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平成１７年度第２回総合計画策定審議会 

 
日 時 平成１８年３月３０日（木）午後３時～午後５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、田中委員、阿部委員、角川委員、景井委員、菅原委員、 

二上委員、伊藤委員、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、前田委員、横山委員、高田委員、沢田委員、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：本日は大変お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 
春は確実に近づいているのですが、雪が降ったりして、そのせいもあるのかもしれません

が遅くなっている方もいらっしゃいます。 
 本日は前回事務局からご説明がありました、この石狩市総合計画の基本構想素案につい

て協議、審議が仕事でございます。会議の終了時刻ですが前回と同じように５時位を目処

に進めたいと思いますのでご協力をお願いいたします。 
 前回いろいろ協議がありましたけども、その時に出ました様々なご意見に対して新しく

資料が配布されていると思いますが、その資料と、それからこの１８日からパブリックコ

メントがすでに始まっております。そのパブリックコメントの現在の状況について事務局

の方からご説明いたします。 
○事務局（尾山課長）：私の方から前回の会議におきまして資料という形で要請ありました

部分、今回皆さんの方にお配りしております。まず一点目の資料１という形の中で説明さ

せていただきます。これが合併プランからの情勢変化という形でありまして、まずどこが

前回の合併プランと今回の総合計画と大きな相違があるのか一覧の表にしてみました。 

 まず一番大きいのは市の財政状況の悪化でございます。ここに主な内容が書いてありま

すけど、税の落ち込み、それから各種交付金、それらの部分が当初と大きく変わってきて

います。 

それとこれも税に関係してくるので市の財政状況と関係するのですが、国が行っており

ました「三位一体改革」この部分が最近になってから明確になりまして、４兆円を超える

国庫補助金等の廃止・削減、それから国から地方への税源移譲の部分、それから地方交付

税の見直し、これらの部分も大きく影響を受けている状況にあります。 
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それから法制等の申請等の変更です。障害者の自立支援法が制定されたこととともに児

童手当の拡充という部分が想定されていませんでしたけども、今回ここで明確になってき

ました。 

 それから予想を下回る人口増です。当初、市の方では１０万都市という形の中でまだま

だ人口が伸びていくであろうという想定をしておりましたが、今回の国勢調査の段階では

予想を下回る、予想以上に伸びていないというのが出てきております。 

 それとこのたび北海道の方からも報道されていると思うのですが、道としての財政状況

も悪化している。このことにつきましては市が行っている事業に対して道の上積みの補助

事業とかあるわけですけども、それらの上積み分も新たな見直しをかけなければならない

状況にきております。 

 それから一部事務組合の解散です。実を言いますと北石狩衛生施設組合の解散というの

は当初全然想定しておりませんでした。衛生組合の解散に伴いまして今度石狩市の直接運

営という形になります。これで大きく変わってくるのは今後、ゴミの分別化の部分につい

ては市の考えの基に変更が可能になる。それと今までいました職員についても市の職員と

いう形になってきます。それと指定管理者制度の導入です。市では指定管理者制度、要す

るに公的施設の部分については指定管理者制度を設けてやっていきましょうという形の中

で推進しておりました。当初１５年度からスタートしたわけですけど、１７年度で３８％

くらい、１８年４月になりますと約６６％が指定管理者制度の導入を図っているという状

況にあります。 

 続きまして資料２をご覧ください。ここにまちづくりのテーマと重点プロジェクトの相

関関係はどういうものかという部分で質問がありまして、できれば資料を出してほしいと

いう形で今回提出させていただきました。 

 重点プロジェクト１の「ひと・まちげんき」という部分があります。これを見るには皆

さんに前回お渡ししました「新市将来構想のダイジェスト版」があると思いますけども、

その中を見てもらうとわかると思います。「活気あふれるホームタウン石狩」のダイジェス

ト版の１３頁からテーマ１から５が出てきておりまして、１８・１９頁で重点施策が出て

くる形になります。今回この中の関連を図化したものが今回提出させていただきました部

分でございます。例で言いますと重点プロジェクトの１で「ひと・まちげんきプロジェク

ト」とはどういうものなのかといったときに、ここで言うテーマの部分でいきますと「健

康でしあわせに暮らすまち」という部分があります。この施策のテーマ２の中に高齢者福

祉とか児童福祉の部分が記載されていると思います。これが施策の方向と現況の中の原則

の中であります。テーマが施策と考えてください。その下に施策の展開という形がありま

す。グリーンで書いてある部分が施策になります。その下にある黒丸で出ている部分が個

別の施策になります。この個別の施策の下にこれの展開を図るための個別の事業が出てく

るという形でイメージしてください。それでこの重点プロジェクトにつきましては個別の

施策を一体化して進めるための部分として、例えばテーマ２であればテーマ３，テーマ５
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の施策の中でまとめられるものをまとめて一体的に展開しようという部分で、ここで「ひ

と・まちげんきプロジェクト」という風な考えでおります。 

 それで重点の２となりますと、ここでいうテーマ１の「安全・安心・快適なまち」の中

の道路がメインに見えてくるかなと思います。テーマ３に行きますと「元気で活力ある街」

これは産業関係の部分が絡んでくると思います。それとテーマ４で行きますと地球環境の

関係だとか廃棄物の減量化という部分が出てきます。それらのものを一体的にここで言う

「環境都市創出プロジェクト」の中で対応していこうという考えであります。 

 重点プロジェクトの３「観光立市プロジェクト」ですけども、ここではテーマ３の「元

気で活力あるまち」の中の農林水産業の振興の部分と観光振興という形のものがあります

のでその部分がここに関連してくる形になります。テーマ４の部分でいきますと自然環境

の保全と廃棄物の減量化、それらの部分がここで一体化になってくる部分になるのかなと

思います。テーマ５でいきますと「心豊かに学びいきいきと活動するまち」ということで

資料館、歴史館、そういう部分の教育関係部分とかありますのでそれらの部分はこの観光

とも結びつけることができるだろうということです。 

 重点プロジェクトの４でございますけども「交流の礎プロジェクト」という形の中で、

ここではテーマで「安全・安心・快適なまち」の部分でいきますと一本しかありませんけ

どもここは道路とか公共交通関係の部分が連携されてくるという形になります。 

 最後になりますけども重点プロジェクトの５「石狩湾新港地域パワーアッププロジェク

ト」。ここで関連するのはテーマ１であります「安全・安心・快適なまち」の中で想定され

ております公共交通体系の維持などの部分が入ってくるかなと思います。それとテーマ３

で「元気で活力あるまち」の部分でいきますと、ここは石狩湾新港の利用促進という事業

メニューが出てきますのでそれらを一体的に「石狩湾新港地域パワーアッププロジェクト」

という形の中でそれぞれ事業展開を図ろうとするイメージです。これが各テーマと重点プ

ロジェクトの部分の関連性を図化したものでございます。 

 続きまして、前回資料２の２頁目になりますけど、平成１７年度の部分が空欄だったか

と思います。今回この平成１７年度の部分の数値を棒グラフに表しておきました。これも

あくまでも今回の基本構想の２頁であります、３の将来人口についての考え方の下の方の

折れ線グラフを資料２の２頁目の空欄だった部分に置き換えたという形で表現しています。

それとこの部分につきましては最終的には今年の１０月頃に最終的な数値が明確になると

思いますので、ここの部分につきましては最終的には国勢調査の最終公表された段階で正

しい数値に置き換えようと考えております。 

 続きまして就業構造の推移でございますけども、ここの部分も前回の段階で直近値を入

れようかとお話ししておりましたけども、ここの部分につきましては内部で確認した結果、

平成１９年１月にならなければ最終結果が出てこないという形になるみたいです。ただ、

１９年１月になりますとそれ以前に基本構想全体を合わせて総合計画として１２月の定例

会の方に提案したいというスケジュールで考えている関係上、ここの部分につきましては
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実績の１２年度まででという形の中で整理させていきたいと考えております。 

 その他に資料として今回大きい紙で地球温暖化の関係の資料も配付しています。これは

今回松井委員から資料提供していただきまして、今回総合計画にテーマの４の中に地球環

境という部分がうたわれております。それで基本構想の段階では漠然とした地球温暖化対

策という形の中で表現しかされておりません。ただ、この基本構想を基に作成されます戦

略計画におきましては、これが大変いい資料になるのかなと考えましたので、ここの部分

につきましては委員の皆さんの方に一つの資料提供という形で今回配布させていただきま

した。 

以上で、今回配付をしました資料説明を終わらせていただきます。 

○前野会長：どうもありがとうございました。資料の説明かなり複雑な内容だったと思い

ますけども、資料１と資料２これは前回ご質問がありましたことに対する追加の資料でご

ざいます。この内容に関してはこの後議論の中でまた検討することになると思いますが、

もう一つの人口に関する資料は差し替えという事です。素案の資料編というのが後半にあ

りますけど、資料の２頁目と３頁目これが新しい資料２頁を差し替えるという事になりま

す。 

今事務局からご説明いただきましたけど、その前にひとつ、前回会議録をつくるのにマ

イクロホンの性能が非常にいいから…という話だったんですけど実際上は非常に聞き取り

にくいところがあったそうですので、今回からはやはりご発言いただくときには手を挙げ

ていただいてマイクロホンを持ってお話しをしていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 それから資料に対する説明に関して後で細かい事をお話ししても結構ですけれども、何

か今お聞きしておきたい事がございましたらどうぞご発言ください。ありませんようでし

たらまた後でこの内容については戻っていただきたいと思います。 

 それではいよいよ今回の基本構想素案、これについての審議に入りたいと思います。前

回この資料を渡されまして皆さんこれをお持ち帰りになって十分読んでこられたと期待し

ております。私自身も一生懸命読んでみたんですが、なかなか難解と言いましょうか、内

容が非常に豊富であります。ですから私たちの審議会におきましても細かいところは別に

しましても大事なところは皆さんと真剣に議論していきたいと思います。 

 審議の進め方ですけども、この素案の目次というところがありますが、そこをちょっと

見ていただきますと、これが項目１から８までございます。１・２・３・４までとその後

の５・６・７・８これは性格がちょっと違うように私思うのですけども、どういう事かと

いうと１は計画策定にあたって、２が計画の役割、３が計画の構成と期間、４が総合計画

体系図です。４頁までの内容といいますのは素案の内容そのものよりも、この素案を我々

の審議会で審議した結果というものがどういう意義があるのか、それがどういうふうに使

われるかということに関するプロセスと言いましょうか、そういうことについての部分だ

と思います。実際上は５・６・７・８が素案の内容なわけです。それから５・６・７・８
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も一つ一つ項目ごとに書いてございますけども、個人的にはこれを見せていただいた時に

非常に難解でした。そういう事も含めて今日皆さんに議論していただきたいと思います。

５番目がまず基本理念、６番目で土地利用の方針について、そしてその二つを踏まえて７

番でまちづくりの体系と方針、そして８番目で実際どういうプロジェクトを重点的に考え

るか、という内容になっていると思います。 

 この後の審議の仕方ですけれども、頁に従って各頁を議論して決着をつけていくという

のも一つの方法ですけども、これを見てみるとわかりますけども、全てが非常に複雑に絡

み合っておりますので、それから今日お集まりの方々は皆さんそれぞれの分野、それぞれ

の地域、フィールドの知識をたくさんお持ちで集まっているわけですから、そういう方々

のご意見をお互いに出し合っていろいろ議論し合う、ですから最初から全て決めていくの

ではなくて最初はあっち行ったりこっち行ったり、議論を出し合って進めていったらいい

のではないのかと思っております。こういう進め方でよろしいかどうか、もし他の方法が

ございますようでしたらご意見いただきたいと思います。よろしいですか。 

 それではそういうことでできるだけ頁に沿っていただきたいと思いますけれども、それ

にこだわらず全般的にご意見のある方はどうぞご遠慮なく発言いただきたいと思います。

お名前と資料の話になるときには頁数とかタイトルとかお話しいただきたいと思います。

どうぞ。 

○松井委員：松井です。よろしくお願いします。私、会長さん言われたようにずっと読ま

せていただいてなかなか難しいところで頭の中を一回整理して、始めのですね基本理念と

土地利用とまちづくり、この辺のことがたぶん基本的なことかなと思ってですね、ちょっ

と二つほど。当初ここにうたわれた考え方を事務局の方のご意見をお聞きしたいのと、ち

ょっと疑問点を。一つはですね先般も出たかもしれませんけども将来像の考え方、ここ５

頁でございますけど、私この将来像を「人間力都市・いしかり」というその人間力という

のが６万人の市民の方がおられてそれぞれ固有な人間力を持っているわけですからそれの

総括ですよと言う意味合いなのかですね、それにしてもこういう基本構想を考えるときに

一番頭のアドバルーンですから市民の方に難しすぎないのかなという。私の実感からする

とこの「人間力都市・いしかり」、その人間力というイメージがちょっと難しすぎないかな、

要するに分かっていただけるのかなという事が一つ。例えば僕は「ひと・まち・自然の絆

いしかり」の創成とかね、もうちょっと簡単な言い方がいいのかなと思うのが一つ、それ

と、これはこれから戦略計画の中でご議論いただければいいと思うのですが、今回の合併

から成り立つ新構想ですので各地域の特性を取り組む姿勢としてはある種公平感というか、

そういうことを加味される事がうたわれればいいのかな、それが二つ目でございます。そ

れともう一点はまちづくり体系ですが、８頁の、ここの頭ですね将来像として人間力と人

間力があって一つのテーマ、これがどうもちょっと分かりづらいなという、僕はここは基

本理念の「自立・協働・共生のまちづくり」みたいなのが分かりやすいのかなと。始めの

基本的な事この３つだけですね勉強させていただいて、疑問点と事務局がどういうふうに
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当初考えられたかをお聞きしたいです。 

○前野会長：ありがとうございます。松井委員からその人間力という言葉、それから地域

特性をもう少し強調したらどうかということ、もう一つはこの８頁のこの図に対してちょ

っと難解な部分がというそういうお話だと思いますが、事務局からお答えいただく前にで

すね、同じようなコメントがありましたらいただいた方がよろしいかなと思うのですが、

他のみなさんいかがでしょうか。どうぞ。 

○名手委員：名手でございます。よろしくお願いします。この基本構想の素案をずっと読

んで一生懸命考えたのですけど、先ほど会長さんが言われたとおり非常に難解でございま

す。なぜ難解かというと抽象的な記述が多いものですから、具体的に何を言っているのだ

ろうかということが随所にあります。例えば７頁の土地利用の方針と言うところの市街ゾ

ーンの枠の中の終わりの方に「中心都市核の形成を目指します。」と書いてあるのですが、

具体的にどういう風に我々イメージしたらいいのだろうかということですね。それをここ

の審議会で「実はみんなで議論しようじゃないか」ということなのかどうか、ということ

ですね。その辺がちょっとお聞きしたいということですね。 
 それから森林ゾーンのところでもですね、真ん中あたりに「癒しの場や環境の保全」が

ずっとあって「多目的な活用を図り環境をテーマに地域の形成を目指します」の「多目的

な活用」とは何なんだろうかというふうに思いました。 

 それから右の方にある「中心都市核・地域核」というこの枠の中でも「中心都市核」と

書いてある真ん中あたりに交通体系の結節点ということがありますが、どういうふうに理

解をしていいのかということですね。それと「地域核」のところで福祉医療ずっと書いて

ありまして「地域密着型の商店街の形成を目指します」というふうにありますが、「地域密

着型の商店街」というのは現実と将来とどういうふうに、現実を見極めて将来どういうふ

うにもっていくのかというふうに思います。これもここで議論するという事なんでしょう

か。それは議論するのであれば大いにやりたいという事ですね。 

 それと、９頁のですね「３つの原則」というのがありまして、原則１が健全な行財政運

営と書いてありますが、いわばこれは自立を表している、自立・協働・共生と３つの原則

がありますけど、その自立を表しているわけでしょうけれども、いわゆる中央政府や北海

道に頼ることなく石狩市としてこういう事をやっていきたいという事を言っているだろう

と思いますけども、なかなか難しい問題だろうと思いますが、そういう意味なのかという

事ですね。 

 それとですね、ちょっとたくさんで申し訳ないですが、１０頁のテーマ１の「安全・安

心・快適なまち」という事の中に利便性の高い豊かな暮らしを支える基盤という事があり

ますが、具体的に何を指しているのだろうか。利便性と言うと現在の状況を鑑みてどうい

う事を言うのだろうか。軌道系交通機関のこともイメージしているのかということですね。

それを考えますと、資料の６頁の最後の方ですけれども「石狩市の特性と課題」というの

がありますが、それの枠の中の１番に「立地条件に恵まれた広域交流拠点のまち」という
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のが書いてありますけども、立地条件に恵まれたというのは札幌市に隣接していて立地条

件に恵まれたというふうに書かれているのはどういうことなんだろうか。これは常識的に

考えると一般論ですけどもね、鉄道と道路交通網、それから海上交通が発達しているが故

に広域交通拠点と言えるんだと思うのですが、これは今ここではそういう鉄道はありませ

んから、これを将来そういう風にもっていくのかというふうにお考えなのか。そういうこ

ともここで大いに議論するのかという事をお聞きしたいというふうに思います。いろいろ

申し上げました、恐縮でございますが、以上です。 

○前野会長：ありがとうございました。お二人のコメントをいただいたのですけども、お

二人のコメントだけでも非常に多岐にわたっておりますが、事務局からですね、今名手委

員から特にご質問あったと思うのですがこの審議会でやるべき事、議論すべき事がどの範

囲なのかということは一番大事だと思いますので、その事をまず教えていただきたいと思

います。 

○事務局（尾山課長）：今回は基本構想という形になります。具体の中身というのは次の戦

略計画の段階で出てきます。それで市が目指そうとしている一つの将来像がありますけど

も、その将来像を具体化・具現化するためにはどういう方向で進むべきか、というのが構

想の部分ではそういう形で流れていきます。ですから先ほど言われましたけども具体的な

中身と言いますかそれにつきましては次の戦略計画の中で一つの目標を作っておきまして

それをどのようにして展開していくのか、というかたちの部分が今回の基本構想の部分の

形となります。それで具体な部分につきましては次の戦略計画の中で議論していただく形

になりますけども、今回の基本構想の段階におきましては一つの将来目標図に向けてどう

やって進むべきかという部分をここの段階で協議していただきたいということになります。 

○前野会長：ありがとうございます。私の理解をちょっとお話ししたいと思いますが、こ

の資料の４頁のところに計画の構成と期間、それから総合計画体系図があります。下に書

いてあるこの図というのが非常に分かりやすいと思うのですが、我々のこの審議会で行う

べきことは、この総合計画というのは基本構想と戦略計画から成り立っていますが、これ

を作るのが我々の審議会の目的なわけです。基本構想のところでいろいろな内容、もう既

に出されているものを審議するわけですけども、その事のかなり具体的なこと、先ほど名

手委員からお話しが出ましたような具体的な事に関しては次の戦略計画のところでやりま

しょうという事です。そして実際に将来戦略計画の内容が事業として行われるかどうかと

いうのは、これは財政との問題ですから我々の審議会とは別に将来その年度年度に行われ

るという、そういう事になっていると思います。こういう理解でよろしいですね。 

○事務局（尾山課長）：はい。 

○前野会長：それではお二人からいただきました質問がいくつかありました「人間力」の

こと、それから地域の特性をもう少し強調したらどうかというようなこと、そういうのが

ありましたけども、まず最初にこのテーマですね、将来像ということで「人間力都市・い

しかり」ということになっておりますが、このことに関してご意見いただきたいと思いま
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す。先ほどはちょっと抽象的なということがありますし、ご意見いただくかあるいは事務

局からこういう人間力都市という言葉が出てきた経緯をお聞きしたいのですがよろしいで

しょうか。 

○事務局（尾山課長）：まず「人間力都市・いしかり」の目標を掲げた経緯でありますけど

も、今回石狩市の将来人口を見ていただくと今までは将来像を作る段階では右肩上がり、

要するに都市基盤が大きくなる、という部分を一つの想定した中で総合計画を策定した経

緯があります。ですけども今回におきまして人口データを見た段階で思うように人口が伸

びないというものと、今後人口が減少していく可能性がみられた、という部分で今までの

部分とちょっと思考を変えようということになりました。また、団塊の世代の部分で石狩

市は全国でも１０番目の地位にあるというかたちになっております。その結果こちらの方

でもその人たちをいかに有効に市の発展のために協力していただけるものかと考えたとき

にその人たちを石狩市の行政と共に考えながら進んでいくべきものだと考えまして、ここ

で「人間」という部分に注目しました。 

 それと今回の石狩市の部分につきまして北海道の中でも市民が行政に関わる部分という

のはかなりウェイトが大きいというふうに考えています。そういう部分を含めまして全体

的にその人たちと一緒に手を携えながら石狩市の将来像を作っていく、市の発展のために

ある「協働」という項目も考えながら進むというかたちの中で最初の段階では「市民力」

とか考えておきましたけども、どうしても市民力だとか住民力だとかというのはちょっと

インパクトが薄いという感じを受けまして、それであれば総合計画自体が全国にも周知さ

れるわけですから国・道に向けて周知する意味でも、ある程度インパクト与えて石狩のイ

メージを強調したいという考えで「人間力」という部分に置き換えたかたちになっていま

す。 

○事務局（佐々木部長）：事務局の佐々木です。補足して説明しますけれども、これからの

総合計画を作るときにやはりこの先の１０年石狩市というのがどういう時代を迎えるのか

と、それを十分踏まえた上で目指すべき将来像を考えるべきであろうというふうに事務局

の方では考えました。その時にこの先の１０年石狩市が迎える変化で一番大きなものとい

うのが、おそらくですねこれまで数十年のあいだ膨張してきた人口規模がこれからは落ち

ていく、１０年間の間にピークをうつ、なおかつ高齢化がどんどん進んでいくといったよ

うな変化が想定されているわけです。そういうことを踏まえたときに今この先１０年間で

石狩市が何をすべきかというふうに考えたときに、例えばこれまで石狩市がそうであった

というわけではないのですけれどもハード整備を一生懸命やるといったような方向性はち

ょっとうまくないのではないか。その時にやはり目を向けるべきなのは今まちで暮らして

いる方々、こういう方々にどうやってその力を発揮していっていただくか、その事を重点

的に取り組む必要があるのではないかというふうに考えまして、それでこういうネーミン

グを付けさせていただきました。市民力とかというふうにしなかったのは尾山の方から説

明したとおりですけども、ただ本当にこの部分については、例えばこれまでの石狩市の総
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合計画のまちの将来像というのは「はまなす薫る１０万都市」というものです。そういう

ことでいうと相当趣を異にするようなキャッチフレーズではありますので、この点につい

ては本当にこの審議会の中でも十分議論をしていただきたいなというふうに事務局の方で

も考えております。以上です。 

○前野会長：ありがとうございます。このことに関して皆さんからご意見をいろいろと出

していただきたいと思います。どうぞお願いします。 

○太斎委員：はじめまして太斎と申します。難しいことは私には全然分からなくて、読ま

せていただいてすごく難しいなっていうのが印象なのですけれども、私たちこれからずっ

と石狩の中で生きてく中でやっぱり真剣に将来の事を考えていくうえで、やはり本当に人

材がいっぱいいるんですよね。石狩市の中で文化教育とか、本当に体育会系もすごく立派

になっていますし、ただ文化人たちもいっぱいいらっしゃるのに活かされてないのが今の

実情ですよね。そういう方々が沈んでいると言ったら変ですけれども全然ピックアップさ

れないままいるのではないかなと思うんですよ。そういう方々をやはり活かしていけるよ

うな将来的にも力を発揮していただけるようなまちづくりをしていかないとダメなんじゃ

ないかなとすごく感じるんですね。実際石狩市に住んでいらっしゃる方でいろいろな文化

人の方もいらっしゃいますが、その方々にも目が向いてないというか何もやるにしても経

済のことも関係あるのでできない部分もありますけども、そういうのも石狩だけじゃなく

て厚田も浜益の方々とかも、そういう文化的な部分も通して頑張って市に貢献したいと思

わせていくようなものが必要なんじゃないかなって思ったんですね。 
だからとっても人間力という言葉自体はとっても分かるのですけど、人材の豊富な石狩

とかね、なんかちょっともうちょっと柔らかさがというかそういうものが欲しいかなとい

う思いがしました。 

○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。よろしくお願いいたします。まずは先日の審議会の際に私がご質

問させていただいた部分について、この度資料を作っていただきましてありがとうござい

ます。 
 まずはみなさんから資料がなかなか難しかったと言うご意見があったと思うのですけど

も、私も見せていただいた中で先ほど冒頭に会長がおっしゃった中で目次の中の１番から

４番まで、これがこの計画の枠組みのお話しですと、５番から８番までが中身ですという

ご指摘があったと思うのですけども、実際問題そうだと思いますので例えばこの資料をご

用意されるときにですね、ずっと見ていくと同じ流れで１から８までいっていますので、

どっかで区切りを入れて何となくここまでは枠組み、ここからは中身ですよというふうに

なっているともうちょっと分かりやすいのかなと感じました。 
 あとですね話が戻るのですけども、先ほどの私が先日質問させていただいて出していた

だいた資料で合併プランからの情勢の変化、これを見させていただくとかなりお金も厳し

くなってきている、人も思ったより増えない、いろいろ大変だよというかなり危機感があ
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る、危機感を皆さん持ってらっしゃるんだと思うんですよ。それについて何かやっぱり今

までとは違うことをしないといけない、違う発想していかないといけないという部分から

出てきたこの「人間力都市・いしかり」というフレーズだと思うのですけども、その中で

資料を見させていただいても今までより攻めの姿勢になったんだよという部分がちょっと

見えづらいのかなと思ったものですから、これからは今までよりも姿勢が違うんだ、攻め

の姿勢なんだぞというところが出てくるとなおいいのかなと感じました。以上です。 
○前野会長：ありがとうございました。 
○三上委員：三上です。先程の名手さんの質問で交流ゾーンとか中心核ゾーンとか市街ゾ

ーンとかいろいろと懐かしいことが出ているなという気がしたのですけれども、先程資料

の時には質問しなかったんですけども計画策定の状況委員会ですね、松尾さんも言ってい

ましたけれども先程資料でどれだけ状況が変化しているかというのは分かりました。世の

中ですから情勢が変わっても当然のことなんですけれども、ただですね合併プランは２年

前ですけども合併したのは半年前なんですよ。そういうかたちで非常にまちの中でいろん

な論議されてきて、今回この１０年間作るときに例えば今パブリックコメントと言ってい

ましたけどもこの文書とっていますよね、先程資料はついていませんよね。事務局から説

明あった資料の１にはついていませんよね。そういう面ではですねかなり市民というかい

ろんな方がやっぱりアッというふうに思ったと思うんですよね。そういう面でやはりその

辺が前のものが終わればいいというものではないのですけども、ある面では非常に信頼さ

れているというか、合併の時も平成二十何年までの財政も出してやっていましたよね。そ

れだけのことやってきたのが２年足らずでこうなっちゃったよと、説得させるというかそ

の辺の動きというかね、やはり理解しないとまた自分ら作ってもどっかで変わっちゃうの

かなという重みのないものになってしまうのではないのかなという気がするんですよ。で

すから例えば人間力都市って言ってもどうせまた、合併の時はあい風かおるって言ってま

したよね、今は人間力都市ですよね。となってくるとやはり一般市民が総合計画について

の評価というか重みがやっぱり感じにくくなると思うんですよ。そういう面でもっと行政

が変わったらダメだってことはないんですけども、今度の説明会ではもっと詳しく説明し

ていただきたいし、合併の時と比べて地域ごとに５回ぐらいしか説明会がないわけですか

ら、そういう中で納得させていただくのは難しいと思うのですけど、その辺は市民の方に

今後の石狩のあるべき姿を見せていただきたいなというふうに思うんですよ。そういうよ

うな形で論議していただいて、また１０年経つ前に「はまなす薫る１０万都市」というの

もなんか途中でそういえばあったよねという話になるのですけども、そういうかたちでも

っと重みがあるというか論議を深めていただきたいなというのが要望です。 

○前野会長：ありがとうございました。 
○吉田委員：吉田です。前回ですね会長さんの言葉で財政や予算のことを考えないでもい

い、将来１０年石狩のまちがこうであってという夢的な意見を聞いて私ちょっとわくわく

したんですけども、その後この資料と今回のいろいろな皆さんの、それこそ本当に私にし



- 11 - 

たら難しい話なんですけども、何から話してどういうこと言っていいのかというのがよく

分からないのですよね。それで今私が思って、将来人間力でいえば今の子供達の、私たち

祭りを通して今まで地域のイベントやお祭りなんかを活気あふれるまちづくりとして活動

してきたんですけども、それが今北海道外とかその子供達中心で動いているんですよね。

そこから石狩のまちというものを子供達がしっかりと意識しまして自分のまち、このまち

をということですごく認識が１０年経って、今小学校１年生がもう高校生・成人になりま

してすごく根付いた気持ちが石狩のまちを何とかという気持ちに変わったんですよね。で

すからやはり今町内会ごとに盆踊りなどいろいろあるんですけど、もっとその子供達が石

狩のまちを自分の故郷として意識するようなそういう内容の活動、私は自分の立場では殆

どそういうイベントやお祭りっていうような形でしか動けないのですけども、あとですね、

すごく夢を持っていたのが河口橋大橋、あの橋を渡るとき私たちがよくイベント等でも行

くときその橋を渡る瞬間にすごいとっても綺麗な色が。それがもっと夢のあるような名前

とここを渡ると何かうんぬんというもの、そういうイメージづくりでその後浜益・厚田そ

ちらの方と結ぶ橋のその環境作りと、その橋を渡った瞬間に周りがちょっと残念だなとい

う風景なんですよね。そういうところからもっと橋に予算が、それ相当なものかかると思

うのですけども、そこに厚田・浜益の豊かな自然を、あとうちの父親も向こうの方にちょ

っと土地買って別荘でもないんですけどそういうような夢を持ったりなんかして探した時

期もあったのですよね。浜益なんかは果物などを作るにはすごく適した云々と聞きました

のでそういうようなところを石狩しかない自然、それをもっとみんなで力を入れていきた

いなと思うんですよ。この２点が私の頭の中であって、それを今ここで言って話していい

ものなのかということでちょっと笑われたらどうしようかとかそういう感じでいたんです

よね。ですから私この３つのテーマに分かれていますけども、そのテーマ毎に何かその専

門分野の方もおられるので細かくいろんな話をしてそれを全体的にもっていくと早いので

はないかと思ったんですけども、どうでしょうか。 

○前野会長：ありがとうございます。この素案を見てですね何か夢が消えたようにおっし

ゃられたんですけど、それは困ると思います。前回のこの会が始まるときに市長のご挨拶

がありましたけども、その中でもぜひお金がないからといって夢のない計画じゃなく夢を

持っていただきたい、そういう事を我々市長から頼まれているわけですから、ですから今

お話しになったようないろんな夢ですねそういったものはこの審議会でも出してですね盛

り込まれるような基本構想を作っていきたいと思います。基本構想の中にそういうものを

入れてですね、それが実際具体的に今度は戦略計画になるわけですけどもそういうことを

やればそういう夢がきっと叶えられるだろうと。そしてそれが先程言いましたように実際

に財政的に可能かどうかというのはその専門の方達がその年度の中で考えてやっていただ

くわけですから。まず夢を出さなければいけないと思います。名手委員どうぞ。 
○名手委員：名手でございます。将来像に人間力都市いしかりと書いてありまして、前回

女性の方で「人間力都市というのは違和感がある」と言っておられた方がいたんですけど
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も、合併した後の石狩の距離はだいたい７０キロぐらいあるわけですね。そうすると都市

のような形の地域もあるし、将来都市とは言えない１０年経っても都市にはならないじゃ

ないかというイメージの場所もあるわけですよね。ですから都市という言葉で全体を包含

するのは無理があるんじゃないかというふうに私思うんですよ。それで８頁ですけれども、

その下に５つのめざすまちのテーマ１から５までありまして、これを見てみますと先程そ

ちらの女性の方も発言されていましたけれども、やはり石狩には文化に関心のある人がた

くさんいると、しかしそれが埋もれているのでないかということをおっしゃっていました。

そしてまた石狩は「市民一人一スポーツ」というテーマを掲げて一生懸命皆さんがやって

いるようなんですけれども、果たして一市民一スポーツになっているだろうかという疑問

が私は体育協会の人間としてあります。それでこの５つのテーマを包含していく将来像と

いうのはですね、人間力都市というのはあまりにも堅すぎると、よくイメージが湧いてこ

ないという風に思うんですよね。それではなんと言ったらいいかというと、これは私の案

ですから皆さんご批判をいただきたいと思うんですけども、「スポーツが盛んで文化の香り

高い教育に力を入れているまちづくり」とちょっと長いですけどね、そういうようなテー

マにしていただきたいなと。将来像というとぱっと聞いてすぐイメージが湧くようなタイ

トルにしたらいかがだろうかというふうに思うんですよ。いかがでしょうか。 
○前野会長：ありがとうございます。羽田さんどうぞ。 
○羽田委員：羽田です。この基本理念の部分は本当に大切な部分だと思うんですね。これ

がいわゆる基本構想の頭出しになるわけですから基本構想のイメージというのはすごく大

きいと思うですね。そこから波及する戦略計画というのがありますので、確かに人間力っ

て一生懸命考えたのだろうと、私も初めて聞いた言葉というふうに思ってはいるのですけ

れど、やはり市民から見たときに「はまなす薫る１０万都市」とあまり変わりないんじゃ

ないかと、分かりづらいというところで言うとやっぱりちょっと分かりづらいかなという

感じが私は持つんですね。ですからここで次の１０年を考えるとしたら確かに夢のあるま

ちを私達も望むところではありますけれど、もう一つ今までの１０年とは違うんだと、こ

れからの１０年というのはやっぱり市民の力もそれこそ人間の力も必要なんだと思うので

すけど、そこをもうちょっと具体的に出さないとやっぱり分かりづらいのではないかと。

本当に一言で言う言葉というのはやっぱり全体をイメージするということがありますので、

これはやっぱり「人間力都市・いしかり」というのはまた「はまなす薫る１０万都市」と

何ら変わらないというふうに言われかねないかなという感じは受けました。ですからもう

ちょっとさっき名手さんが具体的にと、私もいい形があるわけではありませんけれどやっ

ぱり具体的な言い方がそこに少し入っていなければちょっとこれからの１０年というのは

やっぱり難しいのではないかというふうに思います。本当は私は市民力とか好きなんです

けれど、はっきりその人と共に創る。創造の創という字を書いて、例えばまちを都市って

ここで書いてありますけど果たしてこの都市がいいのかというのがやっぱりあるんですね。

厚田と浜益とその地域が一緒になったときにこの街でいいのだろうか、もしかしたらひら
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がなのまちがいいんじゃないかと、そんな風に私思いますし、そして「・いしかり」とい

うのがいいのかなというふうにちょっと思ったり。やっぱりちょっと具体的な、これでも

具体的ではない部分があるんですけど何かもう少し言い当てる言葉があった方がいいとい

うふうに私は感じております。皆さんの意見を。 
○前野会長：ありがとうございます。どうぞ。 
○羽場委員：羽場でございます。私でしたら今回市民説明会があるのでこの中で市民にも

呼びかけて、どうでしょうかね、そして仮にですね、あなたの名前が将来残りますよとい

う状況で募集してやるのも一つ。そうするとみんながまちづくりをするというきっかけに

なるのではないかなと、参加していると。そういう意味で私はこれからの市民説明会の中

でもそういうようなものを説明していったらどうかと、そういうふうに思っています。こ

の件については。 

○前野会長：ありがとうございます。「人間力都市・いしかり」このネーミングについてご

意見、どうぞ。 
○大井委員：ごみへらし隊の大井と申します。手っ取り早く言うとこれから各所で行政中

心になって説明会がまもなく開催されていきますよね。そんな中でとにかくこれに対する

集中的な質問が出ようかと思うのですけど、そういったときにどんな風なご回答を用意し

ているのかなと、私も８日の日行こうかなと思っているのですが、そんなことからしてで

すね、私はむしろ表現ちょっと堅いんですけどまさに今皆さんがおっしゃったように従来

の１０年とこれからの１０年を対比したときに市民力を最大限発揮しなければ。私達実は

ごみへらし隊やっていましてつい先だってイベントも開きました。５０名くらいしか来な

いかな、来ていただけないかなと思ったら１２０名ぐらい来ていただいたんです。それは

今回有料化の問題と個別収集、玄関先からごみ集めますよということがテーマでもあった

んで、捨てたもんでもないなと、やはりみなさん非常に関心が高いなというふうに考えて

はいますけど５年間ごみへらし隊をやってきてですね非常に参画してくるメンバーの枠が

広がっていかないんです。そんな意味では市民活動、さっきからおっしゃられている文化

人もおいでになる、技術の方もおいでになる、非常に人材豊富なこの石狩というまちの住

民がもっともっといろんな事に取り組んでこれるような、まさにアピールの仕方を考えて

いかなくちゃいけないと、つくづくそう思いました。 
○前野会長：ありがとうございます。いろいろな方々のご意見今いただいているわけです

けれども、先程佐々木部長からのご説明がありましたけども５頁に将来像についての説明

がございます。ここに書いてある内容を基盤にして人間力という言葉が出てきたのだと思

いますが読んでみるとその通りだと思います。と言いますのはやはりこれから１０年間で

石狩市で起こる一番大きな事は何かというとやはり人口構成の問題だと思います。ちょっ

と人口の分布見てもですね、今５０歳近辺の人たちが現在でだいたい２０％ですね、全人

口の。ですがそういった人たちはいわゆる団塊の方達ですから、これから自分たちの職場

からこの石狩市に戻ってきてそれでいろんな活動をされる。そういう意味でこの５頁に書
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いていることはそういう人材力というのは非常に大事である、それを人間力として市の創

造に使っていきたいという、そういう姿勢だと思うんです。ただ私は個人的にはもう一つ

合併という問題があったと思います。これはもう一つの大事件で、その合併によって何が

起きたかというと都市だけでなくて山・林そういう自然が非常に増えたわけですね。です

から人間力は非常に大事だけれども同時に新しい石狩市というのは自然がものすごく豊富

になった。確かに自然が豊富だというのはどのまちでも言いますから非常に陳腐で迫力が

ないということはあるんですけど、やはり一番大事なのは自然だと思うんですね。ですか

ら先程からご意見を皆さんにうかがっているのですけども、この自然のことを強調したら

という声があまり出てこないのが私としてはちょっと不思議な感じがしています。会長が

この場で自分の意見を言ってしまうのはいけないかもしれませんけれども、例えば「豊か

な人間それから自然の街いしかり」というような例えばそういうような分かりやすい言葉

で大事なことを含むというのは大事だと思います。もう一つは人間力という言葉は本屋に

並んでいる本をみると分かりますけども人間力の本が最近非常に多く出ていますね。特に

スポーツ・野球とかで若者達よもっとしっかりしろというような感じ、それから厚生労働

省の方でニートとかフリーターの人たち、ああいう若者の人たちがもう少ししっかり社会

で働けるようにということで人間力を付けさせようと。そういうのでちょっとポピュラー

な言葉で、私に言わせるとかなり陳腐なつまらない言葉のように感じています。ですから

新しい市のタイトルとしては新しいかもしれませんけれども、もう数年するとこれはちょ

っと古くさいことになる可能性がありますので、是非ですねこの審議会でもう少し議論し

て人間力が良いのならそれはもちろんそれでいいですけれども、いい言葉があるのならも

っと出していきたいと思いますが。どうぞ。 
○林委員：今の会長の話にちょっと関連するのですけども、まず二点。今頃ちょっとお金

はないところあるかもしれないのですが、一つはこの将来像の中で今後１０年間に退職者

が増加するということは豊富な経験や知識を持った人が市に戻ってくる。これはどうなの

かなというのが第一の疑問、そういう評価をしていいのかなと。ここ現在さっきのお話し

では全国で１０番目の団塊の世代を抱えている都市なわけですよね。そこにさらにそうい

うところから人材がくるのかな、こういう評価していいのかなというのが一つ疑問に思い

ます。それからもう一つは自然のことで言うと合併協議に入って景観に関する三法、景観

三法と言われるものが施行されましてそれらのものがここの中で入ってない。それらの考

え方というのはこの中で取り入れられているのか、この計画の中に。これゾーンの指定が

６つのことでくくられていますよね、各ゾーンっていう格好で。これのあたりそういう考

え方は入っているのかどうかというのをちょっとお聞きしたいと。それから人間力という

のは私も賛成なんですけれども、人間力都市でいいのかどうかというのは疑問ですね。 
○前野会長：ありがとうございます。今の点に関して資料何かございますか。人材が確か

に石狩市に戻るかということと、景観三法に関する問題。 
○事務局（尾山課長）：まず一点目の今後１０年間に退職者が増加する部分で人材が地域に
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帰ってくるというこの表現ですけども、石狩市は札幌市のベットタウンと、あまり言葉上

ベットタウンでいいのかどうかというのはあるのですけども、要するに石狩市に家を建て

て仕事を札幌市に行っている人が結構いるということがあります。その人達が定年に伴い

まして石狩市に拠点という形で住み着く、そして自分たちの住む石狩市の中で今までの経

験などを活かして、今後協力していただけるという想定の中でそういう表現をしています。 

環境の部分ですけどもこの総合計画の中におきましても環境の部分につきましては基本構

想の中でも確かに土地利用方針の中には少ししか書いてはいませんけれども、あくまでも

全体的な基本構想の中の目指すテーマの中で「豊かな自然を守り育てるまち」で大きくく

くってあります。今後戦略計画を作る段階においてそれをより具体化していこうという考

えでいますのでその段階で見えてくるのかと思っています。 

○前野会長：よろしいでしょうか。現状ではこの程度のデータだと思いますが。どうぞ。 
○松井委員：松井です。一番先に言い出したので。事務局のお話しは分かりました。皆さ

んの意見もいろんな意見が出ていますので。今の言葉はこれでいいのか、別なのがいいの

か、もっと後でもよろしいと思うんですけどね。次にどういう説明と手順を踏んでいけば

いいのか。ただ、さっき言っていた精神の二つ三つはきちんと整理されて、一番先に部長

言われました人がまちづくりに参画していくというかね、さっきの高齢者も、まずそうい

うこと。僕あの減災まちづくりというのを少し専門にやっていて、皆さんもご存じだと思

いますけど災害等は「自助共助公助」で７対２対１なんですよね。そうすると１が殆ど公

助なんですよね。だからもう役所がやってくれるよという時代ではなくなってくる。そう

すると自分たちと自分たちの仲間というか市民のそういうことがまちづくり、まちを創っ

ていくというそういう精神だと思うんですよ。それはたぶん冒頭に言われたさっきのご説

明をお聞きしましたからよく分かりましたので、そのようなまちづくりに市民が参画して

いくというようなことと、もう一つ、さっき松尾さんが言われましたやっぱり逆転の発想

をきちんと打ち出していかないと次のイメージに繋がっていかないと思うんですよ。たぶ

んどこのまちもそうだと思うけど今の道州制が絡んでもそうですし、もう目に見えて人口

が減になって税収が下がっていくと。そこがずっと一番始めのイメージからすると印象が

強かったのでもうこれは将来夢が無いみたいなことになってしまうのですけどね。そうじ

ゃなくてもうちょっと逆転の発想をするんだということをもっと前面に打ち出していく。

さっき言われたように、今のままですと私個人からすると今石狩に住んでいるけれども、

僕ちょうど団塊の世代なんですね、あと２年で定年なんですよね。そうするともう退職金

もらったらやっぱり札幌市のマンション、今マンション安いのでいいんじゃないかと、仲

間内はね。だけどそうじゃないんだぞと。やっぱりマンションは寂しいねと。住民が地に

着いた石狩に住もうというようなとこにもってこれるような発想というかね。たぶん恵庭

市が今それをやろうとしているんですよね。そういうようなまちづくりにみんなが参画し

ていくんだという精神、そういう逆転の発想みたいなことを精神に盛り込んでいただけれ

ばと。そういう意味で冒頭の将来像の話は私は納得いたしました。ありがとうございます。 
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○前野会長：そういう逆転の発想的なことがこの形ではよめますか。あるいはもっと…。 
○松井委員：ですから、逆転の発想のようなことを取り組んでいくんだぞということを将

来像の中にちょっと言葉の中に入ればもっといいのかなと。戦略は個々いろんなことがあ

るでしょうから。 
○前野会長：そうですね。この５頁のところに将来像という文書がありますけど、ここは

人間力という言葉が出てくるような書き方になっておりますけども、その中に新しいまち

を創る、それから先程私言いましたけど自然のこととか、もうちょっと入った方がいいな

と思いますけども。このことに関連してご意見、どうぞ。 
○名手委員：名手でございます。いろいろとご意見を伺ってなるほどなと思うところがた

くさんありまして、私も先程ちょっと長ったらしいタイトルをこの人間力都市に置き換え

て言ったんですけども、やはり将来像というのは短い言葉で言い表す必要があるんですよ

ね。違いますか。そうでないとどうもキャッチフレーズにならないんじゃないかという感

じもするもんですからね、さっき私が言った長ったらしいのはですねもうちょっと縮めた

ほうがいいんじゃないかというふうに思っております。ただし、皆さんのご意見を伺って

みても人間力という言葉はいかにも堅すぎて一般市民には全くイメージが湧かないだろう

というふうに私は思います。それでこの５頁の中に先程から話がある退職者が増加して豊

富な経験を生かせると、この１０年間はそういうふうに考えていると思っておられるわけ

ですけれど、これはいつの時代でもそういうことがあるわけで、今後１０年だけの話では

ありませんからこういう人たちはこれから増えるということは期待をしていいと思うんで

すよ。しかしこういう人たちは今現役時代に石狩の今のここの地域でなにがしかその土地

の中で力を発揮していないと定年になったからすぐやりましょうというわけにはいかない

と思うんですよね。ではそういう人たちを今のうちから育てていく。変な話ですけどもそ

ういう状況をやはりまちとして作っていかなくてはいけない。それは文化活動であれスポ

ーツの関係であれいろんな場面でそういうのを作っていかなければいけないというふうに

思うんですよ。ですから私が先程言いました「スポーツが盛んで文化の香りの高いまち」

そういうまちづくりを目指していってほしい。先程佐々木部長が言われましたけどもハー

ドはこれから難しいとおっしゃいましたよね。これは予算に縛られているからそういうこ

とをおっしゃったのだろうと思うのだけども、今石狩には総合文化センターが無い、総合

体育施設も無い。この二つを建ててですね、今言ったスポーツを盛んにし、なおかつ埋も

れているといわれる文化関係の人たちをもっと表面に出すような政策を打ち立てるべきだ

というふうに私は思います。それはやっぱり教育なんですね。教育を盛んにさせるという

のはこの二つの分野でスポーツと文化の分野で花開いていくと思うんですよ。教育という

と小学生中学生のことだけが頭に浮かぶというと決してそうではない。大人の我々に対し

ても教育を遍く、広げていかなければいけないと思うんですよ。それは文化でありスポー

ツだという風に思うんですけど、そういう意味で「人間力都市・いしかり」というタイト

ルをやめにしてもっと別なそういうことが分かるような言葉にしたらどうかというふうに
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思うんです。これから市民に対していろいろ説明をされるでしょうし、市民のご意見もお

聞きするということなんですがそれは大いに聞いていただいて、審議会の中でもこういう

ことについてもっと一生懸命皆さんのご意見を言っていただいて市民が出してきた意見と

合わせて次回に結論を出すというふうな格好にもっていったらいいかなと、ちょっと余計

なこと言っていますが。そんな感じがしていますがいかがでしょう。 
○阿部委員：阿部と申します。私は石狩市市連協の理事として参加しておりますが、石狩

に連合町内会が９つほどあります。市の合併に伴いましてまた増えまして、かなりの人員

の方が参画されるということになりますが、その中でよく話が出ておりますことは市民一

人一人の意見を聞き、また参画をいただけるような、そういうような市が一つ大きな命題

ではないのか、私はそう思っております。一人一人の意見を聞くまたは参画していただく、

ですから市民一人一人という表現はおかしいかもしれませんが市民の声を積み上げる、参

画していただくというようなまちづくりをすべきだろうと。そういうようなことが基本原

則でないかと思っております。よく今人の問題、高齢化の問題といろいろと出てきており

ます。町内会の役員も役員になる方が退職されてきた方が全部役員になっていただければ

よろしいでしょうがなかなかそんな状況にありません。役員になるということはそれ相当

のいろんな責任が伴ってきます。あと経験も伴います。参画していただきたいと思ってお

誘いしているわけですがなかなかそういう実態になりません。ですから高齢化社会が進む

中でやはりその地域地域で人材育成というかその人が大切だと思う人を養成というか育成

というかそういうようなことをしていかなければならないのではないかなと思っておりま

す。特に今回石狩市の総合計画に伴いまして町内会の方にこのパンフレットが下がってき

ております。市民参加をしていただくということを町内会の回覧で回しておりますが、町

内会も参画して参りたいとこのように思っております。しかし一人一人が参画すると言う

ことは一人一人を大事にすると言う姿勢の気持ちがなければ皆さん賛同していただけるこ

とにはならないのではないかと私は思っております。簡単ですがそのように思います。そ

れと今会長の方から自然の問題が触れられて、環境の問題等もいろいろとあろうかという

お話しございました。これらも含めてネーミングを考えていくと、それがベターではない

のかなと思っております。以上でございます。 
○前野会長：どうもありがとうございました。いろいろとご意見を出していただいており

ますけども。どうぞ。 

○田中委員：藤女子大学の田中といいます。どれが正解というわけではなくて一つの意見

としてちょっと言わせていただきたいなと思ったのは、なかなか人間力という言葉が通じ

にくいというご意見がいっぱい出ていたのですけれども、私はこれを見たときにすごい石

狩市の行政の方の意気込みのようなものを感じたというのがあるんですね。協働というこ

とを考えた場合は市民の方と行政の方が共に手を携えてやっていくという考え方もあると

思うのですよ。それで行政の方がどうしてこの人間力という言葉を出してきたのかという

ことも大事にしていただきたいと思っています。ただ、この言葉はちょっとわかりにくい
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からと捨ててしまうんじゃなくてもう少し人間力ってなんだろうということの議論を深め

てもいいんじゃないかと思っているのが一点と、あと私も会長がおっしゃったのですけれ

ども、もう一つその人間力というすごいこれからの石狩市に大事だなと思うのも一つなん

ですけれども、この大きな合併があってそれがすごい今直面している大きな問題の一つな

んじゃないかと思っていて、その事もしっかり考えてこれから１０年間とかその先を考え

ていけるようなものが入ったようなネーミングが作れたらという思いでいます。 

○角川委員：青年会議所の角川です。いま再三ですね人を中心としたまちづくりというこ

とでこの「人間力都市・いしかり」というテーマが議論にあがっているんですけども、や

っぱり私も先程会長さんの言葉から自然を少し考えたものを取り入れるべきだということ

に非常に賛成なんですけども、今おっしゃったようにせっかく合併したわけですから長大

な地域性というのがどうしても問題になると思うんですよ。それとローカルアイデンティ

の確率ということで各市町村の特色、地域特性というのをどんどん生かしていかないとこ

れからのまちづくりは難しいんじゃないかなと。例えば石狩・厚田・浜益という風光明媚

なオロロンラインがありますし、こういったものを全面に押し出してですねコミュニケー

ションがどうしても希薄になるという部分を補っていく、コミュニケーション構築の場を

自然を絡めて何か考えていくというのがあればいいんじゃないかなと思っている次第です。

それに伴いましてこの「人間力都市・いしかり」と行政の方が一生懸命考えられたテーマ

なんですけども、やっぱり地域の特徴がイメージしやすいネーミングというかテーマ、そ

ういうフレーズを作った方がいいんじゃないかと思います。あとですねスポーツのまちと

いうことも再三言われていますけども、例えば私ども「いしかり冬まつり」という取り組

みに参画させてもらったんですが、國母選手ですごく反響があったと思うんですよ。極端

な言い方をすると「スノーボードのまち」とかすごく特化したものかもしれないんですけ

ども、すごくイメージしやすい石狩といえばこれだというものが何かあれば、施設なりこ

ういうスポーツ・文化・教育の部分であってもいいのでないかなと思っています。それと

もう一点なんですが、自然に関したことだけじゃなくですね、例えば石狩では交通システ

ムについてもよく議論されるのですけども、私先日東京行きましてお台場のゆりかもめと

いうモノレールに初めて乗ったんですけども、東京と比較するのも無理があるのでしょう

けどもあれも私初めて乗ってびっくりしたんです。無人ですしレインボーブリッジを渡っ

て景色もすごいいいですし、また駅のアナウンスなんかもアニメの声優を使っている、単

なる利便性を超えた「まちのイメージリーダー」みたいなものを作ろうという取り組みが

感じられますし、例えば北海道で言えば札幌で既存のものを利用して路面電車を全面に出

してこれを発展させていこうという計画が今着々と支庁を中心に行われています。やはり

１０年単位で見ていくというのであればそういったイメージリーダーを石狩にも是非作っ

ていただきたいなと、そういうものも盛り込んでいただきたい。確かにお金のかかること

ですけども１０年単位ですからそれはまた企画の中に夢のある構想を盛り込んでいただけ

ればと思っております。 
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○前野会長：ありがとうございます。６頁と８頁に図がありますが、図は物事をできるだ

け分かりやすくするためにできているんですけれども、この２つの図がちょっとずつ言葉

が違って書いてありますから分かりにくい感じがいたします。内容は殆ど同じ事が書いて

あって、この「人間力都市・いしかり」というこの名前についてはこれからいろいろな意

見が出てきまして、パブリックコメントもありますし説明会とかでいろいろ出てきますか

らそういうご意見を踏まえ、それから今日のご意見を踏まえて我々の審議会としては次回

あたりで決着をつければいいんじゃないかと思います。この図２つを見て特に８頁の方を

見ていただきますと、将来像、この中身はどうあれ、例えば「人間力都市・いしかり」こ

ういうタイトルがあり、そういうまちの中身がどういうものかというとその下に書いてあ

りますめざすまちの姿が、テーマと書いてあります。これは要するに石狩の１０年後のめ

ざす姿だと思います。「安全・安心・快適なまち」とか「健康でしあわせに暮らすまち」そ

ういう５つの姿が書いてあります。これについてもご意見いただきたいですけども、そう

いう将来的なまちの姿を作るためにどういう基本的な理念を持って進めていくかというこ

とが、その下の、８頁の方では自立・協働・共生と書いてあります。一方、６頁の方では

将来像の下に基本理念として「自立・協働・共生によるまちづくり」その中身が自立・協

働・共生となっています。ですからこれはだぶって書いてありますから分かりにくいのだ

と思います。要するに基本的には二段構えで、将来像としてはそのタイトル「人間力都市・

いしかり」というようなまちがあって、そのまちの姿は５つのテーマに書いてあり、それ

を作るための基本理念が自立・協働・共生である、こういうことだと思います。この自立・

協働・共生について少しご意見をいただきたいと思います。どうぞ。 
○林委員：今の話なんですけれども、６頁の方では自立・協働・共生の中で説明の文章で

も共生というのは都市地域と農山村漁村地域との共生というふうに位置づけられてるんで

すね。次の８頁のところでは地域の輝きを大切にと。単独の地域のことを言っているんだ。

そういう意味ではさっき会議所の角川さんがおっしゃったように地域をどうするかという

問題はもっと触れていいんじゃないか。それぞれの地域、特性ある地域をどういうふうに

作っていくのか、活性化していくのかというのはテーマとして重要なことじゃないかな。

ここのとこで「地域の輝きを大切に」というのであれば、このことがこの前段の方にもも

っと具体化されていていいのではないかという気がします。 

○前野会長：ありがとうございます。共生ということですけれども、共生に対する理解は

今のようなことでよろしいのでしょうか。 

○事務局（尾山課長）：ここの図の中で表現している地域というのは石狩市を全体してイメ

ージなんです。厚田区とか浜益区というイメージではなくて石狩市全体の一体化としての

地域ということを意味していることになります。 

○林委員：今の説明の意図するところは分かったんですけど、それであればやっぱり地域

という観点は抜けているのではないかという気がするんです。例えば石狩いわゆる都市部

と言われるところ、そこに圧倒的多くの人たちが今住んでいるわけですよね。５万人くら
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い人がいるという話ですから。そうすると残り１万人ぐらいがその周り、遠くは浜益まで

に別れて住んでいるわけですけれども、これらのところをどうやって発展させていくのか。

ここでいう地域と違うかもしれないですけど地域という観点というのは必要じゃないかと

いう気がするのですが。 

○前野会長：ありがとうございます。おそらくその事に関して反論はないですね。たぶん

そういうことにしたいんだと思うんです。私個人的にはですね共生という言葉を聞いたと

きにいろんなイメージが湧いてなかなかいいと思ったんです。その理由は何かというと、

合併ということから言うと３市村がそれぞれ歴史を持っているわけですからその歴史を大

事にしていくという、そういう意味の共生ですね。それから都市部と山村部というか漁村

部というかそういう部分があります。そういうものも共生しなくていけない。それから地

域的に８０キロと離れていますけどもそういったところも共生しなくていけない。この共

生というのは非常にいいことかなと私は思っていました。ですからもし誤解が生じるとす

るとこの文書がちょっと。 
○景井委員：基本理念の自立については、総合計画が健全な行財政のもと作成されるもの

であることからすると、あえて基本理念に自立ということを入れる必要はないのではない

かと思います。それだけではなく他の意味合いも含んでいるのでしょうか。 

○事務局（佐々木部長）：この自立の中には景井委員がおっしゃったように健全な行財政の

運営というのも入っておりますが、それだけではなくてですね今地方分権ということがい

ろいろと言われておりまして、簡単に言うとこれまで国とか道などからいろいろと指示を

受けながら動いてきた自治体の運営というものをこれから自分たちの判断と責任でやりな

さいよという形に変わってきているわけです。ですから当然そういったようなことにきち

っと耐えていけるような形の行財政の運営、当然その一つの要素としては財政的にはやは

り今石狩市は自分の税金だけでは食べていけませんので補助金とか交付税とかといったよ

うなことで国なり道なりからお金を移してきてそれで成り立っているわけですから、そう

いったようなことも含めてできることであればなるべくそういったようなものへの依存を

減らしていきたい。そういったことも含んでここでは自立という言葉を使っております。

さっき出ました合併のプランを作った時からの情勢の変化の中の、一番最初に自治体財政

状況の変化というのが出てきましたけどもやはり我々の立場としてはですね財政環境の変

化ということを意識の外においた総合計画というのはちょっと作ることは不適当ではない

かというぐらいその点についてはかなり強く意識しております。 
○前野会長：ありがとうございました。他ございませんか。どうぞ。 
○田中委員：すいません。自立というところに今行政の話しか入ってなかったんですけれ

ども市民の方が人間力という言葉を用いる場合は一人一人とか団塊世代の方でもいいです

けれども一人一人が力を発揮するということを目指していくと思うんですけれども、そう

いう方が力を発揮するというのもこの自立には入ってこないですかね。 

○事務局（佐々木部長）：それは原則２の方の協働、一人一人が主人公というそちらの方で
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意識しているつもりなんですけどね。 

○前野会長：でもご提案はこの自立というものに市、それから行財政だけじゃなくて人間

力に関係しますけども市民一人一人が自立して、というのを入れたらいかがですかという

ことですが。 

○松尾委員：松尾です。私最初の方に攻めの姿勢ってお話しちょっとさせていただいたと

思うのですけども、今の佐々木部長からのお話にもあったとおり、例えば自立というとこ

ろがお金は厳しくなってきたよというだけじゃなくて、いろいろ政策を自立して立案して

いくんだというところであればもうちょっとそういったところも入れて石狩市の独自のい

ろいろな事に取り組んでいくんだというところが出てくると、逆に言うと攻めの姿勢なの

だというふうに感じられるようになってくるのかなと感じるんですよ。 
○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。私も田中さんがおっしゃったことと似ているんですけど、ある意

味基本理念の中の将来像、人間力という言葉は別としてもそういう人たちの力をこれから

も一緒にやっていくということであれば、私やっぱりこの市民の自立というのは欠かすこ

とはできないのではないかというふうに思うんですね。やはり市民自ら選択する能力だと

かいろんな事を見極めるということがこれから求められるのだと思うんですね。そうしな

いと一緒にまちづくりってやっぱり作っていかれないのではないかなというふうに思いま

すのでね。行政だけの見方ではなくてやっぱりもう少し一緒に市民と共に創るのであれば

自立のところに市民というところの自立という事が欠かせない材料ではないかというふう

に思います。 

○前野会長：ありがとうございます。どうぞ。 

○名手委員：名手でございます。原則が３つありますけれども１番目の自立と言っていま

すが、これは役所だけの範囲の問題であるかどうかということですよね。今他の方の、羽

田さんの話もそうですけれども市民一人一人もやはり自立した意識を持たなければいけな

いということを含んでのここの記述なのか、そういうイメージなのかということですね。

その点をお聞きしたいんですけど。 
○事務局（佐々木部長）：今のご質問ですけれども、さっき私の言い方が悪かったかもしれ

ないですが今地方分権という話をさせていただきましたが、これは役所同士の間の話だけ

ではなくて、当然役所も入りますがこれは地域、自治体という一つのエリア、或いはそこ

で一定の決定権を持っている我々市民も含めた全体のことを言っているわけなんです。地

方分権もその場合の地方も。ですから当然その中には役所だけではなくて市民も主体的に

自分たちが一体何を必要としていて、何を我慢するかということを選んでいかなければな

らないという文脈は当然出てくるわけなんです。ただ、さっき田中委員の質問に対して言

ったのですけども、そういったような市民が主体的に判断をするとかですね選択をすると

いうことを現実的にちゃんとしていくための手法としては、当然それは必要だという前提

に立ったうえでそういうことをちゃんとしていくためには例えば市民一人一人が自分はお
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客さんではなくて自分も地域を決めていく一人の主人公であって、なおかつそのために必

要な情報は手に入らなければだめだし、もしもその方が女性だとすれば、女性だというだ

けで地域の意志決定の中に入っていくような機会が奪われてはいけないといったようなこ

ともあるというふうに考えまして市民の自立というか市民が地域の中で活躍していけるよ

うな基盤として必要なものがこの原則２の一人一人が主人公だといったようなかたちで事

務局としては歌い込んだ、そういうことです。 

○前野会長：事務局からのご説明はこうなんですけども、それがちょっと分かりにくいと

いうことですね。原則１の方に自立と書いていますけども、その自立という言葉と原則２

に書いてある一人一人が主人公ですが、これが同じように聞こえるというそういうことだ

と思うんですが。どうぞ。 
○三上委員：三上ですけど、さっき部長さんの話を聞いていると将来像が「人間力都市・

いしかり」になって、その原則が３点あるんですよね。ということはその３点が合わさっ

てそこにあるのではなく将来像から下りてった場合にそれぞれが生きてくるというかたち

にならなければならないのではないかなと思うんですよ。そういう面で例えば今のように

自立の中では行政ですよと、協働は市民ですよと、共生は地域ですよという３つの要素が

一つになるのではなく、その将来像の理念がその３つの中に通らなければならないと思う

んですよ。それがちょっと離れているんじゃないかなという気がすごくするんですよ。で

すから人間力都市というのが逆に非常にテーマは全てまちまちですし、都市って出てくる

のは中心核とか環境都市とかそういう言葉だけですよね。だから説明が団塊世代で来ると。

ただちょっと脱線しますけども団塊世代が来る、６０歳の方が来る、というようになった

ら７０歳ですよね。現実的にはその時にそのまちにこの人間力、力という言葉が合うのか

どうなのかということが僕は感じ違うのですけども、ただやっぱり戻りますけども将来像

と下の３つの原則についてはこの分はこっち、この分はこっち、この分はこっちというふ

うにしてはちょっとまずいんじゃないかなというふうには思うんですよね。 
○景井委員：景井です。私先程発言したのはですね将来像で「人間力都市・いしかり」い

ろいろ議論があるところなんですが、私は市民がいろいろ参画していくという意味合いか

らするとこの人間力というそのネーミングはどうかは別にして、その考え方は非常に賛成

しております。ですから先程９頁の原則１というとこを読んでもですねどうも行政だけの

原則なのかなというふうに判断したんですね。８頁には自立の下に健全な行財政運営とい

うだけしかないものですから、そうすると人間力とせっかく市民参加と言っておきながら

行財政の健全性を自立という部分ではちょっと将来像と原則の一致しないのかなと思った

わけです。ですからこの自立がだめだと言うことではなくて健全な行財政運営というのは

基本的に基盤としてあってこういう将来というのがいいのかなと。ですから先程言ったよ

うに市民の自立ということであれば上と生きてきますからマッチするのかなというふうに

思いますが、単純に８頁を見ちゃうと行財政の健全性だけの自立をうたったように聞こえ

たもんですからそれであれば必要ないのではないかなというふうに申し上げたところであ
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ります。 
○前野会長：どうもありがとう。どうぞ。 
○柴田委員：厚田区の柴田でございます。私この人間力という言葉は私的には好きなんで

すけども、やはり今いろんなニュースで人の命が軽視されているなということを感じるん

ですよね。それで本当に将来像に人間の視点にあてたまちづくりが大切なのではないかっ

て自分で感じました。自立っていうことは今まで私の中では困ったことあったら行政の方

に頼んでやってもらうということがあったのですけども、これからは行政にだけ頼るので

はなく私達に出来ることはないだろうか、まず行政の方に言う前に私達で考えてみようと

いうことの自立かなというふうに感じました。 
○前野会長：どうもありがとうございます。そろそろ予定の時間が近づいてきたのですけ

れども、これまでいろいろご意見出していただいたんですが、この素案に関して絶対反対

という意見は無かったように私思います。ただ、表現の仕方とかその内容を表す短い言葉

があまりフィットしてないという部分が多かったような気がするのですね。それともう一

つ一番最初皆さんから声がありましたけどもかなり難解であると、これを見ても分かりに

くいというのがあったのは、やはりその事と関連しているだと思うんです。それでこの審

議会としてはこの素案を事務局で作っていただいたわけですけども、この素案をいろいろ

議論していろいろなコメントを他からもいただいてそれを合わせて一番いい形にするわけ

です。ですからこの形が最終的な姿ではないわけですからやはり次回までにこの修正した

形を用意するというような方向でいくことになるのでしょうか。今私はどうしましょうか

という提案なんですが、この後こういうたくさんの意見を盛り込むのにどういうプロセス

でいくのが一番いい形かご意見を聞きたいと思うのですが。 
○名手委員：今まで皆さんたくさんのご意見を出されたわけですし、この後市民に対する

説明会があるということなんですが、そこでまたいろいろ出てくると思うんですね。です

から最初の案は「人間力都市・いしかり」というこれも一つの案、それからいろんな人の

案を出していただいて、市民の声も出していただいて、そして決めるということになるん

じゃないでしょうかね。次回も大いに議論すべきだろうと思うんです。 
○前野会長：おそらくパブリックコメントなどもどんどん手に入るわけですね。それから

来週は説明会もありますからいろんな意見が手に入りますね。そういうことも踏まえて事

務局にこの修正案、という言い方はおかしいですけど、大変ですけど作っていただくとい

うのはいかがでしょう。 

○阿部委員：説明会ではこの資料はありますか。 

○前野会長：この資料はいたるところに配布されていて市役所に行くとあります。 

○太斎委員：ちょっと心配があるんですけども説明会とか一生懸命市の方がやってくださ

ってるんですけど、実際市民の方が参加していただかないと困ると思うんですよね。その

部分が非常に私は弱いような気がするんですけれども、それに対する取り組みがいまいち、

いろんなあい・ボードだとか見る方は見ているのですが、興味がある方は見てるんですけ
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ど、ちょっと主婦の方々に聞いてみても「そんなのあるの」みたいな感覚があるのでとて

もその場所でこのことを訴えてそういう意見が出るのかといったらちょっと疑問があるん

ですよね。ですからアンケートじゃないですけどもいろんなところにこういうのをとりな

がらも先程どなたかこういう説明会でいいテーマとか聞いた方がいいんじゃないかという

のがありましたけども、それと同時に何かの団体それぞれの文化協会とかいろんな協会が

あると思うので、そちらの方にテーマ作りというか参考にしたいということでネーミング

なりなんなりを問いかけたらどうかと思うんですね。その上で市に考えていただく、それ

を基に次の回までに考えていただけたらと思うんですけど、いかがでしょう。 
○前野会長：そういう努力をずっと続けてきて今の形になっていると思います。この審議

会も３０名ということになっていますけども、各団体それから各地域いろんな集団の中の

意見ができるだけ入り込みやすいような形で構成されているわけですね。それからパブリ

ックコメントという横文字を使っていますけども、これは要するに意見があったらどうぞ

送ってくださいということでファックスでもメールでも電話でも何でも確かいいと書いて

あるはずです。ですから是非皆さんもお近くの方に声かけて意見がある方は意見を出すよ

うに言っていただきたいと思います。資料は先程言いましたけど一番簡単なのは市役所行

きますとありますので。事務局としてはよろしいでしょうか、次回そういう形で進めてい

くというのは。 
○名手委員：ちょっとお願いがあるんですけど、４月に入ってから市民説明会があるとい

うこのビラを見ているんですけど、ここの審議会は公開ですよね。ですからこの審議会で

は「人間力都市・いしかり」という将来像のテーマに対して審議会ではこういう意見があ

ったということを全部オープンにして欲しいんですよ。そうしないと全く何もないところ

で「人間力都市・いしかり」という言葉だけを見てゼロからスタートするような説明会で

は市民はなかなか意見を述べにくいだろうというふうに思うんですが、それをお願いいた

したいと思うのですけど。 

○前野会長：そうですね。どうぞ。 
○大井委員：関連なんですけど、ごみへらし隊の大井ですけど市で説明会を開催されると

きにですね、こういう資料をたぶん受付に置くんでしょうけども、なおかつ画像か何かに

写してやっておいでになるでしょう。ところが私達もごみへらし隊なんかでも同じような

手法で有料化だとか個別収集のことについてもやるんですよ。私達市民活動やっている連

中に言わせるともっと大きいパネルにでもしてですね会場にでも置いといてもらわないと、

この小さい本を読んでその中ですぐ判断をして、あるいはパワーポイントでやっても少し

でも早く会場に来た方々はパネルをじっくり見て表現を見ながら、そういう時間って非常

に大切だと思うんです。ですからやや形式主義じゃないかなんて行政の方々が言われるよ

うなことのないように、非常に財政の問題やらいろんな事に関わってしまいますけどもで

きれば少し丁寧な、そういう時間というかそういう資料を大きいパネルなんかであったら

いいなというのはいつも私達思っていることなんです。 
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○羽場委員：それからですね、審議会の日程ですけども３日間ぐらいの予定でどうですか

という案内来ておりますけども、出しても即返ってこないとそこのところが３日間なりが

どうしようもない状況になってしまうんですね。それで決まりましたら早急に連絡が欲し

いというのが私の意見でございます。よろしくお願いします。 
○前野会長：ありがとうございます。先程の名手委員からのご意見だったんですが、来週

からの市民説明会というのは一方的になりやすいですけど、そうではなくて審議会で行わ

れている内容を細かく説明するというのは無理かと思いますけれども雰囲気だけでも是非

出していただきたいなと思います。これはあくまでも素案で「人間力都市・いしかり」と

いうのにはかなり意見あり変わる可能性があるということを是非説明会の時に述べていた

だきたいと思います。 
○三上委員：最初に言わなかったのですけども、事務局の方から資料出ましたよね。松井

委員名で出てますよね。だめってわけではないですけどもこの審議会というのは団体さん

の方が集まってるんで、例えば参考資料でこういうのありますよということが今後出来る

のかどうなのか、それちょっと事務局からの資料の配付についてどういう考えなのかとお

聞きしたいですけど。 
○事務局（佐々木部長）：えーと、ご質問の主旨がいまいちよく分からなかったんですけど、

要するに各委員さんから資料を配付してくれというふうに事務局に要求が来たときにどう

するかという話ですか。 

○三上委員：前回の会議の中で要望が出ていますよね。今回松井さんの資料が出てますよ

ね。こういう形で各委員が団体の方が多いのでこういうことがありますよっていうふうに

出してこれるものなのかどうなのか、それはどういう扱いになるのかな。公開の場だから

それはいいですよというのであればそれでもいいんですけども、それがちょっと今回松井

さんの資料が出ていまして、前例があるわけですから今後どういうふうにはかっていけば

いいのかなと思ったものですから。 

○事務局（佐々木部長）：すいません、そこらへんについては確かにルール的にはっきりし

てなかったんですれども、事務局としては審議会の中でご自分がおっしゃりたい意見をよ

り正確に伝えるために各委員さんが資料を他の委員さんにお配りしたいということであれ

ばうちの方で原稿をいただければコピーをしてお配りしたいと思っています。これからそ

ういう形でウェブ化してもいいじゃないかなと思っていますがいかがでしょう会長。 
○前野会長：一番最初からお話ししていますようにこの会議では自由に意見を出すという

ことですので資料は出来るだけ出していただきたいと思います。それではちょうど時間に

なったのですがどうも、長い時間皆さん一度も休憩なしで頑張っていただいて本当にあり

がとうございます。あとは次回の予定とか今後の予定について事務局の方からお願いいた

します。 
○事務局（尾山課長）：それでは今現在先程の会議の中でもありましたけども４月１７日ま

でパブリックコメントが行われております。それから来週５日から８日まで市内５カ所に
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おいて説明会を開催しますので、それらの意見を集約した中で次期の会議の資料として提

出したいと考えております。事務局の校正分や内部調整しながら再度委員さんに日程調整

の案内文書を出したいと思います。申し訳ありませんけどもちょっと時間かかるかもしれ

ませんので内部調整したあと早急に案内文書を出したいと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

○前野会長：それでは今日はこれで終わりたいと思います。長い時間ありがとうございま

した。 
 
 
平成  年  月  日議事録確定 
 

石狩市総合計画策定審議会 
会 長 


