まちづくり懇談会（2019 年４月 23 日～6 月 4 日開催）
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開催日、参加人数等について
開催日

開催時間

4/23（火）

午後６時

4/24（水）

午後６時

4/25（木）
５/9（木）
5/10（金）
5/13（月）
5/14（火）
6/4（火）
計

２

午後２時
午後６時
午後２時
午後６時 30 分
午後２時
午後６時
午後６時
午後６時

会

場

野花南生活改善センター
道営住宅であえーる緑幸団地
集会所
頼城多目的研修センター
啓南多目的研修センター
上芦別多目的研修センター
常磐多目的研修センター
北日本多目的センター
総合福祉センター別館
ふれあいホール
本町地区生活館
新城多目的研修センター

参加者（人）
合計
男性
女性
21
15
6
20

14

6

13
21
7
5
14

7
10
7
5
8

6
11
0
0
6

26

18

8

13
14
154

10
11
105

3
3
49

テーマ及び内容
⑴ ２０１９年度の主な施策について
星遊館改修事業、芦別駅前広場等整備事業、一般国道４５２号整備事業、
宿泊交流センター整備事業

等

⑵ 行財政改革の取組と財政収支見通しについて
⑶ 第６次芦別市総合計画の策定について
⑷ その他市政全般に関わる意見交換
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３

各会場の主な内容について
4/23（火）

野花南生活改善センター（18:00～19:21）

質 問 ・ 意 見 等
○芦別駅前広場等整備事業について、工事完
成後は、中央バス、高速ふらの号も駅前に乗り
入れするのか。また、いつから利用できるの
か。

市 の 回 答
●芦別駅前には中央バスも乗り入れることと
しています。また、工事完了が１１月の予定で
あり、中央バスの冬ダイヤ改正に合わせて
１２月から供用開始となります。

○星遊館の改修工事費について、現在経営を ●星遊館改修工事について、工事費は、
担っている、北海道ホテル＆リゾートは負担 約４億２千万円であり、すべて市の負担であ
するのか。
るが、財源として、有利な起債を活用してお
り、償還期間は１２年となっています。
なお、償還額の 70％が地方交付税により市
へ入ってくるため、市の実質的な負担は 30％
で、総額で 1 億 4,700 万円程度になります。
この金額を１２年で割ると年間 1,200 万円
程度になります。
そこで、北海道ホテル＆リゾートからはホ
テルの使用料を徴収した場合に、この金額と
同程度となるため、市民の皆さまにはご迷惑
をかけずに償還できるではないかと考えてい
ますが、現在、北海道ホテル＆リゾートにおい
て、ホテルのフロント、レストラン等を自費で
改修することとしているため、使用料につい
ては協議する必要があると考えています。
○昨年度、宿泊交流センターを使用した団体 ●定員の１００名程度が最大です。
の１日の最大宿泊者数は何人か。
●最大に宿泊する時のことを考えると２００
人規模でも良いと思いますが、最大数が宿泊
する合宿は年間で数回しかないため、稼働率
を上げるためには少し抑えた定員にする必要
があり、そのことで工事費の抑制にもつなが
〇芦別市は、中途半端な施設をつくる傾向が っているところです。
あり、体育館にしてもあと少し手を加えてお
けば国体が開催できる施設になっていたとい
うこともある。
そうならないようにしてほしいことと、少
しでも多くの子ども達が芦別に訪れてスポー
ツを行い、宿泊していけるような環境を整え
てほしいと思っているので、よろしくお願い
する。
〇なまこ山の体育施設を活用して合宿団体を
呼び込むのであれば、既存・新規あわせて
１６８人となっている宿泊定員をもっと増や
しても良いのではないか。

〇市立病院事務部長が参加されているので、 ●本年４月から「あり方検討会」を開催してお
り、この会には学識経験者、病院の医師、介護
現在の病院の状況を教えてほしい。
福祉施設の方、国民健康保険運営委員など６
名を選考し、市立病院の今後のあり方につい
て検討しているところです。その座長をして
いただいているのが、名寄市立大学の学長で
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質

問 ・

意 見 等

市 の 回 答
医師でもあり、今、北海道全域で取り組んでい
る北海道地域医療構想の北海道全体のオブザ
ーバーとしても活躍されています。
また、その方々以外にも、オブザーバーとい
う立場で副市長をはじめ市民福祉部長や当医
院の院長・看護部長、市立病院運営委員の正副
委員長を加えた形で検討会を構成し、最終的
に計６回の会議を開催して、１２月頃に答申
をいただく予定となっています。
加えて、総務省に公営企業に対するアドバ
イザー２名の派遣申込みを行っており、同時
並行で検討を進めていきながら、最終的な判
断を行っていきたいと思っています。

〇観光イベントのＰＲなどで、地方へ行って ●市ではいろいろなイベントを実施していま
いると思うが成果はあったのか。
すが、例えば、一昨年は健夏まつりの前に札幌
で、健夏まつりのウチワを配布し、それを持っ
て健夏まつり会場に来てもらえれば、大橋さ
くらんぼ園の入園料割引や星遊館の入館券な
どの特典を用意したところ１０数組の来市者
があったところです。
農業まつりの前にも同様な取組みを行った
ところであり、一定程度の効果はあったと思
っています。
また、札幌オータムフェスト、旭川食べマル
シェにも出店していますが、ここではガタタ
ンやタングロンを出しており、芦別出身の方
が懐かしいと立ち寄ってくれますので、大き
な効果というものは見えにくいかもしれませ
んが、少なからず効果はあるため、今後は観光
協会と話し合いをしながら、より効果的な取
組を考えていきたいと思っています。
その他、地方に出てということではないで
すが、ゴールデンウィーク中にスターライト
ホテルがカナディアンワールドで星を見る催
しの「アンのスターパーク プレミアムナイト
ツアー」を開催しますが、期間中の予約は全て
埋まったとのことであり、その内８割が宿泊
を伴った参加ということです。
〇振興公社が観光協会に移行するとのことだ
が、そうなると観光協会は大所帯となるが、百
年記念館内にあった事務所はどこかに移転し
たのか。

●観光協会は、本年４月から複数の課に分か
れて業務を行っています。観光案内を受け持
つ観光振興課は、昨年から変わらずに百年記
念館内で業務を行っています。また、道の駅を
管理する部門については、道の駅内に事務所
を構えて業務を行っています。
今回、道の駅の管理が観光協会になるのに
伴い、４月上旬に道の駅内をリニューアルし、
棚の配列などを変えてスペースを広くし、ま
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質

問 ・

意 見 等

市 の 回 答
た、観光案内所は観光物産センター内にある
という案内看板も設置したところですが、見
えにくいなど、ご意見・ご要望がありましたら
お寄せ下さい。

○野花南小学校の跡地を何とか活用してもら ●様々な活用策については、模索していると
えないか。
ころですが、建物の状態や改修に係る費用を
考えると公的な部分で手を加えることは難し
いと考えています。
そのため、民間の方々に活用いただけない
かと模索しているところですが、毎年、このよ
うなご指摘をいただいているところですの
で、何とか今年度中に一つでも方法が見つか
ればと考えています。
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４/24（水）

であえーる緑幸団地集会所（18:00～19:35）

質 問 ・ 意 見 等
○農村地域歩いてみると、後継者が居なくて
全転している水田が非常に多い。せっかく良
い水田を作ったのに、全転をするしかない。そ
うではなく、できれば生産拡大をする方法が
ないのかなと。そんな中で後継者がいないと
ころで新規就農している方がいらっしゃるん
です。できるだけそんなかたちで新規就農も
視野に全転している田んぼを貸す方法、そし
て芦別の生産を拡大する。そういう方法を考
えていくべきではないかなというふうに思っ
ている。
もう一点、後継者がいて、一生懸命やってい
るところがあります。一生懸命頑張っている
んですけど、そこに配偶者がいないというと
ころが目立っているなと。全市的に花嫁対策。
中々現実にできないがこれらについてもや
はり考える必要があると思ってういる。色々
なところを歩いて感じたことだけ申し上げた
い。

市 の 回 答
●まず、新規就農者ですが、先ほどご紹介のあ
ったとおり、今羽幌町からやってきたご夫婦
のかたが就農していただいております。また、
現在芦別市には、地域おこし協力隊として２
名の方が新規就農を目指して頑張っておりま
す。いずれも妻帯者でありまして無事芦別市
に就農していただけることを期待しておりま
す。
なお、新規就農者が入りやすいように、今年
度条例改正を予定しておりまして、少しでも
多くの方に就農していただけるようにと思っ
ております。
配偶者対策につきましては、毎年農林課に
おいて婚活イベントをやっていますが、地方
からの女性は結構積極的に参加していただい
ているのですが、地元の男性が中々参加して
いただけないということもありますが、積極
的に取り組んでいきたいと思っています。

〇先ほど市長からも冒頭お話しがあったとお
り、やはり外貨を稼ぐことが、このまちの一番
の課題と考えている。そうでないと、やはり歳
出を賄うことはかなり厳しいと思っている。
そこで、もったいないと感じているのが滝里
ダムのキャンプ場であり、ＳＮＳで見ると全
国的にも注目されている所で、ここの使い方
をもうちょっと有効に考えることを第６次総
合計画の中で盛り込んではどうでしょうか。
調整の部分もあるし、かなりこれ時間がかか
ると思うが、このキャンプ場、本当はお金を取
ってもいいようなものをタダで使わせている
ところもあり、ダム湖についてもワカサギ釣
りのメッカだという声も聞くので、ある程度
有料化するのもやむを得ないのかなとか、バ
ナナボートとか夏場のレジャーを考えると
か、せっかくいい資源があるし、しかも富良野
に近い。もう少し有効に使うべく総合計画に
盛り込んでもらったほうが良いなと、感じた。
あと道の駅。最初に出したのがここと三笠
だと聞いている。三笠とだいぶ水を開けられ
たなという感じ。温泉が出るなど、ラッキーな
部分があったかもしれないが、芦別はトイレ、
物販、あまり変わり映えしてないという印象
をもっている。これもすぐできる話ではない
と思うが、やっぱりこの観光の入り口の部分
というところで６次計画に盛り込んでもらう
ことを希望したいなという、意見です。

●ありがとうございます。ご意見として、受け
止めさせていただきます。
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●荻原市長（お礼）
大変皆様にはお疲れのところ最後まで熱心
に懇談会にご参加いただきまして誠にありが
とうございます。
お二方からご意見を頂戴いたしました。農
業の振興と合わせて婚活の振興という視点で
ございましたし、加えてまた観光振興という
ことで、ある意味これは攻めの農業であり攻
めの観光であると思っております。
まさにこの外貨。これをしっかり芦別市に
というのは非常に有益なことだと思っており
ますので、これをしっかり計画に盛り込んで
いけるような形にしていければと考えてお
り、感謝を申し上げたいと思います。
ご案内のように、今芦別市は様々な行政課
題を抱えておりますが、これらについては一
つ一つ着実に改善、あるいは克服ができるよ
うに、そしてまた、市民の皆様や地域の皆様
方との信頼を積み重ねて、安定した市政運営
を進めていきたいと考えております。
これからも市政の運営、さらにはまちづく
りに関しましても、是非、皆様方に率直なご
意見等を賜りたいと、思っております。
私たち市職員も一丸となって市民の皆さん
のお役に立てるように精進をして参りたいと

質

問 ・

意 見 等

市 の 回 答
思っており、是非、皆様方ともしっかりとス
クラムを組ませていただいて、芦別の将来に
向けまして、このまちづくりを進めてまいり
たいと考えており、是非、今後とも温かいご
理解、ご支援のほどをお願い申し上げます。
本日はご参加をいただきまして、改めて感
謝を申し上げますとともに、皆様方の今後の
ご健勝をご祈念申し上げまして、閉会にあた
ってのご挨拶とさせていただきます。本日は
誠にありがとうございました。

6

4/25（木）

頼城多目的研修センター（14:00～15:28）

質 問 ・ 意 見 等
○昨年のこの場で、星遊館で使用している木
質チップが芦別市内だけでは充足できていな
いと伺ったかと思うが、その後どのように対
策をしているのか教えていただきたい。

市 の 回 答
●芦別市で充足できていないということでは
なく、木質チップというのは製材の際に出る
林地残材を使うという計画でした。
現在、星遊館は毎年２８００トンくらいチ
ップを焚いていますが、私有林や市有林から
出る林地残材が年間４００トン程しか出ない
ので、どうしているかというと、本来、製紙
会社に出すパルプ材を製紙会社に出さずに市
に入れてもらってチップにしています。
したがって、材としてはすべて賄えていま
すが、当初考えていた無駄なものを使って安
くといった部分はできていない状況です。

○その状況は、今後も続くのか。

●この状況を解消したいということで、頼城
地域でドロの木を植えましたが、根付きが悪
くて大半が枯れてしまったため、今年また新
たに植えて試験的に栽培し、そのような形で
少しでも安く材を供給できるような道を探ろ
うとしています。
林地残材を使用するというのも、当初は国
有林や道有林からも出るのでそれを使えば
2800 トン充足できる計画でしたが、国有林で
は山の中ですべて作業を終わらせてしまっ
て、林地残材はその場に残すというやり方が
主流になってしまい、国有林や道有林の材が
当てにならなくなってしまったというのもあ
りますので、ドロの木などを栽培し、少しでも
安価な形を取ろうとしていますが、それまで
は、今の状況が続くと思っています。

○私はドロの木の近くをよく通るが、何か根
付かせるための努力はしているのか。もっと
「育てる」という努力がなければ、木は大きく
成長しないと思う。

●おっしゃるとおりで、ドロの木は苗ではな
く挿し木で植えますが、植えた時期が秋だっ
たため、冬の雪の重みで倒れてしまい、その反
省に立って今年は春の時期に植え、これまで
２ヘクタール全部植えましたが段階的にやっ
てみようと。全部でなくて少しずつ試しなが
ら技術を磨きながらやっていこうと考えてい
ます。

○体調が悪くなり救急車を呼んだとき、付き
添いも乗っていかなければならないが、例え
ば、入院となった時に、付き添いの人が帰る方
法が無いため方策を考えて欲しい。
その他、星遊館の入口が遠くて高齢者には
大変なので、入口を何とかすることを考えて
もらいたい。

●最近はタクシーの営業時間の関係で同様の
相談が他にもあります。
病院といたしましては、タクシーが動くま
での間、処置室やロビーでお待ちいただくと
いう対応をとらせていただいています。
ただ残念なことに車の手配は病院としては
できないという点だけご理解いただきたいと
思います。
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質 問 ・ 意 見 等
市 の 回 答
○タクシーは夜１台だけでも動かすというこ ●そのようなお声は多くいただきます。市と
とはできないのか。
してはタクシー会社ともお話しをしておりま
すし、議員の方々からもそういうお声をいた
だいております。
今１台というお話しがあったのですが、１
台だと運転手さんの労働時間のことを考えま
すと２人体制ということになりまして、どう
しても１台の車を確保するためには運転手さ
んが２名必要です。そういった中で民間の会
社ですから、中々会社の経営として需要と供
給という部分があって、市としてできるので
あればやりたい気持ちもありますが、民間の
ハイヤー会社としてはいつ、何件予約がある
かわからない中で、そのために１台の車と２
人分の人件費等を確保しなければならないと
いうことで、中々難しいという状況にありま
す。
●星遊館の入口ですが、管理運営を北海道ホ
テル＆リゾートというところに任せてありま
す。今いただいた意見については、市民の声と
してホテル＆リゾートにお伝えをしたいと思
っています。
○公営住宅について、煙突が欠けてアンテナ ●わかりました。担当に伝えます。
が倒れそうになっており、この間も見てもら
ったけど、時間がかかるということだったが、
できるだけ早く直していただきたい。

○出来てしまったものは仕方ないが、多目的 ●ありがとうございます。ご意見として、受け
研修センターの会議室の設計が中途半端。何 止めさせていただきます。
を考えて設計したのかほんとに使いづらい。
広さも中途半端。
○駅前の構想について、これは中央バスも使 ●その通りです。ただ、中央バスが現在の北洋
用するということか。
銀行さんの前も引き続き停車（使用）するとい
うことはあるかもしれません。
○アライグマが多くて困っています。アライ ●市の担当に伝え、確認するように言ってお
グマの被害で物置に穴が開きそうなので相談 きます。
したら、管理センターの人の態度が非常に悪
くて、穴が開いてから来いと言われた。
●荻原市長（お礼）
最後まで熱心に懇談会にご参加いただきま
して誠にありがとうございます。
私共は市民の皆様誰もが安心して、住み良
いまちづくりをしていきたいという一念でご
8

質

問 ・

意 見 等

市 の 回 答
ざいます。
その中で、先ほどご意見いただきました市
立病院ですね、救急で治療を受けたときにタ
クシーの配置など受け皿が十分ではないと。
一つご紹介させていただきたいのですが、午
前２時から午前７時のタクシーの利用が年間
だいたい３０～４０件で、つまり１０日に１
件の割合です。市としてもそういった状況を
承知しておりまして、市民の皆様のそういっ
たご不満を少しでも払拭できるようにとの思
いを持っておりますが、改めて車を用意して
というのは、これは中々できませんので、そ
ういう思いに立ってフォロー、対応をしよう
ということにしておりますので、ご不満を少
しでも払拭できるようにと我々も努力して参
りますので、ご理解をいただけたらと思いま
す。
そこでご案内のように芦別市の人口に至っ
ては１０年後には９，３００人という、数字
がありますけれども、必ずしもそうならない
よう努力をしなければいけないですし、少な
くともこの数字を下回らないように努力をし
なければならないと思っておりますが、これ
からは皆さんで一緒になって考えていただい
て、助け合っていくということが必要と思っ
ております。
私が申し上げたいのは、まちづくりという
のは、市民の皆様お一人お一人が、自分の事
は自分の事として、といういわゆる自助です
ね、自ら助け合うというのも一つですし、お
一人では十分対応できない場合には、地域あ
るいは町内会でお支えいただくなどの共助で
すね。市は行政として、お一人お一人の不幸
の「不」を取り除くのが行政だと思っており
ます。したがって、そういった形で公助とい
う部分をしっかりフォローをする。そういう
三位一体でのまちづくり。そして安心安全を
しっかり守っていくことが大切と思っており
まして、今回の総合計画にしっかり盛り込ま
せていただいて、改めて皆さんと認識、意識
をともに共有させていただいて、まちづくり
の展開ができればなと思っている次第です。
芦別もご案内のように様々な行政課題、地
域課題を抱えておりますが、これらについて
は一つ一つ着実に改善、あるいは克服ができ
るように、我々一生懸命努力をして参ります
ので、是非、皆様方にもこれからも温かいご
支援、ご協力をお願い申し上げます。
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市 の 回 答
一緒にスクラムを組んで、まちを前に進め
ていけたらと思っている次第です。
改めまして本日はお忙しい中お集まりをい
ただきまして、感謝を申し上げますとともに、
皆様方の今後のご健勝をご祈念申し上げまし
て、閉会にあたってのご挨拶とさせていただ
きます。本日は誠にありがとうございました。
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4/25（木）

啓南多目的研修センター（18:00～19:30）

質 問 ・ 意 見 等
○一般国道４５２号の件について、先ほど映
像を見せていいただき、大変な工事を行って
いるということが良くわかったが、現在、橋や
トンネル工事はどのようになっているのか。

市 の 回 答
●まだ、橋、トンネルの工事は行っていませ
ん。先ほどもご説明した通り、現在は地滑りを
止める対策をしています。この春に確認して、
地滑りが止まっていれば、その後、ルートが確
定します。ルートが確定した後は、橋やトンネ
ルの設計に入ります。このように、現在は、ル
ートが確定するのを待っている状態です。

○振興公社の話がありましたが、これまで「花 ●これまで振興公社が担っていた事業の大半
いっぱい運動」は振興公社に色々やっていた が、今後は、観光協会に移りまして、
「花いっ
だいたが、今後は、どうなるのか。
ぱい運動」については、平成３１年度は観光協
会に担っていただいている状況です。
来年度以降は、民間開放を考えており、引受
先の業者を探しているとことです。
○先日、富良野美唄線のトンネルが開通した
とのニュースを見たが、この道路が完成する
と、車両の通行量は多くなるが、芦別を素通り
して富良野方面に車が流れると思うが、何か
対策は考えているか。

●富良野美唄線については、地滑り区間があ
るため、少し工事が遅れており、全線開通は平
成３５年を予定しています。この路線が開通
しますと、美唄から富良野までが便利になり
ますが、現在の国道４５２号も同じように芦
別方面には、なかなか来てくれないと思いま
す。芦別に来てもらうためには、芦別を魅力あ
るものにしていかなければならないと考えて
おり、観光で呼び込む方法があります。昨年
度、観光協会が一般社団法人化しましたので、
どんどん取り組んでもらいたいと考えていま
す。国道４５２号が開通しましたら、旭川空港
からスターライトホテルまで約３０分、芦別
市内でも４０分で繋がります。その他、美唄や
三笠から旭川空港に行くとか、芦別の場合は
旭川大学病院と近くなるため医療の面でも良
くなる。旭川空港では国際線ターミナルが昨
年１１月にでき、台湾から自転車を持ち込む
旅行者が増えており、サイクリングルートと
しても期待できます。ただ、これらは先の話で
すので、まずは、観光振興により人を呼び込み
たいと考えています。

○芦別観光協会の出資者と会長名を教えてほ ●芦別観光協会への出資は行っていません。
しい。
運営は、正会員と賛助会員からの会費収入で
運営しています。
なお、会長は、芦別商工会議所の坂田憲正会
頭に担っていただいています。
○正会員と賛助会員からの会費収入の他に、 ●芦別観光協会は一般社団法人であり、会社
市や企業は出資していないということでしょ と違って出資金がいらない団体ですので、市
うか。
や団体・会社は出資していません。運営は会費
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市 の 回 答
で行っており、その他、色々な利益で行ってい
ます。ただ、立ち上げの時にいろいろ経費が掛
かりますので、市から交付金という形で出し
ていますが、市の観光行政を担っていただく
という理由で交付しており、平成３０年度は
1,600 万円交付しています。その他、ふるさと
納税事務も委託していますので、ふるさと納
税を伸ばしてもらって、利益を上げてもらい
たいと考えています。

○以前は、観光協会の会員募集について、会費
を支払えば温泉券が配布されたと思うが、こ
のような形で、運営されているという理解で
よろしいか。

●温泉券はお礼という形で出していたもので
すが、昨年度から一般社団法人になりました
ので、正会員と賛助会員というのがありまし
て、正会員が年会費５千円で議決権があり、賛
助会員が議決権無しで年会費３千円となって
います。会員になっていただいた方には、観光
協会からお礼として、星遊館の入館割引券が
配布されます。

○毎年、赤平で火祭りが開催されているが、芦
別の健夏まつりと同じ日に開催されており、
一週間くらい日にちを変えて開催できれば良
いと考えているがいかがか。

●芦別の健夏まつりは、開催日が決まってお
り、その理由の一つとして北日本自動車大学
校がイベントに参加しているため、夏休みに
入る前、テストが終わった後ということで、７
月の第３週の土日に開催している経過があり
ます。赤平の火祭りも、過去にずれたことはあ
りますが、開催日を別々にできないかという
ことで、過去には話し合ったこともあります
が、お互い事情があり、現在に至っています
が、今年、健夏まつりが５０回を迎えまして、
実行委員会の事務局を担っていただいている
観光協会が、この５０回を契機に、５１回目か
らは見直しを考えているようですので、見直
しに当たっては、色々な方から意見を聴いて、
例えば、開催日の事も含まれるかもしれませ
んし、場合によっては２日間を１日に短縮す
るとか、そういう事も含めて、来年に向けて検
討していこうといった状況になっています。
ただいまのお話は、観光協会に伝えさせてい
ただきます。

○宿泊交流センターについて、この施設の利
用者の大半は、総合運動公園の利用者だと思
うが、交流センターの運営は黒字なのか赤字
なのか教えていただきたい。

●宿泊交流センターの利用者は、総合体育館
や屋外の体育施設の利用者が大半ですが、平
日は星槎国際高等学校の生徒が全国からスク
ーリングで訪れており年間９００人ほど利用
しています。
運営については、使用料と清掃等の維持管
理費用の差し引きで年間１００万円ほど赤字
になっています。しかしながら、宿泊交流セン
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市 の 回 答
ターが利用されることにより、食事提供業者
が、市内で食材を購入したり、昼食を仕出屋さ
んで購入する等の経済波及効果がありまし
て、年間約４，０００万円と推計しており、施
設では赤字ですが、市全体をみれば、お金を使
っていただいているところです。

○駅前広場再整備事業について、今後、バス利
用者は駅のトイレを利用する事になるのか。
そうであれば、建物内を改修して、売店を設
置することにより、少しでも収益が上がるよ
うな方法をとることが出来ないか。

●芦別駅舎については、JR 利用者のための施
設ですが、今後、バス利用者も駅舎を利用して
いただくことになります。施設的には現状の
ままですが、今後、利用者が増加することにな
りますので、利用しやすい施設になる様に市
としても JR 側に要望しているところですが、
すぐには解決できませんので、利用状況を踏
まえて、引き続き、JR に対してお願いをして
いきたいと思います。売店については、民間の
方で営業してみたい方がいた場合に入れる仕
組みになっていますので、さらに利用しやす
い環境になる様に市としても JR と協議を進
めていきたいと考えています。

○星遊館の改修工事が終了した後は、日帰り ●現在の計画では、芦別温泉を廃止すること
の芦別温泉は廃止するということか。いつ頃、 になっています。正式決定ではありませんが、
廃止になるか。
平成３２年４月になると考えています。
○星遊館などは富良野の会社が管理している ●芦別温泉については、管理を担っていただ
と思うが、市は、管理者に対して芦別温泉を廃 いている北海道ホテル＆リゾートの方から廃
止するということを言えるのか。
止したいという申し出がありました。芦別温
泉は開けておくと経費が掛かりますし、２つ
の温泉を運営するのは難しいということもあ
りまして、廃止したいという話もありました
が、市の方で星遊館を改修するので、その間、
市民の皆様に芦別温泉に入っていただかなけ
ればならないため、逆に市の方から申し出て、
改修工事が終わるまでは続けてほしいと要望
し続いている状況です。芦別温泉も老朽化が
進んでいますので、星遊館を改修した後は止
める計画になっています。
○星遊館の入り口が変わり、足腰悪い人にと
っては不便になったため、芦別温泉の方が利
用しやすいと言っているが、このような意見
は受け入れてもらえないのか。

●星遊館の運営は、北海道ホテル＆リゾート
にお任せしているが、市民からの声は全て伝
えていますので、今の意見も伝えさせていた
だきます。先ほども説明しましたが、ホテルを
自費で改修しようとしており、ホテルのレス
トランの部分にくつろげるスペースを置こう
としており、少しゆっくり休んでもらえるよ
うに考えており、日帰りのお客様も使えるよ
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市 の 回 答
うになりますので、このようなことも含めて、
ゆっくりしてもらいたいと思っています。

○スターライトホテルや星遊館は、今まで芦
別振興公社が経営していたが、一年ほど前に
富良野の企業に変更になり、チラシも入りイ
ベントもやっているようだが、その後、お客の
入込などの状況はいかがか。

●スターライトホテルについては、昨年から
富良野の企業にお願いしましたが、昨年は引
継ぎなどもあり、少し赤字になりましたが、今
年度については、トントンくらいかなという
ところです。
昨年度、フロントや部屋の改修を自費で改
修しており、手出しをしている分でマイナス
になっている状況です。振興公社が運営して
いるときの客室稼働率が５０％を切っていま
したが、昨年の稼働率は７０％ということで、
ホテルの経営上、客室稼働率７０％以上であ
れば良い経営ということですので、良い方向
に向かっているということです。

○スターライトホテルや星遊館の改修工事に ●８月２２日頃から１２月下旬くらいまで利
伴って、一般の人が利用できなくなる期間を 用できなくなりますが、芦別温泉だけは稼働
教えていただきたい。
させますので、利用していただければと思っ
ています。
●荻原市長（お礼）
大変お疲れの中、最後までご参加いただき
ありがとうございます。
ご意見、ご要望につきましては、しっかりと
受け止めさせていただきます。
先ほど、国道４５２号と道道富良野美唄線の
お話がありましたが、トンネルが３つで橋が
５つという計画でありまして、そのことも合
わせまして、美唄富良野線につきましては、メ
リットが薄いというお話もさせていただいて
おりますが、平成３４年度に開通いたします
と、国道４５２号に繋がりますが、その部分に
はちょうど三段滝がありまして、そこにはト
イレと駐車場があり、駐車場は普通乗用車が
２２台しか停まれませんし、トイレは汲み取
り式で、芦別市で水を運んで後始末も芦別が
行っておりますが、富良野美唄線が開通しま
すと車両台数が増えますので、大型バスも増
えると思いますが、そのような受け皿を芦別
市単独ではできませんので、国や道も含めて
受け皿ベースを整備しようと、国道４５２号
を所管する国、富良野美唄線を所管する道と
芦別市が一体となって、新しく道の駅のよう
なイメージで、国や道に捉えていただいて、数
年では難しいかもしれませんが、現在、事務方
レベルでの作業に入っておりますので、その
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ような方向で進めていきたいと考えておりま
す。
加えて、芦別美瑛線が道路、橋も狭いという
ことで、双方向で通行できる状態ではないた
め、北海道に対しましても、平成３４年度に富
良野美唄線が完成しますので、その次は、芦別
美瑛線をしっかりと整備をしていただこうと
運動しております。
路線が繋がることによって、物流、観光、救
急体制にメリットがあり、北海道全体の振興
にもつながり、その一翼を担えるステージと
も認識しておりますので、国道４５２号や道
道の整備促進に向けて一層努力していきたい
と考えております。
芦別も色々な地域課題、行政課題がありま
すが、一つ一つ前進や克服ができるように頑
張っていきたいと考えておりますが、行政だ
けで解決できるとは考えておりません。
まちづくりは市民の皆さん一人ひとりの自
助、地域全体が支え合う共助であって、誰一人
不幸にするわけにはいきませんので、その部
分は行政だと思っておりますので、公助とい
う部分で、行政がかかわっていきたいと考え
ておりますので、皆さんとスクラムを組ませ
ていただいて、まちづくりに向けて頑張って
いきたいと考えておりますので、ご支援、ご協
力をお願いいたします。
本日は、お忙しい中ご参加いただいたこと
に感謝申し上げ閉会のご挨拶といたします。
本日は大変ありがとうございました。
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5/9（木）

上芦別多目的研修センター（14:00～15:40）

質 問 ・ 意 見 等
○星遊館の改修工事について、今回、多額の整
備費用をかけるが、改修後は星遊館の利用人
数が増える見込みがあって、これだけの金額
をかけるのか。

市 の 回 答
●星遊館については、老朽化により機械設備
が限界です。整備費用が５億円近くになって
いますが、内訳として、機械関係で３億円近く
かかり、リニューアルに係る費用は２億円程
度となっていますが、財源は有利な起債を借
り入れることとしており、償還金額の７割が
交付税で戻ってきます。したがって、残り３割
に当たる 1 億 4,800 万円程度が市の持ち出し
になります。この３割部分を１２年で償還し
ますので、１年当たりの償還金額は 1,200 万
円程度となりますが、これを、当初は、指定管
理者である北海道ホテル＆リゾートからホテ
ルの貸付料を頂こうということで、売り上げ
の３％ということで話をしていました。スタ
ーライトホテルの年間売上金額が低い時で４
億円程度ということで、その３％は 1,200 万
円ですから、当初は、これで償還分も埋めれる
と考えていまして、市民の皆さんにご負担を
かけないで改修工事が終わると考えていまし
たが、北海道ホテル＆リゾートが星遊館の改
修に合わせて、自費で１億円前後投入してホ
テルを改修したいということですので、施設
使用料を当初の約束通りもらうことにはなら
ないだろうと考えていますので、今後、その割
合をどうするのかということを話し合いなが
ら進めていき、市民の税金をあまり投入する
ことなく、改修を終えれるようにしたいと考
えています。

○人口減少や少子高齢化に対応するための施
策があるが、人口を増やすためには企業誘致
が大切だと思っており、なかなか新しい企業
は来ないが、市として具体的にどのような取
組を行っているのでしょうか。

●現在、市内に立地している企業が沢山あり
ますが、例えば、昨年ですと、北日本精機にベ
アリングの鋼球を納品している大旺鋼球製造
という会社が、大阪にあった製造部門を全て
芦別に移転していただき、工場を増設しまし
たが、更に、今年も増設を考えているようで、
既存の企業が設備投資を行っている状況で
す。加えて、北日本精機も毎年設備投資を行っ
ており、今後も、事業の拡大を考えている状況
です。このように、既存の企業が積極的に設備
投資をいただいて、併せて人を雇用したいと
いうことですが、ご承知のとおり人手不足で
すので、各企業が苦戦されている状況です。
市についても、地元の企業に人を呼ぶため
の、人手不足対策というものに力を入れてい
くというのが一つあります。
加えて、昨年の３月に東京町田市にある IT
企業のビックボイスが進出しまして、旧上芦
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別保育園を事業所として活用していますが、
現在、市内や近隣の市町村から IT 関連の仕事
を請け負うことを考えていますし、市もこの
たびホームページをリニューアルしました
が、ビックボイスに委託したところです。
現在、ビックボイスにおいては、関連企業に
声をかけていただいて何社か芦別を視察して
いただいておりまして、旧上芦別保育園が広
いものですから、関連企業が芦別に進出した
際には、ここをビックボイスと共同で使用す
ることも考えているようですので、市として
も連携しながら、IT 関連企業の誘致に積極的
に取り組んでいきたいと考えています。

○旭ヶ丘公園について、結構な人が訪れてい
るが、無料であるため収入は無いと思う。おそ
らく経費は掛かっているのでもったいないと
思うので、少しでも収入に結び付くような取
り組みが出来ないでしょうか。

●旭ヶ丘公園はサル山が人気で近隣の学校か
らも来ていただいていますし、休日には子供
連れで賑わっている状況ですが、有料にする
ことについては、現在のところ考えていませ
ん。
５月３日から１０日まで夜桜のライトアッ
プを開催しており、今年は入込が多い状況で、
近隣の旭川や富良野などからも来ていただい
ており、リピーターもいるようで、駐車場もい
っぱいになるような状況ですので、来年度は、
駐車場を下にも設けるとか、せっかく来てい
ただいたお客さんに、食べ物など何かを提供
するとか、考える必要があると思っています。
この部分については、旭ヶ丘公園の運営を
観光協会に委託していますので、観光協会に
も相談しながら、このように夜桜見物のお客
さんが続くようでしたら、収益に繋がるよう
な事も考えていきたいと思っていますが、施
設全体で料金を取ることは考えていません。

○今後、星遊館を改修するということだが、日 ●星遊館の改修工事は８月２０日から１２月
帰り温泉の取り扱いについては、どのように 下旬までかかりますが、その間、ホテルや星遊
なるのか。
館は休業しますが、芦別温泉は営業を続けて
いますので、そちらを利用していただきたい
と考えています。
○芦別温泉の廃止は考えているのか。

●星遊館の改修工事が終わった後ですが、芦
別温泉側も老朽化していますので、廃止する
方向で検討を進めています。時期については
正式決定しているわけではないですが、星遊
館の改修後すぐにというわけにはいかないと
思っておりますので、年度替わりの来年の３
月いっぱいになるのか、その辺で、廃止を検討
している状況です。
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市 の 回 答
○芦別温泉の廃止後は、高齢者への温泉券の ●温泉券の交付事業は、行財政改革の取組の
交付事業はどの様になるのか。即廃止になる 中で検討しており、過去にも対象年齢を引き
のか。
上げるなど改革をしていますが、今後につい
ても、年齢を上げながら、少し対象者を減らす
方向で考えており、即廃止ということではあ
りません。
○星遊館の芦別市民の利用率ってどれくらい ●正確な数値は手元にありませんが、おそら
あるのか教えていただきたい。
く星遊館利用者の半数くらいは市民だと思い
ます。
○先ほどの説明では、星遊館の改修工事の 7
割は交付税で補てんされるとの話でしたが、
約５億円の費用をかけることになり、利益が
出たら富良野の会社に行ってしまうというこ
とになると考えている。改修工事費の３割は
市民の税金を使うことになると思っている
が、効果としては、芦別の宣伝にもなると思う
けど、情けない感じがする。綺麗にして人を呼
ぶのは良いけど、富良野の会社のためという
ように感じる。

●現在、市と富良野の会社で協定を結んでい
ますが、一定の利益から施設使用料を頂くこ
とになっていまして、使用料の額や率は、毎年
協議することになっています。
昨年は、ホテル＆リゾートが星遊館の待合
所や部屋の内装など施設を自費で改修してい
ますので、その影響で赤字経営となっていま
すので、市としても使用料を頂かないという
ことになっています。今後、星遊館を改修して
入込が増えて収益が上がると思いますが、今
年度も富良野の会社が自費で改修しますの
で、この部分の償還と利益の状況を見まして、
施設使用料について協議していきたいと考え
ておりますので、全て富良野の会社の利益に
なるのではなくて、一定程度、市に入ることと
なり、今回、投資した金額の約 1 憶 4,800 万
円は、順次、回収していきたいと考えていま
す。

○上芦別生活館が平成３２年度に廃止になる
と記載があるが、ここを利用している住民の
高齢化が進んでおり、「住みよいまちづくり」
を掲げている中で、町内会の住民は高齢者ば
かりになってきており、その中で、利用人数が
少ない、年間の維持管理費が１２０万円かか
るというのはわかるが、必要性からいうと、百
歳体操、町内会の役員会などでも使っている。
加えて、野花南ブロックと合同で会議もや
っており、地域として必要性はある。星遊館と
比較してしまうが、生活館は年間維持費が
１２０万円くらいの話である。一方で５億円
も使っていて、地域の事情を無視しているよ
うに思えるし、話し合いの機会があれば、地域
として何ができるか検討もできるのに、この
ように項目だけを謳われると非常に不愉快で
ある。
（次ページに続く。
）

●上芦別生活館の設置目的ですが、地域住民
の生活文化の向上及び社会福祉の増進を図る
ということで、昭和４９年に設置された施設
ですが、只今、お２人からお話がありましたよ
うに、利用していただいていますし、ここ数年
は百歳体操ということで、健康増進のために
も利用されていることは十分承知していると
ころです。
その中でも、行財政改革の一環として、平成
３２年度に廃止ということで記載しています
が、このように書かれると心外だということ
ですが、お気持ちは理解できます。
この部分につきましては、公共施設の管理
計画という部分、行財政改革という部分もあ
って、総体的に、今後、芦別市の公共施設をど
のようにしていくのかという計画の一つに
盛り込まれている中にありますが、実際に、町
内会長さんと市の担当課で意見交換をしなが
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○関連して、上芦別生活館の設置当時の目的
はどのようになっているか。
上芦の第４町内ですが、上芦別公園も含ま
れるなど範囲が広く、町内会の総会など生活
館を使っており、総会は冬に開催するので、寒
い中の開催となり、これから高齢者が運転免
許証を返納することもあるでしょうし、生活
館が無くなった後は、おそらく上芦別多目的
研修センターになると思うが、往復に１時間
くらいかかるので、生活館がなくなったら、第
４町内会としては集まりがなくなり、親睦も
無くなると思うし、それだけ貴重な場所であ
ることを理解してほしい。無くなるのは辛い。
集会や親睦を深めることが大事だと思うの
で、そのことを考えた時に生活館の１２０万
円はそんなに大きいのか疑問である。確定申
告も上芦別生活館で行っており２月の一番寒
い時期なので、生活館が無くなると、多目的研
修センターまで通うのが大変である。
（次に続
く。）
○上芦別生活館は、屋根や壁がダメになった
り利用できない状態になったら、我々も納得
する。ただ、今の状況で町内会の役員会を多目
的研修センターで開催した場合、誰も来なく
なると思う。現在は使えるので、そのまま使わ
せていただきたい。
（次に続く。
）
○生活館の利用状況を見ると、多くても１回
あたり１０人程度であるため、少しコンパク
トにして集会所として使えるようにすれば、
維持費も削減できると思うので、残していた
だきたい。

市 の 回 答
ら、どうしたら一番良い方向に行くのかとい
うことを考えさせていただいているところで
あります。そこで、行財政改革という部分につ
いての、今後の進め方について総務部長より
お答えさせていただきます。
●行財政改革の観点からお答えさせていただ
きますが、芦別市については、人口のピーク時
には７万５千人いた人口が１万３千人まで減
った中で、公共施設についても、既に建築から
４０年、５０年が経過し老朽化が進んでいる
状況にあります。たしかに今おっしゃるよう
に、今現在使っているものが無くなるという
ことは、地域の方にとってみれば、使える間は
使わせていただきたいという意見はごもっと
もだということは理解していますが、上芦別
生活館につきましても、建築から５０年近く
になりますが、先ほど、屋根や壁がダメになっ
たら仕方ないという話もありましたが、実際、
屋根の部分は塗装が剥がれて雪が自然に落ち
ない状況ですし、２年ほど前は、屋根から雪が
落ちて壁が破損したというケースもありまし
た。加えて、玄関や和室など床が所どころ沈ん
でいる状況です。先ほど、建築担当と現場を確
認しましたが、床を張替る必要があるとのこ
とでしたが、費用をかけないで応急処置的に
部分的に張り替えることもできるとのことで
したが、それにしても、後どれくらい利用でき
るか不明な部分もあると思います。
加えて、生活館から多目的研修センターま
で距離的に約１キロですが、本町地区でいい
ますと、本町地区生活館を各町内会で利用し
ていただいていますので、今、２つあるものを
一つに集約し、多目的研修センターの機能を
高めて行くということも、行財政改革の観点
からは必要なのかなということを考えている
ところです。
今、ご利用されている皆様の気持ちも十分
理解するところではありますが、行政として
施設の集約化を図っていかなければならない
というところもご理解いただければと考えて
いるところでございます。地域の方にとって
みれば高齢者対策、生きがい対策で外出する
ことが出来なくなって、介護予防にも影響が
でるというご懸念もあるかと思いますが、行
財政改革の中ではそのような形で検討させて
いただいているということをご理解いただき
たいと考えています。
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市 の 回 答
●このことは、決定事項ということではなく
て、考え方として持っているということです。
従いまして、今、町内会長からお話がありま
したように、引き続きの話し合いを行いたい
と思っています。コミュニティーの維持は大
切なことだと思っていますので、どういう形
が望ましいのか、そして行政としてもできる
こととできないことがありますので、この辺
もざっくばらんにお話をさせていただいて、
どのような歩み寄りが出来るかも含めて、十
分議論をさせていただく機会を設けさせてい
ただきたいと考えていますので、よろしくお
願いいたします。

○上芦別のパークゴルフ場の維持管理につい
て、市にも若干支援していただいているが、大
半はボランティアで維持している。ボランテ
ィアでできる範囲も限られており、草刈機は
購入から１０年以上経過し、５台ほどあるが
老朽化が進んでおり、利用者からの会費で中
古の草刈機を購入したりしているが、メイン
となる大きな機械は値段も高く６０万円から
１００万円するので会費で賄うのは困難な状
況にある。そこで、例えば会から市に対して要
望した場合に、市において草刈機械を購入し
ていただき、我々に有料でも良いので貸与し
ていただくような形をとっていただけないか
伺いたい。

●パークゴルフ場については、市から利用組
合に維持管理を委託して綺麗に利用していた
だいているところですが、今ほどございまし
た草刈機ですが、市で購入して組合に貸与し
てその使用料を市がいただくという事でした
が、今ここで、善し悪しの回答が出来ませんの
で、状況としては把握させていただきました
ので、お時間を頂く中で検討させていただき
たいと考えております。

○親子クリーン作戦について、道路の縁石に
生えている雑草について手間がかかって、
我々では綺麗にできないので、どのようにす
れば良いか伺いたい。

●道路の縁石の部分については、道路管理の
一環ですので、電話等で土木係にお問い合わ
せいただければ、状況を確認させていただき
ますので、よろしくお願いいたします。
●荻原市長（お礼）
本日は最後までご参加いただきありがとう
ございます。
伺いましたご意見、ご要望につきましては、
真摯に受け止めさせていただきます。
ご案内のように、様々な行政課題、地域課題
があります。これらにつきましては一つ一つ
着実に前進、或いは克服ができるように我々
も努力してまいりたいと考えておりますが、
行政だけでは対応できませんので、皆様方と
一緒になってまちづくりを進めていければと
思っております。今後も、お気づきの点がござ
いましたらご遠慮なく担当、或いは私の所に
お声を寄せていただければと思います。
本日ご参加いただいたことに感謝申し上げ
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市 の 回 答
閉会のご挨拶といたします。本日は大変あり
がとうございました。
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5/10（金）

常磐多目的研修センター（18:30～19:45）

質 問 ・ 意 見 等
○芦別市民や団体に対して、助成金や補助金
を出し過ぎているのではないか。このような
厳しい財政状況の中であれもこれもと助成金
や補助金を出す必要があるのかと思うのだ
が。

市 の 回 答
●出来る事であれば、削れる部分は削ってい
きたいと行財政改革を進めるうえでは考えて
いますが、相手があることなので一方的に市
の判断で交付率を変更するなど、乱暴な手法
を取ることはできないので、今後も必要に応
じて関係する団体等と話し合いをさせていた
だく中で、行革に対するご協力をいただける
ように取り組んでいきたいと思っています。

○昨年度、長年の懸案事項であった三角橋の
架け替え工事を完成させていただき感謝して
いる。また、常磐墓地の立木の撤去についても
同様に感謝している。
さて、資料３を見るとキラキラバスの利用
が 15%となっているが、これにいくらの補助
金を出しているのか。今、病院や買い物に行く
のにタクシーを利用する方が増えてきている
が、新城地区の方は往復で 1 万円程度かかる
といっているが、このキラキラバスを走らせ
るということにはならないと思うが、乗り合
いタクシーなどといった形で行政が足の確保
について考えているのか教えてほしい。

●まず、キラキラバスの委託料については、平
成 29 年度実績で 2,750 万円程度となってい
ます。また、常磐地区においては、中央バス芦
旭線の利用となるが便数が少なくなり、今後、
国の補助金がなくなり道の補助金だけとなる
ため、さらに厳しい状況となるが、市民の足の
確保は大事であり、病院へ通う方や免許証を
返納する方もいらっしゃることから、どのよ
うな形をもって皆さんの足を確保するかとい
うことについては、早急に考えていかなけれ
ばならない課題だと認識しており、事業者と
も話しをしているところです。

〇今、市内中学校の生徒が芦別高校に行きた ●行きたがらないかどうかについては別とし
がらないという話を聞いたのだが、何か理由 て、市内中学校から芦別高校へ進学する率は
があるのか。
残念ながら年々低くなってきています。
５年ほど前は、両中学校から 70％～76％が
芦別高校へ進学していましたが、今年の春の
受験では 50％と半分しか地元からの進学が
なかったところです。その理由について、断定
的なところを述べるのは難しいが、両中学校
の進路指導の教諭から話を聞いたところ、今
の一つの流れとして保護者、生徒の高校受験
の希望が最優先となっています。芦別高校の
進学率が低くなってきている理由の一つに、
高校卒業後に大学進学を明確に目指している
生徒又は保護者においては、比較的芦別高校
を選択するのではなくて、滝川に行くという
のが最近の傾向となっています。
子どもの絶対数が減ってくる中で、芦別高
校の入学者数も毎年少なくなってきている
が、何とか地元からの進学率を高めていくと
いうことが私共としては大事であると考えて
います。
つまり、芦別で生まれて芦別で小学校・中学
校の教育を受けて、さらには芦別高校で教育
を受けて、そして、結果的に芦別に定住すると
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市 の 回 答
いう流れは非常に大切だと思っているので、
一人でも二人でも地元から芦別高校へ進学で
きるような環境を真剣に考えていかなければ
ならないと考えています。

〇駅前を再整備するのにあわせて、せっかく
の機会なので芦別駅も小さくてコンパクトな
星の降る里芦別に見合ったような駅舎となる
ようにＪＲに建て替えを要請してはどうか。

●今、お話がありましたが、これは市が何とか
するというよりはＪＲにお願いすることしか
出来ないというのが現状です。また、今の駅舎
のトイレについて、市民から改修を望む声が
あり、ＪＲには要望しているところであるが
中々実現しないというのが現状です。
そういった現状やＪＲの経営状況を考える
と難しいところではあると思いますが、そう
いった要望があるということを機会を捉えて
ＪＲに伝えさせていただきます。

〇今回の市議会議員選挙だが、人口が減って ●それぞれの地域において考えがあることだ
いるのになぜ定数を減らさなかったのか理由 と思いますが、芦別市においては基本的には
を聞かせてほしい。
議員の皆さま方がそれぞれ議論いただいて、
あり方を検討されてきたところであり、その
うえにおいて現状維持となったところです。
この部分に関しては、行政側からこうしなさ
いということが出来る立場ではありません。
ただし、先ほどの説明にもあったとおり、議
員の皆さまも報酬を削減する形で行財政改革
にご協力いただいているところでもあり、こ
のことについては、４年後に向けて引き続き
議論されていくのではないかと思いますが、
比較して意見を述べる立場ではないので、大
変恐縮ですが状況について報告のみさせてい
ただきます。
●荻原市長（お礼）
本日は最後までご参加いただきありがとう
ございます。
地域公共交通とりわけ足の確保ということ
で、こうしてまちづくり懇談会を開催する折
には、会場からよくご指摘いただいていると
ころです。できるだけ早期に具体案を報告で
きるようにと考えておりますが、少しお時間
をいただければと思います。
ご案内のように、芦別市も様々な行政課題、
地域課題を抱えており、一つ一つ着実に前進、
克服ができるように我々市職員挙げて努力し
てまいりたいと考えております。当然、これら
課題の前進、克服に向けましては、決して行政
だけではかないませんので、市民の皆さんの
ご支援ご協力を賜りながら、全体で押し上げ
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質

問 ・

意 見 等

市 の 回 答
ていただいて解決していければと考えており
ます。
来年度は、向こう１０年間のまちづくりの
計画である総合計画が始まりますが、今年度
はその策定の準備の年となっております。
是非、将来の芦別がこうあるべきというご
意見をお寄せいただければ幸いです。
今後とも、皆様方のご支援ご協力をお願い
申し上げますとともに、本日ご参加いただい
たことに感謝申し上げ閉会のご挨拶といたし
ます。本日は大変ありがとうございました。
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5/13（月）

北日本多目的センター（14:00～15:15）

質 問 ・ 意 見 等
○観光施設の維持管理について、年間の経費
が 8,730 万円となっているが、カナディアン
ワールドの維持費など、年々上がるように思
えるがいかがか。

市 の 回 答
●観光施設の維持管理費については、昨年度
よりも下がっています。その理由としては、今
年から健民センターオートキャンプ場を廃止
しましたので、その分が減っています。来年に
向けては、スキー場が今年度の営業をもって
休止いたしますし、カナディアンワールドも
今年度をもって終了しますので委託料は減っ
ていきます。
そのままの状態ですと、年々、人件費（最低
賃金）が上がっていきますので、維持管理経費
が増加しますが、それを抑制するために、行財
政改革の一環として、老朽化施設の廃止又は
休止により委託料を下げていくこととしてい
ます。

○行財政改革の見直し案として、カナディア
ンワールドとスキー場が上がっているが、
年々人口が減って利用者が少なくなるのは理
解できるが、近隣の市町村もスキー場を止め
ている状況である。なぜ、スキー場を廃止する
こととなったのか理由を聞かせていただきた
い。

●スキー場につきましては、今年度の営業を
もって終了しますが、第３リフトは修繕料を
賄うことが出来ないため休止しまして、ペア
リフトのみの運行となります。この先につき
ましては、市としては運営できませんので、引
き受けていただける事業者があればというこ
とで探している状況です。

○市立病院について、昨年の説明では年間約
４億円の赤字が出ているという事だったが、
広報紙を見ると、意見を集約するため検討委
員会を立ち上げて検討するという事だった
が、今年度もまた、約４億円を補てんするのか
お聞かせいただきたい。

●今年度につきましては、約３億円だった基
準外の繰出金は１億円となっています。これ
が今後４年間続きます。先ほどお話のありま
した検討会ですが、市立病院あり方検討委員
会と言いますが、これまで２回会議を開催し
ていまして本年１２月を目途に意見集約を行
う予定です。加えて、総務省の経営アドバイザ
ー制度を活用してコンサルタント会社にお願
いして、現状の病院の経営診断をしていただ
いており、今後の対策についてもアドバイス
をいただくこととなっています。この２つの
手法を用いて１２月を目途に方向性を決めて
いきたいと考えております。

○これまで病院は、基準外の繰出金により約
３億円の支援を受けていたと思うが、今年度
は１億円ということだが、現在は検討中との
ことであり、具体的な対策をしていない中で、
差額の２億円は、どのようにして捻出できる
のか。今年は無理だと思うが。

●市の一般会計においては、基準外の繰出金
で１億円以上のお金を出すことが出来ません
ので、病院の努力で賄っていきたいと考えて
おり、当面は、１億円を４年間いただく中で努
力していきたいと考えています。今後のあり
方については検討委員会の中で、病院の規模
縮小ですとか、診療科の縮小ですとか、様々な
角度から検討をしているところです。
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質 問 ・ 意 見 等
市 の 回 答
○今、検討している状況なので、赤字額の２億 ●今年につきましては、本年４月から消化器
円を埋めるのは、今年は無理だと思うが。
内科の医師が１名来ていただきましたので、
医師の増加により収益が改善します。
○医師の増で経営が安定し収入が増加するか ●診療科にもよりますが、基本的には医師が
もしれないが、人口が減り患者も減るのに医 来ることによって増収が図られます。例えば、
師が来たからって収入の増加に繋がるのか。 整形ですとか外科の常勤医師がいて手術、入
院ができるようになれば、より一層、収益が上
がります。現状は内科の入院ですので、そこま
でとは行きませんが、増収は図られます。
○考え方が甘いと思う。人口が減れば患者も
減る。私は月に１度整形外科に罹っているが、
老人ばかりである。今後、老人は減るので患者
数は減ると思う。昨年度の説明会以降、何らか
の対策を打っていると思っていたが、何も変
わっていない。このスピード感にはびっくり
である。こういうのがお役所仕事というので
はないか。

●病院問題につきましては、皆様も一緒にな
って考えていただいて、スピード感のご指摘
がありましたが、将来の病院がどうあるべき
かを根本的に議論する必要があると思ってお
り、なかなか医師に来ていただける状況にあ
りませんが、稼ぎどころである、外科、整形外
科の医師の確保は難しい状況ですが、旭川医
大と連携協定を結びまして、スポーツ合宿を
振興する本市にとってアスリートを迎える中
で医師の補充と言いましょうか、お互いの資
源を出し合って、そのような形をとって行き
たいと考えていますし、その一方で、高齢者が
多い本市にとりましても、転んで骨折した際
には、滝川、砂川、富良野に行かなければなら
ないということですので、何とか克服したい
と思っています。そこで、経営という視点から
申しますと、現在、有識者からアドバイスを頂
いたうえで、芦別単体ですべてを対応するこ
とは難しいので、赤平や滝川と連携すること
も考えていかなければならないと思っていま
して、医師総体がお互いに得られない状況の
中で、同じように、他の公立病院も経営が大変
な状況ですから、お互いに歩み寄ることも大
事だと思っておりまして、年内に一つの考え
方が示されますので、市もその考え方を踏ま
えて方向付けをさせていただく上において
は、改めて皆さんにご相談申し上げますので、
その際には、この先にこういった方向にした
いという考えをお示ししたいと思っておりま
す。その際は、是非、忌憚のないご意見を賜り
たいと思っております。この部分は、私どもサ
ービスを持続させたいという思いはあります
が、必ずしも、そうならないケースもあり得る
ということですので、その辺をお互いに理解
をしたうえで、市立病院をどうするかという
ことに向けていきたいと考えていますので、
スピード感においてご指摘をいただきました
が、もう少しお時間を頂きたと思っておりま
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問 ・
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市 の 回 答
して、市民の皆様の安全・安心を、病院とし
て、どの様にできるかというところを必要最
小限の範囲の中で構築できるように検討して
いきたいと考えております。

○病院同士の連携は必要だと思うが、連携し
たからといって、芦別に外科や整形外科の医
師が常駐してくれないと思うし、自分自身も、
昨年足を骨折して、救急車で滝川に行ったが、
芦別に病院があれば近いし、病院が遠いと入
院費や治療費がかかるので、常駐医師が居れ
ば病院にとっても収益が上がる。連携といわ
れても、今一腑に落ちない。

●一つの自治体だけで用意が出来ないのが実
態でして、したがって、国や北海道をあげて、
地域の医療をどう守るかという視点ですの
で、連携といいましてもなかなか実が上がら
ない状況ですが、市民の皆様が歯がゆい思い
をいつまでも持ち続けることにはならないと
思っていまして、信頼にも関わりますので、ど
こかで割り切らなければならないと思ってい
まして、連携についてもどこまでできるか見
極めさせていただき、病院体制として、どこま
でできるかということを現実的な目線で判断
していきたいと考えています。その上におい
ては、財政問題も出てきますので、できないも
のはできませんが、その範囲の中で、市民の皆
様にご不便をおかけすることもあるかと思い
ますが、今後も色々と情報提供させていただ
いて、共につくりあげて行ければと考えてい
ます。
●住民生活において基本的には病院は存続し
なければならないと考えています。滝川や砂
川の病院に通う又はお見舞いに行くにも、時
間や交通費がかかりますので、地元で通える
のが一番良いと思います。加えて、芦別の病院
に勤務している者も数多くいますので、人口
の維持、雇用の場としても大切ですし、市内の
福祉施設に対しても、市立病院が無ければ不
便をかけることになりますので、継続できる
ように慎重に検討していきたと考えていま
す。

○１万４千人を切ったまちで、どれくらいの ●一部、併用しているかもしれませんが、状況
医療体制を市民から期待されていて、そのた を認識していないので確認します。
めにはどれ位の医師が必要かということを、
あり方検討委員会で話し合っていただきた
い。その他、現在、市立病院は電子カルテだと
思いますが、なぜ、スタッフが紙のカルテを運
んでいるのか教えていただきたい。
●荻原市長（お礼）
本日は最後までご参加いただきありがとう
ございます。
市立病院のあり方等につきましてご指摘を
いただいたところでありますが、常勤医師、そ
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市 の 回 答
の範囲の中で診療体制を構築していくことが
必要と思っておりますが、しっかりとした内
容をお示しできるように、努力してまいりた
いと思っております。
ご案内のように、様々な行政課題、地域課題
が山積しております。
一つ一つ着実に前進、或いは克服ができる
ように我々も努力してまいりたいと考えてお
りますが、市民の皆様方とスクラムを組ませ
ていただいて、情報を提供させていただいて、
皆さんからもご意見をお寄せいただいて、一
緒になって将来の芦別に向かってまちづくり
を進めていければと思っております。
今後も、ご支援ご協力をお願い申し上げま
すとともに、本日ご参加いただいたことに感
謝申し上げ閉会のご挨拶といたします。本日
は大変ありがとうございました。
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5/13（月）

総合福祉センター別館ふれあいホール（18:00～19:05）

質 問 ・ 意 見 等
市 の 回 答
○星の降る里あしべつ応援大使について、根 ●星の降る里あしべつ応援大使設置要綱に基
拠規定（条例名）を教えていただきたい。
づき任命しています。
○駅前広場の整備ですが、一般車両の駐車ス
ペースがあると思うが、収容台数を教えてい
ただきたい。
加えて、一般国道４５２号は、かなりトンネ
ルが長いようだが、トンネルずりが相当出る
と思うが、処分方法を教えていただきたい。

●駅前広場の駐車台数ですが、駅前広場には
一般車両は駐車できなくなります。一般車両
の方々は北駐車場、又は南駐車場をご利用い
ただくことになりますが、今回の工事で北駐
車場と南駐車場を繋ぐ歩道を整備しますの
で、そちらの方を利用していただきたいと思
います。
次に、一般国道４５２号のトンネルのずり
ですが、現在、ルートが確定していないため、
トンネルの設計に入っていない状況ですが、
おそらく盛り土工事に使うことはできないと
考えておりまして、どこかに堆積場を設ける
ということで、現在、札幌開発建設部におい
て、ずり置き場を探している状況です。

○行財政改革の取組の中に、図書館と百年記
念館の民間委託があるが、具体的な手法と図
書館と百年記念館に専門職がいますが、この
人材がどうなるのか教えていただきたい。

●民間委託の手法の部分ですが、委託先につ
いては具体的なことを持ち合わせているわけ
でありませんが、他の自治体でも行われてい
るような形で民間へ委託する方法が一つ、或
いは NPO 法人のようなものを設立し、ここに
受け皿となってもらって委託をする方法も考
えられます。また、図書館と百年記念館の専門
の職員ですが、この方々につきましては、退職
をされた後ということになりますが、再任用
という形で市に残る方法もありますし、委託
先の職員として、これまでと同様の仕事をす
ることも考えられます。いずれにしましても、
該当する職員の希望が十分に尊重されなけれ
ばならないと考えています。

○感動する出来事として、先ほどの国道４５
２号のビデオですが、ビデオを作った方と知
り合いでして、NHK の番組で知床のサチなん
かも撮影した方なんですが、その方はドロー
ンをやっていて、芦別ではそういう隠れた人
材がいて、とっても素晴らしいことだと感じ
た。このたび、この懇談会で流れることを聞い
たので来たが、こんなに素晴らしい方が芦別
にいるということですので、このような方が
芦別を支えているのかなと感動したので、皆
様方に紹介させていただく。
●荻原市長（お礼）
本日は最後までご参加いただきありがとう
ございます。特にご意見等はありませんでし
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市 の 回 答
たが、ご質問をいただいたところです。
隠れた人材というお話がありましたが、ド
ローンを活用して動画をつくり、国に対して
要望しているわけですが、本当に素晴らしい
作品をいただきまして、私どもも PR のできる
自信作ということで広く訴えているところで
す。
今後も、６市２町の期成会で行動してまい
りますので、国道４５２号が少しでも前進で
きるように、前向きな形を引き出せるように
活動していきたいと考えております。
私は、決して隠れた人材とは思っておりま
せんで、一人ひとりが輝いていただきたいと
思っております。まちづくりは人づくりだと
思っておりますので、人無くしてまちはあり
ませんので、芦別には１万３千人という宝が
あります。
共に力を合わせて、これからの芦別を是非
魅力のあるまちにしていければと思っており
ます。
来年度から、いよいよ１０か年の計画の第
６次総合計画がスタートしますが、様々な課
題がありますので、一つ一つ着実に前進、或い
は克服ができるように努力してまいりたいと
考えておりますが、改めて令和の時代になっ
て職員一丸となって、市民の皆さんのお役に
立てるように、一つでも前進ができるように、
職員ともども前向きに取り組んでまいりま
す。
同時に、まちづくりは行政だけでできるこ
とではありませんので、市民の皆様方のお力
添え無くしてなしえません。
これからもパートナーとなっていただい
て、一つでも前に進められるようにまちづく
りを進めていきたいと考えておりますので、
今後も、ご支援ご協力をお願い申し上げます
とともに、本日ご参加いただいたことに感謝
申し上げ、閉会のご挨拶といたします。本日は
大変ありがとうございました。
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5/14（火）

本町地区生活館（18:00～19:35）

質 問 ・ 意 見 等
○市立病院のことが心配である。市立病院を
少しでも老人ホームのようにできないか。私
が知っているだけでも３人が市内の施設に入
れずに他市の施設に行っている。歌志内や赤
平は充実していてうらやましいと思う。芦別
市には施設があっても中々入所できない。ま
た、入所したくとも費用の問題で入所できな
い方もいる。芦別市に住み続けたいと思って
いる方のためにも何とか市長さんにお願いで
きないか。

市 の 回 答
●ありがとうございます。
そういった大変な事情も伺っており承知を
しているところでございます。市立病院に老
人ホームをというご要請でございますが、ま
ず老人ホーム等の対応については行政が公の
なかでこれを用意するというのは、正直申し
まして出来かねます。
やはり民間や福祉団体のそういった事業体
のなかにおいて需要があって、それなりの対
応が取れるという状況になるのが望ましいと
思っておりますが、近隣の市町の優位性も触
れられておりましたが、恐らくこれは行政が
進めているわけではないとは思いますが、本
市においても様々な施設がありますが、今オ
ーバーフローして受入れが出来ずに、その受
け皿として市立病院というお話しですが、こ
れからはそういう需要が増えてくるという流
れになると思われますが、行政として用意を
するという考えには正直及びません。ご要請
のあった内容については民間の皆様と情報交
換させていただいて、どういった形で受け皿
ができるのか又はできないのか、一つの情報
として賜っておいて、できるだけ安全安心に、
住み続けたいというお話しを今強くお訴えい
ただきましたので、そういう思いを我々もし
っかり受け止めていかなければなりません
が、それぞれができる範囲とできない範囲あ
りますので、状況として踏まえつつ、関係する
ところへは相談させていただきたいと思って
おります。

〇市民の中には、いざとなったら市がなんと
かしてくれるだろうと思っている方が多い。
私は自分のことは自分で決めなくてはとの考
えですが、最後には税金を払っているんだか
ら市がなんとかしてくれるんだろうと言う方
が多い。

●そういう声を私共しっかり受け止めていか
なくてはならない、そういう機会を作らなけ
ればならないと思っておりますが、ご遠慮な
く担当所管もございますので、そういった意
見や情報をいただいて、我々が何ができるの
かというところのパイプを持たせていただい
て、市民の皆様の安全安心をサポートすると
いうのは市の役目でございますので、できる
こと、できないことはありますが、是非そうい
った情報ですとかお困りのことがありまし
ら、直接ではなくても遠慮なく電話の一本で
もいただけるようお伝えいただいて、出前で
はありませんが何人か固まってそういうお話
しを求められるような場がありましたら、こ
ちらから出向くこともできますし、いろいろ
と情報交換とか状況の把握など、お互い確認
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市 の 回 答
をすれば何でもかんでも税金を払っているか
ら市がやってくれるんだという思いについて
も、やっぱりできること、できないことがあ
り、そのためにはそういうお話合いなりをし
っかり踏まえたうえで、対応していかなけれ
ばならないと思っており、そういう不安を
我々がひとつでも取り除くということも我々
の仕事だと思っておりますので、今後も側面
的なご支援のほどをお願いいたします。

○以前お話ししました夜のハイヤーの件（救 ●今お話しのありました状況は、データでは
急後の帰り）についてはどうなりましたか。 年間で４０件ほどございます。全体でこの件
数ですからだいたい９日に一回の割合です。
またそういった場合に芦別市が公の立場でタ
クシーを用意するような状態を作るというの
は正直言って困難です。このため病院といた
しましては、タクシーが動くまでの間処置室
やロビーでお待ちいただくという対応をとら
せていただいております。
今そういう形で進めている最中でございま
すので、誤解しないでいただきたいのは、一切
何もしないということではなくて、できる範
囲のなかで精一杯やっていこうというふうに
してございますので、是非そのようにお伝え
いただければと思います。
○そういった内容を、もっと広く広報や回覧 ●基本的なことを申し上げますと、世の中一
などをしていただくということを、町内会さ 人では中々太刀打ちできない状況の時もござ
んも大変でしょうがお願いできませんか。
います。固い話を申し上げれば、自らのことは
自らとしてというのが一つ、これは自助とい
うことです。そして今のお話しのように決し
て一人では対応できない場合があります。
そこは地域のみなさん方が隣近所も含め
て、しっかり守っていただく。そういう対応と
いうのは大事で共助ということです。そうい
った形を踏まえて、行政が公的ないわゆる公
助という三位一体の仕組みの中で安全安心と
いうのをしっかり守っていく必要があり、一
つの体制づくりとして大切と思っておりま
す。
行政がすべてという以前に、自らのことを
最低限対応いただいて、場合によっては地域
の皆さんのご協力をいただいて、その上でな
お、事が成さない場合には行政がしっかりと
連携をとらせていただいてという、自助、共
助、公助というのがお互いに確認いただくこ
とも大事と思っております。
その上で我々も決して聞く耳を持たないと
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市 の 回 答
いうことではございません。お話をお伺いし
ながら、不都合なことがないように、
「不」を
取れるような努力をして参りますので、何な
りと情報等をいただければと思っておりま
す。

○土木関係のことで二点ほどお願いがありま ●要望を承りましたので、所管のほうにしっ
す。一点は歩道の補修のなかで花を植える植 かりと対応するように、もう一度伝えておき
樹マスも作り直しているが、後から用土をま たいと思います。
た戻した時に用土に半分砂利が混ざっている
ようなところがある。土木に連絡して業者に
土を足してもらったが、その場合も前に入っ
ている土の上から足されて結局は当初と同じ
状態になってしまった。市の現場管理の方に
その辺も気を配っていただきたい。
もう一つ、冬の歩道の除雪の状態を見てい
ると公園の木にぶつけるような高さで雪を噴
き出しでいる。特に２月３月の湿っている雪
をぶつけるとせっかく育った木の枝がちぎれ
る場面もある。直接業者の人に話をしたこと
もあるけど、わかりましたとは言うけど次の
シーズンには同じことを繰り返してる。職員
の指導が悪いのか、業者の常識が無いのかわ
からないが、せっかく育った木を台無しにし
ないように、改修したものはより使いやすく
なるように、以上の二点の要望です。
○実は今日、市のみなさんは僕がどこで働い
ているかご存知だと思うけど、１０時ころ市
民の方から電話来また。何のことかと思った
ら、広報に載っていた道の駅のことでエレベ
ータが無いとか洋式トイレがついてないと
か、市が予算がないから却下されたというこ
とで、そういう記事があったということで、実
はトイレの数いくつありますかって聞かれ、
男性用、女性用、物産センターにそれぞれ何個
ありますかと。僕の方で全部答えたが、洋式ト
イレは女子の方で一個、男子の方でも一個あ
と全部和式と話をした。洋式に替えるには一
個あたりいくらくらいかかるのでかと聞かれ
たので、金額は定かではないが、僕の以前の勤
め先で工事をしたときは一個あたり５～６０
万かかったと。今回、道の駅のトイレを直すと
したら床が鉄筋コンクリートなのでもっとお
金がかかると思いますと。ただこのまま放置
することは私共としても考えなきゃならな
い。というお話しをした。
それ以外に和式トイレは医学的に非常に好

●道の駅についてはそういうご意見たくさん
いただいております。
市としてもやりたいところなんですが、今は
そういった財源がありません。市としても何
かあればということで計画だけは準備はして
おります。準備はしているのですが、国に制度
ができたり、有効な財源ができたらすぐにそ
こに乗っていけるような、そういうような準
備はしているのですが、積算上非常に高額な
金額がかかると。トイレしかりエレベーター
もしかりですね。そういうことで今もう少し
状況を見させていただいてよく状況は理解し
ましたので何とかできるように市としても考
えてはいきたいと思っております。

33

質 問 ・ 意 見 等
ましくない。特に高血圧の方、身障者の方、腰
の悪い方はほとんど使えない。去年、実際のと
ころ私のところの女性職員が見にいったら、
和式トイレは使用せず洋式トイレにみんな並
んでいる。挙句の果てには身障者用のトイレ
にも入っていくような状態になっている。
芦別の道の駅は道内で２番目に登録されてい
ます。私共も運営管理をする以上は２番目と
いう、先頭に立っているんだという考え方で
職員に対してもそういう話をしている。今年
度は予算上無理かもしれませんけど来年度以
降ぜひともそういう処置をしていってほしい
なというのが正直言っている。
実際このゴールデンウィークのときに足腰
の悪いお客さんが、２階のレストランに上が
れないで断念したのを何人も見た。悲しいほ
どでした正直言って。手伝ってあげたいんで
すけど、僕らもレストランの方の仕事で目一
杯でそこまでできない。中には車いすのお客
さんがいて、エレベーターないんですかって
聞かれて無いですと言ったら無言のまま立ち
去った。恐らくレストランでご飯を食べたか
ったんでしょう。そういう点も含めて来年度
以降、何とかしていただけないでしょうか。と
ういことで私の意見とさせていただきます。

市 の 回 答
●荻原市長（お礼）
大変皆様にはお疲れのところこうして最後
までご参加いただきまして誠にありがとうご
ざいます。
いくつかご意見そしてご要望いただいたと
ころでございます。しっかりと受け止めさせ
ていただき、今後の参考にさせていただきた
いとこんなふうに思っている次第です。
ご案内のように芦別市は今様々な課題を抱
えておりますが、一つ一つ解決に向けて着実
に前進ができるように、これからも努力をし
ていきたいと思っております。市役所であり
ますから、市民の皆さんのしっかりとお役に
立てるように、これからも職員一丸となって
対応していきたいと思っております。
是非、これからも市民のみなさんと一緒に
なって、芦別の将来に向けてしっかりとした
まちづくりを作り上げられるよう、また、何
かお気づきの点等ございましたら、何なりと
ご意見等お寄せいただいて、一緒になってま
ちづくりを進めていければと思っておりま
す。
本日ご参加をいただきましたことに対しま
して改めて感謝を申し上げ、また、皆様の今後
のご健勝をご祈念申し上げまして、閉会にあ
たってのご挨拶とさせていただきます。本日
は誠にありがとうございました。
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新城多目的研修センター（18:00～19:15）

質 問 ・ 意 見 等
○資料の中で、総合福祉センターに発電機を
設置するとあるが、年に１・２回、試運転を行
うなど、使ってみることが必要でないかと思
うが、どのように考えているか。

市 の 回 答
●総合福祉センターは避難所に指定されてお
り、昨年発生した胆振東部地震の際のブラッ
クアウトでは、避難所でありながら電気がつ
かないという事態になったところでございま
す。今後、万が一こういった事が起きた時に備
えまして、今回、発電機を設置するわけです
が、発電機を設置することで、避難所の照明の
確保、パソコン等の充電用の電気を取得する
ことが出来ます。この発電機については、その
まま放置しておくとダメになる可能性があり
ますので、メンテナンスとして定期的に運転
をし、いざというときに使えないということ
が無いように、対応してまいりたいと考えて
おります。

〇職員給与の独自削減については、限界が来
ていると感じている。人口が減るということ
は、子供を産まないということで、この原因は
収入が少ないということもあると思う。公務
員の方々にも結婚して子どもを作ってもらい
たいが、そういう意味でも限界が来ていると
思う。

●職員給与を削減することによって、職員の
モチベーションにも影響しますし、消費にも
影響が出てくると思っています。今回、管理職
について５％削減しているわけですが、本市
がどのような形になっていくかわかりません
が、夕張市のような状況にならないように、夕
張市については職員給与が半分というところ
まで削減し、多くが退職していきましたので、
こういった事を防ぐためには、今現在厳しい
ですが、一定程度の給与費の削減は実施して
いく必要はあると考えており、今の段階で、最
低限度の削減は必要であると考えています。

○黄金・新城地区は農業が主体となっており、 ●ご意見として受け止めさせていただきま
農家の若い人たちはやる気はあるが、規模拡 す。
大を考えている中で、黄金から新城まで土地
を融通してもらうために、私自身動いた経過
があるが、水田を増やすために土地を拡大し
たいという若い人たちはいるが、若い人たち
に農地がいきわたっていかないのが残念であ
る。何とか、農地に木材を置いているところも
あったりするので、意欲のある人達が活動で
きないジレンマを私たちも感じている。
もう一つは共同という部分で、野花南で大
きくやっている人達がいるが、結局、無人ヘリ
コプター関係でも、農家の人達がそこに取ら
れて、農家に地に足を付けないで、米のみに特
化しているので、プラスアルファーの部分で
農業に力を入れてほしいが、無人ヘリコプタ
ーから違うものに変わってくれば考えも変わ
ってくると思うが、農業が芦別の基幹産業と
いいながら、厚生年金も狙いなのか、自分の
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家で農業を自立してやりたい人たちが少なく
なってきていると思う次第です。

市 の 回 答

○道路や河川などに被害があって、市役所に
修繕をお願いしたが、
「金が無いからできませ
ん」と言われた。農家は黙っていても税金が引
かれますが、我々としてもお金が無いから税
金を払いませんと言いたくなる。
今年も被害があって、市役所にお願いに行
こうと思っているが、課によって事情がある
とは思うが、そのような対応はしてほしくな
い。
加えて、総合計画について、市街地を中心に
考えている計画であり、農村地域については、
何も考えていないように思えるがいかがか。

●職員の市民対応ということだと思います
が、道路や河川が例としてありますが、確か
に、お金が無いと理由でできないというので
はなく、できる、できないは別としまして、状
況をお伺いした中で、どこまでならできるの
か、どうしたらできるのか、できない理由を考
えるのでなくて、どうすればできるかを考え
ていく必要があるということを我々職員とし
ても検討して行く必要があり、最終的にはで
きないのかもしれませんが、対応の仕方とい
うのは、職員に対して研修や指導をしていく
必要があると考えています。
その他、総合計画についてですが、計画の内
容が市街地中心の施策であって、農村地区に
関しての施策が無いのではないかとのご指摘
でしたが、新築の住宅を建てた際に、市から助
成金を出していますが、全市的に対象にさせ
ていただいておりますが、主な事業というこ
とでご説明させていただいた部分は、本町地
区、上芦別地区の事業をご説明させていただ
きましたが、黄金新城地区につきましては、農
業振興に関する施策が総合計画には反映され
ますので、本町、上芦別地区の計画ということ
ではありませんし、農村地域で必要な施策が
ありましたら、ご遠慮なくご意見等をお寄せ
いただければと思います。

○修繕をお願いしに市役所に行くと、確かに ●ご意見として受け止めさせていただきま
お金が無いという説明は何回も聞くが、現地 す。
で見ていると、今のうちに手を打っておけば、
大きなことにならないと考えているところで
あり、警察にしても、市役所にしても事が起き
てからでないと手を打たない。
そうではなくて、我々は現場にいて、放置し
たらどうなるかわかるので、事前に手を打つ
方法を考えていただきたい。
●荻原市長（お礼）
大変お疲れのところを最後まで熱心に参加
いただきありがとうございました。いくつか
貴重なお話もいただき、ご批判もいただきま
した。
特に、市役所は信用できないというお話もい
ただきましたが、市役所は市民の皆様方の役
に立つ所でありますので、そのような対応が
あったということにつきましては、私の立場
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からも深くお詫びを申し上げ、信頼の回復に
努めてまいりたいと考えております。
加えて、後手に回らないような行政執行を
というお話もありましたが、道路や河川につ
ては大きな形に繋がりかねない部分でもあり
ますが、そのような目線を持ち合わせながら
対応するよう私からも指示をさせていただい
て、小さなところからでも優先性をもって対
応していくという思いで進めてまいりたいと
考えております。
先ほど、職員給与についてもお話があり、ご
意見のあった部分については、受け止めさせ
ていただきますが、給与削減については、私の
本意ではありません。天に唾を吐くのと同じ
でありまして、これまでの行政執行を、結果と
して給与削減に転嫁をするということでし
て、職員の皆様に協力してほしいと伝えざる
を得なくなったところです。
つまりこれは、行政運営の視点に問題があ
ったということですが、将来に向けてという
部分で、課題を提起させていただいたわけで
ありますが、向かうところは、芦別市と市民の
生活を守るために、持続させるためにやらな
ければならない事でありまして、ご案内のよ
うに芦別市はダッチロール状態であり、厳し
い財政状下から財政基盤をしっかりつくりあ
げていく必要がありますので、行政に関わる
者としてしっかり考えていかなければならな
い課題であります。
特別職と管理職につきましては、この４月
から実施しておりますが、今、職員組合と協議
させていただいておりますので、６月に改め
て協議の場を持ちますので、協議のうえ理解
を得たいと考えております。
市民の皆様にご負担をお願いする前に出来
る所を、まずは職員から対応を取るというの
が筋だと思っておりますので、職員一人ひと
りにとっては生活給という問題もあります
が、ここを越えなければならないと思ってお
りますので、そのことによって展望が見える
と考えており、ある意味では将来に対する出
資として、ご理解をいただけるよう努力して
まいりたいと思っております。
いずれにしても、ここ数年が正念場だと思
っており、しっかりと乗り越えるためにも、庁
内的にはこのような努力をさせていただこう
ということであります。
これからのまちづくりは、皆様方と一緒に
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進めていかなければならないと考えており、
これだけ人口の規模が小さくなりますと、パ
イが薄くなり、入りが薄くなると出も揃えて
いく必要があり、軌道修正をする状況にあり
ますので、私は縮充ということを申し上げて
おりますが、全体をコンパクト化しなければ
なりませんが、だからといって委縮するもの
ではなく、市民の皆様に対するサービスを充
実する部分についても行っていかなければな
らないと考えておりますので、そういった事
を総合計画にも盛り込ませていただいて、住
みよい安全安心なまちづくり、地域の皆様の
健康づくりに充実が図られるような、そんな
仕組みを構築していきたいと考えておりま
す。
色々なご懸念もいただきましたが、いただ
いた点につきましては、一歩でも前に向けら
れるよう努力をしてまいりたいと考えており
ます。
ご案内のように芦別市は今様々な課題を抱
えております。
課題はありますが、一つ一つ着実に前進が
できるように、これからも努力をしていきた
いと思っておりますので、ご支援、ご協力をお
願い申し上げ、また、本日ご参加をいただきま
したことに対し改めて感謝し、皆様の今後の
ご健勝とご多幸をご祈念申し上げまして、閉
会にあたってのご挨拶とさせていただきま
す。本日は誠にありがとうございました。
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