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平成１８年度第１回総合計画策定審議会 

 
日 時 平成１８年５月２９日（月）午後１時３０分～午後４時 
場 所 石狩市総合保健福祉センターりんくる ３階 視聴覚室 
出席者 前野会長、六川副会長、阿部委員、角川委員、景井委員、二上委員、 

横山委員、伊藤委員、高田委員、沢田委員、名手委員、池田委員、山田委員、 
吉田委員、三上委員、関委員、糟谷委員、柴田委員、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、立浪委員は欠席） 

傍聴者 １人 
議 題 第４期石狩市総合計画基本構想（素案）について 
 
 
 
○前野会長：皆さんこんにちは。お忙しい中、お集まり頂きましてありがとうございます。

平成１８年度の第１回になりますが、石狩市総合計画策定審議会を開催させて頂きます。 

 本日の案件は前回に引き続きまして、この総合計画基本構想素案についての協議・審議

でございます。今回は１時半ということでお集まり頂きましたので、時間がたっぷりある

という感じですけども、一応４時半位を目途に進めさせて頂きたいと思います。 

 資料ですが、郵送で送って頂きました資料が、資料１、資料２というものと、それから

石狩市総合計画基本構想の素案の修正されたものです。先程お話しましたように今日は前

回に引き続きまして、この審議会でこの基本構想、この素案の審議を進めていく訳でござ

います。前回は３月末でしたので少し時間が経ってしまったのですが、４月にパブリック

コメントとかそれから市民説明会、色々なことがありまして、その情報と我々の前回まで

の２回の会議で話し合った事を踏まえて事務局で非常に精力的に修正案を作って頂きまし

た。資料を送付して頂きましたから、皆さん目を通して頂いたと思うのですが、非常に多

岐に渡ったコメントがあり、そのコメントを非常にいい形で取り込んで頂きました。事務

局の方達は非常に大変だったと思います。お礼を申し上げたいと思います。これに基づい

て、今日の審議を進めていきたいと思います。審議の進め方なんですけども、この修正案

をご覧になって分かりますように、この目次のところを見ますと、１番目から８番目まで

項目がありますが、４番目までが基本構想の構想案と言いましょうか、これに対する全般

的なお話ですので、１から４までの話はまとめて審議し、あとの５、６、７、８は個別の

項目として審議をさせて頂きたいと思います。これで、よろしいでしょうか。 

 
（異議なし） 
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○前野会長：それでは、まず１番目から４番目までの内容につきまして、事務局から説明

をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○事務局（尾山課長）：それでは事務局の方から説明していきますけども、資料２これがパ

ブリックコメントと市民説明会において出された意見の集約という形になっております。

今回の市民説明会やパブリックコメントで出されました多くの意見がありましたので、そ

れを踏まえながら、事務局では判断させてもらいました。それに伴いまして基本構想をこ

のように変更しましたという形の流れで説明していきたいと思っております。それではま

ず、１から４の中で最初に資料２の方を見ながら説明していきたいと思います。今回のパ

ブリックコメントにつきましては、３月１８日から約１ヶ月間実施しまして、その他市民

説明会を４日間５会場で行っております。まず１頁目をご覧頂きたいんですけども、１頁

目ですね、１番右上の方に、この意見に対して採用・不採用・既記載と、それから参考と

その他というような５つの項目に分けて事務局で判断させてもらいました。それから中の

方にいきますと文書の中に網掛けの部分がございます。この網掛けの部分につきましては、

市民説明会において出された意見と抑えて下さい。そのように色分けしておきました。そ

れではまず１つ目１頁目でございますけども、ここで全体に関する事項という形で、ここ

ではパブリックコメントが３件、市民説明会で８件、計１１件の意見がありました。それ

で今回のこの１１件の意見の中で、まず１つ目でありますけども、ここで①というふうに

書いてあります。ここに総合計画は国と石狩と市民が一体化でなければならないものとい

う形で意見の要旨を記載しまして、それに対して真ん中で意見を言う形で出しております。

これらを踏まえまして事務局としましては、ここの①に書かれた文につきましては、もう

すでに総合計画の中の将来像と基本理念の部分で記載してあると判断しまして記載済みと

しています。それから②の方ですけども、ここでいきますとその年齢別階層によるそれぞ

れの役割があるのではないかという意見がありました。それにつきましては事務局としま

しては不採用としています。その理由としましては各世代には年齢層にとらわれない様々

な場面での役割があるということを踏まえまして、年齢階層に限定しているものではない

ということで、今回のこの意見については不採用とさせて頂きました。それから③、最終

目標は安全・安心・ゆとりという部分があります。ここで事務局として判断した材料につ

いては、一応日常生活が未来永劫という表現をしてきてる訳ですが、今回の総合計画基本

構想におきましては、１つのパターンとして１０年を１つの目安として判断させて頂いた

関係でですね、参考というふうに処理させて頂きました。それから２頁目ですが、下段の

方から網掛けの部分が出てきております。ここは市民説明会において出された意見であり

ます。まず２頁目の下の方にあります市長の話の中での文書があります。これらの内容を

見ていきますと、総合計画の基本構想の部分ではなく、実際の戦略的構想の部分の意見と

いう判断をしていますので、これにつきましては、次回で出される戦略計画部分で判断さ

せて頂きます。それから次の３頁の真中の方に参考という形で出ていますけど、意見とし
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ましては合併により豊かな自然、一次産品が豊かになったが、成り手が不足しているため

というような文書が出ております。これとその下にある文書につきましては、具体的な施

策展開の部分にあるという判断で、今後の検討課題で参考という形で処理させて頂きまし

た。それから次の下の方にありますが、「市制施行から１０年程経過し～」という文章であ

りますけども、ここで公共施設の整備状況なども較差が出ている部分を考えて頂きたいと

いうことですけども、市の事務局としましてはそれぞれ当然、旧石狩市と旧厚田・浜益の

分についてはそれぞれなりに差があって仕方がないという判断をしております。ここで出

されたのは石狩市にあるものと同等のものを、各所に要望したような意見と捉えました。

その関係上こちらの方では同じ物を同じ場所にいつも建てるのではなくて、それぞれの中

で個性や実情を緩和して発展していくべきではないかという判断にさせて頂きました。そ

れから１番下ですが、カタカナ語等を使わずに分かり易い言葉で表現して欲しいという意

見がありました。これにつきましては確かにおっしゃる通り、それぞれカタカナ語という

のは理解しづらい部分があるのかなという判断をさせて頂き、それについてはきちっと分

かるように注釈等を付けながら資料を作って、製本、精査していきたいと考え採用とさせ

て頂きました。今回の例としまして「リサイクルポート」という言葉が出てきております。

確かに高齢者の方など聞き慣れない人についてはかなり難しい表現、言葉なのかなという

中で注釈として処理させて頂きました。続きまして４頁をご覧頂きたいと思います。計画

の役割という部分で、ここではパブコメの方で２件の意見・要望がありました。この中で

道州制の事を書かれております。それでこの２つとも、どちらかというと道州制絡みの意

見だったのですが、事務局としましては、まだ道州制自体が固まっていませんし、その部

分をこの基本構想の中に盛り込むのはちょっと難しいという判断をさせて頂きまして、不

採用とさせて頂きました。下段の方ですが、国や北海道など行政に対して必要な施策を要

請していくという形でと記載されております。ただ、道州制や地方分権に伴いまして国と

道、地方、市町村につきまして、これからは対等な立場で事業展開をしていくというのが、

この地方分権の 1つの基本的な考えになっておりますので、この部分を考えますと、要望

だけという部分についてはかなり難しいという判断で不採用とさせて頂きました。以上が

先程会長が申しました１から４の部分での市民説明会及びパブリックコメントから出され

た意見という形で整理させて貰いました。 

それに伴いまして、今回の基本構想の修正部分は、目次の方で網掛けになった部分がご

ざいます。４頁です。今回この説明会をした中で事務局としまして、３番の計画の構想と

期間の欄の中で、今回皆さんの方にお渡ししましたこの修正案の４頁をご覧いただきます

と、左側にはただ基本構想と戦略という形で簡単に書いてありますが、右の方の修正後で

あえて項目出しを大きくして分かり易くしたという形であります。以上が１から４の中で

今回修正をかけた部分の説明を終わらせて頂きます。 

○前野会長：ありがとうございます。１から４までに関して、今ご説明いただきましたけ

ども、その内容に関してもしご質問、コメント等がございましたらどうぞ。 
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○名手委員：名手でございます。只今パブリックコメントとそれから市民説明会に関して、

その整理の仕方を説明されましたですね。採用・不採用とか、そういう整備の仕方を説明

されましたので、私これ全部読みましたら、そのうちの参考という区分のところが１５箇

所ぐらいあるのです。それで市民から色々言われたことについて参考にさせて頂くことに

なるのでしょうが、これを見ますと具体的な政策の展開については、戦略計画や具体的な

事業を立案する過程において検討しますとここに書かれています。市民からの色々な意見

はかなり具体的なことを言っておりまして、それを素案にどう生かしてくれるのかの思い

があって、最初から具体的な話が出てきているように思えるんですが、素案を作る段階で、

内容を読むと具体的には書かれていないものですから、これはどう展開するんだろうとい

う思いが市民の中にあると思うのですね。我々もそう思うのですよ。この素案を考える時

に、そのずっと先にいく具体的戦略計画、さらにその先の具体的な計画についてですね、

どこまでどういう焦点を充てたことになっていくのか、この素案がですね。全く具体的な

ことを頭に描かないで、抽象論だけで述べているとは思わないのですが、そういうことが

ここでもし言えるのであればご披露していただきたいと思うのです。それでなくて具体的

なことは全部後で審議会の皆さんに委ねるということであるかどうか、そこをちょっとお

聞きしたいと思います。 

○事務局（尾山課長）：今のご質問の件は、要するに立案の部分で参考としている中で具体

的な戦略計画などで配置しますという表現をしております。今回の基本構想の中でまたこ

の後から出てきますが、５つのめざすテーマがありますよね。そのテーマの中でまたさら

に具体的な戦略が出てくる形になります。今回の構想の部分についてはそれらを大きく含

んだ５つのテーマを設定して、そのテーマの中で具体的な事業なり、本当の構想に向けて

の事業というものを展開していこうと考えておりますので、今回の基本構想の中ではあく

までも具体的な事業を実施するための１つの大きな項目と言いますか、テーマを作り上げ

ていくというのがこの基本構想の中で抑えて頂きたい状況です。ここで抑えておきながら

次に戦略計画というものを作りますから、その中で今後具体的な事業を展開していく、そ

れでその具体的な事業を展開する時に、これらの意見も１つの参考としながら実施してい

こうと思っております。ただ、先程質問がありましたように具体的なものはある程度抑え

ているのではないかという意見がありまして、実はこれを作るにあたりましては、最初の

方で説明しましたが前々回の時に今回の総合計画を作成するにあたり、合併プラン、新市

建設計画、それらをベースにして作り上げていきますという説明をしていると思います。

それでその具体的な事業などについては前回お配りしておりますが、この２つの計画の中

にそれだけの具体的なものというものが出されてきていると思います。今回はこれに合併

プランという部分もありますので総合計画ではこれに近づけた中で５つのテーマを設定し

て事業展開していく形になりますが、そのバックボーンとなるのはこの中にある事業が１

つの目安になると考えております。よろしいですか。 

○名手委員：ありがとうございました。合併計画の今示された２冊の資料を並行して読ん
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でみたのですが、新市将来構想ダイジェスト版を見ても、それほど具体的ではないんです。

具体的なように書かれていますけど、これを本当にどうするのかというのは、もっとそれ

を突っ込まないと本当の個別計画にはならないと思うのですよ。ですから、この個別計画

というところに踏み込む時には、そこまでいかないと、生きた計画にはなっていかないん

じゃないかと、私はこれを読んで、また素案の修正案を読んでも、そう思うのですが、ど

うでございますか。 

○前野会長：ご質問の１番最初は「参考」ということの意味だったと思いますが、そのこ

とに関してはよろしいですか。それでは今のお話については、もう少し具体的な話をする

戦略計画の時の話題としておいてよろしいですか。 

○名手委員：はい。 

○前野会長：ありがとうございます。それでは１から４番目までの説明を頂きまして、そ

してそれを踏まえてこの素案の修正前・修正後というものと作って頂きました。この１か

ら４までの内容でいきますと、大きな変更というのは４頁目のところにあります修正後の

頁で、ここもその説明がございましたが、内容はほとんど変わりなくて、その項目に（１）

構成、（２）期間というものを加えてより分かり易くしたということですが、この１から４

までに関して何かご意見でもございますか。 

ないようですので、この１から４まではこの修正でよろしいということで先に進めさせて

頂きたいと思います。それでは次の５番目です。５番目ということは石狩市の将来像とま

ちづくりの基本理念という部分ですけど、このことに関してのご説明をお願い致します。 

○事務局（尾山課長）：それでは資料２の６頁をご覧頂きたいと思います。まず石狩市の将

来像とまちづくりの基本理念の全般という中で、パブリックコメントで３件の意見があり

ました。３件というのは２人の方から３件あるというのではなく、１つ目に①、②と書い

てありますので、それを含めて３件ということです。まず１つ目ですが、戦略計画では「人

間力の発揮」と記載されています。ただ今回事務局判断としましては、この基本構想を作

成するにあたりましては一応、人口などの部分については目標値を設定しないという方向

で事業を進めてきました。その関係でこれらの部分においては、直接目標としないことと

いう判断で、参考という形で処理させて頂きました。それから②ですけども、ここはあく

までも重点プロジェクトを受ける新規産業創出、新規雇用に向けたシナリオという文章に

なっていますが、ここにつきましてはテーマ３であります「元気で活力あるまち」と重点

プロジェクト５にあります「石狩湾新港地域パワーアッププロジェクト」の部分に基いて、

それらの戦略計画なり具体的な部分で検討していきたいという判断にさせて頂きまして、

参考という形で処理させて頂きました。それから３つ目ですが、このままでは自立出来な

いという意見がありまして、今回事務局としては、ここの部分についても参考、要するに

具体的な施策展開という部分が書かれているので参考として処理させて頂きました。この

意見・要望を見ますと、要するに働く場所が無いということと、将来展望において未来の

展望が無いという部分がありましたが、これらについては具体的な施策の中で参考とする
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判断をしております。 

次に将来像の欄でございます。７頁をご覧頂きたいのですが、ここの将来像につきまし

ては過去２回の検討委員会の中でも意見がありました。それを簡略にまとめたものが資料

１でございます。まず、その中で見ていただきたいのですが、やはり「人間力都市」とい

うものは市民のイメージの理解が難しいことという意見や、地域の特性からして土地を考

えていくべきだとか、それから構想が難しいのではないか。このようにたくさんの意見が

ありましたが、その部分を踏まえていったところ、今回の市民説明に入りましてパブリッ

クコメントの中でも、やはり同じような意見が数多く出されておりました。将来像につき

ましてはパブリックコメントで８件、市民説明会で２０件の意見がありました。この意見

を見ていきますと、やはり「いしかりの人・まち・資源と魅力をパワーアップ」という形

で、要望や将来像に対するテーマなどの意見が結構多く出されております。ほかに見てい

きますと「石狩市独自の将来像イメージが出来ない」や、「”人間力都市”の部分を”地域

力都市”の方がいいのではないか」など。それから「あいの風吹く街、いしかり市」とか

色んな意見が出ております。この中で地域の中に入っていきますと、都市という言葉がや

はりスムーズに受け入れて貰う事がなかなか難しかったです。人間力という部分について

は説明していった中では、ある一定の方からは理解を得られました。ただ「人間力って、

難しいですよね。」などという意見も結構ありました。それらのことを考え、色んな意見を

取りまとめた中での将来像を作り上げようと。事務局としましては、将来像については市

民の皆さんに分かりやすく親しみの持てるものに変更します。これからのまちづくりは本

市の豊かな自然を守り、活かしていくことを基本にしながら、人をまちづくりの中心に据

えいくこととします。この自然は、古くから「あい風」と呼ばれる北西の風により育まれ

てきました。そのようなことから、１０年後における本市の将来像を「あい風と人間（ひ

と）が輝く活力のまち・石狩」という形を事務局として今回新たに提案させて頂きました。 

それでここの５につきましては、基本構想の５頁をご覧頂きたいと思います。５頁の上

段部分の網掛けしてある部分が今回追加した部分であります。今回の将来像を変更するに

あたりまして、やはり多くの人からこの度の合併を１つの機とした時に旧石狩市にはなか

った多くの自然が増え、それを使わない方法はないのではないか、要するにそういう形の

中で自然も大切にしながら、みんなで頑張って新しいまちづくりにしていこうという意志

を感じられましたので、今回この将来像の最初の部分に市が形成されている状況を記載さ

せて頂きました。また、５頁中段に網掛け部分がありますが、その部分を追加させて頂き

ました。それから５頁の１番下の段からですが、自然を大切に持っていくという中で多少

ではありますが、あい風の部分の意味合いを含めた中で将来像を変更していきますという

ような文章に変更しております。以上、ここの将来像変更の部分で説明を終わりさせて頂

きます。 

○前野会長：この５番目の部分でございますが、将来像についてご説明を頂きました。こ

の部分は前回の時にも色々ご意見を頂いたところですので、皆さんからの審議を期待して
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おります。どうぞ、ご意見のある方はご遠慮なく。 

○名手委員：市民の皆さんの意見を聞いて修正されたというのは、素晴らしいと思うので

す。それについては敬意を賞したいと思います。この修正した「あい風と人間が輝く活力

のまち・石狩」に定めますということですが、古くから石狩・厚田・浜益の漁民が昔から

言っていた「あいの風」を採用されたというのは、よろしいんじゃないかと思うのですね。

ただ、人口的に２千人位しか漁をやっている方いらっしゃいませんので、まあ３％位しか

おりませんが、古い言葉を活かしておくのいうのは大変素晴らしいと思います。ただこう

いう文学的な表現は、なかなか理解をしないという人もおりますので、勿論そういう説明

はいると思うのですが、新市建設計画のこのまちづくりプランの表紙を見ても「あいの風

おこし・石狩の国づくり」と書いてありまして、「あいの風」と言った方が、「の」を入れ

るか入れないかの違いなんですが、「あい風」と言うと「何だろうな～」と思うのですね。

で、「あいの風」と言うと、愛するの愛と、こうだぶってですね、そういう風なのかと。ほ

とんどの市民の皆さんは「あいの風」と言うのは分からない人が多いと思うのですが、そ

ういうことが分かりやすいような表現の仕方で。「あい風」と言うのは分かりにくく、「あ

いの風」と言うと分かりやすいじゃないかと思うのですが、いかがですか。「の」を入れる

か入れないかの違いなんですけども。 

○前野会長：ありがとうございます。「あいの風」、「あい風」と言うことに関しては、昔か

らの言葉ですので、皆さんご意見がおありだと思いますので、どなたかいらっしゃいませ

んか。 

○柴田委員：あいの風は海から吹いて来る北西の風ということで、厚田では豊作、豊漁を

もたらす、幸せを運んで来る風と言われています。それでこの「あい風と人間が輝く活力

のまち・石狩」というのは何か素晴らしいなと思い、感動しました。よく漁師の方は「あ

いの風」がいいと言いますが。 

○前野会長：「の」を入れますか。 

○柴田委員：「の」を入れた方がいいと思います。 

○前野会長：合併する時のパンフレットは、あいの風おこしだったのですね。それから私

の知識では、２０００年に富山で国体ありましたけども富山国体のスローガンが「あいの

風、何とか」というものだったですね。北陸地方全体では「あいの風」という言葉は昔か

ら使われていて、『万葉集』の大伴家持も使っているそうです。ですからそういう意味では

非常にいいものを運んでくる風とか、江戸時代の北前船を運ぶ風とか、そういう意味では

非常にいいと思います。前回は「人間力都市・石狩」だったんですけど、色々なご意見を

反映して、「あいの風」という言葉が出てきたわけです。このことに関してこの審議会でど

の位皆さん賛成されるかというのは非常に興味がありますので、どうぞ皆さん、ご意見を

出してください。 

○角川委員：角川ですけど、「あいの風」と「あい風」という違いはあるんでしょうけど、

厚田では「あい風」というお酒を出したりしてますよね。ですからその意味合いは「あい
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の風」ということなんでしょうけども、ここにあるように「あい風」ということで市民に

理解して頂いて、全面的に「あい風」というものを、例えばお酒のようにそういった商品

名に出すとかですね、「あいの風」というと先程会場で言いましたように、全国的に共通っ

ていう部分もあるでしょうから、敢えてこの石狩は「あい風」ということで統一してもい

いのではないかと私は思います。 

○山田委員：私もですね親父が漁師で、漁師の家で育ってきたのですけど、「嗚呼、今日は、

あい風だ。」あいの風とは聞いていませんですね。「嗚呼、今日は、あい風だぞ。」こんな具

合にね。「あいの風」、何か「愛する風」、いいんでしょうけどね。そういうことです。ご参

考にして下さい。 

○前野会長：「あい風」ですか、「あゆ風」ですか。はい、「あい」ですね。 

○松井委員：松井でございます。わたしもこれはすごく考えておられて、このタイトルも

素晴らしいなと。このあい風と人間～というのが、絵を浮かべられるんですよね。何か子

供でもね、多分色んな絵を描くんだろうなと。あい風というのが昔から使われていたとし

たら、私は標準語で「あいの風」というのであればまあ分かるんですけど、やっぱり石狩

の固有な面を持つんであれば「あい風」って何ということをパンフレットのどこかに入れ

て、やっぱり独自性、何か石狩の固有性を感じられるなと。私は完全に「あい風」という

のはすごくいいなと直感いたしましたけども、以上でございます。 

○前野会長：ありがとうございます。 

○羽田委員：羽田と申します。私は前の議論よりは分かりやすくなったかなという感じが

するんですけど、「あい風」と「人」というのが入ったので、ほっとしたというのがあった

んですが、旧石狩市民として、普通に私は札幌圏から３０年前に来た訳ですけども、普通

団地の人に言わせると「あい風」というのはほとんど聞くことがありません。一般の市民

の人達はほとんど知らないだろうと思うのですね。私も合併のチラシを見て、「嗚呼、こう

いう風を言うんだな。」と。ただあの札幌市北区のあいの里とかありますでしょ。あそこち

ょうどペケレット公園の辺りを「あいのみち」って書いてあるんですね。それは藍染めの

藍と書いてありますね。だからこの一体語源は何なんだろうと私は逆にそれを知りたいな

と。この「あい」って平仮名って書いてありますけども、こういうことなのかなって。ど

れが語源になって「あいの風」とか「あい風」とか言っているのか。普段使ってらっしゃ

る方は普通なんでしょうけど、私はどういうことを意味しているんだろうかなって、逆に

知っている方がいたら教えてほしいなと思ったのですけど。 

○前野会長：詳しい方がいらっしゃいましたらお願いしたいのですけども、私の知識では

「あゆ」だと思うのです。「東」という意味です。「東からの風」。それはあの『万葉集』に

出てくる歌があゆの風、それがあいの風・・・。 

○沢田委員：厚田区の沢田です。厚田で生まれて昭和２９年のニシンの大漁年まで、ずっ

と漁師をしていました。私達小さい年から「あい風は北西の風、山背は南西の風、対照的

に」こう教えられてきました。昔ニシン漁で栄えたものですから、「今日はあい風だから、
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ニシンがくるよ。」と。昔の年寄りの人から「あい風だからニシンが来るよ。山背は駄目だ

よ」と。あい風は海から陸の方に向かってくる感じ。山背は陸から沖へと出ていく風。そ

れを対照的に習いまして、私ども小さい時からそんな風にあい風と呼んでましたね。 

○前野会長：どうもありがとうございます。 

○松尾委員：松尾です。僕もですね「あい風と人間が輝く活力のまち・石狩」ですかね、

非常にいいと思います。感じが柔らかくなったのもありますが、例えば今回合併して、色

んな自然や観光資源というものがかなり増えたと思うのですけど、その部分が「あい風」

という言葉で代表されるというか。確かに花川の人というのはこういう言葉が知らない方

が、私も初めて知った位なんですけど、そういう方の部分はとりあえずこの「人」という

部分で、もちろん旧厚田・浜益の方にもいらっしゃいますがとりあえず人がいっぱいいる

部分で、花川の方や団地に住まわれている方もこの中に入ってくるのかなと。ということ

で非常にいいんじゃないかなと思います。あと将来像の文書の方ですね、最初の修正前と

比べると何となく夢と言いますかですね、将来に向けて希望が感じられるような雰囲気な

っておりますのでよかったなと私は思います。以上です。 

○前野会長：ありがとうございます。「あいの風」に関しては、なかなか賛成のご意見が多

いような気がします。私は地球物理を専攻してまして、学生の頃は気象学をやっていたの

ですが、その知識で言いますと、この風というのはいわゆる北西の風じゃなくて、北西の

風、季節風というのは冷たくて非常に厳しい冬の風ですけど、ここで言っている風という

のは、冬の北西の風・季節風が終わって春がやって来ると海から吹き出す風です。場所に

よって、例えば富山付近ですと東からも吹くんですね。あるいは北から来る、暖かい風で

すね。それと一緒に鰤が来たり、あるいは色んないいものがやって来る。それから江戸時

代は北前船が帆を立てて、上方の方に行きますがあれは全部この風でいくという、いい風

という意味なんそうです。花川に住んでいる多くの人は、北海道の色んなところからいら

っしゃってますから、北西の風に対してあまりいいイメージを持っていませんけども、こ

の「あいの風」というのは、その風じゃなくて、春から夏にかけて吹くいい風です。事務

局の提案は「あい風と人間が輝く活力のまち・石狩」なんですけども、「あい風」がいいか、

「あいの風」がいいのか。「あいの風」は万葉の時代からある言葉ですけど、「あいの風」

じゃなくて「の」を取って「あい風」とすれば、石狩独特の言葉になり、むしろ「あい風

とは何ですか？」と聞かれた時に「じゃ、石狩ではこういうふうに言うんだ。」という説明

が出来るのでいいのではないかというご意見もあったと思います。これらのことに関して、

もう少しご意見が頂ければなと思いますがどなたか。 

○林委員：林です。私、厚田の望来というところに住んでいるのですが、北西の風は嫌な

んですよね。そこに住んでいる者はいい風ではないと思っていたのですが、今会長の話に

あった春になって海の方から吹いてくる、そういう注釈をつけてあるんであれば、はい。

ニシン単に海の富を持ってくる風、これ石狩まで来ると違うんじゃないかなと。旧石狩市

の花川や手稲の方から来ると海の方から吹きませんよね、北西の風。まあ、そんなことも
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ありますので、そういう注釈の中に会長がおっしゃった「春の恵みをもたらす風」という

ことで賛成とします。 

○太斎委員：太斎です。この修正案を読ませて頂いてすごく嬉しかったのが、暑寒別、天

売という部分が入りまして、すごく広大な感じというか、石狩は広いっていうか厚田・浜

益まで広大な地域ですので、その地域の部分が織り込まれたというのはすごく嬉しく思い

ました。それで「あい風」という言葉も今回こういうものに携わって初めて分かって申し

訳ないのですが、本当に「あい風」「あいの風」というのもあれかなって思いますけども、

敢えて入れなくても私は「あい風」でいいんじゃないかなと思いました。とてもいい、分

かりやすいように変わってきたんじゃないかと思います。 

○前野会長：ありがとうございます。 

○名手委員：名手でございます。私はさっき「あい風」か「あいの風」かの話をしたのは、

合併のこのまちづくりプランを読んでそう思ったのですね。そして先程修正されたキャッ

チフレーズは「あい風」という風になってましたから、どっちがいいのかという風に思い

ましてそういう発言をしたんです。今、会長さんからのお話を聞きますと、この合併プラ

ンのこの資料とはだいぶ違うんですね。合併プランでは「北西から吹くあいの風」という

風になってまして、これが幸をもたらすという風に書いてある訳ですが、もし「あい風」

という風にキャッチフレーズを決めるとすると、それについての説明を市民にきちっとし

なくてはいけないということになりますよね。他の全然関係ない人が「あい風って何だ。」

って言われた時に、このこと実はこうですよと言わなくちゃいけないという風に思います

ので、その辺を皆さんのご意見をお聞きしたいと思いますので、はい。 

○前野会長：ありがとうございます。「あい風」の研究をちょっと始めなくてはいけません

ね。世の中、非常にたくさん「アイちゃん」というのがいらっしゃいますから、そういう

タイミングでもなかなかいいんじゃないかなと思いますが。 

○事務局（尾山課長）：私も事務局として、この両方見比べた時に「あいの風」という表現

があり、それから合併まちづくりプランの議事録を見た時に「あい風」になっていますよ

ね。私インターネットで調べてみたんですよね。そしたら「あいの風」と「の」を入れま

すと会長から言われましたように東北、向こうで言うと北東の風という形でやはり厚田・

浜益その石狩の漁師の人が使っている部分と意味合いが同じなんですけども、ただ風が吹

く方向が違うだけなんですよね。厚田・浜益合併プランでいくと、やはり北西の風で要す

るに春から夏にかけて素晴らしい自然の恵みをもたらす幸せの風なんだという表現をして

ありました。会長が先程言いました万葉の世界から調べてみたら、やはり言葉の次元とし

ては万葉の時代にあった。「あゆの風」だとか、「あいの風」という言い方だったんですけ

ど、何か両方見ているとこっちとしまして、全国的な言葉よりも敢えて石狩・厚田・浜益

の漁師の人達が使っている言葉を使って、合併プランでも「石狩の国」と、要するに元々

は１つの大きな国だったものがそれぞれ発展して分かれていって、また元の際に戻ってき

ている風に考える時に、それであれば「あいの風」よりも「あい風」の方がこの構想の中
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では合うのではないかなという形で、内部の方では「あい風」で今回提案させて頂いたと

いう点です。以上です。 

○前野会長：ありがとうございます。５番目のところの（１）将来像に関する部分を今お

話ししていますが、もしご意見が他にないようでしたら次のことも関連しておりますので

２番目の基本理念のところの説明をして頂きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 
（異議なし） 

 
○前野会長：では次お願い致します。 

○名手委員：今の話はそのままでいいのですか。 

○前野会長：「あいの風」にするか、「あい風」にするか、それ決めましょうか。私は勝手

に「あい風」の意見が多いような気が致しましたけども、「あいの風」ですと確かに色々な

百科事典とか広辞苑とかに出てくると思うのですが、それにこだわった方がよろしいので

はないかというご意見はございますか。後ほどでも結構ですけども。ないように感じます

ので、一応「あい風」ということで、事務局の案でいきたいと思います。じゃ、次よろし

くお願いします。 

○事務局（尾山課長）：それでは続きまして資料２の方から説明に入らせて頂きます。資料

２の１１頁になります。基本理念、ここではパブリックコメントが２件と市民説明会で２

件、計４件の意見がありました。今回この基本理念のパブリックコメントのところに人間

力（市民力）と書いてありますが、そのキーワードの説明にはもう少し突っ込んだ表現の

方が分かり易いと思うという意見がありました。そして次の自立の部分においてもそれぞ

れの部分で意見が出されております。市民説明会の方に行きましても、基本理念の自立の

部分は市民なのか行政なのか分からないので言葉を追加してほしい。また下には共生につ

いての意見がありました。それらの意見を踏まえまして、今回やはりもう少し詳細に説明

をした方がいいのかなと判断をしまして、今回市民説明会では、基本理念の自立について、

市民に最も身近な行政を進めていくためにということで、ここに記載させて頂きます。そ

の中で、どのようにしてまとめようかと考えた時に１２頁をご覧頂きたいのですが、ここ

でやはり具体的に、もう少し詳細な部分の表現をした方がいいんじゃないかということで、

第一、第二という形で、また下の方を見ますと修正にはなってますけども第三という形で、

前回のさらっとした表現ではなく、もう少し皆さんの方で理解出来るというか、詳細に出

した方がいいという意見を採用致しまして、今回修正案でいきますと７頁になりますが、

その細かい部分を今回修正、提案させて頂きたいと考えております。それから今回この中

の第二の方で、「自助・共助・公助の思想」という部分があります。そこの部分の意味合い

を理解して頂くために下の方に注釈として、新たに付け加えたということであります。以

上です。 

○前野会長：ありがとうございました。（２）の基本理念の部分の説明を頂きましたが、ご
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説明に関して、質問とかコメントがありましたらご自由にどうぞ。基本理念の中身をもう

少し具体的に分かりやすく書き加えたということだと思うのですが、３つの自立・協働・

共生、これに関する詳しい説明が入っております。ご意見はありますか。 

○松井委員：松井です。１つ教えて頂きたいのですが、まずこの３つのことはよく分かり

ました。この基本理念を個別に言った時に、ある数値目標を持ってやるという方向にいき

ますよね。目標を持って例えば税収が何十パーセントのものをプラスいくらにするだとか

いうようなことにする場合、この１番始めの「自立」というのは何かそのようなイメージ

をお持ちなのでしょうか。データ的なイメージというのは、事務局として。そこまで踏み

切ってやるということでいいんですよね。 

○前野会長：どうでしょうね。 

○事務局（尾山課長）：今回この３つの言葉の中で、１番皆さんから意見を頂いたのは自立

の部分でありまして、その自立が行政的な自立なのか、市民を含めた自立なのかの部分で

色々意見が出されております。今回行政サイドとして、行政の自立をここの中で謳ってお

ります。それから市民の自立につきましては協働の中の市民という中に包括されておりま

す。ただ、ただいま質問にもありました、目標値の設定でありますが、それはこれから財

政計画を立て直す中で、確かに今言われた部分の要素はかなり大きな部分があるかなと思

っています。その辺については今現在、この総合計画と合わせまして行革の部分が今検討

している状態であります。その辺も出て来ますので目標数値を立てていく段階で、それら

との整合性をとっていかなければいけないものだと事務局の方で抑えてます。以上です。 

○前野会長：他にご意見ありましたらどうぞ。 

○名手委員：名手でございます。注釈のところの思想は素晴らしいと思います。今まで市

民が行政に頼りきっていたという過去のそういう依存心を払拭することをここに書かれて

いて、そして本当の自治というのがこういうところから芽生えてくるのだろうというふう

に思っております。それはそれで素晴らしいのですがもう１つ、先程第一のところで行政

の自立と言われましたが、これは石狩市が北海道や国に依存しないで自分の考えで、行政

を遂行するということだというふうに、これから見て取れるんですけども、今後財政的に

も権限的にも国から道、道から市町村に移っていくことを想定しての話だというふうに理

解してよろしいのでしょうか。 

○事務局（佐々木部長）：企画財政部長佐々木です。今、名手委員がおっしゃられたように、

今現在地方分権、地方に出来ることは地方に、民間が出来ることは民間に、というのが国

の構造改革になっておりまして、おそらくこれは今小泉首相がいなくなったとしても逆ル

ートになることはないという流れだと言われております。そういったことも踏まえまして、

ここで自立ということを出して来ているものでして、委員がおっしゃられましたように財

政的な権限、これも非常に使えるお金は段々減っていき、ただ国の方では渡す金は減らす

が、自由度は高めますという方向で議論が進んでおりますし、また権限につきましても、

なるべく地方の創意工夫が働くようにといったような総論ですね、総論で議論がなされて
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おります。そういったことを踏まえた上で、ここでは自立という思想を全面的に打ち出し

たというふうにご理解頂きたいと思います。 

○前野会長：ありがとうございます。よろしいでしょうか。修正後のダイヤグラムで自立

という言葉が下の方にありますが、そこに市民に最も身近な行政をという言い回しがあり

ます。この「最も」という言葉は、私個人的にはちょっと引っ掛かるんですが。どういう

意味かなという。どなたかそういう感じをされた方はいらっしゃいませんか。 

○事務局（佐々木部長）：今の最ものところの補足ですけど、これはですね地方自治法に書

いてあったと思うのですね。行政というのは国があって都道府県があって市町村があって、

それぞれがやることになるんですけど、その中の市町村の役割というのは市民・行政色々

とあるレベルの中で市民に１番近いところにある行政をやるのが市町村の基本的な役割な

んだということが謳われております。その辺から頂いてきたということですね。 

○前野会長：分かりました。多分これは行政に直接携わっている方達からいえば市民、た

くさんある行政の中の市民に１番近いところという意味合いだと思いますが、我々市民の

立場から言うと、行政は市民に近いに決まっているのではないかという素人の感じでした。

失礼しました。他にご意見がありましたらどうぞ。 

○羽田委員：羽田と申します。自助・共助・公助の思想についての注釈が書いてあるんで

すけど、これは何かそれこそ自治法か何かに述べられているようなものなのですか。これ

が間違っているということではないのですが、個人で出来ることは個人で行い、個人で出

来ないことは地域やボランティア、ＮＰＯなどが行い、それでも出来ないことは行政が行

うという、こういう区分けって言ってみればそうなんですけど、ここまで分けられるのか

と。私はＮＰＯをやってますけども、別に要するに行政の出来ないものを下請けするつも

りはないんですけど、こういうふうに分けると上に行政があってその下に地域やボランテ

ィアや市民があるのかなっていう感じをちょっとイメージするものですから。何かに書い

てあるのかな。 

○前野会長：私も同じようなことを感じますので、ぜひ。 

○事務局（佐々木部長）：これは特に法律に書いてあることではないんですけども、最近の

地方自治や地域経営を巡る議論の中では、必ずこういった文脈の中で補完性の原則が使わ

れているという風に実情かなり一般的な概念になってきているというふうにご理解頂けれ

ばいいんじゃないかと思います。後段におっしゃられた、これだと例えばＮＰＯが行政の

下請けみたいなイメージだというお話なんですが、むしろ逆でして、先にあるのがまず個

人、その次にあるのが地域ですとか団体ですとか、そういったことで行政が１番最後にな

るという意味で使われているんですね。ですからそういったようなニュアンスが適切に伝

わっていないことであれば、その辺りの表現の仕方をちょっと考えなければ駄目なのかも

しれないですけども、意味としては下請けではないむしろ逆です。 

○羽田委員：やっぱり文字って大事で、「それでも出来ないことは行政が行う」を「それで

も出来ないことは行政と共に」とか、何かちょっとでも入れないと誤解されるかなと。そ
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ういういわゆる行政職員向けマニュアルブックにはこういうふうに書いてあるんでしょう

が、これこそがやっぱり本来の基本理念に沿ってやるんであれば、その辺のことはやっぱ

り慎重にやって頂きたいと思います。 

○林委員：今のところで「危惧」が出されているんですけども、私ここのところになぜ第

一のところに「石狩市」というふうに入れたのか。前のところに書いて分からないんです

けども、ない方がいいのではないかと思ったのですが、第一に「石狩市」が手前のところ

の文章ではない。「石狩市」が何か市が別にある感じがするのですけども、これは「石狩市」

を抜いた方がいいのでは。同じ意味で第二のところで企業や団体のところがあるのですが、

本市の活力を高める、これはこの２つとも市とは何か、市民と別なところに市というもの

があるような感じを受けるんですけども、どうなんでしょう。 

○前野会長：えっと、ちょっと待ってください。今すぐ戻りますので。 

○松井委員：先程の自助・共助・公助のことですよね。１つは僕、特に大和市という町で

やっている総合計画は、「地域自治と協働」というテーマで、市長が立ち上げてまちづくり

をさっきも言われたように「まちづくりは市民なんだ」と、要するに市民があって、まず

自分達が町内会レベルからまちづくりを作っていくんだと。参加していくことを主とする。

そしてそのまた補完に携えていくＮＰＯなり色々な団体なりがあって、そこの間の補完だ

とか段取りだとか色んなスムーズにやれるために、行政が従来の一方的な指示より住民に

もっともっと動きやすいまちづくりをするために動きやすい役割を持っていくんだという

形でここは、まちづくりの自助・共助・公助はそうかなと。さっき羽田さんから言われた

ように、それでも出来ないということはちょっとやっぱり引っ掛かるかもしれませんけど

も、部長が言われたようなことだと、私は思いますけども。 

○前野会長：はい。ありがとうございます。今第二のところですね、自助・共助・公助の

思想ということが出ているので議論しているわけですけども、この自助・共助・公助とい

う説明が下の「個人で出来ることは個人で」これは自助で、２つ目は「個人で出来ないこ

とは地域やボランティア、ＮＰＯ」こういう風に対応しているのですか。そうですか。そ

うすると羽田委員がおっしゃるように、確かにこういう文章にあると、市では最初のとこ

ろではやる必要はないという風にもとれますね。この第二のところでは全体的に協働とい

うことでやっていきましょうということだったのですが、中に自助・共助・公助、この３

つがあるとやはり意味は少し限定された意味になると思います。他にご意見がありました

ら。 

○三上委員：自助・共助・公助の思想の関係なんですけども、やや小自治で住民の命と暮

らしを守ると、そういうことが前提たる中で自助・共助・公助にしたいというふうになれ

ば、確かに安心なんだろうけども、先程言ったようにこの言葉が出てくると、全体はどう

なのか。結局出来ない面はどうするのかとやっぱり疑問が沸いてくるんじゃないかなと。

前提として地方自治として住民１人１人の暮らしを守るということがある上で、これも考

えなければいけませんよというのであれば、それは理解しやすいんだろうなというふうに
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思いますが、こう出てくるとどうしても全体を見上げいくのではないかと思うのですよね。 

○前野会長：このご意見に関して他にご意見ありませんか。 

○景井委員：まず１番目に自立というのがあって、これは行政だけを述べておりますよね。

市民については２番目のその協働のところに自立という部分がありますよね。ですから、

おかしくなるのかなと思うのですよ。行政の自立を１つだけ謳っておいて、市民だとかは

治助供給で、みんなでやりましょうというところで、出来ないものは行政がやるというこ

とになるからちょっとまずいのかなと思いますね。ですから自立も行政も各団体も市民も

自立はやりましょう。協働も市民の役割、行政の役割色々ありますから、そういったもの

を手を携えて協働でやっていきましょうというふうにした方がいいのではないかというふ

うに思いますけども。 

○前野会長：ありがとうございます。今の２番目の協働に関して、遡って１番目が自立と

いうのが市の自立だけじゃなくて、個人も市民にしても自立と考えた方がいいんじゃない

かというご意見ですね。 

○景井委員：何か３つの基本理念があるのに１つだけの自立は行政だけのものというのが

何か変なのかなと自分は思います。自立は行政の自立もあるだろうし、市民の自立もある

だろうし、色々な団体の自立もあるでしょう。協働の中でも共に手を携えて協働でやって

いきましょうと。３つ目の共生も同じことが言えるのではないかと思うのですね。それぞ

れの理念の中に役割を持っていかないと、自立だけが行政だけというふうに謳って、市民

の自立は協働に入れるからこういう形で問題が起きてくるのかなと感じましたけどね。 

○前野会長：ありがとうございます。事務局としては如何でしょうか。 

○事務局（佐々木部長）：いくつかご意見を頂きまして、最初にですね、林委員の第一のと

ころで石狩市という言葉を入れた主旨ということなんですが、これは只今の景井委員のご

意見とも関連しているのですが、修正前の案では「その自立って何のことか。」必ずしもは

っきりは書いていなかったので、市民の自立なのか行政の自立なのかといったようなご意

見を頂きました。それをはっきりさせるために、修正後では「石狩市が」という言葉を入

れたのですが、ここで言っている石狩市というのは、これは別に行政というのか市役所と

いう意味ではなくて、自治体としての石狩市、つまり市役所も入りますが、この石狩市の

エリアの中で暮らしてらっしゃる市民の皆さんも、すべて入る。地方自治体としての石狩

市ということを意味しております。逆にこの自立が出来なくなると、どういう状態になる

のかというと、例えば色んなパターンがあるんですけども１番イメージしやすい例として

は「赤字債権団体に指定されますよ」というふうになると、これは国の指図がないと、独

自事務はほとんど出来なくなるといったような形になります。そうなると結局市役所がや

りたいことも出来なくなりますし、市民の皆さん方がやりたいことも出来なくなるといっ

たことになりますので、そういったことがないように、まずは第一に石狩市という自治体

が自立をするということが第一に重要な条件なのではないかということで、わざわざここ

で「石狩市」という言葉を使った上で、自立というふうにさせて頂きました。そして、林
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委員の方からここで「石狩市」という風に入れてしまうと何か市民と市というのが別もの

だというイメージを持ってしまうお話だったのですけど、そういうことですので別もので

はなくてですね、逆に「石狩市」という言葉を入れることによって、むしろ一体のものだ

というイメージを出したかったんです。それから市民の自立というのを第一の自立の方に

入れた方がいいのではないかという只今の景井委員のお話だったんですけど、そういった

ことを考えますと結局自立のレベルというものが色々とあると思うのですけど、第一でイ

メージしている自治体としての自立のことを考えるとすると、そこに市民１人１人の自立、

あるいは団体１つ１つの自立、といったようなイメージまで入れてしまうと、イメージが

多岐に渡り過ぎてしまって、かえって言いたいことがうまく伝わらなくなるのではないか

なと考えまして、この第二の方の協働の前提条件として当然そこでは自立をしているとい

うことを前提にして自立している主体同士がまちづくりのために手を携えていくといった

ような協働の姿をイメージした方がいいのではないかなと考えました。自助・共助・公助

の思想のこういう書き方をすると、例えばこの分野については役所が出ていかなくてもい

いというようなイメージが出てくるのではないかという、会長の方からのお話があったの

ですが、確かにそういったようなことは、ありうると思っております。ただ例えば、市民

の健康を守るというのは１つの行政として追求しなければならない課題ではあるのですが、

市民の健康を守るという１つの公益を果たすために市民が出来ること、あるいは地域で出

来ること、それから行政が出来ること、それはおのずと分かれていくものだと考えており

ます。その辺を個人は個人でどこまで出来るか、地域は地域としてどこまで出来るか、行

政はそれらをコーディネートするとか、あるいは個人でも地域でも出来ないところをカバ

ーしていくといったような役割分担をしながら、全体として石狩市民の健康を守っていく

といったような自治体としての活動がスムーズに行われていくといったイメージを持って

頂ければ、自助・共助・公助の思想という譜面もですね、我々としてはそんなに妙な説明

ではないんじゃないかなと思っているのですが、いかがでございましょうか。 

○前野会長：ありがとうございます。今の１番最後のことだけで言いますと、この下に注

釈がついていて自助・共助・公助の思想の説明がありますけども、ちょっと引っ掛かった

のは１番最後の「それでも出来ないことは行政が行うこと」、それでも出来ないこととわざ

わざ書いてあるから、そこが引っ掛かります。この言葉がなければ、どちらでもいいかな

って思うのですが。個人で出来ることは個人でやると。個人で出来ないことは色々な団体、

それから行政が行うならいいんでしょうけど、それでも出来ないことは行政が行うと書い

てありますので。 

○横山委員：言葉の１個１個やるとですね、非常に考え方が違えば別な解釈を持つ。非常

に文学的になるんですが、私は２番目なんか、これ昔は普通だったことなんですよね。自

助・共助・公助というのは。本当、戦中・戦後は、これがみんなで助け合ってやっていた

時代が、もう１回やろうとしているというのは私はいいと思います。だから、こういうこ

とがなくなったから、また国・行政が面倒見すぎたからちょっとおかしくなってきた面も
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現状ではないのかな。ただ１番下のね、「それでも出来ないことは行政が行う」というのは、

出来るだけ行政はやりたくないように聞こえて。この辺の文言もそうじゃないよという、

一緒だよという表現をしないと何か逃げているように思っておられるかもしれないんで、

この辺もうちょっとあるんじゃないでしょうか。私あの、理念のところは基本的な考え方

としては、昔に戻ると言えば変ですけど、昔の良き時代、貧乏でも仲良くやっていたとい

う大事なことだと思います。以上です。 

○前野会長：ありがとうございます。 

○名手委員：名手でございます。私が最初にこの注釈は非常に素晴らしいと申し上げたの

は、さっと読んでなるほどなというふうに素直に受け取ったからなのですね。終わりの方

に補完性の原則というふうにもありますし、この中で個人と団体と行政、どこに線を引く

のかということはですね、あまり考えない方がいいんじゃないかなという風に思うのです

よ。先程佐々木部長に言われた個人の健康の問題について例を挙げて説明されましたが、

それがいい話じゃないかというふうに思っております。ですから第二のまちづくりのとこ

ろで、まちづくりの主役は誰なんだということをここで書いてる訳ですよね。ですからそ

こをはっきり主役として、そういうふうに書くから分からなくなるのであって、まちづく

りの主役は市民であり、団体であり、行政だというふうに見ますと非常に分かりやすい。

その中に自助・共助・公助の思想がある。しかしそれはお互い補完をするという風に解釈

しまして、これはなかなかいいことが書いてあるなと思ったのですが、そうではありませ

んかね。 

○前野会長：ありがとうございます。自助・共助・公助という言葉が入っていることによ

って色々意見が出ているのですが、この言葉自身が必要と思うかどうかですね。いかがで

しょう。 

○横山委員：２番目に書いてありますよね。だから下に軽くこう、口小さく「個人で出来

ることは」私ここで何かまた違った考えが出て来て、この第二のところで自助・共助・公

助の思想によるって、ここで多少分からない人でも自分であれだなと、共にあれだなと。

あの時は行政がやってくれるのかなと、協働でやると。何かちょっとぼやけているだろう

けど、だいたい分かりますよね。考え方が。この下に思想っていうものが書いてあるので、

またはっきり分かったと言えば分かったのだけど、それだったらさっきでもそれでも何て

もいらないのではないかと。私、これはいらないのではないかと思って、上の２番目のと

ころで解釈できるんでないんだろうかという私の意見です。 

○前野会長：はい。ありがとうございます。他にご意見はありませんか。 

○松尾委員：松尾です。僕はですね、こういったものがあった方が具体的なイメージが掴

みやすいのかなというふうに思います。下に小さく説明が書いていますよね。自助・共助・

公助という思想。 

○前野会長：それでも出来ないことは行政がやるという。 

○松尾委員：ただ、書き方がもうちょっと例えば個人が出来ないことは地域やボランティ
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ア、ＮＰＯが補いだとかというような感じで、それでも出来ないじゃなくて何か別の表現

であれば、さほど問題はないのかなというふうに思いますけども。あとですね、先程「第

一に石狩市が～」という部分のお話がありましたけども、一般的に僕も含めて市民の方が

「石狩市」というふうに書いてあると、やはり行政というのがイメージしてしまうもので

すから、本来的には自治体ということで初歩なのかもしれませんけども、それも「市役所

だけじゃなく、全体なんですよ。」というような説明があると、第一の部分も分かりやすい

のかなというふうに感じました。以上です。 

○太斎委員：すいません。私が思うには、この第一に第二に第三ってね、順番をつけるこ

とっていうふうに思ってしまったのですよ。たぶん文章の上から立て分けて第一に第二に

という同じレベルの問題なんだと思うのですが、この１、２、３という順番をつけること

はどうなんだろうかなって。まあ「１つには」とか。じゃ３番目に地域がくるのかみたい

な、そんなふうに思ってしまったものですから。あと自助・共助・公助という問題につい

ては説明があった方が分かりやすいなと思いますが、やはり個人で出来ないこととか、よ

り具体的に言い過ぎるのも、如何なものだなと思いました。 

○吉田委員：吉田です。この「第二にまちづくりの主役として」という、そこから私はち

ょっとおかしいと思いますし、自助・共助はいらないと思います。ここに自立・協働・共

生という言葉で私はいいと思うのですよね。それで「第二にまちづくりの主役」ここを活

動する市民、経済活動をはじめとする、これは市民、まちづくりの主役となるのが、個人

の石狩市民であればという感じではなく、これを読めばそういう主に活動している人やら

企業団体となっているので、ちょっとここのところを疑問に思います。 

○前野会長：具体的にはどうしたらいいか、アイディアはありますか。 

○吉田委員：あの市民の色々な声を聞いて、そしてこれから１０年後のことであれば、こ

こに「市民」という言葉でちょっとこの言葉を変えて、要するに活動する市民だとかとい

うのではなくて、石狩市民で作り上げる１０年後のまちづくりということで受け止めてい

るので、私も色んな個々に色んな人の意見を聞いたりなんかしながら今来ているんですけ

ども、これを読むと要するに各団体とか、そういう形で書いてありますよね。だから行政

も石狩市民も共にというふうに考えてきたのですけど。それでちょっと違和感があったも

のですから。 

○前野会長：ありがとうございます。 

○横山委員：これはですね、ここに書いてある通り、市民というけれども、やはり市民だ

けでどういうことが出来るのだろうか。それから経済活動をやっていない市民の人はどう

したらいいでしょうかとか、市民でなくても市に貢献しているものもいっぱいある。市民

なのか住民なのか。昼間は住民で、夜はどっか別な市町村だということは、我々石狩湾新

港なんかほとんど周りがほとんどそうですよね、何割かね。ですから私はこれでいいんで

ないのかなって思いますけどね。団体とか、私はこの通りでいいと思いますんで。アイデ

ィアちょっと、意見を述べさせて頂きました。すいません。 
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○前野会長：ありがとうございます。確かに２番目の協働というのは３つ、市民と色々な

団体と、それから行政によって、この３者が協働していいものを作り上げていきましょう

という思想を考えたものですから、１つだけということは確かにうまくいかないと思いま

すね。それでこの中に自助・共助・公助という言葉が出てきたんですけども、この言葉に

関しては特に反対意見はなかったんですが、１番下にあります説明を見ると、まあ読み方

によってはちょっと行政が「ずるいことをやろうと思ったら出来る。」というふうに読める

ようなところがあるものですから、ここの書き方はですね、ちょっと変えて頂くような。 

○阿部委員：私、石狩市の連合町内会の関係の連絡協議会から選ばれて参ったのですが、

ちょっと今のところで問題を生じているようなことになってますので、申し上げますと石

狩市の方から連合町内会に対して色んなお願いや説明会とか色んな事象のことがこの頃多

いようでございます。例えば、ゴミのステーションの問題、有料化の問題、それから排雪

のパートナーシップ、排雪問題、それから市の１０周年記念の問題等々、色んな協働と言

うか色々とご協力を頂きたいというお願いが参っております。こういう観点から申し上げ

ましてここは、自助は当然１人１人が努力しなければならないことでございましょうが、

共助それから公助とこういう表現になりますと、一般の町内会の皆さん１人１人がなかな

か分かりづらい問題が多いのではないか、このように思っております。それで例えば分か

りやすく市民とか住民とか簡単な表現にして、お互いに助け合っていくという表現に逆に

置き換えたら如何なのかな、このように思っております。特に下の方の自助・共助・公助

の説明では誤解を招く大きな要素のものが含まれているのではないか。市民として問題に

なる、このように思っておりますので、ひとつご検討してご訂正して頂きたいとこのよう

に思っております。どうぞ、よろしくお願いします。 

○前野会長：ありがとうございます。 

○羽場委員：羽場でございます。私はこの面では１番最後の「それでも出来ない」、出来な

いということだけが、ちょっとおかしいかなと。ということは、私この場では観光協会の

方から出てきておりますけども、地元の自分のところの商店会をまとめております。その

中で色んなことをやってきています。ただその中で出来ないことは、と言うか行政にお願

いしないとならないこと、多々ある訳です。ということは、１つはイルミネーション事業

もやってきました。その時に、やはり電柱を立てるという場合は市の土地を借りないとい

けない。そういうことで行政にお願いする。やはり自分達で出来ない場所もあると思うの

です。そのことは行政がやって頂けなければ完全に物事が推移できないので、そういう意

味では行政は出来ないというその文章は、ちょっとまるっきり自分達が思うように出来な

いと自分達が出来ないということは、行政が管轄であるから出来ないという面もあります。

ですから出来ないという文書だけはちょっとまずいと思います。だからこれを何かに変え

ていくことによってスムーズにならないかな。そして要するに中身を詳しく書けば書くだ

け読みづらくなる訳です。簡単に書けばまた、誤解もされるということで、どこかは分か

らなければならないということになると思うのです。そういうことでやはり、注釈を作る
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ことはいいのかなと。だけど私はここの先程から言っている「出来ない」という言葉が入

れるとしたら問題かなと思います。 

○前野会長：ありがとうございます。では、この説明のところをもう少し誤解の生じない

ような表現にして頂きたいと思います。他のことに関してご意見はございますでしょうか。 

○角川委員：角川です。１点だけお聞きしたい部分があるんですけども、協働の部分なん

ですけどね。基本理念がこう自立・協働・共生のまちづくりということで、将来像の部分

でも今回「人が輝く」ということが入っているのですが、まちづくりを行なう上で人づく

りというか、人材での育成という部分でも経費のかかることなんですが、必要かなと私は

思っているんですけども、前回の修正前の案で、「積極的な人材育成を推進し」という部分

が入っているので、その部分では人材育成という部分が表現されているのかなと思ったの

ですけども、今回もともと基本理念の文章の中には無かったのですが、この図の中にはそ

のような人材育成の結果があったんですけども、その部分では思い切ってカットしている

感じがしたので、その部分だけちょっと余計というか、おそらく協働と意味合いからは直

接的に結びつかないということで、たぶん変えたのかなって。ちょっとお聞かせ頂いても

よろしいでしょうか。 

○前野会長：事務局、今のよろしいですか。 

○事務局（佐々木部長）：えっとですね。これ修正前の７頁と修正後の８頁の図のところで

すね。今、角川委員がおっしゃられたようにですね、修正前に「積極的な人材育成を推進

する」という言葉が入っていたんですけども、協働の意味をより煮詰めて考えていったと

きに、人材育成というのは当然必要なんですけども、協働という言葉を説明するとすれば、

必ずしてもなくてもいいというか、ない方がより協働の意味が浮き彫りになってくるので

はないかと考えまして、ここでは敢えて外させていただいたということです。 

○前野会長：ありがとうございます。それではこの５番目のところに関しては、結果的に

は修正案の８頁のところにダイヤグラムがあって、将来像の「あいの風と人間が輝く活力

のまち・石狩」それでその下に「自立・協働・共生によるまちづくり」がある、こういう

形になると思うのですが、この全体的な書き方とか表現に関して議論にまだ出てなかった

ことで、もしご不明な点があったら出して頂きたいと思います。ないようですので一応こ

ういう形で素案として出来上がったということでよろしいでしょうか。 

 
（異議なし） 

 
それではここまで進めて参りましたが、ちょっと休憩を取りたいと思います。 

 
【休 憩】 

 
○前野会長：それでは後半を始めます。またよろしくお願いします。 
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 ５番目まで一応、議論・審議を進めて参りまして、いい形のものが出来上がってきたと

思います。次は６番、７番なんですが、６番目は土地利用の方針ということで、この修正

案では「修正なし」ということになっておりますが、一応事務局の方からご説明を頂きた

いと思います。よろしくお願いします。 

○事務局（尾山課長）：それでは６の土地利用に入る前に、会長失礼しました。申し訳ない

のですが基本構想の８頁の方をご覧頂きたいんですけども、先程５の基本理念の部分で、

それぞれ文書表現を変えましたので、今回８頁にあります「自立・協働・共生」の部分に

ついても表現を変えておりますのでご覧頂きたいと思います。それでは６の土地利用の方

針における関係ですが、資料２の１３頁をご覧頂きたいと思います。ここで土地利用の方

針として市民説明会において出された意見です。この意見につきましては、それぞれの地

域に住む人はその方向に向えるようにゾーニングが必要だという表現で下されました。こ

れに対して事務局の方としては、この構想につきましてはすでに「土地利用構想」の中で

それぞれの部分を活用してそれぞれ発展させようということでゾーニングがもうされてお

りますので、ここの部分につきましてはもう記載済みという表現にしております。土地利

用としては以上です。 

○前野会長：ありがとうございます。以上のように素案としては、前回と同じ修正なしの

形となっておりますが、何かご意見ございますでしょうか。ありませんようでしたら、こ

の形を認めておいて次の方に進みたいと思います。７番目、「まちづくりの体系と方針」。

よろしくお願いします。 

○事務局（尾山課長）：それでは資料２の１４頁をご覧頂きたいと思います。ここで７のま

ちづくりの体系と方針という中で、まずパブリックコメントの１件の意見がありまして、

まちづくりの体系に対して未来像の３つの原則、５つのめざすテーマの順序・変更をすべ

きと考えるという意見がありました。この中で事務局として、採用と書いてありますが、

文書表現についてちょっと前回の出した文について、誤解される部分があるのかなという

判断をしまして、ここに記載してあります通り、３つの原則を基にしてバランスのとれた

施策を展開するというのは事務局の考えでありましたので、文書表現上、下のように変え

ることにしました。「将来像の効果的な実現に向け、バランスのとれた施策を展開するため、

「５つのめざすまちのテーマ」を設定し、基本理念「自立・協働・共生によるまちづくり」

を具体化した「３つの原則」のもと総合的、計画的なまちづくりを進めます」という文書

表現に変えようということで判断させて頂きます。それは基本構想の１０頁をご覧頂きた

いと思います。ここで修正前と修正後の文書が出ております。この中で先程言いました文

書表現を頭の方で変えておきました。それと１番下でありますが、左側の方には３つの原

則しか書いてありませんでしたが、このパブコメの意見を頂く中でここに「基本理念を具

体化した」という部分を入れた方がいいかなという判断で、その部分を追加致しました。

それからちょっと後から出て来るのですけど、ここの５つのめざすテーマの方にも一部修

正がかかっております。ここの部分につきましては後程また説明していきたいと思います。
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よろしくお願いします。 

○前野会長：では、ここまでのご説明に関してコメント・ご意見ありましたらどうぞ。 

○名手委員：名手でございます。あの１０頁の１番下に「基本理念を具体化した３つの原

則」こういうふうに書いてありますけども、具体化したというのは適切じゃないんじゃな

いのでしょうか。これを省いて「基本理念の３つの原則」でいいんじゃないのでしょうか。

具体化というと、一般的には本当に具体的なことをいうのであって、「自立・協働・共生」

というのは全然具体的じゃないんですよね。違いましたか。 

○前野会長：はい、ありがとうございます。具体化という言葉があまり適切ではないので

はないだろうかというご意見ですが、これに関してご意見は。基本理念をもう少し別の言

葉で書き表したということですね。噛み砕いた、そうですね。具体化ではないですね、確

かに。全くこの通りでいいのではないかというご意見はありますか。なければ、もう少し

適切な表現の方がよろしいということですね。わたし個人的にもそう思います。それでは、

より良い言葉を次回までに考えて頂けるそうです。他にご意見ございませんか。それでは

次に進んで頂きましょうか、お願いします。あっどうぞ。 

○羽田委員：あの５つのめざすまちのテーマ④「豊かな自然を守り育て活かすまち」の「活

かす」というのを書き添えているのですけども、こちらの方の資料２を見ますと、敢えて

この辺から作って足したのかなと思ったのですけど、何か意図的なものはあるんですか。

何か目指しているようなものが具体的にあるのでしょうか。敢えてここだけ入れた理由を。 

○事務局（尾山課長）：先程少し説明したのですが、ここの５つをめざすまちのテーマの文

については、今後の説明の中で説明していきたいと思いますので、よろしいですか。 

○前野会長：では、その「活かす」という言葉に関しては後でまた出て来ますので、その

時またお願い致します。では次お願いします。 

○事務局（尾山課長）：続きましては、資料２の１４頁にあります、まず３つの原則という

部分のところから入っていきたいと思います。３つの原則につきましては３件のパブリッ

クコメントの意見がありまして、原則１、原則２、原則３それぞれ１点ずつありました。

この中で「自己責任のレベルが不明であり、抜本的検討が必要」、先程も言いました自立の

部分でございます。ここの文については、今回は意見を採用する形になっておりますけど

も、採択しまして、ここで先程説明しました自治体という表現を新たに明確にしていこう

という形で採用しようと決定しております。続いて原則２ですけども、協働の部分が出て

おります。これも先程言いました原案の協働の部分でありますが、今回ここで「まちづく

りの基本理念「協働」を実現するため」と。要するにパブリックコメントでも実現するた

めじゃないという指摘を受けましたので、今回それについては採用して、そのまま「実現

するために」という表現を入れました。その他に下の方で「手を携えることが必要であり」

という部分は修正をかけております。それから原則３ですけども、原則３では戦略計画の

部分が謳われておりまして、ここで事務局としましては原則３の「地域の輝きを大切に」

は基本理念の共生を具体化したもので、この意見内容はここに含まれていると考えるとい
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うことで記載済みという形で処理させて頂きました。３つの原則については以上です。 

○前野会長：ありがとうございます。３つの原則についてのご説明ですが、ご意見ござい

ますか。 

○松尾委員：非常に細かい文書的なことなんですけども、原則３の「３つの地域がこれま

で育んできたそれぞれの個性を活かし」という部分とその次の「一体感で結ばれたまちづ

くり」というのは、必ずしも全く同じことを言っている訳ではないので、「それぞれの個性

を活かしつつ」だとかとした方が、繋がりがいいのではないかなと思ったのですが。以上

です。 

○前野会長：もう一度お願いします。 

○松尾委員：「活かし」を「活かしつつ」にした方が、それぞれの個性を活かすという部分

と一体感で結ばれたまちづくりというのは必ずしも同じことを言っている訳ではないので、

何か繋げる言葉があった方がいいのかなと思いました。以上です。 

○前野会長：なるほど、いかがですか。その方が分かりやすいですね。ありがとうござい

ます。他、気がついた点ございますでしょうか。よろしければ次に進ませて頂きます。（２）

の５つのめざすまちのテーマです。 

○事務局（尾山課長）：それでは次に（２）としまして、５つのめざすまちのテーマ、資料

２の１５頁をご覧頂きたいと思います。ここのテーマにつきましてはパブリックコメント

で１１件、それから市民説明会で３件の意見を頂いております。それでこの中で今回事務

局としましてこれら意見の想像力を見ていったのですが、ほとんどが具体的な部分といい

ますか、戦略計画にかかるような部分がちょっと多かったのかなと感じております。それ

で今回はまず１つ目についても、具体的な部分が出ているので参考とさせて頂きます。２

つ目も同じです。それからここでテーマ１という部分が初めてここに出てきております。

テーマ１のこの部分で「犯罪に強く」という表現を「犯罪に負けない」という形で表現し

たらどうでしょうかという意見がありました。ただ事務局の段階としましては、結局負け

ないということは事件があって犯罪があったことに対して負けないというような理解をし

ましたので、未然防止という形で来た場合については、この意見は採用できないだろうと

いう判断をさせて頂きます。それからテーマ２ですが、ここへの意見は宗教や教育基本法

という部分が出てきております。ここは事務局としましては、記載してますように宗教や

教育よりも素朴で思いやる地域福祉を進めるということを念頭に置いてますので、ここの

部分については修正は考えないという形で処理させて頂きたいと思います。テーマ３につ

きましては中心核都市の商店街の形成ということになりますと、これも具体的な施策展開

の部分に入っていくものと判断しまして、参考として処理させて頂きたいと思います。そ

れからもう１つのテーマ３の方で、「観光など豊かな」という部分で意見を頂いております。

今回の意見につきましては「人」も「自然」も資源であるというものが観光などすべて含

まれているものという判断で、ここについてはすでに記載済みという形で処理させて頂き

たいと思います。それからもう１つ、テーマ３にありました石狩市の特産品開発企業の育
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成対策と、次の産・学協同の開発の促進、これらにつきましては具体的な施策の展開の中

で考えるべきだとして処理したいと思います。それから市民説明会でありましたこのテー

マ３についてですが、「市全体厚田・浜益を含め稚内までを観光ルートとして」という意見

がありましたが、この意見につきましてはもうすでに「日本海オロロンライン」という観

光ルートが設定されておりますので、そのままでいいのではないかという判断をさせて頂

きました。それからテーマ４ですが、「豊かな自然を守り育てるまち」を意見としまして「豊

かな自然を守り育て活用するまち」という意見がありました。この意見の中で内部検討し

て、やはり維持して守るだけではなく、それも活用した中での部分で進めるべきというよ

うな判断で、先程言いましたテーマ４の「豊かな自然を守り育て活かすまち」という部分

に採用させて頂きました。それからテーマ４もう１つの部分なんですが、「豊かな自然を守

り育てるまち」、ここでも活用するまちの意見という形で出ておりました。今回はその部分

２つ含めて採用した中で、活かすまちという形に修正しております。今回テーマ４の中で

活かすまちの部分を修正させて頂きました。当然本文の中でもその部分を修正するという

形にしております。それとこれらの中で重複している部分で「市民とともに育てる」とい

う部分がありました。その「市民とともに」については削除していきたいと考えました。

それからテーマ４の中で市民説明会でありましたけども、「豊かな自然を守り育てるまち」

とあるが、石狩市の防風林には手をつけることは出来ないのかという分につきましては、

これは具体的な施策の段階で検討すべきという形で参考で処理させて頂きました。次にあ

りますテーマ４の「自然を活用することも発展の一つになると思う」という意見につきま

しても、同様として参考で処理させて頂きました。テーマ５ですけども、子どもたちの教

育についてという部分でありますけども、「ＰＴＡや教育基本法等の関係上慎重を要する。」

という意見でありますけども、この分につきましては基本構想においては教育環境の総論

を述べることとしていますのでこの部分についてはご理解願いたいという部分で不採用と

させて頂きました。以上がパブリックコメントの部分でありますけども、この５つのまち

のテーマにつきましては基本構想の１２頁になっております。ここで先程言われた修正し

た部分と全体的に修正した部分があります。まずそれぞれのテーマで、前回は「市民とと

もにめざします」という文章を作っておりましたけれども、そこの部分については「まち

をめざします」で、統一していきたいというふうに考えまして修正しております。以上で

す。 

○前野会長：はい、ありがとうございます。どういうまちをめざすかということで５つの

テーマを掲げた訳ですけれど、非常に分かりやすい形になっていると思いますが、表現そ

の他でご意見・コメントありましたら、どうぞお願い致します。先程テーマ４のところで

「活かすまち」「活かす」という言葉が入った説明でしたね。それはよろしいですか。 

○羽田委員：あの、この中では分かりましたが、要するに自然の中で色々なことが出来る

ようなことになると、たぶん戦略計画か何かの中で絞られていくのかなっていうふうに思

いますので、またその時に改めて。 
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○前野会長：他に気のついた点はございますでしょうか。では、こういうまちを目指しま

しょうということで、認めて頂きました。では次に８の重点プロジェクトということにな

ります。ご説明お願い致します。 

○事務局（尾山課長）：それでは資料２の１８頁からになります。８の重点プロジェクトで

ありますが、今回の重点プロジェクトでパブリックコメントで９件、それから市民説明会

で６件の意見がありました。それで意見の要旨でございますが、ここの中で１つ目につい

てはもっと具体的なといいますか、市民参加の意義だとか必要性を表現してしまうという

意見がありましたけども、事務局としましては、各テーマとも市民の積極的参加をベース

に考えていますので、その部分については不採用という形で処理させて頂きました。次の

重点プロジェクト２でありますけども、ここで「本市の貴重であり資源である市民の共有

財産である海・川・山・大地の自然を・・・」という部分がありますけども、これらにつ

いては採用意見として頂くとともに、今回の文書表現の中で真ん中の方に記載してありま

すが、「本市の貴重な資源であり市民の共有財産である海・川・山などの自然の積極的な保

全・利活用・再生を市民参加のもとで進め・・・」という文書の中で代えさせて頂きたい

と考えております。それから３つ目でありますけども重点プロジェクト３の方で本町地区

の活性化について意見がありました。ここの部分につきましては、今後の戦略計画の部分

にも影響しますし、今市の方で現在手懸けております観光計画の部分とリンクするのでは

ないかなと考えまして、それらの部分で検討していきたいと思います。それから市民意見

としてプロジェクト３の方で、これも本町地区の観光部分の影響がありましたので、それ

も先程説明したのと同様に、本町地区一体というふうにして観光の部分で検討していきた

いと考えております。それから重点プロジェクト３、これはパブリックコメントですけど

も「「観光立市」の言葉は削除してほしい」ということです。それと市民説明会でありまし

た「「観光立市」は聞き取れない言葉」、この２つにつきましては市としまして厚田・浜益

地区を多種多様な観光資源を持っておりますので、これらの観光資源を活用したまちづく

りを進めることが市の発展に大きく寄与するというふうに考えて、あとここに書いてあり

ますインパクトを与えるために「観光立市」という形で処理していくということでこの欄

の意見については不採用として処理していきたいと考えております。続きましてプロジェ

クト３について市の観光ビジョンが市民に伝わってこない。それから札幌に訪れる観光客

をどのように石狩市に引き込むか検討していきたいという部分でありますが、これも前回

の本町地区と同様に、観光計画との連動性が考えられますので、その中で検討していきた

いと考えております。プロジェクト４につきましては人口減が現実的のものとなったとい

う意見がありました。ここにつきまして読んでいきますと、結局は具体的な施策の部分の

方に入っていくということで、事務局としては参考しますという形で処理させて頂きまし

た。それから重点プロジェクト４についても下の方に光通信の部分やバス路線などの関係

がありますが、それらについてもやはり参考意見とした中で処理させて頂くます。続きま

して重点プロジェクト４の有能な企業の誘致促進という部分がありますけども、ここにつ
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きましてはプロジェクト４の企業誘致も含んでいる形で処理させて頂きたいと思います。

それからプロジェクト５の市民が身近に感じられるわがまちの港という部分でございます

けども、ここの分につきましては、市民の港としての必要性は理解するが、新港地域につ

きましては企業立地と雇用の場を役割と考えていくこととしておりますので、ここについ

てはその他という形で処理させて頂きたいと思っております。それから下の方にあります

今度は「５つのめざすまちのテーマ」にもとづきとあるが、『防災プロジェクト』が欠落し

ているという意見がありました。それからもう１つ下の方にありますが、安全・安心・快

適なくらしプロジェクトの中で、地震・豪雨・豪雪等の異常災害が発生した場合のものが

意見としてありました。防災関係につきましては持続的に取り組んでいかなければならな

いものであり、総合計画の中で敢えて重点プロジェクトとして明確に位置付ける必要はな

いと考えて不採用としております。以上が５つの重点プロジェクトの部分であります。そ

の他に下の方で、その他の形でパブリックコメントで３件、市民説明会で１０件、要する

にこれまでの基本構想の中に割り振り出来ない部分の意見として、これだけあったという

ことなんです。それで一応最後の方に検討内容のところで割振りしてあります。とりあえ

ず重点プロジェクトの部分を先によろしくお願い致します。 

○前野会長：ありがとうございました。重点プロジェクト５つに関してのパブリックコメ

ント、その他に対するご説明を踏まえての修正案が出ておりますが、今のご説明に関して、

コメント・ご意見がありましたらお願い致します。 

○松尾委員：えっとですね。直接この基本構想の中に入ってくるのかどうかちょっと分か

らないのですが、意見で出てた中で「市民が身近に感じられるわがまちの港としての形成」

という意見がありますよね。勿論その企業立地だとか雇用の場としての役割というのは、

そういうもののために元々作り大事なので当然なんですけども、ただもうちょっとやはり

「市民の港」として何というんですかね、石狩市民がうちにも港があって港町なんだと思

えるようなものがあるといいなって、私元々個人的に思っていたものですから、その辺は

どうなのかなというのが、１つ意見としてあります。以上です。 

○前野会長：ありがとうございます。そうですね。こういう考えはけっこう皆さんお持ち

かもしれません。しかし石狩市は非常に南北に長く、ずっと海岸の町に住んでいた方もい

らっしゃいますから難しいと思いますけれど、事務局にお聞きしてもよろしいですが、他

の方ご意見ありましたらこのことに関して。 

○大井委員：私はごみへらし隊の大井です。全く港を持っている町としてありながら、意

外と港というものが市民との馴染み具合が非常に少ない。花火大会とかやっているのです

が、今１つ何か足りない。確かに春時期の魚介類の朝市みたいなものが非常に、ある意味

札幌の方が中心となってお出掛けになったりしているのですけど、私も全くそういう意味

では同意見です。今１つ、もうちょっと盛り上がるような形のものがほしいな。比較的人

造湖に近いような湖畔ですから、ちょっとそういう意味では小樽なんかとの違いはあるの

かなと思ってはいますけども、全く同じ意見です。 
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○前野会長：はい、ありがとうございます。他にご意見はございますか。このことに関し

て。確かに港という意味で、石狩湾新港だけがイメージされるというのはちょっと淋しい

感じが致しますしね。しかし浜益・厚田のまちが今度加わって、大きな石狩市が出来、そ

れぞれ港を持っている訳ですので、そういったところの情報がもう少し石狩市民全体に流

れるような形が望ましいのではないかと思いますね。それは重点プロジェクトのどの項目

にも当てはまる訳ですから、その中でそういうことを進めていくことになるのだと思いま

す。個人的には例えばプロジェクト４ですね、交流のいしずえと書いてありますけど、こ

こは例えば情報を石狩市全体に流すという意味では、先程の朝市の問題とか港の色んな情

報をまち全体に流す。インターネットとホームページを使って流すということも大事なん

だと思います。他ご意見はございますでしょうか。 

○松井委員：先程、最後のところですね、「安全・安心・快適なくらしプロジェクト」の不

採用というのがありまして、自治体でやられている防災計画は防災計画の方がいいんです

けど、先程出ました「自助・公助」のそういう考え方からすると、防災まちづくりという

ことは要するに子どもさんやこれから先石狩は高齢者が多いと言うのですから、そういう

ところを「共助」という形ですか、観点から石狩市の防災計画を具体的に検証する意味で

も、例えば「ひと・まち・げんきプロジェクト」の中の１つで検討する余地も入れてもい

いんじゃないかなと。防災計画を全部入れることではないですが、「自助・公助」の観点か

ら「防災まちづくり」という、まちづくりを進めますという中に必ず僕は防災まちづくり

というものがあると思うのですよ。そういう面でこの「安心・安全なこの暮らし」という

かですね、前も出てましたが、確かに大きな地震だとか豪雨だとかということは、もっと

レベルが違うかもしれないけど、雪の問題だとかね。こういうことも含めて、「ひと・まち・

げんきプロジェクト」の中で何か検証するようなことも、ここで遮断してしまわないで、

検討する余地があっていいのではないかと思ったんですか。分かりますでしょうか。 

○前野会長：この５つのめざすまちの方ではテーマ１が安全なんですね。 

○松井委員：そうですね。この中で若干、検討項目を、防災計画を全部提唱するとは言い

ません。ですからまちづくり、その高齢者対応だとかね。 

○事務局（尾山課長）：今の防災の部分ですけども、今現在こちらの方で考えてますのは、

今後戦略計画の中で「安全・安心のまち」。要するに暮らしを守るという中で、当然防災・

消防関係の部分が出てきます。その中で具体的な今後の検討だとかそういうものを進めて

いく判断の中で、敢えてここでは入れなくてもいいのかなという判断です。 

○松井委員：いや、分かる。要するにそういう意味合いのことが入っている。これから検

討する中で、戦略計画の中で、そういうことですよね。了解致しました。 

○前野会長：パブリックコメントの中で「観光立市」という言葉に抵抗を感じたというご

意見がありましたが、これに関しては如何でしょうか。インパクトのある言葉ということ

で「観光立市」を使ったということでよろしいですか。 

○名手委員：名手でございます。観光立市は最近よく使われる言葉だと思いますので、こ
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れはよろしいのではないのかなと思いますけども。あの別の話ですが、プロジェクト２の

ところで小さいことかもしれませんが、保全・利活用・再生というふうに漢字が並んでい

るんですけども、「利活用」という言葉は普通あまり使わないじゃないんですかね。役所で

は使うかもしれませんが、一般市民はあまり使わないと思うのですよ。利用か活用かどっ

ちかにしたらどうでしょうか。それと漢字をいくつも並べるということは非常に読みにく

いし、もうちょっとスムーズな書き方は出来ませんでしょうかね。「海・川・山などの自然

を積極的に保全し、利用し、そして再生をしていく」とか、そういうふうにスムーズにい

きませんかね。どうもこう漢字だけを並べられると非常に読みにくいし、理解しにくくな

ると思うのですが。お願いします。 

○前野会長：ありがとうございます。利活用を含め、文章は出来るだけ簡潔にということ

でお願いしたいと思います。他ご意見はございますでしょうか。特になければどうでしょ

うか、全般あるいはその他のところでですね、今日は皆さんの絶大なるご協力によりまし

て非常にスムーズに協議が進みまして、予定していたような内容に関する議論、最後のと

ころまできました。今回はこの第４期石狩市総合計画の基本構想ということでこの素案を

今審議している訳ですけども、この基本構想の審議がここまできましたら、これに関して

答申を市長に渡すことになる訳です。たぶんそれは次回ということになると思うのですけ

ど、その時に今日の審議を踏まえまして、事務局の方では小さな字句の変更をし、それに

添えてこの審議会として特にこういうことに気を付けてほしいというような付託事項とい

いましょうか、そういう意見を付けて市長に答申したいと思います。その内容に関しては、

次回までに私が作ろうと思いますけども、今ここでもし、こういうことを付け加えたらい

いんじゃないかということをお持ちでしたら、ご意見を頂きたいと思いますが、如何でし

ょうか。 

○名手委員：最初の将来像のキャッチフレーズとして、「あい風と人間が輝く活力のまち・

石狩」と決めた訳ですけど、これはやはり人が非常に明るく活発に動くと。そしてまた、

そこに子どもたちも育って、そして大人も活気のあるまちを作っていく。勿論大人自身が

やはり育っていくというふうに、私は理解してこのキャッチフレーズはいいなと思って賛

成したのですが、そういうことでもっとその積極的に打ち出してほしいと思います。この

キャッチフレーズだけでは、勿論キャッチフレーズというのは全体を包括する言葉ですか

ら、もっと「どういうふうにやるんだと、人はどういうふうに活躍するんだ」ということ

をもっと表現する説明をお願いしたいと思っております。 

○前野会長：なかなか難しいですね。１つは「あい風」という言葉を皆さんに理解して頂

いて、その「あい風」でまち、そして人が育っていくような、そういうことをお願いした

いと、そういうことは必要だと思いますが、今名手委員がおっしゃったようなこと、少し

考えて頂きたいと思います。次回までに案を書いてこようと思いますが、他にもしご意見、

こんなことも書き入れたらどうだろうかということがございましたら、お願いします。 

○大井委員：あの、やっぱり旧石狩市というと、何となく私も札幌に勤めてきたんですけ
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ど、ベットタウンというような、そのようなものから抜け出てですね、厚田区、浜益区と

１つになって、もっと温かみのある新しいまちづくりですよというような、そういったこ

とを是非表現の中に入れて自立していってほしいなという感覚をどこかに盛り込んで貰い

たい、そう思います。 

○前野会長：難しいですね。 

○名手委員：再度申し上げて恐縮ですが、今会長さんが非常に難しいことというように言

われましたので、ちょっとくどいようですけど、申し上げさせて頂くと、石狩は人づくり

を積極的に宣言するということを表して頂きたいなと。それが石狩のまちづくりなんだと

いうこと。そしてそれに沿って具体的なことを実行するというふうに視点を見定めていく

ということも必要じゃないかなと。ちょっと出過ぎたことを申し上げて大変恐縮ですけど

も。それと小学生でも、中学生でも、「あい風」のキャッチフレーズを見て、石狩のイメー

ジと将来像がこう掴み取れるんだというふうな内容にこう盛り上げていってほしいと思う

のですが。恐縮ですが、よろしくお願いします。 

○前野会長：ありがとうございます。私、作文してきますので次回読んで下さい。他もし

ご意見がありましたら、どうぞお出し下さい。 

○吉田委員：あの、私も人というテーマで石狩市民の意識改革も必要だと思うし、「あい風」

という言葉も私も今回分かったんですけども、石狩をまず石狩市民が知ることも大事なこ

とだと思うのですよ。以上です。 

○前野会長：ありがとうございます。それでは次回の予定について事務局の方からお願い

致します。 

○事務局（尾山課長）：それでは、長く審議して頂きましてありがとうございます。次回は

６月７日、時間は午後１時半からですが、今度は市役所の２階で行いたいと思いますので、

よろしくお願い致します。こちらの方も出来るだけ今回出されました修正出来るものは、

修正して即急に作っておきたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

○前野会長：どうもありがとうございました。それでは今日はこれで終わりですけども、

私は作文を致しますので、皆さん遠慮なさらず、電話でもファックスでもメールでも結構

ですので、ご意見がある方は送って下さい。それでは今日はこれで終わりでございます。

どうも皆さんありがとうございました。 

○事務局（佐々木部長）：えっとすみません。今、会長からお話あったんですけども、何か

ご意見があれば、まず事務局の方にですね頂ければ、事務局から会長の方にお繋ぎ致しま

すのでよろしくお願い致します。 
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