
第７期　厚田区地域協議会協議事項経過　　　 （任期:H29.10.1～R01.09.30）

NO 年度 会議名 開催日 場所
委　員

出席数
協議事項 報告事項他、特記事項

1 H29
第7回厚田区地

域協議会
H29.10.24（火） 望来コミュニティセンター 14人

・委嘱状交付

・会長、副会長選任

・H30.4.27開業の道の駅について進捗状況の報告有り

・議事録全文筆記から要点筆記への変更承認

2 H29
第8回厚田区地

域協議会
H29.11.16（木） 厚田保健センター 12人

・地域振興事業の提案

　（厚田150周年記念事業、第4回水彩画展）

・厚田カンパニー構想実行委員会委員選定について

・地域おこし協力隊について（検討委員会設置）

・道の駅見学会について

・地域協議会の運営について

・厚田区「あったか」ニュースの発行について

3 H29
第9回厚田区地

域協議会
H29.12.21（木） 望来コミュニティセンター 11人 ・厚田区地域おこし協力隊募集について

・厚田区住民アンケートについて

・厚田150年記念事業について

・厚田小中学校設立準備委員会教育課程部会について

・委員の推薦について（各委員会より地域協議会への選出要請）

　①石狩まるごと会議、②（仮）厚田小中学校設立準備委員会、

　③風力発電ゾーニング手法検討委員会

4 H29
第10回厚田区

地域協議会
H30.01.30（火） 厚田保健センター 13人 ※協議事項なし

・厚田住民アンケート

・厚田区地域おこし協力隊の募集について

・道の駅オープンに向けた取り組みについて

・『厚田区あったかニュース』発行に向けて

・生活支援体制整備事業①について

5 H29
第11回厚田区

地域協議会
H30.02.22（木） 望来コミュニティセンター 11人

※協議事項なし

・座談会～テーマ『若者と地域づくり』

・望来小学校について

・生活支援体制整備事業②について

6 H29
第12回厚田区

地域協議会
H30.03.21（木） 厚田保健センター 11人 ・今後の地域協議会について

・地域おこし協力隊について

・石狩市総合戦略推進懇話会委員承諾について

・道の駅完成内覧会について

7 H30
第１回厚田区

地域協議会
H30.04.23（月） 厚田保健センター 12人 ※協議事項なし　→　厚田支所組織紹介

・道の駅関連情報について

・平成30年度厚田区関連事業について

・ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ対応観光ﾙｰﾄ創出事業について

・地域おこし協力隊の採用について

・住民アンケート結果（第1弾）について

・厚田保育園の入所要件について

・地域公共交通の活性化について

8 H30
第２回厚田区

地域協議会
H30.05.22（火） 望来コミュニティセンター 11人

・「石狩市過疎地域自立促進市町村計画」の変更について

・道の駅を核とした地域振興のあり方について

・地域おこし協力隊の着任について

・厚田アクアレール水彩画展について

9 H30
第３回厚田区

地域協議会
H30.06.25（月） 厚田保健センター 12人 ・道の駅を核とした地域振興のあり方（その2）について

・アクアレール水彩画展 今後の動きについて

・厚田区あったかニュース発行について

・地域おこし協力隊活動予定について

10 H30
第４回厚田区

地域協議会
H30.07.27（金） 虹が原会館 8人 ・道の駅を核とした地域振興のあり方（その3）について ・エネルギー地産地消事業化モデル支援事業計画について

11 H30
第５回厚田区

地域協議会
H30.08.27（月） 厚田保健センター 14人

・石狩市表彰条例に基づくH30表彰候補者の推薦依頼について

・第7期「前期振り返り」と「今後の展開」について

・道の駅を核とした地域振興のあり方（まとめ）について

・第4回厚田アクアレール水彩画展（振り返り）について

・道の駅利用状況と今後の計画等について

12 H30
第６回厚田区

地域協議会
H30.09.26（水） 望来コミュニティセンター 12人

・将来の地域自治区のあり方 検討に向けて

- その１- 今後のスケジュール、自治区制度、経過の再確認

・厚田カンパニー構想　アンケート中間報告等について

・9/6 北海道胆振東部地震における厚田区の状況等について

・厚田150周年記念事業について

13 H30
第７回厚田区

地域協議会
H30.10.25（木） 聚富会館 9人 ・将来の地域自治区のあり方について―その２―

・厚田区あったかニュースの発行について

・厚田150周年記念事業について

14 H30
第８回厚田区

地域協議会
H30.11.22（木） 厚田保健センター 14人

・エネルギー地産地消事業化モデルについて

・地域振興事業 基金活用提案について

・地域おこし協力隊 活用検討結果について

・将来の地域自治区のあり方について

・市政懇話会について

15 H30
第９回厚田区

地域協議会
H31.01.21（月） 望来コミュニティセンター 8人

・地域おこし協力隊 選考委員の推薦について

・座談会～若い世代の声を引き出す「進め方」を探る～

・石狩市都市骨格方針の素案作成について

・洪水氾濫危険区域図について

16 H30
第１０回厚田

区地域協議会
H31.02.26（火） 厚田保健センター 11人

※協議事項なし

・座談会　～若い世代の声を引き出す「進め方」を探る～
・『厚田区地域おこし協力隊報告会』の案内

17 H30
第１１回厚田

区地域協議会
H31.03.20（水） 望来コミュニティセンター 9人 ・住民アンケート会議「最終報告書」（案）について

・学校跡地利活用の検討状況について

・厚田区あったかニュースについて

18 H31
第１回厚田区

地域協議会
H31.04.24（水） 厚田保健センター 11人

・平成31年度厚田支所組織体制について

・地域おこし協力隊の追加募集について

・平成31年度厚田区関連事業について

・地域おこし協力隊の着任について

・道の駅関連情報について

・あったかニュースの発行について

19 R元
第２回厚田区

地域協議会
R01.05.23（木） 望来コミュニティセンター 7人 ・地域協議会の今後の方向性について

・平成30年度厚田区内各団体活動報告について

・地域おこし協力隊の着任について

・ＧＷの道の駅及び区内の飲食店・商店等の状況について

・厚田区地域おこし協力隊の関連情報について

20 R元
第３回厚田区

地域協議会
R01.06.25（火） 厚田保健センター 14人 ・コミュニティ･スクールについて

・厚田区内イベント情報について

・厚田区地域おこし協力隊の着任について

・厚田区地域おこし協力隊のイベント案内について

21 R元
第４回厚田区

地域協議会
R01.07.23（火） 厚田保健センター 　人

・新市建設計画「合併まちづくりプラン」の計画変更及び

　地域自治区の設置期間延長に伴う協議について

・第7期の協議経過の振り返り

・石狩市消費生活センターからのお知らせ

・厚田区地域おこし協力隊の着任について

・厚田区地域おこし協力隊イベント案内について

22 R元
第５回厚田区

地域協議会
R01.08.　（　） 　人

23 R元
第６回厚田区

地域協議会
R01.09.　（　） 　人



【平成29年度】

14 1

12 1

11 1

13 1

11 1

11 0

<第7期　厚田区地域協議会の開催状況>

開催回 第７回 開催日 H29.10.24 開催場所 みなくる 会議時間 17:30-19:00 出席数 傍聴数

主な
内容

委嘱状交付並びに委員紹介の後、市長のあいさつが行われました。
協議事項として、今期の会長に簗田敏彦委員、副会長に渡邉教円委員が選出されました。
その他事項として、7期協議会の運営方針の確認について、自治会との連携、厚田カンパニー構想に向けた取り組
み、地域自治区のあり方の検討など、７期中の取り組みの方向性を確認しました。

開催回 第８回 開催日 H29.11.16 開催場所 保健センター 会議時間

みなくる 会議時間 17:00-17:50 出席数 傍聴数

主な
内容

協議事項では、厚田区住民アンケートの実施、厚田150年記念事業の概要の確認など、今後の地域振興の取り組み
について地域の関わりを確認しました。

18:30-19:30 出席数 傍聴数

主な
内容

協議事項では、地域振興事業の提案について、「厚田水彩画展芸術文化振興事業」並びに「厚田150年記念事業」
について協議を行い基金活用について承認されました。また、地域おこし協力隊の今後、将来のあり方を検証する
検討委員会の設置が承認されました。

開催回 第９回 開催日 H29.12.21 開催場所

会議時間 18:30-19:30 出席数 傍聴数

主な
内容

協議事項はありませんでした。
報告事項では『道の駅オープンに向け、地域がどのように関わっていくか』共有するため、今後の取り組みの趣
旨、方向性を確認しました。

開催回 第10回 開催日 H30.1.30 開催場所 保健センター

会議時間 18:30-20:00 出席数 傍聴数

主な
内容

協議事項では、今後の地域づくりのあり方として、『区外の若者を新たな人材として活躍できる可能性を検討す
る』ため、座談会形式でこれまでの若者の関わりを共有し、今後のアイデアを持ち寄りました。

開催回 第11回 開催日 H30.2.22 開催場所 みなくる

会議時間 18:30-19:30 出席数 傍聴数

主な
内容

協議事項では地域協議会の開催頻度等、今後の運営について再確認するため協議しました。
開催回 第12回 開催日 H30.3.22 開催場所 保健センター



【平成30年度】

12 2

11 3

12 2

8 1

14 1

12 3

<第7期　厚田区地域協議会の開催状況>

開催回 第１回 開催日 H30.4.23 開催場所 保健センター 会議時間 18:30-20:00 出席数 傍聴数

主な
内容

道の駅オープン時の地域の係り、新年度の厚田区関連の事業予算、厚田区に関連する各種事業（インバウンド対応
観光ルート創出事業、地域公共交通の活性化に向けた今後の取り組み等）を地域として共有するため説明がありま
した。

開催回 第２回 開催日 H30.5.22 開催場所 みなくる 会議時間

保健センター 会議時間 18:30-20:00 出席数 傍聴数

主な
内容

協議事項では、道の駅に対する地域の意見から、今後『道の駅を核として地域がいかに関わっていくか』検討の基
礎とするため、アイデアを出し合いました。

18:30-19:50 出席数 傍聴数

主な
内容

協議事項では、道の駅オープン後の地域の声をいかに活かしていくか検討を進めていくため、委員それぞれの立場
から地域の意見を持ち寄りました。
また、地域過疎計画の変更について諮問を受け、協議し『答申』することを確認しました。

開催回 第３回 開催日 H30.6.25 開催場所

会議時間 18:30-19:55 出席数 傍聴数

主な
内容

協議事項では、道の駅を核とした地域の係りに関するアイデアを実現させるため、『より具体策』を持ち寄り協議
しました。

開催回 第４回 開催日 H30.7.27 開催場所 虹が原会館

会議時間 18:30-20:00 出席数 傍聴数

主な
内容

協議事項では、第７期地域協議会の前期の協議事項を振り返り、今後の課題を協議しました。
報告事項では、前回までの道の駅を核とした地域の関わりについて出された意見を確認、共有しました。

開催回 第５回 開催日 H30.8.27 開催場所 保健センター

会議時間 18:30-19:55 出席数 傍聴数

主な
内容

協議事項では、地域自治区の期限に向け、地域自治区のあり方について、協議スケジュールを確認し、また、自治
区設置に至る経緯、自治区延長の経過について再確認しました。

開催回 第６回 開催日 H30.9.26 開催場所 みなくる
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<第7期　厚田区地域協議会の開催状況>

傍聴数
主な
内容 荒天のため「中止」

開催回 第９回 開催日 H30.12.19 開催場所 みなくる 会議時間 出席数

会議時間 18:30-19:50 出席数 傍聴数

主な
内容

協議事項では、地域自治区の取り組みを振り返る上で地域振興団体のこれまでの活動と成果、今後の課題について
協議しました。

開催回 第７回 開催日 H30.10.25 開催場所 聚富会館

会議時間 18:30-20:05 出席数 傍聴数

主な
内容

協議事項では、新年度の地域振興事業（厚田水彩画展芸術文化振興事業）について、地域おこし協力隊制度の活用
について提案があり、いずれも承認されました。
また将来の地域自治区の方向性として①将来も地域のことを話し合い、地域活動をバックアップする場は必要であ
り、②地域協と自治会が連携を深め、③若い人の意見を聞き、活かすことが必要であることが確認されました。

開催回 第８回 開催日 H30.11.22 開催場所 保健センター

会議時間 17:00-18:00 出席数 傍聴数

主な
内容

協議事項では、地域おこし協力隊選考委員会の委員推薦について、地域協議会から簗田会長の推薦を決定しまし
た。
会議終了後、若い世代の声を引き込むための方法について、座談会形式で話し合いそのターゲットを「区内在住の
若者」「子育て世代」「移住者」「区外からの通勤者」、目指す姿としては「昔あった『青年会』のような活動の
場（若い世代が集い、自主的に楽しみ活動する場）が良い」などの意見が挙がりました。

開催回 第９回 開催日 H31.1.21 開催場所 みなくる

会議時間 18:30-19:47 出席数 傍聴数

主な
内容

報告事項では、地域おこし協力隊活動報告会の案内と新年度の採用に向けた予定を確認しました。
会議終了後、若い世代の活動のための第２弾座談会として話し合い、具体的なアイディアとして「若い世代が話題
を共有する場の仕掛けが必要」「無理なく集まれる小さな集まりからはじめる」「地域づくりなど重たいテーマは
タブー」などの意見が挙がりました。これを受け、若い世代が自主的に発想し、企画し、活動することで新たな可
能性を見出せるのではないか、まずは「地域の若い世代が気軽に集まれる場づくり」からはじめていくことを確認
しました。

開催回 第10回 開催日 H31.2.26 開催場所 保健センター

会議時間 18:30-19:40 出席数 傍聴数

主な
内容

協議事項では住民アンケート最終報告書の説明を受けました。分析を経た提言として、新たな地域づくりにはトリ
ガー的人材（自ら中心となり地域を引っ張っていく人）が不可欠であり、そのためには「個人のやりたいこと」
「できること」を実現する場を地域に提供するなど、従来より間口を広げ、自分たちで考え行動する場を整え、地
域づくりを進め、流出人口より「流入人口の増加」を果たすことを最終目標に定め、厚田が「自然豊か」で「気心
の知れた隣人とともに」「いつまでも暮らせる」地域づくりの取り組みが必要であることが確認されました。

開催回 第11回 開催日 H31.3.20 開催場所 みなくる



【平成31年度】

11 1

7 0

14 0

<第7期　厚田区地域協議会の開催状況>

開催回 第１回 開催日 H31.4.24 開催場所 保健センター 会議時間 18:30-19:20 出席数 傍聴数

主な
内容

協議事項では、地域おこし協力隊の１名追加募集について検討委員会から提案を受け承認されました（現行３名体
制から４名体制を目指す）。報告事項では５月１日新規着任の地域おこし協力隊の紹介や、新年度の厚田区関連の
事業予算、あったかニュースの発行、地域おこし協力隊のイベント情報提供がありました。

開催回 第２回 開催日 R1.5.23 開催場所 みなくる 会議時間

保健センター 会議時間 18:30-20:00 出席数 傍聴数

主な
内容

協議事項では、コミュニティ･スクールについて、厚田中学校長より説明を受け、令和2年4月開校の「厚田学園」
で採用されるコミュニティ･スクールの運営方針について理解を深めました。特色ある「厚田」版のコミュニ
ティ・スクールの取り組みに向け「地域協議会」としても協力していくことを確認しました。

18:30-19:50 出席数 傍聴数

主な
内容

協議事項では、第8期の委員選出について推薦枠の考え方など委員に対して意見を求められました。報告事項では
厚田区内の地域振興団体の平成30年度活動実績やゴールデンウィーク期間中の道の駅の状況について報告がありま
した。

開催回 第３回 開催日 R1.6.25 開催場所

会議時間 出席数 傍聴数

主な
内容

審議事項- 新市建設計画「合併まちづくりプラン」の計画変更及び地域自治区の設置期間延長に伴う協議」
（企画経済部）
協議事項- 第7期の協議経過の振り返り
報告事項- 地域おこし協力隊の着任　他

開催回 第４回 開催日 R1.7.23 開催場所 厚田支所

会議時間 出席数 傍聴数

主な
内容

開催回 第５回 開催日 開催場所

会議時間 出席数 傍聴数

主な
内容

開催回 第６回 開催日 開催場所


