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総合計画の体系について（第４期総合計画）

政策

施 策

ビジョン
ミッション あい風と人間が輝く活⼒のまち・石狩

○５つのめざすまちのテーマ
１．「安全・安心・快適なまち」
２．「健康でしあわせに暮らすまち」
３．「元気で活⼒あるまち」
４．「豊かな自然を守り育て活かすまち」
５．「心豊かに学びいきいきと活動するまち」

道路網の整備、保健・医療の充実、農林業の振興、
環境施策の推進、生涯学習の推進 等

総合計画

○３つの原則
「健全な⾏財政運営」
「一人ひとりが主人公」
「地域の輝きを大切に」

事務事業
40施策

事務事業名 効果的 中位
 

改善の余地あり
高い 中位 低い 拡充  手法改善 縮小・統合 継続・維持 休止・廃止

家庭教育支援事業 ● ● ● 10　生涯学習部 社会教育課

読書・学習支援事業 ● ● ● 10　生涯学習部 市民図書館

生涯学習講座開催事業 ● ● ● 10　生涯学習部 公民館

図書館運営事業 ● ● ● 10　生涯学習部 市民図書館

子供の読書推進事業 ● ● ● 10　生涯学習部 市民図書館

ふれあい研修センター管理運営事業 ● ● ● 10　生涯学習部 社会教育課

公民館管理運営事業 ● ● ● 10　生涯学習部 公民館

カルチャーセンター運営事業 ● ● ● 10　生涯学習部 社会教育課

図書館電算システム維持管理事務 ● ● ● 10　生涯学習部 市民図書館

学び交流センター管理運営事業 ● ● ● 10　生涯学習部 社会教育課

事業担当

(課）

事業の実施方法

事業担当

（部）

２次評価結果

評

価

対

象

外

施策内における優先度 今後の方向性

443事業

52%
48%

未達成
40項目

達成44項目

施策の達成状況（H19～23成果指標）



１．暮らしの基盤
○道路整備・計画改修
○上水道・下水道等の整備
○情報通信基盤の整備

○防災対策・地域防災⼒の向上
○消防・救急体制の整備
○防犯環境の整備（生活安全・交通安全）

○既存バス路線の維持
○地域交通の確保（スクールバス混乗等）
○総合交通体系の検討

産業暮らし

安全

住環境

インフラ 交通

○除排雪対策（夏冬一体化管理）
○パートナーシップ排雪事業
○消融雪機器設置費貸付

○公営住宅の整備・⻑寿命化
○住宅耐震化の促進
○住宅のバリアフリー化

○公園整備・⻑寿命化
○ごみ対策（資源回収・不法投棄対策）
○花いっぱい運動

○商店街いきいき推進事業
○地場産業の育成と石狩ブランドの形成
○ジョブガイドいしかりの設置

産業
活性化

地域
ｺﾐｭﾆﾃｨ

○市⺠参加の推進
○地域自治区・町内会活動の支援
○地域活動団体の支援

（あつたライフサポートの会等）

暮らし
の基盤

雪対策
環境

住環境



２．子ども・子育て
○保育所・幼稚園・放課後児童会
○特別保育（病後児・休日・一時保育）
○ファミリーサポートセンター

○各種検診・相談（妊婦・発達 等）
○各種補助（医療費・ワクチン等）
○スポーツの推進

○公園整備・児童館整備
○こども⾒守りネットワーク
○ＣＡＰ（子どもへの暴⼒防⽌）プログラム

健康

育ち子ども

安全

交流

託児

○地域子育て支援拠点の設置
○開放事業（保育園・幼稚園 等）
○メイクフレンド事業（乳幼児親子支援事業）

○郷土学習の推進（厚田区・浜益区）
○少年少⼥親善訪問団派遣・受⼊事業
○教育・⽂化・スポーツの交流促進

○外部指導者活用事業（SAT・学⼒向上サポーター等）
○教育環境・学校図書館の整備
○いじめ・不登校への対応

○子どもリーダーの養成
○地域プレーリーダーの養成
○子ども参加プロジェクト

育ち

育成

○ブックスタート
○⾷育（幼稚園・保育園・藤⼥子大学との連携）
○ひきこもり等への支援

子ども
子育て

石狩文化
PRIDE 学ぶ

交流



３．高齢者福祉・地域福祉

○一人暮らしの高齢者への支援
○寝たきり状態の高齢者への支援
○介護する家族への支援

○介護予防事業（相談・検診・講座等）
○スポーツの推進（ウォーキング・カローリング普及）
○生きがいづくりの推進（ふれあい農園、陶芸 等）

○生涯学習講座の開催（いしかり市⺠カレッジ等）
○市⺠図書館の運営

学び

交流

在宅

健康
づくり

施設

○相談体制の充実
○医療・救急体制の充実
○住宅のバリアフリー化推進

○シルバー人材センター運営支援
○情報発信（ニコピン編集局「遊歩」）
○ボランティア活動の活性化

○ふれあい雪かき運動の奨励
○学び交流センターの開設
○地域活動団体の支援
（あつたライフサポートの会等）

○ふれあいサロンの開設支援
○高齢者クラブの運営支援

交流

社会
参加

○グループホームの運営
○シルバーホームの運営
○デイサービスセンターの運営

高齢者
地域福祉

安心
地域
ｺﾐｭﾆﾃｨ

施設



４．地域コミュニティ

○コミセン、集会施設の管理運営
○市⺠活動情報センター「ぽぽらーと」の開設
○協働事業提案制度

○地域振興策の検討（厚田区・浜益区地域協議会 ）
○地域おこし協⼒隊導⼊の検討
○地域自治システムの検討

○生涯学習講座の開催（いしかり市⺠カレッジ等）
○学び交流センターの開設

学び

ビジネス地域

振興

支援

活動

○町内会・子ども会等の組織の活動支援
○地域活動団体の支援
（あつたライフサポートの会等）

○自主防災組織の設⽴
○防犯環境の整備（生活安全・交通安全）
○こどもの⾒守り ○地域交通の確保（スクールバス混乗等）

○パートナーシップ排雪事業
○花いっぱい運動の推進

○活動支援（地域⾷堂きずな・ｶﾌｪｶﾞﾙ等）
○地場産業の育成（とれのさとの開設等）
○大学との連携（石狩バーガー等）

ビジネス

高齢者・
地域福祉

○ふれあいサロンの開設
○ボランティア活動の活性化
○ふれあい雪かき運動の奨励

地域
コミュニティ

安心
暮らし
の基盤

支援



５．産業活性化
○商工会議所・商工会による地域振興事業
○商店街いきいき推進事業
○中小企業特別融資事業

○担い手育成・支援（農業・漁業）
○６次産業化パイロット事業
○基盤整備等（農地保全・漁業資源 等）

○観光資源の活用・整備・PR・情報発信
○魅⼒ある観光ルートづくり
○厚田観光施設の運営、林道ウォーク事業

観光

新港産業

一次
産業

雇用

商工業

○超電導直流送電実証研究
○再生可能エネルギー導⼊に関する調整
○未利用資源の検討

○緊急雇用創出推進事業
○ジョブガイドいしかりの設置
○労働相談窓口の設置、ジョブフェア
いしかりの開催

○物流ネットワークの構築
○石狩LNG基地の稼動
○国内外航路の拡充に向けた誘致活動や情報収集

○環境配慮型大規模データセンター
○札幌市等関係自治体との連携強化
○地域価値向上のための検討

新港
地域

石狩
PRIDE

○地場産業の育成と石狩ブランドの形成
○石狩イコロの会の創設
○いしかり⾷と農のカレッジ

産業
活性化

ｴﾈﾙｷﾞｰ
国際
戦略

雇用



６．エネルギー
○環境教育・学習の推進
○いしかり市⺠カレッジ
○小中学校における環境学習

環境

企業

イノベー
ション

暮らし

学び

○カーボンオフセットの取り組み（Ｊ－ＶＥＲ）
○環境配慮型大規模データセンター

○超電導直流送電プロジェクト
○分散型エネルギープロジェクト
○スマートエネルギー構築のための調査・研究

○省エネルギー改修補助
○太陽光パネル設置補助（終了）

○超電導直流送電実証研究
○石狩湾新港の活用
○国内外航路の拡充に向けた誘致活動や情報収集

企業
誘致

新港
地域

エネルギー

産業
活性化 国際

戦略

暮らし
○エネルギー関連企業の集積
○港湾利用型企業の誘致促進
○首都圏におけるセールス活動

○石狩LNG基地の稼動
○再生可能エネルギー導⼊に関する調整
○未利用資源の活用

○企業⽴地促進条例（再生可能エネルギー導⼊補助）
○札幌市等関係自治体との連携強化
○地域価値向上のための検討



７．国際戦略
○超電導直流送電プロジェクト
○分散型エネルギープロジェクト
○スマートエネルギー構築のための調査・研究

○エネルギー関連企業の集積
○港湾利用型企業の誘致促進
○首都圏におけるセールス活動

企業
誘致

環境

イノベー
ション

観光

新港

○物流ネットワークの構築
○石狩LNG基地の稼動
○国内外航路の拡充に向けた誘致活動や情報収集

○地場産業の育成と石狩ブランドの形成
○６次産業化パイロット事業

○石狩LNG基地の稼動
○再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導⼊に関する調整
○未利用資源の活用

○カーボンオフセットの取り組み（Ｊ－ＶＥＲ）
○環境配慮型大規模データセンター

環境

○少年少⼥親善訪問団派遣・受⼊事業
○教育・⽂化・スポーツの交流促進
○教育ＩＣＴ活用推進事業

国際戦略

産業
活性化

ｴﾈﾙｷﾞｰ

観光

石狩
PRIDE

○観光資源の活用・整備・PR・情報発信
○魅⼒ある観光ルートづくり



８．石狩⽂化・石狩ＰＲＩDE
○⽂化遺産の収集、保存、展示
○市⺠⽂化祭の開催支援
○郷土学習の推進（厚田区・浜益区）○ウォーキング推進事業

○市⺠皆スポーツの推進
○ＣＡＰ（子どもへの暴⼒防⽌）プログラム

○外部指導者活用事業（ＳＡＴ、学⼒向上サポーター）
○⾷育授業の推進
○学校図書館の整備

学び

交流石狩文化

歴史

育ち

健やか

○地域子育て支援拠点の設置
○こどもリーダーの養成
○いしかりヤングプロジェクト

○教育ＩＣＴ活用推進事業
○いじめ、不登校への対応
○子ども健全育成事業

交流

産業
活性化

石狩文化
石狩PRIDE

子ども・
子育て 地域

ｺﾐｭﾆﾃｨ

育ち
○少年少⼥親善訪問団派遣・受⼊事業
○教育・⽂化・スポーツの交流促進

○地場産業の育成と石狩ブランドの形成
○石狩イコロの会の創設
○いしかり⾷と農のカレッジ

○生涯学習講座の開催（石狩市⺠カレッジ）
○学び交流センターの開設
○地域振興策の検討（厚田区・浜益区地域協議会）



総合計画の体系について（第５期総合計画）

政策
ビジョン

ミッション

第1回審議会等から⾒えた8つのキーワード

暮らしの

基盤

子ども・

子育て

高齢者福祉

地域福祉

産業活性化

第２回

ビジョン
(政策の柱)決定

第１回
審議会

総合計画

施 策

事務事業

地域コミュ

ニティ

エネルギー 国際戦略

石狩文化

石狩PRIDE

第２回
審議会

○第３回審議会 ⇒ ビジョン（政策の柱）に基づく施策を深めるグループトーク
○第２回審議会 ⇒ ビジョン（政策の柱）を導き出すグループトーク

総合計画
第３回
審議会


