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　まちづくりについてテーマごとに話し合う審議会は、市民
の皆さんの多様な考え方が反映されるよう、委員を随時公募
しています。登録者には、ご希望の審議会の公募案内を送
付します。
※登録された方を優先して委員に選任する制度ではありません。登録してい
　なくても委員に応募することができます

パブリックコメントの募集

審議会公募委員の
応募希望者登録制度

　昨年10月の消費税率10％への引き上げに伴い、介護保
険料(第1段階から第3段階)の軽減強化を行います。

※年間介護保険料は6月上旬に決定
しますが、介護保険システムの改修などに1カ月程度の時
間を要することから、4月中に意見の募集とその内容の検
討を行うため期間が1カ月未満となっています

意見の提出方法

意見の提出先

意見の検討結果
問 合 せ

氏名、住所、連絡先を明記の上、持参･郵送･ファクス･
メール･音声ファイル･録音テープのいずれかで提出。
意見はどなたでも提出できます
企画課　〒061-3292 花川北6･1･30･2（市役所
3階）　74･5581
kikaku@city.ishikari.hokkaido.jp
※詳しくは市HP、あい・ボード、市情報公開コーナー
（市役所1階）、市民図書館、担当課、各支所地域振
興課にある資料をご覧ください
5月中に公表予定
高齢者支援課☎72・6121

【石狩市介護保険条例の一部改正（消費税増税に伴う
  介護保険料の軽減/令和2年度分）について】 

審議会委員の募集

内 容

応 募 資 格

申込・問合せ

給食費を含む学校給食全般と学校給食センター運営に
ついて検討
6/1現在で満18歳以上の、年2回程度平日夜間に開催
する会議に出席できる市内在住の方
学校給食センター（〒061-3217 花川北7・1・27）
☎62・8015 　72・2223
kyuusyoku@city.ishikari.hokkaido.jp

【学校給食センター運営委員会】 

登 録 期 間
登 録 方 法

申込・問合せ

1（水）～R3/3/31（水）
氏名、住所、連絡先（電話・ファクス・メールアドレス）。
希望審議会名を明記
企画課☎72･3161 　74･5581
kikaku@city.ishikari.hokkaido.jp

新規登録者の募集

傍聴
者数

公開
区分開催日 主な議題審議会名称（担当課）

2月の審議会等開催状況

公開 5都市計画審議会（建設総務課）

公開 7環境審議会（環境政策課）

4

6

公開 1浜益区地域協議会
（浜益支所地域振興課）

13 公開 1いじめ問題対策連絡協議会
（教育支援センター）

公開 0市民図書館協議会
（市民図書館）

一部
非公開 0総合戦略推進懇話会（企画課）

公開 0下水道事業運営委員会
（下水道課）

公開 2地域公共交通活性化協議会
（企画課交通担当）

公開子ども・子育て会議
（子ども政策課）

公開社会教育委員の会議
（社会教育課）

14

19

石狩市都市整備骨格方針（案）に
ついて

地域おこし協力隊の募集について

第3次石狩市環境基本計画の策定
について（継続審議）

令和2年度いじめ防止への取り組み

新石狩市民図書館ビジョンについて

空家等対策協議会
（建築住宅課） 今年度の危険な空家の状況について

第2期石狩市まち・ひと・しごと
創生総合戦略（案）について

下水道ビジョンの策定について
（継続審議）

石狩湾新港地域における実証実験、
運行計画について

公開 1都市計画審議会（建設総務課）

17
石狩市都市整備骨格方針（案）に
ついて（継続審議）

子ども・子育て支援事業計画（第2期）
について

令和2年度社会教育関係予算案、
令和2年度主要な社会教育事業の
概要（案）について

公開 1

0

0

公開 0社会福祉審議会（福祉総務課）

20
公開 0国民健康保険運営協議会

（国民健康保険課）

26

21

非公開障害者総合支援認定審査会
（障がい福祉課）

非公開介護認定審査会
（高齢者支援課）

石狩市国民健康保険税条例の
一部改正について（報告）

第4次石狩市地域福祉計画の策定に
ついて（答申）

障害者総合支援法に基づく介護給付
等申請者の障害支援区分の審査
要介護、要支援の審査・判定
（2月中7回開催）

審議会のうごき

内 容

応 募 資 格

申込・問合せ

社会教育に関する諸計画の立案などについての教育委
員会に対する助言
6/1現在で満18歳以上の、年3回程度平日に開催する
会議に出席できる市内在住・通勤・通学する方
社会教育課（〒061-3216 花川北6・1・42）
☎72・3173 　74・2249
manabee@city.ishikari.hokkaido.jp

【社会教育委員の会議】 

内 容

応 募 資 格

申込・問合せ

ボランティア輸送としての福祉有償運送の必要性や安
全の確保などを協議
6/1現在で満18歳以上の、年2回程度平日昼間に開催
する会議に出席できる市内在住の方 ※新規事業所の
開設がある場合は都度開催
福祉総務課（〒061-3292 花川北6・1・30・2）
☎72・3152 　72・3189
 fsoumu@city.ishikari.hokkaido.jp

【福祉有償運送運営協議会】 

任 期
申込方法
申込期限
そのほか

6/1～R4/5/31
申込書に必要事項を記載し、郵送･ファクス･メールのいずれかで提出 ※申込書は担当課、あい・ボード、市HPから入手可
30（木）
報酬と交通費を支給。託児先の紹介あり（費用の一部助成制度あり）

2人募集

1人募集

若干名募集

内 容
応 募 資 格

申込・問合せ

図書館の運営についての審議など
6/1現在で満18歳以上の、年2回程度平日に開催する
会議に出席できる市内在住・通勤・通学する方
市民図書館（〒061-3217 花川北7・1・26）
☎72・2000 　73・9120
 tosyokann@city.ishikari.hokkaido.jp

【市民図書館協議会】 2人募集

共通事項

募 集 期 間 1（水）～15（水）

あなたの声で石狩市は、さらに良い  まちになります メール配信サービスが便利です
　市民参加情報は、メールでもお知らせしています。観光や緊急･災害など、
市民参加情報以外の情報も選択できます。事前登録が必要です。
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　市民参加手続とは、市民の意見を反映した行政活動を行うため、その企画立案の段階で、日時･場所･進め方などを決めて、
市が市民の意見を聴くことです。随時、市HP、あい・ボード、市情報公開コーナー（市役所1階）、広報いしかり（審議会は除く）
などでお知らせします。

審 　 議 　 会：メンバー固定の会議。会議で発言するためには委員に応募する必要があります
ＰＣ（パブリックコメント）：書面などによる意見募集で、どなたでも意見を提出することができます
そ 　 の 　 他：共同で作業をしながら意見をまとめるワークショップや市民会議、意見交換会やアンケートなど

意見の募集期間
意見の提出状況
意見の検討結果
問　　合　　せ

【（仮称）子どもビジョン（第2期石狩市子ども・子育て支援事業
  計画）の策定について】 

12/25～1/25
提出者5人、意見20件
採用0件、不採用0件、記載済0件、参考10件、その他10件
子ども政策課☎72・3631

【第2期石狩市下水道ビジョンの策定について】 
意見の募集期間
意見の提出状況
問　　合　　せ

1/8～2/8
提出者0人
下水道課☎72･3176

【第4次石狩市地域福祉計画の策定について】 
意見の募集期間
意見の提出状況
意見の検討結果
問　　合　　せ

1/13～2/13
提出者1人、意見2件
採用0件、不採用0件、記載済み0件、参考2件、その他0件
福祉総務課☎72･3152

テーマ 審議会 ＰＣ・
縦覧 その他 審議会の名称や、その他の手続方法など 担当課

市民参加手続の実施運用状況等について

札幌圏都市計画用途地域の変更

介護給付費準備基金条例の一部改正
（市町村特別給付等の追加）について

公共施設の使用料や各種証明手数料等の
料金設定について

介護保険条例の一部改正（介護保険料の改定および
市町村特別給付の追加）について

地域包括支援センター条例の一部改正
（新包括の追加）について

「札幌圏都市計画区域区分に関する都市計画」および
「札幌圏都市計画整備、開発および保全の方針の
定時見直し（北海道決定）」
石狩市地域防災計画の一部修正および
国土強靭化地域計画の策定について

第3次石狩市環境基本計画の策定について

第2期石狩市生活排水処理基本計画の策定について

健康意識等に関するアンケートの実施
学校給食費の改定について

高齢者保健福祉計画の中間見直しおよび
第8期介護保険事業計画の策定について

市民参加制度調査審議会

都市計画審議会

介護保険事業運営推進協議会

都市計画審議会

下水道事業運営委員会

使用料、手数料等審議会

環境審議会（答申）
市民会議（いしかりeco未来会議）

防災会議

下水道事業運営委員会

アンケート
学校給食センター運営委員会

介護保険事業運営推進協議会

介護保険事業運営推進協議会
（答申）

介護保険事業運営推進協議会

企画課

建設総務課

高齢者支援課

財政課

高齢者支援課

高齢者支援課

建設総務課

危機対策課

環境政策課

下水道課

国民健康保険課
学校給食センター

高齢者支援課

石狩市下水道事業経営戦略の策定について 下水道課6月

12月
5月
7月
9月

7月

1月

1月

1月

1月

1月

9月

1月

9月

2月

3月

7月

8月

2月

5月
7月

2月

5月

12月
2月

10月

10月

10月

令和2年度 市民参加手続の予定

※詳しくは市HP、市情報公開コーナー（市役所１階）で議事録をご覧ください

高齢者支援課高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画、地域包括支援センター、
地域密着型サービス等に関する事項の審議介護保険事業運営推進協議会

下水道課下水道事業運営委員会 受益者負担金・分担金、下水道使用料等の事項についての調査・審議

2月

9月
11月 水道営業課水道事業運営委員会 水道事業の経営に関する事項についての調査審議

審議会などの名称 内容 公募
予定時期 担当課

　審議会の公募委員は、地域で暮らす中で蓄えた経験、知識、感性を活かした「あなたの意見」を発言する委員です。
　普段の生活で感じていること、暮らしに根ざしたあなたの声を求めていますので、ぜひご応募ください。

令和2年度 委員を募集予定の審議会など

パブリックコメントの結果

※手続は追加や中止になる場合があります。また実施時期は変更になることもあります

【個人市民税の減免制度の見直しについて】 
意見の募集期間
意見の提出状況
問　　合　　せ

1/9～2/10
提出者0人
税務課☎72･3119

あなたの声で石狩市は、さらに良い  まちになります
■問 企画課☎72･3161


