
■浜益区地域協議会開催状況 ［第１期/２箇年分］

年度 回数 開催場所 特記事項

・各委員に委嘱状交付される。

・第1回目の開会にあたり田岡市長よりあいさつ。

・地域自治区の概要、地域づくり、地域経営の流れ等スライドで説明。

・初代会長に「石橋千春氏」、副会長に「北嶋富作氏」を互選。

・同計画について石狩市長より意見を聴取される。

・第1回目に示された同計画の内容について検討。

・市長からの意見聴取に対する回答を取りまとめる。

・「地域づくり基金」の使途、考え方、振興補助金要綱について説明。

・地域自治区振興事業として4事業のH18予算要求を確認。

・推薦依頼のあった同委員に「立浪ゆかり」委員の推薦を決定。

・グループ制（3グループ）の導入を決定しグループ分けを行う。

・同計画の策定経過、素案と最終計画との修正箇所等を報告。

・4事業の予算ヒアリングの経過等を報告。2事業と新たな1事業を確認。

・グループに分かれリーダー、サブリーダーを互選。
・グループテーマ等について意見交換し、検討結果を発表。

・第5回でまとめたテーマに基づきグループ討議を行う。

・予算案の概要、主要施策の概要、浜益区主要事業について報告。

・同計画基本方針、基本構想素案、同資料編、策定スケジュール等報告。

・前回までの各グループ毎の検討経過を報告。

平
成
17
年
度

開催月日 出席状況開催時間

第1回 H17.10.18 (火) 14:30 ～ 17:00 第１
会議室

13

◇会長及び副会長の選任

◇石狩市過疎地域自立促進市町村計画について

/ 15

第2回 H17.10.26 (水) 13:00 ～ 14:30 第１
会議室

12 / 15

第3回 H17.11.24 (木) 14:00 ～ 16:00 庁議室 13 15/

第4回 (水)H17.12.21 14:00 ～ 15:30 庁議室 15/

第7回 H18.3.20 (月) 14:00 ～ 15:30 庁議室

～ 17:15 庁議室

12

第5回 H18.1.27 (金) 15:00 13

◇石狩市過疎地域自立促進市町村計画について【報告】

◇石狩市総合計画策定審議会委員の推薦について

◇今後の地域協議会のあり方について

/ 15

9 / 15

9 / 15

◇石狩市過疎地域自立促進市町村計画について

◇石狩市過疎地域自立促進市町村計画に対する意見(案)ついて

◇地域づくり基金について

主な協議項目・内容・結果等

◇委嘱状交付

◇市長あいさつ

◇地域自治区及び地域協議会の概要説明

◇地域自治区振興事業について【報告】

◇委員グループ制の導入と今後の進め方について

第6回 H18.2.27 (月) 14:00 ～ 15:45 庁議室
◇グループテーマについて［グループ討議］

◇平成18年度当初予算について【報告】

◇第4期石狩市総合計画基本構想素案について【報告】

◇グループテーマについて［グループ討議］

資料２
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年度 回数 開催場所 特記事項開催月日 出席状況開催時間 主な協議項目・内容・結果等

・向こう1年間の協議会の開催スケジュール等を確認。

・調整のついたグループテーマから随時、全体協議することを確認。

・テーマ①道の駅「マオイの丘公園」によるまちづくりについて
・テーマ②グリーンツーリズム特区によるまちづくりについて

・テーマ③ごみの資源化と再利用について

・市総合計画策定審議会より答申された内容について報告。

・グループテーマ初の全体討議、生活・文化G立浪座長より提案。

・アンケート調査結果を報告し全体協議終了。

・グループ代表による検討会議を開催することを決定。

・自治会連合会が退任した石橋千春氏に代わり羽山勇一氏を新たに推薦。

・関連があることから2項目を合わせて協議。H19地域自治区振興事業を検討するも…。

・羽山委員の紹介。新会長に「北嶋富作氏」、副会長に「佐々木友治氏」を選任。

第1回 H18.4.26 (水) 14:30 ～ 17:00 庁議室 9

第2回 H18.6.1 (木) 8:00 ～ 18:00 9 /

◇まちづくり施策先進事例研修視察<長沼町・石狩市内>
　【長沼町】～道の駅「マオイの丘公園」

　【石狩市内】～リサイクルプラザ

長沼町・
石狩市内

第3回 H18.6.28 (水) 18:00 ～ 20:00 庁議室 9
◇第4期石狩市総合計画基本構想審議会答申について【報告】

◇<Gr.テーマ1>ごみ減量化と資源化［全体討議］

第4回 H18.8.28 (月) 13:30

～ 15:10 庁議室

～ 15:10 庁議室

グループ
検討会議

H18.9.27 (水) 13:40

/11
◇H19地域自治区振興事業の取り扱いについて

/

/

・活動状況周知のための地域協議会だよりの発行を確認。
　<H18年5月、第1号を発行～以降、毎月発行>

◇当面の運営方針について

◇地域協議会だよりの編集発行について 地協だより
VOL.1

地協だより
VOL.2

地協だより
VOL.3

◇<Gr.テーマ1>ごみ減量化と資源化［全体討議～継続］
15

15

15

15

◇グループテーマについて

◇新たな地域協議会員の推薦について【報告】

◇平成19年度地域自治区振興事業について
◇地域自治区振興事業に係るグループテーマについて

地協だより
VOL.4～5

地協だより
VOL.6

6 / 14

地協だより
VOL.7

・H19予算要求に向けた地域自治区振興事業を検討。前年から継続の3事業を確認。グルー
プ検討会議で出されたキーワードから想定される新規事業は事務局が腹案を用意し、それ
を叩き台に次回検討することに。

/ 1511

◇新たな委員の紹介及び役員選任について

◇地域自治区振興事業について
～ 19:30 庁議室第5回 H18.10.25 (水) 18:00

15:00 ～ 16:45 庁議室 9 / 15

◇平成19年度地域自治区振興事業について
・前回確認した前年から継続3事業のうち、「和牛生産推進事業」は完了により実施しない
ことを確認。事務局腹案の6事業を叩き台に新規事業を検討。緊急性を考慮し、浜益高校存
続に関することを振興事業として予算要求することとし、事業内容細部については事務局
に一任。

平
成
18
年
度

第6回 H18.11.15 (水)
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年度 回数 開催場所 特記事項開催月日 出席状況開催時間 主な協議項目・内容・結果等

・平成19年度予算に係る浜益区関連の主要事業について説明、報告。

・市財政再建計画に基づく地域協議会委員報酬額の改定について説明。

　［会長］20,000円/年→18,000円/年 ［委員］18,000円/年→16,200円/年に。

・平成19年4月から市が運行主体となる浜益区のバス運行システムについて説明。
　［浜益スクールバス運行(区内線)］、［浜益滝川間乗合自動車運行(滝浜線)］

『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市町村合併グループ　主幹 清水敬二氏

17:15

◇平成19年度主要事業について【報告】 地協だより
VOL.8～9

◇各種委員の報酬等の改定について

◇新交通システムについて 11 / 15

9 / 15

◇石狩市観光振興計画(案)について
・市が策定した石狩市観光振興計画(案)の大まかな骨子、概略を支所担当より説明。全体
協議せず各自で検討することに。

第7回 H19.1.24 (水) 15:00

～ 15:45 庁議室

庁議室～

地協だより
VOL.10～11

平
成
18
年
度

(

つ
づ
き

) ◇講話
　［テーマ］これからの地域協議会のあり方について

第8回 H19.3.22 (木) 13:30
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年度 回数 開催場所 特記事項開催月日 出席状況開催時間 主な協議項目・内容・結果等

・平成19年度より支所各課長職にも参加を要請。各課長の紹介と所管業務概要を説明。

・向こう1年間の協議会の開催スケジュール等を確認。

・地域自治区、地域協議会の設置経緯や現状についての視察研修の受入れ。
　［佐々木副会長・立浪委員・木村委員・事務局で対応］

・自治会の現状と課題について、合併後初の合同情報交換会を開催。

・支所全課長よりそれぞれ行政報告。

・第１期2年間を振り返り、その総括を行う。

H17
H18 Gr.検討会議除く
H19 視察受入除く

全体

平
成
19
年
度

出席率

◇浜益支所各所管業務について 地協だより
VOL.1213:30 ～ 15:00 庁議室 10

◇地域協議会年間スケジュールについて
第1回 H19.4.25 (水) / 15

◇先進地視察研修受入れ<幕別町忠類地域住民会議>
視察受入 (金)H19.6.1 10:45 ～ 12:15 庁議室 3

◇浜益区地域協議会、浜益区自治会連合会 合同情報交換会
9 / 15　［テーマ］浜益区の地域づくりについて

情報
交換会

H19.6.27 (水) 18:00 ～ 20:00 きらり

第2回 H19.7.25 (水) 18:00 ～ 17:40 庁議室 / 15

地協だより
VOL.13～15

・自治会連合会との合同情報交換会について、意見や感想など総括的な取りまとめを行っ
た。

8

◇浜益支所各所管業務について【報告】

◇自治会連合会との情報交換について【総括】

◇地域自治区振興事業について【継続】
・H18から継続となっていた地域振興事業について協議する予定であったが、時間の関係
から次回以降に検討協議することとした。

第3回 H19.8.29 (水) 14:00 / 15
地協だより
VOL.16～17

◇地域自治区振興事業について【継続】
・H18、前回から継続となっていた地域振興事業4事業について、その可能性や実現性、問
題点や課題等の意見交換を行った。

～ 庁議室

10～ 15:45 庁議室

第4回 H19.9.20 (木) 14:00 / 15
・前回からの継続で地域振興事業4事業や新たな事業について、内容を掘り下げ更に検討
し、次体制へ引き継ぐための集大成とする。

◇2年間の総括について

◇地域自治区振興事業について【継続】

77.14%
65.00%
61.67%
68.77%
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