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開催日時
連合自治会
・町内会

所　管　課 市 出席者 参加者数

1
除排雪体制について

高齢者支援課
土木事務所
都市整備課

2 交通安全対策について
市民課

土木事務所

3 ごみ収集について（庭先収集の条件緩和と周知等） 環境課

1
車両の通過が多い道道栗山北広島線の既存信号の改良につ
いて

市民課

2 公共施設による高齢者の憩いの場所について 高齢者支援課

3 大曲会館の冷房機の設置について 市民課

1 生活道路の排雪費の負担軽減について 土木事務所

2 生活環境整備について（街路樹・ごみ関係）
土木事務所

環境課

3 ボールパーク構想の実現に伴う交通安全対策について
ボールパーク

施設課

1 高齢者のバス利用の支援について 企画課

2 稲穂西地区の液状化について 危機管理課

3 台風15号に関連して
危機管理課

庶務課

1 バス路線再編によるバス停留所の冬期除雪について 企画課

2 高齢者バス利用促進助成券について 企画課

3 ボールパーク開設に伴う道路工事について
ボールパーク

施設課

連町：16名
市：15名

連町：23名
市：14名

連町：33名
市：14名

連町：16名
市：14名

連町：10名
市：15名

北広島団地第1住区
連合自治 会

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
防災危機管理

　　　　担当部長
教育部長
秘書課長
市民課長

10月31日（木）
18：00～

団地住民センター

北広島団地第3住区
自治連合会

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
防災危機管理

　　　　担当部長
秘書課長
市民課長

11月5日（火）
18：00～
稲穂会館

稲穂町自治連合会

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
防災危機管理

　　　　担当部長
秘書課長
市民課長

10月24日（木）
18：00～

第4住区集会所

北広島団地第４住区
自治連合会

10月28日（月）
18：00～
大曲会館

大曲地区連合町内会

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
防災危機管理

　　　　担当部長
秘書課長

大曲出張所長
市民課長

令和元年度 懇談テーマ等一覧

11月12日（火）
18：00～

第1住区集会所

懇談テーマ

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
防災危機管理

　　　　担当部長
経済部長
秘書課長
市民課長
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開催日時
連合自治会
・町内会

所　管　課 市 出席者 参加者数

令和元年度 懇談テーマ等一覧

懇談テーマ

1 ＪＲ上野幌駅の利便性の向上及び周辺の整備について 企画課

2 西の里公民館の複合施設としての建て替えについて 市民課

3 西の里地区における防災に関する確認について 危機管理課

1 町内街路の整備について 都市整備課

2 富ヶ岡会館トイレの改修について 市民課

3 北進通・音江別高台線の交差部分の改修について 都市整備課

1 西部地区の道路・交通環境の整備について
市民課

土木事務所

2 西部地区の地域活性化について 総合計画課

3 農民研修センターの整備について
市民課

社会教育課

1
町内会活動費大幅増額及び活動現状の把握と施設設備の設
備保障について

市民課

2 街路樹の適正剪定について 土木事務所

3 環境、温暖化に北広島市で何か協力できるか 環境課

連町：16名
市：15名

連町：18名
市：13名

連町：23名
市：16名

連町：25名
市：14名

11月29日（金）
18：00～

第2住区集会所

北広島団地第2住区
自治連合会

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
防災危機管理

　　　　担当部長
教育部長
秘書課長
市民課長

11月26日（火）
18：00～
富ヶ岡会館

富ヶ岡連合町内会

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

防災危機管理
　　　　担当部長

秘書課長
市民課長

11月19日（火）
18：30～
西の里会館

西の里連合町内会

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
防災危機管理

　　　　担当部長
教育部長
秘書課長

西の里出張所長
市民課長

11月27日（水）
18：00～

農民研修センター
西部地区連合町内会

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
防災危機管理

　　　　担当部長
教育部長
秘書課長

西部出張所長
市民課長
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●令和元年度 市政懇談会 市長挨拶  

 

皆さん、こんばんは。 

市長の上野 正三でございます。 

 本日は、令和元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、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、お礼申し

上げます。 

 

今年の市政懇談会につきましては、１０月２４日から１１月２９日ま

で、市内９箇所で開催する予定としております。 

 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「懇談テーマに対する回答」

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。 

 

まず始めに、台風１９号及び２１号で千葉県を始め広範囲での記録的

な大雨により甚大な被害が発生しました。お亡くなりになられた方々の

ご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々には、心よりお

見舞いを申し上げ、一日も早い復旧を願うものであります。 

 

次に、北海道胆振東部地震についてでありますが、昨年の地震発生か

ら、一年が経過いたしました。地震災害にあたっては、市民の皆様、多

くの団体、企業等から、寄附金や義援金など、温かいご支援とご協力を

いただいておりますことに、心から感謝とお礼を申し上げます。 
寄附金につきましては、災害復興に活用させていただくとともに、義

援金につきましては、９月末現在、住家等に被害のありました７９６世
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帯に対して合計１億４，２８５万円の交付を終えているところであり、

寄せられた義援金の全ての配分を終えるまで、引き続き追加交付等を行

ってまいります。 
 
復興支援の状況についてでありますが、避難生活の状況につきまして

は、震災後、みなし仮設住宅で避難生活を送られている方々は、現在、

２１世帯４２名であり、９月末までに２世帯５名の方が退去し、新しい

生活をスタートされたところであります。 
また、避難生活を送られる方々へは、避難生活が１年を過ぎたことか

ら、生活習慣病の予防や心の健康を保持するため、関係部署が連携をし

て家庭訪問等を行ってまいります。 
被災家屋等の撤去状況につきましては、これまでに２１件の申請があ

り、１９件の解体を終了しております。申請期間につきましても、１０

月末まで延長し、支援の拡大を図っているところであります。 
特に被害の大きかった大曲並木地区の復興につきましては、３つにエ

リアを分け、それぞれ適した工法によって復旧工事を進めてまいりたい

と考えております。 
今後につきましても、被災地の復興に向け、全力で取り組んでまいり

ます。 

 

 それでは、市政の状況につきましてお話をさせていただきます。 

 

私が市政の舵取りを担わせていただいてから、４期目も折り返しの年

となります。これまで、市政運営にあたっては、「子育て環境の充実」「定

住人口の増加」「地域経済の活性化」などを重点課題として、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ているところであります。 

平成２３年に市民の皆様と共に策定した、まちづくりの基本となる 

１０か年の「第５次総合計画」が目指す都市像「希望都市」「交流都市」
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「成長都市」の実現に向け、各種施策の着実な推進に取り組んでいる所

であります。 

 

 始めに、現在の人口動態についてでありますが。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ます。 

 本年９月末では、５８，３７５人となっており、１年前と比べますと、

３３８人の減少となっております。 

要因といたしましては、昨年度では、生まれた方が２７１人、亡く  

なられた方が６３９人と、３６８人の自然減となっていることが大きく

影響しております。一方で、転入された方が２,３４６人、転出が    

２,２５９人と８７人の社会増となっております。 

 

 平成２６年から実施しております、市内に住宅を購入した子育て世代

を対象に助成する「子育て世代マイホーム購入サポート事業」や、空き

家に対する解体費の助成、子ども医療費の通院助成対象を中学生まで拡

大、安心して出産・子育てができる環境を整備するため、産科誘致に向

けた補助制度などをスタートさせ、定住人口の増加に向けた様々な施策

を展開しているところであります。 

  

 また、外国人の居住者も年々増えてきている状況であり、昨年度では

３０４人となっております。国籍別では、中国やベトナムの方などが多

く、これらの方に対する地域との関わりや教育や福祉などの支援につい

て検討する必要があるものと考えております。 

 

次に、道路や橋梁、学校、市営住宅などの公共施設につきましては、

市民の皆様が安心して使っていただくため、長寿命化計画などに基づい

て改築等の整備を進めているところであります。 

また、老朽化が進んでいる道路舗装、公園の再整備等についても、計

画的に補修・再整備を進めてまいります。 
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学校施設におきましては、市内すべて１４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、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、これまで１４社と売買契約を締結し、販

売面積が全体の９７．３％となったところであります。 

今後も完売に向けて積極的に誘致活動を展開し、「自主財源の確保」、

「雇用の場の創出」に努めてまいりたいと考えております。 

 

教育の分野におきましては、昨年４月から、小中一貫教育を市内の公

立小中学校全校を対象に開始しているところでありますが、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に引き続き取り組むとともに、

児童生徒の安全確保や、コミュニティ・スクールの拡大、放課後子ども

教室の拡大などについても実施してまいります。 

 

次に、ボールパークについてでありますが、昨年１０月３１日に、建

設地として決定をいただき、現在、２０２３年の開業に向け様々な協議

を進めているところであります。 

また、近隣１４市町村と連携した協議会での議論や、パートナー協定

に基づく学校教育との連携など行っているところであります。 

このボールパーク構想は、「世界でまだ見ぬボールパークをつくろう」

というキャッチフレーズのもと、北海道のシンボルとなるものであり、

また市民の皆様に夢や希望、生きがいなどを与えてくれ、さらには、ま

ちの誇りや新たな人の流れ、スポーツ文化の発展など当市の発展に大き

く貢献し、目指す都市像「希望都市・交流都市・成長都市」の実現に大

きく寄与するものと確信し、究極の地方創生だと考えております。 
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 実現に向けて、引き続き球団や関係機関と協議を進めてまいります。 

 

次に、市の財政状況についてでありますが、令和元年度の予算規模は、

一般会計が約２６４億円で、市民一人当たり約４５万円の規模となって

おります。 

また、市税収入においては、約７７億４千万円となっており、市民一

人当たり約１３万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３０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ます。 

しかし、団塊の世代が７５歳を超えて後期高齢者となり、５人に一人

が７５歳以上となる２０２５年問題。そして、団塊ジュニアが６５歳  

を迎える２０３５年問題において、国立社会保障、人口問題研究会   

の推計では北海道の人口が約７５万人減少し、北広島市においても  

約９，０００人の減少となり、社会保障費の増加が見込まれております

が、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。 

 

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。 

 

 本年は５月に新元号へと変わり、新たな時代の幕開けとなる年であり、

北広島市におきましても、災害からの復興に向けた取り組みや、ボール

パークの開業に向けた取り組みを進める「始」の年、新たなまちづくり

に向けた一歩を踏み出す年であると考えております。 

 

行政課題も複雑化、多様化しておりますが、市民の皆様に住んで良か
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った、そしてこれからも住み続けたいという思いを叶えるまちづくりを、

市民の皆様の声を聴き、意見を交わし、そして共に考えていくことを大

切にしながら、進めてまいりたいと考えております。 

 

 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。 



9 

令和元年度 市 政 懇 談 会 

北広島団地第4住区自治連合会 

令和元年10月24日（木）18：00～ 

北広島団地第4住区集会所 
出席者31名（連合会16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 懇談テーマ・懇談（各テーマごとに懇談） 

（１）除排雪体制について 

（２）交通安全対策について 

（３）ごみ収集について 

７ 自由懇談 

８ 閉会 
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１．開会 ～省略～ 

 

２．市出席者紹介（司会より紹介。以下、市出席者。） 

 上野市長、道塚副市長、吉田教育長、川村企画財政部長、中屋総務部長、 

高橋市民環境部長、三上保健福祉部長、平川建設部長、米川防災危機管理担当部長、 

砂金経済部長、福田秘書課長、志村市民課長、貝森主査、成田主任、高山主事 

 

３．自治連合会長あいさつ  

●金川会長 

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

にご出席をいただきまして大変ありがとうございます。常日頃から市役所の皆様方に

は市や地域のために大変なご尽力をいただいていることに心から感謝とお礼を申し

上げます。特に昨年は新しい市庁舎が完成いたしました。さらにボールパークの建設

が決定したことに、心からお喜び申し上げます。また、お忙しい中、ご出席をいただ

いた地域の皆さん、ありがとうございます。 

私ども第 4 住区は旧緑葉小学校を学区としていた 13 の町内会・自治会から成って

おります。この13の町内会には約1,500世帯ありまして、約4,000人が住んでおり

ます。この 4,000 人のうち、65 歳以上の高齢者がほぼ 50％となっており、北広島市

の中でも、あるいは全道的に見ても非常に高齢者地域として進んでしまっているので

はないかと思っております。 

この第4住区にあります旧緑葉小学校の跡地利用につきましては、市の大変なご配

慮もいただきまして北海長正会四恩園が受け継いで地域サポートセンターとして、高

齢者や認知症の方々、介護の必要な方々のお世話をするという介護施設として順調に

運営されております。私ども、地域住民のために5つの部屋が準備されて利用できる

ようになっており、体育館も自由に利用できるというところです。そこで地域のお茶

の間、喫茶コーナー、いきいき百歳体操などの事業を展開しております。開設されて

から5年目になります。昨年の喫茶コーナーの利用者は約4,000人でした。今年も行

っておりますいきいき百歳体操は、毎回 30～40 人の方が出席されております。先週

の土曜日には、体育館で地域の学芸会を開催いたしました。地域の方々、小学校や中

学校の合唱団などが出演してくださり、約 400 人の方々が参加してくださいました。 

あるデータによりますと道内 35 都市のうち、一番住みよいのが北広島市というこ

とになっており、大変嬉しく思っております。これも上野市長はじめ、市の方々の並々

ならぬご尽力の賜物だと考えております。市としても、住みたくなる動画の作成、お

試し移住、空き家対策、シティーセールス、定着促進活動など、さまざまな施策を立

てて、より住みよいまちをつくるためご尽力をされていると思います。私たち住民も

住みよいこの北広島に住めるということを誇りに、あるいは生きがいとしてこれから

もこの地域を愛し、楽しく暮らしていくことを考えております。 

私ども第 4 住区は昨年、創立第 40 周年を迎え、記念誌の発行、記念式典の開催を
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しました。式典では、上野市長に「北広島市の歴史」と「ボールパーク」をテーマと

した記念講演をお願いし、大変好評でした。 

昨年の市政懇談会でも、いくつか提案いたしましたけれども、そのうち半分ほど、

市側で対応していただきました。例えば、買い物難民の問題では、コープさっぽろの

移動販売車が今年度より導入され、バス路線の問題では、今月からさんぽまち東部線

を作っていただきました。あらためて、市側の素早いご対応にお礼を申し上げたいと

思います。しかしながら、団地さんぽまちそのものは、開設から約 50 年も経過して

おり、老朽化などが問題になっていますので、今後ともご尽力をお願いします。 

医師と患者、獣医師と飼い主との間ではインフォームドコンセント、すなわち十分

な説明と十分な理解ということが非常に大切な要素です。これは医師と患者の間だけ

ではなく市と住民の間においても同じようなことがいえると思います。今日の市政懇

談会では市長はじめ市の幹部の方々と、私ども地域住民の間で十分な説明と十分な理

解というコンセプトのもとに懇談できることを期待しておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 

４．自治連合会役員紹介 ～省略～ 

 

５．市長あいさつ ～巻頭にあいさつ文掲載～ 

 

６．懇談テーマ・懇談（要旨及び回答は当日配布資料から抜粋） 

 

■懇談テーマ１➡除排雪体制について 

 

要旨（連町から説明） 

除排雪に関しては除雪懇談会開催などにより、事業者との意思疎通が行えるように

なったことや住民要望へのすばやい対処で、改善してきました事を感謝しております。 

 さらなる改善をしていただきたく、下記3点を要望いたします。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)通常除雪作業後の住居間口への置き雪対策 

①福祉除雪適用条件の所得要件の緩和あるいは一部有償化 

 所得以外の適用条件は妥当だと考えますが、所得要件は厳しく、多くの世帯は対象

外です。 

 所得要件を満たさない世帯でも、有償で除雪を行えるよう体制を希望します。 

②間口除雪の事業化推進（地元の仕事創出） 

 民間事業者への排雪委託が近年増加しています。しかし、通常除雪後の間口除雪を

請け負う事業者は少なく、高齢世帯は苦労し、転居の要因にもなっています。夏場の

仕事と併せた冬期間の事業として地元事業創出を検討していただきたい。 
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③間口除雪の近隣支援体制の援助 

 上記による民間事業が軌道に乗るまでの間、近隣による支援が欠かせませんが、危

険性や確実性の点で、恒常的な体制を組むのが難しい町内が大部分です。ついては、

近隣による有償支援活動などを、広げるための方策の検討と広報、消耗品/保険加入

への補助などの検討をお願いします。 

 

(2)外周道路歩道の早春排雪継続と、通年利用化について 

 本歩道は非積雪時には眺望もよく車輌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。早春除雪は一昨年実施していただき、大変好評で

した。しかし、冬期間は依然除雪がないため利用できません。利用者は車道を通行せ

ざるを得ず、危険を感じて利用を差し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。歩道除雪を行って冬期間も利用できるよう

していただきたいと考えます。 

 

(3)第4住区の気象状況を把握し、それに応じた、きめ細かな除排雪対応 

 特に未明から夜明け前ならびに昼間の多量の降雪時に対応した除雪の実施 

・遠隔監視装置を用いての状況把握 

・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 

 

(4)トリムコースの冬期間トイレ設置について 

 トリムコースは冬期間も除雪を行っていただき、住民は冬期間も通勤通学／散歩／

トレーニングに活用しております。しかし、冬期は周辺公園のトイレが閉鎖になり、

住民センターとともにの2か所のみが、コース近傍で利用できるだけです。このため

トイレの必要性が高まる冬期間は、トリムコース利用が減少し、運動不足を招く一因

になっていると思われます。 

 ついては、冬期間に安心してトリムコースを利用するため、冬期間利用可能なトイ

レの設置およびアプローチ除排雪を要望します。 

 〈設置場所案〉 

   北広公園既存トイレの改修 

   松葉町 ききょう公園、青葉町 ばら公園への新設。 

 これによりほぼ1ｋｍ間隔でトイレが確保されます。 

 

回答（市担当部長より説明） 

(1)通常除雪作業後の住居間口への置き雪対策について 

①福祉除雪適用条件の所得要件の緩和あるいは一部有償化について 

 市では除雪が困難な低所得の高齢者や重度身体障がい者で、市内に代わりに除雪を

行える家族がいない方に対して、ボランティア等が玄関から公道までの通路部分の除

雪を行う除雪サービス事業を行っており、平成 29 年度からは新制度として従来の通
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路部分の除雪に加え、希望者には有料で道路除雪の置き雪の置き換えを実施しており

ます。 

 ご希望にありました、除雪サービス事業適用条件の所得条件の緩和あるいは一部有

償化につきましては、新制度の実施から一定期間を経た後に、制度の検証が必要であ

るものと考えております。 

 なお、所得要件の緩和等を行った場合、利用者数が増加するため除雪作業を実施す

る人員を確保しなければならないこととなりますが、様々な業種で人材不足が叫ばれ

ている現状においては、大きな課題であると考えております。【保健福祉部】 

 

②間口除雪の事業化推進（地元の仕事創出）について 

 市道除雪後の間口除雪につきましては、作業時間に制約があり計画的な施工ができ

ないため請負う事業者が少ないと思われます。 

 また、新たな仕事の創出については非常に難しい課題と捉えていますが、他市の対

応状況等を調査・研究してまいりたいと考えております。【建設部】 

 

③間口除雪の近隣支援体制の援助について 

 市では今年度から高齢者の日常生活支援や介護予防の活動を自主的に行う団体に

対し、その団体の設立に掛かる経費に対して、最大で 42 万円を助成する「北広島市

地域たすけあい活動助成」制度を創設しております。年間を通じて一定の活動要件が

あり、除雪活動のみへの助成は難しいですが、当該制度の活用による近隣支援体制に

ついてご相談ください。【保健福祉部】 

 

(2) 外周道路歩道の早春排雪継続と、通年利用化について 

 外周道路につきましては、住宅側の置き雪を少なくするために山側に片寄せで歩道

上に雪をため、車道幅を確保している状況となっております。歩道除雪を実施すると

雪の置き場所が歩道と車道の間になり、車道幅が狭くなると考えられます。 

 道路除雪につきましては、円滑な通行の確保を目的に実施しているところであり、

道路環境の変化に適宜対応した、車道や通学路の確保、凍結路面対策、吹き溜まり対

策等、多くの課題があり、努力しているところであります。 

 また、冬期間の健康維持も大切であると認識しているところであり、昨年実施しま

した、早春除雪は今年度も実施予定としておりますが、冬期間の外周歩道除雪は現時

点で難しいと考えております。【建設部】 

 

(3)第4住区の気象状況を把握し、それに応じた、きめ細かな除排雪対応について 

 市道の除雪は基本的に深夜の人通りの少ない時間帯に実施しており、朝７時の通勤、

通学時間までには終了するように実施しております。このことから、未明から夜明け

までの降雪時には幹線、準幹線、歩道のみの除雪実施や、場合によっては除雪を見合

わせることがあります。 
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 なお、昼間の新雪除雪は一般の通行の支障になるばかりでなく、危険を伴いますの

で緊急的な場合以外は実施しておりません。 

・現在市内には4箇所に気象観測装置があり、さらに札幌市厚別区や清田区の観測情

報、雪雲レーダ情報等を利用して総合的な状況の把握に努めているところであります。 

・除雪方法や現状問題点の改善方法など、他市町や道、国と情報交換の場を設けてい

るところでありますが、今後も新たな情報に注視してまいりたいと考えております。 

                             【建設部】 

 

(4)トリムコースの冬期間トイレ設置について 

 公園のトイレにつきましては、公園利用者のための施設であり、毎年、4月中旬頃

から11月初旬まで利用期間としており、冬期間は閉鎖をしています。 

 今回、懇談テーマの既存公園トイレの改造や新設による冬期間トイレの開設につい

ては、周辺施設の除雪や清掃、凍結防止対策、作業員の駐車場の確保などの課題があ

り、難しいものと考えております。また、「住民センター」や「地域サポートセンター

ともに」、「地域交流ホームふれて」、「広葉交流センターいこーよ」につきましては、

開業時間におけるトイレ使用は、通年利用できることから、こちらをご利用いただく

ようお願いいたします。【建設部】 

 

テーマ１について懇談 

●参加者 

北広島市は道路維持組合に委託契約をして除雪していますが、そのオペレーターが

変わった地区はだいたいトラブルが起きます。 

除雪業者次第のため、地域によって除雪結果に差があります。この状態をどうやっ

て改善するかといっても、オペレーターにも経験や才能が必要なので、難しいと思い

ます。オペレーターに沢山給料を払うといっても担い手がいないということだってあ

ります。それが実態であることを皆様にわかってもらいたいと思い、発言しました。 

 

○上野市長 

 今おっしゃっていただいたように、経験の少ないオペレーターですと道路状況を的

確に把握することなどが難しいこともあると思います。除雪の苦情については、いろ

いろありますが、オペレーターが変わったことによることも、一つの原因だと認識し

ております。 

 

●参加者 

福祉除雪の適用条件についてです。平成 29 年度からの制度について、一定期間を

経た後に制度の検証が必要ということでしたが、どの程度の期間を想定していますか。 

 

○三上保健福祉部長  



15 

当初より、制度開始から3年間を予定しておりました。翌年の来春には道路維持組

合の方と協議するということで考えております。 

 

●参加者 

 私どもとしても短期間ですぐに対応できるとは考えていないので、平成 31 年度の

なかで福祉除雪、間口除雪について色々と考えていただければと思います。 

また、間口除雪の支援体制について、私どもから大掛かりな施策を要望されている

と考えていらっしゃるようですが、まずは近隣住民の助け合いを促進するような施策

を出していただけたらありがたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

 

●金川会長 

 間口除雪の回答について、非常に残念な印象を受けました。新たな事業の創出につ

いて、他市の対応状況等を調査・研究してまいりたいということですが、第4住区は

既に高齢者が5割を占めています。ご主人が亡くなっている家庭や、夫婦二人とも介

護を受けている家庭などがたくさん並んでいます。もうこの地区は間口除雪までしな

ければならない状況に近づいています。ですからぜひお願いしたいと思います。 

 

○平川建設部長 

市の方で除雪後に全てのご家庭に対して間口除雪をすると、恐らく 1 日 10 時間以

上かかってしまいます。また、人、重機などの財政面も考えますと今の状況ではかな

り難しいものと思っております。民間事業者による間口除雪の事業化についてですが、

その事業者の方たちも当然、住民の方が除雪作業後に間口の除雪も希望しているとい

うことはわかっていると思います。その中でも事業者があまりそういった事業に着手

しないのは、採算が合わないからではないかと考えています。今後につきましては、

各方面のいろいろなお話しをお聞きし、可能性について検討してまいりたいと考えて

おります。 

 

●金川会長 

 トリムコースのトイレについて、市の回答としては、公園利用者のためのトイレの

ため、トリムコースを歩く人は利用できないというように受け取れました。冬にこそ

トイレに行きたくなるのに、トイレが全て閉鎖されてしまうと辛いです。どうしても

閉鎖が必要なら、最寄りの利用可能なトイレに誘導するような方法を考えていただき

たいです。 

 

○平川建設部長 

 例えば、北広島公園や栄町のトイレを開放するということで想定いたしますと、ト

リムコースからトイレに向かって除雪をし、通路を設定しなければなりません。また、

冬期間の凍結対策をすれば1つのトイレで100万円以上かかります。さらに常に使え
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るような状況にするとなれば清掃等の費用もかかりますので、かなりの負担が出てく

るというのが現状です。今後は冬期間のトイレの需要につきましても確認するなかで

考えていきたいと思います。 

 

●参加者 

 間口除雪の件について、除雪を諦めてそのまま雪を放棄しているご家庭も相当見受

けられます。冬期間の間口除雪などの対応がないため、札幌に引っ越してしまう家庭

もあります。私たち健康な住民でも、その除雪作業で腰を捻って傷めてしまうという

方も結構見られます。スポット的に対処するのではなく、市としてしっかり考えてい

ただきたいと思います。もし対応ができたら人口減少も止まるのではないかと思って

います。 

また、先ほどオペレーターの影響という話もありましたが、私としては、オペレー

ターというより地域で割り振られている業者が変わる度に影響が出るという印象が

あります。ですので、業者ごとへの徹底した除雪の指導が必要であると考えています。 

 

○平川建設部長 

 除雪の指導や地域の差についてお答えいたします。 

例えばホイールローダーですと、まず目線の高さが2ｍ50ｃｍあり、降雪などによ

り歩車道境界縁石が見えないなど、悪条件の中で重機を扱っており、さらには路面と

排雪板の距離感もかなり難しいので、やはり技術力が高くなければ除雪レベルは下が

るものと考えています。このことから、オペレーターの技術面やその地域の熟知度が

関連しているのは確かだと思います。市の担当としては、各路線の注意点などは把握

しておりますので、担当している会社に対して除雪の改善等について指導してまいり

たいと思います。 

 

●参加者 

除雪に関連したことです。私の町内でも、個別に業者委託をして年間3万円程度払

って排雪しているご家庭が非常に多くなっております。そのような中、町内排雪費用

を町内会予算から支出しているので、個人排雪しているご家庭にも負担してもらうと

いうことになると、町内会が分裂しかねない状態になります。以前独自に業者委託排

雪についての補助・支援の提案をさせていただきましたが、それが無理であれば、排

雪作業中に排雪ルートの中に個人排雪の家庭がどのくらいいるか確認していただき、

町内排雪費用はキロ数に応じて決まりますが、例えばその地区の1割の家庭が個人排

雪であれば、その排雪費用を町内排雪費用から一割差し引くなどの優遇措置を考えて

いただければ大変助かります。 

 

○平川建設部長 

 町内会排雪については、町内会、事業者、市の3者で協力した事業として実施して



17 

おり、平成27年に1ｋｍ当たりの施工単価の見直しがありまして、激変緩和措置とし

て町内会と市が5割ずつの負担のままで令和2年までは据え置く予定ですが、令和3

年からは年々人件費も含めた単価が上がっているという現状や他市等の状況も踏ま

えて検討していく必要があると考えております。現段階では、補助額を据え置くのは

難しいものと感じております。先ほどのお話しのように、町内会の中で個人的に排雪

している箇所は排雪しないようにするなど、個別の対応については可能かと思います

ので、今後土木事務所に相談していただければ、できるだけ意向に沿いたいと考えて

おります。 

 

■懇談テーマ２➡交通安全対策について 

 

要旨（連町から説明） 

市政懇談会で毎年取り上げ、順次対策を講じていただき地区の交通安全も整ってき

ておりますが、依然個所が散見されますので、以下の3点の検討・実施をお願いしま

す。 

(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 

  一昨年来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

していますが、公安委員会からは設置基準に満たないため設置しないとの結論が出て

おります。 

  市民課交通安全担当によりトリムコース側の歩行者・自転車への注意喚起を実施し

ていただき、また、当地区防犯協会による旗設置を継続し、現在の所事故の報告はあ

りません。しかしながら、今春 旧緑陽小学校前横断歩道路面標示が再塗装されたた

め、トリムコース交差部への車両からの視認性が低下してしまいました。 

 

 

 

 

  

 

 

 つきましては車輌側の当該箇所の視認性向上、並びに通過速度低減のための施策の

検討/実施をお願いします。 

（イメージハンプの設置など）  

 

 

           イメージハンプ例→ 

 

 

トリムコース トリムコース 

旧緑道小学校前 
横断歩道 
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(2)松葉町3,4丁目車庫通りの交通安全対策について 

  松葉町3,4丁目の車庫通りは、通勤時に中央通りと広葉通りの抜け道として非居住

者の通行が多く、かつ走行速度も速くなっています。さらに道路標示が摩耗し走行区

分も見えません。 

  統計には表れない軽微な事故（被害のない接触、ヒヤリハット事例など）も見られ、

放置すると重大事故につながる危険性があります。まず、道路標示再塗装の早期実施

をお願いします。次に、(1)と同様に通過速度低減のための施策の検討/実施をお願い

します。 

 

(3)緑道の歩行者安全確保（冬季間スリップ事故対策）について 

  当地区の歩行者専用通路（緑道は）市車歩分離、住宅地域への車両侵入防止のため

に非常に役立っております。近年高齢化の進展により、その一部で歩行者の安全対策

が必要な箇所が生じています。例えば山手町6丁目2番地と8番地の間の緑道は、緩

い傾斜になっており、西日が適度に当たり、冬期間はアイスバーン状態が継続してい

ます。このため、冬期間のスリップによる転倒が起きています。転倒による骨折事故

は地域で生活する上で致命的になりかねません。当該箇所は緊急対策として、砂箱を

設置していただいております。 

  高齢化の進展により同様な状況は他の町内でもあると存じます。計画的な階段への

改修や手すりの設置などの検討・実施をお願いします。 

 

回答（市担当部長より説明） 

(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 

 市道緑陽町8番通線と北広島幹線緑道（通称：トリムコース）との交差部つきまし

ては、昨年トリムコース側に新たな看板を設置し交通安全対策を充実させたところで

あります。歩行者、自転車でトリムコースを利用する方におかれましては、交通規則、

マナーをしっかりと順守していただきたいと考えております。 

 また、市道緑陽町8番通線につきましては、地元の方が利用する生活道路であり状

況は十分に熟知されているものと考えておりますが、生活道路は歩車共存の道路であ

り、車はゆっくりと走行しなければなりません。当該路線の安全視距は十分にとれて

おり、交通規則、マナーをしっかり守って利用していただく事が大切であると考えて

おります。 

 次に、横断歩道の設置または移設についてでありますが、トリムコースとの交差部

には、警察の設置基準により横断歩道を設置することは困難であると伺っております。 

 したがいまして、この交差点におきましては、一時停止を励行し、注意しながら通

行していただくとともに、他の自転車歩行者専用道路と同様に注意看板等、交通安全

施設の充実を図ってまいりたいと考えております。【市民環境部】 
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(2)松葉町3,4丁目車庫通りの交通安全対策について 

 松葉町3,4丁目車庫通り（市道松葉町14番通線）の交通安全対策につきましては、

走行区分等の路面標示の工事を今年度実施することとなっております。 

 地元の生活道路であり利用される方々におかれましては、交通安全を第一に交通規

則の順守をお願いします。【市民環境部】 

 

(3)緑道の歩行者安全確保（冬期間スリップ事故対策）について 

 冬期間の緑道の路面状況につきましては、降雪や気温変動などにより日々変化して

おります。路面勾配により危険性がある状況につきましては、認識をしているところ

であり、危険個所の対応としまして、砂箱の設置や手すりの設置、階段の設置などに

ついて地域の要望を踏まえ検討してまいりたいと考えております。【建設部】 

 

テーマ２について懇談 

●参加者 

テーマ2（1）の付近のＴ字交差点について、そこから曲がってくる車のほとんどが

一時停止をしないで右左折しており、事故寸前だった状況が何回もあります。交通安

全上、Ｔ字交差点では一時停止しなければならないのですが、実際は一時停止標識も

ないので、停止せずに無理に曲がってきます。いずれここで大事故が起きる可能性が

あるので、可能であればこのＴ字交差点に一時停止標識を立ててほしいです。 

 

○高橋市民環境部長 

まずは現場を確認させていただき、警察に要望するべき事項でしたら、厚別警察署

への要望という形で対応させていただきたいと思います。 

 

●参加者 

 公安委員会が絡む案件は厚別警察署に要望しても進まないと思います。何年か前か

らずっと地域が困っているので、直接公安委員会に要望するべきだと思います。 

 

●金川会長 

 このトリムコースは、すぐ隣が介護施設だということを強調して警察と折衝してい

ただければと思います。旧学校前には横断歩道がありますが、これは小学校があった

ときに引いたもので、今はもう不要だと思います。この横断歩道をずらしてトリムコ

ース前に引いていただければ済む話だと思うのですが。 

 

○高橋市民環境部長 

先ほど回答したとおり、トリムコースとの交差部には、警察の設置基準により横断

歩道を設置することが難しいと警察の方から聞いております。 

そのような中、旧学校前の横断歩道は不要という話になりますと、最悪の場合、横
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断歩道移設という形にならず、トリムコース側に横断歩道はつかずに旧学校前の横断

歩道もなくなってしまうというような状況になってしまいますので、現在のところ、

旧学校前に横断歩道を残しているものとご理解していただきたいと思います。 

 

●参加者 

 横断歩道や横断歩道前のひし形のマークはそもそも勝手に道路に書くわけにはい

かないのでしょうか。 

 

○高橋市民環境部長 

 一時停止、信号機などの交通規制的な部分については、警察署の方で公安委員会と

設置する形になります。例えば、ひし形のマークや「速度落せ」というような路面標

示については規制という位置付けではないため、警察に了解いただけた部分について、 

道路管理者のほうで路面標示をできるというものです。 

 

●参加者 

 わかりました。横断歩道については、粘り強く要望していただければと思います。 

 

■懇談テーマ３➡ごみ収集について 

 

要旨（連町から説明） 

以前より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ています。 

  昨年の市政懇談会では支援策について検討していくと回答をいただきました。ごみ

焼却施設の利用開始も間近となり、それに伴う運搬費用の増加／負担金の発生、分別

方法の再検討が行われていることと存じます。併せて、各世帯からのごみ収集方法に

ついても再検討をお願いするものです。 

  第４住区の高齢化率は46.6%で、50%を超える町内も1７町内中9と過半を超えてい

ます。町内会で一番多い苦情や問題点は、ごみ問題で、ごみステーション方式を維持

するのが困難な自治会も出てきています。このような状況のなかで、ごみ収集方法に

ついて以下の検討を行い、合理的かつ生活環境の改善に寄与する方策の実施をお願い

します。 

 

  ・庭先収集の条件緩和と周知 

  ・戸別収集の利点の再検討 従来の利点に加えて、ごみ収集量 

   低減効果の再検討 

  ・戸別収集の費用対効果の十分な検討による採用の可否判断と 

   その情報公開 

  ・ごみステーションの維持管理が困難な自治会などに対する情報 

    提供および支援 
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回答（市担当部長より説明） 

まず、庭先収集につきましては、ごみステーション収集を実施している本市におい

て、ごみステーションへのごみ出しが困難な方に対して、一定の要件を定めて、収集

を行っているところであります。 

 要件としましては、要介護認定を受けている方もしくは身体障害者手帳の交付を受

けている方でご家族や周りの方から、ごみ出しに関して、日常的な協力を得られない

こととしておりますが、上記要件以外にも様々な理由により、ごみステーションまで

ごみ出しが困難な方がいるため、そのような方にはその状況を面談等によりお聞きし、

ごみ出しが困難な方には庭先収集を行っております。庭先収集の周知につきましては、

高齢者の方に対するサービスをまとめた「高齢者サービスガイド」、ごみ分別冊子の

「クリーンタウンきたひろしま」、市ホームページを中心に行っております。 

 次に、ごみの収集方法につきましては、市民のニーズ等を把握するために、定期的

に市民アンケートを実施しており、直近では平成21年、平成25年そして平成29年

に行ったアンケートにおいて、6割以上の方から「現状のごみステーション収集のま

までよい」との回答をいただいており、「費用をかけても玄関前からの収集がよい（戸

別収集）」との回答は 1 割にも満たない結果でした。この結果を受けてステーション

収集を継続しているところであります。 

 なお、戸別収集を実施するに際しては、一般に収集運搬経費が増加するうえに、収

集運搬を行う事業者の人員確保も課題となることが見込まれます。また、戸別収集に

切り替わることのみをもって必ずしもごみの減量効果があるというものではなく、他

市の事例を見ると、資源ごみ等の普通ごみへの混入といった分別ルール違反のごみを

収集車が持って行かない等の運用を併用する場合に初めて目に見える減量効果が現

れてくるものと言われています。こういった市民の皆様や収集運搬体制にとって容易

ではない課題がある中で、アンケート結果からは、現状で満足している市民や管理が

うまくいっている自治会等が多数であることが推測されます。そのため、直ちに戸別

収集方式を再検討するといった段階にはないものと判断しております。 

 最後に、高齢化の進展に伴うごみに関する支援策につきましては、現在環境省にお

いて「高齢化に対応したごみ出し支援」のガイドラインを来年3月の完成に向けて作

成しておりますので、国の動向を注視するとともに、課題や支援体制について検討し

てまいります。【市民環境部】 

 

テーマ３について懇談 

●参加者 

 これから広域で焼却炉ができると思いますが、今の状況だと距離が遠くなるからパ

ッカー車は発進できないと思います。そういうことも考えているのかお聞きします。 

 

○高橋市民環境部長 



22 

 現在、千歳、北広島、栗山、南幌、長沼、由仁の2市4町で焼却施設の設置準備を

進めております。令和5年度の秋には試運転という形で動くことになり、令和6年度

から事業が正式に始まる予定です。本市におきましては、今までは複数の区分で対応

しておりましたが、これからは区分の取り扱いが変わり、例えば千歳の焼却施設にご

みを持っていくという部分、クリーンセンターでのリサイクルとして処分する部分な

どもありますので、住民説明会など様々な機会を通して説明していきたいと思います。

その際はよろしくお願いいたします。 

 

●参加者 

 ボールパーク建設後に排出されるごみの量についても分析されているのですか。 

 

○高橋市民環境部長 

 ボールパークの構想につきましては、ごみの種類や量などについて、どのような処

理ができるかということを現在球団側と検討しているところです。 

 

●参加者 

 あと5年間は現状の分別方式ということですが、5年待つのであれば簡単でもいい

ので何か対応をお願いしたいです。具体的には、4 年ほど前にいただいたＡ3 判 1 枚

の分別表が一番わかりやすいので、それをもう1回配布していただけないかと思いま

す。紙が古くて傷んでいる方、なくした方、まだわかっていない方もいらっしゃると

思います。それほどお金のかかる問題でもないと思いますし、さらにわからないとこ

ろは冊子を索引してもらうようにすればもっとわかりやすいと思います。 

また、ごみの収集について、住民としては戸別収集が一番の理想ですが、まずはも

っとうまくいく方法を市の方にご協力いただきたいと思います。具体的には、ごみス

テーションの維持が難しい町内会があるという現状ですので、その辺の支援を考えて

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。 

 

○高橋市民環境部長 

 今言われましたごみの分別につきまして、分別していただくことは当市としても非

常に大切だと思っておりますので、できる範囲内で引き続き、対策方法を考えていき

たいと思ってございます。 

次に、ごみステーションについてですが、私どもとしても、町内会のほうで維持管

理をお願いしているところですので、困っていればまずはご相談いただき、他の町内

会の実例なども参考にしながら、解決に向けて一緒に考えていきたいと思いますので、

まずは環境課にご連絡をお願いいたします。 

 

●参加者 

 実際のところ、勘違いでつい違う曜日に投げているという実態があります。教えて
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も本人としては「ああ、今日は違うのか」という感じで、看板や案内などを全然見て

いないのです。要するに、行政が何をしても駄目です。我々が中心となって実施する

ことなので、近所の人がもし知らなかったら教えてあげるなど、町内会全体でお互い

啓蒙する必要があります。行政として新しいものを作るのはもちろんいいでしょうが、

まずはみんなが自覚をし、みんなで協力し合うほうが大事かと思います。 

 

○高橋市民環境部長  

町内会にもご協力いただきながら、皆さんに分別の仕方や曜日も含めて、できるだ

けご理解していただくことが大切だと思っておりますので、私ども担当部署としても

努力してまいりたいと思います。 

 

●参加者 

 生ごみの処理についてはうまくいっているのですか。 

 

○高橋市民環境部長 

 生ごみの処理につきましては、平成 23 年 4 月から下水処理センターでバイオガス

化処理して、緑農地還元ということで堆肥の処理をしています。収集運搬業者の方に

もご協力いただき、計画量には届いておりませんが少しずつ増えている状況です。 

 

●金川会長 

平成21年、25年、29年とこれまで3回アンケートをして、直近では約60％が「今

のステーション方式でいい」ということですが、4年置きにアンケートを行っている

ようですので、アンケート結果なども変わると思います。ぜひその結果を見て再検討

していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○高橋市民環境部長 

平成29年度の4年後であります令和3年度においてアンケートを実施させていた

だきたいと考えておりますので、その中で皆様方の意向を把握してまいりたいと思っ

ております。 

 

７．自由懇談 

●参加者 

 先日市内を回っている業者から「自宅の外に出ている4か所の桝について、生活排

水がどこかで溜まっている可能性があるため、清掃すべき」と言われました。このご

時勢、本当に業者かも疑っておりましたが、安く対応してくれるということでしたの

で、4か所の桝を開けてもらいました。その結果、風呂場の水が排水されている2箇

所の桝が詰まっており、そのまま業者に対応してもらいました。話を聞くと、「木の根

が侵入することや、種が桝の中で芽を出すことにより、30～40年で詰まってしまう」
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とのことでした。冬にこのような根詰まりがあれば困ると思ったので、この場で話し

ました。こういったケースがあるということを、市の方から自治会へのチラシ配布な

どにより周知したほうがいいと思います。 

 

○平川建設部長 

下水の管理上でいいますと、通常は詰まるということはあまり考えられないのです

が、先ほどのお話しにありましたように、宅地内にある庭木の根がすぐそばにあり、

コンクリートの継ぎ目などから入って詰まらせてしまうことが年に数件あります。新

しい汚水桝については塩ビ管の桝が入っているため、木の根が侵入せずに済み、詰ま

る確率が下がると思います。 

訪問業者の中には何も詰まっていないのに「市役所から来ました」というようなお

話しをして宅地内の汚水桝に石などを落として「詰まっています」などと不安を煽り、

30,000～50,000円を騙し取られることがあったようです。更には「床下に換気装置を

つける」などといい何十万も騙し取られた方も中にはいるようです。一応そういう話

があった場合には、まずは職員が現地確認しますので、市の下水道課にご相談してい

ただければと思います。 

 

●参加者 

 今月初めぐらいの天気が悪かった日ですが、窓ガラスが騒音で揺れて、割れるので

はないかと思うくらい響いていました。おそらく演習関係でしょうが、知らない人か

らすれば相当怖かったと思います。私も長年団地に住んでいますが、ここまで大きな

音がしたのは初めてでした。 

 

○米川防災危機管理担当部長 

音の原因ですが、恵庭と北広島の境にあります北海道大演習場での大規模な演習に

よるものと思われます。市民の皆様から苦情があり、市から関係機関に申し出をさせ

ていただき、午後からは中止という形でご配慮をいただいております。今回のような

際はご遠慮なく我々の方にご連絡をいただければと思います。 

 

●金川会長 

 輪厚工業団地に複数の会社が入られて、現在9割以上の充足率のようですが、特徴

のある会社が入られたかどうかお聞きしたいです。 

 

 

 

○砂金経済部長 

現在順調に進んでおりまして、来年はジンギスカンで有名な株式会社マツオが工場

建設を着手すると伺っております。その他にも、世界に注射針を輸出する医療関係の
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ユニシスという会社、ホクリョウという鶏卵の会社、中北薬品という薬品会社、自動

車の部品メーカー、流通関係ではドラックストア向けの配送センターなど、多様な起

業が進出していただいているところであります。企業進出につきましては私どもとし

てもまだまだ努力する必要があると思っております。誠意を持って今後も企業誘致に

努めてまいりたいと考えております。 

 

●金川会長 

 本日の会場でもあるこの集会所のトイレについて、男女別になっておらず困ってい

ます。何とかトイレだけでも男女別にうまく改修できないのかお聞きします。 

 

○高橋市民環境部長 

 現在、市内に 41 か所ある各住民集会所についてですが、劣化度調査が終わりまし

て、今後の集会所のあり方というのを個別施設計画という形で示したいと考えており

ます。この中で、施設の延命化を図りたいと考えている施設もあり、特にこの第4住

区集会所については利用状況も高いものと把握しております。今言われたところも併

せて、今後作っていく計画の中で具体的に示す形になろうかと思います。 

 

●参加者 

 地域活動をしており、市の方との連絡調整が多々あり、こちらからお電話しますと、

非常に気持ちよく対応していただいています。しかし、私も忙しい身なので留守にす

る機会が多々あり、帰宅して着信履歴を見ますと市役所の代表の番号がよく入ってい

ますが、留守電までは入れていただけないこともあります。お電話してくださってい

る職員の方は留守電まで待てないのかもしれませんが、もうちょっと待って留守電を

一言入れていただければこちらも安心しますので、ひとつよろしくお願いします。 

 

○中屋総務部長 

電話でご連絡をする際に、留守電設定のあるところは要件を残すように周知してお

ります。せっかくご意見いただきましたので、職員には改めて留守電時に要件を残す

ように指導していきたいと思いますので、ご理解願います。 

 

●参加者 

先ほど金川会長も申し上げておりました集会所の改修の件について、我々としても

改修に向けた準備として、床の汚れや傷みなど、できるところはやっていきたいと思

っています。診断が終了して計画を検討中ということかと思いますが、改修をいつか

ら始めるのか、いつ頃になれば決まりますか。おおよその日程を知りたいです。 

 

○高橋市民環境部長 

 集会所に限らず、市内には多くの公共施設があります。公共施設全体を対象とした
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総合管理計画の中の個別管理計画において、集会所の部分について現在市民課で検討

を行っております。どうしても市全体の公共施設の今後のあり方もありますので、全

体で調整するという形になります。したがって、私の方からこの時期に必ずというこ

とでお話しするのは難しいです。全体を調整していく中で皆さんには各施設の詳細に

ついてお示しするという流れになろうかと思いますので、もうしばらくお待ちいただ

ければと思います。 

 

●参加者 

 それでは市の総合管理計画というのはいつ決める予定ですか。 

 

○川村企画財政部長 

現在、公共施設の総合管理計画の考え方と市全体の施設の方針を示しておりまして、

基本的には更新年次が来たものについては、まずあり方を考えようということを基本

スタンスとしております。向こう 10 年間の中で更新時期を迎える建物を、今後どう

していくかということの方針を出す形になっています。しかし、今お話しいただいて

いる住民集会所等については、やはり地域との関わりが大きい施設です。総論の部分

と各論の部分でさまざま地域差があるのも現実です。そこに関しては市民環境部長の

話したように、確約的なことは言えないところです。もう少しお時間をいただいた上

で、お答えさせていただければと考えております。 

 

●参加者 

全然目途が立たないと、現在年間で約6,000名使っている施設のため、手を抜いて

いけば利用者が減り、赤字になってしまうことが懸念されます。手を入れるにしても

屋根も傷んでおりますし壁も古いです。修繕する箇所が市と町内会で二重になってし

まっても困ります。こちらの方も予算計画がありますので、施設を維持するため改修

していくということならまだいいですが、まだ改修しないで 10 年は継続して使って

もらうということであれば町内会で手を入れなければなりません。早急に決断するこ

とは無理だとしても、だいたいいつぐらいに決まるのか教えていただかないと町内会

としても対応できないので、ぜひその辺をご配慮いただきたいと思います。 

 

●参加者 

 私、高齢者サービスガイドという毎年発行されているもの楽しみにしておりまして、

その中で２点お願いがあります。1点目は、町内会・自治会の一覧をどこかに設けて

ほしいです。次に、用語の説明における介護部分について、要支援1から要介護5ま

での区分がありますけど、その辺のわかりやすい説明が必要だと思います。また、認

知症、後期高齢者、8050問題などの説明も書いたほうがいいと思いました。そのほう

がこのガイドがより充実するかと思います。 
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○三上保健福祉部長 

高齢者サービスガイドにつきましては、毎年更新をしながら発行させていただきま

す。更新の度、わかりやすい紙面づくりに向けて工夫しているつもりですが、まだ足

りないところもあるというご指摘だと受けとめさせていただき、来年の発行に際して

は、只今いただいたご意見も含めて検討するよう申し送りたいと思います。 

 

 

８．閉会 ～巻末にあいさつ文掲載～ 
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令和元年度 市 政 懇 談 会 

大曲地区連合町内会 

令和元年10月28日（月）18：00～ 

大曲会館 

出席者37名（連合会23名、市側14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 懇談テーマ・懇談（各テーマごとに懇談） 

（１）車両の通過が多い道道栗山北広島線の既存信号の改良について 

（２）公共施設による高齢者の憩いの場所について 

（３）大曲会館の冷房機の設置について 

７ 自由懇談 

８ 閉会 
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１．開会 ～省略～ 

 

２．市出席者紹介（司会より紹介。以下、市出席者。） 

 上野市長、吉田教育長、川村企画財政部長、中屋総務部長、高橋市民環境部長、 

三上保健福祉部長、平川建設部長、米川防災危機管理担当部長、福田秘書課長、 

高橋大曲出張所長、志村市民課長、貝森主査、成田主任、高山主事 

 

３．自治連合会長あいさつ  

●森会長 

本日は上野市長をはじめ、市の幹部の皆様方にご出席いただきましてありがとうご

ざいます。また、地域の町内会長方、役員の方々も含めまして、市政懇談会にご出席

いただきましてありがとうございます。 

大曲地区は最近、若い方が徐々に増えており、将来的にも北広島市の中心的な地域

として発展していくのではないかと思っております。しかし、急速に発展した関係も

あり、大曲地区に対する行政の対応が遅れているという面もあるのではないかと思っ

ております。そういう面からも今日の市政懇談会は大変いい機会だと思いますので、

皆さん方からもいろいろな意見や要望を出していただければと思っております。連合

町内会の方からも3点ほど意見を出しております。本日の時間内での懇談会が有意義

な時間であればいいと思っておりますので、本日はよろしくお願いします。 

 

４．自治連合会役員紹介 ～省略～ 

 

５．市長あいさつ ～巻頭にあいさつ文掲載～ 

 

６．懇談テーマ・懇談（要旨及び回答は当日配布資料から抜粋） 

 

■懇談テーマ１➡車両の通過が多い道道栗山北広島線の既存信号の改良について 

 

要旨（連町から説明） 

末広4丁目（大曲東小学校の出口）手押し信号機をコスモＧＳ付近の信号機と連動

するように変更して欲しい。 

 公園の方から出て右折する場合、時間がかかりなかなか右折できない為。 

 

回答（市担当部長より説明） 

末広4丁目（道道栗山北広島線）の信号機につきましては、当該路線の状況及び手

押し信号機を改良することが可能であるかどうか厚別警察署に対してお伝えしてま

いります。 

 なお、この箇所については、大曲末広4丁目の皆さんから、大曲公園側から北広島
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市街方向に向かうための抜け道として通行する車両も多いことから不安があるとの

お声もいただいており、そのようなことも含めて慎重に対応したいと考えております。

【市民環境部】 

 

テーマ１について懇談 

●参加者 

大曲公園側から市街側に向かう車ではなく、市街側の手押し信号から公園側に回っ

て末広 4 丁目の住宅の中を通ってのぞみの公園側を抜けていくような抜け道として

利用している運転手が多いです。市街側から 36 号線に向かう車からすれば、この大

曲会館の前を通る道路が抜け道になっています。ですから、大曲公園から出て行く車

の流れだけではなく、大曲公園沿いの坂道を通って大曲会館前まで抜けていく車の流

れも併せて考えていただきたいと思います。 

 

○高橋市民環境部長 

今伺った意見も含めまして、全体的な交通規制の要望ということになるかと思いま

すので、対策も含め今後検討していきたいと考えております。 

 

■懇談テーマ２➡公共施設による高齢者の憩いの場所について 

 

要旨（連町から説明） 

大曲地域には公共施設を利用した高齢者の憩いの場所がありません。 

 高齢化が進む現状を思った場合、高齢者が気楽に寄って休める場所がない、公共施

設でなければ気楽に寄れない、出張所等に行った時などちょっと寄る場所がほしい。 

 

回答（市担当部長より説明） 

市内では定期的に地域福祉ボランティア団体等による介護予防の活動やサロン、お

茶会など気軽に立ち寄れる場の提供が行われており、大曲地域では大曲会館や南ヶ丘

会館、北鈴会館などで行われております。 

 また、市では今年度から地域住民が気楽に集まり、お茶を飲みながらおしゃべりし

たり、体操をしたり、ご飯を食べたりする高齢者の「通いの場」を提供する団体に助

成金を交付する制度を創設しており、公共施設に限らず、高齢者の様々な活動の場づ

くりを推進してまいります。 

 なお、出張所等に専用の場所を設けることは困難でありますが、南ヶ丘及び緑ヶ丘

では一般の住宅を改修し、地域の方が気軽に立ち寄ることができる場として開放して

おります。【保健福祉部】 
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テーマ２について懇談 

●森会長 

町内会館については、会議などの場所になっており、気軽に立ち寄る施設だとは思

われていません。他の地域を見ると公共施設の憩いの場所が各地域にあるように見え

るのですが、大曲にはそういった憩いの場所がないように思えます。緑ヶ丘では一般

宅を改修して憩いの場として開放していますが、やはり決まりきった人しか行ってお

らず、気軽にいけるようにはなっていませんし、南ヶ丘も同じようなものだと思って

います。徐々に高齢化が進んでおり、単身高齢者も増えてくると思います。夫婦だと

あまりそういった施設には寄らないかもしれませんが、単身者にはそういった施設は

必要だと思います。連合町内会の要望書としても、出張所を拡張して憩いの場を作っ

てほしいとお願いしています。ぜひ、ご検討いただければと思っております。 

 

○三上保健福祉部長 

南ヶ丘、緑ヶ丘での憩いの場について、決まりきった方しかこないというようなお

話しでしたが、主催している方々からは「ぜひ、いろいろな方に来てほしい」という

ことで聞いておりますので、一度お試しという形でも立ち寄ってみてはいかがかと思

うところです。 

 

●森会長 

行った方側からの意見としては、気軽に立ち寄れるような感じではないということ

でした。おそらく市の施設だからこそ気軽に行きやすいという考えだと思います。で

きれば早く、そういう形で対応していただけたら大変助かります。 

 

○上野市長 

以前から、憩いの場所的な施設を作ってほしい、コミュニティ施設を作ってほしい

など、いろいろな要望をいただいております。現在、市内で集会所も含め、約200の

公共施設がありまして、40年以上経っているものが約40ヶ所あり、そのうちリニュ

ーアルが終わったものが3分の2という状況です。そのような中、公共施設を今後ど

のようにしていくか、例えば、2つの施設を1つの施設にできないかなどを検討して

いるところです。出張所が狭いことについても皆様にご不便をおかけしておりますが、

全体的な見直しを進めている状況ですので、もう少し私どもにお時間をいただきたい

と思います。 

 

■懇談テーマ３➡大曲会館の冷房機の設置について 

 

要旨（連町から説明） 

大曲会館に冷房機を設置して頂きたい。 

 2年前の改修時に網戸を付けて頂き少しは良くなりましたが、暗くなりますと網戸
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を通して黒い小さな虫が机上、床等が黒くなるぐらい入り込んできます。この夏気温

30度前後に2度程会館を使用しましたが、熱中症になるのではないかと思いました。

高齢者の使用頻度が多い中問題だと思います。 

 

回答（市担当部長より説明） 

冷房機の設置につきましては、大曲会館のみならず、他の公共施設の利用者からご意

見等いただいておりますことから、公共施設等総合管理計画に基づき、各施設の延命

化や複合化などにおいて検討してまいりたいと考えております。 

 なお、網戸につきましては、今年の 3 月にも増設しているところです。【市民環境

部】 

 

テーマ３について懇談 

●森会長 

本日の部屋もですが、夏の暑い時期に戸を開けると虫がたくさん入ってきます。網

戸があっても小さい虫は入ってきます。また、網戸があると風通しも悪いです。全国

的にも熱中症などにより高齢者が倒れているなか、公共施設にも関わらずこの問題を

放置して、高齢者がもし倒れてしまったらどう責任をとるのかと思います。暑い日の

中には会議時に下着に近い薄着での参加者もいました。あまり長い時間我慢している

と、本当に熱中症になるかもしれないと懸念しています。早く冷房設備を部屋にひと

つでも置いていただければ非常に助かりますので、検討をよろしくお願いします。 

 

〇上野市長 

今まではこのようなことは少なかったと思いますが、地球温暖化の影響なのか、こ

こ数年前からこのような状況になったのではないかと感じております。保育所や学童

クラブ、学校は、文科省の冷房施設に対する補助がありますので、簡易的に冷風機な

どを設置して対応している状況であります。これからはきっとクーラーが常設の時代

にはなるのではないかと思っております。 

 

●森会長 

 小さい冷風機でもいいので、学習振興会に置いていただければと思います。事務作

業をしているのに暑くてかわいそうです。よろしくお願いします。 

 

〇上野市長 

 今までは扇風機で対応していたのですが、それだけでは難しくなってくると思うの

で、持ち帰って検討します。 

 

７．自由懇談 

●参加者 



33 

懇談テーマ1番で道道栗山北広島線の話が出ていましたが、その他にも生鮮市場前、

大曲ファミリークリニック前の信号についても全部手押し信号になっており、交通量

が多いためなかなか道道に出られません。三井アウトレットパーク、インターヴィレ

ッジができる前までは交通量は多くなかったのですが、現在は非常に交通量が多いで

す。例えば感知式信号機にするなど、対応を考えていただけないかと思います。 

次に、冬場の除雪についてですが、今話した生鮮市場前、大曲ファミリークリニッ

ク前と道道の交差部について、除雪の仕方が悪くて角に雪が高く積もっており、左右

の安全確認が全くできない状況です。左右の確認をするために車を進行させると、車

体の頭が出てしまい、事故につながります。その辺を市としてどのように考えていら

っしゃるのか、ご説明いただきたいと思います。 

最後に、東1号線及び東2号線について、横からのわき道が一時停止後にメインの

道に入るような形になっているのですが、一時停止線が引いてないため、マナーの悪

い運転者は一時停止をしておらず、非常に危険です。この間も事故がありました。せ

めて一時停止線を引いて、一時停止をさせるよう対応をお願いしたいです。 

 

○高橋市民環境部長 

まず1点目の信号機についてお答えさせていただきます。 

信号機の部分につきましては、過去にも感知式にならないかという要望をいただい

ており、厚別警察署に要望させていただいております。今回もあらためて要望があっ

たと警察署にお伝えさせていただきます。なお、私どもの一存で対応できるものでは

ありませんので、お約束は難しいということをご理解いただければと思います。 

 

●参加者 

以前も厚別警察署の管轄だからしばらくお待ちいただきたいという回答でした。そ

れからずっと待ったままで返事も来ないので、今回も言わせてもらいました。対応が

遅いのではないでしょうか。 

 

○高橋市民環境部長 

3点目の一時停止線についても合わせてお話ししますが、信号機、一時停止線をは

じめ、交通規制のかかる部分については市ではなく警察の管轄となっております。当

市においても非常に多くの要望を各地区でいただいており、それらを厚別警察署に要

望させていただいて、全道各地の状況も踏まえて公安委員会が決定するものですので、

市だけで対応できるものではないことから、実現には至っていないという現状です。

引き続き要望を続けていきますし、今回あらためて地域からお話しがあったことも伝

えたいと思っております。 

 

○上野市長 

担当部長の話したとおり、交通規制関係は北海道警察に届く要望の中から、現場を
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確認して必要なところに設置するという形になっております。全道的にも予算がとて

も少ないことなどから、要望にはほとんど答えられてないという状況かと思います。

先ほど言われた交差点のうち、地域として特に優先して対応してほしい場所などをご

説明いただければ、警察への伝え方も変わってきますので、地域の皆さんの意向をお

聞きできればと思います。 

 

●参加者 

一概にどの箇所が最優先とは言えないのですが、交通量が特に多いのは生鮮市場の

交差点かと思います。私どもとしても、町内会の会合で住民の方々から意見が上がっ

ているので、この市政懇談会の場で意見を伝えて、市からお返事をいただいて住民の

方々に説明しなければならないという状況にあります。何度も意見しても返事が返っ

てこないとなれば、住民からは本当に伝えてくれているのかと言われてしまいます。

警察に要望されている件数がとても多くて対応が間に合わないということで持ち帰

ってもいいのですが、住んでいる方の高齢化も進んでおり、同時に他市町村から転入

してきた子どもたちも多くなっていますので、悲惨な事故が起こる前に危ない点をあ

げて、市の方に判断していただきたいと思います。 

 

○志村市民課長 

今の部分も含めまして、持ち帰らせていただきます。現状については私どももおお

よそ察しはついておりますので、また皆さんからもご教示いただきながら対応してい

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○平川建設部長 

2点目の除雪についてですが、申し訳ありませんが事故は市では現在のところ認識

しておりませんが、道道栗山北広島線と市道の交差点にかかわる角の置き雪が問題に

なっているというお話しかと思います。正直なところ、道道と市道の交差部ですので、

除雪を管轄しているのが北海道と北広島市の2者のため、うまく連携されていないこ

とが原因かと思います。状況を見ながら、どちらかが率先して対応する形にしていか

なければならないと思いますので、お話しいただいた箇所につきましては北海道とし

っかり調整しながら対応させていただければと思います。 

 

●参加者 

除雪業者に話したところ、「私どもに言われても対応できないので、市に言ってく

ださい」ということでしたので、発言させていただきました。 

 

○平川建設部長 

その状況についてしっかりと現場把握しながら、市の対応すべき部分であれば、業

者の方に指導させていただきたいと思います。 
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●参加者 

ちょうど去年に懇談会でお話ししました駐車場造成工事の粉塵災害の件でござい

ますけども、昨年の10月25日から1回目の調停が始まり、今年の10月24日の8回

目の調定をもちまして、無事に調停調書の作成という形で解決させていただきました。

業者の方への説明会、話し合いに応じるように促すなど、市に大変ご支援いただきま

してこのような結果になりました。本当にありがとうございました。一番の問題であ

った粉塵の弁済についても、解決金ということで処理がなされました。無事といって

は変ですが、一応去年までの部分につきましては円満に合意できましたことをご報告

させていただきます。詳細につきましては、ご支援いただいた関係先へご挨拶兼ねて

説明にまいりたいと思いますので、その際はお時間をいただければ幸いです。 

また、学校裏の林箇所の造成工事をするときには、その土地の地権者の合意が必要

という話を聞きましたが、市の方では業者が合意をいただいているかどうかを知って

いるかお聞きします。造成工事に際して、既に協定が結ばれているという話もありま

すが、町内で林を残したいという要望があったのでお聞きします。 

 

○川村企画財政部長 

学校裏の林の部分は残してほしいという地域の要望ということですが、協定につい

ては本日、資料を持ち合わせていないものですから、担当部署に確認して対応を考え

たいと思います。申し訳ありませんが持ち帰らせてください。 

 

※確認状況： 

林部分については、札幌の会社が所有しており、大曲光エリアの開発時には、大曲

東小学校の自然散策の場所として開放されていた。 

 しかしながら、スズメバチか発生したのち、その使用は中止され、現在は手付かず

の状態となっている。 

 市と札幌の会社との契約等は無く、好意で使用できていたものである。 

 現在のところ、所有者から土地の活用についての相談等は無く、引き続き現状のま

まで推移するものと想定している。 

 

●参加者 

最近、町内会に外国人がかなり多く目立つようになっています。私の町内会で先日

ごみステーションを作ったのですが、一軒の家に外国人が 10 人くらいおり、ごみの

量がかなり多く、大変苦慮しております。住宅の管理会社が把握しているのか、雇用

者の場合は雇用先が把握しているのか、誰も把握していないのかはわかりませんが、

少なくとも町内会では全然認識しておりません。市としては外国人が現在、大曲にど

のくらいいるのか把握していますか。 
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○上野市長 

ここ10年ぐらい前までは100人くらいだったのですが、現在は約300人おります。

大曲工業団地などで働いている方もおり、おそらく町内会にある一般宅は企業側で借

りて、従業員が入居しているものと思われます。一応、企業の方で指導をするという

ことになっているのですが、市としても企業への指導、ごみ対策などについて対応で

きるよう検討していきたいと思います。 

 

 

８．閉会 ～巻末にあいさつ文掲載～ 
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令和元年度 市 政 懇 談 会 

北広島団地第３住区自治連合会 

令和元年10月31日（木）18：00～ 

北広島団地住民センター 

出席者47名（連合会33名、市側14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 懇談テーマ・懇談（各テーマごとに懇談） 

（１）生活道路の排雪費の負担軽減について 

（２）生活環境整備について 

（３）ボールパーク構想の実現に伴う交通安全対策について 

７ 自由懇談 

８ 閉会 
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１．開会 ～省略～生計者 

 

２．市出席者紹介（司会より紹介。以下、市出席者。） 

 上野市長、道塚副市長、吉田教育長、川村企画財政部長、中屋総務部長、 

高橋市民環境部長、三上保健福祉部長、平川建設部長、米川防災危機管理担当部長、 

福田秘書課長、志村市民課長、貝森主査、成田主任、高山主事 

 

３．自治連合会長あいさつ  

●佃会長 

本日は第3住区の市政懇談会を開催いただき、厚く御礼申し上げます。今回の市政

懇談会の開催にあたりまして、第3住区自治連合会では各自治会から要望事項の取り

まとめを行い、協議検討を重ね、懇談テーマを提出させていただきました。 

今月10月1日からは、消費税が10％に改定されました。こういった制度の改正に

伴い、各自治会にも除雪費の対応など、様々な負担が増加してまいります。一方、第

3住区内の市民の生活状況につきましては、高齢者が増え、現役世代は減少し、年金

生活者が増加してきております。高齢者の収入状況につきましては、ご存知のことと

思いますが、年金制度の維持のため、マクロ経済スライドの実施などから年金の給付

水準が少しずつ下がることになってきており、年金が実質目減りすることになってま

いりました。今後は、高齢者世帯における収入の増加を見込むことはできません。こ

のような背景から、市政懇談会における要望事項につきましては、自治会の運営に関

する費用負担に関して、市の配慮を検討していただきたい旨の要望が主なものであり

ます。また、市民サービスにつきましては、環境整備に関わるものとして街路樹の整

備やごみ収集に関する庭先収集の実施策の検討などを要望しているところでござい

ます。市民の切なる要望でございますので、実現できる方向で意見交換をさせていた

だきたいと思います。市のプロジェクト、ボールパークに関する検討事項につきまし

ては、お知らせをいただきたい事項などがございますので、よろしくお願いします。 

 

４．自治連合会役員紹介 ～省略～ 

 

５．市長あいさつ ～巻頭にあいさつ文掲載～ 

 

６．懇談テーマ・懇談（要旨及び回答は当日配布資料から抜粋） 

 

■懇談テーマ１➡生活道路の排雪費の負担軽減について 

 

要旨（連町から説明） 

排雪支援事業における補助基準につきましては、平成 31 年 2 月に実施した排雪事

業で今年度は26万円を基準額として負担額が算定されています。 
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 昨年度の市政懇談会での協議結果では、令和 2 年度まで 26 万円の基準額で行うと

のことですが、令和3年度からは、基準額を30万円に引き上げるとのことです。 

 しかしながら、この 10 月から消費税の改定があり、自治会負担額は増額になりま

す。また、自治会住民の高齢化が進行し、年金生活者の比率が上昇していることや、

空き家、自治会脱会者も増えてきており、自治会会費や排雪費の値上げなど難しい状

況になってきております。 

 魅力ある街づくりの観点からも排雪事業の費用負担について、令和3年度からの排

雪基準額の改定を中止し、緩和措置を継続していただくようお願いしたいと考えてい

ます。 

(1) 緩和措置の継続と新たな緩和策についての検討 

(2) 各自治会において差はあるものの現在の会費収入、臨時徴収では、排雪事業その

ものの実施が困難になりつつあります。 

 排雪事業を断念せざるを得ない自治会が出てきた場合、生活道路の機能が低下する

と思われるが、市としてどのように考え、どのように対処しようとしているのか、伺

いたい。 

 

回答（市担当部長より説明） 

(1) 市道排雪支援事業は、市民の皆さんから要望の多い生活道路の排雪について、自

治会や町内会と除雪業者ならびに市が協力し、実施しているものであります。平成２

７年度に補助基準額の改定を行い、特例措置として令和２年度まで緩和措置を実施し、

令和３年度からは市の補助金等交付規則に基づく本来の２分の１の負担に戻すもの

でありますので、ご理解をいただきたいと思います。【建設部】 

 

(2) 現在、排雪事業を実施していない自治会(延長比率で41％)もあり、生活道路の機

能確保のため、拡幅除雪などの対応をしており、排雪事業を断念された場合には、同

じような対応になると考えます。 

  また、市では、雪対策の一つとして、自治会等を対象に小型除雪機の貸し出しを行

っておりますので、ご活用いただきたいと思います。【建設部】 

 

テーマ１について懇談 

●参加者 

排雪をした際の市の負担と、排雪をしない道路拡幅のみの際の市の負担で、比較で

きるものがあればご教示いただきたいです。 

 

○平川建設部長 

町内会排雪をされていない町内会につきましては、拡幅除雪については市の負担で

行っておりますので、町内会での特別な負担というのは発生しておりません。 
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●参加者 

町内会ではなく、拡幅除雪と排雪除雪の市の費用の比較が知りたいのですが。 

 

○平川建設部長 

一度積算を確認しないとお答えできないので、持ち帰らせていただき、後日ご回答

させていただきたいと思います。 

 

※対応状況等：質問者宅へ伺い費用を説明。 

 

 

 

●参加者 

排雪補助金の交付要綱では、市道の排雪事業を実施する町内会に対して補助金を交

付するということになっていますが、そもそも雪も含め、市道上の障害物を除去する

のは道路管理者の仕事ではないかと思います。私個人的には、市が大変だから我々町

内会が手を差し伸べているという実態だと思っています。したがって、私どもが市に

対して補助金を出しているという観点で考えることはできないでしょうか。100 対 0

とは言いませんが、補助金を出しているのは我々町内会であって市ではないという観

点から、もう一度負担割合を考えていただきたいと思います。 

また、道路拡幅についてですが、宅地が道路より高い地区は、拡幅のたびに歩道上

に高く雪が積み上がっていきます。その後、町内会の除雪担当が歩道を確保するため

の除雪をしたくても、道路と歩道を隔てる雪山が高すぎて、腕の力では雪を積み上げ

ることができなくなります。このことから、排雪事業は非常に重要ですので、その辺

を考慮したうえで方策を練っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

●参加者 

私も、本来は排雪も道路管理者の責任ではないかと思っております。道路を大幅に

拡幅するという年一度の拡幅事業をやめ、その浮いたお金を細やかな除雪事業に充て

て回数を多くするとともに、たまに排雪をするほうがいいのではないかと思います。

そうすれば、住民、自治体側の除雪の負担が少なく済むのではないかと思います。 

 

○平川建設部長 

回数を多くしてほしいということですが、現在は 10ｃｍの新雪があれば除雪を出

動させており、仮に回数を多くすれば、基本的な除雪の仕方はかき分け除雪のため、

道路で圧雪されることなくかき分けられてしまうので、その分雪山は高くなると思わ

れます。また、合わせて排雪するとなれば、1ｋｍあたり60万円の負担となり、市内

全体の生活道路内を全て排雪するということになりますと、1回だけで1億3千万円

ほどかかります。現在の除雪方法でも6億円を超える予算の中で実施をしているもの
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ですから、これ以上の対応は難しいところです。市としては引き続き努力しながら対

応してまいりたいと考えております。 

 

●参加者 

私が話した内容について、違う受け取り方をされているようですが、10ｃｍになっ

たら出動するということは重々承知したうえで発言しております。雪がたいして降ら

ないときに何回も出動してほしいという話ではありません。年に1回道路を綺麗にす

るよりも、日常生活の中で車が走りやすい、人が歩きやすい道路の方が市民としては

幸せです。そうすることによって、自治会にもプラスになるし、市からも余分な持ち

出しにならないと思います。検討していただければと思います。 

 

○平川建設部長 

実際に町内会排雪をしていないところについては、ある程度既にそのように実施し

ております。町内会が除雪をしていただけていないなら当然、除雪回数を上げて対応

するということになりますが、拡幅にも限界がありますので、思ったようには道路は

広くなりません。今後どういう対応ができるのかも含めて検討させていただきます。 

 

■懇談テーマ２➡生活環境整備について 

 

要旨（連町から説明） 

(1) 第3住区内の緑陽通の街路樹にニセアカシアが点在しております。現在、楓、ナ

ナカマドに変更されてきているようですが、白樺プールに隣接する歩道にニセアカシ

アが数本あり、風で枝が折れるなど、子供たちの通行（自転車通行）に支障がありま

す。危険防止の観点からも早期に改善していただきたい。 

 

(2) 街路樹（ニセアカシア伐採）について、昨年度からの更新の状況など、どのよう

に進めてきたのか、説明願いたい。 

 

(3) 街路樹の更新スケジュールと整備方針など、どのように進めているのか、現在の

状況を具体的に知らせてほしい。 

 

(4) 家庭ごみの収集ですが、現在の対象者は身体障害者手帳の交付を受けている者、

要介護認定を受けている者、となっているが、高齢化に伴い、腰痛、膝痛などで歩行

が困難な方まで範囲を広げ、庭先収集を行うことはできないでしょうか。また、昨年

の市政懇談会の報告で「庭先収集制度の充実についても今後高齢化に伴う対応につい

て、検討が必要になってくる」とありましたが、昨年度からどのような検討を進めた

のか説明願いたい。 
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回答（市担当部長より説明） 

(1) 街路樹の管理につきまして、枯損木や倒木の危険性があるものについて伐採を行

っております。これ以外については、剪定での対応を基本としております。白樺プー

ルに隣接する歩道内にあるニセアカシアにつきましては、現地を確認し通行に支障の

ないよう早期に剪定してまいりたいと考えております。風による折損等についてはパ

トロールや通報により対応しているところであり、これからも危険防止に努めてまい

ります。 

(2) 街路樹につきましては、枯損木や倒木により伐採した植樹桝が空き桝の状態であ

ることから、街路樹の補植を早期に整備してまいりたいと考えております。昨年度は、

緑陽通の泉町４丁目から里見町７丁目にかけての空き桝１４箇所へ補植したところ

であります。 

(3) 街路樹の空き桝への補植につきましては、今年度も昨年に引き続き緑陽通への補

植を行なってまいります。今後の街路樹補植事業につきましては、市内の植樹桝の中

で空き桝が多く残っております緑陽通と稲穂通に補植してまいりたいと考えており

ます。【(1)(2)(3)建設部】 

(4) 庭先収集につきましては、ごみステーション収集を実施している本市において、

ごみステーションへのごみ出しが困難な方に対して、一定の要件を定めて、収集を行

っているところであります。 

 要件としましては、要介護認定を受けている方もしくは身体障害者手帳の交付を受

けている方でご家族や周りの方から、ごみ出しに関して、日常的な協力を得られない

こととしております。 

 しかしながら、上記要件以外にも様々な理由により、ごみステーションまでごみ出

しが困難な方がいるため、そのような方にはその状況を面談等によりお聞きし、ごみ

出しが困難な方には庭先収集を行っております。 

 また、高齢化の進展に伴うごみに関する支援策につきましては、現在環境省におい

て「高齢化に対応したごみ出し支援」のガイドラインを来年3月の完成に向けて作成

しておりますので、国の動向を注視するとともに、課題や支援体制について検討して

まいります。【市民環境部】 

 

テーマ２について懇談 

●参加者 

街路樹の下の花壇についてですが、当初は花の種類は色が統一されていたと思いま

す。しかし現在は色々なお花が植えられており、色もバラバラです。やはり美観的に

はせめて色だけでも統一された方がいいのではないかと思います。この変更は市の方

針でしょうか。それとも各自治会の方針でしょうか。 

 

○平川建設部長 

緑化推進委員会の花いっぱい運動という事業で実施しており、各町内会からいただ
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いている緑化基金などを使って花苗を購入し、春頃に各町内会のご希望に合わせて花

苗をお配りするという事業になっております。今後についても皆さんの意見を聞きな

がら、花の種類や方法も含めて検討してまいりたいと思います。 

 

●参加者 

緑葉中学校から白樺プールまでの間の街路桝について、今年も確認したところ、約

300個のうち約100個の桝が空いておりました。昨年度、早期整備について要望書を

出したときに、空いている桝は約 70 個ということだったと思いますが、今年は更に

空いている桝が増えている状況です。土木現業所の前回の資料では、平成3年から平

成14年にナナカマドという種類の木を85本植樹しているようですが、今回確認した

ところ65本くらいになっていました。また、平成18年度から平成28年度に楓とい

う種類の木を154本植樹されており、今回確認したところ約50本が枯れていました。

本数は減っており、随分と木が傷んでいると感じました。毎年植樹しているとしても、

どんどん傷んでいる古い木が増えていくと思います。私が苗を植えるときは良質な苗

を選んで植えますが、市はあえて傷んだ苗木を植えているのではないかという感じさ

えします。可能であれば、植樹をされた後の点検、管理をお願いしたいです。 

また、提案になるのですが、3年もしくは5年計画で既存の街路樹の植え替えとい

うことも考慮していただきたいです。その際には街路桝2か所に対して1本植樹して

いくといいかと思います。そうすれば美観的には等間隔で美しく見えますし、街路樹

の本数も減るので維持費の削減にもつながるかと思います。 

 

○平川建設部長 

我々も7月に調査を実施しており、市内全域でいいますと803か所の植樹桝が空い

ているという状況です。北広島団地内も412か所が空いており、そのうち104か所の

桝については、昨年の台風被害によるものです。やはり枯れたり倒れたりする部分は

ある程度は認識しており、狭い植樹桝については年間 10 数本ですが、移植するとき

に植樹桝自体を拡張するということもやっております。今お話しのありましたように

2か所で１本という考え方も含めて、検討させていただきたいと思います。 

 

●参加者 

今の内容につきましては、既に市とお話しをしており、厳しい状況ということは認

識しております。植樹桝を今の2倍に広げていかなければ新しい木を植えてももたな

いだろうということで現在桝の拡張をしているのかと思いますが、年間 10 数本分し

か桝の拡張ができないのであれば、同じようなことを毎年繰り返しても、何の解決に

もならないと思います。市からは、根本的にどうにかするには空き桝への植樹だけで

はなく、花植えにある程度シフトするのも1つの方法であり、その辺を連合会や自治

会も考えた方がいいのではというアドバイスも頂戴したことがあります。例えば空き

桝を今の2倍ぐらいに広げると十万以上がかかります。市内全域となれば大変な金額
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になってしまい、市の限られた予算では対応できません。2か所に1本という話もあ

りましたが、予算も含めてどういう手段が効率的ということについては、連合会、自

治会と相談されたほうがいいと思います。毎年、緑葉通を綺麗にしていこうと頑張り、

その結果、今年の緑葉通は花がとても綺麗に感じました。しかし、自治会によっては

出来栄えが違います。緑陽通は各自治会専用の道路ではなく、第3住区の住民の共有

部分という気持ちで綺麗にしていけるように皆で頑張ればいいと思います。 

 

■懇談テーマ３➡ボールパーク構想の実現に伴う交通安全対策について 

 

要旨（連町から説明） 

日本ハムの球場整備については令和 5 年度開幕に向け整備を進められているよう

です。 

 新駅の整備については今後の対応と報道されていますが、交通状況（使用道路、通

過交通量）については、詳しく報道されていません。 

 まず、ボールパークができた時の団地内主要道路の通過交通量や渋滞予想などの情

報を公開してほしい。 

 

(1) 団地内主要道路（北進通・中央通・緑陽通）の通過交通量、渋滞予想のシミュレ

ーション等を知らせてほしい。 

(2) ボールパークにおけるスマートインターチェンジの利用推計について教えてほ

しい。 

(3) 団地内の道路を経由する車両が増加した場合の対策・交通安全対策など現在検討

している内容があれば教えていただきたい。 

・信号の設置（幹線道路の矢印信号機への導入変更など）、歩道安全施設の設置など

検討している内容 

 

回答（市担当部長より説明） 

(1) ボールパーク来場者の団地内主要道路の通過交通量は北進通約450台/日、現在

の交通量の5％増程度です。中央通及び緑陽通の利用は想定しておりません。現在の

北進通の交通量には余裕があることから、ボールパーク来場者による渋滞発生の可能

性は低いものと考えております。 

 なお、国道274号と立体交差となるアクセス道路は、新球場開業時は未完成となり

ますが、その場合は、北進通約 2,450 台/日、45％増となり、こちらも交通量の余裕

の範囲内であることから、渋滞発生の可能性は低いものと考えております。 

(2) 国道 274 号と立体交差となるアクセス道路が未完成の時の輪厚スマートインタ

ーチェンジの利用台数は 2,000 台/日程度を想定しております。アクセス道路が全て

完成した時の輪厚スマートインターチェンジの利用者は白老町や安平町からの利用

者で40台/日程度を想定しております。 
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(3) ボールパーク来場者による団地内の道路への影響は小さいものと考えておりま

すが、看板設置による迂回ルート案内などを検討しているところであります。 

【ボールパーク推進室】 

 

テーマ３について懇談 

●参加者 

スマートインターチェンジに関連してお聞きします。現在のスマートインターチェ

ンジから降りて団地に向かってくると団地の入り口のところが急カーブになってお

り、カーブミラーはついているのですが、それでもかなり危険です。交通量が増える

と危険度も増してくると思いますので、その辺の対応についてお願いします。 

 

●参加者 

北進通には信号が 4 つほどあり、今でも信号の度に赤信号で止められるのですが、

それぞれが近くに信号がない場合の時間計算ではないかと思うくらいです。何であそ

この信号で 3 回も 4 回も止められるのか疑問です。今でさえスムーズに走れないな

か、これから交通量が増えるので、少し心配です。 

 

○川村企画財政部長 

信号機の状況も含めまして、一度持ち帰らせていただきます。 

 

※対応等： 

現状は独立して制御されているため、ボールパーク開業に向けて渋滞対策含め、制

御方法について検討を進める。 

 

 

 

●参加者 

看板設置による迂回ルート案内について検討するということですが、どちらに迂回

させようとしているのか、また、道路は現状のままで看板だけで迂回させようとして

いるのか、その辺をお聞きしたいです。 

 

○川村企画財政部長 

基本的には皆さんの生活道路に入らないような形をつくるということがまず 1 つ

です。また、輪厚スマートインターチェンジも含めて先ほど話のあった大きな外周、

北進通に誘導するような形で対応するということです。現状案では看板ということに

しておりますが、その他の方策についても模索しているところです。札幌ドームもそ

うですが、当面の間はいろいろな箇所に人を配置し、状況に応じて車を誘導するとい

う形が一番の方策だということも聞いておりますので、2023年開業に向けて、団地内、
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共栄も含めて対策を考えていきたいと思います。 

 

●参加者 

サンパークの方を迂回ルートとして誘導しようとしているのかと思っていました。

車のナビなどを使えば団地内に入ってきてしまうのではないかという気がしてなり

ません。大丈夫なのでしょうか。 

 

○川村企画財政部長 

おっしゃったとおり、サンパークのルートも想定しております。懸念されているナ

ビゲーションについて、通常は最短ルートを計算しますが、その辺に関してもいろい

ろな事業所と話しており、ナビゲーションでの誘導も含めて検討しているところです。 

 

●参加者 

サンパークを回るとJRの踏切の先に平面交差があります。JRは現在1時間あたり

5本くらいかと思いますが、ボールパーク建設後、さらに1本増やすといわれており

ます。いずれにしても JR の通る頻度が高いため、インターチェンジ側から来る方の

メインルートにしてしまうと、むしろ渋滞を招く可能性があると思います。また、そ

のルートだと踏切を渡った先の信号機で左折することになりますが、市民の生活等を

考えると、広い道路の方にした方が市民としてはいいのではないかと思います。 

 

○川村企画財政部長 

要望ということで、持ち帰って考えさせていただきます。 

 

●佃会長 

輪厚のスマートインターチェンジは完全に止まらないと開かないです。あの状態だ

と高速内での渋滞が起きることが想定されます。やはり交通規制をもう少し充実させ

るべきかと思います。ボールパークの人気が出れば出るほど各地域の老人クラブなど

が観に来ると思います。そういった意味からもインターチェンジ前の広島輪厚線の今

後について、しっかり検討してほしいと思います。また、竹山まで上がった箇所の形

態が交通安全上、非常に悪く、四恩園と竹山高原温泉のどちらからも広島輪厚線に出

にくい状態です。駅前についても心配しているのですが、信号が4ヶ所ほどあり、交

通量等を考えると東光などから駅前の通りに出ることが困難になると思います。開発、

発展すれば、従前から生活している人たちに不便がかかるものです。その辺の配慮を

お願いしたいです。今後 3 年間のうちにいろいろ検討していただきたいと思います。 

 

○川村企画財政部長 

高速も含め、道路に関しては当市、北海道、警察、開発局、NEXCO東日本、交通コ

ンサルタントなどのメンバーがいるなか、多角的な視野で検討をしています。今おっ
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しゃっていただいた意見も踏まえて考えていきたいと思います。 

 

７．自由懇談 

●参加者 

今回テーマ以外で提出している災害時アンケートについて、避難行動要支援者の

方々に対しては自主防災組織等による支援をお願いするとのことですが、自主防災組

織等を持つ町内会は少数です。私の所属している高台 3、4 丁目自治会は、北海道胆

振東部地震では震度5弱あり、その際に町内会で何かできないのかということを発議

しまして、検討しましたが、結局は震度5弱の地震が起きた場合に班長が班員を掌握

するという程度しかできませんでした。また、避難行動要支援者の名簿は現在、自治

会では持っていません。市役所でどれだけ考えていても、実際のところ現場は動ける

状況にはありません。市としてはこういった状況をどのように解決していこうとお考

えですか。 

 

○米川防災危機管理担当部長 

自主防災組織の組織率についてですが、市内全世帯数において約 80％程度の自主

防災組織が組織されております。自力で避難ができない障がいをお持ちの方や、高齢

者で単身の方などには特に支援をしていかなければならないと考えておりますが、今

回については震災直後の支援を想定して回答を作成させていただきました。震災直後

は私ども市の方もなかなか動くことができないので、地域の自主防災組織をはじめ、

ご近所の皆さんで避難行動が自力でできない方についてのご支援をお願いしたいと

考えています。また、そのような組織化が難しい自治会に対しまして、私どもが実施

する出前講座や避難所訓練など、防災意識を向上していただけるような手段を現在は

とっております。 

 

●佃会長 

手段について具体的に教えてほしいです。 

 

○米川防災危機管理担当部長 

具体的には、先ほど申し上げましたとおり出前講座をやっております。基本的に町

内会単位で、防災関係の勉強会を年間 30～40 回程度させていただいております。昨

年については 32 回、約 1,400 名の方にご参加をいただいており、今年は予約も含め

て 42 回の開催を予定させていただいております。そういった中で、防災意識を向上

していただくとともに、避難所開設訓練も毎年実施しております。今年は西の里と団

地の 2 箇所でやらせていただき、両方で 150～160 名ぐらいの方にご参加いただきま

した。そういった事業で防災意識の醸成を図りたいと思っております。 

 

●参加者 
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北広島駅について、市外の方から「北広島駅はどこにあるのですか」とよく聞かれ

ます。どこにも JR 北広島駅という表示がないからだと思います。これからボールパ

ークができますと、ますます市外から大勢増えると思いますので、わかりやすい表示

をお願いしたいです。要望としてお願いします。 

 

●参加者 

まず、札幌で東京オリンピックのマラソンと競歩が決まっていると思いますが、札

幌で実施されるとなると、北広島にとっても非常に大きなチャンスではないかと私は

思っています。おそらく千歳から札幌を直接行き来する方が多いと思いますが、その

過程で北広島を宣伝することができると思います。せっかくのチャンスですので、札

幌とできる限り協力するなりして北広島を売り出したほうが特かと思いますので、ぜ

ひ検討してみてはいかがでしょうか。 

次に、当市のセールスポイントについて、今はボールパークの誘致も成功したとい

うことでスポーツということになるかと思いますが、もう一つ挙げるとすれば図書館

ではないかと思っています。全道の図書館の蔵書数や人口当たりの蔵書数割合、貸し

出し本数、予算など、総合的に見ると北広島の図書館は凄いと思いました。また、相

互貸借で借りている本数が非常に多いです。昔から北広島は教育・文化関連には先進

的なまちだと言われており、代々そのように続いてきたのではないかと思いました。

そのようなことはあまり宣伝にならないかも知れないですが、そういうことを背景に

このまちがあり、住んでいる人がいるということを何かしらの場合にアピールできな

いかと思っていました。ご検討をよろしくお願いします。 

 

○川村企画財政部長 

オリンピックに関して、現在組織の調整委員会が行われているところでございまし

て、まだ報道上の段階ですが我々としても情報収集に努めております。各自治体の関

わり方というのは、オリンピックが直接的というよりも、権益にどのように関わって

いくかということも視点にあるようです。この辺に関しての情報収集については、関

係部で連携し、収集に努めてまいりたいと思います。 

次に、街の魅力の発信・ＰＲ、市民に対するシビックプライドということですが、

まちに対する誇りを皆さんに感じていただけるようなまちの魅力発信については、引

き続き関係部と協力しながら実施していきたいと思っております。 

 

●参加者 

産科誘致は当市ではなかなか進んでいないと思います。通うのも産むのも札幌に行

かなければならず、交通費の助成はあるものの、既に子どもがいれば自家用車などで

行かなければならない方も多いのではないかと思います。交通費助成をしているのは

ありがたいのですが、現在は公共交通機関やタクシーのみの助成かと思います。それ

を自家用車も可能にして、一律で補助をしていただけないかと思いました。また、妊
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婦一般健診なども、もう少し項目を豊かにしていただき、自己負担が少なくなってい

けば大変嬉しいです。 

次に、市内の小児科数は現在3院ですが、いずれも夜7時くらいまでで終わってし

まい、子どもに対する夜間救急の窓口が非常に狭く、夜間急病センターに行っても診

察不能ということで拒否されてしまうことも多々あるのが現状です。子どもの入院施

設や小児科24時間体制、24時間体制じゃないとしても夜間救急で受け入れてくれる

ところが市内であれば大変助かります。 

 

○三上保健福祉部長 

産科の誘致に関しては、医師の配置なども含め、非常に難しいという現状です。昨

年、産婦人科等のある大学病院にお願いにも伺ったのですが、実現に至っていないと

ころです。交通費の助成に関しては、自家用車の方への助成は担当に確認し回答いた

します。（※翌日、助成対象である旨を質問者に回答。） 

健診についても、ご要望ということで承らせていただき、持ち帰って検討いたしま

す。 

次に、夜間急病センターについてですが、札幌の方から医師が日替わりで来ている

ことが多く、小児科の先生がいらっしゃれば赤ちゃんにも十分な対応ができると思い

ますが、内科の先生が来た際には、症状によっては対応が難しいという場合もあると

伺っておりますが、毎日小児科の先生に来ていただくというのは非常に難しいと感じ

ているところです。入院施設や 24 時間体制の小児科ということについても、現実的

には難しいと思いますが、持ち帰らせていただきます。 

 

●参加者 

市として一生懸命頑張っているところだとは思いますが、老老介護をされているご

家庭がどれくらいあるかを市はご存じですか。また、介護施設に入るには莫大な費用

がかかります。年金だけでも入れるように市の助成や国、道の助成がほしいし、安い

施設が多くあってほしいです。何百人待ちなんてことがあってはなりません。安心し

て入れる介護施設を市として頑張って作れるのか、あるいは情報を最低でも市民に知

らせてもらえるのかお聞きします。 

 

○三上保健福祉部長 

老老介護について、正直なところ数字が把握できているかどうかについてもわから

ない状況です。申し訳ございません。また、年金で入れる安い施設ということですが、

市内には特別養護老人ホームを含めて、介護保険適用の施設も幾つかございます。し

かし、おっしゃるとおり待機者が多いというのも現実です。現在は介護保険適用施設

の事業所での人手不足も現実でして、例えば市で介護保険適用の施設を建てたいとい

う計画で公募をしたとしても、やりたいという事業者が来るかどうかも不透明な状況

です。その辺については深く検討していかなければならないと思っております。なお、
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市民への情報提供については、高齢者サービスガイドという冊子を毎年作成しており、

住民センターにも置いてあると思いますので、お読みいただければと思います。 

 

●参加者 

福祉に関しては、どんどん厳しい状況になっていると思います。一定の日にち以上

病院に入院していたら、国からの病院への補助が半分以下になってしまうような制度

まであります。市としては、誰もが入れるようにという観点で国に意見を挙げていた

だければと心から思います。 

 

○志村市民課長 

 ご意見として承ります。 

 

●参加者 

街路灯のＬＥＤ化について、現在8割を超えておりますが、短期間で一斉に取り替

えておりますので、一斉に切れ始めて更新をしなければいけないという可能性があり、

その際にはかなり多額な費用が発生します。市がＬＥＤ化を推進していた頃には、市

から3分の2の補助をいただいていましたが、将来的な補助制度について、ご検討中

であれば返答いただきたいです。また未検討ということであれば、町内会収支の長期

的な見通しを立てるためにも、早く検討をして情報提供してほしいです。 

 

○高橋市民環境部長 

ＬＥＤ化につきましては、皆様方の維持費の負担軽減に大きく影響すると考え、市

内全域で100％を目指し、本来は2分の1のところ、3分の2の補助として実施して

おり、現在は約84％の達成率になっております。今後の方針については現在検討中で

すので、変わることになれば早めにお伝えさせていただくよう考えております。 

 

●参加者 

除雪について、一生懸命やっていただいているのでしょうが、当市の除雪は立派と

は言えないと思います。お金の問題もあると思いますが、北海道に住んでいる者とし

て快適な生活をするためにも除雪について頑張って考えてほしいと思います。 

ごみ問題について、やはりいずれは戸別収集にしなければならないと思います。個

別収集にしている市町村はたくさんあります。ぜひ検討いただきたいと思います。ま

た、ごみ収集の問題ですが、分別方式をもっとわかりやすくしてほしいです。 

私たち住民と市役所は切っても切れない関係ですが、市職員の対応で納得いかない

ことが多々ありました。私の自治会の外周に桜の木を植え、20年ほど経ち、除雪時に

ロータリー車で雪をかき分けるなかで、桜の木を折られるようなことや、歩道に雪を

投げるようなことがありました。危険ですから、歩道だけ空けてほしいと言ってもな

かなか空けてくれず、連合自治会として言ってもらい、去年からやっと空けてもらう
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ことになりました。しかしその際、「桜の木の枝を切らなければならない。切ることが

できなければ市で切ってやってもいいが、その代わり枯れても知らない」という話で

した。私はそれで腹が立ちました。言い方があると思います。また、事務の誤りにつ

いても、納得いかないことがありました。税務担当が固定資産税額をずっと間違って

おり、その間違った額を支払っており、指摘したところ5年分のお金を返してくれる

ということになりました。ただ、対応の仕方は納得いかなかったです。人間なので必

ずミスはあると思いますが、対応の仕方によって受け取り手の気持ちは全然違います。

職員でいい人が大勢いるのは知っていますが、対応の悪い人もいますので、改善でき

るところはしていただければと思いました。 

 

○上野市長 

職員でそういうことは絶対にあってはならないと思っておりますので、しっかり職

員の教育をいたします。明日に部長会議がありますので、各部でしっかりと指導する

よう、伝達をしてまいりたいと思っております。 

 

●参加者 

緑陽通の竹葉公園と高台3丁目の間に遊歩道があります。大きな二股に分かれた大

きなナナカマドの木があるのですが片方が枯れており、土木事務所に通報して担当者

に来ていただいたところ、「まだ大丈夫」というお話しでしたので、「この道は通学路

にもなっている。枯れ枝が落ちて通行中の子どもが怪我をしたら、市の責任になる」

と話したところ、早速切っていただけました。ありがとうございました。 

 

 

８．閉会 ～巻末にあいさつ文掲載～ 
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令和元年度 市 政 懇 談 会 

稲穂町自治連合会 

令和元年11月5日（火）18：00～ 

稲穂会館 

出席者30名（連合会16名、市側14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 懇談テーマ・懇談（各テーマごとに懇談） 

（１）高齢者のバス利用の支援について 

（２）稲穂西地区の液状化について 

（３）台風15号に関連して 

７ 自由懇談 

８ 閉会 
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１．開会 ～省略～ 

 

２．市出席者紹介（司会より紹介。以下、市出席者。） 

 上野市長、道塚副市長、吉田教育長、川村企画財政部長、中屋総務部長、 

高橋市民環境部長、三上保健福祉部長、平川建設部長、米川防災危機管理担当部長、 

福田秘書課長、志村市民課長、貝森主査、成田主任、高山主事 

 

３．自治連合会長あいさつ  

●上原会長 

今日は大変お忙しい中、上野市長様、道塚副市長様、吉田教育長、担当部長様、課

長様、職員の方々にご出席いただき、本当にありがとうございます。また、平素より

我が稲穂町内会における各町内会、連合会の活動に対しまして、ご理解とご協力をい

ただき、重ねてお礼申し上げます。町内会の皆様には、本日はちょうど夕食の時間に

ぶつかりますけど、たくさんのご出席、本当にありがとうございます。 

近年、台風による災害が多発しており、大変な被害が出ております。北広島も去年

は大変でしたが、それを忘れてしまうようなぐらいの被害が台風 21 号により全国的

に出ておりました。市の災害マニュアルについて、ぜひ町内会の皆さんにも大いに役

立てていただきたいと思います。 

また、2023年に開業されるボールパークの事業が徐々に動いております。我々市民

一同心から応援しますので、立派なボールパークにしていただきたいと思います。 

本日は事前に3つのテーマ、事前に市の方に出しておりまして、各個別のテーマご

とにご答弁いただき、その後、会員の皆様より質疑を出していただきたいと思います。

普段思っていることや感じていることなど、提案等ありましたらぜひ発言していただ

きたいと思います。 

 

４．自治連合会役員紹介 ～省略～ 

 

５．市長あいさつ ～巻頭にあいさつ文掲載～ 

 

６．懇談テーマ・懇談（要旨及び回答は当日配布資料から抜粋） 

 

■懇談テーマ１➡高齢者のバス利用の支援について 

 

要旨（連町から説明） 

今年 5 月から満 70 歳以上の方にバス利用券の助成を行っていますが、この 2,000

円はどういう基準で設定されたのでしょうか。 

 そして現在、どれくらいの方が利用されているのでしょうか。 

 また、10月から「さんぽまち・東部線」が運行していますが、運行状況については、
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スマホのナビで確かめる方法しかないのでしょうか。 

 今後、小さいバス等で住宅街を巡回する計画があるのでしょうか。 

 冬期間、バス停の周りが雪で高くなりバスに乗るのに段差ができていますが、今冬

はバス停の周りはきれいに除雪されているのでしょうか。 

 

回答（市担当部長より説明） 

高齢者バス利用促進助成券につきましては、市内完結路線である北広島団地線（令

和元年10月より「さんぽまち・東部線」）の維持・確保を目的に、バスの利用促進に

向けた取組として、平成28年度より、北広島団地地区及び東部地区に居住する70歳

以上の方を対象に運賃の一部を助成しているところであります。 

 助成額については、本事業は、身近な公共交通であるバスに関心を持っていただき、

利用につなげていくことを期待した取組であることを踏まえ設定したところであり

ます。 

 平成30年度（2018年度）は、約2,000人（内、東部地区約300人）の方に申請を

いただいております。 

 次に、バス路線の運行情報につきましては、本年度からバス事業者（北海道中央バ

ス、ジェイ・アール北海道バス）により運用を開始したところであり、スマートフォ

ンやパソコンから確認することができます。 

 次に、小型バスの計画につきましては、本市では、東部地区をはじめ、各地区にお

いて民間事業者により路線バスが運行されていることから、小型の車両等を活用した

巡回型の運行については考えていないところであります。 

 次に、バス停における除雪につきましては、事業者において実施しており、引き続

き、事業者に要望してまいりたいと考えております。【企画部】 

 

テーマ１について懇談 

●参加者 

高齢者のバスのことに関連して、私は今のところ、バスには一切乗ったことがなく、

普段は歩くか自家用車に乗っていますが、いずれ私もバスを利用しなければならない

ことになると思います。バス停前を通るときに思うのですが、主に高齢者の方が雨風

の強いときでも、じっと待っている方を見ると気の毒です。必ずしも時間どおりに来

るわけではありませんので、予算の関係、土地の関係、他にもいろいろ難しい問題が

あると思いますが、雨風雪を防ぐことができるバス待合所があれば、普段バスを利用

しづらい人もバスに乗る気になりやすいのではないかと思いました。 

 

●参加者 

平成28年度より始め、利用者2,000人のうち、東部地区300人ということですが、

今ご説明の中でもありましたが、赤字が2千万円あるため、助成金を出すことで利用

促進を図りたいという考え方かと思います。しかし、そもそもこの事業を始めてから
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利用者は増えたのか減ったのか、赤字額は増えたのか減ったのかをお聞きしたいです。 

 

○川村企画財政部長 

利用者は増えているため赤字は減っていますが、劇的な解消には至っておりません。

普段バスに乗らない方を新たにバスに乗っていただけるようにするという仕掛けが

非常に難しく、大変苦慮しているところです。 

 

■懇談テーマ２➡稲穂西地区の液状化について 

 

要旨（連町から説明） 

東日本大震災や胆振東部地震など大きな地震が起きるたびに、液状化現象が起きて

います。 

 昨年の胆振東部地震が起きた時には、稲穂町西地区では液状化は起きませんでした。

今後、胆振東部地震より大きな地震が起きた場合、稲穂町西地区は土地が軟弱ですし、

土地も下がっているみたいなので、液状化が起こる可能性があります。 

 液状化問題について、市としては、どのように考えているのでしょうか。 

 

回答（市担当部長より説明） 

土地の液状化につきましては、地盤の沈下、陥没、地耐力の低下などにより、建物

の傾斜や破損が生じるなどの被害が想定されます。 

 液状化に対する具体的な備えとしましては、地盤改良や建物の建設時に基礎を杭の

基礎とすることなどが挙げられます。 

 事前の詳細の把握につきましては、一区画ごとにボーリング等を実施する必要があ

ることから、その把握や事前の対策は困難であり、留意すべき広範な地域の表示にと

どまります。また、液状化分布図のデータは盛土や切土の状況を考慮せず、沖積低地

等の古い地層や地形を基に作成することから、土地の大まかな性状しか把握できない

のが実情です。【防災危機管理室】 

 

テーマ２について懇談 

意見等特になし 

 

■懇談テーマ３➡台風15号に関連して 

 

要旨（連町から説明） 

9月の台風15号で、千葉県内は大変な被害が出ています。 

 停電、断水、携帯電話のサービス停止が起きた場合、市はどのように市民へ情報伝

達をするのでしょうか。市民が情報収集する方法は簡易型のラジオだけですか。 

 また、停電の早期復旧を妨げたのは倒木です。そうならないようにするため、倒木
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したら電線にひっかかりそうな木の伐採を考えているのでしょうか。とくに携帯電話

会社の基地局につながる電線そばにある木の伐採を考えているのでしょうか。 

 胆振東部地震の際は、携帯電話の充電を総合体育館で行いましたが、すごく待たさ

れました。今後、同じようなことが起きた場合、市による携帯電話・スマホの充電は、

すぐに市民が充電できるようになるのでしょうか。 

  また、東の里遊水池はどのくらいの雨まで耐えられるのでしょうか。 

 

回答（市担当部長より説明） 

 災害時に停電が発生した場合の情報の伝達方法につきましては、絶対的な手段はな

く、FM ラジオ、市の HP や SNS、張り紙、広報車の活用など、利用可能な複数の方法

を組み合わせて行うことを想定しております。  

 次に、木の伐採につきましては、北海道電力㈱において危険箇所の調査等を行い、

土地所有者の承諾を得て実施していると伺っているほか、電線に接触している木を発

見した場合には、市から北電に情報を提供しているところです。 

  次に、充電場所の提供につきましては、人工透析や在宅酸素利用者などの直接生

命維持に影響が生じる方への充電を優先させていただいた上で、被害の状況を勘案し

て実施の検討を行います。また、携帯電話の電源や食料等の確保につきましては、停

電時に備え、各ご家庭におきましても、携帯バッテリーや水、食料等の備蓄を心がけ

るよう、ご協力をお願いいたします。【防災危機管理室】 

  

 次に、東の里遊水地につきましては、千歳川河川整備計画に基づく治水施設であり、

洪水調節容量620万㎥となっております。雨の降り方によって洪水の発生状況は異な

りますが、千歳川流域の3日間総降雨量を320mmと設定しております。 

 なお、千歳川では、遊水地・河道一体となって安全に流すことを目的に整備を進め

おり、具体的には昭和 56 年 8 月上旬の降雨によって発生した洪水を石狩川の整備と

相まって安全に流すことを目標に「堤防の整備」、「河道の掘削」、「遊水地群の整備」

等を進めているところであります。【建設部】 

 

テーマ３について懇談 

●参加者 

短期間で雨が降った場合、この遊水地だとどの程度の間までは対応可能なのでしょ

うか。この遊水地の容量について、どのような計算で確保されているのでしょうか。 

 

○平川建設部長  

国では河川整備計画を作っており、単純に1つの河川に対する計算ではなく、江別

市の石狩川に接続する千歳川から、千歳市上流の支笏湖も含むエリアの中で計算をし

ており、北広島市の千歳川で言いますと天端から1.8ｍ下がった水位の中で安定して

流すという計画になっております。数値としては、雨の降り方に関する考え方が非常
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に難しく、実際に起きた降雨量の数値を元に計算するしか方法がないところです。国

の方から避難レベルとして、自治体の高齢者等避難開始レベルというものが示されて

おります。裏の沢水位観測所で千歳川河川の水位を測っており、千歳川の低水位は、

基本的に流れている水は標高で約 0.9ｍですが、避難開始レベル 3 としては 7.3ｍと

なっております。また、レベル4と判断される水位が7.8ｍです。実際に昭和56年8

月に降った降雨量を計画高水位として計算しますと、当時の降雨量を水位で見ると

9.27ｍとなり、その水位から堤防の天端までの距離が1.8ｍです。台風における千葉

での事例は、堤防を越えるほどの雨が降って越水するような状況でした。降雨量、地

域、時間などの様々な要件が絡むものですから一概に説明するのは難しいですが、ま

ずは技術的に対応できる範囲として、昭和 56 年 8 月の大雨程度の降雨であれば、安

全に計画洪水位の中で対応できるというのが現在の計画になっております。 

 

●参加者 

昭和 56 年 8 月にこの辺も水害に遭いました。その時に千歳から北広島までの地形

が随分崩れていたと思います。そしてさらに現在、地盤沈下が起きているという話も

聞くのですが、その辺の対策というのはどうなっているのでしょうか。 

 

○平川建設部長 

河川の築堤の地盤沈下についても含めてご説明いたします。非常に重要な施設とい

うことになっておりますので、監視員がしっかりとチェックをして河川の維持管理を

行っております。昭和56年8 月の雨は3日間ずっと降り続いておりましたので、築

堤の土自体に川の水が徐々に浸透して築堤自体を弱くしてしまったという部分もあ

りました。その対応として、築堤の幅を広くする、高さを引き上げるというような形

で河川整備を行っている状況です。 

 

●参加者 

計画では昭和 56 年に起きた水害を上限として想定しているとのことですが、それ

以上の雨で堤防を越水した場合、その時に対策方法を考えるということですか。 

 

○平川建設部長 

今回の台風を受け、今後の対策として、国としても全ての河川を整備するのは、工

事費、土地、時間など課題が非常に多いため、おそらく大変難しいという考え方をし

ております。やはり人命が絡みますので、できるだけ早期に皆さんが避難をしていた

だけるよう、どうような対応をすべきなのかという観点で、国で検討が進められてい

るところです。 

 

●参加者 

大きな川のことばかり言われていたのですが、私としては輪厚川の川幅が狭くなっ
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ていることなどから、想定外の大雨が降った際に氾濫するのではないかと懸念してお

ります。近年においても大雨が降り、輪厚川の橋手前まで水位が上がっていることが

ありました。市としては今後の輪厚川の整備について、国や道に要望されることがあ

るかと思いますので、ぜひお伝えしていただきたいと思います。千葉も全ての小さな

川が大きい川からの逆流により氾濫したということで大被害に遭っていましたので、

その辺の対策を検討していただければと思います。 

 

○平川建設部長 

市といたしましても、輪厚川は非常に重要な部分と考えており、水位もすぐに上が

ってしまうということに関しても既に把握をしているところです。また、言われたよ

うに河川管理者としては、国の管理、北海道の管理、市の管理する部分があります。

定期的に北海道や千歳河川事務所に対して、溜まっている土砂の除去、柳等の伐採な

ど、最大限の維持管理をしていただいております。今までは遊水地の対応に時間が割

かれておりましたが、遊水地事業が完了しますので、次は輪厚川の築堤強化や河道確

保など、計画に基づいて対応していただくよう要望していくこととなります。 

 

●参加者 

輪厚川が溢れた場合、沈没するのは市役所1階までという想定ですか。 

 

○米川防災危機管理担当部長 

輪厚川が氾濫した場合の市役所の被害状況に関しては、道路よりも高くなっており

ますので、基本的には市役所までの被害はないものと考えております。 

 

●参加者 

稲穂公園のがけ崩れの関係で質問させていただきます。まず、稲穂公園の工事につ

いて、法面復旧工事のお知らせという資料を業者の方が持ってきてくれましたが、内

容が非常に難しくて我々一般人が見てもイメージが全く湧きません。例えば、市が関

与しているボールパークの構想は素人が見てもイメージが湧きやすいと思いました。

今回の公園工事に係る資料については市が直接関係していないものの、市が発注して

いる工事であるのは間違いないと思いますので、ぜひ業者さんには素人が見てもイメ

ージが湧きやすい資料を作成するように指導してもらいたいです。 

次に、その工事が着々と進んでいるのですが、結局出来上がりがどうなるのかイメ

ージが出来ていませんが、出来上がった時には公園としての体裁が整ったものであっ

てほしいと思います。法面復旧工事ということではありますが、この機会ですので例

えば木を植える、芝を植えるなど、何らかの形で見栄えをよくしていただければ大変

ありがたいと思いますので、ご検討をお願いします。 
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○平川建設部長 

工事のお知らせの資料につきまして、今後はわかりやすいような内容にするように、

業者には指導をさせていただきたいと思います。 

工事のイメージにつきまして、公園下の排水に管渠を入れ、さらに法尻の部分を蛇

篭という網の中に石を入れて 5、6 段に積み、一番力のかかる法面下の土圧を抑える

方式での工事となります。法面内部から出てくる水については、蛇篭の中から抜くこ

とになります。法面側については盛土を行い、1割8分という勾配になっており、今

回の工事については防災的な部分も含め、法面を安全な状態に戻すということを目的

にしておりますので、植栽等は今回の工事の中では予定しておりません。今後につい

ては検討させていただきたいと思います。 

 

７．自由懇談 

●参加者 

サイクリングロードを使って運動をしているのですが、利用していて危険だと思う

所が数箇所ありました。どんぐり公園の線路側に白樺と落葉松が植えてあり、高架橋

の先に行ったところにも1本ありますが、4年ほど枯れている状態です。コスモス橋

の手前の落葉松も枯れており、木に穴が空いている状態です。さらにコスモス橋から

奥の方に行った先の、市の総合体育館入り口がありますが、そこにも植えてある木の

枝が成長しており、雪の重みで経年負荷がかかっているため、徐々に自転車道の方に

来ている状況です。木の枝が下がりすぎて、自転車に乗っている人たちがぶつかりそ

うになることもあり、場合によっては歩道の方を走ってしまうという状況もあります。

エルフィンロードは朝方、高齢者の方ですと多いときに 20 名ほどおり、毎日歩いて

いる方もいらっしゃいます。市の所有か道の所有か私にはわからないのですが、アス

ファルトのひび割れも結構出ている状態です。夏場には保育園の子どもが坂を利用し

て運動会の練習をしておりますし、足の悪い車いすの人たちも運動に坂を利用されて

いますので、その辺の整備について、市の考え方をお聞きしたいです。 

また、一般財団法人の民間都市開発推進機構から 39 億円の第 3 者割り当て増資を

受けるというニュースを知ったのですが、新聞ではまだ具体的には何も示されてはい

ないということでした。これはボールパークに伴う施設整備に係るお金だと思うので

すが、こういう補助がもらえるのであれば、今後のことを考えてできる限り、道路、

施設を良くしてもらいたいと思った次第です。 

 

○平川建設部長 

施工及び管理については北海道が所管しております。いろいろとご要望もいただい

ておりますので、市から北海道に対し要望をしているところですが、必ずしも全て対

応いただいている状況ではございません。今後も引き続き、北海道に対して要望して

まいりたいと思います。 

 



60 

●参加者 

市が管理しなくてはいけないと思います。これからボールパーク開業の影響で歩行

者の増加も想定されますので、そういう部分も含めてボールパークが開業するまでに、

北海道に対して要望を上げてもらって改善してほしいと思います。 

 

○平川建設部長 

ボールパーク開設の際には、かなりの人数が通行されることが想定されますので、

管理している北海道に対し、いろいろと積極的に要望してまいりたいと思います。 

 

○川村企画財政部長 

私の方から民間都市開発推進機構の39億円について、説明いたします。 

考え方としては、ボールパークスタジアムはファイターズが作ることとなっており、

600億円の費用が掛かるというお話しが出ております。一方、市としては皆様のご理

解をいただきながら、道路等の整備を進めております。今回の民間都市開発推進機構

の 39 億円というのは、ファイターズ側の整備に対して、国土交通省の指定団体であ

る民間都市開発推進機構「ＭＩＮＴＯ」から出資していただくというものであります。

これは、ポールパーク全体について、ファイターズだけが考えているのではなく、国

としてもこの事業の公共性を評価していることにもなります。今後に向けてすごく有

効な事業ということで、民間事業者の引き合いも強くなっており、非常に良い効果を

生んでいます。ご指摘のとおり、あらゆる手法を活用し、市としても進めていきたい

と思っております。 

 

●参加者 

先ほどの稲穂公園に関連してご質問します。既に工事が始まっているので今さらか

もしれませんが、いざ洪水になったときに稲穂公園の傾斜を住民が駆け上がって避難

することができるような状態になるのかをお聞きしたいです。ＮＴＴのところには階

段がありますが、家によっては距離がありますので、いざ洪水が起きたというときに

は余裕がないかもしれません。余裕がなかったときに登って避難できるような設備だ

と助かると思いました。急な傾斜だから難しいかもしれませんが、いざとなったら助

かるとは思いますので、今後の課題としてご検討いただければと思います。 

 

○平川建設部長 

この河川に関する地域で破堤した場合などに避難するための階段はかなり少ない

というのが私の個人的な感覚です。今後も当然考えなければならないという時代にな

ってきておりますし、しっかりとした避難情報について、皆さんに行き届くようにど

のようにしていくかというのが重要であると考えております。 
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●参加者 

災害マップの中で早期避難と緊急避難という形で、民間の施設やマンションなどを

緊急避難用として活用するというようなマップはないのでしょうか。その辺があまり

よくわかっていないので教えていただきたいです。 

 

○米川防災危機管理担当部長 

現在、東部地区には市で指定している指定避難所が 8 ヵ所あります。その地図は、

防災ガイドブックに記載させていただいております。一次的な避難所ということで、

マンションともおっしゃっていただきましたが、私どもとしては小学校、公民館、東

記念館、稲穂保育園など、公共施設の方で避難所を用意させていただくような形にな

っております。また万が一、何かあれば次の手を検討しなければいけないと考えてお

りますが、基本的にはお話しさせていただいた形で対応可能だと考えております。 

 

●参加者 

それは事前の早期避難の場合という形だと思うのですが、緊急の場合、例えば東部

地区の奥に住まれている方は、小学校などの避難所まで行くのにかなり時間が掛かり

ます。そういうときに、一時しのぎ的な緊急避難として利用価値のあるＲＣ造の建物

などを活用するという形にならないのかをお聞きしたいです。 

 

○米川防災危機管理担当部長 

マンションなどを一時的に避難する箇所ということにしますと、仮に、私どもで用

意している避難所まで間に合わないという状況が起きた場合には、緊急避難可能な建

物に一時的に避難していただき、その後落ち着いてから我々の用意している避難所に

来ていただくというような形で対応していただくことになるかと思います。 

 

 

８．閉会 ～巻末にあいさつ文掲載～ 
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令和元年度 市 政 懇 談 会 

北広島団地第１住区連合自治会 

令和元年11月12日（火）18：00～ 

北広島団地第1住区集会所 

出席者25名（連合会10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 懇談テーマ・懇談（各テーマごとに懇談） 

（１）バス路線再編によるバス停留所の冬期除雪について 

（２）高齢者バス利用促進助成券について 

（３）ボールパーク開設に伴う道路工事について 

７ 自由懇談 

８ 閉会 
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１．開会 ～省略～ 

 

２．市出席者紹介（司会より紹介。以下、市出席者。） 

 上野市長、道塚副市長、吉田教育長、川村企画財政部長、中屋総務部長、 

高橋市民環境部長、三上保健福祉部長、平川建設部長、米川防災危機管理担当部長、 

千葉教育部長、福田秘書課長、志村市民課長、貝森主査、梅木任、高山主事 

 

３．自治連合会長あいさつ  

●所会長 

本日は市長、副市長、教育長ほか各部長の方々、大変お忙しい中ご出席いただきあ

りがとうございます。本日はこの市政懇談会に向けて少数ではございますが積極的に

参加させていただいております。これまでの私どもの要望、意見を少しでも市政に反

映させていただければうれしく思います。また、この度の台風により地元大曲地区の

皆様方、被害を受けております皆様にお見舞いを申し上げますと共に1日も早い復旧

を心よりお祈り申し上げます。限られた時間でありますが、大変貴重な機会でもあり、

市からの積極的な回答を期待しておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

 

４．自治連合会役員紹介 ～省略～ 

 

５．市長あいさつ ～巻頭にあいさつ文掲載～ 

 

６．懇談テーマ・懇談（要旨及び回答は当日配布資料から抜粋） 

 

■懇談テーマ１➡バス路線再編によるバス停留所の冬期除雪について 

 

要旨（連町から説明） 

新設広葉町３ｹ所バス停の歩道除雪対応検討が行われていますか。 

 （北広島市と中央バスの協議結果を教えてください。） 

 

回答（市担当部長より説明） 

バス停における除雪につきましては、事業者が対応しており、10月1日に再編され

た「さんぽまち・東部線」の新設バス停におきましても、同様に事業者が行うことと

なっております。 

 なお、バス停周辺の歩道の除雪につきましては、市において、除雪基準に沿って対

応することとなります。【企画財政部】 
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テーマ１について懇談 

○平川建設部長 

除雪について私の方から補足させていただきます。もう既に今年度分の除雪の方は

発注をしておりますが、各担当オペレーターが必ず現地を事前に回ることになってお

りますので、バス停についても小型ロータリーが入られるかなど、しっかりと現地を

確認した中で調整を取りながら進めてまいりたいと考えています。 

 

●参加者 

バス路線のことについて確認ですが、緑陽通を上がっていって、セイコーマートの

ところを左に曲がっていこーよの方に行くのですが、その道路は冬になるとかなり狭

くなって通常除雪だと絶対バスが通れないです。その辺、大丈夫なのでしょうか。 

 

○平川建設部長 

新たに走るバス路線やバス停も増えておりますので、今後、路面の状況や交差点の

状況など確認しながら、雪の溜まりやすいところは排雪等も含めて取り組んでまいり

たいと思います。 

 

■懇談テーマ２➡高齢者バス利用促進助成券について 

 

要旨（連町から説明） 

北広島団地線の利用拡大を図るため、助成券のプリペイドカード化を進めてほしい。                   

 「札幌市の敬老優待乗車証（敬老バスの様な敬老ICカード）」 

 

回答（市担当部長より説明） 

高齢者バス利用促進助成券における IC カード等の導入につきましては、新たなシ

ステム開発や、それに伴う改修の費用、維持管理費用が発生することから現時点での

導入は難しいものと考えております。 

 なお、利便性向上に向けた取組については、引き続き、調査・研究してまいります

が、助成券の利用につきまして、ご理解をお願いいたします。【企画財政部】 

 

テーマ２について懇談 

○川村企画財政部長 

今の団地線の現状ですが、東部地区、団地地区に限定して2千円の高齢者に対する

助成金を出させていただいております。10月から再編を行い、利用者数が増えている

状況になっておりますが、一方でこの路線自体の昨年の収支は2千万円程度の赤字路

線となっておりますので、現在、市の方で皆さんのご理解いただきながら補助金を出

して、この路線を維持しているということになっております。 

助成金2千円の趣旨としましては、これを機会にバスを利用していただきたいとい
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うことで、札幌市が行っている敬老パス的な意味合いではないということの趣旨で進

んでいます。高齢者の外出支援等を含めた対策については、公共交通の問題に限らず、

市として大きな課題と捉えておりますので、引き続き検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 

●参加者 

恵庭市でどこでも停車できるバスを運行していますが、ああいうシステムを北広島

でもできないのでしょうか。非常に便利で使い勝手もいいという話を聞いています。

例えばそういうシステムができれば、今利用してない方や免許返上した方も非常に利

用しやすくなると思いますが。 

 

○川村企画財政部長 

今回の公共交通の再編の一番大きなポイントは、朝と日中と夕方に分けた時間帯別

の利用者のニーズに合わせた日中循環型にしたところです。一方、恵庭市さんについ

ては、もともと事業者が運行していたところの撤退した部分を市がそこを補う形で、

小型化して走っていますが、年間契約8千万から1億円程度の市の公費を持ち出して

行っているようです。どういうことを選択するかということになりますが、再編し動

き出したばかりですので、この状況を見て、より使い勝手のいい形になるよう事業者

としっかりやっていきたいと思っています。 

 

■懇談テーマ３➡ボールパーク開設に伴う道路工事について 

 

要旨（連町から説明） 

(1) 北広島駅～北進通～球場までの工事で車の渋滞をどのように計画されているか。 

(2) 歩道を歩く歩行者に十分注意して施工をお願いしたい。 

(3) 緑陽通りの整備が必要と思われます。 

 

回答（市担当部長より説明） 

(1) 道道栗山北広島線から新球場に向かう北進通の工事につきましては、現在の道路

（２車線）を生かしながら４車線へ拡幅する予定であり、交通規制を出来るだけ行わ

ないようにするなど、渋滞対策について配慮してまいります。 

また、北広島駅から道道栗山北広島線までの北進通につきましては、案内標識の設置

工事などを予定しておりますが、交通規制は小規模なものと考えております。 

(2) 工事施工にあたっては交通誘導員を配置し、また、歩行者が多い箇所については

工事車両の徐行を徹底するなど、安全には十分配慮してまいります。 

(3) 緑陽通につきましては、現在のところ交通への影響は小さいものと考えておりま

すが、開業後の状況を見ながら必要性について検討してまいりたいと考えております。

【ボールパーク推進室】 
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テーマ３について懇談 

●参加者 

栄町 3 丁目のシェルのスタンドがある交差点のところから団地の方に入ってきて、

すぐ左に曲がって松葉町に向かう道路がありますが、一部が歪み劣化していますので、

舗装整備等をしていただけないでしょうか、よろしくお願いします。 

 

○平川建設部長 

今お話にありました路線につきましては、状況把握をさせていただき、早急な修繕

が必要であれば早期に対応させていただきたいと思います。 

 

７．自由懇談 

 

●参加者 

3点ばかりお話をさせていただきたいと思います。まずは1点目ですが、ここの第

1住区集会所の存続等と改修を是非お願いしたいと思います。この集会所はまさに地

域の活動拠点として、特に、社会福祉委員会、老人クラブ、第１住区連合自治会等が

多くを使っています。ここには押入れや倉庫もありますので、普段活動に必要なもの

を収納しています。そういった場所がなくなれば、今までの活動が停滞してしまうと

いうことになりかねません。是非、年次計画や改修計画にこの集会所も盛り込んでい

ただきたいと思います。 

それから2点目、双葉小学校の通学路です。中央通との交差点には以前スクールガ

ードが配置されておりました。双葉小学校ができる時に暫定的に5年間だけ配置する

というようなお話で進んでいたように聞いています。5年間配置された後、一昨年で

すか、さらに1年間暫定的に配置され、今年はもうスクールガードがいなくなってし

まったということです。あの場所は里見町側から下ってくると、ちょうどカーブが終

わったところに交差点があります。信号はありますが視認性が悪いです。全国的にも

交差点で信号がありながら、車が飛び込んできたとかという事故が沢山起きています。

そんなことから、仮に万が一事故が起きた時にすぐ対応できるように、また事故が起

きないように、スクールガードの方が児童を誘導してくれる、まずそういう体制が欠

かせないと思います。是非継続してスクールガードの配置をお願いしたいと思います。 

それから3点目、子どもの権利条例です。北広島市ではいち早くこの権利条例に取

り組んでいただきました。権利条例とは子どもが健やかに育つようにという1つの大

きな目標があります。ところが最近、スマホやゲームなど親も含めてですが、そうい

う電子メディアとの関わり方が非常に問題になっています。10 年前から日本医師会

や日本小児科医会は既に警鐘を鳴らしています。今、全国でこういったメディアとの

関係について取り組みを始めている所がどんどん増えています。北広島でも是非子ど

もとメディアの関係を、この子どもの権利条例の中の推進計画に1項目入れていただ
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きたいと思います。私がイメージしているのは、教育委員会の生涯学習が中心になっ

て進めるのが一番いいのではないかと思います。9 月に私たち社会福祉委員会 35 名

で厚真町に視察研修に行ってきましたが、教育委員会の生涯学習の方が中心になって、

その問題について取り組んでいます。先駆的に取り組まれている1つのいい事例だと

思います。是非、この問題については子どもの権利条例に位置づけていただければと

思います 

 

○高橋市民環境部長 

1 点目のこの集会所の関係ですが、市内にはこういった住民集会所が 40 数ヶ所あ

ります。建設した年度も違いますし、その利用状況なども異なっています。それで現

在、平成 28 年 6 月に作成しました公共施設等総合管理計画に基づきまして住民集会

所の延命化や再編などについて検討を行っているところです。お話のありました改修

の関係や複合化、再編も含めまして、個別施設計画の中で検討させていただきたいと

思います。 

 

○千葉教育部長 

2点目、3点目の関係ですが、お答えできる範囲でお答えさせていただきます。 

登下校の児童生徒の見守りにつきましては、地域の皆様に日頃から大変お世話なっ

ておりますことをこの場をお借りしてお礼申し上げます。また、先般、子ども110番

の家という実態調査に際しましても、各町内会の特に会長さんにはお世話になりまし

たことを御礼申し上げます。この子ども110番の関係ですが、20数年前から協力いた

だける個人宅に子ども110番の家というステッカーや、子どもサポートハウスという

ステッカーを貼っていただき、子供の防犯に取り組んでいただきましたが、年月が経

過しまして世代も変わったりして、実態がなかなか把握できなくなってきたという状

況があります。このことから、まずはこの現状把握をしたいということから、今回調

査を行っていますので、ご協力をお願いしたいと思います。 

次に通学路安全指導員の配置の関係ですが、経過から申しますと、平成 24 年に団

地内の4小学校が2つの小学校に統合しまして、その際、中央通を横断して登下校す

る児童の見守りについて心配があるということで、地域の皆さんから意見をいただき

ましたことから、当面の間、通学路安全指導員を中央通の交差点に配置することとし

ました。この配置につきましては、当初平成 24 年から 3 年間の期間ということで設

定しておりましたが、入学当時の1年生が卒業するまで延長していただきたいという

要望もあり、プラス3年、そして平成30年度のプラス1年ということで、合計7年

間配置をして終了したところです。通学路安全指導員の配置終了後の対応としまして、

交通安全学童指導員の配置などを検討したところですが、配置箇所が国道・道道のよ

うに交通量が多くないということから、現在配置されていないところです。教育委員

会としましては、登下校の児童生徒の見守りにつきましては、地域の方々を初めとし

まして各種ボランティアの方、そしてＰＴＡ学校関係者などと連携して対応していく
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ことが非常に大切であると考えております。今後も児童生徒を見守る生徒指導の指導

主事、専任指導員によります通学路の巡回巡視や、啓発、助言を行いながら地域や保

護者の方々と連携を大切にしてまいりたいと考えております。 

なお、見守り活動を担います新たな人材の創出ということで、登下校における見守

り活動の充実、更には学校における働き方改革の1つの取り組みとしまして、市の職

員でもあります学校の業務主事、学校事務補助員の業務の一部を見直して、登下校の

見守りができないかということも現在検討しています。今年の秋の交通安全運動期間

中に試行的に実施してみましたが、他の手段等も検討しながら今後も通学路の安全確

保に努めてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

次に3点目の子どもの権利の関係ですが、子どもたちが健やかに成長していくため

には、調和のとれた食事や運動、読書、十分な睡眠など、規則正しい生活習慣の定着

が重要であると考えております。アウトメディアに関する取り組みにつきましては、

各学校、中学校区においてそれぞれ行われておりますが、こうした学校とか中学校区

の活動などを参考にしながら、現在、教育委員会と市のPTA連合会が共同して、どの

ような取り組みができるかということを検討しているところです。 

 

●参加者 

1点目の集会所の話ですが、個別施設計画に存続を含めて載せていただきたいと思

います。その過程で地域の話を十分聞いていただき、その上で方向性を決めていただ

ければと思います。 

それから2点目の通学路ですが、6年生で慣れても、毎年1年生が入ってきますの

で、その1年生は慣れていないわけです。何よりもあそこの場所は非常に視認性が悪

く危険だという判断のもとで、ここに配置することを検討しなければならないと思い

ます。子供たちが安全で安心して暮らせるまちというキャッチフレーズからいうと、

危険性のあるところをいかに除去するかといった取り組みが非常に重要になってく

るのではないかと思います。今、第1住区では住み替えにより子どもの数が増えてき

ておりますので、子どもの安全を最優先にするため、是非、安全指導員の配置をお願

いしたいと思います。 

それから、子どもの権利条例の話ですが、今、教育委員会とPTA連合会の方で協議

されているということですが、私も一応子どもメディアインストラクター北海道の認

定を受けており、いろいろな話題提供や話すこともできますので、そういう機会があ

れば具体的に詳しい話をさせていただき、検討していただければと思います。 

 

●参加者 

ここにお集まりの役員の皆さんに教えていただいきたいのですが、今年の10月に、

保健福祉部の福祉課から「災害に備えた避難行動要支援者への支援について」という

文書が自治会長宛てに届いておりまして、市と協定を結んで、避難行動要支援者名簿

を提供しませんかという内容になっています。そこで、皆さまは協定を結んだのか、
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どういう返事をしたのか、どういう対応をされているのか、参考まで教えていただき

たいと思います。すでに協定を結んでいる自治会さんがいらっしゃいましたら、どう

いう段取りで個別計画を立てるのかということを是非教えていただきたいと思って

います。 

 

●参加者 

今のこの要支援の件については、私どもの北進町 3、4 丁目自治会では 4 月に話し

合いを持ちました。市からはいつでもこの協定は結べますということですので、十分

検討した上でどうするか方向性を決めることにしています。個人情報が絡んでいます

ので、もう少し検討を加えなければならないなというのが当自治会の方向性です。 

それから先ほど集会所の話がありましたが、この集会所を今後も使っていくことが

いいのかという話もあり、私ども自治会では全く利用していませんし、他の自治会で

も利用していないところがあります。そういう意味で私ども自治会としては、市の方

に返上しようかという話が出たこともありました。令和3年で市からの貸付契約が切

れますので、それまでに連合自治会としてこの集会所の利用をどうするか、方向性を

出していただくことが必要ではないか思っております。栄町自治会の方では、従来か

らここを利用していますので、利用したいという思いは非常に強かったようですが、

今は「いこ～よ」や「花ホール」を利用できるようになりました。ですから、この第

1住区自治会連合会で話し合いをした上で方向性を出した方がいいと思います。 

それから各地域に集会所がありますが、それぞれの利用状況は市で把握されている

のでしょうか。 

 

○高橋市民環境部長 

集会所の管理自体はそれぞれの自治会にお願いしていますが、利用状況については、

毎年報告をいただいています。 

 

○三上保健福祉部長 

災害時の避難行動要支援者についてですが、市内の約150の自治会町内会があるう

ち、協定を締結させていただいているのは 16 か所ということで、概ね 1 割という状

況になっています。昨年市内でも大きな地震があって、被害が発生したということも

踏まえまして、やはり何かあったときのために、町内会と地域の方が助け合いの精神

で、日ごろから顔の見える関係ができている方がスムーズな支援ができるのではない

かということで、町内会と市の方で協定を結んでいただけませんかという趣旨の文書

を送らせていただきました。何かあったときのために、個人情報を提供できるという

ことになりますので、是非検討をしていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 
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○高橋市民環境部長 

ここの集会所の関係ですが、こちらの意向や今後のあり方についても十分お聞きし

たいと思います。 

 

●参加者 

集会所がどうしても必要だというニーズの高いところと、全く必要ないというとこ

ろがあると思いますので、そういう意味からも、集会所の今後の方向性を出していく

ということが必要ではないかと思います。 

もう1点ですが、トリムコースの距離表示が去年の秋に取り外された後、設置され

ないままとなっています。私トリムコースを毎日のように歩きますが、ジョギングを

されている方も結構います。距離が1つの目安になります。なぜ取り外したのか、今

後設置する予定はあるのか、お聞きしたいと思います。 

 

○平川建設部長 

トリムコースの距離表示の関係ですが、その内容については把握していないもので

すから、後ほどご回答させていただきたいと思います。 

 

※後日回答 

トリムコース距離表示については、設置から４０年以上経過し、都度修繕に努めて

きましたが、劣化が著しく、風雪による倒壊の恐れもあることから、平成 30 年６月

にコース内の15基を全撤去しました。 

今後の距離表示については、距離起点の問題や表示方法など、距離表示の必要性も

含め、団地活性化事業とも連携しながら検討してまいりたいと考えています。 

【教育委員会】 

 

●参加者 

要支援名簿のお話ですが、栄町では支援が必要な人は要援護者として位置づけ、そ

の要援護者を例えば災害時、緊急時に支援していただける方を組み合わせしてペアリ

ングしています。何日も電気がつかないようなときなど、何かあれば声かけできるよ

うな仕組みをとっています。ですから、緊急時には必ず役に立つことだと私たちは理

解しています。一昨日ですが、全部の要援護者と支援者のお宅を訪問して、これから

もよろしくお願いしますということで確認しております。この仕組みは「栄町見守り

隊」というのでが、発足したのが平成24年くらいで、現在14名の方が要援護者とし

て登録していますが、個人情報については福祉防災部長と会長の2か所で預かり、何

かあったときには、それを開封して中身を見て確認をするという仕組みになっていま

す。 

もう1つ、アウトメディアの話ですが、北海道教育長胆振教育局、胆振振興局の範

囲で令和元年度胆振管内アウトメディアフォーラムというフォーラムを開催してお
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ります。是非、こういうアウトメディアフォーラムを参考にしていただきたいと思い

ます。 

 

●参加者 

私は一市民としてボールパークのオープンについて非常に楽しみにしていますが、

ボールパークにどんな施設が出来て、どんな楽しみがあるのかということを把握して

おりません。実は私は以前、札幌ドームができる前後 10 年間くらい近くに住んでい

ましたが、何が変わったかというと、あまりいいことはなく、結局、週末にイベント

があると人がどっとやってきて、車は渋滞して、何か訳のわからない人がうろちょろ

して、メリットは特に何もなかったです。 

今回できるボールパークは、札幌ドームとは性格も違いますし、いろいろな施設が

できるということで楽しみにしているのですが、できたら何か周辺の住民として、こ

んな楽しみがある、こんな恩恵が受けられる、みたいなことがあれば教えていただき

たいのですが。 

 

○川村ボールパーク推進室長 

ボールパークができて、市民にとってどのようなことがもたらされるのかというこ

とですが、札幌ドームの良い部分、反省する部分についてはファイターズも重々承知

しており、周辺の治安対策の教訓として、人を配置し人海戦術で、しっかり目の行き

届くような体制とって、開業時にはしっかり対応していきたいと考えております。 

また、野球の試合は、年間70日から80日ですので、そういった意味では、1年中

通して、多くの人たちに賑わいをもたらせるような、野球以外の例えば、冬の自然に

触れ合うようなスペースを作ったりですとか、子どもたちが遊べるような場所を作っ

たりということを考えています。一方で、市民がこの施設にどう関わっていくかとい

うことになりますが、例えば、ゲームがないときでも現場に行って花壇とか清掃、そ

ういったことに関わることで、そういった人たちのため選手からの還元があるとか、

プロと身近に出会えるようなもの、いわゆる価値と機会、市民に一番より感じていた

だけるような事を考えていきたいと思います。市民が置き去りにならないような形で、

市民の皆さんとの関わりをしっかり十分に承知していくとことが、このボールパーク

の誘致した最大の要因と考えております。 

 

 

８．閉会 ～巻末にあいさつ文掲載～ 
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令和元年度 市 政 懇 談 会 

西の里連合町内会 

令和元年11月19日（火）18：30～ 

西の里会館 

出席者31名（連合会16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 懇談テーマ・懇談（各テーマごとに懇談） 

（１）ＪＲ上野幌駅の利便性の向上及び周辺の整備について 

（２）西の里公民館の複合施設としての建て替えについて 

（３）西の里地区における防災に関する確認について 

７ 自由懇談 

８ 閉会 
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１．開会 ～省略～ 

 

２．市出席者紹介（司会より紹介。以下、市出席者。） 

 上野市長、吉田教育長、川村企画財政部長、中屋総務部長、高橋市民環境部長、 

三上保健福祉部長、平川建設部長、米川防災危機管理担当部長、千葉教育部長、 

福田秘書課長、石黒西の里出張所長、志村市民課長、貝森主査、梅木任、高山主事 

 

３．自治連合会長あいさつ  

●橋本会長 

今日は市政懇談会ということで、上野市長をはじめ多くのスタッフの方に来ていた

だきましたことを心より感謝申し上げます。 

西の里は、地域的には安心で安全な地域であると思います。ノーマライゼーション

の街、障害を持つものと健常者が心の触れ合いで何事にも一生懸命、切磋琢磨して行

うというところでは北広島では知れ渡っているのではないかと思われます。一方、環

境や建物というところでは、若干まだ遅れているのではないかと思い、3点のテーマ

について事務局長がお伺いしますので、夢あるお言葉が返ってくればと思っておりま

す。今日はよろしくお願いいたします。 

 

４．自治連合会役員紹介 ～省略～ 

 

５．市長あいさつ ～巻頭にあいさつ文掲載～ 

 

６．懇談テーマ・懇談（要旨及び回答は当日配布資料から抜粋） 

 

■懇談テーマ１➡ＪＲ上野幌駅の利便性の向上及び周辺の整備について 

 

要旨（連町から説明） 

(1) 札幌市やＪＲ北海道とバリアフリー化に向け協議を進めると回答を頂いた件に

ついて 

 進捗状況の説明をお願いします。 

 

(2) 周辺整備について 

 民間事業者（駐車場所有者）からの情報収集の報告をお願いします。 

 

回答（市担当部長より説明） 

(1) ＪＲ上野幌駅のバリアフリー化につきましては、駅舎は札幌市内に位置している

ことから、札幌市やＪＲ北海道と協議を進め、それぞれにおいて、バリアフリー化の

必要性を認識しているところであり、現在、ＪＲ北海道において、財源や工法等含め
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整備方法等の調査・検討を行っている状況であると伺っております。【企画財政部】 

 

(2) 周辺整備につきましては、ＪＲ北海道からは、駅舎のバリアフリー化に向けた検

討を優先して進めていると伺っており、駅周辺整備については、現状において、具体

的な検討には至っていないところであります。なお、駅舎のバリアフリー化と駅周辺

整備については、一体的な整備が望まれるところであり、引き続き、JR北海道及び札

幌市とは協議を進めてまいります。【企画財政部】 

 

テーマ１について懇談 

意見等特になし 

 

■懇談テーマ２➡西の里公民館の複合施設としての建て替えについて 

 

要旨（連町から説明） 

(1) 「複合施設への建て替えが望ましい」との回答をいただきましたが、その後の考

え方を聞かせて下さい。       

(2) 既存施設との機能分担を図って整備する内容を検討との回答があった件につい

て、その後の施設への考え方・進捗状況を聞かせて下さい。  

 

回答（市担当部長より説明） 

(1),(2) 西の里地区における公共施設の今後のあり方につきましては、（現）西の

里公民館を廃止し、児童センター・出張所機能等を有した複合施設と既存施設（西の

里ファミリー体育館、西の里会館など）との機能分担の検討をすることとしておりま

す。 

 検討状況につきましては、庁内関係部署が集まり、検討を進めているところであり、

現在新しい施設に整備する機能及び具体的な用途ほか、床面積なども含めて調査して

いるところです。【市民環境部】 

 

テーマ２について懇談 

●参加者 

今、庁内で色々検討しているというお話ですが、それが具体的に進んできたときに、

完成図ができる前に連町に説明いただいて、我々の意見を聞いていただくことはでき

るのでしょうか。 

 

○高橋市民環境部長 

面積等含めまして、まずはイメージの全体像をまとめさせていただきたいと思って

います。その後、いろいろな部分を詰めていかなければならないと思いますので、そ

の時には、地域の住民の皆さん、実際に使っていただく方の意見を聞いて調整してい
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くことを考えております。具体的なイメージを固めた段階でご相談をさせていただき

たいと思っております。 

 

■懇談テーマ３➡西の里地区における防災に関する確認について 

 

要旨（連町から説明） 

(1) 西の里地区における防災対策として、全ての避難場所の確認とそれに携わる鍵の

管理について説明をお願いします。（災害時は誰が開錠するのかも含め） 

 

(2) 各避難所にはどのような防災用品が備蓄されているのか（布団○枚、トイレ○セ

ット等）、食料は何処にどのくらいの量が備蓄されているか等、確認が出来る一覧表

などを要望します。 

 

回答（市担当部長より説明） 

(1) 西の里地区では、6か所の施設が指定避難所に指定されております。災害時に実

際に避難所として開設するかどうかは、被害状況や被災地域の情報に基づきその都度

決定しますので、市の HP や SNS、NHK のデジタル放送等により確認をお願いします。

鍵の管理につきましては、施設ごとに複数の者が管理をしておりますが、原則として

学校以外は市の職員が、学校は各校の先生が開錠することとしております。なお、現

在、災害対応に係る見直しの中で、開錠ルールの見直しも併せて行っているところで

あります。 

(2) こちらの西の里地区の方には、西の里会館の備蓄物置と、西の里小学校の2ヶ所

で備蓄をしております。備蓄品に関しましては、ポータブルストーブ、毛布、アルミ

ポンチョといった暖房防寒用品のほかに、ポータブルトイレ、おむつ、その他ベンリ

ー袋という排泄用の袋になりますが、こういったトイレ衛生用品を主に備蓄しており

ます。なお、食料品と燃料のガソリンを含む発電機につきましては、備蓄物置が高温

多湿になるということと、小学校の方では管理上の問題があることから、現在、備蓄

はしておりません。災害時には、防災センターから搬送するということになっており

ます。 
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テーマ３について懇談 

●参加者 

9月7日の防災訓練のとき、虹ヶ丘のほうから歩いて訓練に参加させていただきま

した。実際、歩いてここまで 20 分ぐらいかかったのですが、雨や雪が降った時には

高齢の方などは絶対来られないと思いました。私の避難場所というのは札幌日大高校

です。札幌日大高校に備蓄品があるのかどうかということを、ここに3町内会の会長

も来ていますが私を含め全く分かっていません。備蓄品があるのであれば、どのくら

いのものがあるのか、それがすぐに使える状態なのか。鍵をどのようにして開けても

らえるのか。また、備蓄品がない場合、例えば、この3町内会の方で備蓄品と保管場

所を準備したとき、その部分に関して市の助成金があるのかお聞きしたいと思います。 

 

○米川防災危機管理担当部長 

日大の方には先ほどお話させいただきましたが、備蓄品等はありません。今後、町

内会さんの方で物置を設置して備蓄品をある程度整備したいということでしたら、私

どもの方で助成制度というのを設けております。金額に応じて助成額も変わってまい

りますので、私ども方にご連絡をいただければご説明をさせていただきますので、よ

ろしくお願いたします。 

9月7日の訓練のときに使用した無線機も、その制度を使っておりますので、是非

ご連絡いただければと思います。 

 

●参加者 

資料に書かれているリストのものは、西の里会館と西の里小学校の2か所で、西高

校にも中学校にもないということですね。 

 

○米川防災危機管理担当部長 

こちらの地区はこの2か所となります。学校の方にもなかなか備蓄品を置くスペー

スが基本的には無いものですから、この2か所に置いている状況です。 

 

●参加者 

昨年、広葉交流センターで実施した避難訓練に参加させていただいたのですが、広

葉交流センターには大きな備蓄倉庫がありますよね。実は私どもの自治会はガレージ

を建てて、その中に備蓄品を収納しているのですが、ガレージですので、夏は暑い、

冬は寒いということで、せっかく備蓄してあってもカビ等で本当に使えるかどうかは

実際のところ分からない状態です。新しい出張所が入る施設を造るときには、備蓄庫

を建物に設けていただきたいと思っています。私どもの西の里自治会で持っているリ

ヤカーなども劣化せずに保管できるのであれば、そういうところに預け、有事の際は

他の町内会の方にも使っていただきたいと考えておりますので、是非、検討していた

だきたいと思います。 
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○米川防災危機管理担当部長 

今後に向けたご意見ということで承らせていただきます。複合施設ですとかそうい

った新しい施設を建設するときには、そういった部分を考えていきたと思います。 

 

●参加者 

いろいろなところに仕事の関係でお邪魔するのですが、苫小牧市の方で大きい公園

のトイレ3分の1とか、半分を備蓄庫として使っていました。汚染されないよう、し

っかりしたコンクリートの建物で作られています。こういう備蓄倉庫もあっていいの

ではないかと思っています。 

 

○米川防災危機管理担当部長 

苫小牧の方の情報をいただきましてありがとうございます。我々の方もどういった

ところで備蓄できるかということは、常に考えていかなければならないと思っており

ます。 

 

●参加者 

備蓄状況ですが、水が一番大事だと思いますけれども、西の里地区には水と食料の

備蓄はありませんよね。また避難所で何が困っているのかというとプライバシーです。

着替えをするための間仕切りがどうしても必要で、この辺の備品が少ないと思います。

食料や水については他の場所から持って来るということでしたが、地震などで道路が

寸断された場合は難しいと思います。備蓄品をもっと充実してほしいと思います。 

昨年のブラックアウトの経験でちょっとお話しをさせていただきたいのですが、情

報が一番大事だと思います。避難所がここで開設されたということを知っている人が

ほとんどいなかったということです。広報車が回ったようですけれども、ほとんどの

人が知らなかったということです。携帯も見られなくなりました。ただラジオだけは

聞くことができました。市内にＦＭメイプルがありますが、電波が届くのはこの地区

では虹ヶ丘だけで、西の里には届きません。それでお願いしたいことは、西の里にサ

テライトを作っていただくか、または出力を上げることを市の補助で考えていただき

たいと思っています。 

 

○米川防災危機管理担当部長 

備蓄品については、小学校ではステージ下のスペースに置かせていただいているの

ですが、食料品、水は高温多湿を避けるため、今の段階では防災センターに備蓄し、

いつでも搬送することができる体制をとらせていただいております。道路が寸断した

場合には、何らかの方法で周り道をしてでも送るということで考えておりますので、

ご理解いただければと思います。 

次に、プライバシーに関してですが、ダンボールのフェンスなどは非常に大事な備
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蓄品の1つと私たちも考えております。備蓄品に関しましては、備蓄整備計画の中で

今いただいたご意見を反映させていきたいと考えております。 

次に、ＦＭメイプルの件ですが、実はブラックアウトの影響で放送が途切れてしま

うということがありました。今後に向けては、ＦＭメイプルさんとどういった形で放

送を持続できるのか、これから検討していかなければならないと考えておりますので、

その中で電波の悪いところについては、出力を上げるとか、アンテナを整備するとか、

すぐに結論が出る話ではありませんが、検討事項として設けていかなければならない

と考えております。 

 

●橋本会長 

西の里の備蓄の状況の中で、懐中電灯1、ポータブルトイレ2、段ボールトイレ5と

かありますが、この数字はどういう考えでおられるのでしょうか。 

 

○米川防災危機管理担当部長 

備蓄品の数ですが、各地区の人口割りのほか、実際に昨年の地震の時に避難所を開

設させていただきましたが、こちらの地区においては最大で 10 名の方が避難されて

来て、5 日間の延べ人数が 28 名となっておりますので、そういった状況も含めた中

で、現在、この数で備蓄させていただいております。今後に向けましては数を増やす

ことも考えていかなければならないと思っております。 

 

●参加者 

数年前に私どもの自治会の班長会に、市の危機管理の方に来ていただき、ハザード

マップのことを含めていろいろお話をいただいたのですが、その中で食糧の備蓄につ

いては、水に関しては伊藤園と、パンに関しては山崎製パンと契約しているので、こ

こに備蓄がなくても全く心配はありませんとお聞きしましたが、それは今も変わりな

いということでしょうか。 

 

○米川防災危機管理担当部長 

備蓄の他にも、現在 54 社の事業所さんと災害時提携、災害時協定を結ばせていた

だいております。その中で今お話しいただきました伊藤園さんや山崎製パンさん、他

に小売店、スーパーも含めてですが、そういったところからも食料品を含む生活用品

の提供ということで、備蓄では足りない部分を補うため継続して協定を結ばせていた

だいております。 

 

●参加者 

停電時の携帯やスマホの充電についてですが、うちの町内会に、くにうみエナジー

という会社（東京の会社）が1,000枚くらいの太陽光パネルを設置しました。通電式

に出席しまして、社長から今後この地域で停電の際、災害時には協力しますよという
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ことを言っていましたので、後ほど会社等をお知らせしたいと思います。 

 

○米川防災危機管理担当部長 

いろいろな意味で行政として十分カバーできない部分もありますので、いろいろな

民間の事業者にご協力いただければと思っております。是非、そういった情報提供を

よろしくお願いいたします。 

 

●参加者 

私毎日、上野幌の駅を利用するのですが、せめて屋根ぐらいは設置してほしいと思

います。屋根のない駅は本当に上野幌だけです。古かった苗穂駅も綺麗になりました

し、上野幌駅はいつになったらちゃんとした駅になるのかと毎日思っております。 

土地は札幌のもので、利用するのは北広島の人が多いということで、いろいろな事

情もあると思いますが、バリアフリーでエレベーターに何億もかかるとか言って結局

何もやらないのであれば、せめて屋根ぐらいはつけてほしいと切実に思っております。

これを提案として、議事録に残していただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 

○川村企画財政部長 

今の要望は既にいただいておりまして、屋根の設置についても協議をしています。

工期の部分もありますが、何を先行してやるかということも含めて、いろいろと難儀

しているところがありますけれども、しっかりまた承っていきたいと思います。 

 

７．自由懇談 

●参加者 

私ども虹ヶ丘の方に連合町内会があった時に、虹ヶ丘会館にＡＥＤを付けてくださ

いという要望を出しましたが、管理人がいなければＡＥＤは付けられませんという回

答でした。私の知っている方のお嬢さんなのですが、17歳で心筋梗塞になりまして亡

くなりました。そこにはＡＥＤがなかったようです。私、仕事関係でドクターと会う

機会が結構多いのですが、高齢の方ばかりが心筋梗塞なるのではなく、子どもでもな

るので、ＡＥＤはあったほうが絶対にレスキューできるということです。 

実は自動販売機を設置すると、ＡＥＤが一緒に付いてくるというものがあると、知

っているドクターから聞きました。ＡＥＤは、5年から8年たったらパットの取り替

えや、バッテリーも取り替えが必要になってきます。レンタルをすると非常に高いで

す。単体で買うと、30万から40万円くらいします。その病院では、1階から8階ま

でその自販機を設置したらしいです。例えばそれを北広島の庁舎や会館の方に設置し

たらレスキューできるのではないかと思い、その資料をお持ちしました。 

 

○参考とさせていただきます。 
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８．閉会 ～巻末にあいさつ文掲載～ 
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令和元年度 市 政 懇 談 会 

富ヶ岡連合町内会 

令和元年11月26日（火）18：00～ 

富ヶ岡会館 

出席者31名（連合会18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 懇談テーマ・懇談（各テーマごとに懇談） 

（１）町内街路の整備について 

（２）富ヶ岡会館トイレの改修について 

（３）北進通・音江別高台線の交差部分の改修について 

７ 自由懇談 

８ 閉会 
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１．開会 ～省略～ 

 

２．市出席者紹介（司会より紹介。以下、市出席者。） 

 上野市長、道塚副市長、吉田教育長、川村企画財政部長、中屋総務部長、 

高橋市民環境部長、平川建設部長、米川防災危機管理担当部長、 

福田秘書課長、志村市民課長、貝森主査、梅木主任、高山主事 

 

３．自治連合会長あいさつ  

●小池会長 

こんばんは。今年もおかげさまで何とか計画どおりに連合町内会の行事を進めるこ

とができました。これもひとえに市、他関係者の皆さん方の御協力の賜物と感謝申し

上げる次第です。令和の元年ということで、心新たに我々も出発したわけですが、あ

と行事としましては餅つきを残すだけというということで、12月の1日に、餅つきを

みんなで楽しんでお正月を迎えようということでございます。 

また、日本中でいろいろな災害が発生しておりまして、大変被害に遭われた方々に

はお見舞い申し上げなければいけないということでございますけれども、おかげさま

でこの富ヶ岡連合町内会は、昨年の台風以降、大きな災害に見舞われず過ごすことが

できました。ただ、町内会の中で生活をしていく上で、不具合とかいろいろなことが

あります。そういうことをテーマとして今日の懇談に提出したわけです。これから皆

さん方と一緒に懇談をして、理解を深めていきたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

 

４．自治連合会役員紹介 ～省略～ 

 

５．市長あいさつ ～巻頭にあいさつ文掲載～ 

 

６．懇談テーマ・懇談（要旨及び回答は当日配布資料から抜粋） 

 

■懇談テーマ１➡町内街路の整備について 

 

要旨（連町から説明） 

新富西 3 番通線までは昨年度完成の予定となっていますが、他地域（西 1～2 丁目

等）の工事計画をお知らせください。 

 

回答（市担当部長より説明） 

新富西地区の生活道路の整備につきましては、排水処理の関係から、音江別川に近

い西3・4丁目より整備を進めております。西1・2丁目につきましては、音江別川か

ら離れており、現在施工時期はお知らせできませんが、具体的な時期などは工事の進
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捗にあわせてお知らせしたいと考えております。【建設部】 

 

テーマ１について懇談 

●参加者 

今、私の家の前で工事を行っていますが、市の対応が悪いという噂を聞いておりま

す。各建設会社の人が毎朝来て、今日は車が通れませんというお知らせがあったりし

ますけども、市からは一切そういうのがないです。どうなっているのでしょうか。 

 

○平川建設部長 

基本的には住んでいる方々の生活に極力支障ないよう努めておりますが、通行規制

などが発生することもあり、日々のお知らせは建設会社が行っています。今後ご迷惑

を一切おかけしないで最後まで完成できるということにはならないと思いますけど

も、最小限に止める形で対応していきたいと思います。 

 

■懇談テーマ２➡富ヶ岡会館トイレの改修について 

 

要旨（連町から説明） 

男女別、洋式化、バリアフリー対応をお願いします。 

 

回答（市担当部長より説明） 

市内集会所を含めた公共施設の個別施設計画につきましては、引き続き検討を進め

ているところです。 

 ご要望いただきました修繕・改善内容につきましては、引き続き、北広島市公共施

設等総合管理計画に則り、施設の延命化や住民集会所等の再編等の検討後に行う個別

の各住民集会所の具体的な計画の中で検討させていただきたいと考えております。 

 なお、現状の集会所の修繕につきましては、緊急性の高いものから予算の範囲内で

実施しているところです。【市民環境部】 

 

テーマ２について懇談 

●参加者 

市内に 40 数ヶ所の会館があるということですが、具体的にトイレ改修などをした

ところはあるのでしょうか。ただ計画の中だけの話なのでしょうか。 

 

○高橋市民環境部長 

今、大規模改修を特に行っているというところはありません。市内に 40 数ヶ所の

施設がありますが、建築年度や利用状況もありますし、施設の老朽度等もありますの

で、再編や統合とかいろいろな形の部分を考えて、今後施設を長い期間使っていただ

けるための計画を現在作っているという状況です。 
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●参加者 

市の予算の中に、計画がないから載っていないということなのでしょうか。今後も

載らない、来年度も載らないというような状況なのでしょうか。 

 

○高橋市民環境部長 

まさに優先度も含めた中で予算を確保していくために、計画的に実施していく形の

ものを今検討しているという状況です。例えば、「来年、富ヶ岡を改修します。」とか

という、そこまで具体的なところがまだ詰まっていない、検討しているという状況で

す。 

 

●参加者 

検討というのは、全体 40 数ヶ所ある中でこういう項目があって、具体的な順番み

たいなところをまだやっていないという状況なのでしょうか。 

 

○高橋市民環境部長 

今、それをまさに行っているという状況です。年度内のスケジュール間で動いてい

る状況です。 

 

●参加者 

現状として、ここと同じような共同のトイレというのは他にあるのですか。 

 

○高橋市民環境部長 

建築年度が大体同じところは同じような構造で作られ、同じような形になっていま

すので、他の施設からも同じような要望をいただいております。 

 

●参加者 

連合町内会では、改修営繕に向けてずっと積み立てをしていますが、例えば、積立

金の額をこれぐらい準備してくれたら改築工事も早く取り組めます、とかいうことは

ないのでしょうか。 

 

○高橋市民環境部長 

躯体的な部分については、市が所有をして連合町内会さんに管理をお願していると

いう関係ですので、基本的には市で行うことで考えています。営繕基金は、細かな修

繕や緊急対応部分の形で、連合町内会の方でお金を持っていただいていると思ってい

ますので、先ほどのトイレの改修やバリアフリー等のいろいろな要望が出てきている

部分については、大規模改修や中規模改修といわれている中で、市の方で予算を確保

して行いたいと考えております。 
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■懇談テーマ３➡北進通・音江別高台線の交差部分の改修について 

 

要旨（連町から説明） 

草などで見通しが悪く、冬期間は傾斜があり、砂だけでは十分でないので改修をお

願いします。 

 

回答（市担当部長より説明） 

 市道北進通線と市道音江別高台線との交差点の改修につきましては、音江別高台線

の交差点部の道路を盛土などで上げることが考えられますが、北電施設の青葉配電塔

の制約もあり、現状の約６％勾配を約4.5％勾配へしか改善できず、さらに交差点前

後のすりつけを含め、約１４０ｍの大がかりな工事となり、費用対効果を考えますと、

現時点では難しいものと判断しております。つきましては、夏場の笹刈や樹木剪定、

冬季の砂箱のほか、融雪剤等の散布により対応したいと考えております。【建設部】 

 

テーマ３について懇談 

●参加者 

今、北進通と音江別高台線の交差部分の草は刈っていますが、冬はあそこに雪を持

っていくため、なお見えなくなるという状況になります。あそこに雪を持っていかな

い方がいいのではないでしょうか。 

 

○平川建設部長 

通常の除雪の場合、交差点ではどちらかには雪が寄せるという形の方法をとってお

りますが、高くなってきますと見通しも悪くなりますので、そういう交差点につきま

しては、排雪も実施しておりますので、状況を見ながら対応の方を進めたいと考えて

おります。 

 

７．自由懇談 

●小池会長 

自転車道（サイクリングロード）の延長ですとか、整備状況はどのようになってい

るのか、お話いただければと思います。それともう1つは、先日からテレビ等で騒が

れております小学校6年生の女の子が行方不明になったという事件です。その原因が

スマホのＳＮＳで男と知り合ったということです。私のところにも孫がいますが、今

の中学生は一体どのくらいの率でスマホを持っているのか、学校で把握しているので

しょうか。当然、学校には持っていけないことになっているようですけども、ただ自

宅では自由に使えるというような問題がありますし、他人事ではないという気がしま

す。ですからやはりこの辺は教育委員会なり、学校である程度把握して、何らかの指

導をする必要があるのではないかと思います。 
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●参加者 

ホクリョウさんが鶏ふんを乾燥していた施設がありましたが、その北側の農地が一

時牧草から木からみんな一回枯れたことがありました。それで今度耕作者が変わって

今、デントコーンをまいていますがほとんど育ちません。草もろくに伸びないのです。

原因がはっきりわからないのです。普及所からは土壌分析をしなさいと言われていま

すけど、市の方で分析できるところを紹介してもらえるのでしょうか。 

 

○高橋市民環境部長 

市民環境部の環境課の方で、臭いという部分で過去にホクリョウさんの方に指導さ

せていただいているという経緯がありますので、個別にご相談させていただきたいと

思います。市として環境基準値とかがありますので、今の土壌の部分については、経

済部の方で何か対応できるのかも含め、持ち帰らせていただきたいと思います。 

 

※後日対応状況等 

質問者本人と直接連絡をとり対応。地主または耕作者とホクリヨウとで話し合いを

していただく案件であり、市は関与できないことを伝える。【経済部】 

 

○平川建設部長 

自転車道の関係についてですが、ＪＲ西口から出た箇所がＪＲの関係もあり、なか

なか進まないということもありまして、今、逆に北進通と開通しております南の里山

沿線のところから進めたらいいのではないかということで、協議を進めております。 

北進通は、いろいろと交通安全上の問題もあるものですから、警察の公安委員会の

方とも協議をしておりまして、その協議が整ったという状況になりました。内容とし

ては、北進通はそのままで、緑地が大体 10 メートルぐらいありますので、そこの中

に単独で自転車道を確保するということで、10月20日に、青葉町1、4丁目町内会に

対しまして、北海道も参加していただき説明会を行い、概ね理解をいただいたところ

です。北海道からは、来年に用地確定測量、そのあと令和3年になりますが、設計と

工事の方を進めていきたいと聞いております。 

 

○吉田教育長 

ＳＮＳの関係についてですが、教育委員会では、個別に、学校ごとに誰が持ってい

るか持っていないかは具体的な調査はしておりません。ただ、学校からの聞き取りで

大体の感触ではありますが、7割から8割のお子さんは持っているだろうと思ってい

ます。先ほどおっしゃっていただいたように学校への持ち込みは、特例以外は持ち込

まないということになっておりますが、ネット上の通信で大人に声をかけられたり、

友達同士で何か問題行動を一緒にしてしまうようなことは、想定しなければならない

時代になっていると思います。 



88 

そのような中で、各学校では例えば、技術家庭の時間や総合学習の時間で携帯会社

の出前授業をして、いわゆる扱い方についての留意事項や、スマホのいい面と問題の

ある面をしっかり勉強するような場面を作っております。合わせて今年は、今、言っ

たような心配が私どもにもありまして、市内のＰＴＡ連合会とも協議し、スマホの取

り扱いとか、インターネット等に関わる子ども達のあり方について、年度内に統一的

な指針を作りたいと考えております。その中には子どもへの留意をしてもらうこと、

家庭で協力していただくこと、地域でも何かお手伝いをしていただくようなことが含

まさるような予定でいます。 

 

●参加者 

中央町内会にくるみ公園がありますが、2段になっていまして、上の方は遊具があ

って下の方に行くと盆地みたいな状態になっています。私も 16 年ぐらい前に引っ越

してきて、孫と遊びに行ったりしますが非常に遊ぶ分には都合のいい場所ですけども、

何のためにああいう作り方になったのでしょうか。 

それから上の方に休憩場所がありますが、非常に暗くて、人がいることさえも分か

らない危険な状況です。そこを斜め横断して駅に向かう人や駅から帰ってくる人が結

構います。最近少なくなってきましたが、以前は高校生方がたむろしていました。こ

ういう御時勢ですから、もっと明るくするとか、もっと何か考えないと何か事が起き

てからでは遅いのではないでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 

○平川建設部長 

公園ですが、現状地盤に合わせて当時造成したものと思います。また、暗く危険と

いうお話ですが、照明灯の位置等、今後どういう対応できるのか検討させていただい

て、後日ご連絡させていただきたいと思います。 

 

※後日回答 

段差は、区画整理事業施工時に元々の地形を活かしたためと思われます。 

暗い部分については、樹木の枝葉によることも一因と考えられますので、先ずは来

年間伐や剪定を実施したいと思います。また、照明灯の電球の暗さが目立ってきた場

合には交換も考えたいと思います。【都市整備課】 

 

●参加者 

2点、聞きたいというか、お願いがあります。今、うちの一番上が中学生なります

が、カバンは一番重い時で10キロ以上あります。ここから中学校まで歩いて40分か

かります。夏場はその 10 キロを背負って自転車に乗るので、すぐパンクしちゃった

りして 1 年でダメになりました。冬場は歩きなので、この成長期の段階で腰が痛い、

足が痛い、股関節が痛いということが起きています。全国的な問題だというのも分か

っていますが、聞いたところによると、西の里の方もバス利用ができないので、歩き
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で40分以上かかる所を通っているとお聞きしました。バス利用できないのであれば、

中学生の荷物をどうやったら軽くできるのかということを考えてもらいたいと思い

ます。昨年からタブレット学習が学校で導入されたと思いますが、前倒しをして中学

生に1人1台持たせて、教科書を軽くするということは将来的な展望としてできるの

ではないでしょうか。 

この北の台地区と東部地区には児童館がありません。冬、子どもたちは遊びに行く

ところが全くありません。公園は除雪の雪で危ないため遊びに行かせられない、家の

前で遊ぶと車が来て危ない。結局、家の中でゲームして終わっちゃいます。何故ここ

の地区には児童館がないのでしょうか。この辺であれば公民館が体育館として使える

のかなと思います、冬休みや夏休みの期間限定でもいいのですが。 

 

○吉田教育長 

最初の中学生のカバンの件ですが、全国的にここ数年は話題になっておりまして、

今年の一学期の頃だったと思いますが、各学校でどんな工夫をしていますかというこ

とで、例えば東部中だったと思いますけど、家庭学習をしなくてもいい教科書とか、

あるいは資料等は置いて行ってもいいことにしています。各中学校・小学校でそれぞ

れルールが違いますが、今お話しいただいたように重さを少しでも軽減することや、

学校に置いて行っていいものを整理しながら、各学校で今決めているのが現状です。 

それぞれの学校で工夫しなさいということにしてありますので、是非学校の方にも

相談をしていただければと思います。私も今日お話があったことは、各学校にもしっ

かり伝えてまいりたいと思います。 

それからタブレットの件ですが、多分石狩管内で学校にタブレットを学習用で入れ

ているのは北広島だけだと思っています。しかし、各学校に 40 台ずつしか入ってい

ませんので、実は1人1台というところには至っていない状態です。少しずつ増やし

ていきたいと思いますが、教科書をパソコンにインストールして、タブレットだけ持

てばいいというのは、まだ相当な時間がかかるだろうと思います。国も今、紙の教科

書とデータによる教科書と両方を作るように指導はしていますが、両方が存在するよ

うな状態にまできていますので、将来的には今おっしゃったようなパソコンの中で教

科書を開き、学校で使う、家で使うということが可能になると思います。また、タブ

レットですが、1人1台供与しているところは全国的に少ない状態なのですが、財政

的なことを考えますと、どこまでできるかも含め検討している段階にあるということ

でご理解いただければと思います。 

 

○川村企画財政部長 

児童館の関係ですが、基本的に子供の居場所をどう確保するかという中で、保育園、

学童クラブ、そういった世代の方はあるのですが、それを超えた時に居場所をどう確

保するかということについては、各部横断的に検討する必要があると思っています。

ご指摘のように、この東部地区と西の里地区に館という施設がなく、北広島団地地区、
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西部、大曲には児童館が整備されています。一方、どういった居場所を提供したらい

いのか、ただ場所を開放しても目の行き届かない場所になれば、たむろする場所にな

ってしまうなど悪循環な形になりますので、単純に児童館を作ればいいのかどうなの

かということも含め、今のご指摘、子育て世代の意見をしっかり受け止めて考えてい

きたいと思っております。 

 

●参加者 

先ほどの教科書の問題について、4月に確かに「置き勉」（置き勉強道具）少し増や

していいですよというお話がありましたが、結局 2、3 冊で主要科目以外は置いてい

っていいというお話です。その置いていっていいもの以外で 10 キロある重い状況で

す。 

この東部地区から帰ってくる道で変質者が出る事、結構多々あります。10キロの荷

物担いで、女の子、走れと言われてもまず無理だと思います。去年も何件か変質者が

出ていて、冬場は親が送り迎えしないと行けない地区です。そうすると、みんながこ

こに住みたいと思っていても、そこで断念する人が出てくると思います。 

確かに「置き勉」は増えましたが、この荷物持っていきたくないという子も結構い

ますので、実際に 10 キロ持って、皆さんもここから毎日 40 分歩いて見てください。

きっと子どもたちの気持ちも分かってもらえると思います。それをやったことのない

大人が頑張りなさいよ、行きなさいよ、と言っても本当に無理だと思います。荷物も

減らせない、バスにも乗れない、お母さんが働いていたら送ってもらえない。スキー

も置き場所がないということで当日しか持っていけないルールですので、お母さんや

お父さんがお仕事に出ちゃっている子どもは、ここからスキーを持って 40 分歩きま

す。何とかこの先長くはかからないように対応を考えていただけたら、ありがたいと

思います。要望です。 

 

●参加者 

私の息子も 20 年以上前ですが、ここから東部中まで通いました。広葉中に行きた

かったのですが、教育委員会の方に言ったら、要するに区域外ということでした。隣

の家の子どもが広葉中に行っていましたが、なんで行けたのかは分かりません。でも、

ここからは広葉中の方が近いですよね。その辺、教育委員会としてはどう考えている

のでしょうか。 

 

○吉田教育長 

荷物が多い、重いというお話で、現状では先ほど申しましたように、「置き勉」でき

るものをどれくらい増やせるか、先程のスキーの話も含めて工夫の余地がないのか、

学校の方でさらに考えてもらうように働きかけます。また学校に直接言っていただけ

れば、具体が分かって切実感も伝わるところがあると思いますので、そういう思いを

共有し、できるものはひとつでも工夫してみたいと思っています。 
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それから通学区域の話ですが、20年くらい区域は変わっていないです。基本的に通

学区域というのを町名番地で切って、ある程度のエリアに設定していますが、確かに

東部地区は少し広いのは間違いないです。当時は子どもの数も考えながら作ったと思

いますが、昔から長い間、校区、通学区域は変わっておりません。変わったのは団地

の中で学校が統廃合したところだけ整理をした経緯が平成24年にあります。 

もう1つは、区域外に通学するという例があります。例えば、何かの個人的な事情

があってそこには行けないという時には、相談をして、親御さんとの了解を得ながら、

区域外通学を認める場合もあります。これは個別的な事情によるもので普通に行って

いいという話にはなってないということです。現状はその通学区域の指定された学校

に行っていただくのを基本としています。 

それからもう1つは、特別支援学級というのがございまして、施設の問題で、車い

すのお子さんはエレベーターのある学校に行くなど、特殊な事情がある場合が考えら

れます。 

 

●参加者 

歩行者専用道路（メイプル通）の照明についてですが、回答書によると、通常の歩

行者専用道路よりもグレードアップしているということですが、ここの歩行者専用道

路は一般の道路と比べてどの程度の明るさなのでしょうか。一般道路よりも暗いので

はないかと思っています。通勤通学に使っている人が多い道路です。ですから、一般

の街の道路と同じような明るさ、それ以上ないと危ないと私は思っています。 

 

○平川建設部長 

照明につきましては、基本的には歩道の部分で、40メートル間隔という基準があり

まして、今、お話のありましたメイプル通につきまして 30 メートル間隔ということ

で、それらの基準は満たしております。あともう一つ、ルックスという明るさの単位

がありますが、基本的に基準は0.2ルックス以上、歩道につきましては0.5ルックス

以上あるのが望ましいとなっております。それで私どもで現地の照度を測定してみま

したが、最低の部分で0.57ルックスということで、0.5はクリアされております。大

体が1ルックス以上ということで、現状では照度が確保されていると考えております。 

 

●参加者 

通学の時の重いという話に戻りますが、市の話を伺っていると、学校の方にお願い

するというような話が結構ありましたが、市自体の考えとしてはどうなのでしょうか。 

 

○吉田教育長 

先ほどを申し上げましたように、ここ数年そういう話題が全国的にありまして、調

査をした上で、少しでも減量する方法を取りましょうというのが大きなくくりであり

ます。いろいろな知見を調べたところ、成長の年齢によっても違いますが、例えば小
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学校の低学年で10キロだと成長にすごく影響するだろう、中学生ぐらいであれば10

キロぐらいまでは可能ではないか、というような知見もあります。ただ、個人差も絶

対あります。体が大きいとか、筋力があるとか。そう考えると一律に線が引けないと

いうことです。それからもう一つ、学校の事情になりますが、「置き勉」をするときに

置く場所が十分あるかということと、置いたものが無くなった場合の対処が課題とし

てあり、鍵付きのロッカー等も必要になってきます。教育委員会としては、先ほど言

いましたように、今できるその学校の条件の中で可能な限り重量減らすような工夫を

図ってほしいと考えております。例えば、すでに美術の絵の具道具や教科書以外の資

料集などを置いてもいいという学校もあるのですが、一律にはなっておりません。基

本はその学校でできる範囲のことをやってほしいというのが、今の考え方であります。 

 

●参加者 

市の方から指導はされていないということですね。 

 

○吉田教育長 

今、申し上げましたように画一では言っておりませんが、学校の中で少しでもやれ

ることはないのか、ということを学校に考えてもらうように働きかけたいと思ってい

ます。 

 

●参加者 

アライグマ対策についてお聞きしたいと思います。アライグマは御存じのように特

定外来生物ですので、個人が勝手に捕獲したり、処分したりすることができないよう

になっています。ほとんどの市町村にアライグマが発生していて、10月の道新により

ますと、被害額は全道で1億円になると言われております。北広島市にもアライグマ

結構いると思いますが、どの程度把握しているのでしょうか。また、捕獲はどの程度

されているのでしょうか。 

私、家庭菜園で畑を農家から借りていろいろな野菜を作っているのですが、毎年ト

ウモロコシやぶどうが食害されて被害を受けるわけです。それで市役所にアライグマ

対策についてお伺いしたところ、箱わな式の捕獲器は 30 個しかなく、優先は農家と

のことです。ですから、家庭菜園の人はその後ですから、借りようとしても貸しても

らえないのが現状だと思います。捕獲器を増やしていただけないのでしょうか。300

個ぐらいには最低していただきたいと思っております。 

 

○高橋市民環境部長 

アライグマの市内の生息数については、特別に調査をしていないので分からないと

いうのが現状です。というのは、新聞にも書かれていたとおり行動範囲もかなり広い

というのもありますし、全道のかなりの広いエリアに生息が伸びているという状況で

すので、広域の範囲内で生息数を調査しないと、なかなか市町村単位では難しいと考
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えています。それから、アライグマは年に数回子どもを産むために爆発的に数が増え

ます。捕獲して駆除することが一番有効的なのですが、私どもの北広島市だけではな

く、北海道単位で駆除していくということが必要ではないかと考えております。 

平成30年度の捕獲数につきましては141件、その前の年が100件となっており、

捕獲数自体も増えていますが、それ以上にアライグマの数は増えていると思いますの

で、捕獲器についても少しずつですけども、何とか予算確保をしながら数も増やして

捕獲の方に当たっていきたいと考えております。 

 

●参加者 

洪水ハザードマップを見させていただいたのですが、この中に市から避難勧告や避

難指示が出されますという記述がありますが、それはどういう方法で指示が出される

のでしょうか。 

もう1つ、別な資料の中で注意報の発表基準値というのがありまして、音江別川流

域が5.1、輪厚川が8.1となっていますが、私としては音江別川も輪厚川も水量は変

わらないような感覚を持っています。雨水管により雨水を音江別に流しているのです

が、増水した場合に逆流して吹き上げるのではないかと素人ながらに心配しています。

その辺を教えていただければと思います。 

 

○米川防災危機管理担当部長 

避難勧告等の情報の伝達についてですが、いろいろな方法で避難勧告、避難指示等

を出さなければならないと思っています。テレビやラジオなど報道機関のほか、広報

車、それから携帯、スマホを使いましたエリアメールですとか、いろいろな形での方

法というのを駆使しながら皆さんの方に情報を伝える体制で考えております。 

 

○平川建設部長 

川の水が上がったら逆流するという関係ですが、雨水の吐口の高さや出す位置、地

盤の高さなど、いろいろな状況がありますけども、そういう逆流が考えられる場所に

ついては、逆流すると弁が塞ぐ逆支弁というものを取り付ける方法もありますし、規

模が大きくなりますと樋門というゲートを取り付ける構造もあります。この場合、樋

門管理者がいまして、ある状況の水位になると樋門のゲートを閉めて、川の水が逆流

して浸水被害を起こさないよう対応に努めているところであります。 

 

 

８．閉会 ～巻末にあいさつ文掲載～ 
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令和元年度 市 政 懇 談 会 

西部地区連合町内会 

令和元年11月27日（水）18：00～ 

農民研修センター 

出席者39名（連合会23名、市側16名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開催次第】 

１ 開会 

２ 市出席者紹介 

３ 自治連合会長あいさつ 

４ 自治連合会役員等紹介 

５ 市長あいさつ 

６ 懇談テーマ・懇談（各テーマごとに懇談） 

（１）西部地区の道路・交通環境の整備について 

（２）西部地区の地域活性化について 

（３）農民研修センターの整備について 

７ 自由懇談 

８ 閉会 
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１．開会 ～省略～ 

 

２．市出席者紹介（司会より紹介。以下、市出席者。） 

 上野市長、道塚副市長、吉田教育長、川村企画財政部長、中屋総務部長、 

高橋市民環境部長、三上保健福祉部長、平川建設部長、米川防災危機管理担当部長、 

千葉教育部長、福田秘書課長、佐々木西部出張所長、 

志村市民課長、貝森主査、成田主任、高山主事 

 

３．自治連合会長あいさつ  

●中野会長 

今日は忙しい中、市政懇談会を開催していただきまして大変ありがとうございます。

私も連合会の役員をやって3年目になります。本当は1年という役職が、段々一年ず

つ伸びていって 3 年となってしまいました。今年は連合町内会が創立 50 周年という

ことで、6月2日に上野市長、市民環境部の高橋部長にも忙しい中をご出席いただき

まして、式典をさせていただきました。本当にありがとうございました。また、来年

度は、夏祭りが40周年ということで、またよろしくお願いしたいと思います。 

今回の市政懇談会の内容については、9 月 20 日にこの地区の要望事項を取りまと

めまして、9月末に市の方に提出させていただきました。その中にいろいろな課題が

ありますが、中身につきまして今日はお答えをいただくということで、よろしくお願

いしたいと思います。私どもの地区に工業団地ができて、今年も2社くらい増えまし

たが、ただ問題は今日のテーマにもありますけど、輪厚中央線に信号がないことが今

一番の課題と思っております。 

西部地区も少しずつではありますが発展してきております。これも市をはじめ、皆

さんのお力添えのおかげと感謝を申し上げます。 

 

４．自治連合会役員紹介 ～省略～ 

 

５．市長あいさつ ～巻頭にあいさつ文掲載～ 

 

６．懇談テーマ・懇談（要旨及び回答は当日配布資料から抜粋） 

 

■懇談テーマ１➡西部地区の道路・交通環境の整備について 

 

要旨（連町から説明） 

輪厚中央線の交通安全対策について 

 多くの町内会及び関係団体から要望が有り、西部地区連合町内会として喫緊の課題

です。輪厚中の沢線及び広島輪厚線と輪厚中央線との交差点の信号機設置を早急にお

願いします。 
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 希望ヶ丘側は十字路の他に輪厚スマートインターチェンジから出入口がある五叉

路状態です。横断歩道がなく、注意喚起の看板もありません。西部パークから帰宅す

る子供等が渡る際、非常に危険な状態です。また、坪田牧場側には歩道が無いため、

希望ヶ丘側からは不便な状況です。 

 一方、三愛病院側は、街路樹により左右の確認がし辛い、危険な状況です。 

 

回答（市担当部長より説明） 

信号機の設置につきましては、北海道警察からは「開通後の交通状況を確認しなが

ら検討する」との回答をいただいておりますことから、今年度、本市が実施した輪厚

中央通、輪厚中の沢線や広島輪厚線などの交通量調査の結果に基づき、引き続き要望

を行ってまいります。【市民環境部】 

 

広島輪厚線にある輪厚中央通りからの見通しを悪くしている街路樹につきまして

は、車両の確認がし易くなるように間引く伐採や剪定をしたいと考えております。【建

設部】 

 

テーマ１について懇談 

●参加者 

回答書によりますと、北海道警察と建設部の考えを記載されておりますが、直ちに

信号機を設置するという状況にならないということで読み取れます。市独自で見通し

をよくするということができるのであれば、予算の関係等もあるとは思いますが、早

めに行っていただきたいと思います。といいますのは、輪厚中の沢線を希望ヶ丘側か

ら横切る時、特に左側の道が五差路のために、かなり左を向かないと見通せないです。

尚且つ、そこに遊水池が大きくありまして、遊水地のフェンスが目線の高さですから

1.5メートルはあると思います。そこに秋になると雑草も生い茂ります。そうすると、

交差点の中に車を 1、2 メートルほど侵入させなければなかなか見えません。一時停

止して行ったとしても、入らなければ左側奥が見えないものですから、市独自でフェ

ンスを何とかする、若しくはどちらの所有かわかりませんが、五差路なものですから

左側は鋭角になっています、とりあえず信号がつくまでの間、この辺を対処していた

だければと思います。ご検討お願いいたします。 

 

○平川建設部長 

広島輪厚線側につきましては、小学校前の街路樹を来年度、幹部分の蘖（ひこばえ）

の処理や剪定をする予定で考えております。ご質問にございました、輪厚中の沢線の

ところにつきましては、防火水槽部分のフェンスは管轄が消防になりますし、調整池

は下水道課ということになりますが、安全確保のために侵入を防ぐという目的でフェ

ンスを設置していますので、対応できるのか検討させていただきたいと思います。ま

た、草が伸びて視界を遮っている場合には、草刈りをしっかりやっていきたいと思い
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ます。 

 

●参加者 

今の交差点ですが、結果的に現状では、まだ信号の目処は立たないということです

ね。実際問題、注意喚起の看板もないという状況ですので、子どもたちに知らせるよ

うな注意喚起の看板をできるだけ早急に、そんなに費用もかからないのではないかと

思いますので、何とか対応をお願いします。 

 

○高橋市民環境部長 

実際に現地の方を見させていただいて、どんなことができるのかという部分を検討

させていただきたいと思います。例えば電柱があって、電柱の方に看板を取り付ける

ことは私どもでできますが、規制表示といわれるものは、信号機と同じように警察の

管轄となります。市ができる部分というのがありますので、現地の方を確認させてい

ただきたいと思います。 

 

●参加者 

大きい看板を設置し、子どもたちに危ないという意識を持たせてあげたいと考えて

います。 

 

○高橋市民環境部長 

市として何ができるか含めて検討させていただきたいと思います。 

 

●参加者 

この道路につきましては、道路を計画された段階から市と公安委員会の方にも信号

機を付けてほしいとお願いしていたことも聞いております。交通量が少ない、小学校

の前の押しボタン信号がある、そこに信号機をつけると距離が近すぎるという話も聞

いております。36号線のゴルフ場前と中学校前の横断歩道の信号は、季節により公安

委員会の方で連動しております。竹山線も車も通ったら感知する感知式にし、小学校

の方はボタンですると、どちらかが必ず動作しますので、距離が近いということはあ

りますが、付けないと問題になると思います。 

すでに街路樹につきましては、ピンクのテープが貼ってあるので、それを切る計画

でいらっしゃるのかなと思っていますが、冬になれば雪の山になります。道路と歩道

の間にどうしてもロータリー車が投げていきます。そうすると街路樹だけでなく、視

界が悪くなります。そういった面も含めまして、是非信号機を付けていただきたいで

す。 

希望ヶ丘の変形五差路のところにつきましても、だんだん道路開発するに従って、

昔の規制標識や案内標識が多々重なっていきます。それも5メートル間隔で、樹木に

隠れて見えない状態です。また今は道路状況に合わない状態です。何か矛盾を感じま
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す。 

小学校と中学校の通学路は、押しボタン信号の所で対応していますが、放課後、子

どもたちは、やはり本能的に近いところ便利のいい道路を通ります。非常に危機感を

感じています。本州の方では、信号待ちしていた子どもたちが亡くなるという事故が

ありました。死亡事故が起きないと、そういった対応をしてくれないのでしょうか。

ゴルフ場の信号も 10 年近くかかっているわけです。事故が多量化して、尚且つ死亡

事故が起きないと、対応してくれないのはおかしいと思います。10月に死亡事故では

ありませんでしたが、そこで物損事故がありました。すでに事故が起きています。で

すから、市道でありながら、そういった信号、標識というのは公安委員会ですが、是

非、市民の生活、生命を守るためにおいても、もっと市の方に危機感を持って対応し

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○高橋市民環境部長 

信号機の設置につきましては、おっしゃる通り、市の方ではなく公安委員会という

ことになりますので、今言われたお話も含めまして皆様の意向をお伝えし、早期に信

号機をつけるように要望の方をさせていただきたいと思います。 

 

■懇談テーマ２➡西部地区の地域活性化について 

 

要旨（連町から説明） 

次期総合計画において西部地区の「将来像」を示す事としていますが、具体的な取

り組みを報告願います。 

 輪厚スマートインターチェンジ周辺の開発と旧西部小学校跡地の活用を要望しま

す。 

 

回答（市担当部長より説明） 

次期総合計画においては、新たに各地区の将来像を示すこととしており、西部地区

につきましては、買い物環境や交通環境などに関する課題があるものと認識しており

ます。 

 西部地区の現状と課題を踏まえながら、現在、総合計画推進委員会や議会との意見

交換を行っており、年明けには住民説明会を予定しております。市政懇談会などで出

されている課題や、輪厚スマートインターチェンジの周辺整備と旧西部小学校跡地の

利活用などを含め、西部地区の活性化について、それらの中で検討してまいります。

【企画財政部】 

 

テーマ２について懇談 

意見等特になし 
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■懇談テーマ３➡農民研修センターの整備について 

 

要旨（連町から説明） 

農民研修センターは、西部地区の中核施設として防衛省の補助により設けられまし

たが、築後 45 年経過し、雨漏り等の老朽化が著しい状況です。また、庁舎や駐車ス

ペースも手狭で不便です。旧西部小学校跡地の活用と新築を要望します。 

 

 なお、農民研修センターに隣接している輪厚児童体育館も雨漏りが発生し、この事

による転倒事故を起こしています。利用者の安全にかかる事案は放置出来ません。早

急な対策をお願いします。 

 

回答（市担当部長より説明） 

農民研修センターの整備計画につきましては、現在、公共施設等個別施設計画の策

定に向けて、市内コミュニティ施設全体の適正な配置、延命化や建替えなどについて

検討を行っているところであり、今後、市全体の検討結果を踏まえ、センター自体の

整備計画などについて検討を進めていく予定としております。 

 なお、雨漏りへの対応として屋上防水及び外壁シーリングの修繕を今年度実施した

ところであります。【市民環境部】 

 

輪厚児童体育館での事故につきましては、風の強い日となり、吹込みによる雨漏り

のため原因個所の特定は難しく、原因が特定しだいの対応となります。特定までの対

応につきましては、風の強い日につきましては利用者への注意喚起を徹底しながら、

事故の未然防止に努めてまいりたいと考えております。【教育部】 

 

テーマ３について懇談 

●参加者 

輪厚児童体育館も建ててから 38 年ぐらいですよね。研修センターの後を追うよう

に老朽化してきています。照明も結構電気代がかかる器具が多いです。改修等の予定

はないのでしょうか。 

 

○千葉教育部長 

輪厚児童体育館につきましては、昭和57年に建築されておりまして、平成20年に

中規模の改修ということで屋根等の改修を行ったところです。老朽化が進んでいると

いうこともありますので、具体的な計画はありませんが、今後大規模改修に向けての

計画を立てていく準備をしなければならないと考えおります。 

 

●参加者 

先ほど雨漏りの修繕等を終了したということになっていますが、雨漏り跡を保存し
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ているのは、どういう意図があるのでしょうか。 

 

○高橋市民環境部長 

屋上の防水シートの方を修理させていただきました。それと窓枠の部分を修理しま

した。多分、大丈夫と思いますが、とりあえず念のため今の状態を確保させていただ

き、状況を見たいと思っています。撤去した方がいいのかというのは、また個別に対

応させていただきたいと思います。 

 

７．自由懇談 

●参加者 

たまたま市議会だよりを見まして、○○議員が道の駅整備の考え方について質問し

ていたので、このことについてちょっとお話したいと思います。 

西部地区としての道の駅期成会の会長さんから、道の駅について協力してほしいと

いうお話がありました。連合会としては、道の駅は必要ないということでお断りする

形でお会いしました。場所は旧西部小学校跡地を考えているようでしたが、そこには

私たち連合会としては、研修センターに代わるコミュニティ施設を建てていただきた

いと考えています。道の駅のことは、私どもは考えていないということで返事をさせ

ていただいております。ただ広報に出てしまうと、西部地区の住民がみんなこれに向

かって進んでいるのかと思われます。それはあくまでも一部の人であって、西部地区

連合町内会としては、このことについては、一切関知しない、協力はできないという

ことではっきりお断りしております。その辺を市の皆さま方にも認識していただきた

いと思い、お話をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

 

○川村企画財政部長 

今、会長からお話しのあった経緯等については私ども理解しております。旧西部小

学校の跡地については、次の総合計画の中でも1つ大きな課題となりますので、地域

の方に意見を聞きながら、今お話のあった構想等も含めて検討させていただきたいと

思います。また、道の駅に関しましては、西部地区に限らず、全市的な展開というこ

とで、どういったことが考えられるのかということの要望も実はいただいております。 

 

●参加者 

札幌市と恵庭市しか私は見ておりませんが、住民税をインターネットで振り込みで

きるような方法を取り始めているようです。Yahoo！公金支払いというアプリもあり

ますので、北広島市も今後の検討課題としてよろしくお願いします。 

 

○中屋総務部長 

税の納税の方法ということで、もともとは窓口でお支払いただく、それから口座振

替、コンビニ収納というのもありますが、今お話のありましたネットでということで、
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いろいろな仕組みがネット社会の中で進んできているという状況ですが、全国的には

なかなか進んでいないのが実態です。できるだけ納付しやすい環境については、今後

も研究を進めていきたいと思っております。 

 

●参加者 

中央バスの待合所の件なのですが、ゴルフ場の前のバス停、三愛病院のバス停に是

非設置していただきたい。だんだんここを利用する人も年齢が高くなっています。尚

且つ、このバス停は白樺養護学校の生徒も使っています。前はボックス型タイプの待

合所を新生町内会として要望していたのですが、ボックス型は用地の管理の問題等が

あり非常に難しいということを聞きました。Ｌ型は国道・市道の境界線のところに建

て、ボックス型よりは設置しやすいと聞いておりますので、是非設置していただきた

いと思います。私もそうですが、だんだん車に乗れなくなります。雨風があります。

北風を直接受けるわけです。もう少し前向きの形で検討していただきたいと思います。 

 

○川村企画財政部長 

バス待合所の関係につきましては、市内他も含めていろいろな状況のある中で、お

話があった要望については、利用実態も含める中での全市的な考え方をご理解いただ

きながら、市として、どういった形が取れるのか引き続き検討してまいりたいと考え

ております。 

 

●参加者 

長年の計画であった 36 号線からキャンプ場までの道路改良の進捗状況はどうなっ

ているのでしょうか。それと、坂の下まで道路、歩道に落葉がものすごく溜まってい

ますので、落葉の整理をしていただけないでしょうか。 

 

○平川建設部長 

輪厚三島線の道路改良といいますか、歩道の設置については、今年度は用地取得を

実施しております。来年から工事ということで、まだ予算が確定しておりませんが、

だいたい300メートルぐらい実施したいと考えております。また、歩道の落葉につい

ては、現状を確認させていただきたいと思います。 

 

●参加者 

三島に行く道は、ダンプの利用が激しく、道路が汚れているため、業者がタンクロ

ーリー車で水撒き（清掃）をする。そうすると余計車が汚れるという悪循環を招いて

います。また、今この時期に水撒きをすると夜路面が凍ります。市の方で指導するこ

とはできないのでしょうか。 

 

○平川建設部長 
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道路の汚れや不要な水撒きにつきましては、道路管理者として土取り業者の方に指

導、注意することができますので、今後対応させていただきたいと思います。 

 

●中野会長 

地域の住民から、「風が吹く日に埃が飛んでくる、砂ぼこりが飛んできて大変だ、車

が一晩で真っ白になる」とよく言われます。元小学校裏の方で今、土を削って運んで

いますが、削り方がちょっと異常です。法面が少なくてほとんど垂直みたいな感じで

削っています。その場所は地域で利用しているゴロッケー場の裏で、地震や大雨とい

う災害が多い時にどうなるのだろうと。解決しておかなかったら小学校跡地に建物を

誘致できないと思います。このことを市から道の方に伝えて何とかならないものでし

ょうか。すごい砂埃なのですよね。 

 

○平川建設部長 

今のお話ですけども、土取りの部分につきましては、おっしゃられるとおり、北海

道が許可する案件となっておりますが、北海道に申し入れることは可能ですので、今

お話を伺った内容につきましては、北海道の担当部局にしっかりと伝えてまいりたい

と思います。 

 

●参加者 

西部地区はもともと子どもの数、住民が少なく、小中 1 学年 1 クラスの時代から、

希望ヶ丘などの造成に伴って、子どもの数が増えて2クラスになりましたが、だんだ

んピークが過ぎて今、1学年1クラスギリギリという現状になってきていますけど、

小中一貫の取り組みが始まっている中で、この先どんどん子どもの数が減少していっ

て、先ほどの西部地区の活性化計画の中に宅地造成みたいなことが入っているのでし

ょうか。また、新しく小学校ができて 13 年くらいになると思いますが、空き教室が

でた場合の計画はあるのでしょうか。小中義務教育学校のように一校になる可能性も

あるのか教えていただきたいと思います。 

 

○川村企画財政 

西部地区に限らず人口という考え方は、皆さんもご承知のとおり統計学的には、必

ず減っていく状況になります。子どもも含めて数は減るのですが、北広島市の現状で

言いますと、一生のうちに女性が産む合計特殊出生率という数値が、1.09ということ

で、北海道でも下から3番目の低い数字になっています。産まれてくる子供の数が少

ないということで、まずはそこを底上げするために、住みやすい環境をつくるという

ことが1つあります。一方で、人を増やすために住宅地を作って若い人たちを呼び込

むということをしますが、世の中の流れとしては、宅地を造成することよりも、今あ

るところをうまく住み替えながら、若い人たちを呼び込みなさいということの世の中

にシフトしているのが現状ですので、西部地区に限らず、この北広島市の中で新たに
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住宅地を造成して多くの人を呼び込もうということについては、現状なかなか難しい

と考えております。ただ一方で子さんをどう増やすか、どうやって住みやすく、産み

やすい環境をつくるということに関しては、これはまた別の形で取り組む必要がある

と思っていますので、引き続きそれはしっかりやっていきたいと思っています。 

 

○千葉教育部長 

学校につきましては、市内に小学校、中学校合わせて 14 校あります。古いもので

あれば、昭和 40 年代に建てたもの、また新しいものが平成に入ってからというもの

もあります。冒頭市長の方からもありましたとおり、公共施設の長寿命化計画という

ことで、今年度すべての学校の施設で設備等を診断しまして、今後将来的に学校をど

のように改装するとか、建て替えはいつだとか、そういうことを長期的な視野に立ち

計画をこれから作るところです。空き教室の活用についても、今後これらと含めて検

討していかなければならないと考えております。 

子どもが減って学校どうなるのか、という部分につきましては、昨年から市の学校

規模の適正化に向けて、小中学校がどの位の規模が理想的な規模なのかということを

今検討しておりまして、外部の委員会の方にお諮りして、先日答申をいただいたとこ

ろです。この答申を受けまして、今後市の方が将来的に 10 年後を見据えて、学級数

等の基本的なベースをまず決めて、今の学校の規模のままでいいのか、統合するとこ

ろはあるのか、また学校は地域の核となる施設になりますので、単純に人数が減った

から統合するということにはなりませんので、いろいろ地域の方の意見を聞きながら

進めていきたいと考えております。 

 

●参加者 

信号についてですが、南の里だったと思いますが、初めて死亡事故が起きて信号機

がついたと聞いております。また、道内でも農道との交差点、優先道路はありますが、

そこで死亡事故が起きて初めて信号機がついたということであります。回答書にも書

いておりますが、道警の方で言われる交通調査によって考えますというのは、具体的

な数値を聞いているのでしょうか。 

もう 1 点、希望ヶ丘、輪厚含めましてバス路線の問題ですが、やはり国道 36 号線

だけが中央バスが走っております。一部、希望ヶ丘の方に入って中の沢線に抜けて巡

回するバスもありますが、この輪厚中央通を横断して 36 号線と繋ぐルートをつくっ

た形の路線を考えていただけるのか、聞きたいと思います。 

 

○高橋市民環境部長 

警察の方から聞いているのは、通行量が日300台以上ということで聞いております。

今回交通調査した結果は、資料を持ってきておりませんので細かい数字はお答えでき

ませんが、その数値を超えているということで確認をしております。 
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○川村企画財政部長 

バスの関係ですが、ご質問をいただいた内容、かねてからも地域からの要望もいた

だいておりますし、議会でもそういったお話をいただいて、中央バス事業者ともお話

をしております。現実としてなかなか新規のバス路線を通す、バス路線を振り替える

などは、バスの台数や運転手の確保等、事業者にとっても非常に困難になります。市

側も一定程度の少ない財政出動する考え方のもとに、いわゆる収支をとって動かすと

いうことも考える必要があると思っております。しっかり議会とも議論しながら、事

業者とも進めていきたいと思っております。 

 

●参加者 

文化協会も高齢化あるいは会員減、それから、会の減少、等々で本当に皆さん困っ

ていらっしゃるところだと思います。西部文化協会も作った頃は100名ぐらいの会員

でしたが、今は3分の1です。今年50年を迎えました。30歳から始めた方でも80歳

ということで、大体みんな似たような感じの者ばかりですが、文化祭も地域の皆さん

の沢山のお力添えをいただいて今年 50 回を迎えたわけです。ところが、現状として

事務局を担当する者がなかなかいない、ということで本当に苦労しています。文化祭

の準備は6月ぐらいから集約し約半年間です。その間に実行委員会が2回、役員会が

2回、パソコンを使って資料を作るなど、大変苦労しております。文化活動というの

は地域の中で大事な活動だと思います。文化祭も大事な地域の事業ですから、これも

ぜひ続け、51回目も是非開催したいと思いますので、事務局をどこかにやっていただ

くわけにはいかないものでしょうか。 

 

○千葉教育部長 

現在各地区において、文化祭のときには、いろいろできる範囲での支援をさせてい

ただいております。高齢化しているということも十分わかっておりますが、各地域と

して、若い人たちといいますか、後継者を育てていただきたいというのが、私どもの

思いでもあります。また、各地区それぞれの特色ある文化祭ということで行われてき

ており、その伝統は、やはり地域の皆さんでないと担っていくことはできないと考え

ておりますので、この西部地区に限らず、他の地区も含めてどのような方法がいいの

かを皆さまと一緒に考えてまいりたいと思います。 

 

●中野会長 

市民みんなが楽しみにしていると思う北海道日本ハムボールパーク。この事業を進

めることによって、市の活性化に結びつけてほしい。我々も、応援できること支援で

きることは一生懸命協力したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○上野市長 

ボールパークでありますが、全体面積は 37 ヘクタールあります。ボールパークに
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は、さまざまな施設が検討されておりまして、全国からいろいろな業種の方々がこう

いうことをやりたいという提案もあります。そういう意味で球場プラスアルファの部

分が、例えばホテルとか、マンション等さまざまな施設で、活性化には必ずつながる

と思っています。現在、様々なことを検討しているところであり、その時々でいろい

ろな情報発信をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

 

 

８．閉会 ～巻末にあいさつ文掲載～ 
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令和元年度 市 政 懇 談 会 

北広島団地第２住区自治連合会 

令和元年11月29日（金）18：00～ 

北広島団地第２住区集会所 

出席者39名（連合会25名、市側14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 懇談テーマ・懇談（各テーマごとに懇談） 

（１）町内会活動費大幅増額及び活動現状の把握と施設設備の設備保障について 

（２）街路樹の適正剪定について 

（３）環境、温暖化に北広島市で何か協力できるか 

７ 自由懇談 

８ 閉会 
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１．開会 ～省略～ 

 

２．市出席者紹介（司会より紹介。以下、市出席者。） 

 上野市長、吉田教育長、川村企画財政部長、中屋総務部長、高橋市民環境部長、 

三上保健福祉部長、平川建設部長、米川防災危機管理担当部長、千葉教育部長、 

福田秘書課長、志村市民課長、貝森主査、梅木主任、高山主事 

 

３．自治連合会長あいさつ  

●島宗会長代行 

上野市長以下皆さん、今日は本当にありがとうございます。6月7日に前会長の○

○さんが亡くなりまして、まだまだ会長には頑張っていただきたいと思っておりまし

たが、こればかりは致し方ないことで会長代行をさせていただいております。行き届

かないところがたくさんあると思いますけど、今年も明日が終われば、12月師走です

けども、せっかく各会長さんもお見えになっておりますので、より良い返事をいただ

きたいと思います。いろいろと行き届かないと面もたくさんあると思いますけど、上

野市長以下、皆さんよろしくお願いいたします。 

 

４．自治連合会役員紹介 ～省略～ 

 

５．市長あいさつ ～巻頭にあいさつ文掲載～ 

 

６．懇談テーマ・懇談（要旨及び回答は当日配布資料から抜粋） 

 

■懇談テーマ１➡町内会活動費大幅増額及び活動現状の把握と施設設備の設備保障

について 

 

要旨（連町から説明） 

先日に自連役員会で「第二住区会館トイレ整備」が提案された。地域の活性化を図

るうえで大切な集会所の基本的な施設設備整備費を請求しなければならない現状は

いかがなものか。市の担当者は市内各施設の現状を把握し、声を拾っているのか。「一

億総活躍」は我が国の政策の大きな柱ではないのか。そのために地域の絆を守ってい

くうえで大切な町内会の存在を軽視してはいないか。 

 

「人生百年時代」がテレビで連呼されている昨今、町内会・自治連合会関連の多く

の業務が、代替わりせずに三十有余年にわたり現在の後期高齢者達によって支えられ

ている現実を、行政は見て見ぬふりをしていてよいのか。現状把握への努力に怠りは

ないか。現職の若者や働き盛りの世代に対する「働き方改革」は積極的に導入するも、

町内会・自治連合会の業務に対して「年寄りの暇つぶし」と軽視していないか。こち
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らの業務にも金と時間はかかっており、人材難も相まって困窮極まっているのである。 

 

第二住区自治連合会においても問題は山積みされており、アンケート調査結果によ

ると各町内会費は 35 年程度前から値上げはされておらず、平均毎月 500 円程度・年

額6,000円程度で賄われている。更に町内会への加入自体を控えたり、加入しても基

本的な業務さえ辞退するケースも少なくない。それにも関わらず運営に対して不満や

会費の値下げ要求も一部で求められる現実があり、各町内会はもちろん各住区自治連

合会においても、運営資金不足から祭りへの企業寄付に頭を下げて歩き駈けずり回る

も、地域の中小企業不況から断られるケースも増加している。各町内会からの運営資

金の値下げ要求にも対応し、やむなく親睦費を大幅に削減さざるを得ない中、持病と

老化に苦悩しながらも、地域の交通安全・街路灯整備・祭りを通した絆を守るべく、

日々必死に活動を続けている現状は把握しておられるか。 

 

 これら全ての活動は「善意・ボランティア」と呼ばれる、市民個々の多くの時間と

多額の金銭の犠牲のうえに成立している。特に前述した町内会費は、約35年、1世代

前の額で、現在の生活状況と物価や人件費の現状とはかけ離れており、しかしながら

年金生活の高齢者世帯増加や、消費増税直後の現実から、値上げの方向性は不可能な

実態である。更にはそれらを支えている方々自体が後期高齢者を多く含んでおり、右

肩上がりの経済成長下の時代とは真逆の世知辛い現状で、猛烈に働いてきた世代が体

に鞭を打ちつつも義理人情の心で日々頑張っている。本来は敬意をもって支えられて

当然の活動であっても、当の本人達から直接要求しない美徳に対して、行政は現状を

鑑み活動を保障すべくむしろ積極的に予算を割いて、北海道内のモデルケースとして

はどうかと提案する。 

 

鈴木知事の政治信念とも言える「地域再生」の根幹を為す町内会活動、ボールパー

ク構想に向けて外からの住人流入や商業施設・雇用を考えるのも良いが、そちらに気

を取られ過ぎてはいないか。足元を見据えて欲しい。市民生活の大きな基盤は、地域

個々の家庭や町内会の繋がりによる絆ではないか。市は現状を踏まえ、困っている現

状に手を差し伸べて活動を保障すべくもっと予算を割くべきである。 

 

回答（市担当部長より説明） 

自治会・町内会につきましては、地域に住む住民が住民同士のつながりや助け合い

を大切にし、安全で安心して暮らすことができる地域づくりのために様々な活動を自

主的に行っておられます。一方で、未加入者の増加や高齢化の進行などにより、構成

員の減少や役員等の担い手不足などの課題が生じていることも、市として認識してい

るところであります。 

 市としましては、町内会・自治会それぞれが抱える課題の解決に向けて、相談内容

に応じたアドバイス等の側面的支援や、自治会等交付金・街路灯維持費交付金などの
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経済的支援を行っているところであり、今後も地域と行政をつなぐパートナーとして

持続可能な運営に向けて、引き続き支援してまいりたいと考えております。【市民環

境部】 

 

テーマ１について懇談 

●参加者 

文書での回答というものにつきましては、物に残るものですし、役所の中での決裁

等、いろいろ事情があるということも分かりますが、先ほど回答書を読んだ限りにお

いては、そんな事言われなくても分かっているよ、という文書にしか見えないです。

市として増額ができるのか、できないのか。もっと増額するというようなことが可能

なのかをお伺いしますが、それはお答えできないということなのかどうなのかお答え

ください。 

 

○高橋市民環境部長 

自治会交付金につきましては、平成 26 年に一部金額を増額させていただいており

ます。その後の推移を今見ているという状況ですので、現時点では現状維持を考えて

おります。自治会に対しましては、自治会交付金以外に様々な支援の方を行っていま

す。例えば、街路灯の維持費、設置費に対する補助金であるとか、地域で取り組む自

主的な活動で、地域の課題解決に向けた取り組みに対して補助している「地域まちづ

くり推進事業」という補助事業があります。また、ゴミの分別（減量）に伴いまして、

集団資源回収を行っていただいているところにつきましては、奨励金を支出していま

す。その他ごみステーションの整備の補助など、様々な補助を行っていますので、自

治会交付金につきましては、もう少し現状で推移の方を見させていただきたいと考え

ております。 

 

●参加者 

自治会交付金については分かりました。町内会も自治連合会も市に求めているもの

は、お金のみではなく、子どもたちも含めて、顔の見える形での人間としての心のや

りとりとか、声をかけていただくとか、現場に足を運んでいだくことを求めているの

ではないかと思います。そういう場面を増やしていただければ、非常に喜ばしいと私

は感じております。 

 

○高橋市民環境部長 

自治会町内会の関係につきましては、私ども市民環境部の方が担当しております。

町内会の方で分からないことがあれば、市民課に町内会担当部署がありますので、何

かありましたら遠慮なく言っていただけたらと思います。 
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■懇談テーマ２➡街路樹の適正剪定について 

 

要旨（連町から説明） 

市内全域で街路樹の枝葉による交通標識への妨害が発生している。樹形より交通標

識優先の大規模な剪定作業を要望します。 

 

回答（市担当部長より説明） 

街路樹につきましては、歩道・車道の分離や運転手者の視線誘導、美観の向上や道

路環境の保全、歩行者に日陰を提供するなど効果がある一方で、民地に入り込む越境

や台風などで倒木の可能性など、弊害もあります。また、テーマであります交通標識

への支障が出る状況もありますことから、今後は、道路標識への影響について道路パ

トロール時の重点項目として、発見に努め、剪定等の対応を行ってまいります。【建設

部】 

 

テーマ２について懇談 

意見等特になし 

 

■懇談テーマ３➡環境、温暖化に北広島市で何か協力できるか 

 

要旨（連町から説明） 

市役所・公共施設を利用する市民として、温暖化阻止に協力出来ること。 

 (1)自動車のアイドリングストップの徹底 

 (2)市の公用車のディーゼル車廃止、電気自動車の推進 

 

回答（市担当部長より説明） 

(1)自動車のアイドリングストップの徹底については、市民の皆様には、ホームペー

ジ上でエコドライブへの協力依頼を呼びかける他、省エネ行動の実行を呼びかけ、地

球温暖化防止に努めていただいているところであります。 

 特にエコドライブについては、エコドライブ講習や環境ひろばにおいてエコドライ

ブシュミレーターを利用したエコドライブ模擬体験会を通じて広く周知・啓発を実施

しております。 

 また、市では第4次地球温暖化対策実行計画事務事業に基づき、公用車の使用につ

いては、駐停車時のアイドリングストップの徹底、エコドライブの実践、できる限り

の範囲内での徒歩や公用自転車、公共交通機関を利用しての外勤を実践しております。  

(2)市の公用車のディーゼル自動車廃止、電気自動車の推進については、公用車を新

たに購入、レンタル又はリースとする場合は、市で定めた購入指針に基づき、原則と

して低公害車を導入するよう努めているところであります。【市民環境部】 
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テーマ３について懇談 

●参加者 

市役所の駐車場にエンジンを何時間もかけたままにしている車両が見受けられま

す。また、新聞記者の方が市役所の方に用事があって、何時間もハイヤーがアイドリ

ング状態で待っています。その対応が必要かなと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 

○高橋市民環境部長 

周知の方に改めて努めてまいりたいと思います。 

 

７．自由懇談 

●参加者 

白樺プール横の広場は、かれこれ 45 年経っていますが、あの利用度はどうかとい

う問題があります。私たちは、緩衝地帯、災害があった時等の避難場所と捉えていま

すが、今は桜の樹も成長し、本当に綺麗になったと思います。せめて桜の開花期間だ

けでもいいですから、解放するという形を取ってもらえれば、もっと違う形で地域の

人に喜ばれるのではないかと思います。もう1点は、雪も投げたいです。2丁目の人

は特にそう思っています。せっかくの広場ですから何か考えていただきたいと思いま

す。 

 

○平川建設部長 

ここの場所につきましては、あくまでも周辺緑地という取り扱いになっています。

普通の公園とは取り扱いが違います。確かに桜が非常に綺麗で、景観的にいい場所だ

ということについては私どもも認識をしておりますので、今後についてはどういう形

がいいのか、検討していかなければならないと思っております。 

 

●参加者 

老人しかいないので、広場に散策路を作ってほしいというのが 1 つ。もう 1 つは、

プール前の団地地図看板が古くて汚いため、取り替えていただきたい。それから春、

都市整備課の方から、緑陽通の花壇（街路樹桝）の整備について、「サルビアでいっぱ

いにしたらどうだろう・・」という話がありましたが、日陰の問題があって難しいで

す。担当者が現地を見ていれば、そういう発想にはならないと思います。 

 

○平川建設部長 

散策路につきましては、今の段階では、できる、できないというのは申し上げられ

ませんので、ちょっと検討させていただきたいと思います。また、花の関係ですが、

各町内会からいろいろお話も伺っておりますので、今後、花を統一できるのか、いろ

いろなものが混ざるのか、検討させていただきたいと思います。 
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●参加者 

北広島団地を取り囲む形で配置されている4つの緑地には、名前が付いているので

しょうか。 

 

○平川建設部長 

地域によって名前がありまして、第1、第2、第3、第4というような形で、周辺緑

地という位置付けをしているところであります。 

 

●参加者 

今、なぜこのような事を質問したかといいますと、ご存じのように白樺緑地があり

ます。私ども南町第2自治会内の有志が「チームきずな」というのを募りまして、私

も入っておりますが、先日最後の落ち葉整理をしたところですが、そういう白樺緑地

とまた違うということですね。といいますのは、プール横の広場も有志を集めて、子

どもたちが遊べるような整備をしたり、散策路を作るというようなことも可能かどう

かということです。 

 

○平川建設部長 

白樺緑地の所は、第 3 周辺緑地の位置づけになります。白樺緑地につきましては、

地域の中で団体を結成していただき、ベンチやテーブル、園内等を管理していただい

ている状況にあります。市からはその団体に対して助成金を出すというような形をと

っております。他の周辺緑地につきましても、団体を結成していただきまして、こう

いう形でこういうことをしたいというご希望があれば、都市整備課が担当しておりま

すので、個別でお話を聞かせていただきたいと思います。 

 

●参加者 

街路樹の話が出たので1つ確認ですが、緑陽通の街路樹枡（花壇）を町内会で整備

を続けていますけれども、段々年数が経ってきて、土の状態が非常に悪くなっている

という話がうちの町内会で出ています。春に花苗を配布していただくときに、土も一

緒に配布をしてもらうことはできないのかお伺いします。 

 

○平川建設部長 

実は昨年の風台風の関係で、街路樹104本ぐらい倒れてしまったという状況があり

ます。毎年、空いている桝に年間 10 数本、再植樹を実施しておりますが、現況の植

樹桝自体が狭いということで、枡を大きくして再植樹をしているところであります。

今、お話のありました土の配布については、今後検討させていただきたいと思います。 

 

●参加者 
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土が痩せてくると、花が綺麗に咲かないですよね。せっかくいただいた苗を綺麗に

咲かせるためにも、みんなで草取りをすると、それと一緒に土も取られて、どんどん

枡の土が少なくなってきてしまいます。是非、花苗の配布の時に土の配布もお願いし

ます。 

 

●参加者 

青葉町 1 丁目のＪＲ線路沿いの緑地帯にある樹木が高くなってきておりますので、

先端部分を剪定していただきたいと思います。コープや東光ストアの線路側の樹木は、

先端・横部分が剪定されている状況です。イメージとしてはそういった形で対応して

いただきたいというのがまず1点目です。2点目ですが、私どもの住居から自動車道

ではなくて、歩いて北進通へ抜ける通路があります。その部分に段差があり、若い人

は大丈夫ですが、歩行器を利用している高齢者が行き来する場合がありますので、早

急に改善していただきたいと思います。 

 

○平川建設部長 

昨年の風台風は、最大瞬間風速 38 メートルを観測しております。先ほどお話にあ

りました場所につきましては、線路側に倒れると電車が止まる状況になりますので、

急いで対応したところもございます。今後につきましても、倒木によりましてその影

響が大きいという部分につきましては、対応させていただきたいと考えております。 

2点目の段差ですが、車道と緑地に上がる歩車道境界縁石の高さを変えないと、歩

行器では渡れないと思いますので、その場所を後ほど教えていただきたいと思います。 

 

●参加者 

どちらかというとお礼の話ですが、1月から町内会長をさせていただいておりまし

て、道路が破損してへこんでいる箇所等をスマホで撮って、写真を添えて仕事帰りに

エルフィンパークにお願いしましたところ、土木事務所には非常に迅速に対応してい

ただいて、町内会の方々からも感謝されております。今年度はたくさん補修等を行っ

ていただき、ありがとうございました。 

 

●参加者 

双葉小学校の校長先生、教頭先生、見守り隊の○○さんが来ていますけど、団地中

央通りの通学路指導員の配置を終了することについて、市の担当者から説明を受けた

のですが理解できないところがあります。第1住区の自治連でも、同様の内容を市政

懇談会のテーマとしてあげるということを聞いております。従来どおり指導員を配置

してほしいと思っております。 

 

 

○千葉教育部長 
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日ごろから地域の皆様には、児童、生徒の見守りをしていただきまして、本当にあ

りがとうございます。この場をお借りして御礼申し上げます。今、お話しのありまし

た交差点付近の見守りの件ですが、平成 24 年から統合後、3 年間、指導員を配置し

て、その後地域の皆様からの要望がありまして 4 年間延長して 7 年間ということで、

昨年度をもちまして指導員につきましては、配置を終了したころです。その後、引き

続き地域の方からご要望等をいただきまして、今年も役員会の方にもお邪魔して、意

見交換させていただいたところです。交通安全学童指導員につきましては、国道、道

道等の交通量が多い所ということで、今のところ、この団地内では配置がされていな

いところです。今後も引き続き教育委員会に、指導主事と、専任指導員という生徒指

導ですとか、生徒の児童生徒の安全対策を行う担当もおりますので、これらも活用し

ながらできる限り登下校の見守りに出向いていきたいと思っております。また今年度、

見守りを担う新たな人材の創出ということで、登下校時におけます見守り活動を今よ

り充実させるために、学校に勤務しております学校の業務主事と事務補助員の職員に、

登下校時の見守りを一部できないかということで、今年の秋に試行的に短期間であり

ますが行いました。来年度からの実施に向けて現在、検討しているところです。来年

春、新入生もまた入ってきますので、地域の皆様のところに出向きまして、教育委員

会としての考え、学校としての考え等を皆さんと引き続き意見交換をしてまいりたい

と考えております。 

 

●参加者 

指導員を復活するということは、無理ですか。 

 

○千葉教育部長 

現段階で配置ということは考えておりません。 

 

●参加者 

最近は誘拐なども起きております。見守り隊は最初 12、3 人の仲間がいましたが、

だんだん高齢化が進みまして、現在は 6、7 人の体制となっています。かなり遠い所

からも子どもさんが来ております。犯罪や交通事故も多くなっている時に期限を切る

ことは問題だと思います。統合の時、若葉まで来るとかなり距離が遠くなる、学校バ

スを出せないかという問題も当時起きました。しかし、教育委員会では、指導員を立

て万全を期すということで、指導員の配置となりました。予算を組んでいただけたら、

協力してくれる人もおります。現在は人が足りないということで、毎朝7時半から約

1時間近く校長先生と教頭先生に出ていただき協力いただいております。それから、

双葉小学校の場合は、隣に若葉幼稚園がありまして、幼児を預かることになったので、

かなり車は増えました。僕らとしては指導員をもっと増やしたい。事故をなくしたい

ということで、今、やっております。 

今日は、教育長さんも来られていますので、是非検討していただきたいと思います。



115 

登校の時は何とか我々がやりますけども、下校時は誰もいません。中央通だと本当に

ハラハラすることがあります。 

 

○千葉教育部長 

双葉小学校校区に限らず、市内全部の8校で、個人又は団体でのボランティアで見

守っていただいているところです。先ほどお話もありました高齢化とかでボランティ

アの方が減少気味、そして共働きが増えているということで、なかなかＰＴＡの方に

協力をいただくことも現実的に難しい状況にあります。今後、ボランティアのあり方

ですとか、ボランティアの方にもっと参加していただけるような仕組みづくりなどに

ついて、皆さんの意見を伺いながら検討していきたいと思いますので、引き続きご協

力をよろしくお願いします。 

 

○吉田教育長 

今、部長の方からお話しがあったように、全市的な問題もありますし、若葉小と広

葉小の統合時の経緯があり、できる限り指導員の配置を延ばしてきましたが、そうい

う状況と経緯経過にご理解をいただきたいと思います。市では現在、学校の職員のう

ち、市で雇っている職員の方に、登校・下校時に少しでも立てないかという工夫もし

始めているとこです。それから、通学路の見直しということも、ひとつの方法かなと

思っています。また、地域の皆さんの声とか、雨の日も雪の日も立っていただいてい

る皆さんに心から感謝していますが、持続的にできるにはどうしたらいいかというこ

とも、もう一回整理させていただきたいと思っています。今日いただいたご意見は

重々承知しておりますし、改めてまた認識いたしましたので、部内でもまた考えてみ

たいと思います。 

 

 

８．閉会 ～巻末にあいさつ文掲載～ 
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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参加をいた

だき、ありがとうございました。 

 

 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、関係機関に協議するもの、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あたってきておりますが、一

層、市民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まいります。皆様におかれ

ましては、お体に十分留意されて過ごされますよう、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。 

 

本日は誠にありがとうございました。  
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