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<<厚田区地域協議会の開催状況>>

傍聴数

主な
内容

（自治連合会10人出席）
○地域協議会及び自治連合会の活動概要について

開催場所 みなくる 会議時間 18:00-19:40開催回 自治懇談 開催日

傍聴数

出席数 傍聴数

出席数 傍聴数

H18. 1.25

出席数

出席数

H18. 2.23

H18. 1.25

主な
内容

○交通システムの研究
　厚田区として緊急度の高い課題である交通システムの研究を進めるにあたり、各地域の現状と課題について話し
合われ、どの年代でも快適な生活を送ることができる交通システムの構築を目的とし、まず現状のバスの運行状況
などを把握したうえで、必要に応じ区内市民へのアンケート調査の実施も視野に入れ、地域としての取り組み方法
を検討していくこととした。

開催場所 厚田支所 会議時間 18:00-19:30開催回 第７回 開催日 H18. 3.28

主な
内容

○地域振興事業について
　スポーツ振興や農家民宿をはじめとして今までにたくさんの意見提案が出されたが、テーマを絞った中で今後の
協議会を進めていく必要があるため、まず、過疎の中に過疎を作らない、交通弱者を作らないことが緊急度の高い
課題であるとして、今後は交通体系について協議していくこととした。また、各地域の実態と課題の把握が必要な
ため、地域単位の委員同士で集約し、次回の協議会で報告することを確認した。

開催場所 厚田支所 会議時間 18:00-19:50開催回 第６回 開催日

第４回

主な
内容

○委員発議案件
　吹雪体験、かんじき散策など、農閑期に冬の観光、イベントを企画して農家民宿を開業することや、子どもたち
に体験してもらう形で山村留学を取り入れること、また、望来（もうらい）坂上に道の駅をつくり、地元の野菜な
どを販売してはどうかなどの意見提案。

開催場所 みなくる 会議時間 19:50-21:05開催回 第５回 開催日

傍聴数

出席数 傍聴数

主な
内容

○石狩市総合計画策定審議会委員の推薦について
　柴田由美子委員を推薦決定。
○委員発議案件
　厚田区においては、スクールバス等の有効活用を検討する必要があることを確認した。
　スポーツ振興を図るための体育振興会の存続について協議した。

開催場所 みなくる 会議時間 18:05-20:20開催回

H17.11.15

開催日 H17.12.14

出席数

第２回

主な
内容

○地域づくり基金の使途について
　基金条例をもとに、基金１億円の使途を確認した。
○厚田村史[概要版]について
　厚田の歴史を後世へ語り継ぐための財産は必要との意見が多く、「あつたの歩み」の発刊を地域づくり基金活用
事業として確認した。

開催場所 虹が原会館 会議時間 18:00-20:15開催回 第３回 開催日

出席数

出席数 傍聴数

主な
内容

○石狩市過疎地域自立促進市町村計画について
　厚田区地域協議会としての意見を取りまとめ、回答書を作成した。

開催場所 厚田支所 会議時間 18:55-21:05開催回

会議時間 15:00-17:00H17.10.20 開催場所 保健センター開催回 第１回 開催日

主な
内容

○会長及び副会長の選任
　会長　菅原道夫委員、副会長　佐藤勝彦委員
○石狩市過疎地域自立促進市町村計画について
　計画を策定することの趣旨及び作業スケジュールについて説明を受け、次回の会議で厚田区地域協議会としての
意見を取りまとめることを確認し、各自持ち帰り検討することとした。

開催日 H17.10.26

傍聴数



【平成１８年度】
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10 2出席数 傍聴数

主な
内容

○交通システム分科会の検討状況（中間報告）について
　地域住民の足（移動手段）の確保のために、交通について研究しようと始まった交通システム分科会による中間
報告と、滝川市滝の川東地区連合町内会で行う「ライフサポート活動」の視察研修について報告があった。年明け
に分科会としての最終報告をし、地域協議会で一定の考え方を取りまとめるとともに、「交通だけでなく地域住民
が相互に助け合うライフサポートも必要」との意見も出て、新たに分科会を設立することとした。

開催場所 みなくる 会議時間 18:10-19:45開催回 第８回 開催日 H18.12.22

主な
内容

【演題】「地域づくり」への新たな挑戦～自ら創る地域自治区（地域協議会）～
【講師】　北海道企画振興部地域主権局　主幹　清水敬二
　地域協議会委員の役割、住民主体の地域経営についての研修。

開催場所 みなくる 会議時間 17:00-18:10開催回 研修会 開催日 H18.11.18

出席数 傍聴数

出席数 傍聴数

主な
内容

○平成19年度予算に向けた具体的な取組みの検討について
　地域住民の健康維持、また一体感・連帯感を醸成し自主的主体的な活動を促す目的で、子どもからお年寄りまで
が参加できるスポーツと食を組み合わせた体育振興事業を地域振興基金を活用し実施することを確認した。

開催場所 厚田支所 会議時間 18:00-18:50開催回 第７回 開催日 H18.11.29

主な
内容

○平成19年度予算に向けた具体的な取組みの検討について
　今までの会議で話し合われてきた内容をまとめた結果、「健康」を一つの目標に設定し、子どもからお年寄りま
でが、食とスポーツを通じて健康であることが実感でき日々の生活への活力となるよう、また、心と体の健康を自
己管理できるような事業展開が必要であることを確認した。

開催場所 厚田支所 会議時間 18:05-19:40開催回 第６回 開催日 H18.10.20

出席数 傍聴数

出席数 傍聴数

主な
内容

○スポーツの振興
　厚田区自治連合会において各連合会の意見の取りまとめを依頼していたことに対し、「人材や資金の確保が各地
区においてバラつきがあり、区一つにまとまっての実施は困難な状況であることは確か」との報告を受けた。後日
開催予定である体育振興会の会合で最終的な考え方をまとめていく予定であり、地域協議会で出ている前向きな意
見も伝えた中で検討してもらうこととした。

開催場所 厚田支所 会議時間 18:05-19:10開催回 第５回 開催日 H18. 9.29

会議時間 18:30-20:00開催回 自治懇談 開催日 H18. 6.29

開催回 第３回

開催場所 厚田支所

開催場所 みなくる 会議時間 18:50-20:40

主な
内容

○恋人の聖地（厚田公園）について
　厚田公園展望台が認定されたことを受けて、地域協議会メンバーで現地視察を行い、一定程度の修理を終えた状
況を確認後、これからの地域としての係わりや今後の整備について話し合われた。

開催場所 厚田支所 会議時間 18:00-19:05開催回 第４回 開催日 H18. 8.24

主な
内容

○グリーンツーリズムについて
　委員よりグリーンツーリズムについての提案があり、農山漁村での実施の必要性など話し合った。
○恋人の聖地（厚田公園）について
　全国展開されている『恋人の聖地プロジェクト』について、厚田公園展望台が認定を受けた経過や事業概要が説
明された。

出席数 傍聴数

開催日 H18. 7.28

主な
内容

○スポーツの振興
　自治連合会と連携強化を図り、各自治会が中心となった流れを作る考え方で一致した。
・「食」に関する取組み
　委員それぞれの体験談などを踏まえ多くの意見が飛び交い、方向性を絞るまでには至らなかったものの、食への
感心の深さを確認した。

出席数 傍聴数

出席数 傍聴数

主な
内容

（自治連合会8人出席）
○スポーツの振興について

開催場所 厚田支所 会議時間 18:30-20:20開催回 第２回 開催日 H18. 5.30

出席数 傍聴数

出席数 傍聴数

主な
内容

○交通システムの研究
　前回から協議が始まった交通システムの研究について、専門グループを立ち上げより深く検討を進めていくこと
となった。また、次年度に向けた検討課題として、健康づくりを含めたスポーツの振興及び地産地消の第一歩とし
て「食」をテーマとする取り組みについて検討していくことを確認した。

開催場所 厚田支所 会議時間 18:10-19:55開催回 第１回 開催日 H18. 4.27

<<厚田区地域協議会の開催状況>>



13 0

11 0出席数 傍聴数

主な
内容

○交通システム分科会の検討状況（最終報告）について（継続）
　前回より継続協議となっていた交通システムの議題について、分科会から最終検討結果が報告された。内容は、
聚富・望来地区のスクールバス運行ルート沿線の住民を対象にスクールバスの利用に関し聴き取り調査を行ったと
ころ、特に移動手段を持たない住民からはスクールバスへの混乗について強い要望があり、この最終報告を受け地
域協議会としては早期実現に向けた関係機関との協議を進めていくことを確認した。

開催場所 みなくる 会議時間 18:00-19:00開催回 第１０回 開催日 H19. 2.23

主な
内容

○交通システム分科会の検討状況（最終報告）について
　地域の交通について研究する交通システム分科会より、5回の会議を経て議論した結果をまとめた最終報告書が協
議会へ提案された。内容は、区内の広範囲にわたり運行されているスクールバスに着目し、児童生徒のみならず一
般者も混乗できるシステムにすることにより、それを利用し公共交通のある国道まで出ることができ、住民の移動
手段が広がるのではというもの。

開催場所 みなくる 会議時間 15:10-16:10開催回 第９回 開催日 H19. 1.19 出席数 傍聴数
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主な
内容

○ライフサポート活動の提案について
　現委員の任期が満了となることから、これまでのライフサポート分科会での検討内容を一時とりまとめ地域協議
会へ提案した。分科会で行った聴取調査において、交通機関までの足と除雪に関し、苦慮している住民が非常に多
いことが把握されたことから、まずはその２点の支援を行うシステムづくりについて早急に検討する必要があると
し、それら詳細部分の検討を次期分科会へ引き継ぐことを確認した。

開催場所 厚田支所 会議時間 16:05-17:10開催回 第７回 開催日 H19. 9.28

出席数 傍聴数

出席数 傍聴数

主な
内容

○地域協議会委員改選に係る考え方について
　委員改選に伴い、公共的団体からの推薦による委員（１号委員）については、基幹産業である一次産業と自治会
との連携に力を置いた委員構成にする旨の説明を受けた。
○(仮)厚田だよりについて
　地域住民が主体となって作成する地域情報紙を来年春の創刊を目指し取り進めることを確認した。

開催場所 厚田支所 会議時間 18:00-19:05開催回 第６回 開催日 H19. 8.30

主な
内容

○地域活動団体の把握について
　地域で活動する団体の情報は、随時リストに追加し整理することとした。
○厚田海岸環境整備事業について
　平成21年度の供用開始に向けて工事が進められている海浜プールの進捗状況について説明を受けた。

開催場所 厚田支所 会議時間 18:00-19:30開催回 第５回 開催日 H19. 7.25

出席数 傍聴数

出席数 傍聴数

主な
内容

○地域情報の把握について
　地域課題の克服、またよりよい地域づくりを行うためには、地域協議会委員と地域住民（各種団体を含む）との
意見交換が必要不可欠であるとの共通認識に立ち、今までなかなかできずにいた住民との接点を見出すため、委員
活動のＰＲを含め地域へ入り込むきっかけとして、まずは区内で活動する様々な団体への聴取調査（目的、活動内
容など）を行いながら地域情報を把握することとした。

開催場所 厚田支所 会議時間 18:00-19:30開催回 第４回 開催日 H19. 6.29

出席数 傍聴数

主な
内容

○前回の研修を振り返る「地域協議会委員の役割について」
　委員は、推薦を受けた各種団体や各々の地域に入り込み、「厚田をこうしたい、こう変えていきたい」といった
地域の意見を吸上げることが、重要な役割の一つだということを確認した。

開催場所 厚田支所 会議時間 18:00-19:10開催回 第３回 開催日 H19. 5.25

出席数 傍聴数

主な
内容

【演題】「地域協議会の役割とあり方」及び「地域づくり基金のあり方」について
【講師】石狩市企画財政部長　佐々木　隆哉
　地域自治区という発想、補完性の原則の重要性、地域づくり基金の基本的な考え方などについての研修。

開催場所 厚田支所 会議時間 18:00-19:50開催回 第２回 開催日 H19. 4.26

主な
内容

○平成19年度地域協議会スケジュールについて
　地域協議会が発足して1年6カ月、暗中模索の中これまで取り組んできたが、新年度を迎えたこともあり、明確な
目標を定めたうえで取り組む必要があるとし、まずは再度「地域協議会の役割とあり方」、また「基金のあり方」
について理解を深めるため早急に研修会を開催することを確認した。

開催場所 みなくる 会議時間 18:00-19:25開催回 第１回 開催日 H19. 4. 5 出席数 傍聴数

<<厚田区地域協議会の開催状況>>


