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【第１回】石狩市総合計画策定審議会開催結果報告書 
平成 26 年 1 月 21 日 

【日 時】 平成２５年１２月１９日（⽊）15：30 〜 18：00 

【場 所】 石狩商工会館 ３階 大会議室 

【出席者】 ２５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、あいうえお順 

□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、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】 ２名 

【次 第】  

１．開会 

２．市⻑挨拶  

３．会⻑・副会⻑の選出について 

４．第 5 期総合計画策定に関する説明 

・計画策定の進め方・スケジュール 

・総合計画が目指すもの 

５．グループトーク 

・第 5 期総合計画の考え方【情報提供】 

６．その他 

７．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（事務局） 

２．市⻑挨拶 

３．会⻑・副会⻑の選出について 
中村委員より、会⻑には北海道大学教授の蛯子委員、副会⻑には石狩商工会議所の酒井委員の推薦があ

り、委員異議なしとのことから選出された。 

 

＜事務局からの提案（審議会の進め方について）＞ 

●議事録については要点筆記とし、会⻑が確認した上で委員に配布する。 

●傍聴者の意⾒については、⽂書での提出を認める。 

＜質疑・意⾒＞ 

○傍聴者から提出された意⾒は、審議会でどのように反映していくのか。 

●総合計画の策定にあたっては市⺠と協働で策定することを中⼼に進めてまいりたいと考えており、傍聴

者からの意⾒は、参考意⾒として審議会委員の皆様と共有することを原則としたい。 

※事務局からの提案について、委員異議なしとのことから承認された。 

 

４．第５期総合計画策定に関する説明（※事務局より説明） 
●「計画策定の進め方・スケジュール」について（別添資料参照） 

●「総合計画が目指すもの」について（別添資料参照） 

＜質疑・意⾒＞ 

○バランスの良いまちづくりをしていくために、いしかりのまちの⽴ち位置（他市と⽐べて）を委員で共

通認識することが大事だと考えるため、札幌に隣接しているまち（江別や当別、北広島、恵庭、千歳 等）

と我がまちの⽐較表（いしかりが他のまちと⽐べ優れている点、劣っている点）を資料として提出してい

ただきたい。  

●人口規模や社会的背景等があるため、事務局で研究し、次回の審議会で資料を提出する。 

 

５．グループトーク 
 ・「第５期総合計画の考え方（情報提供）」について事務局より説明（別添資料参照） 

 ・「30 年後のいしかりに向けて」をテーマにグループトークを実施（４〜５人/１グループ×５グループ） 

  ※時間の関係上、「１家に１冊の総合計画」をテーマにしたグループトークは⾏わないこととした。 

＜発表＞  

○たまねぎグループ （メンバー：酒井副会⻑、岩山委員、大津委員、加藤委員、林委員） 

・厚田・浜益地区の観光資源の活用 

 海のまち「いしかり」にふさわしい、船上レストランを作る。 
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・やさしいまちづくり 

若者の働く場所や、⼥性の働きやすい環境（子育てしやすい環境）をつくる。 

・交通問題 

 LRT※（Light Rail Transit）を導入するなど検討する。新琴似駅あたりから石狩庁舎まで導入することに

より、新港地域の活性化等にも繋がるものと考える。 
 

※LRT とは、Light Rail Transit の略で、低床式⾞両(LRV)の活用や軌道・電停の改良による乗降の容易性、定時性、速達

性、快適性などの面で優れた特徴を有する次世代の軌道系交通システムのこと。 

 

○ねぎグループ （メンバー：竹口委員、椿委員、永井委員、二上委員、若林委員） 

・花川北地区の⼟地利用の⾒直し 

 店舗等（コンビニやスーパー）を⽴地できるよう⾒直しを図り、⾏動範囲が限られてくる 70〜80 代の

高齢者にとっても住みやすいまちをつくる。 

・福祉施設の充実 

 福祉施設を充実させることで、高齢者に住みやすいまちになるのではと考える。 

・交通アクセスの改善 

石狩市だけでは難しいため、「石狩湾新港の発展のため」と考えると可能性が広がるのではないか、そう

すると石狩市の発展にも繋がる。（札幌市から石狩湾新港に通勤者が増えているため） 

 

○きゃべつグループ （メンバー：會⽊委員、石丸委員、⽊脇委員、白井委員、中村委員） 

・厚田・浜益の農業や自然をクローズアップ 

夏場に外国人観光客や本州のリタイア組を誘致する 

・日本海の荒波をエネルギーにする 

 荒波を逆⼿に利用して、波⼒発電などエコロジーな取り組みをする（アピールする） 

・高齢者へのポジティブな仕組み 

 「シェアハウス」や「友達村」などをつくり、人が助け合う地域をつくる 

 

○しいたけグループ （メンバー：佐藤（勝）委員、佐藤(眞)委員、澤委員、藤田委員、向井委員） 

・産業の活性化 

 石狩湾新港を中⼼とした⼀大産業都市として発展させるべきではないか。 

 石狩湾新港を拡充し、インフラ（道路・交通アクセス）の整備をすることで、外国からの貿易（中国・

ロシア）が増え、港が発展する。30 年後のいしかりを考えた時、今の石狩の強みは石狩湾新港ではないか。

世界に向けて石狩湾新港を整備することで、厚田や浜益も⼀緒に発展できるのではないか。 

 

○さけグループ （蛯子会⻑、梅田委員、大山委員、佐々⽊委員、高梨委員） 

・地域での雇用 

 地元（石狩）で働ける環境をつくる（就職で石狩から出ていかない環境をつくる） 
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・石狩の歴史・⽂化を自慢できるようなまち 

 「石狩市出身」とどこでも自信をもって答えられるようなまちをつくる 

・さけ以外にも名物があることを、「大きな声で⾔えるまち、自慢できるまち」 

 石狩といえば「さけ」というイメージがあるが、それ以外にも名物があるため 

＜まとめ＞ 

●30 年後石狩がこんなふうになったらいいなという多くの意⾒をいただいた。次回も大きなテーマとし

て検討してまいりたいと考えている。 

 

＜審議会全体と通しての質疑・意⾒＞ 

○石狩市が取り組んでいる「子育て⽀援」の資料を用意していただきたい。 

●平成 25 年度⾏政評価の結果が、市役所内部の取り組み内容を示しているものの⼀つではあるが、次回

子育てに関する事業等に着目したご説明もさせていただきたい。 

 

○「30 年後のいしかり」については、ここに参加している方はイメージがわきづらいため、近い未来をイ

メージしたほうが活気的な話し合いができるのではないか。今後、具体的な視野の⾒えるようなスパンで

話し合いできればと考えるが。 

●近い未来だけを詰めて話す方法もあるが、石狩の将来（ベクトル）を持ちつつ、今何をすべきか等を話

し合いできればと考えている。 

 

○市⺠の中には、人口の少ないまちでゆったりと過ごしても良いと考える人もいると思うが、人口が増え

ないとまちは成り⽴っていかないといった現実的な問題を市⺠はわからない。人口を増やしていかないと

まちづくりは成り⽴たないのであれば、何かアンバランスな感じがする。 

●これから 30 年というものは日本経済がどうなっていくのか非常に不透明であり、委員の皆様の知恵を

出し合い総合計画をつくっていかなければならない。30 年後というものをひとつ念頭に置きながら討議

を進めていければと考えている。 

 

○同世代や知人に審議会の内容をお伝えしてもよいのか。 

●審議会は公開となっているため大丈夫である。 

 

６．その他（事務連絡） 
●次回の日程調整について 

●第２回審議会について（第４期総合計画の検証 等） 

 

７．閉会 

平成 26 年 1 月 21 日 議事録確定 

  石狩市総合計画策定審議会 会⻑ 蛯子 准吏 


