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事務局（野呂課長） 本日は，ご多用のところ，ご出席いただきありがとうございます。 

 定刻になりましたので，ただ今から，平成２８年度第４回函館市戸井地域審議会を開

催いたします。 

 本日の会議は，地域審議会の設置に関する規程第８条第５項の定めにより，公開とし

ております。 

 また，傍聴人数につきましては，会場の都合もあり，２０名としておりますので，こ

の点もご了承願います。 

 傍聴人におかれましては，遵守事項に従い静粛に傍聴下さいますようご協力をよろし

くお願いします。 

 それでは，会議開催にあたり，松田会長からご挨拶を申し上げます。 

 

松田会長 皆さん，こんにちは。 

 平成２８年度第４回の函館市戸井地域審議会の開会にあたりまして，一言ご挨拶を申

し上げます。 

 委員の皆様におかれましては，年度末の何かとお忙しいところご出席いただきまして，

ありがとうございます。 

 本日の議題は，平成２９年度事業予算，平成２９年度地域審議会スケジュールおよび

地域振興全般に関する意見交換となっております。 

 委員の皆様のご協力により進めて参りたいと考えておりますので，どうぞよろしくお

願いいたします。 

 また，本日企画部三原課長さん，支所の各課長さんにも出席いただいておりますので，

説明の際にはよろしくお願いいたします。 

 簡単でございますが，開会の挨拶といたします。 

  

事務局 （野呂課長） 会長ありがとうございました。 

 続きまして，川手支所長からご挨拶を申し上げます。 

 

川手支所長  皆様，こんにちは。 

 平成２８年度第４回戸井地域審議会の開会にあたりまして，一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 皆様におかれましては，大変お忙しい中ご出席していただき，誠にありがとうござい

ます。 

 また，日頃から市政の運営につきまして，ご理解とご協力を賜り心からお礼を申し上

げます。 

 早いもので，私が戸井支所に着任してから，まもなく３年目を迎えるわけですが，戸

井は漁業のまちでございまして，昨年，一昨年と漁模様があまり芳しくない状況にござ

いましたが，まもなく本格的な昆布漁期が始まります。今年こそ漁が上向きになればい

いなと願っているところでございます。 

 さて，新年度予算を審議する平成２９年の第１回市議会定例会が２月２３日から３月
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１６日までを会期に行われ，決議されたところでございますが，本日の審議会は，新年

度予算の成立を受けまして，平成２９年度の戸井支所関連予算のほか，地域振興全般に

係る意見交換などとなっております。 

 皆様方の忌憚のないご意見，ご提言をいただきたいと存じますので，どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

事務局（野呂課長）  ありがとうございました。 

続きまして，本日，出席しております企画部の職員をご紹介いたします。 

 企画部計画推進室計画調整課 三原課長でございます。 

 

三原課長 企画部の三原でございます。よろしくお願いいたします。 

 

事務局（野呂課長） 同じく江藤主事でございます。 

 

江藤主事 よろしくお願いいたします。 

  

事務局（野呂課長） 続きまして，本日出席の委員を報告を申します。 

 委員１５名中，本日は，島本委員，野村委員の２名が欠席しておりますので，出席委

員は１３名でございます。 

 それでは，これより議題に入りますが，議事の進行につきましては，地域審議会の設

置に関する規程第８条第２項の定めにより，会長が議長を務めることになってございま

すので，以後，松田会長に議長をお願いいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

 

松田会長 地域審議会の設置に関する規程第８条第３項の過半数以上の出席要件を満た

しておりますので，直ちに会議を始めます。 

 お手元の会議次第に沿い進めてまいりたいと思いますので，よろしくお願いいたしま

す。 

 

松田会長 それでは，議題の１番目，平成２９年度事業予算について，①から③まで一

括で事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（泊澤主査） 平成２９年度事業予算について資料１から資料３まで，一括して

説明させていただきます。 

 それでは，資料１平成２９年度戸井支所関係予算概要をご覧いただきたいと思います。 

 この資料につきましては，平成２９年度予算の中で，戸井支所に関連する事業予算を

掲載したものでございます。 

 従いまして，中には合併建設計画に登載されていない事業も含まれておりますので，

ご了承願います。 
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 それでは，１ページ目をお開き願います。 

 はじめに，戸井支所に予算配当されているもので，１点目は，地域会館管理運営費所

要経費としまして，地域会館の管理委託料７館分として，４５３万５千円となっており

ます。 

 ２点目として，地域内交通確保対策事業としまして，地域福祉バス運行経費としまし

て，４７６万１千円でございます。 

 ３点目は，観光資源施設整備費としまして，釜谷富士展望施設整備と北海道・本州最

短地点ＰＲ事業として，２００万円でございます。 

 ４点目は，高齢者等在宅生活支援事業としまして，外出支援サービス事業の委託料で， 

４０４万１千円でございます。 

 次に，２ページ目をお開き願います。 

 このページからは，本庁所管予算で，戸井地域に関連するものでございます。 

 はじめに，林業振興費でございますが，保育費としまして２０５万４千円です。 

 また，保護事業費としまして，４万１千円で事業内容につきましては，資料に記載の

とおりとなっております。 

次に水産振興費の沿岸漁業構造改善対策費のアワビ種苗放流としまして，６９９万９千円

で事業内容については，小安地区と釜谷地区に合わせて２３万３千個のアワビの種苗放

流を行うものでございます。 

 次に，ウニ深浅移植としまして，３６１万６千円で事業内容につきましては，資料に

記載の３地区におきましてウニの深浅移植を行うものでございます。 

 次に，漁業用流通施設整備事業としまして，８４７万５千円で事業内容につきまして

は，小安漁港にコンパクトクレーン２基を設置するものでございます。 

次に漁場整備事業費の水産環境事業北海道津軽海峡地区小安東部としまして，  

７０万円で，事業内容につきましては，資料に記載のとおりとなっております。 

 次に，漁業用機械等購入資金貸付金としまして，資料に記載のとおりの事業内容とな

っておりますが，予算額の９千万円つきましては，函館市全体となっております。 

 次に，漁業近代化資金利子補給費としまして，１０３万２千円で内容につきましては， 

資料に記載のとおりとなっております。 

 ３ページ目をお開き願います。 

 ウニ種苗生産供給事業費としまして，１千２５９万４千円，事業内容につきましては， 

資料に記載のとおりとなっております。 

 次に，水面多目的機能発揮対策事業費の水産物供給基盤機能保全事業としまして， 

４４万１千円で，事業内容につきましては，資料に記載のとおりとなっております。 

次に，漁港整備事業費の農山漁村地域整備交付金としまして，１千４８万円で，  

釜谷漁港にマイナス４．０メーターの岸壁を新設するものでございます。 

 次に水産物供給基盤機能保全事業としまして，７４０万１千円で，事業内容につきま

しては，資料に記載の施設の機能保全計画策定となっております。 

 次に，土木費の市道小安・釜谷線舗装工事としまして，３千万円で，事業内容につき

ましては，資料に記載のとおりとなっております。 



 - 5 - 

 次に，市道弁才１号線測量調査委託としまして，２１０万で，事業内容につきまして

は，資料に記載のとおりとなっております。 

 次に，戸井ウォーターパーク管理委託としまして，５千２１万３千円で，事業内容は

指定管理者に対する管理委託料でございます。 

 次に，４ページ目をお開き願います。 

 教育委員会所管予算としまして，戸井スクールバス運行経費としまして， 

１千３１６万８千円で，事業内容につきましては，スクールバス運行委託料となってお

ります。 

 次に，企業局所管予算としまして，特定環境保全公共下水道事業としまして，  

１００万円で，事業内容につきましては，資料に記載のとおりとなっております。 

 続きまして，資料２の平成２９年度合併建設計画事業一覧でございますが，ただ今，

ご説明させていただきました平成２９年度戸井支所関係予算概要の中で，合併建設計画

に登載されている事業につきまして，主要施策ごとにまとめたものでございますので，

内容等につきましては重複しますので省略させていただきます。 

 続きまして，資料３北海道実施予定事業一覧でございますが，この資料は，平成２９

年度に戸井地域内で予定されている北海道の予定事業を一覧にしたものでございます。 

 以上でございます。 

 

松田会長 説明が終わりました。 

 ご意見ございませんか。なお，発言される方は起立して発言されるようをお願いしま

す。 

 ございませんか。無いようでございますので，次に進んでよろしいですか。 

  

（はいの声） 

 

松田会長 それでは，議題の２番目，平成２９年度地域審議会スケジュールについて，

事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（泊澤） それでは，資料４をご覧いただきたいと思います。 

 平成２９年度の地域審議会の開催スケジュールにつきまして説明します。 

 平成２９年度の地域審議会の開催につきましては，７月・１０月・３月の３回を予定

しております。 

 ７月には，前回の意見等の集約結果と取組状況，平成２８年度事業の実績報告，地域

振興全般に関する意見交換を予定しております。 

 １０月につきましては，前回の意見等の集約結果と取組状況，平成３０年度事業計画

案，地域振興全般に関する意見交換を予定しております。 

 ３月につきましては，前回の意見等の集約結果と取組状況，平成３０年度事業計画，

平成３０年度地域審議会開催スケジュール，地域振興全般に関する意見交換となってお

ります。 
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 なお，資料下段に付記しておりますが，協議の項目については，東部４支所共通の基

本的なスケジュールであり，それぞれの地域審議会の独自の協議事項は含まれておりま

せんので，ご了承願います。 

 以上でございます。 

 

松田会長 説明が終わりました。 

 何か，ご質問，ご意見等ございませんか。 

 

松田会長 無いようなので，次に進んでよろしいですか。 

 

  （はいの声） 

 

松田会長 それでは，議題の３番目，地域振興に関する意見交換でございます。 

 皆さん，地域振興に関してでございます。ご意見やご提言など自由な討論でもかまい

ませんので，発言をお願いします。 

 

植野委員 昨年１１月２５日に，戸井西部総合センターで「みんなが元気で安心して暮

らせる地域づくりを考える集い」があり，１００名位の方が出席していたと記憶してお

りますが，高齢者福祉について考える機会を行政が企画していただき，私たちはこれが

スタートだと思っております。 

 一団体や一個人だけでは，会議招集など人を集めるのは難しいので，行政が主体とな

っていただいて，今年は高齢者福祉に対して前進していきたいと思っておりますので，

よろしくお願いします。 

 

川手支所長 昨年，シンポジウムという形で開催させていただき，その後に旧函館市内

で行っている「在宅福祉ふれあい事業」について，町会連合会と実態等について意見交

換をさせていただきました。今年度も予算を確保して「在宅福祉ふれあい事業」をモデ

ル事業的にやれるようにしたいと考えております。また，実施においては各団体から意

見をいただきながら，戸井地区に合ったものにしていかなければならないと思いもあり

ます。なるべく早い時期に実施したいと考えておりまが，町会連合会や民生委員さんか

ら，また，ご意見をいただこうと思っておりますので，その時は，改めてご案内，ご相

談させていただきたいと考えておりますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

松永副会長 先般お聞きしましたが，戸井地区の小・中学校の統廃合について，その後

どこまでどう進んでいるのかご説明いただきたいと思います。 

 

中村所長 戸井地区の小・中学校の最近の進捗状況のお尋ねだと思いますが，平成２８

年７月１３日に戸井地域の小・中学校の統合につきまして，教育委員会から学校教育審

議会に諮問がありました。 
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 それを受けまして，平成２８年１２月８日に学校教育審議会から答申を受けました。 

 その答申内容につきましては，新聞等でご承知かも知れませんが，小学校２校，中学

校２校をそれぞれ１校に統合する。統合する場所，位置につきましては，地理的な条件，

保護者や地域のご意向を考慮しまして，戸井地区の小・中学校を西部地区に集めること

によりまして，学校同士の連携や行事など共同で行うことなどを勘案して，小・中学校

を現在の潮光中学校の位置にすることが望ましいと，このような答申がありました。 

 その答申を受けまして，現在，教育委員会としては，潮光中学校の位置に小学校部分

を増築する方向で検討しております。 

 具体的には，建物の設備の構造や設計，それから建築費等の積算をしておりまして， 

それが整理できた段階で庁内協議を行いまして，できるだけ早い時期に地域の皆様に，

説明会を開催していきたいと，このように教育委員会から聞いております。 

 以上でございます。 

 

松永副会長 解りました。教育委員会では，学校統合に関しての会議をどの程度の頻度

で行われているのかお知らせ願えますか。 

 

中村所長 教育委員会の中での審議状況，回数につきましては申し訳ありませんが，承

知しておりません。 

 

松永副会長 いずれにしましても，子供が減ってきていますので早く進めないと，何を

やるにしても非常にご不便をおかけしている。１日も早く新しい学校を建築してもらう

ことを願っておりますので，よろしくお願いいたします。 

 

松田会長 その他ございませんか。 

 

河江委員 函館市町会連合会の会議などで，市の総務課防災担当から自主防災組織を作

ってくれと何年も前から要請されており，１７９町会ある中で８５町会が組織している。 

 ２月の末に自主防災組織の連絡網を作ろうと「函館市自主防災組織ネットワーク協議

会」の設立総会が開催されたが，東部４支所管内で自主防災組織を設けている町会が少

なく，この協議会に加入する所が少ない状況である。 

この設立総会の時に，自主防災組織が防災資機材の整備をしてから，何年も経過して

おり，現在，資機材が使えるかどうか解らない状況であるといった意見があり，総務課

から各自主防災組織が独自で資機材の点検をして補充しましょうという回答であった。 

自主防災組織を作ることにより，防災意識を高めてほしいと総務課で言っているが，

東部４支所管内では人口が減っており，町会の組織も小さくなっている状況では，単位

町会で自主防災組織を作ることはできない。 

 したがって，公的避難所に防災資機材，備蓄品を保管していただき，支所，避難所協

力員，町会等で協議会などを作って，年に１回は防災資機材の点検や，いざという時に

使いこなせるように訓練をするなど，是非，支所で指導していただきたい。 
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野呂課長 今，河江委員から防災資機材の関係でお話がありましたが，現在，戸井地域

の中で緊急避難場所が１１あり，この内指定避難所として４か所設置されているところ

ですが，指定避難所には，発電機など災害対応に必要な物はひとどおり揃っている状況

にあります。 

それと別に町会などが自主防災組織を設立すると，年間４０万円の予算がついて防災

資機材を買えるということですが，それはそれで町会などが準備していただくことは大

事なことだと思っております。 

戸井地域の町会につきましては，防災意識は高いと感じていますし，だからこそ，何

かしらの防災組織を作るということは必要だと思っています。 

このごろ，避難所の開設や大雨警報などが多くなっておりますので，地域の町会のご

協力を得ながら，さらに防災意識を高める取り組みや防災関係備品の確認など進めてま

いりたいと考えておりますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

松田会長 よろしいですか。 

 

 （はいの声） 

 

松田会長 その他ございませんか。 

 

加藤委員 以前お聞きした教育事務所所管の戸井西部総合センターでの，葬儀の使用料

ですが，約７，８万円かかるが，恵山地区のコミュニティセンターで３日貸切りの場合

３万円という話ですが，その後使用料の見直しがあったのかどうかお聞きします。 

 

仲村所長 戸井西部総合センターの使用料の件のお尋ねですけれども，戸井西部総合セ

ンターの使用料を設定する際には，現在の総合学習センターあるいは生涯学習センター 

の使用料を勘案して，それに見合った使用料を戸井西部総合センターの使用料に設定し

ているということでございます。 

 ですから，戸井地区の使用料の均衡を保つということで料金設定をしているというこ

とでありまして，恵山とか椴法華など他の地域とは違う事情や，いままできた経過があ

るのかなと思いますので，戸井地区の中で西部総合センターだけを低く抑えるだとか，

減免するとか違った形で対応するということは，なかなか難しいのかなと思っておりま

す。現在の総合学習センター，生涯学習センターにならった使用料ということでご理解

願いたいと思います。 

  

加藤委員 そういうことであれば，葬儀の場合３万なら３万と決めたらどうですか。 

 

松田会長 使用料については，条例で午前・午後・夜間と区別されて，それぞれの料金

を設定されて，使用料が決まるわけですが，条例で決まったものをすぐ安くするという
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ことにはならない。 

 

中村所長 現在，条例で使用料が定められているのはご存じだと思いますが，その使用

料の設定区分というのは，時間帯午前，午後，夜間での使用料設定の区分となっており

ます。使用する目的で使用料を設定していないというのが現状でありますので，そうい

う地区ならではの葬儀などもありますことから，審議会でこのような意見があったこと

を教育委員会の方にも報告して，いろいろ相談してまいりたいと思っております。 

 

松田会長 よろしいですか。 

  

 （解りましたの声） 

 

松田会長 その他ございませんか。 

 

加藤委員 先程の事業一覧で，観光資源施設整備費の釜谷富士展望施設整備とあるが，

事業の内容について説明願います。 

 

和田課長 観光資源整備事業内容については，釜谷富士，北海道・本州最短地点という

ことですが，看板を整備するものでございます。現在，汐首の最短地点の看板につきま

しては，小さくて半分壊れている状況にありますので，この辺を整備していきたいとい

う事業内容でございます。 

  

松田会長 よろしいですか。 

 

加藤委員 はい。 

 

松田会長 その他ございませんか。 

 無いようでございますので，次に進んでよろしいですか。 

 

 （はいの声） 

 

松田会長 議題の４その他でございますが，その他何かございますか。 

 無ければ，事務局何かありますか。 

 

事務局（泊澤主査） 皆様のお手元に，前回第３回の地域審議会の会議禄を配布してご

ざいますので，後程ご覧いただきたいと思います。 

 また，函館市総合計画の基本構想概要版が３月２７日に出来上がる予定となっており

ます。 

 本日，間に合いませんでしたので，後日委員の皆様にお配りしたいと考えております
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のでご了承願います。 

 

松田会長 以上で本日の日程は，全て終了しました。 

 次回の開催は７月を予定しておりますが，日程や議案内容については，正副会長に一

任願いたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

 （はいの声） 

 以上をもちまして，本日の会議を終了いたします。 

 

 


