
新石狩市市民憲章等（原案）に対する意見とその検討
原案の箇所等 意　見　の　要　旨 検　討　内　容

第１章～５章 ●文末は、目指す市民像を目標行動で表した方がよい。 【不採用】
≪例≫ともに考え未来へ向かう文化のまちをつくります。 ●各章の表題は、宣言や教示的表現はさけ、暗唱して子供た
●１章に三つの内容を盛り込んでいるが、二つの方がわかり 　ちが言い易い言葉として、こういう“まち”にするという
　易い。 　意味をこめて、「～まち」でまとめています。
≪例≫自然を生かした美しいまちをつくります。 ●標題ではその下の４つの段落の内容を、１行で平易な言葉
●石狩市らしいユニークな項目を各章に一つくらい入れて欲 　で、リズムを持って表しています。
　しい。（１章には二つある） ●石狩市を表現する内容は、極力前章に委ね、各章は普遍的
●原文は強要のみで褒めがないので、「優れた貢献者を素直 　な内容としています。
　に称えられるまちにします。」を入れてはどうか。 ●各章は、市民のまちづくりの宣言として、自発的な内容に

　ついて述べており、貢献者を称えるといった内容について
　は、市の表彰規程等に委ねたいと考えます。

前章テーマ ●前章の１行目は、新石狩市の個性（特性）を、打ち出すと 【不採用】
　 ころと考える。 ●前章は、できるだけ簡潔に２００字を超えず、小学生にも
　・日本海が、これからの石狩市発展のポイントとなる。 　理解できる表現としました。
　・道都札幌に隣接している、道央文化圏の一翼を担ってい ●前章テーマについては、石狩・厚田・浜益の共通項として
　　る。 　紅葉山の縄文時代のサケ遺構、江戸から明治にかけてのサ
　・地域にすむ人に「母なる川」と親しみ感謝する気持があ 　ケとの関わり、現在も各川にサケが上り共に歩むというこ
　　るのか、あったのか疑問。 　とを「サケ」という言葉で表現し、シンボリックで一息に
　・内水面でのサケ漁が禁止されている今、サケがのぼる＝ 　読める文章としました。
　　母なる川　というのは古いのではないか。 　歴史、地勢、産業（現在）に関わる言葉については、以下
≪私案≫「私たちの石狩市は、西は日本海に開け、北東には 　の段落に標記することとしました。
　　　　　暑寒別山系の高峰がそびえ立ち、南は道都札幌に ●「母なる川」については、共通項の「サケ」と対となる言
　　　　　隣接している道央圏のまちです。」 　葉「川」の表現の中で、大河では石狩川に限定されること

　から、石狩・厚田・浜益川を念頭に選択しました。厚田・
●旧石狩市のイメージでしかない。新石狩市の基本構想のキ 　浜益でどう考えるかについても、両区の委員の賛成を得て
　ャッチフレーズを使って作文してはどうか。 　決定しております。
≪参考≫「あい風と人間が輝く活力のまち・石狩」
●石狩市にとって川は、三大環境の一つとして、これまでの
　歴史や文化及び生活に大きく関わってきたし、これからも
　しっかりと意識しておかなければならない。

前章1段落目 ●≪私案≫「私たちの石狩市は、大河石狩川をはじめサケの 【不採用】
　　　　　　回帰する河川や広大な森林を有し、豊かな自然 ●前章１段落目は、前章テーマを受け、歴史について触れた
　　　　　　に恵まれたまちです。」 　内容としており、ご意見の内容は、２段落目以降に含んで
●≪私案≫「市民の活力を大切にするこのまちは、サケとニ 　いると考えます。
　　　　　　シン文化に象徴される歴史あるまちです。」 ●また、歴史については、石狩・厚田・浜益に関わり、特徴

前章段落追加 ●≪私案≫「厳しい自然とたたかった開拓の歴史がありま 　のあるものとしております。
　　　　　　す。」

前章２段落目 ●≪私案≫「断崖や砂丘からなる長い海岸線に恵まれ、古く 【不採用】
　　　　　　からサケやニシン漁、日本海交易で栄えてきた ●前章２段落目は、本市の地勢について触れた内容としてお
　　　　　　歴史があります。」 　り、ご提案の内容については前章に含まれていると考えま

　す。
●≪私案≫「わたしたちの石狩市は、日本海のあい風にはぐ ●「あい風」については、解説がなければ理解できないなじ
　　　　　　くまれ、広大な森と、海や山の幸に恵まれた豊 　みの薄い言葉であり、語源が津軽地方であるといわれてい
　　　　　　かなまちです。」 　ます。また総合計画に使われることが予定されており、市
●石狩市にとって川は、三大環境の一つとして、これまでの 　民憲章に入れる必要はないと判断しました。
　歴史や文化及び生活に大きく関わってきたし、これからも ●「川」については、「山海の幸」ともいわれ、「山の幸」
　しっかりと意識しておかなければならない。 　に“川”が含まれていると解しているとから、削除してお
「～広大な森と、海や山や川の幸～」川を入れるべき。 　ります。

前章３段落目 ●≪私案≫「先人達が礎を築いた石狩湾新港は、今世界に開 【不採用】
　　　　　　かれ、道央圏の産業や交易の要として大切な役 　道都札幌、道央圏といった表現について、この段落の中で
　　　　　　割を果たしています。」 「石狩湾新港」と連なる表現として検討しましたが、現在の
●≪私案≫「新しい文化の想像力を持ち、世界に開けた石狩 港の機能が札幌圏に留まっていないこと、「北海道」を使っ
　　　　　湾新港のあるまちです。」 っては等々議論の結果、説明が多い表現が避けられないこと
　 から、「世界に開かれた」に委ねて表現しました。

前章４段落目 ●≪私案≫「私たちは、このまちの市民であることを誇りに 【不採用】
　　　　　　持ち、力を合わせて輝く未来を拓くために、こ 　「輝く未来」との表記も考えられますが、合併して新たな
　　　　　　こに市民憲章を定めます。」 未来を拓く意味から「新しい未来」としました。

１章タイトル ●自然を豊かにして活かす（総合計画同じ）ことこそ重要で 【不採用】
　はないか。 　「いかす」に“守る・保護する”といった意味も込めてお
「～　自然をゆたかにしいかす　～」としてはどうか。 り、より強調される効果がありますが、修飾語を入れると、

各章とのバランスが取れないことから現行どおりとしました。

１章２行目 ●自然の三大要素の森を省略した理由が解らない。 【採用】
「空と水と森のきれいな、～」してはどうか。 　提案どおり採用します。

１章４行目 ●「美しい」がタイトルと重複している。 【一部採用】
≪私案≫「日本海の夕陽や海岸線、石狩川河口などの景観を 　「石狩川河口」も重要な景観ということで議論しました。
　　　　　大切にします。」 しかし、「奇岩や滝」は厚田・浜益の景観であり、併記する

には長くなりすぎることから、「海岸線」という言葉で全て
含めることができると考え、「日本海に沈む夕陽や美しい海
岸線などの景観を大切にします。」として、一部採用しまし
た。



新石狩市市民憲章等（原案）に対する意見とその検討
原案の箇所等 意　見　の　要　旨 検　討　内　容

２章タイトル ●イメージできる簡単な言葉が良い。 【採用】
　「たのしく働く」は難しい。 　提案どおり採用します。
●「たのしく働く」は「いきいき働く」の方がよいのでは。

２行目 ●「進んで」という言葉は、”ボランティア活動”と”学ぶ 【参考】
　意欲”には、自主・自発的意味もあるので必要ないのでは ●積極的に市民が参加していく決意を強調するため、現行ど
　ないか。 　おりとします。
●「～自分を生かす～」は、死にかけている者を生かすとい ●「高め」という表現も良いのですが、３章２段落目と表現
　う意味で、余りにも強烈で、社会貢献しないと生きられな 　が重複してしまうため、「活かす」という標記を考えまし
　い、かのように感じる。社会貢献に喜びを感じ、伝統等を 　たが、読み難い標記のため、ひらがなの「いかす」としま
　学び自立できる人間像を進んで形成することで、自分も心 　した。
　豊かに、社会にも貢献できると考える。 　　また、社会貢献については、ボランティア活動は社会貢
　「ボランティア活動など社会貢献に～自分を高めます。」 　献のひとつですが、言葉としての認知度から、「社会貢献」
　としてはどうか。 　という言葉もイメージできること、ポピュラーな言葉であ

　ることから、現行どおりとしました。
３行目 ●「産業を…」を３行目とし、「恵まれた自然を生かして産 【不採用】

　業をのばし、豊かで…」としてはどうか。 　産業が自然を生かす物に限定されるイメージにならないか
ということと、前章で恵まれた自然については表現できてい
ることから現行どおりとしました。

４行目 ●４行目を「スポーツ…」とすれば、働いた後にさわやかな 【不採用】
　汗を流すというイメージになるのでは。 　２章のタイトルの流れ（順序）から現行どおりとしました。

３章タイトル ●イメージできる簡単な言葉が良い。 【不採用】
　「ともに考え学びあい」は難しい。 　「ともに考え学びあい」は、当初「教養を高め」という原

々案の“教養”という言葉は解り難いことから、「学ぶ」と
いう言葉を用いて、「教養を高め」という言葉を表現しまし
た。

２行目 ●「すすんで」という言葉について。（２章２行目に同じ） 【参考】
●進んで学ぶ意欲を持ち続けることを、言葉で終わることな 　文章が長く読み難くなること、原文で読み取れるのではな
　く実行をともなうことにしては。 いかということで、現行どおりとしました。
　「～意欲を持ち、自分を磨いて魅力ある未来づくりに貢献 　また、「すすんで」については「進んで」と漢字で標記し
　します。」としてはどうか。 ます。

３行目 ●「歴史に…」の部分は、守るだけの淋しい未来とも誤解さ 【不採用】
　れやすいので、「守り、子孫の誇りとなるような未来をつ ●「尊重」という言葉が難しいこと、未来をつくることにつ
　くります。」のように、強調してはどうか。 　いては前文で表現していることから、現行どおりとしまし
●文化や伝統を守るだけではなく、学び、さらに新しい工夫 　た。
　・創造を加えて未来をつくるのでは。
　「～伝統を尊重して未来づくり活かします。」としては
　どうか。

４章
３行目 ●「いじめや犯罪のないまちをつくります。」としてはどう 【一部採用】

　か。（４行目と対で提案） 　「子どもたち」を削除し、「犯罪や危険のないまちをつく
４行目 ●「災害に強いまちをつくります。」として、子どもたちと ります。」としました。

　いう記述はいらないのでは。（３行目と対で提案） 　また、災害の表現については、市民レベルも勿論ですが、
●４章が防犯・犯罪だとするなら、全世代を対象として、子 行政の政策という色合いが強く、総合計画等に委ねるべきと
　供の記述は無くともよいのではないか。 いうことで、不採用としました。
●子供たちに、犯罪や危険から守る以前の根本的な対策が必
　要であることから、「子供たちに、犯罪や危険が及ばない
　ようなまちをつくります。」にしてはどうか。

５章
１行目 ●「…あるあたたかい」はタイトルと重複している「思いや 【一部採用】

　りの心を育てます。」でよいのでは。 　「思いやりのある心を育てるまちをつくります。」とし
ました。

３行目 ●４行目と入れ替えてはどうか。「力を合わせ和やかなまち 【採用】
　づくりに参加します。」としてはどうか。又、「進んで」 　提案どおり採用します。「進んで」は現行どおりとしまし
　という言葉について。（２章２行目に同じ） た。

４行目 ●４章と子供に関する記述が重複している。４章は、安全・ 【一部採用】
　安心の具体が表現されているので、５章をより教育的意図 　表現を「子ども」と統一しました。４章の「子ども」は削
  が明確な表現に替えてはどうか。 しました。
 「子ども」と「こども」の統一が必要。

全体 ●≪私案≫ 【不採用】
　具体的な政策等についての表現が多く、個々の内容につい
ては憲章案に網羅されていることから不採用としました。

石狩市民憲章（案）
　あい吹く風と夕日のきれいな海と山脈の自然に囲まれた漁業
と農業地域
そして石狩湾では国際的新港と工業地域、防風林と北海道の
母なる川石狩川に囲まれた住宅地です。災害に立ち向かい開
拓した先人の吐息を伝え、わたしたち市民は豊かな自然と地
域の特徴を生かし住みやすいまちづくりに参加し協働します。
ここに市民憲章を定めます。
１． 合併を機に地域と交流を深めの文化と伝統を尊重し互い
に協賛しましょう。
・ 厚田・浜益・旧石狩の交流を深める。
・ 各地域の地場製品を愛する気持ちを持つ。
・ 地域の歴史・文化を知り尊重知る気持ち。



新石狩市市民憲章等（原案）に対する意見とその検討
原案の箇所等 意　見　の　要　旨 検　討　内　容

市花 ●賛成 【原案どおり】
●旧浜益とも一致しており、賛成。 　石狩市の広大な海岸線には大規模なハマナスの群生地となっ
●「イソスミレ」石狩浜で日本海北限の自生地。蟻が種を運 ておりハマナスが市の花にふさわしいと判断しました。
　んで増え群集で自生している貴重な花。

市木 ●旧石狩市・厚田区はよいが、浜益区とは何か関係があ 【原案どおり】
　るのか。 　カシワは浜益にも自生しています。
●トドマツや桜よりも、石狩をイメージしている、適当 　これまでの検討会で、名木などの記念樹は既に保存されてい
　な選定である。 ることから、それ以外のもので選定してきた経緯がありました。
●「防風林・千本ナラ」木単体で考えず開拓者の遺産として また、防風林は人工林であり、「カシワ」は自然林であること
　シンボル的存在。明治から大切に保護されている。今も風 から　カシワがふさわしいという考えになりました。
　雪から私たちを守っている。新日本名木100選に指定。北 　ナナカマドは、本市が花畔団地を造成したころ街路樹として
　海道では２箇所しかない。 植えられたものであり歴史が浅く、江別市もナナカマドであり、
●「ナナカマド」がよい。身近にあって親しみ易く、雪景色 石狩市として歴史のあるカシワ林を大切にしたいとの考えにな
　にマッチしている。 りました。
　また、昭和53年制定のとき、カシワ、ハルニレ、ナナカマ
　ドの候補の中から、石狩町の発展を象徴するもの、石狩の
　風土気候に合ったもの、広く親しまれているもの、緑化し
　易いもの、姿が美しく風格があるものという選定条件の下
　町民の投票の結果選定されている。（石狩ファイルより）

市鳥 ●賛成
●旧浜益とも一致しており、賛成。
●ゴメは従来どおり

その他 ●「石狩鍋」について。 【参考】
　全国的に名が知られている料理。もとは漁師料理で冬の寒 　「市民憲章」や「市の～」ではなく、別の機会で検討すべき
　さから体を温めたもの。 と考えます。

２． わたしたちは互いに支えあい明るく安全に暮らせるまちに
しましょう。
・ 高齢者・弱者に暖かく支え協力しましょう。
・ 防犯・防災にみんなで協力しあって予防に努め守っていきま
しょう。
・ 大雪など災害に対して協力しあってゆきましょう。
３． 環境を考え豊かな自然を大切にし、決められたルールを守
りしましょう。
・ 脱ゴミ・脱省エネに協力しましよう。
・ ポイ捨て・不投ゴミのないきれいな自然
・ 防風林の保護
・ 厚田・浜益の自然（海・山）の保護４． 住民は将来を見据え
た快適なまちづくりに参画しましょう。
・ 住民は市と相互的にまちづくりに参加します。
・ 地域に感心をもって前向きに明るく考え良いまちにしましょ
う。
・ 世代をのりこえみんなで協力して元気なまちにしましょう。
・ 次代の子供たちが希望も持てる安心したまちにしましょう。
５． わたしたちは石狩市に関心をもち地域のために協力しま
しょう。
・ 地域活性化のために協力しましょう。
・ イベントなど参加しみんなの交流を深めましょう。
・ 地域活性化のため考え開発しましょう。


