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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

　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一
部改正により、省エネ適合性判定に係る基準適合義務の対
象となる特定建築物が拡大されたため、市の審査に係る手
数料を新たに設定します。

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

※詳細は市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
財政課☎72・3154

【石狩市証明等手数料条例の一部改正について
 （手数料の新設）】 

審議会委員の募集

内 容

応 募 資 格

任 　 　 期
申 込 方 法

申 込 期 限
そ の ほ か

申込・問合せ

国民健康保険事業の運営に関する
重要事項についての審議
石狩市国民健康保険に加入中の満
18歳以上で、年4回程度平日夜間に
開催する会議に出席できる方
6/1～R6/5/31
申込書に必要事項を記入し、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（金）
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）　
国民健康保険課（〒061-3292 花川
北6・1・30・2）☎72・3633 　75・2271
kokuho@city.ishikari.hokkaido.jp

【国民健康保険運営協議会】 

登 録 期 間
登 録 方 法

申込・問合せ

1（木）～R4/3/31（木）
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 主な議題名称（担当課）

2月の開催状況

公開 1都市計画審議会（建設総務課）

公開 1男女共同参画推進委員会
（広聴・市民生活課）

1

3

8

1介護保険事業運営推進協議会
（高齢者支援課）

公開 0
空家等対策協議会
（建築住宅課）

公開

公開

0
障がい者福祉計画策定委員会
（障がい福祉課）

一部
非公開

1水道事業運営委員会
（水道営業課）

公開 1

3

手話基本条例推進懇話会
（障がい福祉課）

情報公開・個人情報保護審査
会（総務課）

公共交通空白地有償運送運
営協議会（企画課）

15

書面

書面

書面

書面

書面

札幌圏都市計画 用途地域の変更
【石狩市決定】（諮問）

石狩市地域包括支援センター運営事業
委託契約候補者の選定結果について

第4次石狩市男女共同参画計画最終
案について

危険な空家の状況について

障がい者福祉計画の提言案について

子ども・子育て会議
（子ども政策課）

特定教育・保育施設の利用定員の変更
について

石狩市水道事業経営戦略の見直しに
ついて

石狩市手話に関する基本条例に規定
する施策を推進するための方針の
見直しについて

児童扶養手当調整制度改正周知のた
めのひとり親世帯臨時特別給付金申
請者情報利用について

公開浜益区地域協議会
（浜益支所地域振興課）

17

18 浜益150年記念事業について

公共交通空白地有償運送の必要性に
ついて

障害者総合支援認定審査会
（障がい福祉課）

地域公共交通会議
（広聴・市民生活課）

非公開介護認定審査会
（高齢者支援課）

浜益スクールバスの運行経路および
運行時間の変更について

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6回開催）

審議会などのうごき

パブリックコメントの結果
3人募集

意見の募集期間 1（木）～30（金）

【石狩市生活排水処理基本計画の改定について】 
2/1～28
提出者0人
下水道課☎72・3176

意見の募集期間
意見の提出状況
問 合 せ

【石狩市鳥獣被害防止計画について】 
1/14～2/14
提出者0人
農政課☎72・3164

意見の募集期間
意見の提出状況
問 合 せ

【石狩市有料公園施設等管理規則の一部改正について】 
2/4～3/4
提出者0人
都市整備課☎72・3671

意見の募集期間
意見の提出状況
問 合 せ

 まちになります メール配信サービスが便利です
　市民参加情報を、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、アンケートなど

令和3年度 市民参加手続の予定

※詳細は市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

　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、暮らしに根差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3年度 委員を募集予定の審議会など

※手続は追加や中止になる場合があります。また、時期は変更になることがあります

あなたの声で石狩市は、さらに良い 
■問 企画課☎72･3161

テーマ

石狩市行政改革大綱について

前立腺がん検診の自己負担額について
第5次石狩市地場企業等活性化計画の策定について
次期石狩市高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画
の策定について

市民参加手続の実施運用状況の評価などについて
石狩市耐震改修促進計画の改定について

石狩市農業振興計画の策定について

行政改革懇話会
（仮称）第3次石狩市観光振興計画
策定検討委員会
ワークショップ、市民会議

農業振興計画策定委員会
ワークショップ、アンケート
市民参加制度調査審議会

学校給食センター運営委員会

都市計画審議会

手話基本条例推進懇話会

行政管理課

社会福祉審議会
地場企業等活性化審議会

介護保険事業運営推進協議会 高齢者支援課

農政課

企画課
建築住宅課

商工労働観光課
福祉総務課

商工労働観光課第3次石狩市観光振興計画の策定について

11月

10月
学校給食費の改定について
石狩市食育計画の策定について

学校給食センター
農政課
農政課
林業水産課
建設総務課

障がい福祉課

10月

R4.2月

R4.2月

R4.2月

R4.2月

R4.1月

R4.1月

R4.1月
R4.1月
R4.1月

石狩市酪農・肉用牛生産近代化計画の策定について
第3次石狩市漁業振興計画の策定について
用途地域および関連都市計画の見直しについて
石狩市手話に関する基本条例に規定する施策を推進する
ための方針の見直しに関する提言について

6・8・
10月

5月

5月

5月
7月

7月

8月

9月

8月

商工労働観光課地場企業等の活性化を図るための諸施策についての審議地場企業等活性化審議会 6月
農政課農業振興計画に関する事項の審議農業振興計画策定委員会 6月
財政課市の使用料、手数料等の適切な対価の設定使用料、手数料等審議会 6月
企画課石狩市自転車活用推進計画の取り組みに関する協議など自転車活用推進協議会 7月

福祉総務課社会福祉に関する計画や社会福祉に関する事項の審議など社会福祉審議会

障がい福祉課手話に関する基本条例に規定する施策の推進方針の実施状況の確認など手話基本条例推進懇話会 R4.1月
R4.1月

R4.2月

R4.2月

R4.2月

R4.2月

R4.2月

R4.3月

広聴・市民生活課男女共同参画の効果的な推進方法や男女共同参画関連事業などの検討男女共同参画推進委員会

企画課市民の声を活かす条例・規則の改廃および市民参加手続の運用状況の評価など市民参加制度調査審議会

5月 建設総務課都市計画審議会 市が定める都市計画および都市計画について市が提出する意見、そのほか必要な
事項の審議

8月 厚田支所
地域振興課厚田区地域協議会 地域自治区に関する市の施策の審議や住民の意思を反映した特色ある地域づくり

の検討など

8月 浜益支所
地域振興課浜益区地域協議会 地域自治区に関する市の施策の審議や住民の意思を反映した特色ある地域づくり

の検討など

12月 行政管理課特別職報酬等審議会 市長の諮問に応じ、議会議員の議員報酬の額、市長および副市長の給料の額など
の審議

企画課総合戦略推進懇話会 石狩市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく各施策の実施状況の総合的な検
証・検討

行政管理課行政改革懇話会 石狩市行政改革大綱・実施計画の策定やそのほか行政改革の推進について必要
事項の審議など

文化財課文化財保護審議会 委員会の諮問に応じて、文化財の保存・活用に関する重要事項の調査審議および
これらの事項に関する建議

石狩浜海浜植物
保護センター

石狩浜海浜植物保護センター
運営委員会

石狩浜の自然環境保全と石狩浜海浜植物保護センターの事業、運営の検討・審議
など

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

審議会などの名称 内容 公募
予定時期 担当課


