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平成22年度 第５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 8月 31日（火）13：30～15：30 

石狩市役所 201会議室 

 
《出席者》 

区別 氏名 所 属 団 体 等 
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 

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 
●：参加者、○：事務局 
 

《欠席者》 
区別 氏名 所 属 団 体 等 

今中 建男 公募市民 
関  勘悦 森林ボランティア「クマゲラ」代表 
前田 光也 藤女子大学 

委 員 

渡邊 千秋 こがね山岳会 
概要書 
 
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、構成を中心に概ねの内容を説明した。 

１）計画の構成全般について 

●工藤委員 

・「はじめに」のところで、国がチーム・マイナス６％を進めていた時には、石狩市の二酸化炭素

の削減目標は１０％であった。国ではチャレンジ２５になったが、石狩での今後の目標がまだ

見えていない実情がある。 

・一方で、国の２５％削減に関しても、未だ確定ではなく、これから閣議決定される予定であり、
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計画書の中でどの様に表現するかは非常に微妙な状況ではないか。 

（注：平成22年3月12日地球温暖化対策基本法案は閣議決定して第174回通常国会に提出され

たが成立していない。） 

・「はじめに」は重要な文章だと思うが、よく読むと繋がっていないように感じるため、整理が必

要ではないか。（化学が科学という字になっているなどの細かい表現も含めて整理して欲しい） 

・また、この文章の中には世界・国・道の動向や法体系が書かれているが、未整理ではないか。 

・更に目標を立てて行動をする時に、管理はどの様になるのかという部分が欠落しているように

感じる。 

・国の第三次環境基本計画では、環境的側面・経済的側面があり、環境保全の観点からの持続可

能な社会の形成など多面的な計画の改定を行っているが、その中でも改定しきれていない部分

も残されている。改定しきれていない部分を市で先行して改定するわけにはいかないため、国

の考え方が固まるまで市の計画改定を待ってもいいのではないか。 

○有田室長 

・地球温暖化対策に関しては、現計画の中でも温暖化防止計画を作るとしており、その中で２０

２０年までにマイナス１０％としており、今後の目標設定に関しても、温暖化防止計画（正式

名称：石狩市温暖化対策推進計画）の改定をもって数値目標の見直しを行っていく予定である。 

・従って、環境基本計画の中で二酸化炭素の削減目標の値までは明記しない方針である。 

●工藤委員 

・明記しないまでも方向性として指し示せるといいと考えている。 

○有田室長 

・それは、「はじめに」の中ではなく、地球温暖化対策の施策の中で現計画と同様に書き示してい

く予定である。 

・国の環境基本計画に必ずしも全て習って記述していくということではなく、レベルが違うため、

国の環境基本計画で掲げられている中でも市として何が出来るのかを市の基本計画の中では記

述していきたいと考えている。 

●鈴木委員 

・国の動向にあまりとらわれる必要はないのではないか。 

・例えば、世界の二酸化炭素の削減目標は２０５０年までに８０％削減となっており、これは世

界の共通認識である。 

・そのためには今後の目標設定を高くしなければならないことは明らかであり、それに向けて石

狩市としてはどの様に対応していくのかということが重要である。 

・その一つとしては、経済活動を含めたビジョンを書いていくということが重要ではないか。 

・私は計画書全体を通じて、ビジョンが見えないということが読んだ時の印象である。 

○山下氏 

・計画のビジョンといったときに、何か具体的なイメージはあるか。 

●鈴木委員 

・計画全体の構成としては、ロジカルで分かりやすいと感じるが、読んだときに結局何をするの

かが見えてこないという印象である。 

・施策の中でやるべき取り組みが色々と書かれているが、「具体的にどの様な行動をするのか」と

いう記述がないように感じた。 



- 3 - 

●大井委員 

・現計画は、標準化された表現で「～に取り組んで行きたい」となっているが、改定後の計画と

しては、一歩先に進んだ書きぶりにしていった方がいいのではないか。 

・今の案では、穏やかな表現をしており、実践にうつるようなイメージが出来ない。 

・具体的には、例えば市民アンケートの中でも関心の高い不法投棄について、看板の設置やパト

ロールの実施などは出ているが、更に一歩進んだ取り組みとして市民や事業者を取り込んだ新

しい枠組みを考えてもいいのではないか。ごみの減量化に対しても事業系ごみの大きな課題を

抱えており、地域協議会の問題を私は提起しているが、その辺りの記述が出てきていないよう

に感じている。 

・また、石狩湾新港がリサイクルポートとして認定されてからの実績（リサイクル量など）を記

述することで、市民にとってもその位置づけや役割が分かるのではないか。 

・市民アンケートの結果と施策の書きぶりの温度差を感じており、施策の中でもっと具体的な取

り組みの表現にすべきではないか。 

●工藤委員 

・アンケートについて、調査方法によって変わってくるとは思うが、今のアンケートの中であっ

たり、協議会の中で出てきているような課題について、計画書の中で記述がないように見受け

られる。 

・課題については、明確に記述しておかなければ、解決策を記述することが出来ない。結果的に

計画全体が何をいいたいのかわからなくなるのではないか。 

○山下氏 

・具体的にはどの様な箇所において、書き漏れているのか。化学物質の記述についてか。 

●工藤委員 

・化学物質についてもあるが、特にR231の越波障害についてはそこに住む人たちに多大な影響を

及ぼしていることから、この様な計画の中で課題として明記してみんなで解決していくことが

重要ではないか。 

○鍋谷主査 

・環境基本計画を考えた場合に、その様な即地的な道路整備に関する課題は馴染まないように感

じているが、環境といった場合に様々な考え方があるため、必ずしも当てはまらないとも言い

きれない部分がある。協議会の意見としてはどうか。 

●工藤委員 

・生活環境として考えた場合には、この様なことも記述していいのではないかと考えたのだが、

他の方はどの様に感じるか。 

●大井委員 

・その様な即地的な課題は基本計画には馴染まないように感じている。 

・全市を取り巻く問題に発展してきた場合は記述する可能性もあるが、現状では他の計画等にお

いて議論する場があるのではないか。 

○山下氏 

・今複数の委員から書きぶりや課題認識があまいとの指摘があったが、他の委員はどの様に感じ

ているか。 
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●星野委員 

・目標と施策の関係が良く見えない。書いていることが同じ様に見えて、分かりにくいと感じて

いる。 

・課題と解決策というように分かりやすい流れを作ることで、計画全体で何をするのかというこ

とが明確になってくる。 

○山下氏 

・今言っていることは、目標に対して「施策の基本的方向」が同じレベルの様な記述になってい

ることが分かりにくいということか。 

●星野委員 

・それも分かりにくい原因であるが、更にその下の「取り組みの内容」も同じ様な記述となって

おり、課題と解決策の様な分かりやすい流れに見えない。 

・目標の内容や位置づけが曖昧になってきていることが、分かりにくくしている原因か。 

○山下氏 

・本来目標の記述は、「～を目指す」という記述になると思うが、今の案では体言止めで終わって

いることが分かりにくくしている原因かもしれない。 

 

２）「計画の基本理念」、「環境の基本目標」について 

●大井委員 

・目標の表現については、前回の協議の中で長い文章ではなく、すっきりした表現がいいという

ことで委員が合意したと認識している。 

・端的に表現した中で不十分な箇所があれば意見をいうという理解でいいのではないか。 

・前回の長い文章よりも今回出された端的な表現の方が分かりやすく整理されており、更にその

下の基本的方向や取組の内容の中で具体的に記述されているため、構成としてはいいのではな

いかと感じている。 

・私が気になる部分はその先の重点施策の中で、例えば共生のところでは「指針の作成と活動推

進」と書かれているが、「具体的に何をするのか」「どの様に実践していくのか」と言うことの

記述がなされていないように感じる。 

・行政として、書き込みにくいということであれば、それは市民が言い出しても意味がないとは

考えているが、何か考えていることがあるとするならば、計画書の中で具体的に記述した方が

いいのではないか。 

○有田室長 

・環境の基本目標の５つについて、順番や表現についてご意見を頂きたいと考えている。 

・例えば順番に重要度を意味するのか、あるいは順番は関係がなく５つが重要だとするのかとい

うことや事務局案では低炭素として入れているところについては、関連する施策としてはごみ

が関係する物質循環や二酸化炭素が関係する地球温暖化ということになるが、現計画と比較し

た場合には地球環境問題に関わる話としてオゾン層や酸性雨といった話が、施策の中で抜け落

ちていることになる。 

○鍋谷主査 

・前回の協議会において、端的に表現しようという話になった結果から事務局案として提示して

おり、その表現方法について確認していただきたい。 
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・更に議論を深めていく中で、施策の書きぶりに対する提案や重点施策の表現の仕方・取り組み

の内容についても議論を頂きたいと考えている。 

・そのためにも、望ましい暮らしぶりや望ましい環境像、基本目標までの部分で再確認させてい

ただきたいと考えている。 

●星野委員 

・体系図だけをみると、暮らしぶりと重点施策を除くことで計画の流れが分かりやすいのではな

いか。 

●三島委員 

・重点施策がないと施策の方向だけが示され、行動に移る記述がなくなってしまうため、重点施

策は必要ではないか。 

●星野委員 

・確かに行動の記述がなくなることは理解できるが、そう考えた場合には重点施策の書きぶりが

今の状況では曖昧なため、具体的にどのような行動をするのかが見えにくくなっている。 

○有田室長 

・環境基本計画を改定するにあたって、事務局としても悩ましいところがいくつか出てきており、

その一つが先ほど話しにでていた「望ましい暮らしぶり」についてである。 

・現計画を策定した当初は、市民が環境像を考えていく上で、自分たちの暮らしぶりから考えて、

そこに沿った環境像を考えるという形をとった。 

・今回の改定に向けては既に現計画の考え方があるため、事務局としては「望ましい暮らしぶり」

を除いて、環境像からスタートしてもいいのではないかと考えているがいかがか。 

●星野委員 

・現計画の構成に従って位置づけているということであれば、今回の改定に際しては、「望ましい

暮らしぶり」は除いても問題ないし、その方が分かりやすいのではないか。 

○有田室長 

・重点施策と書いているが、中身はプロジェクトのことを指しており、現計画でいうと共生の部

分では市の自然保護計画を意味しており、川のことでは水管理計画、循環ではごみの計画、低

炭素は温暖化防止計画、協働は環境教育・環境学習の方針といったような位置づけである。 

●三島委員 

・そのような意図であれば、そのようにストレートに表現することはできないのか。今の書きぶ

りではいまいち何をしようとしているのかが伝わってこない。 

○有田室長 

・望ましい環境像の中で、地球環境を大切にするまちという言葉が入っているが、環境の基本目

標の中では低炭素という言葉になり、地球温暖化だけで地球環境が狭くなってしまっている。 

●星野委員 

・望ましい環境像の中で、クリーンエネルギーの後に地球環境が来てしまうことや地球環境と歴

史・文化と誇りという言葉が並列で並んでいることに違和感がある。 

●田中委員 

・前回の協議会の中で、環境像の順番について提案があったことや「まち」という文末を「まち

づくり」に変更した方がいいという提案もあったが、その辺りはどの様に反映されたのか。 
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●工藤委員 

・環境目標の５つに関しては、悩み（課題）が見えてこないことに問題があるのではないか。 

・課題を受けて目標を明確に立てる必要がある。 

○山下氏 

・前回協議した中で順番の入れ替えや文言の整理を行っており、特に順番に関しては事務局案と

して、環境白書の順番に合わせている。 

・計画書の中の現況から課題、環境像、目標、施策に至るまでを現段階では白書の順番（自然環

境⇒生活環境⇒物質循環⇒地球環境⇒環境教育）に合わせて構成している。 

○有田室長 

・今の案は、事務局として白書の順番に便宜上整理していると言うだけであり、重要性の高い順

番に並べているわけではないので、その辺りの順番をどうするかについてはご議論いただきた

い。 

○鍋谷主査 

・前回の協議会の中でも環境の基本目標についてはご意見を頂いたが、決着が付いたわけではな

いので、事務局で再検討することとなり、今回再度提示している。 

・事務局で議論する中で、望ましい暮らしぶりと環境像の表現をかき分けることが難しく、近い

表現になってしまうことから、暮らしぶりは要らないのではないかという事務局案である。 

・また、前回の協議会では環境基本計画の改定にあたって、今提示している自然、安全・安心、

ごみ（循環）、地球環境保全（低炭素）、環境学習の５つの目標というキーワードについては合

意している。 

・ただし、表現の仕方等については未確定なため、今回も引き続きご意見を頂きたいと考えてい

る。 

●草野委員 

・目標の順番に関しては、石狩市として特徴的なアプローチの仕方を考えた方がいいのではない

か。特別な軸を考えた方がいい。 

・住んでいる人たちの感じ方であったり、近くに海があるといった地域特性で考えたり、例えば

札幌市の考え方とは変わってきて、石狩市としての特徴が出せるのではないか。 

・私の考えでは、暮らしに近いところからはじめていくことがいいと考えており、重要度という

意味において市民や事業者が読んでいて分かりやすい構成にする必要があると考えている。 

●三島委員 

・目標の順番を検討しているが、最初に出てくることが最も重要という位置づけになるのか。 

・何が重要と言えば、全てが重要になるので、ストーリーを考えて設定してはどうか。 

・環境基本計画を考える場合には、自然があって自然だけであれば環境を考える必要がなく、そ

こに住む人間がいるから考えていかなければならない。 

・従って、人間の生活環境が最初に出てきて、次に自然のことを考え、協働によって循環型社会

や低炭素社会を形成していくことを考えると、計画書を読んだ人も理解しやすいのではないか。 

・そう考えた場合には、望ましい環境像についても、ストーリー性を考えて順番を並べて欲しい

と感じている。今のままでは何がどう環境像として描かれているのかが理解しにくい。 

・何のために計画を考えていくのかを考えれば、人類がいなければ計画自体が必要なくなる。 
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・ストーリーをもって構成を考えていくことで環境基本計画を読んで、環境に興味のない市民の

人たちも何かしなければならないと気付いていくのではないか。 

●大井委員 

・地球温暖化がもっとも重要なことであり、2番目に循環型社会が来て、次に協働や共生が来て、

最後に安全・安心がくるという極端にストーリー展開を変えてしまうこともありではないか。 

●三島委員 

・望ましい暮らしぶりについては、位置づけや経緯から考えても収まりが悪いため、除いてもい

いと私も考えている。 

・いくら計画書を作っても市民に読んで大切さを理解してもらえなければ、何の意味もない。 

・重点施策についてもプロジェクト単位で内容を記述すると非常に分かりやすいし、理解も出来

るのではないか。 

○山下氏 

・環境の目標の順番を考えていく時に今の議論内容を勘案すると人々の生活から入っていくこと

が重要で人の取り組みの流れが読み取れるような順番という理解でいいか。 

・あるいは低炭素からという話も出ているかいかがか。 

●三島委員 

・人間が居なければ、低炭素の話も出てこないため、私は生活環境からスタートすることが望ま

しいと考えている。 

●田中委員 

・誰にこの計画を見せるのか見てもらいたいのかと考えた場合に、やはり市民である。 

・市民が見たときに分かりやすくなければダメで、そこが一番重要である。 

・望ましい環境像は、目標の何処と関係していくのかということが、分かりにくくなっている。 

●三島委員 

・今の環境像の表現の仕方が目標に当てはめてみたくなるような記述の仕方になっている。 

・決して環境像と目標が一対一ではないので、当てはめたくならないように環境像を箇条書きで

はなく文章で表現してはどうか。 

○山下氏 

・先ほどの目標のストーリーの考え方を環境像で文章化して伝えていくことで環境像と目標の関

係性や目標の出てくる順番のストーリー展開が整理されるのではないか。 

●星野委員 

・現計画の中で総合的施策は「川づくりを進めます」「自然の保護を回復します」といったように

具体性のある表現になっており、分かりやすいのではないか。 

○山下氏 

・何をするということがはっきりと書いているから分かりやすいと思うので、今回の重点施策に

ついてもより具体的な表現になるよう工夫する。プロジェクトをイメージして具体的にやるべ

きことを記述することで分かりやすくなると考えている。 

・事務局として再度表現の仕方を検討する。 

●工藤委員 

・その通りであり、理想ではなく現実の実効性を記述する必要がある。 
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●鈴木委員 

・環境の基本目標については、市民が分かりやすい方がいいと認識しているが、言葉を短くしす

ぎて標語のようになっても意味がないような気がする。 

・伝えたいことが端的に表現出来るのであれば別だが、ただ短くまとめてしまっただけでは伝わ

りにくくなってしまう。 

○有田室長 

・望ましい環境像や環境の基本目標などについては、「はじめに」のところで改定の背景と趣旨を

明確にしている。 

・それに準じて構成を考えることが適切である。 

・従って、趣旨と環境像や目標の書きぶりに整合が図られれば、計画書を通じて分かりやすくな

ると認識している。 

●三島委員 

・計画改定の背景と趣旨については、分かりにくいため、「背景」と「趣旨」を分けて書くなど、

明確にして欲しい。 

○有田室長 

・背景と趣旨の記述の仕方については、再度検討して明確にする。 

・また、今日の議論を踏まえて他の箇所についても順次追加・修正を行っていく。 

○山下氏 

・今目標の順番について、市民生活という身近なところから始めるか、逆に地球環境という広い

ところから始めるかと言う話が出ているが、他の意見はどうか。 

●大井委員 

・今日の議論の中では現計画も踏まえて身近な市民生活から書き出した方がいいという意見が多

いように感じるため、その様な方針で検討していいのではないか。 

○山下氏 

・それでは市民生活に身近な安全・安心から始まり、共生⇒協働⇒循環⇒低炭素という流れで再

度検討することでいいか。 

※全員合意した。 

●星野委員 

・目標や施策のところで全て体言止めになっているため、実効性を持たせる意味でも「～する」

といったような表現を工夫してもらいたい。 

○山下氏 

・その辺りのかき分けも含めて、事務局で再度整理する。 

 

 

３）計画の成果目標、環境配慮指針の改定について 

※配付資料について事務局より説明した。なお、成果目標については、今回は例示しているだけ

であり、環境室だけの問題ではないため、今後精査して協議会に提示することとした。 

●大井委員 

・配付資料の中で具体的に数値目標が書けそうなものや例えば「協議会を年 3回開催する」とい

ったような目標についても今後提案してもいいのか。 
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○山下氏 

・その辺りについても協議会の中で提案していただければと考えている。 

●大井委員 

・個別のプロジェクトの中で掲げられている数値目標などについても事務局で整理していただけ

ると議論のたたき台になるため、是非お願いしておきたい。 

○山下氏 

・環境配慮指針の地域分類について、現計画の枠組みに加えて厚田地域・浜益地域でいくのか、

新たな枠組みを考えていくのかと言うことを意見いただきたいと考えている。 

●三島委員 

・厚田地域と浜益地域で分けてしまうことは合併して年月が経っていることからも意味がないと

考えている。 

・それよりも地域の特徴で分類していくことが重要であり、更に森林と海浜は別にした方がいい

のではないか。 

○山下氏 

・基本的には新たな地域分類で事務局案として配慮指針を記述していくこととし、次回の協議会

においてご意見があれば伺うという形を取りたいと考えている。 

●星野委員 

・森林と海浜がひとくくりになるのはおかしく、森林と田園、海浜と水産が一緒になるのであれ

ばまだ分かるが再度検討した方がいいのではないか。 

○山下氏 

・今提示している案は、旧石狩市の地域分類に準じて提示しているだけであり、もう少し精査す

る必要があると認識している。 

・引き続き議論させていただきたいと考えている。 

 

 

３．今後の予定など 

・次回の協議会は９月下旬頃を予定しており、テーマは「改定基本計画（案）づくり（その３）」

ということで合意した。具体的な日程は後日調整する。 

※改定基本計画（案）については、変更部分の差し替えで対応することで合意した。 

 

 

 

以上 


