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平成１７年度第３回函館市戸井地域審議会議事録（要点）

１ 日 時 平成18年3月31日（金）13：30～14：55

２ 場 所 函館市戸井支所大会議室

３ 出席者 尾関忠義委員，宇美健次郎委員 藤本静夫委員，濱島史子委員，山路榮,
委員，館山澄子委員，吉田悦也委員，菊地真由美委員，植野範子委員，

吉田恵美子委員，木村信委員 古田清一委員，佐藤孝昌委員，加藤千州,
雄委員 布施求委員,

(事務局) 戸井支所・・・吉澤戸井支所長，松田戸井副支所長，佐藤地域振興課長，

林地域振興課参事，松澤地域振興課主査，久保田産業課長

岩船建設課長，水戸戸井教育事務所長，山下戸井教育事務

所副所長

函館市企画部・・・梅田地域振興室長，佐藤地域振興課長，進藤地域振興

課主査，池田地域振興課主任

４ その他 傍聴者 １名

報道機関 北海道新聞社，函館新聞社

５ 議 事

佐藤(博)課長 皆さん今日は。只今から平成１７年度第３回函館市戸井地域審議会を

開催致します。会議開催にあたり，尾関会長からごあいさつを申し上げ

尾関会長 ます。

皆さん今日は。今年は例年になく雪が多く，そのための，昆布への被

害について会議のなかで触れる部分であるようでございます。

今回から，支所の各課長の出席を頂き，意見・答弁をいただけるもの

と思います。どうぞよろしくお願いします。

佐藤(博)課長 ありがとうございました。次に吉澤戸井支所長からごあいさつを頂き

たい存じます。

吉澤支所長 皆さん今日は。平成１８年第１回函館市議会定例会が，３月２４日に

閉会となり，平成１８年度予算も無事議決されました。

先の第２回地域審議会で説明しました合併計画における平成１８年度

予定事業については，ほぼ予定どおりの予算が確保出来たものと考えて

います。今日は，平成１８年度予算の中で，戸井地域に関連する事業に

ついて事務局から報告しますので忌憚のないご意見・ご提言をよろしく

お願いします。

尾関会長 会議を始めます。議題１，報告事項として，前回の意見等の集約結果
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と取り組み状況について報告をお願いします。

林参事 第２回地域審議会での意見等の集約と取り組み状況について報告させ

て頂きます。

１点目の中央図書館の図書利用に係わる地域内での図書の返却につい

てですが，戸井教育事務所を通じ，中央図書館に照会しましたが，今後

の利用状況の中で検討したいとのことで，まずは現行システムの中で利

用件数を伸ばしていただければ，地域内での返却も良い方向へ進むもの

と考えている。２点めに，各消防団に配置されている消防車両への消防

無線の取り付けについては，消防本部に確認したところ，平成１８年度

の予算で各分団の積載車両に無線の受令器整備を図るということでござ

います。

また，原木神社横の側溝ならびに原木川河口付近での釣り人のマナー

問題等についてもご意見を頂いておりましたが，地域の個別事案という

ことで支所の担当課が状況を把握し，その対策について地域の町会・関

係機関と協議をすすめており，その改善に向けた取り組みをすすめてい

るところでございます。

前回頂きましたご意見等に対する取り組みについては以上です。

尾関会長 何か意見はありませんでしょうか。

林参事 次に，議題２に入ります。事務局から説明願います。

合併建設計画に係わる，平成１８年度事業計画について説明させて頂

きます。

戸井地域に係わる事業費の平成１８年度合計額は，４７０，５４８千

円で，合併建設計画，平成１７年から２６年までの１０年間の戸井地域

に係わる総事業費の概ね１１．２％になります。

また，昨年度の当初予算４９３，０８３千円に対し約４．６％の減と

なっております。

それでは，各主要施策，項目別に概要を説明させて頂きます。

多様で力強い産業を振興するまちづくり，水産業の振興に係るもので

有ります。

最初に，漁場の造成ですが，予定事業費は２１，０００千円で，新二

見町地先にウニの囲い礁６基，小安地先に昆布の囲い礁１基を設置する

ものでございます。次に，地域の特産資源，ガゴメ昆布の増大対策です

が，これについては，全地域を対象としているもので，戸井地域におい

ては，昨年，小安地域と釜谷地域で石材投入による漁場造成事業を実施

しましたが，平成１８年度におきましては，旧東戸井漁協の浜町沖で同

様の事業を実施する予定で１２，３３４千円と聞いております。

次に，ウニ・アワビ種苗放流事業ですが，事業費は１６，２５９千円

， ，で アワビの人工種苗を小安・釜谷地域に併せて２０万個を放流する他

戸井全域にわたりウニの浅海への移植放流を行うものでございます。
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次に，製氷・貯氷施設の整備ですが，戸井漁港の敷地内に製氷能力１

， ， ， ，日７トン 貯氷能力１５トンの施設を整備するもので 事業費は ９２

７００千円を見込んでいます。

次に，漁業用機械等購入資金の融資でございますが，漁業用機械等の

購入資金の８０％を市が無利子で融資するもので，戸井地域分予算とし

て１３，０００千円の予算が確保されている。

次に，漁業後継者対策でございますが，全地域を対象とするもので，

漁業資格の取得，地域リーダーの育成・研修費に補助金の交付をするも

のでございます。

次に，その他関連事業の推進ですが，栽培漁業試験研究事業として，

ナマコの試験研究事業が戸井地域で行われるものでございます。

次に，農林業の振興に係わるものですが，市有林の整備事業として，

下刈り・除間伐・作業道路改良で４，１０４千円を予定しています。

次に，観光の振興に係わるものでございますが，ふるさと祭り等補助

金として，１，９００千円ほどを見込んでいます。

次に，安全で快適な生活環境を充実するまちづくり，消防・防災・生

活安全の充実に係わるものでございますが，小規模治山事業として，２

８，６００千円で，釜谷地域１ヶ所，弁才町地域１ヶ所を予定している

ものでございます。

次に，交通・情報ネットワークの形成に係わるものでございますが，

， ，生活道路の整備として 瀬田来７号線改良計画に伴う設計委託費として

４，０００千円を見込んでいます。

次に，生活環境整備充実に係わるものですが，戸井トンネル内水道管

布設工事と地域内の漏水調査費で，１６，４８５千円，下水道整備費の

， 。戸井地域一円の公共桝設置費として１６０ ０００千円見込んでいます

また，公営住宅整備事業費として，７７，０００千円で，小安西団地

に新たに１棟４戸を整備するものでございます。

次に，その他関連事業の推進に係わるものでございますが，平成１８

年度から戸井地域が公共下水道の供用が一部開始され，平成１８年度か

ら２０年度の３ヶ年で地域内の公共施設の水洗化を図るもので，平成１

８年度に改修する施設として，小安西・釜谷･汐首東・瀬田来･泊町･館町

の６地域会館，小学校２校，中学校２校，青少年開館，幼稚園１園，弁

才町浄水場の１３施設を予定し，事業費は４８，５００千円を見込んで

いるものでございます。

以上が平成１８年度の主な事業の概要でございます。

尾関会長 一緒に議題３の説明をお願いします。

林参事 平成１８年度戸井地域管内で予定している国ならびに北海道事業につ

いて，その概要を説明します。
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この事業は，国･道が全額費用を負担して行うもので，３月２７日現在

で支所が把握しているものでございます。

まず，北海道が行う事業ですが，漁港整備関係では，小安・汐首･戸井

の３漁港の整備が予定されています。

小安漁港については，南防波堤１５ｍの設置，汐首漁港については，

第１突堤２０ｍの新設ならびに波消ブロック６０基の設置および－４ｍ

航路の浚渫１，３００立方メートル，また，戸井漁港については，島防

波堤に波消ブロック７５ｍを設置するものでございます。

次に，北海道が昨年度に引続き行う地域防災対策総合治山事業でござ

いますが，平成１６年度から３ヶ年計画で実施されているもので，平成

１８年度で完了となる予定で，平成１８年度の実施箇所は， 汐首地区２

ヶ所と弁才町地区の法枠工･土留工でございます。

次に，急傾斜地崩落防止対策事業でございますが，瀬田来地域と釜谷

地区２ヶ所，計３ヶ所の法枠工と土留工を予定しています。

次に，函館開発建設部が行う事業でございますが，釜谷バイパスの公

営住宅付近に歩道を設置するもので，昨年同地区に設置した３３３．８

ｍを更に１９０ｍ延長するものでございます。以上でございます。

尾関会長 議題２，３について説明が終りました。これについて，ご意見・質問

をお聞きしたいと思います。

木村委員 消防･防災･生活安全の充実ですが，戸井地域の２８，６００千円の内

訳はわからないのですか。

林参事 ２８，６００千円は，釜谷地区１ヶ所と弁才町地区１ヶ所，計２ヶ所

の治山事業費でございます。

木村委員 消防･防災･生活安全欄には，消防に関する予算なども入っているので

しょうか。

林参事 ２８，６００千円には，消防関連予算は入っておりませんのでご理解

願います。

尾関会長 他に質問ございませんでしょうか，

館山委員 今年の３月まで実施していた家の裏の工事は，降雨の際の水による土

砂崩れの防止が目的として実施されたが，工事実施箇所に水が溜り，抜

け道がない状況にあり，その解消工事を実施してくれるのでしょうか。

岩船課長 釜谷３の急傾斜地崩落防止対策事業で，平成１７年度に着手しました

が，全体事業が完了していないため，平成１８年度も継続されます。

実施時期については，地域住民に迷惑がかからない時期を土木現業所

に要望したいと思います。

水路に関しては，全体の法面工事が未確定でございますので，完成に

伴ってはきちんと行うよう要望したいと思います。

尾関会長 他にご質問がないようですので，次の議題に移りたい思います。

議題４，事務局から説明をお願いします。
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。林参事 平成１８年度地域審議会スケジュール案について説明させて頂きます

地域審議会については，通常年３回の開催を予定しておりますが，平

成１８年度においては，委員の任期が１１月３０日で満了となることか

ら，通年より１回多い４回の開催を予定しているものでございます。

１回目は，７月開催予定で，主な内容は，１７年度事業の実績報告等

でございます。

２回目は，１０月で平成１９年度事業計画案，新たな委員の選考スケ

ジュール等の報告を予定しております。

３回目は，１１月３０日で委員の任期満了となることから，１２月か

１月で，委員の委嘱あるいは地域審議会の概要等について説明させてい

ただく予定となっております。

４回目は，３月下旬で，平成１９年度事業計画あるいは１９年度の地

域審議会の開催スケジュール等の報告を予定しております。

次に，新たな委員の委嘱に至るまでの事務の大まかな流れですが，委

員の総数は１５名ですが，うち２名は一般から公募し，残りの１３名の

方については，有識者と致しまして地域の各種団体から推薦等を頂き委

員をお願いするものでございます。

１０月頃に，市政はこだてあるいは広報等で一般公募の周知を図り，

１１月中には選考作業を終了内定し，１２月あるいは１月に開催予定し

。ている第３回地域審議会において委嘱状を交付したいと考えております

尾関会長 説明が終りました。この件について質問ございませんでしょうか。

無いようでありますので，地域振興全般に関する意見交換とその他を

一緒にご意見を伺いたいと思います。

山路委員 今までと除雪の基準が変わったのでしょうか。１日の降雪量が基準に

達しなくても毎日降った場合は溜まり，小安の道路がテカテカで歩行困

難，車の交差も大変な状況でありました。幸い大きな事故は有りません

でしたが，除雪基準等はどうなのでしょうか。

岩船課長 除雪に関しては，今回の３月定例議会においても各議員の方から多数

の質問がありました。戸井支所におきましては，除雪費として１５０万

円，塩カル購入費として５０万円，計２００万円の予算がついておりま

す。１５０万円の除雪費は，シーズンで３回くらいの稼働で費やされ，

今年も１００％支出しております。また，除雪基準については，１０セ

ンチという目安で，合併前と変わっておりません。

戸井地域は，通常ですと雪が降った後は気温が上がり，自然に融けて

いたが，今年は，１月に氷点下の気温が何日も続いたことから融雪が進

まなかったと捕らえています。１７年度については，気象条件が大変悪

かったということでご理解願えればありがたいと思います。

尾関会長 ご理解できない状況でありました。
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山路委員 １月に入り，地域会館の坂は本当にひどい状況でありました。道路の

知らない人が上から突っ込んでくる 心配がありました。

異常気象で，予算がないからということでは，事故が起きた場合には

とんでもないことだと感じました。

今後は，危険箇所を周知・表示するなど検討していただきたい。

吉澤支所長 除雪に関して，建設課長から答弁があったとおり，予算の問題も，基

準の１０センチの問題も合併前とはなんら変わっておりません。

今年は，例年になく雪が多く，戸井ばかりでなく全般的なことで，今

回の議会では，これが大きな問題となりました。抜本的な見直しを本庁

と協議して参りたいと考えます。

， 。 ，また 予算ががないから実施しないということにはなりません 但し

一気に降った場合，業者の数も少ないことから地域の協力を得ながら，

早めに除雪に取りかかるなど，効果的除雪について建設課長と協議して

いるところであります。

危険箇所につきましては，交通関係機関と協議するとともに，委員の

皆さんからのご提言をお願い致します。以上でございます。

尾関会長 議長でありますが，町会の副会長をしている立場から一言言わせても

らいます。

年明けに小安地区で行われた葬儀の会場までの道路がスケートリンク

状態になった。他の旧町道は全部，取り付け道路も全部同じような状況

だと言う話になった。

葬儀に参列される方は高齢者で徒歩での方が多いことから，事故防止

の対策について，支所に依頼したところ，お金がないからとの回答ばか

りだったので，とんでもないとのことから，町会独自で砂を撒くなどの

方策を検討しましたが，その後の支所との協議で，塩カリを撒くとのこ

とになりました。

地域住民が怪我をしないような対応策について，いろいろいきさつが

ありましたが，地域の心情を汲み取りくださるようお願いします。

他にご意見ありませんでしょうか。

藤本委員 水産課長にお聞きします。製氷・貯氷施設整備予算の９２，７００千

円ですが，これで施設全てが整備できるのですか。

， 。久保田課長 これは 東戸井漁組に製氷と貯氷を併せた施設を造るということです

藤本委員 先日，漁組長からの説明の金額と随分異なっているが，建物の整備は

入っていないということか。

久保田課長 ９２，９００千円の他に漁組の持ち出し分があり，全体事業費で１億

２～３千万円になります。

藤本委員 １億２～３千万円が市の持ち出しで，その他は漁組負担となるのか。

久保田課長 この金額は，市が負担する分でございます。
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藤本委員 漁組の説明では，１億５千万円位かかり，その内７５％が函館市の負

担で残りが漁組負担との説明でしたが，どうなのでしょうか。

尾関会長 金額に誤差があるようですが，記載金額に間違いがないのでしょうか

久保田課長 この金額に漁組負担分が３０，０００千円プラスされます。

藤本委員 漁組負担は，３０，０００千円ですか。

尾関会長 漁組の方にも誤差ということもあるでしょうし，現時点では（案）と

いうことでご了承願います。

藤本委員 了承しました。

尾関会長 その他ございませんか。

濱島委員 現在のスクールバスの利用については，親が事前に申し出ていない場

合は緊急時の対応をして頂けない状況にあるが，運転免許証を持たない

者にとっては大変であり，もっと良い方法はないのでしょうか。

山下教育事務 スクールバスについては，平成１０年度に幼稚園と小学校が統合した

所副所長 ことにより，鎌歌小学校区では全児童と幼稚園は全員対象で実施してき

たところです。この度，鎌歌小学校区の児童が少ないということで，そ

の対象区域を拡大することになりました。

学校と教育事務所との話し合いの結果，東浜・西浜地域の１．２年生

１７名と上瀬田来地区からの２名の計１９名分を拡大することに決まっ

たところです。また，朝は乗らなくても帰りは乗るとか，乗る場所と降

りる場所が違う場合も，従来からそれらに対応して来たところです。

対象地域に住んでいる１，２年生はスクールバスを利用できます。

濱島委員 緊急時の対応については，どうでしょうか。

山下教育事務 緊急に運行するのは，台風の時などの全員が関係する場合となってい

所副所長 ます。

尾関会長 濱島さんの質問は，利用する方に緊急事態が発生した場合に，鎌歌校

区まで乗せて頂けないかと言うことですが。

山下教育事務 各学校と連絡を取って頂ければ大丈夫と思います。学校の方でだめだ

所副所長 と言われたのであれば，教育事務所で把握していないもので，再度学校

に緊急の場合は乗せるよう手配致したい。

吉澤支所長 個々の具体的例があるかと思いますので，濱島委員の件については，

教育事務所ときちんと話をして，教育事務所から学校に連絡させ，後ほ

ど詳しくご説明します。

尾関会長 他にございませんでしょうか。

加藤委員 戸井社会福祉協議会が実施している移送サービス事業は，この先ずっ

と続くものなのか。

山路委員 社会福祉協議会の合併時点では，当面そのまま継続するということで

協議をしています。

林参事 加藤委員のご意見につきましては，会議終了後，移送サービス事業の
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方向性について，社会福祉協議会にその見通しを含めて照会し，次の審

議会でお伝えしたいと考えます。

尾関会長 他にありませんでしょうか

山路委員 社会福祉協議会が実施している事業ですが，旧函館市・旧４町村でそ

れぞれバラバラで，従来実施してきた事業をそのまま継続という前提で

やっている。会費についても，戸井地域は５００円，恵山地域は３００

円，椴法華地域は５００円，南茅部地域は１，２００円で，世帯加入で

すが，旧函館市は１口１００円でという型での加入となっている。

旧町村においては，社会福祉協議会の会費で事業を実施いているので

ばらつきはあるが，先の理事会でもその辺の話はあったが，平成１８年

度の事業計画・予算はそのまま承認された。また，介護保険制度の改正

で，包括支援センターが戸井のケアセンターに開設された。

尾関会長 それらを含め，事務局は，次の審議会にご報告をお願い致します。

他にないでしょうか。

， ， 。吉田(恵)委員 漁協の女性部が 毎年植樹をしておりますが 大きくなっているのか

久保田課長 お魚殖やす植樹のことと思いますが，汐首山頂については，強風のた

。 ， 。め成長は良くありません 昨年 浜町に植樹したものは良く育っている

本来この事業は，漁協が実施主体でやるものですが，支所が指導権を

持ち実施している。

尾関会長 この目的は，魚付け林でしょうか。

久保田課長 魚付け林とは別で，山・海は一帯であるとのことから 「お魚殖やす，

植樹運動」というネーミングで 漁連が中心となって取り組んでいる事,
業です。

尾関会長 わかりました。他にございませんか。

加藤委員 支所公宅は，今後どうなるのでしょうか。

吉澤支所長 建設後，２０年以上経っており 相当傷んでいることから，将来的に,
は解体の方向になるのではないか，具体的にはわからない。

尾関会長 支所の方から何か報告ございますか。

吉澤支所長 明日から公共下水道が供用開始されることになり，明日，総合学習セ

ンターにおいて午前１１時から式典が挙行され，市長が出席くださるこ

とから，委員の皆様も是非出席頂きたい。

水洗化については，一生懸命その普及を図って参りますので協力につ

いて，特にお願い致します。

尾関会長 石崎地域においては，まだ本管が入っていない所があるとのことです

が，それで戸井地区が４月１日から使えるのでしょうか。

吉澤支所長 旧函館市のことはわからないが，本管は国道に全部入っているものと

思う。戸井地区は 戸井漁港まで全部入りましたが，戸井高校裏など一,
部入っていない箇所があるので，石崎地区にもそういう箇所があるので
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はないかと思われます。それらも含め，戸井地区は１８年度・１９年

度で全部完成したいと思っています。尾関会長が言われた箇所は，本管

は入っているものの，枝管が入っていない箇所と思われます。

尾関会長 他にありませんでしょうか。

菊地委員 函館市には競輪場があります。これからの時期，バイパスを車で走っ

ていると，競輪選手が猛スピードで１０台程度連なったり，横に並んだ

りして練習してる場面に出くわすことがあります。

運転手側も十分気をつけているが，選手の方々にも気をつけて頂けな

いものか。

尾関会長 以前，競輪選手と一緒になった際，戸井は最高のトレーニングコース

であるという話をきいた。また，４～５日前に国道２７８号線，石崎郵

便局前で競輪練習中の自転車が絡んだ交通事故があり，被害者は肋骨３

本を折り，それが肺に刺さり大変危険な状況だったという例がありまし

た。

吉澤支所長 競輪事業部長の方へ実態を話し，注意して頂くよう申し入れしたいと

思います，

菊地委員 わかりました。

尾関会長 他にございませんでしょうか。もし無いようでしたら，本日の会議は

これで終了したいと思います。

なお，次回は，７月を予定しておりますが，日付については，正副会

長に一任して頂けますでしょうか。

全委員 （了承する）

尾関会長 それでは，本日の会議はこれで終わります。本日はどうもありがとう

ございました。

。 ， ，佐藤(博)課長 大変ご苦労様でした 次回の審議会は ７月頃予定しておりますので

出席方よろしくお願い申し上げます。


