
第５期石狩市総合計画

～石狩ＰＲＩＤＥを醸成せよ！まちづくりの主役は「市民」なんだ！～

平成２６年９月１６日



石狩市のこれからのまちづくり ～まちづくりのミッション

「このまちに住み続けたい」「このまちに住みたい」と思える

魅力あるまちであり続ける。

◆石狩のまちづくりのミッション◆

30年後の石狩市の生き残りをかけて！

＝
言い換えると…

●石狩市を取り巻く環境

• いま、時代は人口減少・少子高齢社会への進行、それに伴うコミュニティの崩壊や経済規模の縮小、医療や介護な

どの社会保障費の増大、また、社会経済構造の変化や地球レベルでの環境問題など、石狩市を取り巻く環境が大き

く変化しており、石狩市の存続さえも危ぶまれる、大きな転換期に立っています。

●これからのまちづくりに求められること

• このような社会情勢を踏まえた石狩市のこれからのまちづくりにおいては、石狩に暮らす市民が「住み続けたい」と思い、

また、石狩に住んでいない人も「住みたい」と思うような魅力あるまち・石狩であり続けることが求められます。そうするこ

とで、人口流出も抑えられるとともに、人がまちの活力となった活気ある魅力的なまちがつくられていくと考えます。

• そのようなまちであり続けるには、時代や社会の変化にとらわれないめざす姿を、市民と行政がしっかりと共有し、そし

て、ともに考え、ともに取り組んでいくことが大切になります。

• そのため、市民一人ひとりが石狩に関心と愛着を持ち、やりがいと誇りを持って活動するまちをつくっていくことが求めら

れています。



石狩市のこれからのまちづくり ～30年後のまちのイメージ

• 「住み続けたいまち・住みたいまち」は、“まち”のあるべき姿と、そのまちで活動し、そのまちをつくってい

く“ひと”のありたい姿や意識があるまちです。

• 魅力あるまちが、いきいきとそこで暮らす市民によってつくられ、また、市民がまちづくりの活動にかかわ

りながらまちづくりをすすめていく過程のなかで、市民のいしかりに対する誇りや愛着が高まっていくまち、

それがさらにまちを魅力的にしていくまちをめざします。
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●市民が幸せに暮らす環境があるまち

石狩市の優れた資源を有効に活用し、市民の

暮らし・学び、産業、低炭素などの豊かなラ

イフスタイルや多様性を支える環境があるま

ちをめざします。

めざすまちの姿 ～住み続けたい・住みたいまちってどんなまち？

• 石狩のさまざま資源が活用され、暮らしや学び、生産活動など市民が楽しく幸せに暮らすことができる

環境があるなかで、人と人がしっかりとつながり、支えあいながら、さらに新しい魅力や価値が創造され

ているまちをめざします。

• そして、このようなまちがつくられること、また、市民と一緒につくっていくことによって、いしかりが好きにな

り、いしかりに愛着を持ち、誇りに思う石狩PRIDEを持った“ひと”の姿がたくさんあるまちをめざします。

絆

コミュニティシティ

●絆のつながりがあるまち

地域で暮らすいろんな世代の人が、互いに支

えあいながら、みんなが安心して幸せに暮ら

すことができる絆やつながりがあるまちをめ

ざします。

創造

クリエイティブシティ

●文化、交流、創造するまち

石狩の歴史・文化が市民に脈々と受け継がれ、

それが地域への愛着につながったり、その市

民が新しい産業や魅力、価値を創造するまち

をめざします。
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●石狩への愛着、誇り、
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化、魅力に気づき、愛着

や誇りを持ってまちで暮

らしている姿がたくさん

あるまちをめざします。

３つのまちの姿ができる

ことで市民に培われ、市

民とともに一緒につくっ

ていくことで育まれてい

く石狩ＰＲＩＤＥを持っ

た市民の姿です。



まちづくりの全体像 ～目標・めざすまちの姿とすすめ方

めざすまちの姿

進進進進めめめめ方方方方

「協働」「連係」「成長」
今

環境

グリーンシティ

次の

楽しみ

石狩石狩石狩石狩ＰＲＩＤＥＰＲＩＤＥＰＲＩＤＥＰＲＩＤＥ

「住み続けたい、住みたい」と思うまち＝めざすまちの姿（絆：コミニティシティ、環境：グリーンシティ、創造：

クリエイティブシティ）の実現に向けて、協働や連係、成長を原則としてまちづくりを進めていきます。

そして、まちづくりを進めていく過程（プロセス）の中で石狩ＰＲＩＤＥが醸成されます。

達成度

時間

楽しみ

やりがい

責任感

広がり

自発性

「住み続けたい、住みたい 」と思うまち

絆

コミュニティシティ

創造

クリエイティブシティ

石狩に暮らす人や石狩で働く人など石狩に関

わる全ての人は、石狩市の財産です。

そのようなさまざまな人・資源を、少しずつでも

巻き込みながらつながりあい、さらに、ひろがっ

ていき、そこに関わる人や活動、つながりが成

長していく中で、石狩PRIDEが醸成されます。



まちづくりの進め方 ～めざすまちの姿の実現に向けてどうするのか？

• めざすまちの姿である、「住み続けたい・住みたいまち」をつくっていくために、次のような姿勢でまちづくり

をすすめます。

●協働 ～市民と行政が一緒に

• いしかりのまちづくりは、市民と行政が一緒になって、ともに取り組んでいきます。

• まちづくりは、行政だけで行うものではないですし、市民だけで行うことがむずかしいこともあります。行政と市民がパート

ナーとなり、ともに支えあう関係を大切にして進めていきます。

●連係 ～横断的な連係により、かけあわせることでたくさんの効果を

• 目標達成に向けた取り組むべきことはたくさんあります。それらの取組は密接に関連しており、一つずつの取組を行うこ

とでたくさんの波及効果が生まれるようにします。

• また、さまざまある取組を連係させて、より効果が高まるようにします（１＋１は２ではなく、５や10にする）。

• 分野にとらわれず、関係する取組や人々が横断的に連係しながらまちづくりを進めていきます。

●成長 ～まちづくりに関わる人や地域が共に高めあい成長する

• 市民が協働の姿勢で、さまざまな連係のひろがりを持ちながらまちづくりをすすめることで、人や組織、地域が成長して

いくようにします。

• 市民や地域でのさまざまな取組が、それぞれつながり、関係が強くなり、ひろがっていくようなまちづくりをすすめます。



総合計画を動かすしくみ ～市民と共に、柔軟に対応できるしくみ

• 総合計画がただの計画に終わることなく、しっかりと着実に動いてくことが大切です。

• また、さまざまな社会環境の変化に対応するためには、変化に合わせて柔軟に対応し、成長しながらめ

ざすまちの姿の実現に進んでいきます。

●計画自体が進化していくしくみ

• めざすまちの姿の実現に向けて着実にすすめるためは、計画をつくることだけで終わるのではなく、動きながら時代
の変化に柔軟に対応しながら、計画自体を進化させていくことが必要です。

• そのため、これまでの縦割り型から大きく転換し、さまざまな事業や取組、分野が横断的に連係してすすめる戦略
目標を設定します。

• また、市民が計画にかかわることで計画自体が進化するしくみを大切にして、まちづくりをすすめます。

●市民による市民のためのまちづくり（地域経営）のしくみ

• 市民がまちづくりに関心を持ち、まちづくり活動をはじめようとする意識を高め、まちのために一人でもできること・仲
間と一緒にできることなど、市民がやりがいと誇りを感じながら、まちづくり活動に取り組むことができるしくみを通して、

目標達成に向かってすすめます。

●市民目線での行政経営のしくみ

• 石狩市のまちづくりを進める上で、市民が考え自発的にすすめる取組などがしっかり実践につながるしくみとします。

• また、「協働」の視点のもと、行政経営に市民の声が反映され、進化しながらすすんでいくしくみでまちづくりをすす
めます。

◆行政経営に関する市民評価のラウンドテーブル など



戦略目標について ～戦略プロジェクトからの再編

１３の戦略プロジェクト

1 コミュニティよる地域運営

2 市民の健康が原動力

3 地域の子育て力ＵＰ

4 高齢者の活躍の場づくり

5 手話文化が広がる地域社会

6 ＩＣＴによる市民力向上

7 エネルギーで儲けて市民に還元する

8 石狩湾新港地域のダイナミズムを活かす

9 ISHIKARI創造産業

10 石狩の顔づくり

11 厚田浜益を守り育てる

12 世界に誇る石狩文化創造

13 世界レベルの人材育成

５つの戦略目標として再編５つの戦略目標として再編５つの戦略目標として再編５つの戦略目標として再編

目指すまちの姿の実現に向けて、

特に重点的に取組む目標

１ 市民の結束でまち

を動かす

・世代間の交流の促進

・近所付き合いに力を入れる

・市民が一体となるお祭り

・高齢者の一人住まい住宅の見守り体制

・地域力を活かした組織活動（防災・防犯）

・住民組織による身近な事業の実施（除雪・公園管理）

・地域性に目を向けた計画づくり

・道の駅、コミュニティバス、歴史の継承 etc.

２ まちぐるみで子育

て力を発揮する

・児童館などでの世代交流

・放課後の子どもの世話

・子どもたちが学習できるフリースペース

・自然を活用した遊び

・「地域教育」プロジェクトは何かを明確にしたい

・少子化に対する石狩独自のプロジェクト

・学生（若者）に新港企業を見学させる（就活）

・共働き家族が働きやすい街を売りにしたい

３ 地域資源からモノ

（価値）やしごとを

創り出す

・石狩の風、水、太陽でエネルギーを生み出す

・他市より低価格な電気代

・企業とドッキングした充電を考えたい

・雪対策の長期的な見直し又は雪を味方にする対策

・石狩新港を工業だけでなく、農業や林業と結びつける

・安定した雇用の創出、もっと仕事を増やす

・石狩農林水産業、石狩ブランドの強化

・フィッシャーマンズワーフのような基地で観光発信

・商品開発に力を入れる

４ いろんな石狩の顔

を作る

・地域ごとにそれぞれ特色を持たせる

・石狩の中心はどこなのか

・商店街をコンパクトにまとめる

・外国人観光客に石狩文化を体験してもらう

・歴史と文化をきちんと整理し、マイスター制をしく

・住民が楽しめる、集まりたくなるような広場など

・特産物のＰＲ、ご当地ヒーロー、ゆるキャラ

・ＬＲＴ、ＢＲＴの導入検討

５ 世界に誇れる人や

文化を育てる

・誇りを持ち、石狩を愛してもらう

・独自の観光、体験を作る

・６次産業の人材

・顔となる専門学校、大学の誘致

・小学校に特徴づけたものをつくり、育成する

・外国人との交流にもっと力を入れる

【基本となる分野別の施策】

Ａ 都市基盤・機能、Ｂ サービス提供、Ｃ 行政マネジメント

（土台）

【基本となる分野別の施策】

Ａ 都市基盤・機能、Ｂ サービス提供、Ｃ 行政マネジメント

（土台）
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