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平成１８年度第２回総合計画策定審議会 

 
日 時 平成１８年６月７日（水）午後１時３０～午後４時 
場 所 石狩市役所 ２階 ２０１会議室 
出席者 前野会長、六川副会長、須田委員、阿部委員、角川委員、前田委員、二上委員、 

名手委員、山田委員、吉田委員、三上委員、関委員、糟谷委員、立浪委員、羽場

委員、羽田委員、大井委員、松井委員、松尾委員、林委員、太斎委員 
（田中委員、景井委員、菅原委員、横山委員、伊藤委員、高田委員、沢田委員、

池田委員、柴田委員は欠席） 
傍聴者 ３人 
議 題 第４期石狩市総合計画基本構想（素案）について 
 
 
 
○前野会長：それでは時間になりましたので、始めさせていただきます。 
第４期石狩市総合計画の基本構想に関する審議会は、みなさまのご協力によりまして、

前回までで基本的な内容に関して議論が進み、今日の会議で基本構想に関してはいいとこ

ろまでいくのではないかと思います。 
いつもと時間的なスケジュールが違いますので、事務局から説明をお願いしたいと思い

ます。 
○事務局（尾山課長）：今回の審議会の進め方につきましては、前回の審議会で事務局にお

いて検討することとなっていた事項について審議していただきます。それが終った段階で、

今度は市に答申をしていただくための冊子を事務局でつくる作業に入り、その出来上がっ

た冊子をみなさんにお配りします。それをもとにしまして、会長から市長へ答申として渡

していただくという流れになりますので、よろしくお願いします。 
○前野会長：今事務局からお話ありましたように、審議が順調に進んだ場合、事務的な作

業はありますが、市長に早めに来ていただいて答申を渡すということです。議論が長引く

ようであれば、午後３時３０分ぐらいに答申するということになりますので、よろしくお

願いします。 
 それでは、早速審議に入りますが、前回で大方の議論は出尽くしたと思います。そのこ

とを踏まえて資料を作っていただいています。今日は資料が２枚出ておりますが、１枚目

は前回の審議及びそれ以降に修正となったものの事務局案でございます。もう１枚は、前

回私のほうで考えてきますと約束しました審議会から市長に答申する答申書（案）でござ

います。 
それでは事務局から資料の修正箇所対照表に基づいて説明をお願いします。 



- 2 - 

○事務局（尾山課長）：それでは私のほうから、前回言われていました修正部分につきまし

て説明します。まず基本構想修正箇所対照表の両面に修正箇所を記載していますのでそち

らをご覧ください。１つめの将来像の部分でありますけれども、前回の審議において「あ

い風と人間
ひ と

が輝く活力のまち・石狩」の「あい風」の部分に注釈を付け加えたほうがいい

ということになりましたので、注釈としまして『「あい風」とは夏そよそよと吹く涼しい

北寄りの風のこと。冬の北西の季節風は冷たく、降雪や吹雪をもたらすが、春になると止

み、海は穏やかになる。特に、春から夏にかけ快晴のもとで吹く弱い北寄りの風（場所に

よって北東から北西の北寄りの風）は、古くから「あい風」と呼ばれ、石狩、厚田、浜益

の漁民を中心に、海面を穏やかにする順風として歓迎され、また豊漁、漁の安全、野山を

色づかせるなど、幸せを運ぶ風と言われてきた。』という部分を付け加えたいと思います。 

前回本文の中で北西の風と表現してきまして、この北西の風についていろいろ調べみま

したが、一概に北西の風とは言い難い部分がある。そして「あい」というのは北を示すと

表現されているものも多くあります。そうしたことで「北西の風」を「北寄りの風」と表

現したほうがいいのではないかという判断になりまして、このような表現にしています。

このため、本文の中でも「北西の風」を「穏やかな北寄りの風」に変更しています。 

続きまして、基本理念の部分でこれも注釈の部分ですけれども、注釈の中の文章表現で

「それでもできないこと」というのは誤解を招くのではないかということがありました。

それで今回修正した表現としましては、『自分の責任で、自分自身が行うことを「自助」、

自分だけでは解決や行うことが困難なことについて、周囲や地域が協力して行うことを「共

助」、個人や周囲、地域あるいは民間の力で解決できないことについて、行政が行うことを

「公助」という。「補完性の原則」ともいう。なお、行政は「自助」や「共助」が機能する

ための環境を整える役割も持つと考えられる。』というように表現を変更しています。 
 次に「まちづくりの体系と方針」の本文ですけれども、前回「具体化した３つの原則と

し」という表現を「に基づく３つの原則」としたほうがいいのではないかという意見があ

りましたのでそのように修正しています。それによって体系図も同様に修正しています。 
 次に「８．重点プロジェクト」ですけれども、プロジェクト２の中で、前回「海・川・

山などの自然の積極的な保全・利活用・再生を市民参加のもとで進め」という部分で文章

がぶつぶつと切れたような感じなので、いい表現はないかという前回の意見でしたので、

今回「海・山・川などの自然を市民参加のもとで積極的に保全し、再生し、さらに利活用

することにより」という文章に変更しています。 
 以上が前回の意見をもとに事務局で修正した部分であります。 
○前野会長：ありがとうございます。対照表に基づいて説明していただきましたけれども、

４点議論ということになります。将来像、基本理念、まちづくりの体系と方針、そして重

点プロジェクトの表現の部分です。順に議論していってもよろしいのですが、将来像の部

分の「あい風」に関するところは時間をかけて議論したほうがよろしいのではないかと思

いますので、最後の方から進めていきたいと思いますがよろしいですか。 
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（異議なし） 

 
○前野会長：それでは、まず重点プロジェクトですが、修正前は「保全・利活用・再生」

ここの部分について中の点で書いています。それを「保全し、再生し、さらに利活用する

ことにより」という表現に変えています。ここの部分についてご意見ございませんか。 
○名手委員：８番の修正された文章の中で、前回申し上げたのは、ただ漢字を並べるだけ

ではなくてスムーズな表現にしてほしいということと、「利活用」という言葉が一般的なの

かという２つをお聞きしたわけです。最初のほうについては平易な言葉に修正しているの

ですけれども、「利活用」という言い方をするかどうか。文章を読まないで「利活用」とい

う言葉を聞いた人はどういうことなのだろうと思うのではないだろうか。 
○事務局（尾山課長）：自然というものを総体的に捉えたときに、利用か活用という言葉し

かないと思います。国や行政などでは自然を保護する段階でよく使われている言葉には「利

活用」という言葉がでてきます。それで流れでいくのですけれども、保全、再生、利活用

という部分が各自治体の中ではよく使われているのが現状です。こちらの構想も総体的な

自然環境ということを考えましたので、そのまま引用しているということです。 
○前野会長：自治体行政では利活用という言葉が使われることもあるということですね。 
○名手委員：役所や行政の方はそういう言葉に使い慣れているが、一般の人は使い慣れて

いない。そういう言葉が随所に出てくる。さっき言いました漢字だけを並べることは役所

の人は慣れているかもしれないが、われわれが文書を読むと理解しにくい。ですからそう

いう言葉の使い方を直していただきという主旨で前回申し上げたのですけれども、利用す

るのか活用するのか、利用して活用するという文章に書き直すのかという意味で申し上げ

たのですけれども。 
○前野会長：他の委員からもご意見をいただきたいと思います。 
○松尾委員：携帯電話の国語辞典で調べてみましたが、利活用という言葉は出ないですね。

一般的な言葉ではないのかなと思います。利用・活用という表現のほうがいいのではない

かと思います。 
○羽田委員：私も前回気になっていたのですが、「保全し、再生し、さらに利活用する」と

なっているのですけど、これ本当に積極的に書いていると思います。「市民参加のもとで進

め」となっていますので。確かに自然環境にもっともっと人が踏み込めるようにしたほう

がいいと考えている人もたくさんいますし、せっかくある自然も壊れかねないようなこと

も含めて、こういう表現だと一言足りないかなという感じがしたんですね。絶対、利用・

活用してはいけないと言えない。この都市の中の自然を大事にすることは大切ですけど、

「さらに利活用」するとなると認めてしまうというか合意のもとというか、保全と再生を

して市民参加のもと合意があってから利用・活用を進めましょうということだったらわか

るのですけど、全部並べると全部 OK だったらどんどん利用・活用を進めるのかと。一方
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では土地利用でここは農業ゾーンとかいろいろ決めてこの総合計画の中でやっていますよ

ね。それも一つの自然といえば自然ですし、だからこういうものの利活用ということを並

べて出すと同じトーンで理解されるかなと感じるのですね。もう一言さりげない言葉が必

要かなと思います。 
○前野会長：この部分、並んで積極的に保全し、再生し、さらに利活用するとなっていま

すが、利活用ということを積極的に進めるときに懸念される環境の問題とか、観光のこと

が心配されると思うのですが、そのことは保全というところでカバーされていると思いま

す。よろしいですか。 
○名手委員：羽田委員が言われたことも一理あるのですけども、自然はいろいろありまし

て、保全して再生してさらに利用して活用する。そのある特定の部分を捉えたときに、最

終的に利用して活用するというところまでいかなくてもいいのではないか。保全は保全、

再生は再生。例えば防風林であればそういうふうにして置いておくというのも一つの方法

である。札幌市の屯田あたりの防風林ですと、中を散歩道にして利用して活用しています

けど、あれはあれで一つのやり方なのでしょうけども、石狩の場合はどうするのかと考え

たときに、利用・活用までいかなくても自然をそのままにおいておくということを一つの

例として考えるなら保全し再生されるわけですよね。それを次に活用しようとなればそれ

はそれで議論があろうかと思うのですけれども。 
○前野会長：そういうのは活用ということになるかと思うのですけど。 
○名手委員：全部活用というところまでいってしまうという懸念があるので、全てそこま

でいかなくてもいいのではないかということなのですけれども。 
○林委員：私もそう思うのですが、前の書き方ですと保全・利活用・再生が対等ですよね。

これがさっき言ったような主旨に直っているのではないかと私は理解したのですけれども。

といいますのは積極的に保全し、再生しとなっているので、積極的にやるのは保全と再生

ですよね。そして「さらに」という言葉を加えたことにより利活用という言葉はこれと別

なものとなっているのではないかと思っているのですけれども。 
○前野会長：そのことについていかがでしょうか。 
○羽田委員：私は積極的に保全し、再生したら利活用していいのかと同じように見えるの

で文章を切るわけにはいかないかと思うのですが。 
○松井委員：修正前の文章ありますよね。保全・再生を市民参加のもとで進めて利活用す

るということなので、意味としてはこれで包括できるのではないかと思います。 
○前野会長：前回配布された冊子を見ていただきたいのですが、今ここに出されている文

章ですが、「本市の魅力を一層高めるとともに、環境にやさしく活力のあるまちづくりをめ

ざします。」と続いているわけですから、利活用という言葉は問題があるかもしれませんが、

保全し、再生し、さらに利用あるいは活用ということは文章がつながっているように感じ

ますけれども。 
○角川委員：今の件ですけれども、保全して再生して当然そのままというわけにはいかな
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いと思います。それを利活用とありますけれども、本来の意図としては自然を保全してそ

れをまちづくりに活かして、共生していくという意味合いがあると思うので、今ある自然

を活かしながら人も一緒に生きていく、この環境の中で自然を活かしながらまちづくりの

一つとして取り組んでいこうという意味合いがあると思います。例えば自然と共生してい

くという表現があれば利活用よりはいいと思いますが。 
○前野会長：今最終的な文章つくりの段階ですので、具体的にこうしたほうがいいという

のがあればご発言をいただきたいのですが。今は利活用という言葉について行政で使われ

ているということなのですけれど。 
○事務局（佐々木部長）：「利用・活用」ではどうでしょうか。 
○松尾委員：私もそのほうが一般的にはわかりやすいのかなと思います。 
○前野会長：それでは「利用・活用」ということでよろしいでしょうか。 
 

（異議なし） 
 
○前野会長：７番目のまちづくりの体系と方針に入りますが、これは文章中で「具体化し

たという表現を「に基づく」という表現にしたほうがよろしいのではないかということで

すが、何かご意見ございますか。 
 

（異議なし） 
 
○前野会長：次に入りますが、基本理念の注釈のところで、修正前は読みようによっては

ずるい表現のように思われてしまうということでした。この自助・共助・公助をもう少し

わかりやすい形にしていただいたのですが、いかがでしょうか。 
○林委員：これはこの表現でいいと思いますが、本文の中で「第二にまちづくりの主役と

して自主的・主体的に活動する市民」という部分で、市民を２つに分類しているのではな

いかということで気になっていたのですけれども。「主体的に活動する市民」となっている

ので、そういう市民だけが参加するのかなという気がする。市民全員というふうにとれな

い気がするのですけど。 
○前野会長：自主的でも主体的でもない市民はどうするのかということですね。 
○大井委員：町内会活動なんかでは、自主的でも主体的でもないのですけども、そんな意

味合いでは諸先輩から「あなた、やりなさい」というお告げも含めて、ここで「様々な活

動を通して」という表現があるのでいいのではないか。 
○林委員：「様々な」は企業・団体にかかっているのですね。 
○前野会長：林委員、自主的・主体的にという言葉がなければどういう表現が。 
○林委員：「まちづくりの主役である市民」とか。 
○松井委員：私はまちづくりを市民が進めていくということであれば、これがなければ文
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章にならないと思うのです。もう一つは何もしなということは何もしないなりの主体性だ

と思うので、私はこれでいいと思います。 
○二上委員：先にまちづくりという言葉が出ているので、みんなが同じ方向に向かなくて

もしなければならないことなので、この文章は理解できると思います。 
○吉田委員：前回、言い方悪かったかもしれないのですけど、私もこの部分がちょっと気

になっていて、１１頁に「市民一人ひとりがまちづくりの主人公」と書いてありますよね。 
この部分についても「まちづくりの主役として市民一人ひとり」というような感じになる

のではと思ったのですけれど。 
○前野会長：いろいろご意見出ておりますが、この総合計画では、行政の自立もそうです

けど、市民一人ひとりが、自立して自分でのできることはできるだけやるという姿勢が必

要ということがあります。ここの部分もそういう気持ちの現れで、事務局としては自主的・

主体的に活動する市民という表現にされていると思うのですが、今吉田委員がおっしゃっ

たように、一人ひとりという言葉も出ているということですね。 
○羽田委員：基本理念に出てくる「第二にまちづくりの主役として」と、基本理念の中で

はこういうふうに書くと思います。ただ３つの原則の中の原則２に書いている「一人ひと

りが主人公」。そこをもう少し噛み砕いて書くと全ての市民ということだと思うのです。だ

から高く掲げていく基本理念としてはいいのではないかと思います。 
○前野会長：ありがとうございます。他にご意見ございませんか。 
○前田委員：自主的・主体的に活動する市民という文章で、市民が主役であれば市民とい

う言葉を前にもってきてはどうかと思います。「主役である市民が自主的・主体的に活動す

る」そういう形のほうがいいのではないかと思うのですけれども。 
○前野会長：市民という言葉を前にもってくるということですか。文章つながりますかね。 
○二上委員：まちづくりは市民がするわけですよね。そうであれば自ずと誰がやるかわか

ってくるわけですから市民という言葉は使わなくてもいいのではないかと思ったのですけ

ど。 
○名手委員：今のお話で「第二に」の後の文章はですね、今言われた「市民が」を最初に

もってくると非常にわかりやすい。その次にくる文章では「企業や団体が経済活動をはじ

めとする様々な」というようにしてはどうですか。 
○前野会長：この第二にという文章の主語は市民、それから企業・団体、そして行政、こ

の３つが主語なんですね。 
○名手委員：今、前田委員が言われたように最初に主語があると文章としてはいいかと。

そうすると、自主的・主体的に活動する市民だけではなくて、そのほかも入ってくるので

はないか。そういう人たちも総括した市民だという意味で「市民が」を最初にもってくる 
といいのではないかなと。 
○前野会長：主語を「市民が」とするとまずいのではないですか。主語は市民、企業・団

体、行政ですので。 
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○松尾委員：これ結局ですね、いろいろ枕詞がでていて市民、企業・団体、行政の三者が

自助・共助・公助の思想によりがんばるという文章なので順番変えられないような気がす

るのですけども。変えたらわかりづらいのかなと。この中を変えると結局全部変えなけれ

ばならなくなってしまいますので。 
○羽田委員：ちょっと安易かもしれませんけど、何もしない市民はそれでもいいと思うの

です。石狩市に住所をもって家を建てここに住んでいるわけですからすでに市民なんです

ね。ですから自主的・主体的に活動する市民の前に「全ての市民」と一言加えることによ

って、ここに住所があるだけで主体性があるだろうと思うのですけれども。何かを追加す

るとしたら全て字句が変わるよりは少し追加するぐらいのほうがいいと思うのですが。 
○松尾委員：さきほど羽田委員もおっしゃったのですけれども、基本理念ですから勢いよ

く自主的に活動する市民と言ってしまったほうがいいような気がするんですよね。 
○前野会長：さきほどお話ししましたけれども、事務局のほうでは人間力という気持ちで

表現されていると思うのです。自主的・主体的に活動する人と、そうではない人もいると

いうことに二分されたような感じにとれますけども、この文章はそういうことを言ってい

るのではないと思うのですが、いかがでしょうか。 
○吉田委員：文章の作りから離れるのですけれども、どうでもいいと思っている人、特に

花川方面に多いんですよね。そういう人たちに自分が石狩に住んで好きになるという意識

を持つことも一番大事なまちづくりだと思うのです。そういうことがあったものですから

ちょっと気になったもので、文章として、そういう人たちに少しでも石狩を好きになって

くれるまちづくり、気持ちだけでも相当違ってくると感じたものですから。どうでもいい

と思っている人たちを気持ちだけでも動かしたいという気持ちがあったものですから、ち

ょっとこだわったのですけれど。 
○前野会長：よく聞いていますと、みなさんこの自主的・主体的にひっかかっているんで

すね。それでは例えば、「まちづくりの主役としての市民」あるいは「まちづくりの主役と

しての全ての市民」このようにすればと思うのですが、いかがでしょうか。 
○前田委員：基本理念の中の自立と協働と共生があるのですが、自立の中に「自治体とし

ての存立基盤を確かなものにする」とあるが、これは市民が自立したうえでの自治体の自

立と思うと市民みんなが全員参加してやる、自分たちでやるという気持ちになってもらう

のが前提ではないかと思うのですね。ですから市民を色分けするのではなくて、全員対象

にするんだということで、さきほど言われたような感じの市民が主役ということのほうが

いいかなという気がします。 
○事務局（佐々木部長）：自主的・主体的に活動するという言葉を入れたのは、基本理念の

中に出てくる協働の部分で「それぞれの役割を果たしながら力を合わせていく」と。ここ

につなげていくために自主的・主体的に活動するという文を入れたのですけれど、前段の

方を抜いたとしても、まちづくりの主役である市民が役割を果たしながら協働していくと

いう文章でもつながっていくと思いますので、取っていただいても大丈夫だと思います。 
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○前野会長：ここの部分を取っても自主的・主体的に活動しないということにはなりませ

んので、ここの部分をとって「第二にまちづくりの主役である全ての市民」でよろしいで

しょうか。 
 

（異議なし） 
 
○前野会長：ありがとうございます。非常にわかりやすくなったと思います。 
 それでは１番目の将来像についてですが、この基本構想の一番大事なところだと思いま

す。「あい風と人間
ひ と

が輝く活力のまち・石狩」となりましたが、この「あい風」に関しての

修正でございます。本文の中に「様々な恵みをもたらす北西の風を古くからあい風と呼ぶ」

という部分があります。北西の風というのは日本列島でいうと冬の厳しい季節風のイメー

ジですから、この表現を「穏やかな北寄りの風」に変えるということですね。それと「あ

い風」という言葉に注釈として説明文を入れようということです。これについてご意見を

うかがいたいと思います。 
○羽場委員：この中で「古くからあい風と呼ばれ石狩・厚田・浜益の漁民を中心に」とあ

りますが、この中心を指しているのは石狩・厚田・浜益だけが中心なのか、漁民が中心な

のか。石狩を中心と指すのか、漁民を中心と指すのか。 
○事務局（佐々木部長）：これは漁民を中心に指しています。 
○羽場委員：石狩・厚田・浜益の漁民の間では中心にということだと思うのですね。ただ、

他の地域でも「あい風」というようなことを前回言われていましたので、そうであれば石

狩・厚田・浜益の地域だけが中心ということでなく、市民の中の漁民ということですね。 
○二上委員：「あい風と人間

ひ と

が輝く活力のまち・石狩」ですよね。あい風と人間
ひ と

が同等なの

で、そんなに重要な風なのかなと思います。今おっしゃられたように季節風ですよね。そ

うすると年がら年中吹いているわけではないので、これをこんなに宣伝してしまっていい

のかなと思います。違う言い方がいいのではないかと思います。例えば同等にならないよ

うに「あい風が吹いて人が輝いて活力のあるまち」というほうが同等ではないという気が

します。 
○前野会長：ありがとうございます。このキャッチフレーズの関係は前回で議論を終えた

と理解していたのですけれども。ただ、そのときの議論を思い出しますと「あい風と人間
ひ と

」

の「あい風」は風ですけれども、本当に意味するところは石狩・厚田・浜益が一緒になっ

ていろいろな自然が豊かになった。そういう自然全体を表現する意味合いで「あい風」と

しているのですね。ですから「あい風」は確かに季節的な風でではありますが、涼しくや

さしい風という意味です。これは確かに春から秋にかけて吹く涼しく気持ちのいい風です。

この風に対していろいろ調べてみたのですけれども、石狩で「あい風」といえばこういう

表現かなと思って書いた文章なのです。みなさんのご意見をいただきたいと思います。 
松尾委員：この文章、説明としては非常によくわかっていいと思います。ただ、市民のみ
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なさんに全部読んでいただけるのかなと。これはこれで文章として載せるとして、この中

でも特に重要な部分があると思うのですよ。ですから、パンフレットのようなものにした

ときに色を変えるとか文字を太くするとか、そういうふうにしていただくとわかりたい人

は全文読むようなスタイルがいいのではないかと思います。細かい点ですけども、涼しい

北寄りの風とありますけども、涼しいでもいいのですけれども、涼しいというと涼しくて

いいと思う人もいれば、寒いと思う人もいると思うので、爽やかのほうがいいかなと思う

のですけれども。 
○前野会長：爽やかな風。やわらかい感じがしていいですね。 
○名手委員：修正後の注釈のところを読みますと、非常にわかりやすくていいと思います。

今言われたように涼しいというのを爽やかに変えるというのも賛成です。「あい風」という

言葉自体が石狩市民の９０％以上が理解していないと思うのです。ですから、この文章の

最後にある「幸せを運ぶ風」というのに力点を置いて説明されてはいかがかと思います。 
○三上委員：「あい風」という言葉が初めて出てきたのは合併の時ですよね。最初人間力の

まちからあい風のまちに変わって、また「あい風」という言葉が出てきたのですけれども、

合併のときも「あい風」という意味合いについては、イメージがわかないとよく周りで聞

かれたんですよね。そういう意味では注釈を入れるとしても、今後一人歩きしていく言葉

だと思うのです。１０年間使わなければならない言葉ですから、そういう面で全体に浸透

するようにわかりやすくしていただきたいと思います。 
○羽田委員：６頁の上に「様々な恵みをもたらす北西の風を古くからあい風と呼んできた」

というここらへんが変わってくると思うのですよ。この文章のいくばくかがこちらに入っ

て、さらに注釈をつけるということなのでしょうか。 
○前野会長：そうではなくて、これを注釈として下に入れましょうということです。 
○羽田委員：本文の中にも少し入れて、なおかつ注釈を少し書くのもいいかなと。これわ

かりやすいもですから「様々な恵みをもたらす北西の風を古くからあい風と呼んできた」

というのを「そよそよと吹く爽やかな北寄りの風を古くからあい風と呼んできました」で

もいいのですけど、ここの部分と注釈の部分が両方あってもいいかなと思うのですけど。 
○前野会長：ありがとうございます。６頁のところでネーミングの説明を書いて、脚注を

入れるわけですけれども、それをさきほど松尾委員からありましたように、できるだけ見

やすく目立つようにするということであれば、本文全体を変えなくてもいいと思うのです

が。さきほどちょっとお話しましたけれど、私がこの文章をつくるときに事務局とかなり

協議しまして、これについてはきちんと説明しなければならないだろうということでこの

ように書いたのです。「あい風」という言葉は万葉の時代から使われておりまして、特に富

山とか石川のほうでは昔から使われている言葉なんですね。それから「あいの風」とか「ア

ユの風」とも言われているのですけれども、この風の意味しているところは、その土地、

時代によってちょっとずつ違うのです。そういうことを知人や気象関係の人に聞いたり、

それから石狩・厚田・浜益に詳しい方にお話を伺ったりしたのですが、例えば厚田の人で
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も冬の北西の季節風を「あい」という人もいらっしゃいます。やはり同じ石狩市民でもい

ろいろ表現が違います。ですが「あい風」という言葉をこれから１０年間キャッチフレー

ズとして使うわけですから、その意味はみんなで正しい形で理解しておくのがいいのでは

ないか。事務局と話していたのは、「あい風って何シンポジウム」といいますか専門の方に

もお話をしてもらうようなことを石狩市内でやってはどうかと思います。その中で「あい

風」という言葉が市民の中に定着していけば、市民一人ひとりにとって「あい風」とはど

ういう風かと、いろいろな意見出てくると思います。そういうシンポジウムみたいなもの

をやってはどうかと個人的に考えていました。 
○前田委員：私漁業組合ですから、「あい風」という言葉は石狩の漁師は使わないんですね。

厚田で使っていたのですけれども、この北西の風というのは漁師にとってはやっかいな風

なんですよね。ほとんど沖に出られないというのが「あい風」なんですね。そういう意味

ではイメージが違うと思っていたのですけど。ですから北西の風となるとどうしてもその

イメージが漁師としてはあるものですから。ただ「あい風」というものをこういう位置づ

けの中で今後１０年間使っていき、なおかつこういうものを「あい風」と言うんだという

ことに関してはいいのではないかと思います。「あい風」とはこういう風だということを定

着させていくのはいいのかなと思います。 
○松尾委員：最初にご意見が出ていたのですけれども、あい風はこの風のことだけではな

く、新しい石狩の自然シンボルとしてこの名前を採用したという部分の説明をこの注釈の

中に記載しておくべきかと思います。「・・・風と言われてきた。なお、・・・」のように

追加してはどうかと思います。 
○羽場委員：この注釈で入れるのであれば、「あい風」の「あい」は愛もありますとか、そ

ういうようにいろいろ含めるのも楽しみだと思います。私石狩のハイスタンプ会をやって

おりまして、名前を募集したときに「はい、ありがとう」「はい、云々」といういろいろな

意味合いを含めてハイスタンプというのがいいのではないかということでハイスタンプと

いう名前にしたのですよ。ですから風だけの「あい」ではなく、いろいろな「あい」も含

めて注釈を入れてはどうでしょうか。 
○前野会長：「あい」のごろ合わせはもう一つありまして、浜益・厚田・石狩の出会い、そ

ういう部分もあります。 
○立浪委員：いま風の話うかがいましたけれど、重点プロジェクト２番目の文章に「海・

山・川・風などの」の「風」を追加していただきたいと思ったのですけれど。 
○前野会長：「風」という言葉を入れたらどうかということですが、海・山・川これは地表

に存在するもの、風は存在しないものなのですが。 
○前田委員：保全・再生につながってこないですよね。 
○林委員：利用・活用にはなるけれど、風車などを山の上に建てるのがどうかって問題も

ありますよね。景観から考えると。 
○前野会長：今、「あい風」の意味合いは自然全体をイメージする。その「あい」をごろ合
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わせですけど、愛するの「あい」、出会いの「あい」という意見も出ましたけれど、このこ

とについてはいかがでしょうか。 
○林委員：前回の議論の中で「あい風」というのは自然を表すので、自然と人間という２

つに焦点をあてたテーマだと思っていたので、ですから人間的な「愛」ですとか「出会い」

などは注釈の中に入れなくてもいいのではないかと思います。自然の象徴としての「あい

風」と理解していたのですが。 
○前野会長：他にご意見ございませんか 
○三上委員：合併の時に石狩・厚田・浜益の共通の言葉として「あい風」と言われてきた

ので、そのへんを強調されたほうがいいと思います。アイラブユーの「あい」とか出会い

の「あい」はごろは合うけれども、この地域だから言えるという意味合いで使っていただ

きたいと思います。 
○角川委員：ここの注釈は「あい風」自体の注釈のことを言っているのですけれども、ラ

ブの「あい」とか出会いの「あい」はここの注釈に加えるのではなく、それぞれみなさん

イメージしていただくようなことでいいのではないでしょうか。 
○太斎委員：私もそう思います。ここでは本当に「あい風」の説明だけにしといて、あと

は想像力を高めていただいたほうがいいのではないかと思います。 
○前野会長：いかがでしょう。これは注釈として記載しておいて、「あい」という意味合い

はいろいろ想像してもらうということで。 
○松井委員：確認ですけれども、将来像の中の「石狩」というのは漢字になっていますけ

れども、前文が「まち」と平仮名ですので「石狩」を漢字にしたと理解してよろしいです

ね。 
○前田委員：協働という言葉が出てきましたが、どういう意味か教えていただきたいので

すが。 
○事務局（佐々木部長）：これからのまちづくりというのは行政だけではなく市民や企業・

団体それと行政が力を合わせてやっていかなくてはならないということを前提として、そ

れらのプレーヤーがそれぞれの中で役割分担をしながら望ましいまちの目標に向けて、そ

れを実現するように協力しながらやっていくという意味合いで「協働」という言葉を使っ

ております。これから個別の事業の組み立てになるのですけれども、その時にはなるべく

「協働」の視点を入れていこうということになります。 
○前野会長：よろしいですか。それでは基本構想の全体について審議が終ったようですが、

この形で事務局に整理していただいてよろしいでしょうか。 
 

（異議なし） 
 
○前野会長：もう１枚資料がございますが、基本構想を冊子として事務局に作っていただ

いて、それを市長に当審議会から答申するということになります。そのときに付ける意見
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として考えてきましたので、書き足りない部分、誤字、脱字がありましたらお願いします。

前回この文章に書き入れたらいいのではないかということを組み込んだつもりであります

が、特に１番目の『本計画の基本理念に基づいたまちづくりを進め、市民のだれもが誇る

ことのできる「あい風と人間
ひ と

が輝く活力あるまち・石狩」の実現に努めること。』というと

ころで、市民の誰もが誇ることのできるというところで、誰にでも通じる言葉になったか

なと思うのですけれど、いかがでしょうか。 
○名手委員：上から４行目の「別添のとおり」とあるのは基本構想を修正したものとなる

のですか。 
○前野会長：本日の修正部分を含めまして、基本構想の冊子が別添ということになります。 
○事務局（佐々木部長）：さきほど、名手委員からあい風の注釈のところに自然を表すシン

ボルという表現を加えてはどうかという意見がありましたので、注釈の最後に『こうした

歴史を踏まえ、本構想では本市の豊かな自然を表すシンボルとなる言葉として「あい風」

を使用している。』としてはどうかと思います。 
○前野会長：いかがでしょうか。 
 

（異議なし） 
 
○前野会長：それでは、事務局の作業がありますので休憩をとりたいと思います。 
 

【休 憩】 
 
○前野会長：それでは再開いたします。 
○事務局（佐々木部長）：それでは市長が参りましたので、前野会長から基本構想について

の答申をいただきます。 

○前野会長：第４期石狩市総合計画の基本構想ということで諮問をいただきしたことにつ

いて、審議会委員全員非常に熱心に審議していただきまして、答申となりましたのでどう

ぞよろしくお願いします。 
○田岡市長：どうもありがとうございました。 
○前野会長：審議会は非常に活発な討論でありまして、特に将来像を「あい風と人間

ひ と

が輝

く活力のまち・石狩」という言葉になりましたけれども、「あい風」の意味合いとしては石

狩の自然全体をイメージしたということ、また、人を大事にするという意味でこの将来像

になったわけです。「あい風」については、かなり活発な議論が行われまして、特に石狩の

自然の特徴を表す言葉としては非常にいいですし、響きもいいということで、ぜひこれを

これからの１０年間将来像として活用していただければと思います。 
○田岡市長：ちょうど今、社会福祉審議会が開かれているのですけれども、制度がまだで

きあがっていない時代に、社会福祉というものに対する住民の意識はある一定のレベルと
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いうものを期待し、経済の成長と同時に社会福祉制度が充実して様々なかたちで出来上が

っていったのですが、そこから弱者救済ということを日本経済は明確にしたのですが、そ

れと同時に制度と仕組みが充実すると、そこに人間の文化というか精神、生きていくため

に本来持っているすごい力が豊かさの裏返しに崩壊が始まっている。親は子どもを育てる

力がなくなる、地域がなくなる、家族が介護の力をもつなど問題が出てきている。明らか

に社会の需用が変わってきているということを社会福祉審議会で意識する時代にきている

のではないかと感じています。石狩は戦後の食糧難を背景に、まず食べ物を作ろうという

ことで泥炭地を米ができるように変えました。その後は石狩湾新港に象徴されるように、

つくった田をつぶしてもいいから工業都市を目指そうということで明確に変わってきたん

ですね。ではこれから何をしようかというときに、昔のように石狩市では明確に言えるほ

ど個性というものや需用で欠落しているものはないのではないかというときに、これから

の１０年をみなさんで議論していただきたいと思います。人の足元をもう一度見直そうと

いう議論が中心になっているいい会議だと思います。おそらく目線はそういう時代を迎え

てもう一度人間をしっかり見直し、地域や地域の価値をもう一度見直そうということにな

ると思われ、かつてのように食べられないから食べよう、豊かでないから経済力を高めよ

うという時代から、もう一度人間力を回復する、人間本来の生きる力というのはすばらし

いことだと思います。みなさんからもそういう波長はご支持いただき、すばらしい答申を

いただきました。みなさまには大変お忙しい中審議していただいて厚くお礼申し上げます。

ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
平成１８年 ７月 ４日議事録確定 
 

石狩市総合計画策定審議会 
会 長  前 野 紀 一 


