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平成２６年度 第３回 函館市恵山地域審議会会議録 

開催日時  平成２７年 ３月２０日 金曜日 １６時００分～１７時４０分 

開催場所  恵山コミュニティセンター 

内  容 議 題 

（１）報告事項 

①前回の意見等の集約結果と取組状況について 

 （２）協議事項 

    ①平成２７年度予算概要について 

②函館市生活交通ネットワーク計画について 

③平成２７年度地域審議会開催スケジュールについて 

（３）その他（意見交換） 

 

出席委員 東福洲二 会長  岸本静香 副会長  澤田省三 委員  横手義孝 委員 

小田 昭 委員  山口イチ 委員  田中麗子 委員  斉藤勝昭 委員 

蔦 佳宏 委員  鳴瀬道幸 委員  及川良子 委員  野呂利美 委員 

                           （計１２名） 

欠席委員 上見孝男 委員  伊勢英男 委員  相澤洋子 委員 

                           （計 ３名） 

報道関係  函館新聞社 １社 １名 

事務局 

出席者 

職氏名 

坂野 昌治 支所長 

外山  覚 市民福祉課長 

大野 孝悦 産業建設課長 

木村 喜訓 病院局管理部経理係長 

熊木  武 病院局管理部経理課主査 

吉岡  司 恵山教育事務所長 

伊藤 勝利 地域振興課主査 

中村 誠二 地域振興課主査 

道永 幸樹 地域振興課主事 

坪  直也 地域振興課主事 

成田 勝純 地域振興課主事 

 

 

（企 画 部） 

江藤 彰洋 計画推進室計画調整課主事 

長谷山裕一 計画推進室政策推進課主査 

干場 俊雄 経済部工業振興課長 

川口 秀一 経済部工業振興課主査 

清藤 靖朗 経済部工業振興課主事 

 

（計１６名） 

１ 開 会（１６時００分） 
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伊藤主査 本日は，ご多用のところ，ご出席をいただき，誠にありがとうございます。

定刻となりましたので，ただいまから，平成２６年度第３回函館市恵山地

域審議会を始めさせていただきます。 

なお，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，初めての委員の方もありますので，「地域審議会の設置に関する規

程」を用意させていただきました。 

のちほど，ご一読願えればと思います。 

まず，初めに，進行役をわたくし，地域振興課の伊藤が務めさせていただ

きます。 

不慣れではありますが，皆様のご協力のもと，最後までよろしくお願い申

し上げます。 

では，さっそくではありますが，次第の２に入らせていただきます。 

委員の改選後，初めての顔合わせでもありますので，本日ご出席の委員の

皆さまを，ご紹介させていただきます。 

名簿順にご紹介させていただきます。 

（紹介省略） 

伊藤主査 つづきまして，恵山支所の職員を紹介させていただきます。 

恵山支所職員紹介（省略） 

また，本日の審議会において説明のため企画部および経済部の職員が出席

されておりますので，ご紹介いたします。 

企画部および経済部紹介（省略） 

伊藤主査  次に議事進行についてですが，地域審議会の設置に関する規程第８条第２

項の規定により本審議会の会長が会議の議長を務めることになっておりま

すが，会長が決まるまで坂野支所長に議長をお願いしたいと思いますが，皆

さまよろしいでしょうか。 

 （異議なしの声） 

 では，坂野支所長お願いいたします。 

坂野支所長 それでは，会長が決まるまでの間，進行を務めさせていただきますので，

よろしくお願いいたします。 

次第の３ 函館市恵山地域審議会の会長および副会長の選出について，事

務局から説明させます。 

伊藤主査  それでは，ご説明させていただきます。 

地域審議会の設置に関する規程第７条に基づき，函館市恵山地域審議会の会

長および副会長を選出するものでございます。 

 選出にあたりましては，委員の互選により定めることになっております。 

 以上でございます。 
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坂野支所長  ただいま，事務局から説明がありましたとおり，会長および副会長は互選

ということになっております。 

 互選につきましては，自薦・他薦の方法がございますが，いかが取り計ら

いましょうか。 

斉藤委員  事務局からの（案）があればお示し願いたい。 

坂野支所長 ただいま，斉藤委員から「事務局（案）があれば」とのご発言が有りまし

たが，皆様よろしいでしょうか。 

（委員から異議なしの声） 

それでは，事務局から提案させます。 

伊藤主査  はい，事務局（案）といたしまして，会長には東福洲二委員，副会長には

岸本静香委員にお願いしたいと考えてございます。 

坂野支所長 それでは，お諮りいたします。 

会長には東福洲二委員，副会長には岸本静香委員にお願いしたいというこ

とですが，このとおり決定することでよろしいでしょうか。 

坂野支所長  （異議なしの声） 

 ありがとうございます。 

 本件につきましては，会長に東福洲二委員，副会長に岸本静香委員と決定

いたしました。 

 会長および副会長が選出されましたので，今後の会議の進行については，

会長にお願いします。 

 東福会長，岸本副会長におかれましては，会長・副会長席へ移動をお願い

いたします。 

東福会長 

 

 

一言ご挨拶を申し上げます。 

ただいま，会長に選出されました東福でございます。 

ご指名を賜り大変恐縮しております。 

今日は，平成２６年度第３回函館市恵山地域審議会を開催するにあたり一

言ご挨拶を申し上げます。 

時節柄，日いちにちと気温も上がり，春の草木も一段と芽生える今日この

頃でございます。 

また，前浜では養殖コンブも順調に推移していると聞いております。 

一方では，学校行事・卒業・高校受験も終え，みなさんにおかれましては，

一段落したところではないかとご推察申し上げます。 

各委員におかれましては，忌憚ない意見をお願いいたします 

皆さまのご協力をいたたきながら，この大役を務めさせていただきますの

で，よろしくお願いいたします。 

なお，本日は，午後５時３０分をめどに会議を進めさせて参りたいと思い
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ますので，ご協力をお願いいたします。 

岸本副会長  副会長に選出されました岸本です。 

 微力ながら会長の補佐を務めさせていただきますので，よろしくお願いい

たします。 

東福会長  それでは，さっそくではありますが，次第の４出席委員の報告についてで

すが。 

 本日の出席委員は１５人中１２名と，過半数を超えていますので，地域審

議会の設置に関する規程第８条第３項の規定により，会議は成立しているこ

とを，ご報告いたします。 

 次に議題の（１）報告事項①に入らせていただきます。 

「前回の意見等の集約結果と取組状況について」事務局から説明させます。 

伊藤主査  それでは，「前回の意見等の集約結果と取組状況について」ご説明いたし

ます。 

 資料１をご覧ください。 

 その中で，一番上に記載されております，田中委員からの「市民センター

の女性浴槽の造形像の手足がなく，黒ずんで汚れている」とのことでした。 

 取り組みといたしましては，昨年１２月末に女性側はもとより男性側も含

めまして撤去いたしました。 

 そのほかのご意見・ご要望につきましては，前回報告のとおりとなってお

ります。 

 以上でございます。 

東福会長  ただいまの説明について，ご質問・ご意見等はございませんか。 

田中委員  非常にきれいになってよくなりました。 

ありがとうございました。 

東福会長 それでは，議題（２）協議事項に入らせていただきます。 

はじめに①「平成２７年度予算概要について」 

事務局から説明をお願いします 

伊藤主査 それでは，協議事項の①平成２７年度予算概要について，ご説明させてい

ただきます。 

このたび，提出させていただきました平成２７年度予算概要につきまして 

は，先に開催されました，平成２７年第１回市議会定例会で議決されました

予算をもとに，恵山支所管内に係る主な項目を抜粋し掲載しております。 
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伊藤主査 なお，みなさんご承知のとおりでございますが，今年は，市長・市議会議

員の改選期でございます。 

 当初予算は骨格予算となっておりますので，本日は概略の説明となり，平

成２７年度の事業計画につきましては，６月の定例会での補正後，７月の地

域審議会で詳細を，ご説明させていただきますので，ご承知願います。 

 それでは，各担当から説明させていただきますので，よろしくお願いいた

します。 

 はじめに、地域振興課からご説明させていただきます。 

  

 資料の２平成２７年度予算概要の１ページをお開きください。 

 地域振興課分といたしまして，防災対策費３６５万９千円。内容としまし

ては，防災無線システム保守業務委託料等となっております。 

 次に，建物管理所要経費２５６万２千円。内容としましては，柏野町にあ

ります賃貸住宅およびログハウスの浄化槽の保守点検業務委託料等となっ

ております。 

 次に，地域審議会関係経費２２万６千円。内容としましては，年３回予定

しております地域審議会の開催経費となっております。 

 次に，庁舎維持管理所要経費１，０４８万６千円。内容としましては，庁

舎の光熱水費および清掃・警備の委託料となっております。 

 次に，地域内交通確保対策事業費１，６３５万６千円。内容としましては，

恵山地域福祉バス・病院バス運行関係経費となっております。 

 以上でございます。 

  

外山課長  続きまして，市民福祉課分の主な項目についてご説明させていただきま

す。 

 まず，地域会館管理運営所要経費でございます。 

 恵山管内に７か所あります地域会館の管理運営につきましては，指定管理

者制度により恵山地区町会連合会に委託しております。 

 その管理委託料５４７万９千円と維持修理費３１万７千円あわせて  

５７９万６千円となっております。 

 次に街路灯維持管理費にようする経費ですが，支所管内８７３か所に設

置しております街路灯の電気料と修繕費で４７７万７千円となっておりま

す。 

 次に恵山市民センター管理運営所要経費ですが，柏野町にございます恵山

市民センター・福祉センターの管理委託料，温泉運営等に伴う光熱水費，受

付臨時職員賃金，施設修繕経費等１，７７５万２千円となっております。 

 次に恵山コミュニティセンター管理運営所要経費でございますが，指定管 

理者制度により恵山地区町会連合会へ委託する管理委託料と修繕費で７３

３万６千円となっております 
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外山課長 

 

 

 

 

 

 

次の子育てサロン運営費と市立保育所管理運営所要経費ですが，公立の認

定こども園つつじ保育園と併設しております子育てサロンの運営費でござ

いまして，主な経費内訳といたしましては，園児の給食賄材料費，園児送迎

バス運行経費，代替保育士賃金，光熱水費，その他消耗品の経費で，子育て

サロン１４万４千円，保育所管理経費２，１２３万８千円となっております。 

 以上でございます。 

  

大野課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 続きまして，産業建設課の所管分をご説明させていただきます。 

 森林施設維持補修費等１９３万円。 

 林道恵山線，恵山中学校付近から椴法華方面に抜ける国道林道，恵山線で

ございます。一時避難的な要素もあることから積極的に管理する道路として

位置付けております。路面・水路の補修・草刈等の経費でございます。 

 観光行事関係経費２６０万円。 

 つつじまつり開催補助金２３０万円 

 ごっこまつり開催補助金 ３０万円 

 道路維持補修費７４６万２千円。 

 恵山管内の市道の路面・側溝の補修・維持，草刈経費でございます。 

 除雪費４００万円。 

 １２月から３月までの市道における除雪対策経費として地区内の委託業

者３社に委託費・除雪車両リース等経費でございます。 

 公園施設維持管理費等６１９万７千円。 

 恵山つつじ公園およびその周辺の環境整備等経費でございます。 

 恵山海浜公園管理委託料１，３３３万１千円。 

 日ノ浜地区にあります，なとわえさん海浜公園維持管理経費等の委託経費

でございます。 

 

吉岡所長  続きまして，恵山教育事務所の所管分をご説明させていただきます。 

 生涯学習関係経費９万２千円。 

  ふれあい高齢者大学，年５回・文化祭・新春書き初め会 

施設管理運営経費３９万９千円 

  郷土博物館（展示品搬出・運搬費） 

  建物老朽化が激しく，２７年度は通年閉館を予定してございます。 

 展示品を博物館（本館）に搬出し，手入れ，価値の判断し展示場所を検討

し，改めて分散展示をしていきたい。 

体育振興関係経費１３万５千円 

小学校ミニバレー・冬季ゲートボール・水泳教室 

小学生バトミントン教室 
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吉岡所長 

 

 

 

 

 

 

 

大人のミニバレーボールは中止させていただきました。 

施設管理運営経費７６１万２千円 

体育館・プール・運動広場管理費 

通学バス委託料１，５４２万３千円 

 ２７年度から予算の管理・執行は，学校教育部保健給食課へ移管いたしま

した。 

 運行・管理等は，いままでとおりでございます。 

 

木村係長 続きまして，恵山病院の所管分をご説明させていただきます。 

医療用機器備品費３，８３８万３千円 

ＣＴ診断装置ほか一式（平成１４年度購入の更新） 

 医療用機器費（リース）２２６万２千円 

  除細動器一式，個人透析装置一式，医療用患者監視装置一式，汎用血液

ガス分析装置一式，ビデオ硬性挿管用喉頭鏡一式，輸血ポンプ・シリンジポ

ンプ。となっております。 

東福会長 

 

ただいまの説明について，ご質問・ご意見等はございませんか。 

 

鳴瀬委員  除雪費についてお尋ねいたします。 

今年は雪が少なかったのですが，除雪費はどのくらいかかったのでしょう

か。 

大野課長  見込みの段階ですが，今年は出動２日で，経費については最低保障費の契

約があります。 

 昨年も４００万円の予算を計上しまたが，大雪の関係で１００万円程度不

足し他の予算などでやり繰りいたしました。 

 今年は，予算内で済むと考えております。 

斉藤委員  教育事務所にお尋ねいたしますけど，先ほど，２７年度の分散展示という

お話がありましたけど，これは，どのような内容の展示方法になるのでしょ

うか。 

吉岡所長  学校の空き教室など，博物館と協議をしながら検討したい。 

斉藤委員  学校の空き教室を利用するとのことですが，生徒だけを対象とするという

ことになる。 

一般市民は対象にしていないとの考え方なのでしょうか。 
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吉岡所長  いままでのように展示するのは難しいと思っています。 

 恵山の郷土史の展示物は学校等が適正かなと思っております。 

他の公の施設を市・道などと検討しながら考えていきたい。 

斉藤委員  考え方は分かりました。 

 要望として，今後について運営協議会のようなものなどを設置して地域の

意見を取り入れるよう検討してほしい。 

澤田委員  以前，我々に示された合併建設計画（平成３１年度まで）に盛り込まれて

おります，南茅部の縄文だとか五稜郭の遺跡など載っておりますけど、恵山

の博物館の建設計画は、まったく白紙状態となっております。 

 今の博物館は，老朽化で使用できないのは理解している。 

 今後，過疎計画の中で、どのような考え方をもっているかお聞きしたい。 

 

 
坂野支所長  博物館についてですが，みなさんご存知のように老朽化が激しく，現状ま

までは使えない。 

 館内の展示物についても，しばらくの間，燻蒸も行われていない状況にあ

ります。 

 今後，展示物がこれからどのくらい使用に耐えられるかを含めて，博物館

の学芸員の方と相談しながら，学校で活用できる，郷土の歴史的展示物は学

校にその他の展示物は公共施設などで展示していくなどを検討したい。 

 具体的には，今，お示しできる状況ありませんので，今後において具体案

が出来ましたら，皆さま方にお諮りしたいと考えております。 

 また，過疎計画の中でも，博物館を建て替えるということは難しいと考え

ております。 

 

澤田委員  今，南茅部の土偶が注目を浴びて整備もされていますけども，縄文文化発

祥地は，恵山にありますが，その遺跡等は函館公園内の博物館の中に納まっ

ている。 

 将来，博物館の移設ということがあれば恵山地区にということで，住民と

して要望を申し上げておきたいと思います。 

東福会長  

 

 続いて協議事項② 

 「函館市生活交通ネットワーク計画について」企画部政策推進課，長谷山

主査が出席されておりますので，説明をお願いします。 
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長谷山主査 

 

函館市生活交通ネットワーク計画について説明させていただきます。 

目的といたしまして，利用者の予測や整備手法など具体的な施策の検討を

行い，公共交通の再編に繋げていくことを目的に策定いたしました。 

東部地区の公共交通等の再編案を検討し，路線バスは，運行経路や運賃な

どの利便性向上の検討や，効率的な運行を検討する。 

地域福祉バスは，効率的な運行を検討する。 

病院バス・温泉福祉バスは，路線バスへの転換を検討し，料金については

無料で乗車できるよう考えております。 

学校等送迎バスは本計画からは対象外とします。 

 また，現在路線バスが通っていない場所に路線バスを通すということもバ

ス会社と検討しているところです。 

 今後においても，地域のみなさま方と話し合いをしながら進めていきたい

と考えております。 

 

 

 

 

鳴瀬委員  戸井高校がなくなりまして，これからは，函館市内の高校に通うことにな

る，朝の通学時はよいと思うが，帰りの時間が最終は，午後４時台のはずで，

部活などをしている状況にはないと思います。 

 部活ができ，きちんと帰れるバスがあると子供たちも良いと思いますが，

いかがでしょうか。 

 

長谷山主査  バス会社とは，恵山までの路線の延長等は，協議させていただいておりま

す。 

 今日の意見は，あらためて，バス会社にも地域の意見として伝えていきた

いと思います。 

鳴瀬委員  原木町までは最終便が来て，そこから家の人が車で迎えに来ている。 

 それを恵山まで延長してもらえればよいと思う。 

 要望としてお話ししておきます。 

  
及川委員  地域福祉バスについてですが，旧市内と違って恵山は帯状の町ですので，

会議の時は時間がかかる，合併当時は福祉バスが使えなかったのが，東部４

地区の地域審議会で使えるようになったので，何とか継続して残してほしい

です。 

 これは，要望としてお願いします。 

斉藤委員  学校の送迎バスについてですが，東部地区の再編を見据えるとあります

が，今後統合もあり得るのかなと思ったのですが，いかがでしようか。 
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坂野支所長  恵山地区においては，今のところ考えはないです。 

 戸井地区ついては，統合できないで合併した経緯があります。 

 今ここでの東部地区の再編というのは，具体的にはそういうことを言って

おります。 

 恵山地区おいては，しばらくはありません。 

東福会長  次に協議事項③ 

 「平成２７年度地域審議会開催スケジュールについて」事務局からお願い

します。 

伊藤主査  それでは，資料の３をご覧ください。 

 平成２７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。 

 なお，資料下段に掲載しておりますが，協議項目につきましては，東部４

支所共通の基本的なスケジュールでありますので，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。 

東福会長  ただいまの説明について，ご質問・ご意見等はございませんか。 

横手委員  地域審議会の協力があればなんですが，２７年度から地域審議会の議題の

一つに恵山独自のテーマを設けてほしいということです。 

 どういうこと事かと申しますと，今，国で騒いでいます地域創生，これを

恵山の地域創生を審議会で考えてほしいと考えております。 

皆さんの協力がないとできないことですが，恵山地区の衰退と人口の減

少・個人・法人も関係なく限界を感じていると思います。 

国の地域創生事業にいち早く乗って恵山の地域審議会が率先して行動を

起こして，人口の減少に歯止めをかけるなど，皆さんで考えて行きたいと思

っています。 

 議長・委員の皆さまから意見をお聞きたい。 

東福会長  私の考えは，毎回の地域審議会での「地域全般の意見交換」の中で広めて

言ってはいかがでしょうか。 
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横手委員  私の案として，地域創生会というものを立ち上げて，たとえば，南茅部町

では若い人たち１０人くらいで「考える会」など創っているらしい。 

 いろんな業種の人を集めて，グループで事業を起こすとか等を創れる会の

組織づくりをこの地域審議会からの協力でやっていってはどうかと思って

います。 

 

東福会長  事務局としては，いかがでしょうか。 

 

澤田委員  地域審議会は各団体の代表が委員で出てきているわけですから，横手委員

が言う委員会を創る前に，地域審議会の足腰を強くして，事務局を通して市

長にも提言していくというのが段取りではないでしょうか。 

東福会長  横手委員の提案を踏まえて，後日，委員会としての場を持つということで

よろしいでしょうか。 

鳴瀬委員 

 

 支所を関係なくして，審議会として３回ではなく，集まる機会を多くして，

若い人たちにも青年会等あるわけですから，来てもらって話し合いの場を設

けたら良いのではないでしょうか。 

 

横手委員  そういう方法もあるだろうし，その方法が一番良いとは思ってはいない。 

次回から，取り組んでいきたい。 

東福会長  地域審議会年３回とは別な考えで，話の場を設けるということでよろしい

でしょうか。 

横手委員  市としても，今年度中に地域創生を考えているはずですから，出来れば年

３回の中で一つでも二つでもまとめられるようにしたい。 

 次回に委員の皆さんに意見があれば，出していただきたい。 

澤田委員  ３回以上の審議会をやるということは，費用弁償がかかるが，支所の方は

大丈夫でしょうか。 

 

坂野支所長 出来る限り，協力させていただきます。 
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澤田委員 他の３地域の地域審議会の議事録を参考にしたいので，コピーなどはもら

えないでしょうか。 

坂野支所長  次回から委員の皆さまにお示しをするということで，よろしいでしょう

か。 

東福会長 

 

  議題（３）その他に移ります。 

 全体を通して何かございませんか。 

 それでは，その他で事務局からあるそうなので，お願いします。 

 

伊藤主査 

 

 

 

 

 

 

 

外山課長 

 

 

 

 

 

 

大野課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉岡所長 

 

 

 

 

 はい，現在，恵山地区におきまして，民間事業者によります，旧恵山高校

グラウンドに予定しております，太陽光発電事業計画と恵山周辺地域におい

ての地熱発電事業計画を干場工業振興課長から，また，リュドフレイズ株式

会社による温泉熱を利用した，ビニールハウスによりますイチゴ栽培の経過

と状況などを外山市民福祉課長からご説明させていただきます。 

 

 

それでは、次に協議事項③議題その他に移ります。 

企画部計画調整課と政策推進課から報告事項があります。 

 

合併建設計画および函館市過疎地域自立促進市町村計画について 

 

合併１０周年記念フォーラムについて 

  

ただいまの説明についてご質問やご意見等がございますか。 

 

一般の住民が参加して，意見も聞いてもらえるのでしょうか。 

 

質疑応答もありますので，参加していただいた方の意見も取り入れていき

たいと考えている。 

 

東部４地域の公共交通検討状況について 

 

ただいまの説明についてご質問やご意見等がございますか。 

 

朝の利用者の多いところは，高校生か病院の通う方だと思う，これからは，

戸井高校も無くなり，旧市内に通う生徒が多くなる，夕方のバスも午後４時

１１分が最終便となっている。 

部活動も満足にできない。 

今後は，そう言うところを考慮してほしい。 

 

実情を考慮し，皆さん方と相談しながら，より良い交通体系を作っていき

たい。 

干場課長  再生可能なエネルギーから２点ご説明させていただきます。 

民間事業者による太陽光発電計画についてでございます。 

本市では，遊休市有地と再生可能エネルギーの活用促進を目的に太陽光発電事

業を継続的に実施している事業者に対しまして，旧古武井小学校の跡地の第２弾

といたしまして，旧恵山高校グランドにおきまして，太陽光発電事業を計画してお

ります。発電規模は６００ワットで，旧古武井小学校と同じ規模でございます。スケ

ジュールとしましては，今年の春を予定しているとお聞きしているんですが，現時

点で，まだ，着工の予定日は未定とのことです。まずは，こういう動きがあるというこ

とでご報告をさせていただきます。 

 次に，民間事業者による地熱発電事業計画についてですが，現在，恵山地域で

の地熱発電が出来なかと民間事業者が検討しているところでございます。あくまで

も検討段階ということの情報提供でございます。 

 場所につきましては，恵山周辺ということで，まだ，決まってはおりません。 

 これから調査を行って，決めていくというものでございます。 

発電規模でございますが２ないし３メガワット程度とのことです。 

規模的には小規模になると思います。 

売電になるまでは最短でも５年程度はかかるとのことです。 

くわしくは，お手元の資料をご覧ください。 

以上でございます。 
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外山課長  恵山の麓にあります函館恵山市民・福祉センターは，温泉入浴施設を併設して

おり，多くの市民に利用されております。 

 温泉源は，非常に優良な温泉で湯量も豊富であるため，旧恵山時代の平成７年

度には，温泉源を利用したハウス栽培を計画しておりましたが，財政状況などから

実現に至りませんでした。 

 平成２３年度にいちごの通年栽培を計画している業者から余剰温泉熱の利用に

ついて申請がございました。 

 当時，恵山福祉センターの入浴利用として必要な温泉量を除いた余剰温泉があ

りましたことから，温泉資源の有効活用とビニールハウスで働く地元雇用の増加な

ど地域経済の活性化が期待されたため，市として余剰温泉熱の利用について許

可したところでございます。 

 最近では，別紙のとおり，いちごを原料としたビールの発売について，恵山地区

のＰＲとともに新聞報道されたところでございます。 

横手委員  昨年，女那川の改修で良くなりましたが，その時の話では毎年予算がついてよく

なりますよとのことでしたが，今年はどのようになっているのがお聞きしたい。 

大野課長  北海道の方からは，継続して実施していくとのことでしたが，今現在はしっかりと

した連絡がありません。 

 ２７年度については，確認はとっていませんが，詳細が分かりましたらご報告させ

ていただきます。 

岸本副会長  いちごは地元の人も買えるんでしょうか。 

坂野支所長  昨年までは，収穫量も少なく，宣伝するまでに出来ないでいたとのことです。 

 今年は，収穫量もある程度確保できているとのことです。 

 事前に申し込むと用意できるとのことです。 

 東福会長  その他，ご質問・ご意見ございませんか。 

 発言がないようですので，これで議題の３は終了し，本日の議題はすべて終了

いたしました。 

 次回の開催は，７月を予定しております。 

 日程・議題内容については，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。 

これをもちまして，平成２６年度第３回函館市恵山地域審議会を終了いたします。 

 ありがとうございました。 



 - 14 - 

 

 

 

５ 閉   会 （１７時４０分） 


