
R3.12.27現在

日程 開催地区 会場 意見交換会等の名称 参加者数 備考

11月6日 塩谷・桃内地区 塩谷小体育館 市民意見交換会 17

11月13日 蘭島・忍路地区 蘭島会館 市民意見交換会 21

11月19日 全市対象 小樽市民センター 市民意見交換会 39

11月27日 塩谷・桃内地区 丸山下会館 市民意見交換会 23

11月27日 塩谷・桃内地区 親和会館 市民意見交換会 13

余市町 11月19日 全町 余市町中央公民館 住民説明会 39 youtube配信

9月27日 然別 然別生活館 意見交換会 5

9月28日 仁木 仁木町民センター 意見交換会 13

9月29日 銀山 銀山生活改善センター 意見交換会 8

9月29日 大江 大江コミュニティセンター 意見交換会 8

12月6日 然別 然別生活館 意見交換会 6

12月7日 大江 大江コミュニティセンター 意見交換会 12

12月8日 仁木 仁木町民センター 意見交換会 24

12月9日 銀山 銀山生活改善センター 意見交換会 17

11月27日 南幌似（地区区分なし） 共和町生涯学習センター 町政懇談会 24

11月27日 発足（地区区分なし） 共和町克雪管理センター 町政懇談会 43

11月28日 小沢（地区区分なし） 小沢地区住民センター 町政懇談会 21

11月28日 梨野舞納（地区区分なし） 西部住民センター 町政懇談会 15

11月9日 （地区区分なし） 南地域会館 町民向け意見交換会 4

11月10日 （地区区分なし） 役場 町民向け意見交換会 4

11月11日 （地区区分なし） 八幡地域センター 町民向け意見交換会 13

11月29日 （地区区分なし） 東部地域会館 町民向け意見交換会 5

12月1日 （地区区分なし） 中小企業センター 町民向け意見交換会 8

12月2日 （地区区分なし） 克雪管理センター 町民向け意見交換会 10

12月2日 （地区区分なし） 北地域会館 町民向け意見交換会 10

12月3日 （地区区分なし） 高砂地域センター 町民向け意見交換会 1

12月3日 （地区区分なし） 東地域会館 町民向け意見交換会 4

12月3日 （地区区分なし） 琴和福祉会館 町民向け意見交換会 23

7月30日 全町 町民センター 意見交換会 20

11月5日 ニセコ親交会 他7地区 ニセコ地域コミュニティセンター まちづくり懇談会 16

11月15日 子育て世代 町民センター まちづくり懇談会 2

11月22日 全町 町民センター まちづくり懇談会 0

11月25日 福井地区親交会 福井地区コミュニティセンター まちづくり懇談会 6

11月26日 中央1町内 他7地区 中央連合町内会コミュニティセンター まちづくり懇談会 10

11月29日 西富町内会 他3地区 西富町民センター まちづくり懇談会 7

11月30日 里見地区親交会 里見地域コミュニティセンター まちづくり懇談会 10

12月3日 有島町内会 他3地区 有島謝恩会館 まちづくり懇談会 10

11月29日 蘭越 蘭越町民センター 住民説明会 14

11月30日 昆布 昆布活性化センター 住民説明会 7

12月2日 目名 目名地区生活改善センター 住民説明会 10

12月6日 港 介護予防拠点センターみなと 住民説明会 14

12月8日 名駒 名駒地区生活改善センター 住民説明会 6

11月24日 全町 白井川地区コミュニティセンター 町民説明会 11

11月25日 全町 役場コミュニティ防災センター 町民説明会 9

12月7日 福祉団体等 役場コミュニティ防災センター 町政懇談会 11

12月9日 商工・観光団体等 役場コミュニティ防災センター 町政懇談会 18

11月18日 双葉 双葉振興会館 11

11月18日 長万部 多目的活動センター 13

11月19日 長万部 福祉センター 10
（市町数） （開催回数） （延べ参加者数）

9 49 645

住民との意見交換会等の開催状況

ニセコ町

黒松内町

長万部町

共和町

倶知安町

小樽市

仁木町

蘭越町

北海道新幹線並行在
来線（長万部～小樽）
及び中央跨線橋撤去

対策説明会

資料２



R3.12.27現在
【各市町】

日程 会議名 主な報告内容

6月22日 建設常任委員会 第８回ブロック会議の開催結果

9月24日 建設常任委員会 第９回ブロック会議の開催結果

12月14日 建設常任委員会 第10回ブロック会議、市民意見交換会の開催結果

4月26日 並行在来線の存続等に関する調査特別委員会 第8回ブロック会議の開催結果

8月30日 並行在来線の存続等に関する調査特別委員会 第10回幹事会～第9回ブロック会議開催結果

11月10日 並行在来線の存続等に関する調査特別委員会 9/28個別協議～第10回ブロック会議開催結果

5月28日 第2回仁木町議会臨時会 行政報告：経過及び調査結果の概要

9月24日 第3回仁木町議会定例会 行政報告：第9回ブロック会議の開催結果

9月27日 仁木町議会全員協議会 第9回ブロック会議の開催結果

11月29日 仁木町議会全員協議会 第10回ブロック会議の開催結果及び町の方針について

12月21日 仁木町議会全員協議会 町民意見交換会の開催結果及び町の方針について

5月7日 総務厚生常任委員会、産業文教常任委員会 第８回ブロック会議の開催結果

8月30日 議員協議会 第９回ブロック会議の開催結果

11月25日 議員協議会 第10回ブロック会議の開催結果

12月17日 議員協議会 町民意見交換会の開催結果及び町の方針について

5月11日 経済建設常任委員会 旅客流動調査等結果

6月7日 第２回倶知安町議会定例会 第８回ブロック会議の開催結果

8月17日 経済建設常任委員会 第９回ブロック会議の開催結果

9月6日 第３回倶知安町議会定例会 第９回ブロック会議の開催結果

11月22日 経済建設常任委員会 意見交換会の開催について

12月6日 第４回倶知安町議会定例会 第10回ブロック会議の開催結果

12月24日 経済建設常任委員会 地域公共交通の方向性について

4月27日 政策案件等説明会 第8回ブロック会議の開催結果

9月14日 政策案件等説明会 第9回ブロック会議の開催結果

11月16日 議会全員協議会 第10回ブロック会議の開催結果

11月29日 議会全員協議会 第10回ブロック会議の開催結果と住民説明会開催

12月16日 第４回定例会 住民説明会の開催結果

8月10日 総務経済常任委員会 第９回ブロック会議の開催結果

11月11日 総務経済常任委員会 第10回ブロック会議の開催結果

12月16日 総務経済常任委員会 町民説明会の結果報告

5月24日 まちづくり･新幹線調査特別委員会 第８回ブロック会議開催結果

8月24日 まちづくり･新幹線調査特別委員会 第９回ブロック会議開催結果

11月12日 まちづくり･新幹線調査特別委員会 第10回ブロック会議開催結果

12月17日 まちづくり･新幹線調査特別委員会 町民意見交換会の開催結果及び町の方針について

（市町数） （延べ開催回数）
9 34

【道】
日程 会議名 主な報告内容

5月12日 新幹線・総合交通体系対策特別委員会 第９回ブロック会議の開催結果

6月14日 新幹線・総合交通体系対策特別委員会 幹事会の開催結果

7月2日 新幹線・総合交通体系対策特別委員会 幹事会の開催結果

9月8日 新幹線・総合交通体系対策特別委員会 第９回ブロック会議の開催結果

11月5日 新幹線・総合交通体系対策特別委員会 第10回ブロック会議の開催結果

北海道

長万部町

黒松内町

蘭越町

ニセコ町

議会での報告状況

倶知安町

共和町

仁木町

余市町

小樽市


