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総合計画策定市民懇話会＜第１回＞ 議事概要 

 

日時:平成 30年 3月 18 日(月)18:30～20:00 

場所: 北広島市役所 5 階委員会室 

 

１ 開会 

○事務局：（開会） 

 

２ 開会あいさつ 

○事務局：（挨拶） 

 

３ 構成員の紹介 

○事務局：（紹介） 

 

４ 座長及び副座長の選出 

○事務局：（座長及び副座長の選出） 

○構成員：事務局案の提案を要請 

○事務局：事務局案として、座長に由水氏、副座長に竹村氏を提案 

○構成員：（全員了承） 

○事務局：事務局案に決定 

○座長・由水：（挨拶） 

 

５ 懇話会の運営について 

○座長・由水：（司会進行） 

○事務局：（市民懇話会の運営について説明） 

 

６ 報告 

（1）懇話会の進め方について 

（2）北広島市の現状と見通しについて 

○事務局：（資料 1「市民懇話会の進め方について」、資料 2「北広島市の現状と見通しにつ

いて」説明） 

 

（3）今年度実施の各種調査、ワークショップについて 

○事務局：（資料 3「今年度実施の各種調査、ワークショップについて」説明） 

 

７ 意見交換 

○座長：懇話会に参加した背景や自身の活動、北広島市に寄せる思い等からお話いただきた

い。 
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○構成員：北広島市 PTA 連合会の副会長として参加。小学校の PTA 副会長。普段は小学校で

特別支援、教育支援員として子どもの補助をする仕事に従事。放課後、ボランティアとして

息子の少年団の父母会の役員を務める。 

 

○構成員：シルバー人材センターに勤めている。シルバー人材センターは、高齢者の人材活

用や生きがいの充実として、各民間企業や市役所からお仕事をいただき、高齢者がその部分

でお仕事をしているという団体である。現在、会員不足で、会員の拡大のための計画を策定

している。現在、会員は 500 名程度だが、7年間で 700 名以上に増やすため、様々な取り組

み事項を模索している。懇話会で、皆さんの意見等もいただきながら、会員の拡大計画にも

生かしてまいりたい。 

 

○構成員：北広島自治連合会の会長を務める。各町内会の情報や状況を把握し、それを市役

所の市民課等と協議しながら、フィードバックしていく。北広島市は地区ごとに課題があ

り、特に大曲地区は人口が増えて活気が出ているが、北広島団地地区、東部地区が高齢化と

人口減が顕著に出ており、町内会の活動がうまくいかないことも見受けられる。今後この計

画の中で、そういうものをどう把握して、対策を立てていくかということが大切だ。もう一

つはボールパークの問題で、このまちを潤す影響というのは大きいと思うが、その反面、

様々なひずみや問題が出るのではないかと心配もある。その対応を官民一体となって考え

ていかないと、せっかく立派なものができても問題だけが残ってしまうようなことになら

ないようにしなければいけない。 

 

○構成員：商店を経営し、商工会関係として参加。事業者の団体として商工会があり、自身

はまちづくり構成員会と、開発プロジェクト構成員会の二つを担当。開発プロジェクトは、

いわゆるまち興しで、現在取り組んでいるのは、ゆるキャラの「まいピー」を使ったまち興

しや、赤毛米という、北海道のお米の元祖を使った商品開発等によって、まち内外に PRす

る等の活動をしている。まちづくりの構成員会では、コンパクトシティーをテーマに構成員

会等で研修や調査報告を行って勉強している。 

 

○構成員：社会福祉協議会に勤めている。38 年間まちの動きを見てきている。変わらず唯

一残っているのが、緑が残されていることで、本当にこのまちの良さである。社会福祉協議

会は、ボランティアの力で運営され、支援を必要とする方々に支援を届けている。これから

の課題として、高齢者が 50%を超えている町内会もあり、お年寄りを見守っていく重要性を

常々感じている。また、北海道人は外に出ても、また戻ってきたいと感じていると思ってお

り、北広島も戻ってきやすい、戻ってきたいと思わせるようなまちづくりにしていきたい。 

 

○構成員：北広島消費者協会に所属し、子どもからお年寄りまで安全・安心な暮らしを守る

活動をしている。特に、消費生活センターで相談員として活動している。また、明日から、

市と生協が協力して、試験的に、北広島団地地区の第 3 住区と第 4 住区に移動販売車が走

るため、期待している。社会福祉協議会のボランティアのコーディネーターや PTA 役員を務

めた経験からも、これからどのような計画ができるのかわくわくしている。 
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○構成員：現在は、石狩市の会社に勤めており、北広島市には引っ越してきたばかり。まだ

北広島のことはわからないところもあるが、新しい目で意見を述べられたら良いと思う。 

 

○構成員：人口減と高齢化が進む北広島団地地区から参加。出身は東京で、36 年前に北広

島に移住した。前職はツーリズム関連と、プロのキャリアカウンセラー。今回こちらに応募

した理由は、ある意味よそ者の目で、この市の総合計画に対して意見を述べたいということ

と、行政のお力もあって、北広島市は非常に住みやすく、子育ても最高に良かったが、今後

ボールパークが建設されることによって、外に向かっての施策を出していかねばならず、ま

ちの経営やアジア近隣諸国をはじめとする外から来る人たちに対してどうおもてなしをし

ていくか等に意見を述べていきたいからである。最後に、自身は海外に 200 回以上行ってお

り、日本は 47都道府県全て回っている。他のまちの良いところを少し反映できれば良い。 

 

○構成員：西の里地区に住み 16 年目になる。観光バスガイドとして勤めているが、北広島

は観光地が少なく、どちらかというと素通りされるまちであり、素通りさせないようなまち

づくりをしてほしい。北広島は酪農があり、くるるの杜で農業体験もできる。修学旅行の生

徒を呼べるようなまちになると良い。 

 

○座長：仕事は大学の教員で、コンピューターのハード・ソフトウエア、プログラミング、

ネットワーク等を専門に教えている。PTA 会長を経験し、小学校で 7年、中学校で 3年、高

校で 2年、全部で 12 年間務めた。道の各種委員会構成員の経験や、北広島でもこの他に二

つ構成員をさせていただいている。札幌市民であるが、昼間はほとんど北広島におり、娘 2

人も北広島の高校にお世話になった。人生の大半をこのまちと密接に関わった生活をして

きた。大学では北広島市の高齢者向けにシニアパソコン大学という講座を毎週火曜日、2時

間ずつ開設し、13 年続けている。また、清田区では町内会連合会の活動や町内会の役員を 5

年ほど務めた。その他、札幌の消費者協会に 4年ほど会員となり、ネットや詐欺の問題等の

講演をしていたこともある。石狩では、石狩翔陽高校との高大連携で、ここ 2年間、授業を

していた。札幌に来るまでは旭川に住んでおり、当初は札幌でもよそ者、北広島でもよそ者

だったかもしれないが、25 年も住んでいると、その感覚がなくなる。観光バスが寄るよう

な、まちの中に魅力のあるものが生まれたら良い。 

 では、実施報告書を読み取りながら意見交換をしたい。 

 

【子育て、住みやすさについて】 

○構成員：引っ越してきて 8 年、函館、北見、札幌市、現在北広島市で子育てをしていた

が、市の医療費の助成は北広島市が一番良い。保健福祉に関し、サービスのきめ細やかさと

いうのは北見も良かった。保健師の家庭訪問や電話連絡等、こちらから向かわなくても声を

かけてくれる。北広島でもやってみると良いのではないか。 

 

○構成員：親子三代北広島で、祖父は明治 26 年に北広島に渡ってきてから、ずっと北広島

で育ってきたため、住みやすい、住みづらいという感覚が余りない。確かに北広島は大きく

変わり、道営団地ができ、人口がどんどん増え、当時はこのままどんどん大きくなっていく

イメージがある。 
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○構成員：北広島は空港に近く、札幌に出やすい。配偶者は子育てのしやすい環境の北広島

が良い、との夫婦の意見が合致し住み始めたが、非常に環境が良くて住みやすいところだと

感じている。 

 

○構成員：自分の中学、高校のときに比べ、交通の便が良くなった。今は 10 分か 15分置き

に電車があり、札幌まで 15 分程。新千歳空港もとても近い。商業施設が足りない、買い物

が不便というお話をよく聞くが、採算が合わないと事業として成り立たず、せっかく来てい

ただいても撤退していく事業者が結構多い。サービスの一つとして、市民の方に喜んでいた

だいて還元できるような商業施設ができるとよい。人口が 6 万人となり、市外から事業者

が来るが、北広島は地区が 5箇所に分散し、一つの地区の人口は 1万～2万人となる。そし

て、採算が合わなくて辞めていく。平成の大合併で市町村が合併され、そのような市町村で

は各地区で予算の取り合いや議員数が削減できない等の問題が生じているが、そのような

意味で北広島は先進的かと思う。 

 

【交通機関の利便性】 

○構成員：今ほとんど車で移動しており、公共交通機関は使わないが、いざ使おうと思うと

使えない気がする。 

 

○座長：北広島の中で自家用車を使って移動する方は、余り公共交通機関の不便を感じない

が、高齢になって免許返納された方や運転したくない方にとっては、バスが 1 時間に 2 本

しかない等の不便さが表れてくる。 

 

○構成員：65 歳以上の方に買い物の不便についてアンケートをとったところ、30％が不便

を感じ、残りの 70％は感じておらず、車を運転していると不便を感じていないことがわか

った。但し、70 歳、80歳の高齢者を考えると、車を運転しなくなるため、路線バスの体系

も良くなっていくと良い。 

 

【除雪や排雪の充実】 

○構成員：除雪は西の里の中学校前の通り、国道から 1本入ったところが通学路でもあり、

大雪になると乗用車 1 台しか通れない程狭まっている。歩道もしっかり除雪してもらいた

い。国道が混み合うと、中学校前の通りに車が回り込んでいる。 

 

【街路灯などの防犯設備体制の充実】 

○構成員：町内会がある程度の規模を維持していれば、町内会費や市の補助金を使って除雪

や防犯、街路灯の設備等を維持できる。ところが、規模が小さくなった町内会は、街路灯の

電気代すら維持できない状況に陥っている場合もある。公共的なものをどう維持するかは、

町内会の力だと思う。自分達の生活圏を維持し、生活しやすくするには町内会の協力が重要

だ。特に、除雪の問題に意見を言えるのは町内会だ。町内会から市役所に申し込むと、機械

の都合がつき次第、必ずロータリー車で拡幅に来てくれる。町内会費は高いところで年間 1

万円程になるが、多くの人で小さい負担をするという考え方をしていかないといけない。 
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【保健・医療・福祉】 

○構成員：特に北広島団地地区は高齢化率が高い。核家族化によって独居者が多く、日常生

活上何かあっても声が届かないことも多くあり、日常的に見守ることが重要だ。孤立死とい

う問題も起きており、今後どのようなネットワーク等で支えていくのかが課題でもある。ボ

ランティアの方も高齢化になり、今後のまちづくりで重要なのは、高齢者でも元気な人は見

守る側に回っていただく社会になってきており、今後の施策にも入り込んでくる気がする。 

 

○構成員：現状として、定年の延長によりシルバーに入会する会員の年齢が高くなってきて

いる。体力的なこともあり、会員が増えていかない状況になっている点で苦心している。 

 

【日常の買い物、品揃えの豊富な小売店】 

○構成員：市と生協が協定を締結し、移動販売車で、北広島団地地区の第 3住区と第 4住区

を巡回。11 時から 3時ぐらいまで廻り、販売車自体に 1,000 点もの生鮮食料品等を積んで、

そこで選べる形にして販売している。その前は、北広島団地地区の中にあったスーパーが閉

店。しかし住民の要望もあり、今回のように市と生協で協力して実施することになった。 

 

○構成員：おそらく日本で移動販売事業として採算が取れているところが１件もなく、行政

の補助や消費者の支援がないとなかなか進んでいかないが、だからといってしないわけに

はいかず、何かしらの方法で継続できれば良い。 

 

○構成員：年配の方に回覧等でもっと知ってもらったほうが良い。広報等に掲載されていて

も見ていないこともある。知名度がないと集まってもこないと思う。 

 

○構成員：地域が今回限定されているため、周知資料を 1軒 1軒配布したと聞いている。 

 

【教育・文化・スポーツ、豊かな学校生活を支える施設設備の充実、子育てと仕事が両立可

能な社会の実現】 

○構成員：普段学校の授業を見ていて、施設はとても充実していると思っており、満足度は

低かったというのは意外だ。デジタル教科書等が進み、同じものを画面に映すこともでき、

それを大きくしたり小さくしたり、書き込んでみたり、図形を回転させてみたり、ICT 教育

は充実している。給食も美味しいという評判もあり、他に何を求めていたのか。しかし、少

年団の活動の場が足りず、学校開放も取り合いのような状態だ。札幌市民も申し込んでい

る。人口芝や天然芝のサッカー場もあったら良い。 

 

【市民参加交流】 

○構成員：今まで札幌に住んでいたが、市民参加をすることがなかったため、北広島に引っ

越してきてから今回のように参加し、とても新鮮だ。 

 

【ボールパーク】 

○構成員：交通の便で、シャトルバスが運行されると思うが、運転手不足が懸念される。会
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社によっては最終便の時間制限等もあり、運行体制の検討が必要だ。 

 

○事務局：ボールパーク推進課で現在検討を進めており、運転手不足は聞いている。アクセ

ス充実のためには必要な要素になりるため、しっかりと考えていかなければいけない。 

 

○構成員：シャトルバスや道路の拡幅、新設というよりは、むしろ北広島駅からボールパー

クまで、一つのシンボルとして、寒冷地仕様のモノレールを敷設すると、相当な交流人口、

あるいはボールパークに関係する関係人口が増えるだろう。さらには、若い人達の移住人口

がもっと増えると思う。将来長い視野で見た場合、高齢化等の負の側面に照らし合わせれ

ば、若い人達や市民以外の人達に魅力を感じてもらう方が得策ではないか。 

 

○構成員：商工会の関連団体で提案しているのが、例えば自転車専用道路を拡幅し、シェル

ターをかけて全天候型にしていただく。それから、距離が羽田空港の端から端くらいである

ため、動く歩道をつけて距離を少し緩和していただきたい。他のスタジアムはそれほど駅か

ら近くはない。新駅があると便利だとは思うが、例えばモノレールも、モノレールとゴンド

ラの中間のタイプがあり、硬いパイプのようなものにぶら下がるものなら柱と柱との間隔

をかなり空けられ、建設費が大分違ってくる。千葉や湘南、立川にもモノレールが造られて

いるが、国の補助が 3分の 2程出ている。モノレールで言えば、8の字で大曲地区とこの辺

りを起点にして長沼や南幌に走ると、採算や住みやすさも変わってくる。 

 

【災害に強いまち】 

○構成員：昔から水害だけはかなりリスクが高かった。千歳川、島松川に囲まれているが今

はかなり良くなり、今年、東の里遊水池が完成する。ただ、大曲並木のように地すべりが起

きるというのは、造成過程の問題が大きかったと思う。今、市は災害マップを作り直すと聞

いている。 

 

○事務局：丁度来年度マップを作り、皆様に公表する予定である。 

 

○構成員：町内会では 4月から防災部長を決め、防災用の食糧の備蓄、毛布等を管理する。

これまで何一つ用意しておらず、保管場所が確保されていない。西の里では、防災無線の不

具合もあった。 

 

○構成員：防災用品の準備は初歩であり、本来の目的ではない。防災は、災害時にいち早く

救出することが大事なことで、そのシステム、ソフトの部分が町内会の一番のテーマだ。そ

れには人であり、そのことを理解して、いかに連絡を速やかに取って協力し合うかが重要

だ。市の防災という危機管理の中で、もう少し議論していかないといけない問題だ。 

 

８．その他 

○座長：活発な意見交換、ありがとうございました。最後に「その他」になるが、構成員の

皆様から何かあるか。 
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○座長：事務局から連絡事項等あるか。 

○事務局：（次回の開催等について連絡） 

 

９ 閉会 

○事務局：（閉会） 

 

 

以上 

 


