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平成２０年度 第２回 函館市南茅部地域審議会会議録

開催日時 平成２０年１０月３０日 木曜日 午後２時００分～午後４時２０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）前回の意見等の集約結果と取り組み状況について

(2) その他

議 題

（1）平成２１年度 地域別事業計画（案）について

地域振興全般に関する意見交換

その他

(1) 地域審議会委員の任期満了に伴う委嘱までのスケジュールについて

出席委員 秋本委員 高田委員 濱田委員 熊谷委員 竹内委員

田村委員 鎌田(光)委員 佐々木委員 木村委員 蛯谷委員

本間委員 鎌田(茂)委員 金澤委員 （計１３名）

・報道関係 函館新聞社 北海道新聞社 （計 ２ 社）

・傍聴者 （計 ０ 名）

欠席委員 坂本委員

（計 １ 名）

事務局の 理事 小柏忠久 企画部計画推進室

出席者の 南茅部支所長 梅田誠治 地域振興課長 佐藤直孝

職 氏 名 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

同住民サービス課長 西田俊一 教育委員会生涯学習部参事 阿部千春

同保健福祉課長 小林元昭

同産業課長 鎌田輝蔵

同建設課長 河合満夫

同地域振興課主査 西谷光一

同地域振興課主任主事 加我明夫

南茅部教育事務所長 田名部洋

市立函館南茅部病院事務長 加我賢也 （計１４名）
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１ 開会（午後２時００分）

事 務 局 ただ今より，平成２０年度第２回函館市南茅部地域審議会を開会します。
(長谷川課長)

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，私たち現行委員にとって 後の審議会となります。

平成２１年度地域別事業計画案の説明を受けるほか，地域振興全般に関する

意見交換も予定してございます。

委員各位の忌憚のないご意見・ご提言を期待し，開会のご挨拶といたします。

３ 支所長あいさつ

梅田支所長 ＜挨拶要点＞

今月から，南茅部病院の通院バスを試験運行しております。

毎週火曜日ということで，これまで４回運行しておりますが，往復で延べ

１９８名の利用がございました。

内訳を申し上げますと，古部方面からが６５名，岩戸方面からが３３名，

合わせて９８名で，帰りの便については，古部方面が６９名，岩戸方面が

３１名，合わせて１００名の利用となっております。

利用者も徐々に増加傾向にあり，無料通院バスが地域へ浸透してきている

ものと思います。

１０月から３か月間の試験運行としておりますが，こうした利用状況を

踏まえ，さらに来年３月まで期間を延長したいと考えております。

また，４月からの運行につきましては，運行日の設定なども含め，南茅部

病院と協議してまいりたいと考えております。

本日は，平成２１年度の事業計画案について，ご審議いただくこととなって

おりますが，函館市では現在，地方交付税の減少等により，大変厳しい財政

状況のなか，新年度予算編成に取り組んでいるところでございます。

委員の皆様の活発なご意見・ご提言をお願いいたします。

本日の審議会は，現在の委員の皆様による 後の審議会でございます。

これまで２年間，地域の振興に向けての精力的なご審議とご提言に対しま

して，この場を借り，改めてお礼を申し上げまして，ご挨拶とさせていただ

きます。

４ 出席委員の報告

事 務 局 只今の出席者は１２人ですが，竹内委員が遅れて出席するとのことで，

(長谷川課長) 欠席者１人となりますので，地域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。
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５ 報告事項

（１）前回の意見等の集約結果と取り組み状況について

秋本会長 日程５の報告事項について，事務局から説明願います。

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？

熊谷委員 南茅部病院の通院バス試験運行にあたっては，他の診療機関との調整が

図られたのか？

梅田支所長 事前に了承を得ております。

秋本会長 他にありませんか？

（特になし）

秋本会長 他にないようですので，質疑を終了します。

（午後２時１７分，竹内委員入席）

（２）その他

秋本会長 支所長から報告事項があります。

梅田支所長 まず，議会状況報告ですが，去る９月４日から１０月１日まで開会され，

その中で地域に関連のある事項についてご報告させていただきます。

１点目は，１０月１日から債権回収対策室が設置され，税や国保料，保育料

など約１００億円の滞納について，回収を図っていくこととしております。

それから，原油の高騰対策として，国では省エネルギーに取り組む場合の

補助制度を設けておりますが，市としましてもこれまでの融資制度の拡充を

図っていくこととしております。

また，福祉灯油については，昨年度に引き続き，今年度も実施したいとの

意向が示され，１２月議会で補正予算計上されるものと思われます。

次に入札制度の関係ですが，４月１日から工事については 低制限価格を

公示しておりましたが，結果的に 低価格での応札が多く，くじ引きで落札

業者が決まっていました。

こうしたことから，適正な入札の執行を図るため，９月１日から 低制限

価格を公示しないこととしております。

４支所地域に関わる事項として，支所長の権限強化を図るべきではないか

という質問があり，検討していきたいとの答弁がなされました。
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高齢者の交通料金助成制度についても，合併協議の際，当分の間は現行の

とおり実施していくということで，合併後も４支所管内については対象と

なっておりませんが，今後，検討していきたいとの答弁がなされました。

以上が議会状況報告です。

このほかの報告事項として，さきに学校給食で事故米を使用したとの報道

がありましたが，南茅部地域においても平成１９年１２月に６６０食分の

加工食品に事故米が使用された可能性があるとのことです。

現在のところ，当該加工食品による健康被害等の報告は受けておりません。

それから，小中学校の配置についての基本指針（素案）の説明会が，８月

１８日と１９日に，それぞれ尾札部・臼尻中学校で開催されましたが，その

中の意見として，木直小学校と磨光小学校の早期統合を望む声もあり，教育

委員会から，今後，具体的な再編計画を策定後，改めて地域の皆さんへ説明

したいと回答がありました。

地上デジタル放送に伴う難視聴地域共同受信アンテナの改修については，

市として補助制度を設けることとしており，その制度を活用しながら，改修

を行っていくこととしております。

望路漁港の整備については，７月の地域審議会でもご報告しましたが，

水産政策審議会から８月５日に答申が出され，９月１６日に農林水産省が

認可し，それを受けまして函館市が９月２４日に告示したところであります。

国道２７８号尾札部道路の整備について，一部用地交渉が難航しておりま

したが，大体の目途が立ったということで，今後，順調に工事が進んでいく

ものと思います。

後に，職員の削減について，４支所共通する部分もありますが，南茅部

支所としては，現在の住民サービス課と保健福祉課を統合して市民福祉課，

産業課と建設課を統合して産業建設課とする提案を，職員組合に行ってござ

います。

現在，病院と教育事務所を除く支所の職員は，私も含めまして３７人おり

ますが，提案では２１年度に９人削減して２８人，病院と教育事務所を含め

ますと３７人となる予定です。

今回の提案では課を集約しますが，合併協議の決定事項である６部門体制

は維持しながら，住民サービスの提供や地域振興を図っていくこととして

おります。

以上，ご報告させていただきます。

秋本会長 質疑ありませんか？

高田副会長 債権回収対策室の具体的な回収対象とその総額，それと南茅部支所管内分

の対象額を教えてほしい。

梅田支所長 総額は約１００億円で，主に国民健康保険料と保育料が対象です。

南茅部支所管内分の額は把握しておりません。

高田副会長 病院の未収金は対象となるのか？

梅田支所長 対象となりません。
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秋本会長 他にありませんか？

佐々木委員 福祉灯油について，昨年は受給率が低かったとのことだが，受給方法等の

改善策は考えているのか？

梅田支所長 所得に応じて受給されることから，議会でも税情報を基にして対象者に

通知してはどうかといった質問がありましたが，個人情報保護の観点から

税以外への利用はできないため，民生委員を通じて，対象となることが想定

される方へ周知を図る方法も検討しているところであります。

小柏理事 福祉灯油については，原油価格がほぼ２年前の水準に下がってきており，

１２月補正予算の市長査定で，支給内容など具体的な中身を検討することと

しております。

受給方法についても，昨年の反省を踏まえ，福祉部で検討しているところ

であります。

それから，債権回収対策室については，国保料や保育園料などの未収金は，

各部で対応してきましたが，回収には専門的なノウハウが必要なことから，

債権回収の専門家による組織を立ち上げ，回収を図っていくものであり,

１０月１日から４名体制でスタートしております。

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。

６ 議 題

（１）平成２１年度 地域別事業計画（案）について

秋本会長 日程６の議題に入ります。

（１）平成２１年度地域別事業計画(案)について，事務局から説明願います。

事 務 局 （資料２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？

金澤委員 大船会館の改修は，今年度，どのような内容となっているのか？

住民サービス課 主に外壁の改修で，一部，腐食している柱があり，その部分を取り替える

(西田課長) ほか，ストーブも交換いたします。

工期は，１１月中旬までとなっております。

秋本会長 他にありませんか？
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佐々木委員 防災行政無線の整備内容について，具体的に教えてほしい。

事 務 局 本年度は，親局操作卓と遠隔制御装置の更新を行っており，来年度，親局

(長谷川課長) の送受信装置，中継局，ミニ中継局などの更新を予定しております。

屋外拡声器や戸別受信機については，今後，徐々に更新していきたいと

考えております。

秋本会長 他にありませんか？

熊谷委員 防災行政無線の整備については，デジタル化の計画もあったが，将来的に

デジタル化が義務付けられた場合，市としてどのように対応するのか？

事 務 局 消防無線につきましては，国の指針によりデジタル化が義務付けられてい

(長谷川課長) ることから，市としてそれに向けた整備を行うこととしております。

防災行政無線については，現時点で，当分，デジタル化が義務付けられる

ことは考えにくい状況で，おそらく次の更新時期に検討しなければならない

ものと考えております。

熊谷委員 将来的に，住民に大きな負担が伴わないよう検討してほしい。

例えば，戸別受信機の更新にあたっては，受益者負担という観点からも

漁協と調整を図り，出来るだけ住民負担が伴わないようお願いしたい。

梅田支所長 ご意見として承らせていただきます。

秋本会長 他にありませんか？

高田副会長 市有林等の整備については，合併後，計画的に行われているのか？

産 業 課 合併建設計画に基づき，取り進めているところであります。

(鎌田課長)

高田副会長 物産展の開催，参加について，漁協や商工会と連携を図り，特産物の宣伝，

啓蒙を図るためのイベントを企画できないものか？

産 業 課 地域の物産展としては，さきに行われましたとことん浜味祭りが代表的

(鎌田課長) ですが，そのほかマリンビジョンの一環として，南かやべ漁協がおさかな

青空市場を開催して，地域の水産物の宣伝と消費拡大を図っております。

また，市が主催する行事や北海道大学水産学部のイベントなどにも出向いて

地域の特産物のＰＲに取り組んでおります。

商工会主体のイベントを計画しているとの情報もあり，今後，状況に応じて，

支所としてもどのような連携を図っていくのか検討してまいりたいと考えて

おります。

高田副会長 防火水槽の整備計画はあるのか？
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梅田支所長 次回の地域審議会で回答したい。

秋本会長 他にありませんか？

佐々木委員 環境教育の推進として，地域の学校で，縄文文化を学ぶための学習を取り

入れてほしい。

梅田支所長 環境教育は，リサイクルの推進や省エネルギー対策の一環として，環境部

が取り組んでいるものでありますので，ご理解いただきたいと思います。

縄文文化は，地域の生涯学習として取り組んでいく部分であろうかと思い

ますので，地元の各学校長等で構成する学校連絡協議会の中で意見交換する

機会がありますので，その際に申し伝えたいと思います。

秋本会長 他にありませんか？

蛯谷委員 大船小学校のグラウンドフェンスが老朽化しており，一部破れている箇所

も見受けられるが，補修する予定はないのか？

一部遊具も損壊している状況である。

教育事務所 老朽化については承知しており，全体計画の中で，順次，整備することと

(田名部所長) しております。

蛯谷委員 臼尻小学校グラウンドの表土が削られ，玉石が露出している状態なので，

併せて改善をお願いしたい。

梅田支所長 現地を確認のうえ，教育委員会へ要望していきたい。

秋本会長 他にありませんか？

高田副会長 公園・緑地等の整備で，川汲公園にある桜の木などが，ここ数年補植され

ていないように見受けられるが，行政として計画的に整備すべきではないか？

建 設 課 川汲公園については，ボランティア団体である「南かやべ森と海の会」が，

(河合課長) ３年前に１００本の桜の木を植樹したほか，栗やくるみの木なども５０本，

植樹したところであり，今後もこうした自然保護団体等の協力を得ながら

整備していきたいと考えております。

高田副会長 ボランティアに頼ることなく，行政として整備・管理をすべきでないか？

梅田支所長 ご意見として承りますが，市としても厳しい財政状況の中，住民の方から

協力が得られるものであれば，協働して取り組んでいきたいと考えております。

高田副会長 南茅部公民館への通路用として国道法面に設置している階段に，手すりを

取り付けてほしい。

また，南茅部公民館の正面玄関に，車椅子用のスロープを設置してほしい。
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教育事務所 検討事項とさせていただきたい。

(田名部所長)

秋本会長 他にありませんか？

濱田委員 旧古部小学校の通学路脇に植えてある木の根が生長し，道路の法面まで

侵食しているが，伐採してもいいのか？

建 設 課 現地を確認のうえ対応したい。

(河合課長)

秋本会長 他にありませんか？

高田副会長 縄文文化交流センターの整備について，地域の期待に応えられるよう整備

促進をお願いしたい。

（午後３時３０分，鎌田光夫委員退席）

生涯学習部 去る９月３日に地域説明会を開催し，その結果を踏まえて軌道修正しながら，

(阿部参事) 現在，基本設計から実施設計へと移行しているところであります。

来年度，本体工事の着工に入り，平成２３年の春にオープンする予定です。

地域に喜ばれ，そして合併して良かったと思われるような施設の運営に

ついて，地域の意見を取り入れながら検討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？

木村委員 土偶が発見された遺跡の整備構想はあるのか？

小柏理事 遺跡の整備構想については，現在，垣ノ島遺跡と大船遺跡の整備を進めて

おり，土偶が発見された著保内野遺跡についても，全体の整備計画の中で，

どのような位置付けとするかが，今後の検討課題になると思われます。

木村委員 訪れた方が地域の縄文文化をより親しめるよう，垣ノ島遺跡，大船遺跡，

著保内野遺跡を連携させた中で，重点的な整備を図ってほしい。

生涯学習部 南茅部地区には，９１か所の縄文遺跡があるのが特長であり，南茅部縄文

(阿部参事) 遺跡群として，長期的に整備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 特に無いようですので，質疑を終了します。
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７ 地域振興に関する意見交換

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？

竹内委員 現在の臼尻小学校校舎を建てる際に，ストーンサークルが発見され，当時，

小学校のステージの地下に保管した記憶があるが，現在どのように保管されて

いるのか教えてほしい。

生涯学習部 当時，臼尻小学校遺跡からストーンサークルが発見されたもので，土器等

(阿部参事) の出土品については，旧磯谷小学校に保管していますので，それらと一緒に

保管されているものと思われます。

竹内委員 バイパスを尾札部道路と呼んでいるが，その由来について教えてほしい。

建 設 課 南茅部バイパスについては，尾札部地区が基点部となっていることから，

(河合課長) 尾札部道路という名称になりました。

終点部は大船地区にあり，その区間の国道が尾札部道路となります。

秋本会長 他にありませんか？

熊谷委員 防災の日の啓発事業について，町内会連絡協議会として，これまで消防団

と連携を図って取り組んできたが，今回，当初の事業計画にないという理由

で，協力を得られなかった。

行政として，こうした事業のあり方をどのように考えているのか？

梅田支所長 本事業については，「自分の命は自分で守る」という観点から，町内会が

主体となって行っているものであり，行政としてもこうした取り組みを支援

していく必要があると考えております。

今後，支所が調整役となって，円滑に事業が実施されるよう努めて参ります。

熊谷委員 地域審議会のあり方として，何かひとつテーマを決めて，皆さんの意見を

伺うことも必要ではないか？

例えば，地域振興に関する意見交換の中で，縄文文化交流センターの整備

に対して，意見交換を図ってはどうか？

個々の意見を述べるよりは，地域審議会総体として意見を述べた方が良い

と思う。

秋本会長 ちょうど任期満了を迎えることから，次期の地域審議会で検討いただく

こととしたい。

ただ，他の地域審議会との関連もあるので，南茅部地域独自の運営が可能

かどうかも含めて検討したい。

熊谷会長 それぞれ地域の特色があって，各々の地域審議会を設置しているのだから，

その手法も地域独自で行ってもいいのではないか？
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高田副会長 合併後の一体感の醸成ということで，逆に地域の特性が生かせていないと

感じる。

地域の意見が反映できるような審議会でなければ，我々，委員としての

役割を果たせない。

これまできめ細やかな行政運営をしてきたのに，次第に行政と市民との

距離が遠くなっていく不安もある。

小柏理事 ４地域審議会については，基本的に統一した運営を行っていくことが原則

でありますが，次期地域審議会を構成後，４地域審議会の会長，副会長に

お集まりいただき，今後の運営方法等を協議していきたい。

竹内委員 過去に，地元議員との意見交換についての提案もあったが，実現には至ら

なかった。

改革の必要性は感じるので，是非，検討いただきたい。

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，意見交換を終了いたします。

８ その他

（１）地域審議会委員の任期満了に伴う委嘱までのスケジュールについて

秋本会長 日程８のその他について，事務局から説明があります。

事 務 局 （資料３のとおり説明）

(長谷川課長)

秋本会長 質疑ありませんか？

竹内委員 公募は２名と決まっているのか？

また，委員の選任にあたっては，各種団体の長でなければならないのか？

事 務 局 公募につきましては，各地域審議会とも２名と定められております。

(長谷川課長) 委員の選任にあたりましては，必ずしも各種団体の長ということではなく，

それぞれの会長さんと相談しながら，ご推薦をいただいております。

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。

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。
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以上で，本日予定の日程が全て終了しました。

後の審議会でありますので，一言ご挨拶を申し上げたいと存じます。

平成１６年１２月１日の５市町村の合併を契機として設置されました，

南茅部地域審議会も４年を経過しようとしております。

委員の皆様のご推挙により，高田委員とともに２期４年にわたり，正副会長

の重責を担わせていただきました。

この間，委員各位並びに職員の皆さんの特段のご配慮と温かいご支援により，

無事，職責を全うすることができました。

心より感謝申し上げます。

結びに，南茅部地域の更なる振興，発展と関係各位のご健勝をご祈念申し

上げ，ご挨拶といたします。

本日は，どうもご苦労様でした。

（午後４時２０分，閉会）


