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平成22年度 第７回 石狩市環境基本計画改定市民協議会（議事要旨） 

 
平成 22年 10月 19日（火）13：30～16：00 

石狩市役所 201会議室 

 
《出席者》 

区 別 氏 名 所 属 団 体 等 
今中 建男 公募市民 
大井 欣悟 公募市民 
草野 竹史 環境 NGO EZO ROCK 
工藤 昇 公募市民 
鈴木 亨 NPO法人北海道グリーンファンド 
田中 裕紀子 公募市民 
星野 雅彦 公募市民 
前田 光也 藤女子大学 

委 員 

三島 照子 ごみ・へらし隊 
有田 英之 石狩市市民生活部環境室 室長 
鍋谷 英幸 石狩市市民生活部環境室環境課 環境保全担当主査 
前野 加代理 石狩市市民生活部環境室環境課 環境保全担当 
齊藤 彰 日本データーサービス（株） 企画部 部長 
山下 昌彦 日本データーサービス（株） 企画部 課長 

事務局 

大島 有史 日本データーサービス（株） 企画部 技師 
《欠席者》 

区 別 氏 名 所 属 団 体 等 
関  勘悦 森林ボランティア「クマゲラ」代表 

委 員 
渡邊 千秋 こがね山岳会 

●：参加者、○：事務局 
 
１．開会 

２．協議 

※事務局から配付資料、事前送付資料の確認を行い、次いで「仮称：第２次環境基本計画（案）」

について、P.50の「施策の展開」以降を中心に説明した。 

●三島委員 

・施策の取り組みの表現については、表形式で見やすいと感じているが、主体の順番が市・事業

者・市民となっているが、市民が見る場合には市・市民・事業者がいいのではないか。 

・市が前に来ることは理解できるが、事業者よりも市民が先の方が読みやすい。 

○山下氏 

・主体の順番については条例に基づいて並べており、それ以上の意図は今のところなく、協議会

の意見次第では、変更の余地がある。 

●大井委員 
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・施策の取り組みを考えた場合には、市民の活動より事業者の影響力が大きいことから市民より

先に来てもいいのではないかと考えている。 

・それとは別に個別の記述の中で、「～あるべき」と表現しているが、現計画の記述とさほど変化

を感じないため、もう少し具体的な記述があってもいいのではないか。 

・例えば、グループで何かの取り組みを起こすなど、具体的な行動の記述が欲しいと感じている。 

●星野委員 

・施策と取り組みについて、基本方針を取った理由はなにか。 

○山下氏 

・各施策に対して、主体ごとに何をするのかと考えた場合に本日提示のとおり、事務局として表

形式で整理してみた。 

・この表が端的に施策の取り組みを表現できているのか、あるいは文章で記述したほうがいいの

かという部分に関して、事務局としても悩んでいるところではある。 

●星野委員 

・「取り組みの柱」について、現在の案では従来提示の案と比較して非常に簡略化されており、そ

の結果として具体的なイメージがつきにくいという印象を受けている。 

・表だけにしてしまうと、何を伝えたいのかがつかめないように感じている。基本方針を除いて

しまうとなおさら意味が通じなくなっているように感じるがどうか。 

●今中委員 

・文章自体はシンプルな方が物事の中身が伝わりやすいのではないか。 

○鍋谷主査 

・基本理念からの流れの中で、施策ごとに基本方針を記述してしまうと、同じような表現が何度

も出来てきてわかりにくいという問題が生じてしまう。 

・施策の部分だけ見ると確かに説明が不足しているように感じるが、全体を通じたバランスで現

在は基本方針を除いた案を提示している。 

○山下氏 

・以前の協議会の中で、現況の中で課題を記述し、課題の中で現況を再掲するような複雑な構成

になってしまったという経緯があり、今回はシンプルな構成として提案している。 

・どこまでシンプルにするかによって、市民が読みやすいのかを協議会の中で意見をいただきた

い。 

●星野委員 

・「取り組みの柱」の中で「森林農地の」や「市街地の」といった説明が現在の案では消えている。

基本方針を入れないとしても箇所やエリアのイメージがつかめるような記述はあった方がよい。 

・簡略化することで伝わりやすくなる一方で、伝えなければならないことが正確に伝わりにくく

なっているのではないか。 

●三島委員 

・例えば「市街地の」といったような具体的な記述があることで、逆に限定してしまう。他の地

域も同様に関係することが表現しきれなくなるため、あえて具体的に記述しない方がいいので

はないか。 

・「取り組みの柱」としては、限定しないで石狩市全体広域なイメージとして伝わるような表現に

しておくことがいいのではないか。 
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・具体的な地域のイメージについては、主体ごとの記述の中で表現していくことが適切ではない

か。 

●星野委員 

・「取り組みの柱」としての位置づけがその様になるのであれば、この構成は理解できる。 

●今中委員 

・先ほどの取り組み主体の記述の順番については、私も市民が事業者よりも先ではないかと考え

ている。 

○有田室長 

・現在の計画では、市民・事業者・市の順番になっているが、市が最後ということでは違和感が

あったため今の市・事業者・市民の順番でいったん整理している。 

●今中委員 

・市が最初に来ることは賛成であるが、その後にはやはり市民が２番目にきて、事業者は最後の

方が適切だと考えているが、どうか。 

●前田委員 

・私も市民の分かりやすさから考えると、事業者よりも市民が先に来たほうがいいのではないか

と考えているが、以前から条例の中で市・事業者・市民という順番が決まっているのであれば、

順番を変える場合は条例も含めてすべて直す必要があるのか。 

○山下氏 

・今の事務局案では条例に基づいて整理しているだけであり、それ以上の意味はない。 

・協議会の意見として順番を入れ替えた方がよいという結論に達すれば、本計画書では順番を変

更したいと考えている。 

・条例の記述の順番を見直すということは困難であるが、計画書の中での順番については、意味

があれば変えることは問題ない。 

●三島委員 

・条例が10年前に出来たことを考えると当時は市・事業者・市民の記述で間違えなかったと思う

が、現在では市民の意識が向上していることから事業者と市民の意識が逆転しているのではな

いか。 

●工藤委員 

・条例の順番ということもあり、取り組みを考えた場合にも市民より事業者の方が影響力がある

のではないか。 

・その意味では、事業者が先に記述されることに意味があるのではないか。 

●三島委員 

・石狩市を構成している団体として、市民と事業者があったとした場合、市民の方が影響力が大

きいのではないか。 

●工藤委員 

・施策の内容によって変わってくるため、単純に順番を入れ替えるという話ではない。 

・内容に応じて順番を再度整理したほうがよい。 

●草野委員 

・世の中の流れとして、市民主導になってきつつあるため、過去の記述にとらわれず市民が事業

者よりも先に出てくることに意味があるのではないか。 
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●田中委員 

・私は今の市・事業者・市民の順番がいいのではないかと考えている。 

・市の施策の後に事業者の行動指針があり、会社の取り組みを見て市民が取り組むという意識啓

発にもなるし、今までの経緯から考えて事業者にもっと環境に取り組んでもらうという意向も

含めて今の順番でいいのではないかと考えている。 

●星野委員 

・私は、市民・事業者・市として先に市民や事業者として取り組むべき指針があり、そこに市が

受けるように最後に施策として記述するというイメージで考えている。 

○鍋谷主査 

・補足で説明すると、今回の事務局案としては市については「行動指針」ではなく「施策」とし

ており、事業者や市民の行動指針とは若干意味合いが異なっている。 

・時間もないので、この件に関しては後日、持ち越しにしてはいかがか？。 

○山下氏 

・順番については、一旦保留として施策の具体的な中身の確認の協議に入りたいと考えているが、

はじめの「安全・安心」の施策について、入れるべき内容はないか。 

●星野委員 

・空気の浄化に対応する市民と事業者の記述がなくなっているが、ここには記述はないのか。 

●三島委員 

・施策の柱毎に読んでいくと、内容が対応していないものや他のところで記述しているものがあ

り、分かりにくくなっているように感じる。 

●今中委員 

・大気汚染の中で緑地帯の整備の記述があるが、これは大気汚染と関係があるのかが分からない。

二酸化炭素の関係なのか、場所が適切ではない様に感じられる。 

・むしろ公園緑地の中で記述した方がすっきりするのではないか。 

・あるいは石狩湾新港の緑地帯の機能のことを行っているのか。 

●大井委員 

・緑地帯は森林ではないため、確かに大気汚染の中ではあまり関係がないように感じる。 

●草野委員 

・各施策や行動指針の記述内容というものはどの様にして整理したものなのか。 

・また、成果指標と取り組みの柱との関係性はどのようになっているのか。 

○山下氏 

・色々なプロセスを踏んだ中で、整理した結果であるが、例えば、現在の計画の内容や他の事例

の計画、石狩市の関連計画などから整理している。 

・目標に対する成果指標であり、取り組みの柱の一つひとつに対する指標ではない。 

●草野委員 

・個人的には、成果指標と取り組みの柱が対になって記述されていると、例えば市民がやるべき

ことも明確になって、取り組みやすくなるのではないか。 

・行動指針と成果指標の関係性が整理されればされるほど分かりやすいと感じている。 

●三島委員 

・悪臭と被害の防止について、市民の役割のところに「生ごみ等の管理を適正に行い・・・」に
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あわせて「ペットの管理を適正に行い・・・」についても追加して欲しい。 

・ペットの糞尿による悪臭被害は件数としてもそれなりにあるのではないか。 

●大井委員 

・石狩市内ではごみ屋敷はないのか。ないとしても今後のことを視野に入れて予防線を張る必要

はないのか。悪臭という観点から必要に感じられるが、いかがか。 

○鍋谷主査 

・わたしどもが知る限り、ごみ屋敷という苦情は聞いていない。悪臭という前にごみの適正管理

に含まれるものと考えている。 

●大井委員 

・都市景観の形成の中で市の施策として、市街地景観について「市全体の目標や方針の策定につ

いて検討します」と記述されているが、実際に動いている状況はあるのか。 

・例えば、委員会方式などで実施しているのか。 

●三島委員 

・いずれは石狩市景観条例を作っていくという意味合いなのか。 

○有田室長 

・この記述については、現在担当部局と調整中の段階である。 

○山下氏 

・次に「共生」についてご議論いただきたいと考えている。 

●星野委員 

・自然とのふれあいの場づくりの市民の役割について「自然地域の登山道や遊歩道の整備・維持

など空間作りに参加します」という表現が前回の協議会の時には入っていたが、今回は消えて

いるが是非入れて欲しい。 

・登山道や歩道に合わせて濃昼山道や増毛山道などの史的古道も入れて欲しい。 

○鍋谷主査 

・市の施策として入れることは難しいが、市民の役割として盛り込む方向で検討したいと考えて

いる。 

●草野委員 

・生態系の保全について、農業と野生動物との関係が問題としてごみ問題の次に浮上しているが、

その辺りの記述はないのか。 

・うまくゾーニングを作らなければ、保全は難しくなってくるのではないか。 

・例えば、農家としての記述を事業者の中で盛り込むなどしてはどうか。 

・外来種の駆除については記述されているが、例えばエゾシカなどに対する対応・対策について

は記述としてもれているように感じる。 

○山下氏 

・農林漁業の振興の中で野生生物との付き合い方を考えたほうがいいのか。 

●草野委員 

・生物多様性に対する成果指標が見受けられないが、例えば外来種の捕獲件数などは、数値で出

せるのかも分からないが、出せるのであればその様な成果が見られるといいのではないか。 

○有田室長 

・アライグマは捕獲しており、目標としては難しいが捕獲実績は参考になり、補助的な指標とし
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ては有効と考えている。 

●大井委員 

・「持続可能な農林漁業の振興」の中で、石狩には、農業団体や漁業団体から植樹による河川の改

良が漁場を良くするといったことを話し合う場はないのか。 

○有田室長 

・その様な場は今のところ聞いてはいない。 

●大井委員 

・農業団体や漁業団体がその様な場を求めていくようになるのだろうか。 

・将来的には発展していくのではないか。 

●工藤委員 

・襟裳岬をはじめとして他地域では協議会を創って地域連携のもとで課題を解決している事例は

ある。 

●大井委員 

・今はよい環境におかれているため地域連携をする必要もないのかもしれないが、将来において

問題が発生した場合に、連携を見越した事業者の記述について見当してみる価値はあると考え

ている。 

○山下氏 

・「協働」の施策については、内容的にどうか。 

●田中委員 

・環境家計ノートは、もう作らないと聞いているが、その様なものを計画に載せていいのか。 

○鍋谷主査 

・省エネナビも貸与できなくなる可能性もあり、環境家計ノートとあわせて記述を事務局で検討

する。 

●星野委員 

・環境情報の収集や提供、発信について市の役割の箇所で「環境に関する情報提供」とは記述さ

れているが、それ以外にも市内の環境施設（遊歩道やあつたふるさとの森など）についての広

報は出来ないか。 

○鍋谷主査 

・あつたふるさとの森については構想段階であり、必要に応じて広報していく予定で、その様な

ことも含めて「行政に関する情報提供」と位置づけている。 

●星野委員 

・例えば、札幌市の場合は自然歩道マップなどを作成して、情報提供をしているが、石狩市では

その様な広報活動はしていないのか。 

○鍋谷主査 

・黄金山や濃昼山道などのリーフレットは作成し、配付している。 

・ただし、環境基本計画において、観光、レジャーというテーマはなじまないと認識している。 

●工藤委員 

・石狩市内の小公園においては、トイレを設置していく必要があると考えている。現行計画を策

定する時にもトイレの設置を検討した覚えがあるが、結果的には記述しなかった。 

・場所によっては設置しているが、トイレがない公園もある。札幌市などではトイレは小さな公
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園にも必ず設置している。 

○山下氏 

・公園のトイレについては、公園・緑地の整備の中の内訳で快適環境として記述することになる。 

・環境基本計画に明記できるかは検討の余地がある。 

●三島委員 

・地域の環境資源の保全・活用という記述について、地域の環境資源は色々とあるため、例を挙

げて記述した方がよい。 

○山下氏 

・例としては、黄金山等をイメージしているため、その辺りの記述を追加する予定である。 

●大井委員 

・担い手体制づくりの中で、活動の拡大・継続に向けた方策の検討・実施をいう記述があるが、

市民・事業者の環境配慮行動を支援し、表彰や認証制度などインセンティブ・・・と書いてい

るが、支援とはどの様なイメージなのか。環境月間の時に市内の活動している団体を紹介する

パネル展などをイメージしているのか。 

・行政サイドから団体にアプローチしているのか。 

○鍋谷主査 

・行政サイドとしては、アプローチは続けており、今後も継続的していく。 

・アプローチが足りないという印象を与えているのであれば、それを補う手段、どのような支援

が行えるかを検証していきたい。 

○山下氏 

・次に「持続」に関する内容について、鈴木委員より情報提供いただきたい。 

●鈴木委員 

・地球温暖化に関する情報提供のペーパーを作成してきたが、この計画の位置づけや個別計画と

の関連性などから精査する必要があり、参考資料として見ていただきたい。 

・改定の計画については、今後 10年、20年後の石狩市の姿をイメージできるものでなければな

らない。次につながるような記述にしなければならないと認識している。 

 

 

３．今後の予定など 

 

・市民協議会は本日で終了予定であったが、積み残しの箇所があるため、もう 1度協議会を開催

したいと考えている。 

・今後のスケジュールとしては今年度 3月末に改定基本計画を策定する予定であり、環境審議会

には継続審議の形で諮問している。次回の審議会は11月4日を予定しており、その時には本日

の協議会を踏まえて「市民協議会案の中間報告」として再度提出する。 

・また、環境審議会をあと 2回予定しており、さらに協議会案をもとにパブリックコメントを行

う。パブリックコメントの公示期間は 1ヶ月を予定しており、正月明けにはパブリックコメン

トを終わらす予定である。 

・そのため、次回の協議会は11月末頃を目処に開催し、テーマは「改定基本計画（案）づくり（残

りの施策部分以降）」ということで合意した。具体的な日程は後日調整する。 


