
■浜益区地域協議会開催状況 ［第２期/２箇年分］

年度 回数 開催場所 特記事項

・早急に「活性化協議会」なるものを立ち上げる。

・「活性化協議会」への派遣委員5名を選出。
①木村武彦委員　②佐々木茂雄委員　③寺山広司委員　④石橋ミツ子委員　⑤田中照子委員

・同事業の概要と自治会連合会総会(4/25)で確認された旨を報告。
・あわせて斎場利用協力金

①浜益区民コミュニティ普及推進事業(区民カレンダー製作)
②浜益区民スポーツフェスティバル事業(スポーツフェスティバル<夏・冬>開催)
・次の1事業について事業報告した。（評価対象外事業）
③和牛生産推進事業(経営分析基礎調査 ほか)

・浜益地区の活性化を考える連携会議での協議概要を報告。

～構成団体5団体。構成委員12名。団体役員(代表・副代表)など。

・前回に引き続き、これまで取り組んだ事業の評価と今後の取り組みを協議。

地協だより
VOL.24～25

地協だより
VOL.26～27

15

15

15

◇公共施設の有効活用について【継続】

◇浜益斎場緑化推進事業について【報告】

主な協議項目・内容・結果等

平
成
20
年
度

/

/

・6/19、浜益地区の活性化を考える連携会議において、地区の活性化を協議検討する新た
な団体の設立が承認された旨を報告。

◇地域自治区振興事業について
・これまで取り組んだ事業の評価。次の2事業について評価の視点と事業継続に関しての視
点から意見を取りまとめた。

～ 15:00 庁議室 11

◇浜益地区の活性化を考える連携会議について【報告】

◇地域自治区振興事業について【継続】

・①浜益区民コミュニティ普及推進事業(区民カレンダー製作)～前回取りまとめた意見を
整理したものを確認。

・②浜益区民スポーツフェスティバル事業(スポーツフェスティバル<夏・冬>開催)～前回
意見が分かれ再協議。

・今後の取り組みについて、第1期から引き継がれた4事業を説明。持ち帰り検討し、新規
事業を含め次回以降具体的に協議することとした。

第3回 H20.7.23 (水) 13:30

～ 15:00 8 /

◇新たな委員の紹介【報告】

庁議室

・役員変更により浜婦連推薦委員が岸本アイ委員(5/31退任)から白井かの子委員(6/1選任)
に交代となり紹介された。

◇浜益地区の活性化を考える連携会議について【報告】

第2回 H20.6.27 (金) 13:30

15:05 庁議室 8

・継続となっていた適沢コミセンの取り扱いについて、活用に向けた事業計画(案)、予想
される維持管理経費、今後のスケジュール(案)を協議。
・大まかな概算経費からも運営はかなり厳しいものの、地域協議会だけではなく広い範囲
での協議が必要。それを踏まえて最終判断することとした。

開催月日

第1回 H20.4.30 (水) 13:30

出席状況開催時間

～

資料4
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年度 回数 開催場所 特記事項主な協議項目・内容・結果等開催月日 出席状況開催時間

・浜益地区の活性化を考える連携会議での協議概要を報告。

・前回に引き続き、これまで取り組んだ事業の評価と今後の取り組みを協議。

・第5回はまます井戸端倶楽部連携会議の開催状況を報告。
～10/20(月)に開催された佐々木企画経済部長との意見交換会の概要等を報告。

・平成21年度予定事業
～現段階で想定されるH21振興事業（予定）の2事業を報告。
　①浜益区民コミュニティ普及推進事業［区民カレンダー製作］

　次回に上記2事業とその他振興事業（あれば）の詳細を示し承認を得ることとした。
・その他、新たな事業

・第1期から引き継がれた4事業についても協議。

地協だより
VOL.30

～前回提案された、①「地酒」②「温泉での直売施設（売店）」③「浜益米の販売」の3項
目の検討経過等について説明し、協議。

平
成
20
年
度

(

つ
づ
き

)

◇はまます井戸端倶楽部連携会議について【報告】

◇石狩市浜益保養センターについて【報告】
・10/8(水)に開催された「浜益温泉の経営を考える意見交換会」の開催概要、参加者から
の意見等を報告。

◇地域自治区振興事業について

　②林道ウォーク＆マラソン事業［第4回浜益「いっぺ、かだれや」林道ウォーク＆マラソ
ン開催］

～ 15:25 庁議室第5回 H20.10.29 (水) 13:30

15/8

・浜益温泉の経営の現状（収支や入館者数の推移など）、赤字幅削減のための営業時間変
更など来春からの対策案、その対策案に係るパブリックコメントや意見交換会など今後の
予定について経過を説明。

◇石狩市浜益保養センターの営業時間変更について【経過説明】

◇浜益地区の活性化を考える連携会議について【報告】

◇地域自治区振興事業について【継続】

/ 15

地協だより
VOL.28～29

9

～ 15:10 庁議室 ◇札浜線の運行状況について【報告】

～団体名称「はまます井戸端倶楽部」。委員提案による具体的な取り組み事項の検討状況
など。

・事業者(北海道中央バス㈱)による住民説明会の開催や利用者への聴き取り調査(8/14～
8/31=14日間)の実施について報告。

・②浜益区民スポーツフェスティバル事業(スポーツフェスティバル<夏・冬>開催)～前
回、前々回取りまとめた意見を整理したものを確認。

・前回、持ち帰り検討することとした、第1期から引き継がれた4事業とその他新規事業に
ついて協議。

第4回 H20.9.18 (木) 13:30
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年度 回数 開催場所 特記事項主な協議項目・内容・結果等開催月日 出席状況開催時間

・第6回はまます井戸端倶楽部連携会議の開催状況を報告。
～11/11(火)、「旧適沢コミセンの有効活用と地域活性化策について」検討した概要を報告。

・平成21年度予算要求事業を説明。
　①浜益区民コミュニティ普及推進事業［区民カレンダー製作］～要求額240千円

～上記2事業の予算要求についてが確認された。
・その他、新たな事業

・H21地域自治区振興事業

<追加事業>おうとう雨よけハウス整備事業［雨よけハウス整備］～要求額4,116千円
【回答】12/1～12/5　【回答数】15　【無回答】0　【決定】12/5
～回答結果

［協議事項1］平成20年度第7回浜益区地域協議会を書面協議とすることについて
　同意する15名・同意しない0名
［協議事項2］平成21年度地域自治区振興事業（おうとう雨よけハウス整備）について
　同意する15名・同意しない0名
～取扱い

◇石狩市浜益保養センター（浜益温泉）の営業時間変更について【報告】
・「浜益温泉の経営を考える意見交換会」とパブリックコメントに寄せられた意見等の内
容とその検討結果を報告。

平
成
20
年
度

地協だより
VOL.31

◇はまます井戸端倶楽部連携会議について【報告】

第6回 H20.11.19 (水)

書面協議

◇地域自治区振興事業について

(

つ
づ
き

)

地協だより
VOL.32

◇地域自治区振興事業について【継続】

　②林道ウォーク＆マラソン事業［第4回浜益「いっぺ、かだれや」林道ウォーク＆マラソ
ン開催］～要求額550千円

～協議案件が前回(11/19)協議済の追加項目であったことや次回の開催予定日(1/23)が確認
済であったことから書面協議とした。

　回答結果を受けH21地域自治区振興事業として上記事業に係る予算要求をすることとし
た。

10

～前回検討した「浜益米の販売」で、米の流通ルートの確保等についてホクレンへの照会
内容を報告。

・寄せられた意見等から原案通り営業時間を変更するための条例の一部変更案を議会に提
案する旨を報告。

13:30 ～ 15:20 庁議室

15第7回
H20.11.28 (金)

提案

H20.12.5 (金)
決定

/ 15

/ 15
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年度 回数 開催場所 特記事項主な協議項目・内容・結果等開催月日 出席状況開催時間

・第7回及び第8回はまます井戸端倶楽部連携会議の開催状況を報告。
～「旧適沢コミセンの有効活用と地域活性化策について」協議検討された内容等を報告。

・第7回地域協議会が書面協議に至った経過と結果を説明。
・併せて今後の同様のケースの取り扱いについて協議した。

・テーマ:地域協議会のあり方や今後の取り組みについて

■平成21年度の取り組みについて ［目標設定］

【会議の開催頻度】※会議の開催はどれくらいのペースを目標とするか？など

【検討テーマ】※現在の浜益区の状況からどんなテーマを協議していくべきか？など

【地域自治区振興事業】※今、浜益区で求められている事は？どんな振興事業に取り組むべきか？メニューの洗い出し方法は？など

【地域意見の取りまとめ】※区民の意見をどう取りまとめ、どう反映させていくか？など

【委員の数】※2期目2年の任期満了を9月に控え、委員の数はどうか？など

地協だより
VOL.33

地協だより
VOL.34～35

平
成
20
年
度

(

つ
づ
き

)

15/

第9回 H21.3.25 (金)

◇意見交換【フリートーキング】

～会議の開催頻度や委員数など「地域協議会のあり方」と今後協議が必要なテーマや振興
事業の活用など「今後の取り組み」についてフリートーキングによる意見交換を行った。

◇はまます井戸端倶楽部連携会議について【報告】

12第8回 H21.1.23 (金) 15:00
◇平成21年度地域自治区振興事業について【書面協議経過説明】

/ 1515:00 ～ 庁議室

～ 16:25 庁議室

◇はまます井戸端倶楽部連携会議について【報告】

◇平成21年度浜益区関連主要事業について【報告】

◇平成20年度総括と平成21年度の取り組みについて延期
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年度 回数 開催場所 特記事項主な協議項目・内容・結果等開催月日 出席状況開催時間

15:00 ～ 16:00 ・地域自治区、地域協議会の仕組み、役割、取り組み等についてＰＰで説明。

・開会直前に机上に配付。

・改選後最初の開会にあたり田岡市長よりあいさつ。

16:00 ～ 17:10 ・互選により会長に「神田一昭氏」、副会長に「岸本教範氏」を選任。

・市長との意見交換。適沢コミセン(旧ふるさと塾)の件ほか。

・第1期2年間に取り組んできた内容等を報告。

・H20予算編成に向け3事業について予算要求することを確認。
①浜益区民コミュニティ普及推進事業(区民カレンダー製作)
②浜益区民スポーツフェスティバル事業(スポーツフェスティバル<夏・冬>開催)
③浜益斎場緑化推進事業(斎場周辺環境整備)

・H20から閉鎖予定の適沢コミセンの取り扱いについて協議開始。
・次回以降も継続検討。年明け早々の結論を目指す。
・方向性としては何とか維持存続できる方策を検討すべきとした。

・適沢コミセンの取り扱いについて前回から継続して協議。
・観光案内所や特産物直売所として活用。その運営の中心は観光協会が望ましい。
・方向性は固まったが、実現に向け次回以降更に具体的に協議することとした。
①地域協議会としてどの様な動きをすべきか。
②運営団体等への働きかけをどうすべきか。
③各産業団体との調整をどう図るか。 など

地協だより
VOL.20

地協だより
VOL.18

地協だより
VOL.19

・JA推薦委員が後藤崇委員(体調不良により11/30退任)から河上干城委員(12/1選任)に交代
となり紹介された。

◇平成20年度地域自治区振興事業について

◇公共施設の有効活用について

◇新たな委員の紹介【報告】

/

15

9

・前回確認を受けた3事業のうち、詳細が未確定だった「浜益斎場緑化推進事業」の事業内
容、事業費等を報告。

◇公共施設の有効活用について【継続】 15

◇地域自治区及び地域協議会の概要説明

◇委嘱状交付

◇市長あいさつ

◇平成20年度地域自治区振興事業について【報告】

～ 15:20 庁議室

/

第7回 H19.12.19 (水) 13:30

～ 16:00 適沢
コミセン

9H19.11.21 (水) 14:00

第5回 H19.10.26 (金) 庁議室 8

◇第1期の取り組み状況【報告】

［事前会議］

平
成
19
年
度

［本会議］

◇市長との意見交換

◇会長及び副会長の選任
/ 15

第6回
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年度 回数 開催場所 特記事項主な協議項目・内容・結果等開催月日 出席状況開催時間

・H20予算に係る浜益区関連の主要事業を報告。

・第6回から継続協議となっている適沢コミセンの取り扱いについて協議。

・事業計画(案)をベースに今後の取り組みについて協議。
・施設の活用に向け地域協議会を含む区の活性化を目指す新たな団体設立の準備に入る。

・第2期ではグループ制を導入しないこととした。
・H20の年間スケジュールを事前設定しないこととした。（随時次回開催日を決める）

/

・次回は新団体設立の検討会議に参加するメンバー(5名)を決めると同時に、施設を維持す
るための大まかな経費を基に方向性を検討することとした。

9

/ 15

15

地協だより
VOL.22～23

(水)

平
成
19
年
度

(

つ
づ
き

)

◇公共施設の有効活用について【継続】

・前3回までの協議経過を振り返ったあと、協議報告書の提出(1/31)、各産業団体への趣旨
説明、協力要請(3/6～7)など取り組み状況を報告。

・この件の協議は次回までに止め、新たな団体設立のための検討に移行し、その協議経過
を随時地域協議会に報告していくこととした。

第9回 H20.3.27 ～(木) 13:30 13

◇平成20年度浜益区関連主要事業について【報告】

◇その他

15:45 庁議室

～ 16:50 庁議室

◇公共施設の有効活用について【継続】

第8回 H20.1.23 15:00

地協だより
VOL.21・適沢コミセンの取り扱いについて前回から継続して協議。①地域協議会としてどの様な

動きをすべきか、②運営団体等への働きかけをどうすべきか、③各産業団体との調整をど
う図るか、を協議。活用可能な道を探り早い段階での再生を目指すこととした。

・4月からの活用は無理と判断し、これまでの協議経過を一旦、市長に対し中間報告するこ
ととした。(H20.1.31付け、書面にて中間報告)
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