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平成22年度 第４回 石狩市環境基本計画改定市民協議会（議事要旨） 

 
平成 22年 7月 27日（火）13：30～15：30 

石狩市役所 201会議室 

 
《出席者》 

区別 氏名 所 属 団 体 等 
今中 建男 公募市民 
大井 欣悟 公募市民 
工藤 昇 公募市民 
田中 裕紀子 公募市民 
星野 雅彦 公募市民 
前田 光也 藤女子大学 
三島 照子 ごみ・へらし隊 

委 員 

渡邊 千秋 こがね山岳会 
有田 英之 石狩市市民生活部環境室 室長 
鍋谷 英幸 石狩市市民生活部環境室環境課 環境保全担当主査 
齊藤 彰 日本データーサービス（株） 企画部 部長 
山下 昌彦 日本データーサービス（株） 企画部 課長 

事務局 

大島 有史 日本データーサービス（株） 企画部 技師 
●：参加者、○：事務局 
 

《欠席者》 
区別 氏名 所 属 団 体 等 

草野 竹史 環境 NGO EZO ROCK 
鈴木 亨 NPO法人北海道グリーンファンド 委 員 
関  勘悦 森林ボランティア「クマゲラ」代表 

 
 
１．開会 

２．協議 

※事務局から配付資料、事前送付資料の確認と前回の協議内容の振り返りについて説明した。 

第２次環境基本計画(案)目次 １．はじめにから２．市の概要、３．環境の状況、４ 市民

意見については事務局案を精査しているため、次回意見を伺うこととする。 

 １）「計画改定にあたっての課題」について 

※事務局から配布資料のうち、「仮称：第２次環境基本計画（案）」の中でP.24～P.26について説

明し、計画改定にあたっての課題認識について協議した。 
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●工藤委員 

・P.24（２）の「国・北海道などの上位計画の見直し」の文言は「見直し」が不要ではないか。 

・P.24（３）のタイトルの「多様な主体」の多様とは何を意味しているのか。市民の多様性を言

おうとしているのか。分かりにくいので検討した方がいい。 

・同じ（３）の中で、「市民・事業者・市」という表現があるが、基本計画では市・事業者・市民

の順番ではないだろうか。複数の箇所でバラバラの順番で書いているので意味があるのか。何

れにしても統一があった方がいいのではないか。 

・基本計画は、基本条例の理念を展開しているため、理念から外れてはならないと考えている。

基本条例をくみ取って計画を策定すべきである。 

○山下氏 

・市民・事業者・市の記述については、市民主導か行政主導かによって使い分ける考え方である。 

○有田室長 

・市が率先して実施すべき取り組みに関しては、市・事業者・市民になるし、市民を尊重して言

う場合には市民が先に来て、市民・事業者・市になると認識している。 

●今中委員 

・環境基本計画の１つの計画書の中でも場合によって市民と市の順番が入れ替わるという認識で

間違いないか。 

○有田室長 

・その通り、ケースによって変えていく予定である。 

●三島委員 

・誰が主導の判断をするのかが非常に難しく、うまく使い分けることが出来るのか。 

・基本的には市の計画書として、市・事業者・市民だと考えているが、それが時と場合によって

変わるということは基準が難しいと認識している。 

・行政主導の計画であっても市民が動かなければ解決しない課題も多いことから使い分けて記述

するという考え方でいいのか。 

○山下氏 

・例えば環境教育などについては、市民が率先して取り組んでいく必要がある。この様な場合に

おいては大きなくくりとしては市民・事業者・市として記述し、細部のところでは必要に応じ

て市が先に来たり、あるいは事業者が先に来たりと、用途や記述する位置によって使い分ける

方針ではどうか。 

●工藤委員 

・計画書として重要な位置づけがあるため、言葉使いには細心の注意が必要である。 

・意味があって順番を入れ替えるのであれば、問題はない。 

●大井委員 

・計画分野別の課題について、分野にわけて記述するのはいいし、市民・家庭でやるべきことに

ついては記述されているが、行政がやることの記述が少ないのではないか。 

・例えばごみの減量については、非常に進んでいるのだが、更に取り組みを進めていく上で何が

必要なのかを考える場合には、他都市の事例を参考にしていくことが考えられ、その様な情報

は行政が一番入手し易い立場である。それを率先して収集、検討する記述があってもいい。 

・市民や事業者を引っ張っていく行政としての心意気が伝わる文言を明確に記述して欲しい。 
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●今中委員 

・P.26（４）で①が水質環境で②がその他の生活環境となっているが、水質汚濁と大気汚染や騒

音・振動と同列だと認識しているが、水環境だけが別に分けている。 

・この様な記述の仕方でいいのかどうなのか。今後長く使う計画書の中で、水質汚濁と他の生活

環境は同じ序列で考えた方がいいのではないか。 

●大井委員 

・生活環境の中でCO2の記述がないのは、昨今の気候変動をみているとおかしいのではないか。 

・第２次基本計画の中では大きなテーマとして記述すべきである。 

●今中委員 

・P.26（３）①の自然資源の中で、生物多様性の記述はあるが、動植物が失われていく背景には

外来種の存在がある。その記述を入れた方がいいのではないか。 

●田中委員 

・P.26（５）の記述の中で無関心層という記述があるが、これは適切な表現なのか。 

○山下氏 

・これまでの議論の中で出てきた市民の取り組みに積極的な人とそうでない人の中での話であり、

関心があっても取り組んでいない人がいるため、表現の仕方を考えていかなければならない。 

○有田室長 

・生活環境の中の記述については、従来の公害についての話を課題として記述している。CO2は

地球温暖化に関することであり、それはP.25の（２）の中でCO2を記述する予定である。 

●工藤委員 

・CO2に関しては前段の「環境の状況」の P.8中で、大気汚染の項で自動車は窒素酸化物、一酸

化炭素、粒子状物質等の大気汚染物質の発生源と記述されているが、今一番問題になっている

のは一酸化窒素や浮遊粒子物質（SPM）であり、認識が違っている。 

・この様に前段の整理があって、それをフォローアップして課題が抽出される。 

○山下氏 

・前段の整理については、今後精査していく。 

●星野委員 

・環境教育・環境学習という言葉よりも現在、既に取り組んでいる内容を情報発信・情報提供し

ていくことが重要ではないか。 

・教育や学習の場を提供することよりも今やっていることの情報を公開していくことが必要であ

る。 

・取り組みをやった時に単に広報誌に載せるだけではなく、パンフレットを作ったり何処かで発

表したり、地図を作ったりと情報発信のために活動することを計画書の中ではっきりと記述し

た方がいいのではないか。 

●前田委員 

・P.26（５）の中で「想像力や気づきを喚起」という文言について、石狩の子ども達に体験を通

じて自分たちで気づきながら喚起することが大事だと感じている。 

・環境教育と情報発信について重点をおいてこれからは進めるべきだと思う。 
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 ２）「計画の基本理念」、「環境施策」について 

※事務局から配布資料のうち、「仮称：第２次環境基本計画（案）」の中でP.27～P.31について説

明し、計画の基本理念と環境施策について協議した。 

●星野委員 

・「環境の目標」と「望ましい環境像」との関係が混乱しているように見受けられる。 

・望ましい環境像では、資源、共生、循環、景観、安全、創造など非常に分かりやすい言葉にな

っているが、一方で環境の目標では安心・安全、地球環境と自然環境や環境教育・環境学習、

協働などイメージが湧きにくくなっている。 

・望ましい環境像は簡潔にイメージがつきやすいのだが、環境の目標に関しては言葉を整理しな

ければ全体像が見えにくくなっている。 

・考え方や方向性としてはいいと認識しているが、目標の表現が分かりにくいのではないか。 

●工藤委員 

・現行の目標から変更する場合に、環境基本条例に記述されている中で重要なキーワードとして

健康、安全、文化、生活、協働、共生があり、これらは必ず入らなければならないのではない

か。 

・現行の計画でも文化については、位置づけが曖昧であったことからトーンダウンして記述して

いるが、今回は文化についても記述した方がいいのではないか。 

●今中委員 

・望ましい暮らしぶりの中で「動植物と共生し」の言葉使いではなく、他での表現も勘案して「自

然環境との共生」の方がいいのではないか。 

・「環境リスク」という表現は一般的ではないのではないか。表現の工夫をした方がよい。 

・「資源を無駄遣いしないで」という表現はネガティブなため、例えば「資源を効果的に使う」と

いうようにネガティブな表現は避けるように工夫して欲しい。 

・望ましい環境像の中では「再生可能エネルギー」という記述が一番頭に来ているが、望ましい

環境像として考えた場合に、再生可能エネルギーという表現は横道にそれているような印象を

覚える。もっと主流の環境像があるのではないだろうか。 

●工藤委員 

・「安全・安心」、「安心・安全」という表現で順番が統一されていないため、統一して欲しい。 

○鍋谷主査 

・環境の目標は改定計画（案）の柱であり、表現はともかく、市民協議会として、さまざまな意

見があるが、この場で協議し、共通の理解のもと決定していただきたい。 

○山下氏 

・環境の目標について項目となる「安心・安全」や「循環・低炭素」などの表現やその下の目標

である「～まち」という表現について議論したいと考えているが、現行計画ではフレーズとし

て短くまとめているが、今回はよりわかりやすく表現しようとした。 

●田中委員 

・安心・安全の中に快適という文言を追加した方が環境の目標としてはいいのではないか。 

●星野委員 

・～まちのすぐ前のフレーズが分かりやすいのではないか。「ごみ減量化を推進するまち」「地球

温暖化対策を実践するまち」「後世に引き継がれるまち」「快適に暮らせるまち」「情報が共有さ
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れるまち」など端的に表現した方が分かりやすいのではないか。 

・中身の説明は必要だが、シンボルになるキャッチフレーズとしては具体的で分かりやすい表現

の方がいいのではないか。 

・その意味では、「循環・低炭素」よりは「ごみ減量化を推進するまち」の方が分かりやすいので

はないか。 

●渡邊委員 

・確かに言葉がたくさんあることで分かりにくくなるため、単純化した方がいいのではないか。 

●前田委員 

・分かりやすい方がいいが、インパクトも大事である。その意味では現行の目標は分かりやすく

なっている。 

・一方で、今までの協議会で出た話を踏まえて目標を設定しようとした場合には、事務局案のよ

うに説明が必要になってくる。 

・上記２点を踏まえて、第３案が出来るといいのではないか。 

○鍋谷主査 

・現行の目標では分かりにくく、やや曖昧な表現もあったため、若干説明を追加して長くなった。

それに合わせてキーワードを設定した。 

・ 

●工藤委員 

・環境基本条例の中で掲げている重要なキーワードを外してはならないと考えている。 

○山下氏 

・環境の目標の中に基本条例のキーワードは文言として必ず入れ込むか、あるいは個別の施策の

中で取り扱うようにするべきかご議論いただきたい。 

○有田室長 

・言葉尻で行くのか、キーワードでいくのか、施策の中身で反映させるのかによって見せ方が変

わってくるが、基本条例の精神としては変わらない。 

・文言として目標の中で記述しなければならないのか意見を頂きたい。 

○鍋谷主査 

・例えば、現行計画の環境の目標の中にも「文化」という文言は入っていないが、その精神は受

け継ぐものとして策定されている。 

・目標の中に文言として出てこなくても次の施策の中で明記するということも反映方法としては

考えられるがどうか。 

●工藤委員 

・条例に掲げられている意味を含めて検討していただきたい。 

○山下氏 

・目標や施策を記述していく上では必ず条例が基本になってくると考えられ、協働が協同や共同

という感じもある中であえて協働にしていることや共生についても共存と言った別の表現もあ

る中で共生にしているような言葉の使い方は見本として生きてくると認識している。 

●大井委員 

・目標のフレーズとしては、事務局案でいいのではないかと考えているが、条例に書いているも

のは目標の中に盛り込めるのであれば盛り込んだ方がいいのではないかと思う。 
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・環境教育・環境学習、協働の中で、「目標をもって」という文言が入ってもいいのではないか。 

・協働、共有などが何に向かっているのかが目標設定という文言が追加されることで生きてくる

のではないかと考えられる。 

・市が率先して目標を設定することで市民がそれに向かって取り組みを実践出来ると考えられる。 

○鍋谷主査 

・環境の目標の中に「目標」という文言を入れることは馴染まないと考えられる。具体的な施策

の中で定性的な目標や数値目標を入れ込むことが望ましいのではないか。 

●星野委員 

・言葉の説明を聞くと納得いくが見た目の印象として分かりにくさがある。 

○山下氏 

・目標の書き方として、キーワードがあった方がいいという意見と端的な表現で文章化した方が

いいという２つの意見があるが、中間案を作ってはどうか。 

・例えば「自然環境保全、創出・共生」のところでは「、」でいくつか区切れているが、文節で区

切れているものについては、２文節にして「豊かな自然が人と共生し」「後世に引き継がれるま

ち」など必要なキーワードは残しつつ次の文節で最後の目標を語る方式にしてはどうか。 

●今中委員 

・言葉の使い方で、「後世」という表現では遠い将来を連想させるが、環境ではすぐ後の子ども達

や次世代と言った意味合いのため表現が不適切ではないか。 

・環境基本条例の中のキーワードは直接言葉として計画書に入らなくても、その精神が入ってい

れば問題ないのではないか。条例と目標では位置づけが違うのではないか。 

●星野委員 

・資料の中で「施策の目標」という表現と「環境の目標」という表現が混在しているが、何が正

しい表現なのか。 

・それが明確になれば書きぶりも変わってくるのではないか。 

○鍋谷主査 

・資料の中では未整理の状態であるため、「環境の目標」という表現で統一する。施策の目標とい

う表現は不適切である。構成については、事務局として整理して提示する。 

・環境条例の基本目標を実現するために立てる目標が「環境の目標」であり、環境条例に掲げら

れた方針が想像出来るような目標の表現が出来ればいいと認識している。 

・｢環境の目標」については現計画同様に章立てする。 

●田中委員 

・一般市民としては、やはり最初に分かりやすい表現が来て、その後に説明の方が読みやすいの

ではないか。 

・その意味では現行計画の方が読みやすいと個人的には感じている。 

●今中委員 

・やはり現行計画のスタイルの方が読みやすい。 

●前田委員 

・「安心で快適な生活を」「良好な自然環境を次世代へ」「拡がれ環境行動」「循環型・低炭素社会

の構築を」「地球環境保全」というのを考えたがいかがか。 

・今回、「低炭素社会」という言葉を盛り込んでいるが、これは市として今後の重要な環境施策の
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キーワードとして明記した。 

○鍋谷主査 

・今日の議論を踏まえて目標については、4再度、事務局で検討し、次回フィードバックする。 

・本日は表現はともかく改定計画はこの６つの考え方で目標を設定することでよろしいでしょう

か。 

●委員各位 

・了承 

○山下氏 

・基本計画は、５つの環境の目標毎に取り組みの基本的方向を記述する構成になっており、次回、

基本的方向／関連施策をにどの様にしていくか事務局でたたき台を作るので協議していただき

たい。 

○鍋谷主査 

・別紙、「石狩市環境基本計画 目標の達成状況について」について説明 

・数値目標については、基本計画の下位計画の中で掲げている目標もあり、マスタープラン（基

本計画）としては必ず数値を設けなければならない訳ではない。 

・現行でも下位計画がないものに関しては数値目標ではないこともあり、改定の基本計画の中で、

どの様な目標設定が適切かについての参考として活用していただきたい。 

 

３．今後の予定など 

・次回の協議会は８月下旬を予定しており、テーマは「改定基本計画（案）づくり（その２）」と

いうことで合意した。具体的な日程は後日調整する。 

 

 

 

以上 


