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【第４回】石狩市総合計画策定審議会開催結果報告書 
平成 26 年７月 30 日 

【日 時】 平成２６年７月１6 日（水）18：00 〜 19：30 

【場 所】 石狩市役所 4 階 401・402 会議室 

【出席者】 ２4 名（３０名中） 

役職 氏名 出欠 役職 氏名 出欠 役職 氏名 出欠 

会⻑ 蛯子 准吏 ○ 委員 川浪 香織 ○ 委員 椿 晃 ○ 

副会⻑ 酒井 志津子 ○ 委員 木脇 奈智子 ○ 委員 永井 利幸 ○ 

委員 會木 秀俊 ○ 委員 佐々木 大介 ○ 委員 中村 武史 ○ 

委員 阿部 佑紀 ○ 委員 笹原 實穗子 × 委員 二上 朋子 ○ 

委員 石丸 千登勢 ○ 委員 佐藤 勝彦 × 委員 林 克弘 ○ 

委員 岩山 直江 ○ 委員 佐藤 眞彰 ○ 委員 原 俊彦 × 

委員 梅田 真史 ○ 委員 澤 伊三男 ○ 委員 藤田 宏司 ○ 

委員 大津 幸司 × 委員 白井 かの子 ○ 委員 堀内 智睦 × 

委員 大山 清愛 ○ 委員 髙梨 朝靖 ○ 委員 向井 邦弘 ○ 

委員 加藤 博典 × 委員 竹口 尊 ○ 委員 若林 厚⼀郎 ○ 
※正副会⻑を除き、五十音順 

□事務局等 石狩市企画経済部 

加藤部⻑、佐々木ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当課⻑、上窪主幹、池内企画担当主査、⻘木企画担当主任 

株式会社 KITABA 

酒本代表取締役社⻑、窪田ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ、内匠ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ、安達ﾌﾟﾗﾝﾅｰ 

【傍聴者】 １名 

【次 第】  

１．開会 

２．総合計画骨子案の説明（ミッション・ビジョン・戦略プロジェクト） 

３．グループトークの進め方について 

４．グループトーク 

５．その他 

６．閉会 
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＝＝=＝＝＝ 審議内容の記録（審議経過、質疑・意⾒ 等） ＝＝＝＝＝＝ 
※ 以下の質疑・意⾒については、○は委員発言要旨、●は事務局発言要旨。 
 

１．開会 

 

２．第５期石狩市総合計画骨子案の説明  ※事務局より説明 
・第 5 期石狩市総合計画骨子（案） ※別添資料参照 

・第５期石狩市総合計画のミッション・ビジョン ※別添資料参照 

 

＜質疑・意⾒＞ 

○資料の言葉（専門⽤語）が分からないため⽤語集を是非作って欲しい。 

●片仮名の⽤語が分からない等の点を踏まえ、⽤語集の作成を⾏う予定である。 

 

○石狩湾新港の定義について説明不⾜なのではないか。総合計画の中ではどのような位置付けなのか。 

●ご指摘があった点については、別の機会に改めて委員の皆様にご説明する。 

 

○説明の中で人口・子どもが減っているとの話しがあったが、13 の戦略プロジェクトの中で人口増の

施策はあるか。 

●人口を直接増やすような人口増加プロジェクトは設けていないが、13 の戦略プロジェクトを実⾏す

ることによって、例えば今住んでいる人を転出しないようにする、外から人を呼び込めるようにす

る、人が育ち、次世代の循環に繋がっていくというものを目指している。13 の戦略プロジェクトで

目指しているものは、まさに人口増加なのではないかと考えている。 

 

３．グループトークの進め方について   ※事務局より説明 
13 の戦略プロジェクトで、これだけは残して欲しい、忘れないで欲しいという意⾒をグループで話

し合い、出していただく。 

 

４．グループトーク 
 ※【各グループの意⾒】については、４ページ以降を参照。 

 

＜コメント＞ ※事務局より 

○たまねぎグループ 

地域の方が交流し、雰囲気を良くしていく。公共交通機関を充実させる等の意⾒があった。  
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○ねぎグループ 

ねぎグループは全体的に新しいアイデアがあった。石狩産の農水産物を活かす、厚田・浜益では地

域おこし協⼒隊を活かしながらサポートして⾏く、観光地として活性化させて⾏く等の意⾒があった。 

 

○しいたけグループ 

地域間の交流促進化、JR 等があった方が良いのではという意⾒や、高齢者が⻑く働けるようにする

という意⾒があった。 

 

○キャベツグループ 

 石狩湾新港のダイナミズムを活かす意⾒が多かった。新港にどのような企業があるかあまり知られ

ていない、工業団地・新港と住宅地がバラバラになっているので⼀体化を図りながら、新港を活⽤し

てはどうかとの意⾒があった。 

 

○さけグループ 

 コミュニティバスの充実、６次産業化、地域ブランドを作る、国際化を図るという事で国際大学を

作るのはどうかとの意⾒があった。 

 

次回以降の審議会では、これらをさらにブラッシュアップして詳細を検討し、都市像を実現できる

ように考えていく。頂いた意⾒は事務局で整理し、後日皆様にお渡しする予定である。 

 

 

６．その他（事務連絡） 
� 次回の審議会から分科会という事で、全体を２グループに分け、13 の戦略プロジェクトについて

具体的に進めていく。第 1 分科会はコミュニティシティ、第 2 分科会はグリーンシティ・クリエ

イティブシティで、分科会調査票の希望箇所に○印を記入し、今月中に提出をお願いする。 

  本日ご出席の會木委員から、フリッパー（冊子）の提供をいただいており、春号で石狩市が特集

されているので、お帰りの際にお持ち帰りいただきたい。 

 

７．閉会 

 

 
 

 

 

平成 26 年７月 30 日 議事録確定 

  石狩市総合計画策定審議会 会⻑ 蛯子 准吏 
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【各グループの意⾒】 
（※13 の戦略プロジェクトのうち、意⾒が出されていない項目については表から除いている。） 

 

○キャベツチーム 

プロジェクト 意⾒ 

2. 市⺠の健康が原動⼒
プロジェクト 

・石狩市⺠の健康づくり。 
・ICT 活⽤により札幌に⾏かなくても地域の病院で専門知識を得る。 

3. 地域の子育て⼒ＵＰ
プロジェクト 

・子育て世代のための地域をつくり、子どもにかかる公共経費の削減を図る。 
・学生（若者）に新港の企業を⾒学させる（就職活動の⼀環とする）。 
・石狩に来たら子育ては大丈夫。 
・クチコミを大事にする。 
・子育て支援施策に重点を置く。 

4. 高齢者の活躍の場づ
くりプロジェクト 
 

・働ける高齢者を活⽤することで、人不⾜に対処することが必要。そのための
起業支援を⾏う。 

・雇⽤する企業への援助。 
・高齢者の雇⽤情報の開示。 
・高齢者の職業訓練。 
・働ける高齢者のデータバンクをつくり、企業に紹介するシステムをつくる。 
・健康で⻑生きできる社会づくりのために高齢者の活躍の場を増やす。 

8. 石狩湾新港地域のダ
イナミズムを活かすプロ
ジェクト 
 

・石狩農林水産業、石狩ブランドの強化。 
・石狩湾新港企業の紹介（どんな企業があるかわかっていない）。 
・新港地区の企業に就職を勧める政策を。 
・石狩湾新港を工業だけでなく、農業・林業と結びつける。 
・それぞれのパート（石狩湾新港、工業⽤地、住宅⽤地）で農業・林業が分断

されている→結びつける。 
・エネルギーを利⽤してコミュニティの場などをつくる（電⼒など）。 

9. ISHIKARI 創造産業
プロジェクト 

・企業が元気になれる仕事づくり→雇⽤につながる→若い世代・高齢者の雇⽤
→石狩の人口プラス。 

10. 石狩の顔づくりプロ
ジェクト 
 

・地域ごとにそれぞれ特色をもたせる。 
・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。 
・海、山、川など自然を生かした文化づくり。 
・自然エネルギーの創出。 
・住⺠が楽しめる、集まりたくなる広場等の開発。 

11. 厚田浜益を守り育て
るプロジェクト 
 

・厚田浜益地区の高齢者をなるべく都市部に集中させ、公共負担を少なくする。 
・観光の農業・漁業。 
・厚田浜益は自然が茂っている。 
・厚田浜益を北海道の⾷料基地として大切にする。 
・厚田浜益地区に活動推奨を。 
・厚田浜益への観光プロジェクト（⾷、宿、交通など）。 

13. 世界レベルの人材育
成プロジェクト 
 

・ライフラインの整備（計画的に）。 
・水道、道路、橋、ガス等を設置してから 20〜30 年以上経ったので、⾒直す

必要がある。 
・高度教育機関の設置。 
・災害に強いまちづくり、これを達成すれば人が集まる。 
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○しいたけチーム 

プロジェクト 意⾒ 

1. コミュニティによる
地域運営プロジェクト 

・近所付き合いに⼒を入れる。 
・地域支援事業（介護保険制度）を意識した（連携した）計画・目標づくり。 
・世代間の交流の促進。 
・地域性に目を向けた計画づくり（花川南・北、中学校区）総合的な視点では

コミュニティ育成、目標づくりは難しい。 
・就労場所の確保。 
・道の駅などをつくり、地域性の高い商品を置いて市場のようにする。 

2. 市⺠の健康が原動⼒
プロジェクト 

・体操を通して元気に。 

3. 地域の子育て⼒ＵＰ
プロジェクト 

・市⺠が実感できる政策。 
・子育てに必要なお⾦を補助。 
・⼥性雇⽤（既婚者・⺟子）の別の考えは必要。 
・⺟子世帯（父子世帯）に目を向けた計画づくり。 
・児童館等での世代交流。 
・栄養教育（幼児に対して）を⺟親に⾏う。 
・放課後の子どもの世話。 
・幼児、小学生時期に補助⾦を出して、若い家族が石狩で暮らして得をするよ

うに（古⺠家のリフォーム助成など）。 
4. 高齢者の活躍の場づ
くりプロジェクト 
 

・困ったことは、みんなで協⼒しあう。 
・高齢者の仕事を増やす。 
・高齢者の貴重な話を聞く。 
・高齢者の雇⽤をすすめるために会社をつくる。 
・⻑く働けるまちづくり。 
・得意分野を発表できる場所。 

5. 手話文化が広がる地
域社会プロジェクト 

・手話を通して障がい者の話を聞く。 
・毎日笑って元気を出す。 

6. ＩＣＴによる市⺠⼒
向上プロジェクト 

・誰もがこれに関わるのは難しいが、今後は必要となる情報。 
・ICT を使った教育。 

7. エネルギーで儲けて
市⺠に還元するプロジェ
クト 

・石狩の風、水、太陽でエネルギーを生み出す。 
・⾏政区分の垣根を外す、地域の協調。 
・従来の雪対策ではだめ。⻑期的な⾒直しまたは雪を味方にする対策。 

9. ISHIKARI 創造産業
プロジェクト 

・石狩にもっと仕事を増やす。 
・商品開発に⼒を入れる。 
・石狩に JR を通す。 

10. 石狩の顔づくりプロ
ジェクト 
 

・石狩の特産物を PR する。 
・情報発信。 
・住⺠が集う場所。 
・道の駅。 
・石狩の冬の課題は、吹雪と交通アクセスが悪い。 

11. 厚田浜益を守り育て
るプロジェクト 
 

・買い物難⺠をなくす。 
・⼀次産業の復活。 
・厚田と浜益はひとくくりで良いのか（地域性と同じ）。 
・守るのではなく、積極的に外に発信。 
・宿泊できる場所をつくる。 

12. 世界に誇る石狩文化
創造プロジェクト 

・住⺠の意識づくり（健康・教育・暮らし）。 
・誇りを持つ、石狩を愛してもらう。 

13. 世界レベルの人材育
成プロジェクト 
 

・市内小学校に特徴づけたものをつくり、育成するプロジェクトをつくる。 
・外国人との交流にもっと⼒を入れる。 
・国際交流。 



－ 6 － 
 

○さけチーム 

プロジェクト 意⾒ 

1. コミュニティによる
地域運営プロジェクト 

・コミュニティバスの充実→札幌への接続。 
・地域⼒（住⺠）を活かした組織活動（防災・防犯）。 
・住⺠組織による⾝近な事業の実施（除雪・公園管理）。 

2. 市⺠の健康が原動⼒
プロジェクト 

・市内でコースが充実したウォーキング会場（海・林間・山など）の整備。 
・介護の社会化、中学、高校での教科化。 

3. 地域の子育て⼒ＵＰ
プロジェクト 

・「地域教育」プロジェクトとは何かを明確にしたい。生涯教育、社会教育、学
校教育、幼児教育、保育、療育などどこまで入れるのか。 

・「⾒守り体制」とは、地域コミュニティなのか、ボランティア育成なのか、も
っと広いのか具体的に示す必要がある。 

・⼥性の雇⽤機会の拡大。保育所等子ども施策と裏表、人口減少の点からも「共
働き家族が暮らしやすいまち」をうりにしたい。 

・引きこもりが少ないまち、友達やサークルの多様化、気軽な参加。 
4. 高齢者の活躍の場づ
くりプロジェクト 

・高齢者を対象とした有償ボランティア制度の確⽴。 

5. 手話文化が広がる地
域社会プロジェクト 

・「障がい者」ではないか。手話だけなのはプロジェクト名として？ 

6. ＩＣＴによる市⺠⼒
向上プロジェクト 

・高齢者の⾒守りに ICT を活⽤するには、準高齢者世代から ICT 教育をする必
要がある。 

7. エネルギーで儲けて
市⺠に還元するプロジェ
クト 

・エネルギーで儲けるとはどういうことか。 

8. 石狩湾新港地域のダ
イナミズムを活かすプロ
ジェクト 

・フイッシュマンワークなどの基地を整備し、観光発信。 
・ロシア、中国等貿易を意識した国際大学。 

9. ISHIKARI 創造産業
プロジェクト 

・9 と 10 は統合してよいのではないか。 
・6 次産業、果樹園などを重視するのが生活者として良いと思う。 
・新港の外国航路をとにかく確保する。 

10. 石狩の顔づくりプロ
ジェクト 
 

・外国人観光客に石狩文化を体験させる。 
・このために石狩の歴史と文化をきちんと整理し、マイスター制をしく。 

11. 厚田浜益を守り育て
るプロジェクト 
 

・観光や 6 次産業の核となる場所をつくり、人や物の流れ、情報の集中化を図
る。 

・現実には、厚田浜益の切り捨てが既に⾏われていると思う。 
・増えすぎた⿅等の利⽤。 

13. 世界レベルの人材育
成プロジェクト 

・「世界レベル」という表現は抽象的で大げさ。 
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○たまねぎチーム 

プロジェクト 意⾒ 

1. コミュニティによる
地域運営プロジェクト 

・歴史の継承。 
・高齢者の⼀人住まい住宅の⾒守り体制づくり。 
・近隣所との交流の活発化。 
・交流の場。 
・市⺠が⼀体となるお祭り（⾏事）、大人も子どもも交流する場に。 
・地域連携まちづくり。 
・地域住⺠参加のイベント等。 
・地域で支える子育て、お⺟さんたちの交流。 

2. 市⺠の健康が原動⼒
プロジェクト 

・大人の⾷育。 
・スポーツ祭りなどの開催。 

3. 地域の子育て⼒ＵＰ
プロジェクト 

・子どもたちが学習できるフリースペース。 
・家族で遊べる場所。 
・町内会（子ども会等の子ども主体の活動）。 
・石狩体験学習。 
・障がい児への支援（隔たりのない交流）。 
・自然を活⽤した遊び。 
・ユニセフ⻘年部と協⼒した活動。 

4. 高齢者の活躍の場づ
くりプロジェクト 
 

・⾷の伝承。 
・高齢者の町内会単位でのコミュニティづくり。 
・趣味・技術のデータベース化。 
・高齢者の具体的な働く場づくり。 
・住宅地の雪捨場の確保。 

6. ＩＣＴによる市⺠⼒
向上プロジェクト 

・相互の語学学習。 
・海外交流。 

9. ISHIKARI 創造産業
プロジェクト 

・公共交通機関の充実。 
・特にバスが増えると良い。 

10. 石狩の顔づくりプロ
ジェクト 

・ご当地ヒーロー、ゆるキャラ。 
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○ねぎチーム 

プロジェクト 意⾒ 

1. コミュニティによる
地域運営プロジェクト 

・市の広報誌に市⺠の声をもっと載せられるような取組→全てのプロジェクト
につながる。 

・各活動に対して多くの人に声掛けをする。 
2. 市⺠の健康が原動⼒
プロジェクト 

・予防医学セミナーの定期開催（国保負担の軽減）。 
・声掛け、誘い。 

3. 地域の子育て⼒ＵＰ
プロジェクト 

・中学生以上の子どもたち⽤の情報も、市の子ども情報誌にできるだけ取り上
げて欲しい。 

・あいさつ、礼儀が⾝につく。 
・少子化に対する石狩独自のプロジェクト。 

4. 高齢者の活躍の場づ
くりプロジェクト 

・石狩市シルバーコンシェルジュ制度の創設（現役時代のキャリアを活⽤して
もらう）。 

・企業誘致、ベンチャー企業が育つ石狩市に。 
5. 手話文化が広がる地
域社会プロジェクト 

・弱者にやさしいまちづくり。 

6. ＩＣＴによる市⺠⼒
向上プロジェクト 

・市⺠による Facebook での情報発信（市役所内に Facebook 課を設置）。 
・市⺠⽤ブログや情報交換のできるホームページの開設。 

7. エネルギーで儲けて
市⺠に還元するプロジェ
クト 

・企業とドッキングした充電を考えたい。 
・他市より低価格な電気代。 

8. 石狩湾新港地域のダ
イナミズムを活かすプロ
ジェクト 

・安定した雇⽤の創出。 

9. ISHIKARI 創造産業
プロジェクト 

・企業誘致のための規制緩和を⾏う。 
・観光、地物、風景、産業の確⽴。 

10. 石狩の顔づくりプロ
ジェクト 
 

・石狩市全域⼀体のイベントの開催（特に⾷に関して）。 
・石狩産の農水産物を使った⾷品の開発（簡単・おいしい・手軽といったキー

ワードで⾷べられるもの）。 
・ゆるキャラ、ライダーさんをもっと知ってもらう。 
・とれのさとに色々な方（有名な方）が来て、話題になっている。 
・石狩市⺠なら知っている祭り、踊り、歌などの創出。 
・LRT が無理であれば、BRT の導入を検討。 

11. 厚田浜益を守り育て
るプロジェクト 
 

・地域おこし隊の活動をサポート。 
・ゲストハウスをつくる（若者の誘致）。 
・通信インフラのひかり化。 
・物流業界や⺠間企業とのマッチングしたビジネス。 
・TV 出演はとても話題となった。 
・数少ない若者を集めて、将来に向けてのチームをつくる。 

12. 世界に誇る石狩文化
創造プロジェクト 

・専門分野およびアスリートが石狩に来て指導してもらう。 
・情報発信。 
・独自のあいさつ。 
・独自の観光物、体験をつくる。 
・石狩ブランド。 

13. 世界レベルの人材育
成プロジェクト 

・6 次産業の人材、顔になる専門学校、大学、大学校の誘致。 

 
 

 
 


