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平成２２年度 第４回 函館市南茅部地域審議会会議録

開催日時 平成２３年３月２８日 火曜日 午後２時００分～午後５時１５分

開催場所 函館市南茅部支所３階 多目的ホール

内 容 報告事項

（1）諸般の報告

（2）平成２３年度東北地方太平洋沖地震に伴う対応等について

(3) 平成２３年度事業計画について

(4) 平成２３年度国および北海道の予定公共事業について

(5) 縄文文化交流センターの管理運営について

議 題

（1）合併建設計画の執行状況について（答申）

（2）平成２３年度地域審議会開催スケジュール(案)について

地域振興全般に関する意見交換

その他

出席委員 秋本委員 熊谷委員 蛯谷邦男委員 木原委員 佐藤委員

山下委員 佐々木委員 高谷大喜委員 高谷静子委員

齊藤委員 竹原委員 工藤委員 坂本委員 （計１３名）

・報道関係 （計 ０ 社）

・傍聴者 （計 ０ 名）

欠席委員 小川委員 蛯谷英聡委員

（計 ２ 名）

事務局の 南茅部支所長 佐藤洋一 企画部計画推進室長 小野 浩

出席者の 南茅部支所地域振興課長 長谷川大春 同地域振興課主査 進藤昭彦

職 氏 名 同市民福祉課長 小枝精一 同地域振興課主任主事 小玉 亮

同産業建設課長 河合満夫 教育委員会生涯学習部次長 岡崎圭子

同地域振興課主査 西谷光一 教育委員会生涯学習部参事 阿部千春

同地域振興課主任 加我明夫

南茅部教育事務所長 田名部洋

（計１２名）



- 2 -

１ 開会（午後２時００分）

事 務 局 開会に先立ちまして，このたびの大震災で犠牲になられた皆様に，哀悼の

(長谷川課長) 意を表し，黙祷を行いたいと思います。

（黙祷）

それでは，平成２２年度第４回函館市南茅部地域審議会を開会します。

２ 会長あいさつ

秋本会長 ＜挨拶要点＞

皆様には，時節柄，何かとお忙しいところ，ご出席いただきご苦労様です。

本日の審議会は，平成２３年度を迎えるにあたり，国および北海道の予定

公共事業についての概況や平成２３年度事業計画の説明を受けるほか，前回

の審議会で諮問のありました合併建設計画の執行状況について，皆様からご

意見をいただくこととしております。

委員各位の忌憚のないご意見・ご提言をいただき，実りある審議会となる

ことを期待して，開会のご挨拶といたします。

３ 支所長あいさつ

佐藤支所長 ＜挨拶要点＞

本日は，ご多用の中，ご出席いただき感謝申し上げます。

大震災への対応については，後ほど資料で説明いたします。

本日，小柏副市長は支援対策会議等の対応にあたっており，欠席です。

皆様の活発なご意見・ご提言をお願い申し上げまして，ご挨拶とさせてい

ただきます。

４ 出席委員の報告

事 務 局 出席者１３人，欠席者２人，出席者が過半数に達しておりますので，地域

(長谷川課長) 審議会の設置に関する規程第８条の規定により，会議が成立していますこと

をご報告いたします。

５ 報告事項

（１）諸般の報告

秋本会長 日程５の報告事項について，支所長から諸般の報告があります。

佐藤支所長 私の方から４点ほど行政報告させていただきます。

まず，３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震で多数の死者が出てお

り，心よりご冥福をお祈りします。

当市の被害状況等については後で事務局から説明しますが，支所としまし

ても，今回の災害を教訓に，地域の方々とともに災害に強いまちづくりに取

り組んでいく所存でありますので，よろしくお願いいたします。

２点目は，３月８日に国道２７８号の新豊崎トンネルが貫通し，来年３月
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には完成する予定です。

また，３月１１日，南かやべ漁協が運営する直販加工センターがリニュー

アルオープンし，客足も順調だと伺っております。

それから，木直小学校の閉校式が，３月２６日に行われました。

４月から磨光小学校と統合する訳ですが，通学用のスクールバスを運行す

ることとしております。

また，旧学校給食共同調理場も運動会までには解体して，駐車スペースを

確保したいと考えております。

３点目は，支所長の裁量で執行できる地域振興・コミュニティ推進経費に

ついてですが，今年は縄文文化交流センターのオープンを控えていることか

ら，広く内外に地域の魅力を発信することにより，地域振興に資することを

目的として，南茅部ガイドマップを作成しました。

併せて，北海道初の国宝である中空土偶を広く啓発するため，裏面に中空

土偶の写真を印刷した名刺台紙も作成しましたので，ご活用いただければと

思います。

そのほか，地域コミュニティの一体化を図るため，高齢者わくわく運動会，

親子参加型イベントのホワイトイルミネーション事業，支所長杯ミニバレー

大会などにも活用しました。

新年度も本経費の予算が措置されましたので，地域審議会の皆様をはじめ，

各種団体の方々からのご意見も参考にしながら，有効に活用して参りたいと

考えております。

４点目になりますが，４月１日から社会福祉協議会南茅部支所が，本支所

庁舎１階に移転することとなりましたので，お知らせします。以上です。

秋本会長 報告が終わりましたので，質疑に入ります。

質疑ありませんか？

蛯谷委員 震災の件について，安浦地区には津波避難所が無いが，今回の震災時に，

地域住民の要請を受けて，高台にある南茅部青少年会館を，指定管理者であ

る町内会が開設したところである。

津波襲来時には，遠く離れた津波避難所へ避難する事が困難であると同時

に，被害に遭う確率も非常に高いと思うが，今後，南茅部青少年会館を津波

避難所として指定する考えはないのか？

事 務 局 安浦地区では，安浦会館と南茅部青少年会館が，大雨災害時等の一時避難

(長谷川課長) 所に指定されていますが，津波避難所には指定しておりません。

津波避難所の指定にあたっては，原則，長期的な避難生活が可能である小

中学校を基本としていることから，南茅部地域では高台にある小中学校と南

茅部公民館を津波避難所に指定しております。

だからといって，南茅部青少年会館に避難できないという事ではなく，ま

ずは高台へ一時的に避難してもらい，その後，状況に応じて指定された避難

所へ移動していただくという事ですので，ご理解いただきたいと思います。

また，今回，避難者への対応といたしまして，各津波避難所に乾パンや毛

布などを配付しましたが，南茅部青少年会館にも配付しておりましたので，

申し添えます。
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秋本会長 他にありませんか？

竹原委員 尾札部中学校も津波避難所に指定されているが，高台にある訳でもなく，

津波避難所としてふさわしくないと思うが，見直す考えはないのか？

事 務 局 当市のハザードマップは，北海道が実施した「津波シミュレーション及び

(長谷川課長) 被害想定調査」に基づき浸水区域を想定しており，当地域はほぼ海岸線沿い

に設定されている中で，特に尾札部地区の八木川河口周辺の浸水が想定され

ておりますことから，３階建ての鉄筋コンクリート造りである尾札部中学校

が津波避難所として指定されているものであります。

当初，南茅部地域の津波避難所は尾札部中学校だけでしたが，それでは十

分に対応できないという事で，現在の数に増やした次第であります。

ただ，今回の震災を受けまして，また見直しの動きも出てくるものと考え

ております。

佐藤支所長 災害に対する心構えとして，「自分の命は自分で守る」という事が基本で

すので，まずは高台に避難していただき，指定避難場所のほかに，民家や空

き地など状況に応じて一時的に避難をするなどの対応も必要になってくるも

のと考えております。

また，尾札部中学校につきましても，まずはそこに避難してもらって，周

辺が水没してしまう恐れがある場合には，裏山など安全な場所に移動すると

いった対応方法を考えておく必要があると思います。

秋本会長 他にありませんか？

佐々木委員 今後，今回のような大規模災害時の避難対応について，見直す必要がある

のではないか？

佐藤支所長 今後は長期的な避難に対応した避難所の環境整備についても想定していか

なければならないと考えております。

例えば，炊き出しの際も，町内会や女性団体の方々の協力を求めるという

事も必要になってくると思いますので，今後，関係団体にも協力要請して参

りたいと考えております。

秋本会長 他にありませんか？

佐藤委員 合併後，支所の職員も減っている中で，今回のような大震災があった場合，

現行の支所体制で対応できるのか？

佐藤支所長 当然，支所だけでは限界がありますので，状況に応じて本庁への応援要請

はもとより消防，町内会など各関係機関や団体とも連携を図りながら，対応

しなければならないものと考えております。

佐藤委員 被災直後から，各種団体の協力を求めるという事か？

佐藤支所長 今回の震災で，当地域だけでも約２千人が何らかの形で避難したと推測さ
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れ，大きな被害は無かったものの，やはりこれ以上，支所の職員が少なくな

ると対応が難しくなってくるものと認識しておりますし，場合によっては，

各団体の皆様の協力も仰ぎながら，地域ぐるみで取り組んでいく必要がある

ものと考えておりますので，ご協力をお願いしたいと思います。

秋本会長 他にありませんか？

齊藤委員 古部地区には津波避難所が無く，高台に古部体育館があっても，中に入れ

るのか分からず，不満の声が多かった。

それから，消防署が海岸線沿いにあるが，こうした津波を想定した場合，

今の場所でいいのか？

佐藤支所長 津波発生時の避難誘導等については，改めて点検する必要があると考えて

おります。

古部体育館は町内会が指定管理者となっておりますので，緊急時の対応に

ついて協議したうえで，周知方法も含めて検討させていただきます。

それから，消防署・団の件については，今回の震災時に津波の心配が想定

されたものですから，地区対策本部を支所に設置し，ポンプ車２台と救急車

２台を南茅部支所現地対策本部の駐車場に，各団の消防車両も高台に待機さ

せる等の措置を講じました。

将来的には，消防庁舎も高台に移転する事が望ましいものと考えております。

秋本会長 他にありませんか？

山下委員 今回，車で避難する際に渋滞が発生したと聞いている。

避難指示の方法も工夫する必要があると思う。

事 務 局 今後，工夫したいと思います。

(長谷川課長)

秋本会長 他にありませんか？

工藤委員 木直小学校は津波避難所に指定されているが，閉校後，どのようになるのか？

教育事務所 地元から体育館とグラウンドを開放してほしいと要望があり，４月から町

(田名部所長) 内会を通じて，地域の皆さんに開放することとしております。

また，校舎も暖房以外の水道，電気，浄化槽は使用できますので，一時的

な避難場所としての利用も可能だと思います。

秋本会長 他にありませんか？

（特になし）

秋本会長 他に無いようですので，質疑を終了します。
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（２）平成２３年東北地方太平洋沖地震に伴う対応等について

事 務 局 （資料１のとおり説明）
(長谷川課長)

秋本会長 説明が終わりましたので，質疑に入ります。

質疑ありませんか？

佐々木委員 避難者の受入について，南茅部地域でも対応しているのか？

佐藤支所長 ３月末までに岩手県大槌町から２世帯５名の方が，臼尻町の市営住宅へ入

居する予定となっているほか，福島県いわき市から２世帯６名の方が，すで

に木直町の親戚宅に避難しております。

今後も受入について，出来る限り対応して参りたいと考えております。

佐々木委員 経済的な支援については？

佐藤支所長 被災者に対する支援として，地元の定置漁場で２名を雇用することとなっ

たほか，社会福祉協議会を通じて１世帯１５万円の生活資金融資制度があり

ますので，そうした活用についての相談にも応じたいと思っております。

秋本会長 他にありませんか？

佐藤委員 今回の原子力発電所からの放射能汚染により，中国等で日本の水産物の輸

入を規制する動きもある中で，市としてもこうした風評被害対策を図るため

に，職員体制を強化する等の取り組みを講じる必要はないのか？

佐藤支所長 私としても，水産物の風評被害は非常に危惧しております。

北海道では，振興局単位で外気の観測を行っており，今後，水産物や海洋

調査も実施するよう要請していきたいと考えております。

秋本会長 他にありませんか？

（特になし）

秋本会長 他に無いようですので，質疑を終了します。

（３）平成２３年度事業計画について

事 務 局 （資料２のとおり説明）
(長谷川課長)

（４）平成２３年度国および北海道の予定公共事業について

事 務 局 （資料３のとおり説明）
(長谷川課長)
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秋本会長 説明が終わりましたので，質疑に入ります。

質疑ありませんか？

蛯谷邦男委員 漁業後継者育成対策事業の内容は？

産業建設課 研修視察事業に対する助成費と小型船舶操縦免許の資格取得費に対する補

（河合課長）助金です。

蛯谷邦男委員 漁協の合併当初から比べると，組合員が約１４０人減少しており，いくら

漁港整備や漁場造成を行っても，漁業者が少なくなれば，投資効果も下がっ

てしまうので，漁業に夢や希望が持てるような事業展開をお願いしたい。

産業建設課 漁業者の花嫁対策の一環として，漁協主催によるマリンカップリング・パ

（河合課長）ーティーを実施しておりますが，今年度は参加者が集まらず中止となりました。

ただ，今後も漁業後継者対策として，こうした事業を実施していく必要が

あるものと考えております。

蛯谷邦男委員 特に昆布養殖漁業の後継者不足が深刻で，その要因としては，「休みがな

い，汚い，きつい」といった点が挙げられる。

このままの状態が続けば，基幹産業である昆布養殖漁業の衰退にもつなが

るので，今から共同経営化などの取り組みを促進すべきだと思う。

佐藤支所長 昆布養殖漁業は，他の漁業に比べて安定した経営が見込めるので，共同経

営化や会社化への取り組みについて検討する必要はあるものと認識しており

ますし，花嫁対策も先進地では本州からの参加者もあると伺っておりますの

で，そうした事例も参考にしながら，漁業後継者の確保に取り組んで参りた
いと考えております。

秋本会長 他にありませんか？

高谷静子委員 今回の震災で，イベント等を自粛する動きもあるが，ひろめ舟祭りは開催

できるのか？

産業建設課 先日，ひろめ舟祭り企画委員会の会議でも話し合われましたが，４月に開

（河合課長）催される実行委員会の総会で最終的に決定する事になりました。

参考までに港祭りの開催動向について，担当部局に確認したところ，現時

点では開催予定であるとのことでした。

また，新聞でも報道されているとおり，こうした自粛ムードによる経済的

な影響もありますので，そうした事も踏まえて検討する必要があると考えて

おります。

秋本会長 他にありませんか？

山下委員 縄文文化交流センター整備事業の内訳は？

生涯学習部 主に机や棚などの備品購入です。
（阿部参事）
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秋本会長 他にありませんか？

（特になし）

秋本会長 他に無いようですので，質疑を終了します。

（５）縄文文化交流センターの管理運営について

生涯学習部 （資料４のとおり説明）

（岡崎次長）

秋本会長 説明が終わりましたので，質疑に入ります。

質疑ありませんか？

山下委員 今の時点で，オープニングイベント等は考えているのか？

生涯学習部 関係者によるテープカットを行った後，場所を移して祝賀会を開催したい

（岡崎次長）と考えております。

また，地元の方々によるイベントを取り込む事も可能だと思いますので，

支所と連携を図りながら取り進めていきたいと思っております。

秋本会長 他にありませんか？

佐藤委員 入館料を３００円としている根拠は？

生涯学習部 当市の場合，国宝を常設展示する際の博物館の入館料が３００円となって

（岡崎次長）おりますことと，全国の国宝を展示している博物館の入館料の平均が３００

円であることから，そのように設定させていただいたところでございます。

秋本会長 他にありませんか？

佐々木委員 縄文文化を世界に向けて情報発信するとあるが，具体的にはどのように行

うのか？

生涯学習部 各種フォーラムを開催したり，ホームページ等でその経過をお知らせした

（阿部参事）りして，情報発信したいと考えております。

佐々木委員 小中学校等の地域の子供達に対する取り組みは？

生涯学習部 今，考えられる事として，学校と連携を図って，各種体験講座に参加して

（阿部参事）もらうといった取り組みも可能だと思います。

佐藤委員 道の駅にも指定されるということだが，駐車スペースはどのような基準で

設けられているのか？
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産業建設課 道の駅に指定される駐車スペースの基準は，乗用車が３５台，大型バス６

（河合課長）台以上となっており，必要最低限の基準は満たしております。

佐藤委員 イベント等により駐車場が不足した場合，他に駐車スペースを確保すると

いった対策は考えているのか？

産業建設課 向かい側の民有地を借りて，駐車スペースとして利用できるよう地権者と

（河合課長）協議したいと考えております。

秋本会長 他にありませんか？

坂本委員 センターの管理運営について，業務委託を活用した直営方式とあるが，具

体的にどのような運営になるのか？

生涯学習部 運営にあたっては，警備や清掃といった施設維持管理業務と展示や受付と

（岡崎次長）いったソフト面の管理運営業務に分かれ，それぞれについてふさわしい業者

に委託していきたいと考えております。

坂本委員 大船遺跡の周辺で，野生の馬が出没していると聞いているが，何か対策を

講じているのか？

生涯学習部 馬による被害として，馬糞の散在，植樹した木の芽や復元した竪穴住居に

（阿部参事）使用している麻製のロープへの食害といった被害が出ており，関係部局に捕

獲などの対策をお願いしているところであります。

坂本委員 人を威嚇する馬もいると聞いており，そうした話が広まると，誰も来なく

なってしまうので，早急に対応すべきではないか？

産業建設課 関係部局を通じて，何度も馬主に指導しておりますが，やはり冬期間に餌

（河合課長）を求めて山から下りてくるようで，雪が深いため，捕獲もままならない状況

です。

今後も引き続き，関係部局に対策を検討してもらうようお願いしたいと思

います。

秋本会長 何頭くらい確認されているのか？

佐藤支所長 私が昨秋に岩戸大地で調査した時には，１４～５頭ほどだったと記憶して

おります。

今後，関係部局や馬主と協議し，大規模な捕獲を実施したいと考えており

ます。

秋本会長 他にありませんか？

（特になし）
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秋本会長 他に無いようですので，質疑を終了します。

ここで５分間，休憩とします。

（午後３時４５分休憩，午後３時５５分再開）

６ 議 題

（１）合併建設計画の執行状況について（答申）

秋本会長 日程６の議題に入ります。

（１）合併建設計画の執行状況について，前回の地域審議会で市長から諮問

を受けた事項でありますが，事務局から何か説明ありますか？

事 務 局 このたびの諮問は，合併後，一定の期間を過ぎ，これまでの合併建設計画

(長谷川課長) の執行状況について，各地域審議会のご意見をいただき，今後の計画の推進

に反映させて参りたいという趣旨でございます。

前回，合併建設計画の前期５か年の執行状況を取りまとめた資料をご説明

させていただき，５月３１日までに答申書を提出することとなっております

ので，よろしくお願いいたします。

秋本会長 ただ今，事務局から説明がありましたが，今後の計画の推進に反映してい

くという趣旨からも，答申書については，良い評価もありますが，逆の場合

は，単にこれが駄目だとか，悪いという指摘だけで終わらず，それではどう

するべきかということまでをまとめていく必要がありますことから，皆さん

からご意見をいただきながら議論していきたいと思いますので，ご協力をお

願いします。

また，意見としては，総括的な意見や個々具体の施策・事業に関してなど

様々だと思いますが，今回の諮問・答申の趣旨に直接的でない意見について

は，別途，事務局に通常の意見・要望等と同様の処理をしてもらいますので，

ご了承ください。

それでは，順番に一人ずつご意見をいただきながら，進めて参ります。

木原委員 高齢者福祉の推進について，特別養護老人ホームを増床する計画は，今の

ところ無いと聞いているが，待機者が多数いる現状であり，さらに高齢化が

進んでいることから，増床を今後の計画に組み入れてほしい。

それから児童福祉の推進について，保育園の受入時間を働く人の時間に合

わせるよう見直してほしい。

あと，保健・医療の推進について，現在，運行している病院の無料通院バ

スを，週２回に増やしてほしい。

坂本委員 １７ページの「おわり」の中で，「編入した東部４地域においては，旧町

村時代からの主要事業や各種サービスを継続するとともに，地域性に配慮し，

新規についても重点的かつ集中的に取り組んでいます」とあるが，現実問題

として，合併後，事務の集約化などで支所体制が縮小された中で，果たして

本当にそうなのかという思いもあり，逆に地域が疲弊している感が否めない。

合併建設計画の期間経過後には，さらに拍車がかかっていくのではないか
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という懸念もある中で，必ずしも地域住民が満足している訳ではなく，支所

機能の維持も含めた住民サービスの継続推進をお願いしたい。

佐々木委員 交通・情報ネットワークの形成について，結構，旧市内に通院している人

が多く，バスで通ったり，今は車で通えても将来的にはバスで通院する方も，

今後，増えていくと思うが，負担が大きいので交通料金助成等の対策を考え

てほしい。

また，商工業の振興について，道路が整備され，旧市内へ買い物に行く事

が日常化している中で，地域において魅力ある商店街の形成は難しいと思う

が，何らかの対策は必要だと思う。

熊谷副会長 全体の執行状況について，「約７割から８割の進捗率」と記載されている

が，計画額に比べて実績額は４割程度となっている。

色々理由はあると思うが，今後，出来るだけ達成率が１００パーセントに

近づくよう計画を推進してもらいたい。

それから，保健・医療の推進について，やはり地域にとって病院は必要不

可欠なので，存続をお願いしたい。

また，安心して受診できるよう改修等の設備投資もお願いしたい。

竹原委員 消防・防災・生活安全の充実について，先程も話が出たとおり，津波が発

生した時の事を想定して，消防庁舎を高台に移転してほしい。

山下委員 観光の振興について，東部４地域で連携した取り組みを行っているが，徐

々に浸透してきており，訪れる人も増えているので，今後，もっとそうした

東部４地域と連携したイベントの実施を考えていかなければならないと思う。

それから，南茅部地域には，プール，野球場といったスポーツ施設が充実

しているので，もっとＰＲして旧市内の方にも活用してもらうようにしては

どうか？

また，野球場のトイレの水洗化も合わせてお願いしたい。

蛯谷邦男委員 学校教育の充実について，少子化に伴い児童数が減ってきており，集団生

活を学ぶ環境が損なわれつつあることから，小学校統合の検討をお願いしたい。

また，高齢化により交通安全指導員が少なくなっており，運動の取り組み

にも支障が生じるので，確保対策をお願いしたい。

高谷静子委員 交通・情報ネットワークの形成について，旧市内に通院している方の負担

軽減のため，交通料金助成を年に数回でも利用できるようにしてほしい。

齊藤委員 水産業の振興について，価格が高いナマコの増殖対策に取り組んでほしい。

佐藤委員 商工業の振興について，地域に関連する工事等は地元で受注できるような

仕組みでなければ，地域の商工業が衰退していってしまうので，見直してほ

しい。
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工藤委員 生活環境の整備充実について，豊かな海を守るため，下水道事業の整備促

進をお願いしたい。

また，知恵の予算について，小規模校では予算配分が少なく，実施できる

事業に限りがあるので，もっと充実させてほしい。

高谷大喜委員 消防・防災・生活安全の充実について，南茅部地域は，津波のほか，大雨，

高波，駒ヶ岳噴火など災害が多い地域なので，避難道路の整備など総合的に

防災対策を推進してほしい。

また，今回の震災時に漁船で沖合に避難していたが，通信手段が無く，防

災行政無線も聞こえなかった。

漁船にも防災行政無線が受信できるような仕組みを検討してほしい。

秋本会長 計画の進捗状況に対する評価について，ご意見ありませんか？

熊谷副会長 対総額費の進捗率が約４０パーセントとなっている理由は？

佐藤支所長 合併協議時，各４地域の総合計画に基づいて，建設計画を策定しましたが，

事業の実施にあたり各事業の内容を精査した結果，当初の計画額よりも実績

額が下回っているものであります。

熊谷副会長 審議会で実績報告する際に，そのような説明があれば分かりやすいと思う。

企 画 部 対総額費の進捗率が４０パーセントで，対前期比の進捗率が７５パーセン

（小野室長）トとなりますのは，１０年間でみると４０パーセントの進捗率で，５年間で

みると７５パーセントの進捗率という事であり，決して大きくかけ離れてい

る訳ではありませんので，ご理解いただきたいと思います。

佐藤支所長 地域にとって主要な事業につきましては，審議会で経過報告し，ご理解を

得ながら，取り進めて参りたいと考えております。

熊谷副会長 関連して，市全域にわたる事業のうち，南茅部地域に関わるものはどのく

らいになるのか？

企 画 部 計画策定の段階から，市全域にわたる事業として区分しておりますので，

（小野室長）そのうち各地域分の実績額を集計するのは難しい状況ですので，ご了承願い

ます。

熊谷副会長 南茅部地域分だけだと５年間で約８億５千万円となっているが，市全域に

わたる事業で南茅部地域に関わるものもあるので，それを合算すれば，おお

まかでも地域への投資額が分かると思うので，別途，支所を通じて教えてい

ただきたい。

秋本会長 他にありませんか？

坂本委員 進捗率から見れば，計画推進に対する積極性が感じられない。

必要な事業であれば，もっと進捗率が高くてもいいと思う。
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企 画 部 計画そのものが積極的な作りでありますことから，これをさらに上回って

（小野室長）実施するという事は難しい状況にあります。

ただ，市総体としても財政状況が厳しく，中々事業を推進する事が難しい

状況にある中で，東部４地域については現状維持を基本に進めており，配慮

しているという点をご理解いただきたいと思います。

坂本委員 交通料金助成などの福祉サービス事業は，計画期間の早い時期に実施すべ

きであり，あと２年か３年という時期に実施しても効果が少ないと思うので，

早急に実施してほしい。

秋本会長 個人的な見解として，建設計画は４地域の総合計画や過疎計画などを網羅

して策定しており，夢を盛り込んだ部分もあるので，現実的には計画どおり

の実施が難しい事業もあると思う。

そうした事が，進捗率にも影響しているものと認識している。

他にありませんか？

（特になし）

秋本会長 他に無いようですので，質疑を終了します。

佐藤支所長 本日は，各般にわたって貴重なご意見をいただき，有り難うございました。

合併建設計画の目標達成に向け，昨今の厳しい経済情勢を踏まえ，事業の

精査や組織のスリム化を余儀なくされている中，まずまずの進捗状況ではな

いかと考えております。

今後も特性を生かした地域振興が図られるよう努力して参る所存ですの

で，委員の皆様のご支援，ご協力をお願いいたします。

（２）平成２３年度地域審議会開催スケジュール（案）について

秋本会長 （２）平成２３年度地域審議会開催スケジュール（案）について，事務局

から説明願います。

事 務 局 （資料５のとおり説明）
(長谷川課長)

秋本会長 説明が終わりましたので，質疑に入ります。

質疑ありませんか？

（特になし）

秋本会長 特に無いようですので，質疑を終了します。

７ 地域振興全般に関する意見交換

秋本会長 日程７の地域振興全般に関する意見交換を行います。

何かご意見ありませんか？
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（特になし）

秋本会長 特に無いようですが，次回の審議会について事務局から何かありますか？

事 務 局 事務局としては，縄文文化交流センターなどの視察を考えております。

(長谷川課長)

秋本会長 ただ今，事務局から視察という提案がありましたが，よろしいですか？

（異議なしの声あり）

秋本会長 それでは，地域振興全般に関する意見交換はこれで終了します。

８ その他

秋本会長 日程８ その他について，事務局から何かありましたら説明願います。

事 務 局 今年４月から交通局と水道局が統合し，企業局となります。

(長谷川課長) 特に，住民サービスに影響はありませんので，申し添えます。

秋本会長 何か質疑ありませんか？

（特になし）

秋本会長 特に無いようですので，質疑を終了します。

委員の皆さんには長時間にわたり，熱心にご審議をいただき有り難うござ

いました。

以上で，本日予定の日程が全て終了しました。

これをもちまして，閉会いたします。

本日は，どうもご苦労様でした。

（午後５時１５分，閉会）


