸借対照表の資産もしっかり明らかにして進めていくということで動

いております。私どもとしても総務省の指針に基づき、ホームページにてバランスシートと

いう形で公開しております。なかなか皆さんの目には届いていないかもしれないですが、国

の指針に基づくという意識を持ちながら進めているところでございます。以上です。 

 

○市民 

 ファイターズの状況や構想などについてお聞きします。個人的にファイターズのファンで、

今年は 1、3丁目自治会の親睦会事業として、ファイターズの観戦ツアーを実施し、79世帯の

うち 55 名の参加をいただきました。そのときに会長の方から市の担当者のところに、「北広

島市から応援に来ています」というグッズのようなものはないか確認したところ、小さいう

ちわのようなものをいただきました。しかし、観戦時に振ったとしても小さいものですから、

目立たなかったかと思います。また、真駒内が候補地の一つとして出てきて、日ハム側から

真駒内はどうかという話があったというふうなニュアンスだという気がしました。そこで聞

きたいのは、北広島の今の交渉状況です。この誘致については市民全員が応援しているわけ

ではないと思っています。市だけが窓口になるのではなく、北広島全体で対応した方がファ

イターズの球団に想いが届くのではないかと思っていますがどうでしょうか。 

 

○川村企画財政部長 

 大変心強い言葉をありがとうございます。本日 13回目の実務者協議を行ってきました。市

と球団との関わり方ということでいきますと、実務者協議の中では対等の立場でお話しさせ

ていただいております。市ができることやできないこと、球団が市に対してできることやで

きないことを整理しながら話し合っています。やはり企業誘致に近いところがあるというこ
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とから、なかなか皆さんに情報をお知らせできず、大変申し訳ないと思っております。ただ、

3月の決定に向けて、色々な状況が煮詰まりつつあります。もちろん最終的に決めるのは球団

になりますが、しかるべき時期には市民の皆さんにも説明をしていきたいと思っております。

先ほど真駒内の候補地の話もありましたが、それはあくまでも報道の中での話です。私ども

としては正しい情報を発信していきたいと思っております。いつ発信できるのかということ

は、もうちょっとお時間をいただきたいと思っております。当市に決まった際には多くの市

民の皆さんの力で盛り上げていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

○市民 

 自治会、町内会の日常的な活動で一つお願いしたいことがあります。会員の情報伝達は大

抵、回覧で行っておりますが、それだけでは十分な情報伝達というのは難しいと思います。

以前、市のホームページには「地域ＳＮＳしゃべねっと」というようなシステムがあったか

と思います。一部の自治会もその機能を利用しておりました。それを使おうと思い、数日前

にメールを送りましたが、政策広報課の担当者からの回答として、その事業を廃止したとい

うことを聞きました。理由を聞くと、最近は民間のＳＮＳがかなり充実してきたので市役所

としての役割は終えたということでした。ですが、我々は老人ですから高度な技術の必要な

ＳＮＳを活用できるわけがありません。そういう意味で、簡単に利用できた以前のシステム

は非常によかったのに残念です。回覧で色々な町内会行事を知らせていく中で、それをしっ

かり個々が記録していればいいのですが、全員が必ずしも記録できるとは限りません。まし

て歳をとっているので忘れやすいです。そういうときにそのシステムを利用すると、記録と

して残っているので非常に有効な情報の伝達手段だと思っていました。これをご理解いただ

けるならぜひ、もう 1回このシステムの復活をお願いしたいと思います。 

 

○川村企画財政部長 

 しゃべねっとは市民対象の掲示板的な意味合いでホームページにて運用しておりましたが、

なかなか市で管理しきれないところもあり、また、変な書き込みが色々出てきたことも、こ

のシステムを辞めた理由の一つです。折角ご意見としていただきましたので、再度検討して

いきたいと思いますが、なかなか難しいと思います。 

 

○市民 

 今の話に追加してですが、例えば不特定多数の人間が利用する形ではなく、登録を町内会

に限定して使うという方法もあると思います。 

 

○市民 

 現在町内会の総務を担当しておりまして、現在まで自治会便りを 19号まで発行しているの

ですが、回覧板の中には市や自治会だけでなく、色々な団体から来る資料があります。こん

な資料があります、その期間はいつですといった情報発信を、自治会としても工夫しながら

やっておりますので、ぜひともしゃべねっとを復活していただけたら助かります。 
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○川村企画財政部長 

 しゃべねっとがあった時代のセキュリティと比べると、現在のセキュリティは非常に高く

なっております。その逆に、高度すぎるために非常に難しい時代になってきていると思いま

す。実際に現在、外部からのサイバー攻撃がある中で、市ホームページ管理をしております。 

今後どうするかについては考えたいと思いますが、やはり情報が来る側と取りに行く側と

いう作業の違いもあり、なかなか難しい部分もあるかと思います。必要性なども含めて何ら

かの形で検討したいと思います。 

 

○市民 

 国道、道道、市道などは、それぞれの道路管理者が常に良好な状態を確保しなければなら

ない責任があると思います。特に冬の除雪についても適正に行わなければならないと考えま

す。市では幹線道路の排雪は行っているが、全ての道路を良好な状態で管理しなければなら

ない責任があるということでは私たちの住む住宅地内の家の前の道路についても市の責任で

排雪を行っていただきたい。 

また、地域によって雪の降り方が違うことから、北広団地の下の方に設置されている降雪セ

ンサーを私たちの住む地区にも設置して状況をもっと把握してほしい。 

 

○駒形建設部長 

 国道・道道・市道のそれぞれの道路管理者については、春夏秋冬と良好な状態で道路環境

を確保しなければいけないということで、私たちも道路を維持管理する部署として、常日ご

ろ肝に銘じて対応しているところであります。北広島の市道については、全部で 400 キロほ

どあります。そのうち皆様のお住まいになっているような、生活道路というご自宅前の道路

が 210 キロほどあります。市としては冬期間の目標ということで、車道については 4 メート

ルの幅を確保するような形で掻き分け除雪を行っていますが、実際はなかなか難しい部分が

あるというところです。そういった中で、交通量が集中する幹線的な道路や、これらの道路

に準じる道路については、市としても交通障害が起こらないよう、排雪等により良好な冬道

環境を確保するということを目標にしております。また、それ以外の生活道路についても良

好な状況を保てるように努力しておりますが、排雪までには至っていないというのが現状で

す。1つの方策として市・町内会・除雪業者の 3者が協力し合いながら、良好な冬道を確保す

るということで行っているのが市道排雪補助事業でございます。今後もこの形で引き続き行

っていきたいと考えております。自治会の負担増につきましては、私どもの方で検討してい

るところですので、あらためて自治会の方に情報を流していきたいと考えているところです。 

次に降雪センサーの関係です。去年のご意見の中でも、センサー等の導入というお話しが

ありました。私どもの方で行っているのが西の里、北広島団地、輪厚、大曲の 4 ヶ所の降雪

センサーのデータをもとに情報収集したうえで、最終的な除雪に出る判断については、あく

までもパトロール員が現地に赴いて、降雪状況や積雪状況を確認しながら出動の判断をして

いるという状況です。今後も出動の判断は、人が現地を見て判断するという形で継続して行

ってまいりたいと思います。以上です。 
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○市民 

 北広島市の水道代はとても高いと思います。減額できないのでしょうか。次に大曲工業団

地から 36号線に出る新しい道路に街灯がないと思います。今後、設置する予定はあるのでし

ょうか。以上、ご回答願います。 

 

○上野市長 

 おっしゃるとおり水道代は高いです。人口も減ってきておりますので、当面は現状のよう

な料金体系でいかざるを得ないと考えております。人口が急増するか、企業などを市内に誘

致する以外に安くする方法はないと思います。 

 

○駒形建設部長 

 大曲工業団地から国道 36号線に出る道路の照明が無く暗いという部分ですが、後で個別に

場所を教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○自治連合会長 

 今日は長い時間、熱心に私どもの質問、要望に対して答えていただき、ありがとうござい

ました。内容に関しましては、全てが十分な回答ではないと思っておりますので、ご承知お

きください。また、この第３住区の市政懇談会は、おそらく市内で一番多い人数の出席では

ないかと思っております。この第３住区は従来から方針や姿勢、活動内容が変わってきてい

るということをよくご理解いただけたのではないかと思っております。そういう意味で今後

とも第３住区の色々な活動や要望について十分ご配慮いただけるようによろしくお願いした

いと思います。本日はありがとうございました。 

 

○榎本市民課長 

 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。最後に道塚副市長より閉会のごあいさつを申し上げます。 

 

10 閉会 ～巻末にて掲載～ 
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平成 29年度 市 政 懇 談 会 

富ヶ岡連合町内会 

平成 29年 11月 27日（月）18：00～ 

富ヶ岡会館 
出席者 30名（連合会 18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） 町内街路の整備について 

（2） かわぞい公園の整備計画について 

（3） 北広島市の観光について 

（4） かわぞい公園周辺の側溝の整備について 

（5） 富ヶ岡会館のトイレの改修について 

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。川村企画財政部長です。駒形建設部長です。髙橋市民環境部長です。中屋保健福祉部長

です。福島総務部長です。岡秘書課長です。市民課生活安全担当佐藤主任です。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 

 お忙しい中、市政懇談会を開催させていただき、本当にありがとうございます。また、寒

い中ご出席いただいております会員の皆様方にもお礼申し上げます。 

この町内会ができてから 40年という一つの節目を迎えたところです。他の地域と比べ、高

齢化が進んできております。また、子どもの数がだんだん減ってきており、一番多いときは

80 数名ほどの子どもがいたのですが、今は 40 数名ほどになってしまいました。そういう中

で町内会活動の行事を行っているわけでございます。 

市の方からは多大なるご支援ご指導を賜っており、心から感謝申し上げたいと思います。

おかげ様で今年も来週の餅つき行事を終えれば年内行事がほぼ完了するというところであり、

あとは 1月の総会を準備していくという流れになります。 

この懇談会の開催に当たりましては会員の皆様方と役員会等で話し合いまして、色々なテ

ーマや問題点を洗い出し、市の方にお願いしようということで、本日の懇談テーマとして出

させていただきました。本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 

○連合町内会長 

 副会長の吉田さんです。同じく副会長の北さんです。事務局長の岩本さんです。会計部長

の上田さんです。文化体育部長の坂井さんです。福祉部長の森本さんです。環境部長の髙木

さんです。婦人部長の栗林さんです。理事の川原さんです。同じく理事の阿部さんです。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 （当日配布資料のテーマ要旨抜粋） 

○連合町内会長  

（１）町内街路の整備について 

平成 27 年度に平成 28 年度推進計画で着手したいとのお話でしたが、その後の進み具合に

ついてお知らせください。 
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（２）かわぞい公園の整備計画について 

 平成 28年にもお願いしておりますが、早期の整備をお願いします。 

（３）北広島市の観光について 

市は自転車観光「サイクルツーリズム」に力を入れるとのことであるが、サイクリングロ

ードの整備について計画を示して欲しい。 

（４）かわぞい公園周辺の側溝の整備について 

現在トラフのフタが無くオープンの状態です。公園に遊びに来る子供達の安全のために、

トラフにフタを施工して欲しい。 

（５）富ヶ岡会館のトイレの改修について 

現在男女混在の施設です。男女別の構造に改修をお願いしたい、同時に断熱効果の高い構

造に改善して欲しい。 

 

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 

 まず、町内街路の整備について、私のほうから回答いたします。 

老朽化した道路の改良工事につきましては、今年度から市道新富町西 8 番通線で下水道の

雨水整備と合わせて 10 月 4 日から 1 月 30 日までの工期で工事に着手しているところであり

ます。 

また、先行して行っておりました下水道の雨水整備の工事についてですが、施工箇所で試

験的に掘削を行ったところ、当初予定していた下水道工事の雨水管を入れる際、掘削して土

留めをしながら進めていく開削方法というやり方で工事するつもりでしたが、掘削の底面が

非常に多くの水分を含んでいるという状況が判明し、水分を多く含んでいる中で工事を行う

と周りへの影響が懸念されることから、この下水道工事については来年度にあらためてやり

方を替えて実施したいということで、手続きを進めているところであります。 

このようなことから、今年度の工事については下水道工事の一部と道路工事を行うことと

しております。今後の手続きの関係から、道路工事については工期を延長しなければならな

いということで、舗装工事については 30 年度に施行したいと考えているところであります。

沿道の皆さんには大変ご迷惑をおかけしますが、別途あらためて工事にかかる説明をさせて

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。 

続きまして、かわぞい公園の整備計画について回答いたします。 

現在北広島市では、設置から相当の期間が経過し老朽化した公園の遊具の安全対策として、

国の社会資本整備総合交付金事業によって、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いては、国の予算措置の状況にもよりますことか

ら、現段階では整備時期をお示しすることは難しい状況であります。 

しかしながら、このかわぞい公園は昭和 58 年に開設させていただいた公園ということで、

既に 34年が経過している状況であり、遊具等の老朽化も進んでいるということから、できる

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す。また、今月 19日の日曜日には、

新富町西地区の町内会の皆様を対象として、かわぞい公園の改修に係る意見交換会を開催さ
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せていただき、公園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

聞きしたところであります。今後はそれらを改修工事の参考とさせていただいて、改修工事

の内容を整理していきたいと考えております。 

改修にあたっては、市としての整備案ができた段階で、地域の皆様にご通知させていただ

きたいというふうに考えております。 

続きまして、北広島市の観光について回答いたします。 

現在北広島市では国内外の観光客の呼び込みによる交流人口の拡大を図るために、エルフ

ィンロードなどを活用して自転車を核とした事業を進めているところです。平成 28年につき

ましては、サイクリングツアーや首都圏等でのプロモーション、サイクルマップの作成、サ

イクルスタンドの設置などを行っているところです。また、平成 25年度からツール・ド・キ

タヒロという事業名称のサイクリングツアーを始めました。年 4 回ほど参加者を募集し開催

しており、今後も交流人口の拡大を図ってまいりたいという状況であります。 

次に、札幌恵庭自動車道の整備の状況について説明させていただきます。 

道道札幌恵庭自動車道線につきましては、北海道によりまして事業化され、整備が進めら

れているところであります。市内区間延長が約 14.5キロとなっているところであります。こ

のうち、札幌市の行政界から JR 北広島駅までの間、約 8.1 キロが平成 16 年 10 月に開通し、

その後、平成 26年 9月には市道南里山沿線から道道江別恵庭線までの間、約 3.4キロが開通

したところです。JR北広島駅から市道南里山沿線までの接点までの約 2.3キロ、道道江別恵

庭線との接点から恵庭市の行政界までの約 0.7 キロを含めた計約 3 キロが未供用区間として

現在残っております。 

なお、ＪＲ北広島駅から市道南里山沿線との接点までの間につきましては、事業主体であ

ります北海道におきまして、早期の完成を目指して関係機関と協議を進めているところであ

りますが、整備ルート上にあります JRの軌道内施設の対応方法については、管理者のＪＲ北

海道との協議に時間を要しているという状況になっていることから、北広島市としても早期

開通を実現できるよう、直接ＪＲ北海道などの関係機関にお願いに伺っているところです。 

道道札幌恵庭自転車道線につきましては、本市が取り組んでおりますサイクルツーリズム

等の観光事業と合わせて市内外の多くの方々に様々な形でご利用いただいているところであ

り、全面開通することにより地域間交流が進みまして、自転車の利用促進も期待ができます。

さらには地域の活性化、観光振興にも大きく寄与するものと考えていることから、本市とい

たしましても市域内未開通区間の早期開通に向けまして、JR北海道などの関係機関との協議

の促進及び工事の早期着手を要請してまいりますのでご理解のほどよろしくお願いします。 

次にかわぞい公園の側溝の蓋の設置についてですが、公園には子どもを含めて多くの市民

の方が利用するということから、現地の状況等を確認させていただき、まずは出入り口の前

後や危険性の高い箇所を優先し、今後蓋の設置について検討してまいりたいと考えておりま

す。よろしくお願い申し上げます。以上です。 

 

○髙橋市民環境部長 

 富ヶ岡会館のトイレの改修の関係につきまして私の方から回答いたします。 
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市内の集会所施設につきましては、地域のコミュニティ活動の拠点施設として、市内に 41

箇所、設置をしております。築 40年を超える集会所もあるなど、全体的に老朽化が進んでい

る状況でございます。このため市では、持続可能な施設の維持確保を図るために、北広島市

公共施設等総合管理計画に基づきまして、今後、各施設の長寿命化等について検討を行って

いくこととしているところです。富ヶ岡会館のトイレ改修につきましては、その中で検討さ

せていただきたいというように思っております。なお緊急性や危険性のある破損箇所につき

ましては、随時ご連絡をいただき、状況を確認させていただきながら修繕等を行ってまいり

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

８ 懇談テーマ回答に対する再質問  

○市民 

 文句を言うつもりではございません。集会所は老朽化の兼ね合いもあるのでしょうが、い

まだに男女兼用のトイレというところで、女性がトイレを使いづらいというのも当然、皆さ

んお分かりだと思います。 

先ほど、危険性や緊急性のある破損箇所等はその都度状況を確認したうえで修繕等を行っ

ていくという前向きな回答をいただきましたが、現時点でこの集会所を緊急性の高い施設と

考えられているかどうか、教えていただきたいです。 

 

○髙橋市民環境部長 

 おっしゃるとおり、男女兼用というトイレはなかなか不便かと思います。先ほどお答えさ

せていただいている緊急性や危険性というのは、例えば床がへこんでしまうなど、躯体工事

にまでいかないとしても、早期に修繕しなければならない場合などについては、予算の範囲

内で早期に対応するよう考えております。しかし、先ほど言ったとおり、市内には 41箇所の

集会所施設がございまして、出来上がった年数等もそれぞれ異なります。全施設の状況の資

料は現在、手持ち資料として持ってきてはいないですが、そういった他施設等の状況も加味

しながら、判断させていただかなければならないので、その辺はご理解いただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

９ 自由懇談  

○市民 

 現在、北広島では 65歳以上の運転免許所有者のうち、自主返納者を対象にしてバス利用促

進助成事業というのを行っております。2 万円相当のバス利用助成券を発行して行っている

わけですが、この間インターネットで調べてみましたら、北広島市運転免許証返納者バス利

用促進助成事業実施要綱というのを見つけました。その中にバスの費用の一部を助成するこ

とによってバス路線の需要を促進し、もって市民生活に欠かすことのできないバス路線の維

持を図ることを目的とするという部分がありました。バスの路線についても調べてみました

ら、この北広島市には中央バスと JR北海道のバスが走っておりまして、中央バスは広島線と

北広島団地線という 2 路線があることがわかりました。駅から西側のほうに団地地区が広が
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っていますが、団地の周辺から市役所の前を通って東部中学校に向かう広島線、または団地

の東側のほうを行き団地の中を周回する北広島団地線があります。また、JR北海道バスは駅

から道道 46号線を通り 274号線に向かって札幌方面に行く線だと思っています。それで、自

分で進路を書いてみたら、石屋製菓の駅から東側の朝日町、稲穂町、新富の区域というのは

バス路線が一切ない状況です。新富に住んでいる方から、市でバスの助成事業を行っている

が、この辺に住んでいる私たちはこの助成券を利用したくても、駅の方まで歩いていかなけ

ればならないという声がありました。即答は難しいかと思いますが、これから高齢化も進ん

でいくことも目に見えておりますので、今後、バスが通らない地区をどのようにお考えにな

っているかお聞きしたいです。可能であればお答えできる範囲で結構ですので、ご説明願い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

○川村企画財政部長 

 道道江別恵庭線近くのエリアというところは、平成 14年にバス業界の規制緩和が入り、低

採算性の路線については一斉に見直しがありまして、過去には共栄線という南の里まで走る

ＪＲバスがあったのですが、規制緩和により廃止になってしまい、このエリアには現在バス

がないという状況です。免許返納者に対する取組みを 2 年間実施しているのですが、新富地

区の利用者はまだ 3 名しかいらっしゃらないということで、これもやはり付近にバスが通っ

ていないため利用が難しいというところが原因かと思います。新たに市のほうで将来の公共

交通に係る計画に伴い、6月に説明会をしましたが、新富地区にお住まいの方からバス路線が

ないとからタクシーなどを使っているということもお聞きしております。そのようなことか

ら、市としてどうしていくかが今後の課題であると認識しております。しかし、新たにバス

路線を通すということは、利用者がある程度いらっしゃればいいのですが、なかなかその辺

が難しいということで、どういった公共政策ができるのか検討しているところであります。

今日いただいたご意見も参考にさせていただき、引続き検討してまいりますのでよろしくお

願いいたします。 

 

○市民 

 除雪に関して質問があります。前年度の話ですが、3月頃に雨が降って路面がぐちゃぐちゃ

の状態で非常に雪が溶け、べた雪のような形になりとても重たい雪になりました。その雪に

ついて住民から苦情がありまして、その苦情のあった場所を確認しますと直径 80センチから

1 メートルくらいの雪の塊がゴロゴロと両サイドに固まっていました。スコップ等を使って

も動かせるレベルのものではありません。65歳以上の高齢者がたくさん増えてきているとい

うところですが、その雪の塊のせいで、玄関から道路に出られない、車を車庫から出せない

という状況であります。こういった場合はどうすればいいのでしょうか。町内会で通報した

ら市から業者に対応してもらうよう指示・命令はしていただけるのでしょうか。 

 

○駒形建設部長 

 私どもも除雪を担当している中で一番困る雪質というのが、先ほどおっしゃられた水分を
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含んで雪の塊になってしまうものです。真冬でも同じような状況は考えられるところですが、

そういった際には、頻度にもよるとは思いますが、あまりにも大きな塊が間口に入っている

ようなときは、一度除雪車を停めてもらって横にずらしてもらうというような作業も、でき

る範囲ということになりますが対応可能かと思います。ただ、業者は除雪作業を 12～1 時ご

ろに出動して 6～7 時までには作業を終えなければいけないという時間的な制約もある中で

の作業となっており、それらを全部処理するというのは非常に難しい状況ではあるというの

が正直なところです。今の市の除雪方法は掻き分け除雪というもので、道路の両側に寄せさ

せていただいている除雪方法です。どうしても皆さんの家の前に雪が置かれていくというの

が現状です。それを根本的に解消するということは難しい状況であると考えております。 

 

○市民 

 そんな重たい雪を年寄りがどうこうできるものではありません。そういう年寄りの家の前

に雪を置いていくのがいいというのが市の考えですか。 

 

○上野市長 

 ちょうど 3 月は圧雪になっており、先ほどの部長の説明どおり、掻き分け除雪という道路

の雪をめくって車道等に雪を極力残さないような除雪の仕方になっており、おそらくおっし

ゃった雪の塊はめくれた道路の雪の塊のことかと思います。そういう状況がありましたら、

そのときに市に連絡してください。 

 

○市民 

 住みよさランキングについて、北海道第 1 位ということですが、全国で見ますと去年より

30位ほど落ちていると思います。内容を見てみると、快適度、利便度の評価が高く、公園が

市内に多いため、一人当たりの公園面積がすごく高いと思います。ただ、公園の数だけでな

く利用される頻度も大事だと思います。北広島市としては頻度としてそれぞれ押さえている

のかお聞きしたいです。地区の公園における説明会があったときに、遊具の取替えは現行の

遊具数と同数でなければならないということが市での考え方でした。もしそうだとしたら事

前にそういうことを言っていただけていたら遊具の種類等について住民にアンケートを取っ

て要望をまとめて出せたはずでした。それを事前に言っていただきたかったと思います。 

また、過去には遊具が 6 つあり、現在は 5 つという状況です。遊具が壊れて撤去されたこ

とによる減少となっており、撤去された後の数で判断されるというのはおかしいと思います。 

 

○上野市長 

 住みよさランキング 1 と言われているけど全然住みよくないと言われる方も実際にはたく

さんおります。市が恣意的にランキングを狙いに行っているわけではなく、下水道の普及率

や公園の一人当たりの面積、転入や転出の比較、さらには新築住宅数などにより快適度等が

計られておるわけであります。例えば、裕福度でいけば市の財政力指数や地方税の収入額、

課税対象者一人当たりの所得額などを見られて評価されている形になります。我々としては
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この結果に甘んじることなく、まちづくりを進めていかなければならないと思っております

のでよろしくお願いいたします。 

 

○駒形建設部長 

 公園についてですが、先日の意見交換会のお話しかと思います。この公園の遊具の更新事

業は平成 22 年から始まった事業です。平成 26 年から遊具に限定されて、遊具以外の設置は

なかなか難しいという形になってきたということと、あくまでも現在ある遊具が交付金の対

象となるということから、本当はもう１つあったというお話しですが、6個の整備ということ

は対応が難しいという状況であります。 

今回、事前に町内会の方に言ってもらえればアンケートを取れたというご意見をいただき

ましたので、今後はそういったところも参考にさせていただきまして対応してまいりたいと

思います。よろしくお願いします。 

 

○連合町内会長 

 町内会の問題とは外れますが、教育の関係でお聞きします。現在、私の孫が東部中学校に

通っております。部活でテニスをやっているのですが、たまに見に行ってみるとテニスコー

トの状況が悪いと思いましたので何とかしてもらえないでしょうか。せめて人工芝か何かを

敷いて水はけをよくしてあげると嬉しいです。現在、部の成績が低迷しているという話を聞

きました。やはり環境を整えてあげるというのは我々大人の仕事だと思っております。現状

の環境の中で頑張れと言ってもなかなか難しいと思います。また、暴風対策のネットが張っ

てあるのですが、かなり錆びが進んでおりますし、建て付け等も不安です。ぜひ環境整備と

いうことで対応いただければ助かります。よろしくお願いします。 

 

○吉田教育長 

 東部中学校に限らず、学校の施設等をなるべく周りながら安全性を優先して確認している

ところであります。東部中学校のテニスコートの話でしたが、ちょうど大規模改修をやって

おり、その折、使い勝手の悪い状況にあります。もう一度様子を見て、どこまでできるか考

えたいと思います。私も暴風ネットについては数年前から気になっておりまして、応急処置

をしたこともありました。また、人口芝の対応までできるかというのはちょっと即答できま

せんが、様子を見るとともに持ち帰りたいと思います。また何かお気づきのところがあれば

教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○榎本市民課長 

 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。最後に道塚副市長より閉会のごあいさつを申し上げます。 

 

10 閉会 ～巻末にて掲載～ 



- 129 - 

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、４年連続して北海道で 1番、住み良い、住みやすい町と評価を頂いて

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。  


