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平成１８年度第３回総合計画策定審議会 

 

日 時 平成１８年１０月３日（火）午後２時～午後４時３０分 

場 所 石狩市役所 ４階 ４０１会議室 

出席者 前野会長、六川副会長、阿部委員、角川委員、景井委員、横山委員、伊藤委員、 

高田委員、名手委員、池田委員、吉田委員、三上委員、関委員、糟谷委員、 

柴田委員、立浪委員、羽場委員、羽田委員、大井委員、松井委員、松尾委員、 

林委員、太斎委員 

（須田委員、田中委員、菅原委員、前田委員、二上委員、沢田委員、山田委員 

は欠席） 

傍聴者 ２人 

議 題 （１）諮問 

（２）戦略計画（素案）について 

（３）その他 

 

○事務局（佐々木部長）：本日は大変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうござ

います。定刻になりましたので、これより第３回総合計画策定審議会を始めさせていただ

きます。事務局の方からお詫びなのですけれども、本来であればお盆明けぐらいといった

ような形で前回ご案内を差し上げていたんですけれども、同時に並行して進めております

様々な計画との調整に若干時間を取っておりまして、この時期にずれ込みましたことをま

ずお詫び致します。５月に基本構想の答申をいただきまして、本日から戦略計画の策定に

入るわけでございます。本日はこの戦略計画につきまして市長から会長に諮問書のお渡し

をまずさせていただきます。それではそれに先立ちまして石狩市長田岡克介より一言ご挨

拶を申し上げます。 

○田岡市長：皆さん、こんにちは。大変お忙しいところご参加いただきましてありがとう

ございます。基本構想をいただきまして戦略案といいますか、総合計画の１つステップア

ップいたしました作業を行っておりまして、皆さん方からいただきました素案を出来るだ

け実現化する。数あるまちの中で、短い期間・限られた条件の中で、どうまちを作るかと

いうようなことについて事務側が精査・研究・検討して参りました。素案をご提案させて

いただきまして、議論をいただければというふうに思っております。従来の社会環境と全

く異なる環境でありまして、一言言いますと借金しても施策目標に投資を出来た時代、そ

していずれその借金は経済の成長によって消すことが出来る。投資のあるところにその発

展があるという状況から間違いなく今はその投資をどう活かしきるかという土台に変わっ

てきている。だから経済的な投資をいつまでも続けることが出来ない社会環境の中にあっ

て、しかし社会は多様性を持ち、そして様々な市民の意見というものが尊重される、優先

される時代になってきているという従来の総合計画の発想から明らかに時代の要求を二元
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化するという形に変わってくるのではないのかな。敢えて今回大変厳しいのは、財政再建

という財政上のある種の大きな制約を受けながら、これからのまちづくりをどう行なって

いくかというその条件が非常に大きく影響を及ぼすのではないかと思っております。ある

意味では財政再建計画と今回の総合計画、特に戦略計画は表裏一体の中で行なわれるとい

うことだと思っております。もっと平たく言いますと、様々な事業を行なう時にその事業

の基になるお金。様々な事業に国や道の補助金等が付いて、いわゆる利益を受ける地域に

おける負担金というものが発生する訳ですが、そこに限界が感じた時に事業がそう多くは

望めないんだということと、そこの枠を超えると、事は成したけど財政は破綻するという

ことになっては何のためのまちづくりかという問題も抱えておりますので、今、市が進め

ております財政再建計画というのは、まもなく市民の皆様方の手に届くような形で説明す

る機会が、市内の説明会等も含めながら行なわれます。勿論、当審議会におきましても、

その財政計画というものをしっかり説明した上でですね、表裏一体的に総合計画というも

のをまとめていかなくてはならないということであります。したがって右方上がりの高度

成長期に作られた前回の１０年前の計画とおよそ環境が異なるということを、私どもは今

一度肝に銘じながらですね「集中と選択」と、もう使い古された言葉でありますが、この

集中と選択が如何に難しいか、限られた資本を限られたものに投資し、よりまちが明確に

その方向を見出すということ、それから前期１０ヵ年で投資された資産というものはその

価値を失うことなく、むしろ実績に大きく変化して価値を新たに見つけ直し作り上げてい

く作業が、これからの１０ヵ年間でないかと思っております。時代は大きく、変質変化す

る中で、まさにイノベーションが総理の言葉から出るようにですね、社会はやはりそこを

なくして成長はありえない、発展もありえないと私自身も考えておりますので、皆さん方

の積極なるご発言、ご審議を頼みますことを心からお願い申し上げたいと思います。それ

とあともう１つ皆さんにお詫びしなければならないのは、財政再建計画との整合性という

ものをとる関係上ともございまして、作業全体が非常にタイトに遅れてきておりまして審

議時間が限られております。また一方で明年の統一地方選挙等を含めた政治環境が変わる

という１つの大きな節目を迎えておりますので、年度内に方向性を見出すというスケジュ

ールということもございまして、皆さん方本当にさらなるタイトな時間をいただくことに

なりますことを予めお詫びを申し上げたいと思っております。それから、もう１つ大変大

事なことを言い忘れました。合併後の厚田・浜益・石狩というものが全く合併協議の段階

と社会的にさらに変質している中で合併協議というものをどう咀嚼しながら、これらの地

域の住民の同意を取り付けるかということも大きな今回の託された１つでございます。少

なくても合併の協議をする経過において挙げられた様々な事業そのものを、今回の戦略計

画の中でそのまま踏襲するということは不可能だと思っております。その中でですね、や

はり集中・選択というものを改めてこの地域を含めて行うということが実行性を高めると

いう意味でも必要ではないのかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。

挨拶はこの程度で終わらせていただきます。ありがとうございました。 
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○事務局（佐々木部長）：それでは続きまして、市長から会長に諮問書を手渡し致します。 

○田岡市長：第４期石狩市総合計画戦略計画について審議致します。第４期石狩市総合計

画戦略計画について、貴審議会の意見を伺います。どうぞよろしくお願いします。 

○前野会長：しばらく時間が経ってしまったのですけれども、私達の審議会も再び重大な

問題、戦略計画に関して協議を進めることになりました。市長から非常に分かりやすい形

で説明がございました。時代は非常に変わっていて市長は今、集中と選択という言葉で色々

なことをまとめてお話になったのだと思いますけれども、色々な意味において何が大事な

のかということを選択しなければいけない。そしてそういったところに色々財政を含めま

して力を集中しなければいけないことだと思います。そういうことを踏まえて我々の審議

会は出来るだけいい形の答申が出来るよう努力したいと思います。どうぞ皆様のご協力を

よろしくお願い致します。 

○事務局（佐々木部長）：市長は所要のためここで退席をさせていただきますのでよろしく

お願いします。 

○前野会長：それでは、早速でございますけれども、平成１８年度第３回石狩市総合計画

策定審議会を開会させていただきます。これからの協議の進め方についてはご連絡があっ

たと思いますけれども、３つの専門部会に分かれてそれぞれの専門部会で協議を進めてい

くということになります。それで今日はこの後事務局の方より、専門部会についての計画

とスケジュール、それからお手元に配布されていると思いますけれども、戦略計画検討原

案についてのご説明をいただきたいと思います。それでは事務局、よろしくお願いします。 

○事務局（尾山課長）：まず先にですけれども、今回の戦略計画の素案を取りまとめる時間

にかなり多くの時間を費やしてしまいまして、皆さんに資料配布が遅れたことをお詫び致

したいと思います。それでは早速ですけども、戦略計画の概要についてでありますけれど

も、そこの部分から入っていきたいと思います。その後にスケジュール、それから専門部

会の部門別という形の中で説明していきたいと思います。まず先にボリュームがあります

から、戦略計画検討原案を説明させていただきます。まずこの戦略計画の内容につきまし

ては先に基本構想で出されました５つのめざすテーマ、それと３つの原則、それらをベー

スに組み込んでおります。それと開きまして１ページ目、ナンバー１の方にですね、その

施策と５つのめざすテーマと施策の項目が記載されていると思います。一応今回の戦略計

画につきましては、このような体系で作成しております。それと今回の戦略計画の作成に

あたりまして、構成としましては、まず１つ目としては施策項目ごとに施策の目的と現状

の課題、施策の体系、施策の内容、成果指標、協働の指針、基本事業で構成しております。

施策の目的についてでありますけれども、ここの部分につきましては、「～をして、～を目

指す」というような表現で統一しております。現状と課題につきましては現状を記載する

と多くの文章表現となることから、課題に重点をおいて簡略にしております。ただし現在

取り組んでおります課題については記載するような方向で取り組みました。施策の体系で

すけれども現状と課題に対する取り組みを１つの体系図で表しておりまして、その体系図
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で表した事業内容につきましては、それぞれ個別に別記しております。それから今回は初

めての試みでありますけれども、成果指標の部分が出て来ます。課題の解消に向けた施策

の方向性を示すという基になります。それから協働の指針でありますけれども、これらに

つきましては市民、地域、事業者、それから市、国、道の指針を別記しております。基本

事業ですけれども、ここの部分につきましては施策を展開する具体の事業を取りまとめた

ものでありまして、成果指標の目標に向けた事業展開とも関連してきております。なお具

体の事業につきましては、後程また説明させていただきたいと思います。それでは早速、

今回の中で説明してまいりますけれども、今回初めてですね成果指標の部分があります。

それで２ページ目をご覧いただきたいのですけれども、ここにですね成果指標についての

文言を書いてあります。そこでここについては今回の成果指標の中で実際に１つのグルー

プ分けの中で取り組んでいく事業の中をどうやって示していくかということが問題になる

のですけれども、施策がめざす市の姿の達成度を目安とするものです。それと実績につい

ては指標の現状値を表しております。目標につきましては中には、空欄の部分と矢印方向

の部分とがあります。今回の、この戦略計画素案には、空欄になっている部分があります。

この空欄になっている部分につきましては、この事業の検討と並行しまして、今市民にア

ンケートを行なって、その後最終的に取りまとめたものは数値を入れて報告させていただ

きたいと思っております。それでは早速ですけれども中の方に入りたいと思いますので３

ページ目をご覧下さい。今回この戦略計画というのはかなりボリュームがありますので、

施策の目的等を重要視しながら説明していきたいと思います。まずテーマ１の「安全・安

心・快適なまち」に対します施策１としましては、「道路網の整備」として進めていきたい

と思っております。この目的ですけども、地域や産業のさらなる発展をめざしながら、人

と車の共存により安全・快適に移動できる利便性の高いまちづくりをめざしますというの

が目的でございます。現状におきましては主要幹線道路としまして国道、道道があります。

それらの交通混雑の緩和や通行者の安全性の確保に寄与するために整備促進を図っていく

必要があるという形の中で考えております。市道につきましては、これまで行なってきま

した整備に対します経年の劣化に伴う補修等などが必要になってくるだろうということも

課題にしております。それと修繕を行なうとともに、障害者にもやさしい環境作りという

形の中でバリアフリー対応の部分を視野に入れながら実施していく必要があるという部分

で課題とさせていただきました。施策の体系につきましては、下の方にありますけども１

の主要幹線道路の整備促進、２つ目として市道の整備となっております。これらの施策の

内容については下の方に記載されているとおりでございます。それから次に成果指標の部

分ですけれども、ここで歩道整備率（計画路線）の部分ですけれども、１７年実績として

は６９％が達成されていると。中間でありますけども２３年の目標値を９４％までに持っ

ていきたいというような考えでおります。それから下の方に空欄の部分が出てきておりま

す。ここにつきましては、先程説明したように、これから市民アンケートをした中で現状

値を把握して、その中に数字を入れていきたいと考えております。それから協働の指針で
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ありますけれども、ここは市民と地域と事業者はこのような部分が必要ではないかという

記述をしております。それに対しまして市また国及び道の対策しなければならないという

か協力していかなければならない部分を書いております。それから１番下にある基本事業、

これが先程言いました具体の事業を取りまとめたものという形の中で、ここに４つの基本

事業として掲げております。今説明を致しましたとおり、この戦略計画についてはこのよ

うな考え方の中で、それぞれ各項目に渡って記載しております。それで今回これらの事業

につきましては総ページで約１００ページ位、かなりボリュームがありますので、これを

説明していってもなかなか厳しいものがあるのかなと思っております。それで今回、これ

らのボリュームがあることから、この場で一体的に議論をするというのは、かなり厳しい

のかなと考えておりまして、それで皆さんに事前にお渡ししました。もう１つ皆さんの方

にそれぞれ所属する部会の要望を出していただきまして、ここにある審議会の策定専門部

会の名簿というのが、そちらの方に渡っているかと思うのですけれども、ご覧いただけま

すか。今回の要望を取りまとめた結果、第１専門部会から第３専門部会の、この３つのグ

ループ分けをしたのですけれども、だいたいこちらで想定していた通りですね、きっちり

１０人ずつになると思っていませんでした。それから各団体からの推薦等があると思いま

して、だいたいこのような形の中で取りまとめをさせていただきました。この専門部会に

つきましては、後日皆さんのお手元の下に都合のよい日程を出しております。その中で今

回この専門部会を実施するにあたりましては、庁内の担当課長の方も一緒に参加した中で

ですね、皆さんの質問に対しての応答していきたいと考えております。それで専門部会で

すけれども、テーマ１と原則１、２，３につきましては専門部会１の方で取り扱っていた

だきたいと思っております。専門部会２につきましてはテーマ２「健康で幸せに」の部分

とテーマ５の「心豊かに」、ここの部分につきましては福祉と教育関係でございますけれど

も、そこの部分を担当していただきたいと思います。専門部会３ですけどもこれはテーマ

３の「元気で活力あるまち」とテーマ４の「豊かな自然を守り育て活かすまち」を取り扱

っていただきたいと思っております。それで専門部会ですけれども、後日専門部会の部会

を開催致しましてその中でそれぞれの分野を論議してもらいます。まず部会の中でそれぞ

れの部会の会長と副会長を選考させていただく形になります。その中で会議を進めていっ

ていただきまして、その後流れとしましては、それぞれの専門部会でまとめたものをまた

ここの審議会の方に持って来まして、提案していただく形になります。それで提案された

部分につきましては、また全体の中でまとめあげるというふうに取り扱っていきたいと考

えております。あとそれぞれの部門につきまして事務局として都合調整しながらですね出

来るだけ対応していきたいというふうに考えております。それと全体的なスケジュールで

すけれども、今回のこの諮問致しましたこの案を１０月１０日の日からパブリックコメン

トを開催したいと考えております。パブリックコメントにつきましては１０月１０日から

１１月１０日までを予定しております。それからその後１０月１５日から市民説明会に入

っていきたいと思います。１５日が花川北コミセンで１０時から、それから南コミセンの



- 6 - 

方では１５時。その後としまして１７日浜益きらりで１８時３０分より。その次が１９日

厚田総合センター方で１８時３０分。翌日の２０日に八幡コミセンの方で１８時３０分か

らそれぞれ市民説明会を予定しております。今回の市民説明会の後にパブリックコメント

もかなり出て来るかなと思って予想しております。そのパブリックコメントで出されたも

のにつきましては出来る限りこの専門部会の方にも意見として反映させてもらいたいとい

うことで、取りまとめたものにつきましては、その専門部会でも説明していきたいと考え

ております。あと大枠ですけども専門部会につきましては、スケジュール的なものですけ

れども、２回位を予定しております。その後審議会も２回位。今回を除いてですけども。

２回位で取りまとめてほしいと考えております。今回のスケジュール上１１月末で、この

取りまとめを答申していただきたいと考えております。日程的にもかなり厳しい状況にな

っております。かなり厳しいですけれども１１月に入ってからもう１度専門部会を開いて

審議会を２回開くという形になりますので、かなり日程的には厳しい状況になっておりま

す。その他もう１枚、今回の戦略計画を作るにあたりまして、このペーパーこれ小さいん

ですけどもＡ３判のものが出ているかと思います。これはですね戦略計画にまとまってい

るものをテーマと施策の内容と成果指標、基本事業それらを一体化で見れるように作り上

げております。それから右の方に想定される主な事業という形の中で、今回の戦略計画を

行なうにあたりましての想定された事業という形の中で今現在出しております。ここの想

定される主な事業の取りまとめにあたりまして、今回先程市長からも言われましたけども、

現在財政の再建計画を取りまとめている段階にあります。それで財政と一緒に調整に入っ

ているわけですけれども、皆様の方には具体の事業のその額の確定がされる段階で、お示

ししていきたいと思っておりますが、これから作ります財政計画の中で、その中に後ろの

方にこの事業の位置付けをされた中で、発表出来るかなと考えておりますので、その発表

出来る時期につきましてはおよそ１１月に入れば見えて来るかなと考えております。それ

から今回の戦略計画の中で基本構想と一部変わった部分がございます。それは前回の基本

構想の中では原則１の②にありました、行政体制の充実という項目がありました。この項

目につきまして色々精査した中で、やはり充実じゃなくて行政経営の改善という方向の方

がいいかなという形の中で、戦略計画の方ではそのように変更させていただいております。

それからもう１点、原則２の②にあります、前回の基本構想では一層の情報公開という表

現がされてありました。それを今回は広報・広聴活動の充実という表現の中で戦略計画の

方は作り上げております。そこら辺のご了承を願いたいと考えております。 

○事務局（佐々木部長）：ちょっと補足して説明させていただきます。スケジュールのこと

なんですけれども、これから戦略計画の審議をお願いして、１１月末までに答申をいただ

きたいというふうにご説明を致しました。これは非常に日程的に厳しいということで、事

務局としても非常に恐縮しているところでございます。ただ前回答申をいただきました基

本構想、あれについては議会の議決が案件になって、議会で基本構想の審議をする際に、

これからご検討いただきます戦略計画というのは、審議のための資料といったような位置
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付けがされるわけでございます。私どもとしては、この新しい計画について１８年度中つ

まり来年の３月までに議会に議決をいただきたいと考えておりますので、１２月の議会に

構想を提案しなければならないと考えています。そういたしますと、その構想を議案とし

て提出する際には、この参考資料となります戦略計画の方も、ほぼ同じようなタイミング

で議会の方にお示しをしなければならないといったことがございまして、この１１月末ま

でに答申をいただきたいと考えているところでございます。本当に十分な審議日程が取れ

ないといったことについては、事務局としても本当に恐縮に考えてございますけれども、

このような事情の中で動いておりますので、１つこの点についてよろしくご理解とご了承

をお願いしたいと考えております。事務局からの説明は以上でございます。 

○前野会長：ありがとうございます。先程の説明で３つの原則の訂正、あの点をもう１度

説明願います。 

○事務局（尾山課長）：基本構想でありました３つの原則の中の項目の中で、今回の戦略計

画を作っていく上で、ちょっと表題を変えていった方がいいのではないかという形になり

まして、原則１の②に「行政体制の充実」というのが基本構想にありました。そこの部分

を今回は行政経営の改善というふうに修正させていただいております。もう１つ、この行

政体制の充実という部分で考えた時に論議した結果、改善ということじゃなく、充実とい

うのは今以上良くするという意味合いも含まれる関係からですね、中で今現在事務事業の

見直しとか、そういう部分でかなりの削減をしなければならないような状況になっており

ました。その関係上充実という言葉については、反比例するような言葉になってしまうと

いうことで、それであれば思い切って行政経営の改善という方が馴染むのではないだろう

かという形で代えさせていただくということです。原則２の②にありました、一層の情報

公開という表現がありました。ここにつきましては情報公開だけではイメージ的にも範囲

が狭いのではないかということもありまして、それから表現的にも市民に伝わりやすいも

のということを考えまして、「広報・広聴活動の充実」の方が理解しやすいんじゃないとい

う考えで変更しております。 

○前野会長：どうもありがとうございます。今日のスケジュールを最初にお話するのを忘

れたのですが、一応４時半まで時間を考えております。それですぐもう議論に入ってもよ

ろしいですか。今基本構想の３つの原則の中に字句の訂正が２つありました。今一度説明

していただいたのですけれども、このことに関してこれでよろしいかどうかご意見を伺い

たいと思います。 

○名手委員：先程言いました広報・広聴活動の充実のところのご説明がちょっとはっきり

しませんので、もう１度お願いします。どういう理由でこうしたのか、これの方がもっと

いいのか、その辺が分からないのですけれども。 

○事務局（尾山課長）：「一層の情報公開」という表現の中で取り組んだ時に情報公開とい

うだけでは、こちらから出す一方の部分のイメージが強いということが考えられまして、

それでいくと本来でいけば市民の声も聞かなければいけないという分野も出てくると思う
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のです。そこら辺を考えた時に、やはり表現的にも市民に理解しやすいような言葉として

「広報・広聴活動の充実」という形で取り組んだ方がいいのではないかという判断の中で、

その部分を一部修正しております。 

○前野会長：よろしいでしょうか。どうぞ。 

○羽場委員：基本構想の原案の中で、今そんなに焦るというか、そんな状況でいいのでし

ょうか。市民に言って、そして意見をいただく。なんか急きょやって、その時間があるん

でしょうか。１０年のものを１年、来年のことを考えるんじゃなく、５年１０年のことを

考えるのにそんなに焦って物事を決めないとならないのですか。 

○前野会長：今のこの件に関してですか。今この原則２の②に関してご意見を伺っていた

のですが、そのことに関して。 

○羽場委員：それも含めてです。やはり、広報する。そして受けるというそのことであれ

ば、そんなに時間がないようでは進んでいくのでしょうか。納得するものが出来ましょう

か。 

○前野会長：先程事務局の方からのご説明では、この審議会は今年の１月、２月からやっ

ているのですけれども、その時の計画に比べるとスケジュールが遅れてしまった。そうい

う意味でタイトになっているのを申し訳ない。そういうご説明だったと思いますが、今の

ご質問に関して、事務局の方で何かございましたら。 

○事務局（佐々木部長）：こういったようなスケジュールになってしまったことについては、

本当に私どもにしても申し訳ないと考えております。ただ１０年先のことを言いながらも、

実はもうすでに我々は合併をして新しいまちづくりに向かって進み出している訳でござい

ます。その中で、なるべく早く将来のまちづくりの方向性というものを決めていく必要が

あると事務局の方では考えております。また多くの市民もですね、今現在合併した後のま

ちづくりの方向性というものがしっかりとした形でうたわれているものがいまのところな

いという状態ですから、出来るだけ早く将来のまちの姿を見たいというふうにお考えにな

っているのではないかと思います。そういった考えに対して、出来るだけ答えていきたい、

いかなければならないというふうに考えております。実際に、議論のための時間というの

は非常に限られた中にあるのですけれども、そういったようなこれからのまちの姿という

のを出来るだけ早く出していくためには、時間を節約するというのでしょうか。審議の密

度を濃くするとかですね、開催の期間を短くするといった工夫の中で、出来るだけ議論を

尽くしながらも出来るだけ早く結論を出すといったような方向で、是非ご協力をお願いし

たいと思っておりますのでどうぞよろしくお願い致します。 

○羽場委員：あの観光の方から来て３部会ということを申しましてですね、その中で観光

の振興の１番最後の方に形成される主な事業、この中でおそらく社団法人観光協会の拠出

金、この辺りを少し持ち帰らないとここでだけで審議されても困る訳ですよね。社団法人

から金を出しなさいよということだと思うのですけど、その辺りをちょっとお聞きして、

やはりただ私だけがここで述べるんじゃなく、持ち帰らないとならないものもこれならあ
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ると考えますからね。そうすると時間も食うんです。 

○事務局（佐々木部長）：今の拠出金は市が観光協会に補助金として出すというもので、こ

れまでもやってきているものを今後も続けることを想定しておりますということをここで

表現しているものでございます。それに限らず、当然各団体から出て来る委員の方におか

れましては、当然持ち帰って検討しなければならないといったようなこともあろうかと思

います。ただ先程も申し上げましたが、本日これをやった後、今度部会に分かれて部会の

中でも２回、最低でも２回やらなければならないというふうに考えておりますので、出来

ればその間ですね持ち帰って検討するものがあれば、ご検討をお願いするといったような

スタイルの中で進めていっていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○前野会長：よろしいでしょうか。それから今のことに関連して私からのちょっとお願い

と言いましょうか私個人の考えていることがあります。この審議会の委員というのはやは

り個人でここに参加している訳でして、もちろんそれぞれの方々の後ろには色々な団体と

かバックがあると思うのですけれども、そういったところを代表しているという部分もあ

ると思いますけれども、この審議会の策定委員というのはやはり個人の立場で意見を述べ

ること、それが基本です。どうしても自分の意見を出すには自信がないとか責任が取れな

いというような場合は、持ち帰って誰かの意見を聞かなければいけません。それは個人の

判断で持ち帰って相談されるのは結構だと思いますけれども、あくまでもここではこの場

で色々考えて議論を進めていく、そういう立場でいきたいと思います。これ私の考え方で

ありますけれども、もしこういうのに反対の方がいらっしゃいましたら意見を今のうちに

出していただきたいと思います。 

○高田委員：会長がおっしゃられたことはよく分かるんです。スケジュール的にも。ただ

私も団体から推薦をしてこの委員のテーブルに乗っかっている者ですから。団体に対して

意見を反映するという１つの役割も私の中にはあるんですけれども。個人として委員の立

場でも策定に参画していくことについては、これはまた構わないんですけれども、一方そ

ういう役割も私の中にもあるものですから。特に私は商工会議所から出ているので、相当

この商工振興も含めた大きな課題の中で少なくとも商工会議所としてある程度の意見をこ

の中に反映をするという私１つの役割もあるものですから、相当時間かかるのかなと。急

いで対応していきたいと思いますけれどもそれでは十分その加味していただければなと思

って申し上げました。 

○前野会長：ありがとうございます。 

○羽場委員：ちょっと質問してもよろしいですか。あの市内関係団体から選出された委員

につきましては、所属の団体の関連があると。個人じゃなく関係があるということをここ

で述べているのです。そうするとあくまでもやはり私は観光協会関係の代表、代表という

か関係があるということで来ていますからね、個人で一部門でいいですよとそういうもの

ではないと思うのです。どうでしょうか。 

○前野会長：それは私の話をちょっと勘違いをされたのだと思いますね。私はそういうこ
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とを言ったのではなくて、ここで喋るのは１人が喋っている訳ですから個人が喋っている

という意味です。ですからその中身は、もちろん団体とかあるいは自分達のグループとか

ですね、そういった人たちの意見を出来るだけ反映していただきたいという意味です。 

○羽場委員：そうですね。はい、ありがとうございます。 

○前野会長：それでは他に先程の。どうぞ。 

○名手委員：あの事前にいただいた戦略計画の検討原案についてずっと見まして、その中

で私が分科会で担当したいと思うところを集中して読んでいるのですけれども、その中こ

れの記述の仕方を見ますとこのＡ３に書かれている基本事業の左の部分までしか、これ載

っていないですね。右の想定されている主な事業というのは今日これ初めて見た訳ですが、

検討原案ではまだ具体的なことが書かれていないなというふうに見てまして、どういうふ

うに進めるのだろうかということを１つ大きな疑問として見てました。ところが今日のこ

のＡ３の資料を見ますと想定されている主な事業ということで具体的に出ているんですけ

ども、私は体育協会から派遣されて来た訳ですが、体育協会の代表ということだけではな

くて、体育協会というのは市全体の関係を見ている訳ですけども、それと同時に市民の健

康を維持していく。これは若い人も年を取った人も含めて、健康であるように体を動かし

ていこうじゃないかというのが、これは大きな命題でして、それは体育協会が進めている

ことですが、それを進めていくことによって医療費はかなり減ってくるだろうというある

仮定がある訳ですね。実際に体を動かさないと病気になりやすいということは色々なこと

で言われてますので、体育協会としてはもっと市民１人１スポーツをしてもらおうという

ことを推し進めている訳です。ところがこの検討原案を見ますと、どうもそういうところ

が具体的に書かれていない。または稀薄だということもありますので、そういうことをよ

くよく考えてですね、私は分科会で話をしたいというふうに思っております。ですから先

程羽場さんの方から「時間が足りない」ということをおっしゃいましたが、私も本当はそ

う思います。財政を色々検討されている事務局の方々は大変でしょうけれども、そういう

ことを我々の意見をもっともっと吸い上げていっていただきたいというふうに思いますの

で、よろしくお願いします。 

○林委員：林です。２つ程お聞きしたい。１つは財政再建計画の目途が立ってこれが今開

かれた。そうすると密接に関係する財政再建計画について私、承知していないんですよ。

ですからその辺もどこかで私達に示していただける機会があるか、これが１つ。それから

さっき市長がすごく重要な発言をされたと思うのですが、集中の問題で。合併の時の協議

をした内容、それはそのまま出来ないということですね。各種事業について。これと関連

してここに想定されている主な事業というのは、今やっていることなのか、それとも合併

協議の時の調定書に書かれている協議の内容なのか。そこの中からここのどれかを削って

いくとか何とかというふうになるのか、そういう協議がこの場で分科会でやられるのかど

うかということをお聞きしたい。 

○事務局（尾山課長）：今まで遅れた理由の１つとして先程言いました、財政の再建計画の
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関係でございますけれども、財政再建計画とこれから１０ヵ年プランの中で財政課の方で

は財政計画というものを作っていきます。その財政計画の中の裏にですね、この総合計画

の各種事業という部分が一緒にこう見えてくる形になります。それで先程言われました財

政再建計画がどの時点で出るかと言いますと、今回のパブリックコメントと一緒に再建計

画の方は出る形になります。ただし財政再建計画は５ヵ年計画であります。その関係上財

政計画にしますと、財政再建計画の５ヵ年分はそっくりそのままイコールというイメージ

で考えております。それ以降の部分につきましては、これから今現在想定される事業です

ね。逆にいうとこの事業がその財政計画の積算する１つの基礎データと考えております。

それから想定された事業の中ですけれども、これにつきましては今回の基本構想を作成す

る段階から言われてきました新市建設プランがありますよね。あの部分を１つの基本とし

て、そこから持ってきているというふうに考えていただいていいかなと思います。ただし

その中でもう事業が終わったもの、それから今後早急に取り扱っていかなければいけない

ものも出てきております。今回特に戦略計画を作るにあたりまして、今福祉関係の法改正

が大きく変わってきております。その関係でですね、福祉の部分については当初合併プラ

ンにはなかったのですけれども法の改正に伴って新たに対応しなければいけないもの、そ

れらの部分については計画の中で位置付けていかなければいけないと考えて、そのように

して考えて今この中で取り扱っていこうというふうに考えております。財政の再建計画に

つきましては先程ちょっと言いましたけどもパブコメの時期と一緒に、市民説明会も一緒

に総合計画と合わせてやる形で今調整を取っております。パブコメも一緒に。審議会の方

につきましては、次の専門部会の段階では再建計画の部分についてはお示し出来ると思い

ます。ただし全体の財政計画につきましては、今月いっぱいちょっと要するかなというふ

うに考えております。財政再建計画につきましては出来れば２回目あたりの専門部会の方

で事業面とあわせてお金も出した中で示していけるかなと考えております。以上です。 

○前野会長：はい、どうぞ。 

○林委員：私が所属するところじゃないところも共感しているところもあるんですけども、

ただ言葉だけなっているんですね。こういう問題はきっと何かの格好で裏打ちがされない

と解決しない問題だと思うのですがそういう点は条例を作るだとか何か指針を出すだとか

何かになるのかなと思って、その辺どう考えるのかちょっとお聞きしたいのですけれども、

最後の８４ページ、「適切・計画的な土地利用」。この現状と課題ところの最後の部分です

けれども、「近年、海岸周辺において、別荘地などミニ開発などが増加傾向にあることから、

これらへの適切な対応が急がれています。」これは全くその通り。私、実感しているんです

ね。これを規制するためには、土地の利用の仕組みだとか何か計画をしなければならない。

そういうのとどういうふうに関連していくのか。それが１つ。それからもう１つは「魅力

ある地域の形成」の８１ページですが、「厚田区及び浜益区における地域協議会を核とした

地域の一層の発展を図るとともに・・・」というところなんですけれども、この次のとこ

ろなんですが、「・・・地域自治区の仕組みを市全域で展開する検討を進めます。」これも
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同じ意味合いになるのですけれども、私はこれをどっちか全体に進めるか、今あるところ

のね。地域協議会。将来的にはね。これを変えようかと考えた時にただ作っても駄目じゃ

ないかという気もしているんです。ということはやはり地域が自分達で考えて、何かをや

るためには地域にお金がなければいけないんですよ。だから地域予算だとか地域の協議会

に対する権限だとか、例えば今、市の下でいくと、これは違っているかもしれませんけれ

ども何となく思うのはやっぱり縦割りなんですね。支所があっても、そこの支所の中で解

決出来ない。みんな本所に来て処理しなくてはならない。そういう地域完結型のお金も権

限も何もして、住民が参加してやるという仕組みにしていく必要があるのではないかとい

う、そういう想定で考えられていくことが必要ではないかと思ったものですから。ここの

２つ、そういう行政の措置として、それを裏付ける仕組みのようなものが作られていくの

かどうか。 

○事務局（尾山課長）：まず１つ目の件でありますけれども、ここに記載しておりました８

４ページの別荘とかミニ開発とかの関係でありますけれども、ここの部分につきましては

今現在庁内の中でもこれが１つの話題となっておりまして、それぞれ所管を超えてですね

この対応について今検討している段階にあります。その関係でですね、いずれは何らかの

規制が必要なのかなと考えておりますけれども、今現在法的規制がない状態にありますの

で、それに向けてどのようにこれを取り組んでいくかの部分について今現在検討している

状況にありましたので敢えてこういう中で表現をしていきました。それからもう１点であ

りますけども８１ページにありました「地域自治区の関係」でありますけれども、この地

域自治区につきましては今回の合併に伴いまして、協議会の方でまず今回の部分について

は１０年の期限付き自治区であります。その中で協議会委員の中から将来的に厚田、浜益

の２地区以外にも将来的には石狩市にも及ぶようなことが出来ないのかという部分の答申

がされております。その関係でですね、今現在こちらで想定していますのは、まず厚田、

浜益の２つの自治区の動きを見ながら地域協議会活動がどのように発展していくか見据え

た中で、将来的にこういう形でいけばいいなというものの叩き台とか、言い方が悪いかも

しれませんけども１つのモデルケースになっていただけるものがあるのであれば、それを

前進的に発展していきたいなと考えております。ただ期限が１０年と限られておりますの

で、その間にどれだけ出来るかちょっと分かりませんけれども、そういう方向の中で取り

組んでいきたいと考えております。そのためにこういう表現にしています。以上です。 

○前野会長：今たまたま土地利用の問題に関してのお答えがあったのですけれども、おそ

らくこれは専門部会、第１分科会で検討されることだと思いますけれども、関係する事で

もう少し事務局にお聞きしたいことがありましたら。どうぞ。 

○三上委員：今のことに関わるのですけれども、今回の戦略計画の１つ１つについて、こ

こに出すのか、それとも専門部会で論議した後に審議会に出てきますよね。全体で２回持

つという話だったのですけれど、そこの中で全体として私はこう思うという意見の出し方

の方がいいんではないかな。今出してくれないと、この８４ページの中いっぱい出て来て、
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問い詰めになるのではないかと思うので要望としては部会に分かれた時にその部会として

はすごく深まるのですけれども、ただ部会の中ではなかなか分かりづらいんですよ。それ

ではただ部会の状況と、たぶんたくさんこのＡ３の主な事業でも全然分からないのがたく

さんありますので、質問でも色んな資料が出てくると思いますけれども、それは全体に感

じてほしいなというふうに思うのですよ。だから今の進行の中では今１つ１つ出していく

のではなく、専門部会委員が話し合って出した後に全体で論議をするという方向でないと、

非常に問い詰めが長くなるのでないかなと思うのですけれども。全体に関してだけ質問と

意見でいいのではないかと思うのですけども。 

○林委員：行政当局として、どういうふうに裏打ちをしていくという方向を持っているの

かということを聞きたい。他にもいっぱいあると思います。 

○事務局（佐々木部長）：この審議会の進め方について事務局の方では、発言するあれはな

いんですけども、今おっしゃられた通りですね個別の話についてはこの後専門部会の方で

お願い出来ればと思っております。先程林さんの方からお尋ねがあったような件なのです

けれども、基本的にこの中に書いてあることというのは、市役所の中で何らかの形でその

対処をする方向性、そういうようなものを念頭においているはずと考えております。また

逆にそうでなければ本当に書いただけで終わってしまいますから、しっかりと各所管の方

でも一定のイメージを持った上で書いているというふうに事務局の方では捉えております

ので、専門部会等中でそこら辺について疑問に思われることがあれば、是非聞いていただ

ければなというふうに考えておりますのでよろしくお願いします。 

○名手委員：あの専門部会に入る前に、ちょっとお聞きしたいのですけども、５つのめざ

すまちのテーマというのがありますけれども、まずは将来像と含めてですね非常にこう明

るいイメージ・キャッチフレーズで書いてある訳です。それに向かって専門部会で色々議

論をすることになると思うのですが、先程の市長のご挨拶の中では財政再建と戦略計画は

表裏一体だということを言われました。それと同時に事業は多くは出来ないということを

言っておられましたし、選択と集中が必要だという話もされてますので、その辺が具体的

なことになると非常に悩ましいところだろうと思うのですね。そしてＡ３のこの資料を見

ますと想定されている主な事業をいくつかたくさん書いてありますが、これ以外にも議論

の対象になるものもあると思うのですよ。そういうのは当然分科会で議論されてもいいと

思うのですが、ここに書いていないものは議論の対象にはならないよということになるの

でしょうか。 

○事務局（佐々木部長）：ここに書いてあるのは本当に主な事業というだけですから、ここ

に書いていないものについても当然議論の対象にはなりうると思います。ただここである

程度想定をして出しているということは、お財布の中身と相談をしながら出してきている

ということもありますので、例えば新たなものを入れるとすれば代わりに何をやめるとい

ったような議論もまた必要になるかもしれないなと考えておりますので、そういったこと

を踏まえながら１つご検討をお願いしたいと思います。 
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○名手委員：それでそれに関連することで申し上げたいのは最初に言った５つのめざすテ

ーマ、それから「あい風と人が輝く活力のあるまち・石狩」というこういうイメージをや

はり１０年間維持していける計画にしていきたいと思う訳ですよ。ですから具体的な今の

部長の話ですとこれを入れたらこっちを引っ込めるという議論も出てくると思うのですが、

その辺は大いに活発にやりたいと思うのですけれども。そのバックには財政再建だという

のがあるとですね、本当にこの明るくいくのかなという心配が出てきてですね、ちょっと

なかなか悩ましいところですね。 

○事務局（佐々木部長）：さっきの市長の発言の中で市長が言いたかったことを私なりに考

えてみますと、要するにお金に飽かしてあれも出来る、これも出来るというのも非常に楽

しくなるなという気もしますけれども、ただこれから先はたぶんそういうこと前提条件と

してそういうのがないですから。ですから限られたお金の中でいかに楽しく、明るくやっ

ていくかといったようなことが１つのテーマになってくるのかなと。今回の総合計画を作

るというのは図らずもそういった時代の転換点に立ってる石狩市が、これから今私が申し

上げたような観点で明るく進んでいくための方向性みたいなものを模索するような場にな

っていくのじゃないかなと思っています。非常に漠然とした話で申し訳ないんですけども、

事務局としてはそういったような心意気の中で、まとめてきているところでございます。 

○名手委員：あの、話はよく分かるのですけれども、５年後振り返った時、またこの計画

が終わりに近づいた時に過去を振り返って、この５つのめざすテーマが果たして出来ただ

ろうかという中間的な５年目の評価も当然必要なんですが、もっと言うと１年目２年目も

必要かもしれませんが、後での評価に耐えうる議論を大いに私はやりたいと思います。本

当にこの５つのめざすテーマというのは大変な理念だと思っているのですよ。ですから本

当に、「人が輝く、活力のあるまち」になったなというふうな方向でいかせるように議論を

したいというふうに思いますけれどね。 

○松井委員：松井でございます。さっきのお話に関連するのですけれど、１つだけお聞き

したいのですが、これから私達の分科会に分かれて論議する時に、財政再建計画を事務局

の方で作られてこれ過程ですね、これ我々の当初の基本構想のこの辺のことは整合されて

お金のやりくりの整理をされ、いくらか同じところが整理されているのかなということ。

されていると理解して私達は考えていっていいのかなって、たぶんさっきそう言われた投

資出来るのは限られていますし、たぶん削るという方向になるんだろうな。だけども１０

年っていう期間が短いですから、１０年で答えを出すかということは当然書けなきゃいけ

ないのですよね。そうすると金があまりかからないで我々の出来ることは何だろうという

ことになると、この５つの中でどれとどれだなということは、たぶん事務局でも想定をし

ているのだろうなと私は思うのですけども、それは我々の議論をこれからしていくのです

けれども、財政再建計画が我々の今でも基本構想とのすり合わせのイメージを置かれて検

討をされているかどうかだけを知りたいと思います。 

○事務局（佐々木部長）：それについては私どもの方では十分に考えながら検討をしてきて
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おります。例えば子育て支援とかあります。子育て支援だからといって、すべて既存の事

業をそのままにしてさらに上乗せをして子育ての何かをやるといったようなことは現実的

には出来ませんから、例えば今やっている事業というのは、その必要性なりというのを徹

底的に見直した中で変えるものは変えていくといったようなことをすると同時に、さらに

その総合計画の中で目指すようなまちを作っていくためにどういう事業が必要なのかとい

う観点から事業の選択みたいなことをしていくといったようなことで考えてきているとこ

ろでございます。 

○前野会長：細かなことは専門部会で協議するということになりますけども、この場で是

非確かめておきたいことがございましたらどうぞお願い致します。 

○横山委員：横山です。これはまず想定されている主な事業で５つのテーマについて話し

ているんですけども、まずあの生産性の上がる方が何も考えられてない。使う事ばっかり

のことがある。それが活力のあるまち元気なまちと。だから私は生産性、税収が上がるの

か、そっちが元気ないのに、こっちの方で元気なまちってラジオ体操に出てれば健康にな

るかもしれないけども、それ以外のものではどうかなとか。だからやっぱり、さっきも市

長が言っていたけど金がないとあんまりいいことが出来ないし、そうかといって、これだ

けのやらなければいけないことがあるけど、じゃ少子化対策の中で子供支援が市に望んで

いるのとかね。逆に普通の舗装道路の大して歩かないところはいいから、そういうところ

はやってくれという人もいるかもしれないし、ですからやっぱりみんな出来ない訳ですか

ら、本当に選んでやらないと、あまりにも元気が出るように書いてあるもんですからみん

な輝かしく書いてあるからね、実行するのに大変と思うのですけれどもやっぱり選んでい

かなければいけないし、１０年の期間とか言うけども、おそらく３年後にまた金がある時

に変えていかなかったなら、１０年の間に何回も変化があると思いますよ。社会的変化が。

だからがんじがらめではじゃなくて、ちょっと柔軟にしていた方が私は良いように思う。

形式上は１０年といっているから、それはそれでいいんでしょうけども、そんなに上手い

具合に今決めたこと１０年後も検証は出来るけれど、その通りには行かないことはいっぱ

い出て来ると思いますよ。それともう少しやっぱりあの「元気なる」というのは生産性が

上がる。要するに行政で言えば税収が上がる。そんななんか出荷額が多くなるか、たくさ

ん住宅を建ててもらって固定資産税を取るだとか、収入の面もちょっと読んでおかないと、

ほとんどこれ金を使う方ばっかりがこういうふうにだいたい入っているなと思いました。

以上です。 

○事務局（佐々木部長）：あの税収を上げるということ。これは当然考えております。ただ

何もしないで税収が上がるということはありませんから、やはりそのために何をするかと

いったような観点で、様々なところをちょっと入れてきております。そこら辺の記述とか

ですね、そういったようなことについてはまたこの先部会の中でご意見をいただきたいな

と思います。それと柔軟にということですけれども、この計画は基本構想については１０

年間の方向性を出しておりますが、戦略計画の方はとりあえず１０年作るのですが５年目
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で見直すということを今のうちから想定しているということでありますので、少なくても

５年経ったらその時点の例えば指標の達成状況ですとか、その時点での経済・社会の状況

といったようなことを踏まえて、本当に６年目以降もですね、この戦略でいいのかどうな

のかということをまたその時点で広くご議論をいただくということを想定して考えてきて

おりますのでよろしくお願いします。 

○景井委員：あのこれからしていこうとする時に規制緩和と言うのですかね。そのお金ば

かりじゃなくてこういう用途に使いたいなと思っても、それは例えば都市計画に触れるか

らこういう用途には使えないだとかという問題というのは結構あるのですよね。ですから

都市計画審議会でどういう地域の位置付けというのはあるのでしょうけども、そういった

その従来からの規制をちょっと変えていただくことである施設を有効に使えるとかという

ものがたくさんそういう問題に直面していくことが実際あるのでね。例えばここでこうい

うことをやりたいなと言っても、そういう規制で出来ないということが想定されますよね。

そんなこともこう話をぶつけていいのかどうなのかというものが１つありますので、その

辺もよろしくお願いしたいなと思います。 

○事務局（佐々木部長）：景井委員がおっしゃったこと、具体的にどういうケースなのかち

ょっと分からないので、何ともお答えしづらいのですけれども、ただ現実的にそういった

規制緩和みたいなことをすることによって何か新しい経済なり市民なりの動きが期待出来

るのじゃないかといったようなことがあるのであれば、そういったようなことを書き込ん

でいくということは十分可能ではないかと思います。ただそのことと現実的にある規制を

緩和出来るかどうかというのはまた別な話だと思うのですけれども、そういったような観

点も可能であれば本当は計画の中に盛り込むということは重要なことではないかと思いま

す。 

○景井委員：実際そういうのがあるのですね。ＪＡの施設もですよね。やっぱり経営のあ

る程度合理化を図っていくと遊休施設というのが当然出てまいります。それをそのまま空

き施設にしていくのも非常に無駄だということで、地域の農業で使えればいいんですけれ

ども、それも用途が限られてくるとなると、例えばそれを何かに貸すにしても、ここの部

分については例えばこういった用途しか駄目ですよと都市計画とかですね。そういった部

分があって例えば空き事務所として置いとけば、今度は背景が変わってきておりますから、

例えば「償却をしなさい」だとか色々な問題が出てくる訳ですよね。そういったこととい

うのは非常にある意味無駄な部分もありますのでね。この農業振興に関わる部分でも例え

ば職場や工場を作りたいと思っても作れないという部分があるんですよね。ですからそう

いったものも多少規制緩和で緩和してくれれば、そういった対応が可能なのかなというこ

とは行政ばっかり頼らないで、民間で何かやりたくてもそういう規制に縛られて出来ない

というのが結構直面して出てきますので、そんなことも将来的な中で解決出来る方法に向

かってくれるのであればありがたいなというふうに思っております。すぐは無理なんでし

ょうけれどもね。 
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○前野会長：他にご意見、ご質問ありますでしょうか。 

○松尾委員：松尾です。今の景井委員のご意見とちょっと共通するものすから、これはお

願いなんですけれどもやはりこれから市の事業というと、例えば予算をつけて何かをする

だとか補助金をかけて何かをする、それももちろん必要なものも当然いっぱいありますの

で、そのままというのもありますけども、そういうことだけじゃなくて、例えば市がコー

ディネーター役にまわって何かをするだとか、施策的に何か規制を緩和するだとか、そう

いう取組みによって市を活性化していくということというのは、非常にこれからの時代に

大事になってくると思いますので、そういったことを是非お願いをしたいなというのがお

願いというか意見という。よろしくお願いします。 

○前野会長：他にご意見、ございませんでしょうか。それではどうしましょう。今事務局

の方から最初に説明がありましたけれども、基本構想の中の３つの原則の中に訂正が２つ

ありました。これでよろしいかどうかの確認をして下さいということなんですが。 

○三上委員：ちょっといいですか。 

○前野会長：はい、どうぞ。 

○三上委員：さっきちょっと後になっちゃったんですけども、先程の原則２の②、「広報・

広聴活動の充実」で一層の情報公開が書いてあったという話なんですけども、施策の内容

には入っていますけども、ただ広報・広聴の関係という関係と自治体の任務の問題と情報

公開という市民のいわいる１つの要求については若干違うんじゃないかなというふうに思

うのですよ。双方向の関係ではないかなと思うのです。情報公開の広報・広聴って。広報・

広聴を正確に伝えても情報公開じゃないかというのはそれではないかと思うのです。そう

いう面でこだわる訳ではないんですけれども、施策の内容は３つ目に入っているんですけ

ども、ここの②から情報公開を削ったという意味をもうちょっと確認したいなと思ったの

ですけれども。 

○事務局（尾山課長）：先程の原則２の②でありますけども、基本構想の中身におきまして

は一層の情報公開という形で進めておりました。その中で情報公開というだけではイメー

ジ的にも範囲が狭いんじゃないかなというふうに考えております。それともう１つ、一層

の情報公開という言葉の表現が市民に伝わりやすいもの等と考えた時には、かえって広

報・広聴活動の充実という表現の方が理解しやすいんじゃないかというふうに考えてると

いうことです。 

○三上委員：原則２の「一人ひとりが主人公」という意味合いからいったら①と③は非常

に合うんですよ。②だけがなぜか広報・広聴活動といって、いわゆる行政側からですね。

そういう面では例えば広報並びに情報公開の充実とかね、そういうふうにはならないのか

な。あまりこだわりはしませんけども、そういうふうに思ったのです。 

○羽田委員：羽田です。私も原則２の「１人ひとりが主人公」という考え方でいくと、広

報・広聴活動の充実の意味は分かりますけども、やっぱり見方が行政側から見ている言い

方かなと思うのですね。だから情報の公開と広報・広聴活動の充実とかと言っていただく
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方が、私は分かりやすいかなと思いますけれど。こじ付けみたいなものでしょうけども。

敢えて文字は大事だと思っております。 

○名手委員：字が違います。１頁の広聴のこうが"広"になっている。"公"ではないのか。

後で配っていただいたこれは"公"になってる。Ａ３の資料には"公"で書いている。 

○事務局（佐々木部長）：そうですね。これは戦略計画の冊子の方が間違いですね。「こう

ちょう」という時は公に聴くというふうに書きます。 

○前野会長：ここでちょっと休憩を取りたいということなんですが。今のことに関して事

務局の方で原則のところの字句の訂正を今日提案した訳ですけども、事務局の方で少し意

見を集約してですね、そして休憩後にもう１度皆さんにお話したいということです。ここ

でちょっと休憩を取りたいと思います。 

 

【休 憩】 

 

○前野会長：それでは時間になりましたので再開させていただきます。先程から議論にな

っておりました件は３つの原則の部分の２つの訂正ですが、まず１つ目の方からいきたい

と思います。原則１の②。前回の基本構想では行政体制の充実となっておりましたけども、

これを「行政経営の改善」としたいということですが、この件に関しては概ね皆さんご賛

成のように感じておりましたけれども、ご意見をいただきたいと思います。 

○伊藤委員：このかぎ括弧では、「健全な行財政運営」となっておりますね。原則１のとこ

ろに。「健全な行財政運営」と。ですから②も行政運営の改善の方が私はすっきりするのか

なという感じが直すんであればね。そういう行政運営の改善に直すといい。 

○前野会長：運営ですか。他にどなたかご意見ありませんか。 

○羽田委員：私は敢えて使ってるのかなと思ったのですね。行政経営と。行政も経営とい

う意気込みをちょっと感じたのですけれども。運営じゃなくて経営をするだという感覚の

下であれば、大きいところでは健全な行政運営の改善と。行政経営の改善にしたのかな。

新たな言い方として、私はいいとは思いますけども。 

○前野会長：いかがでしょうか。行政経営は意気込みが感じられるということですけども。

経営ということでよろしいでしょうか。それじゃ「行政経営の改善」ということでお願い

致します。それからもう１つの点は原則２の②ですが、この「一層の情報公開」というこ

とを変えるということでしたけれども、先程ちょっと混乱がありましたので、事務局の方

から再度説明をお願いします。 

○事務局（尾山課長）：こちらの方で先程説明をしましたのは、「一層の情報公開」の形で

あったものをですね、今回敢えて市民に分かりやすく理解しやすいという意味合いを含め

まして、「広報・公聴」という形の言葉を使ったんですけども、今内部で協議をしまして「広

報・公聴」になると逆に今度狭く感じる言葉になるんじゃないかという意見になりまして、

修正案としまして「一層の情報共有」と。先程言いました共有という形に変えたいという
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ことで。 

○事務局（佐々木部長）：そのように直した主旨をちょっと申し上げますと、原則の２とい

うのはある意味協働によるまちづくりみたいなそういうイメージのところでございます。

そのための必要な要素となるであろうことをこの施策の項目の中で挙げている訳です。そ

の協働のまちづくりを進めていく上で、情報というのは必ず必要になってくるといったよ

うなことから、この②というのを入れているのですが、そこをどういうふうに捉えるかと

いうことです。当初の案の情報公開ですと、これは市役所の方から市民に向けて情報を出

すという、いわゆる一方通行的なイメージが出てしまうものですから、それでその広報・

公聴ということで市役所から出すだけではじゃなくて、公聴という形でその市民の方から

情報を発信していただくというところまではいかないかもしれないですけども、それでそ

の双方向の情報の流れというのをイメージしたのですけども、ただ本日色々とご意見をい

ただく中で、やはり例えば広報と言ってしまうとこれは市役所側が自分が出したい情報を

出す程度の意味しかなりません。そうなると最初に出た情報公開とはかなり出す情報の種

類が限られてしまうというようなイメージもあるかなと考えまして、市民サイドの情報も

行政側でしっかりとつかむといったようなイメージを出すとすれば、情報共有という言葉

がいいのではないかなということで再提案をさせていただいたのですけども。この点につ

いていかがでしょうか。 

○名手委員：修正された「広報・公聴活動の充実」で私はよろしいと思います。広報とい

うのは市役所の方から一方的だと。それから公聴は市民全体から吸い上げる、皆さんが発

信する。それを取りまとめて色々な政策の実施に活用するということになると思うのです

ね。広報の中に情報公開という意味合いを含めれば、それで済むのではないでしょうか。

そうすると上に書いてある施策の内容、それから基本事業が生きてくると思うのですね。

さっき言った共有というのは、何だかよく理解しがたいんです。ただ共有をすることだけ

でどうもこう政策としてドラスティックではない。もっと積極的に前に出て行くというや

り方を考えると、広報・公聴活動の充実の方が言葉としては、はっきりすると思うのです

けど。私はそう思います。 

○松尾委員：松尾です。僕としてはやはり双方向で情報が動くというのはぱっと見て分か

る文字の方がいいと思うのですよ。あと１つ言うならば、その情報を有効に活用すると、

ただ持ってくるだけじゃなくて、それも何か入った方がいいのかな。例えば情報の共有化

という言葉を使うんであれば、情報共有とその有効な活用法みたいな方がいいのかなと思

いました。以上です。 

○林委員：情報公開というのは結構な問題、市民生活に発展させる問題だと思うのですよ。

大切なことでもあると思うのですけれども、情報をたくさん公開していくというのは今時

代の流れでもあると思うのですよ。ただ積極的に市が開示していく、それから請求すれば

とれる。そういう制度を活用していく問題で、共有と先程言っていたじゃないですか。僕

はちょっと異質じゃないかな。例えば先の方が言われているのも情報公開というものを残
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したいという事だと思うのですよ。 

○前野会長：ありがとうございます。どうぞ。 

○羽田委員：羽田です。私はもしも共有ということを使うならば、だから一層の情報公開

というのは抜かせられないと思うのですね。公開と共有。情報の公開というのはやっぱり

広くね、最近要するに「市民一人ひとりが主人公」と言われる時代にやっと出てきた位置

付けだというふうに思いますので、情報の公開というのは抜けない。そしてこういうまち

づくりを作っていくためには、共有するということも含めて、それは大事なことではある

と思うのですけれども、この言葉は抜けないんじゃないかなという感じがとても思ってい

ます。広報・公聴活動というのはむしろちょっと古臭い感じが逆にします。 

○前野会長：はい、ありがとうございます。情報の公開という言葉がまた入ってきました

し、色々な意見が出ております。 

○名手委員：この施策の項目としては「広報・公聴活動の充実」として次の施策の内容に

１、２、３とありますよね。３番目に「公開の推進」、４番目も書いてですね「情報の共有」

というふうに書いたらどうでしょうか。施策の項目をあまりごたごた書くよりも、これで

すっきりさせておいて施策の内容のところに４番目をそういうふうに書いては如何でしょ

うか。 

○景井委員：あの自分の感覚では情報の開示というのは、そこの企業体の経費をもっとも

っと知っていただくということだと思うのです。今そういうのは義務付けられていますし、

もうすごい必要なことだと思うのです。広報活動というのは色々な活動をしていたり、そ

ういうものを広く知ってもらおうというのが広報活動なのかなというのが自分では認識し

ているのですが、ここの原則２は「一人ひとりが主人公」ということですから、例えば「広

報・公聴活動の充実」でもいいと思うのですね。その情報を開示するというのは今の市で

いくと、市の行財政の実態を開示していくということだから、原則１の項目じゃなくてそ

の次のところにどっかに情報開示というか公開を入れて、健全な行財政の内容を発信して

いきますということをそこに盛り込めばいいのではないのかなと思いますけど。 

○羽田委員：羽田です。施策のところの項目の「広報・公聴活動」と。私、活動というの

が何か違うような気がするのですね。情報の公開というのは活動ではじゃないのですよね。

要するに当たり前のことって言われればあれですけども、だから私はその施策の内容のと

ころに細かく公聴活動だとか広報活動とか活動をつけても不思議ではないんですけど、や

っぱりその施策の項目に活動、情報公開というのは活動ではないと思うので、活動という

のはどうも違和感がある。やっぱり「情報公開の充実」で１本で言えば、広く色々なとこ

ろにかぶさるのではないかと私は思うのですよね。「一層の」付けなくても「情報公開の充

実」でいいのではないかなと逆に思うのですけれども。 

○前野会長：はい、ありがとうございます。ちょっとここ戻ってしまった気がするんです

けれども、ここのところは原則１との関係もありますので、事務局の方でもう１度全体を

見て検討していただくということにしたいと思います。ですから宿題といいましょうか、
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あの、よろしいでしょうか。今色んな意見が出ましたので。 

○三上委員：原則２の問題なんですけども大きく「一人ひとりが主人公」で①、②、③で

あって、①で「市民参画・協働」ですよね。③で「男女共同参画の推進と人権の尊重」と。

どちらもですね市民だけじゃ出来ないし、行政だけでも出来ない。そう一緒にやっていこ

うという課題なのですね。そういう面を含めて②のことを考えてほしいな。広報・公聴で

あればどうしても流して聞くよという意味合いを、市民は捉えるだろうなというふうに思

いますので、先程部長が言った双方向の意味合いをですね重視していただければと思いま

す。 

○前野会長：はい、ありがとうございます。ではそういうことで、この件に関しては次回

までに事務局で作り直していただくということでお願いします。それではどうでしょう。

ここで先程の続きでよろしいでしょうか。はい。次回は専門部会に分かれての会議になる

と思われますので、全体として集まっております今日のチャンスに議論しておきたいとこ

ろにもう少し時間を取りたいと思います。全体で何かご意見、コメント等ありましたらお

願いします。 

○大井委員：ちょっとすいません。ゴミへらし隊の大井なんですけど、私こういう事務局

を１番悩ますことだと思うのですけども、専門部会１のメンバーに選定されたんですよ。

今前回いただいた資料をよく読んでいって、自分がゴミへらし隊を出て来ているのに部会

１はあまりにも相応しくないということで、お叱りを被るかと思って、大変恐縮なんです

けどももし出来たら第３部会に替えさせていただきたいんで、もし駄目であれば結構です

けども、非常に次元の低いお願いで申し訳ありません。あのどなたかと入れ替えていただ

ければと思います。 

○前野会長：私１つ気になっていたことがあるのですけれども、この専門部会は公開です

よね。 

○事務局（佐々木部長）：はい。 

○前野会長：公開ですから我々の他の部会の委員が他の専門部会に出て行くというのは可

能な訳ですよね。そのことと合わせて今の大井さんのご希望を。 

○名手委員：専門部会は同じ日にやるのですか。 

○事務局（佐々木部長）：同じ時間には物理的に出来ません。私どもが体１つなんで。はい。

それで大井さんからそういう話があったのですが、池田さんからもですね、そういった話

がございまして、他にもひょっとしていらっしゃいますかね。とりあえず今はいらっしゃ

らないですね。もしもそうなりますと実は専門部会の１が原案では９人から７人というこ

とになりまして、２が１０人、３が１３人ということになるんですが、林さんいいですか。 

○林委員：はい、いいです。これでいい。 

○事務局（佐々木部長）：松尾さんと林さんと羽田さんが１の方に移ってもいいとおっしゃ

っていただいてますので、そのようにしていただけると人数的にもバランスが取れるのか

なと思いますので、それでは申し訳ございません。池田さんが１から２の方に移っていた
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だきまして、大井さんが１から３の方に移っていただいて、羽田さんが２から１に移って

いただいて、松尾さんと林さんが３から１に移っていただくと。そのような形にさせてい

ただきたいと思います。どうもご協力をいただきましてありがとうございます。 

○前野会長：それでは全体を通して、ご意見をいただきたいと思います。どうぞ。 

○関委員：これからの進行状況のことでちょっとお尋ねしたいと思います。Ａ３の資料の

右ページなんですね。「想定されている主な事業」。事務局からの説明はまたかかるのでこ

の項目でやっていないものだけを１つ教えていただきたいと思います。これ全部やってい

ると理解していいんですか。 

○事務局（尾山課長）：この「想定されている主な事業」につきましては、今現在やってい

るのも入っております。要するに継続的な事業も入っております。それからこれからやる

ものも入っております。 

○関委員：想定されているものだけ、あのちょっとじっくりと教えていただけますか。新

しい事業とかありますか。それからこれから想定される事業とかもありますか。 

○事務局（尾山課長）：その資料につきましては、次回の専門部会の中で新規継続のものを

出していきたいと思っております。資料提供させていただきたいと思っております。 

○関委員：はい。次の部会に参考にしたいなということで、またお願いします。 

○前野会長：はい、どうぞ。 

○三上委員：各専門部会の論議の関係で、専門部会を２回やって、全体で２回論議をする

という話になったのですけれども、専門部会をやっていますから各部会の分野によっての

論議のギャップがありますよね。例えば第１部会ではこういうふうにまとめましたと全体

的に次期修正にかかる問題まで全体意識されるとまた難しくなりますよね。そういう面で

は各部会のなるべくギャップというのがないように、例えばその部会の今回こうやってい

ますよとか、こういうふうに話しますよというそういう公示をしていければいいなと。で

ないと下の部会にまた持ってきて全体でまた述べると非常に時間がかかるんじゃないかな

と思うので、そういう手当てもよろしくお願いしたいなというふうに思います。 

○事務局（尾山課長）：確かに各部会でどういう動きをしているかどうかすごく気になると

思うのです。それで一応こちらの方も全体的に箇条書きでもいいですから、ポイントを絞

った中で各部会の方の委員さんの方に流していきたいというふうに考えております。 

○景井委員：専門部会の中で、例えば想定されている主な事業について色々議論をしてい

く形になるのですか。そういうことじゃないですよね。違いますよね。そういうことがあ

っても何か言いづらいですよね。 

○事務局（尾山課長）：今のご質問の通りですね、具体的な事業の部分で走ってしまうと全

体の部分が見えなくなってしまうと思うのです。それで全体的な部分を専門部会の方で取

りまとめてもらって、その裏としてこういう事業があるんだよという意味合いを含めて、

今回皆さんの方に提示しているだけなのですよ。戦略計画の中では先程言いましたが、そ

の基本事業しか見えてきませんから。ですからオープンされるという訳ですけども本当に
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一般的に公開される部分というのは基本事業の部分までしか見えませんので、ただ基本事

業だけで走ってしまうと具体的な部分が見えないと。また文章的な部分とか関連性出てく

る部分とかあると思うのですね。ですから出来るだけ個別事業じゃなくて全体的にそれを

含めた中での全体的な部分で取りまとめていただきたいと思っております。以上です。 

○前野会長：他ございませんでしょうか。ないようでしたらこの後の協議は専門部会に期

待するということで、今日の協議はこの辺りで終わりたいと思います。事務局の方からこ

の後のスケジュールについて。 

○事務局（尾山課長）：先程皆さんの方に今回の資料と一緒に次回の専門部会を開催するた

めの都合のいい日の一覧が行っているかと思います。それをこちらの方まで連絡してほし

いと思います。その中で各専門部会でそれぞれ動く訳ですけども、その中でもしかしたら

同じ日程で時間帯でぶつかる可能性もあります。それの中は事務局の方で調整しながら進

めたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

○前野会長：以上で終わります。 
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