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平成１７年度第1回総合計画策定審議会 

 
日 時 平成１８年２月２８日（火）午後３時～午後５時 
場 所 石狩市総合保健福祉センターりんくる ３階 視聴覚室 
出席者 前野会長、六川副会長、須田委員、阿部委員、角川委員、景井委員、菅原委員、    

二上委員、横山委員、伊藤委員、高田委員、名手委員、池田委員、山田委員、吉

田委員、三上委員、関委員、糟谷委員、柴田委員、立浪委員、羽場委員、羽田委

員、大井委員、松井委員、松尾委員、太斎委員 
（田中委員、前田委員、沢田委員、林委員は欠席） 

傍聴者 １人 
議 題 第４期石狩市総合計画基本構想について（諮問） 
資 料 ●総合計画策定基本方針 
    ●総合計画策定スケジュール 
    ●第４期総合計画基本構想（素案） 
 
 
 
○事務局（佐々木部長）：本日は大変お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。

早速、平成 17年度第 1回石狩市総合計画策定審議会を開会したいと思います。私企画財政
部長の佐々木と申します。本日は初めての審議会ということで会長が決まるまで私のほう

で司会進行をさせていただきます。会に入ります前に本審議会の開催日が若干ずれこんで

しまいましたことを事務局としてお詫び申し上げます。大変恐縮でございますが、時間の

関係もありますし、委嘱状につきましてはあらかじめそれぞれの席に配布させていただい

ておりますのでご了承願います。それでは最初に石狩市長田岡克介よりご挨拶いたします。  
○田岡市長：皆さんこんにちは。この度は、まず総合計画の委員をお受けいただきありが

とうございます。皆さんにおきましては本当にお忙しい中、快く引き受けていただきまし

たことをまず厚くお礼をいたします。いよいよ今日の審議会から市の次なる 10年間の議論、
検討が始まるのですが、まずご承知のとおり人口が減少社会の到来だということと、少子

高齢化が、実は 50 歳代の人口が石狩市は全国 10 番目ということでポスト超高齢市という
状況にある特異な人口年齢状況が一つあるということと、それから合併によりまして従来

の旧石狩市、それぞれ厚田・浜益の資産を有機的に結びつけることによって、平たく言い

ますと都市と田舎の持っている機能が新石狩市の新しい魅力となるという要素を持ってい

る。50代の世代のエネルギーと自然ですとか、21世紀型の人の生活の中で非常に大切な部
分を占めることについて私たちはそれを大きな財産だといっております。20 世紀後半最後
の石狩市の発展の大いなる、まさに石狩湾新港に象徴されるように、都市化、産業化、経
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済の高度化、そしてより利便性から安全安心とか人間本来持っている仕組みの中に回帰し

ていくという魅力を持っているのではないか。それから除雪費が 6倍になった。市域の 75％
が森林である。天売焼尻公園に位置するとか、元より食材の宝庫でありますが札幌で生き

たイカが食べられないという、生産と流通が本当にうまくいっているのか。それから最近

はどうやら少しずつ生産者の顔というのが見えて、石狩市民にとってもこの春ニシンを食

べた人はいるでしょうかといったときに、大変美味しい、今年は 4 年生以上の大きなニシ
ンが大量です。しかしそのことをちゃんと石狩の中で流通されているのか、情報が提供さ

れているかというと、その辺あたりもまだ挑戦する余地が十分あるのではないかと思って

います。そういった地域の資源をどう組み立てるか、それからこういう計画を進めるにあ

たって、市はこれまで合併の段階で 1 回イメージ作りをしていまして合併による新市まち
づくり計画というのをベースになっていくということですから、全くのゼロ論議からさて

どうするかというよりは、ある一定の中で３つのまちでこういうまちづくりをしようとい

うことを議論した経過にはある種のとらわれ方はあったかと思います。その中で何点かの

ポイントを申し上げますと、従来の基準や発想、慣行にとらわれないで抜本的な行財政シ

ステムの改革を行う。そして自治体の自立のみならず自治体の生き残りをかけた小さな市

役所を目指す改革がまずあります。これは市役所組織を含めて 4 月１日から集中改革プラ
ンに入ることになりますので、そちらを片方の方法としてとらえながら小さな市役所思考

ということで、それから従来進めてきました市民参加協働型の石狩のまちづくりというの

は、今年の 4 月から新たに市民のまちづくり基本条例の策定の作業に入るということです
から、従来政策決定プロセスの中に市民が意見を言う制度を保障するという市民の声を生

かす制度から、もうひとつ進んで理念的なものまで。例えば子供の権利条約をどうするか

ということまで含めて基本的なまちの進め方という条例に市民参加というのをどう捕らえ

ていくかということであると思います。それから先程ちょっと冒頭に言いました 50代ある
いは前期高齢者世代のパワーとそれから合併による地域活力を作り育てるかということだ

と思っております。これらの明確な戦略とイメージをもつ必要があるのではないかと思い

ます。今回は苦しくも楽しい 10ヵ年計画になると思います。それからもう一つは、これは
私どもの大いなる反省なのですけど、作るときのエネルギーとそれを実行するときのエネ

ルギーがフィットしていないという役所の体質問題もありますので、それはやはり美辞麗

句と総花的な計画を作ることに汲々としまして、実は実態と乖離するという癖をもってい

まして、したがって何を計画に盛り込むか、何をモデルとしていくのかというものを絶え

ず検証して実行性を量りにかけながらやるというのと、理念的にやはり皆で共通でイメー

ジを持とうというのはきちんと使い分けをしていかないと駄目ではないかなと私自身は思

っていますので、実質、実行性の高い、あるいは市民と協働の中でそれが確実に進められ

るというレベルの議論をしていただきたいと思っております。また夢は夢として長いスパ

ンでの語らいは非常に大切だと。今日の財政環境からいくとお金が全ての問題を否定的に

解決してしまいますのはやはり寂しすぎると思いますので、問題の設定をして次の世代に
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送り込む土台作りということも計画の役割かもわからない。ですから初めから今 10年間に
おいては、役割を論ずる段階であって次の 10年間に実行は委ねるけど議論はしてみましょ
うという位置付けのものもあってしかるべきであると思います。一方的に私の思いだけを

言わさせていただきましたが、おそらくこれだけのメンバーは合併法定協議会に匹敵する

人数でした。中々難しい審議会運営になるかと思いますが、それだけ逆に広範の意見をま

とめたいという思いですので、是非この点を理解いただきまして皆でいい計画を作って実

行性のある計画を作りたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。 
○事務局（佐々木部長）：ここからは座って進めさせていただきます。次に委員の紹介をさ

せていただきますが、本審議会は 30名と大変大所帯となりますが、時間の関係もございま
すから、本日私のほうから紹介させていただきたいと思います。名簿順にご紹介させてい

ただきたいと思います。先に学識経験者委員をご紹介させていただきます。北海道大学名

誉教授の前野委員です。続きまして北海学園大学教授須田委員です。次に市内関係団体か

らのご推薦の委員をご紹介いたします。石狩市連合町内会連絡協議会理事の阿部委員でご

ざいます。石狩青年会議所の副理事長の角川委員でございます。石狩市農業協同組合常務

理事景井委員でございます。北石狩農業協同組合専務理事菅原委員です。石狩消費者協会

会長二上委員でございます。石狩湾新港企業団地連絡協議会会長横山委員でございます。

石狩市社会福祉協議会理事六川委員でございます。石狩市文化協会事務局長伊藤委員でご

ざいます。石狩商工会議所専務理事高田委員でございます。石狩市体育協会副会長名手委

員でございます。石狩市民生委員児童委員連絡協議会会計池田委員でございます。石狩市

高齢者クラブ連合会会長山田委員でございます。石狩流星会顧問吉田委員でございます。 

NPO法人こども・コムステーション・いしかり理事三上委員でございます。いしかり森林
ボランティア「クマゲラ」会長関委員でございます。国際ソロプチミスト石狩理事糟谷委

員でございます。石狩市厚田区地域協議会委員の柴田委員でございます。石狩市浜益区地

域協議会委員の立浪委員でございます。石狩観光協会副会長の羽場委員でございます。NPO
法人ひとまちつなぎ石狩代表理事羽田委員です。いしかり・ごみへらし隊隊員大井委員で

す。続きまして今回一般公募として応募していただきました委員を紹介いたします。最初

松井委員でございます。松尾委員でございます。畑委員でございます。なお本日学識経験

者であります田中委員、それと団体推薦の前田委員と沢田委員、あと市民公募の林委員の 4
名につきましては都合によりご欠席となっております。以上で委員の紹介を終わらせてい

ただきます。続きまして正副会長の選出でございますけど、どういった形で選出すればよ

いかご意見いただきたいと存じます。いかがでございましょうか。 
○高田委員：大勢いらっしゃいまして初めての方もいらっしゃいますので、推薦という形

をさせていただければどうかと思いますが、そうであれば私のほうから是非この方に推薦

したいと思いますがよろしいでございますか。それでは異議がありませんので、会長には

学識経験者であります前野先生にお願いいたしたいと思います。あわせまして副会長につ

きましては石狩を良く存知あげております、六川さんにお願いいたしたいと思いますが。 
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○事務局（佐々木部長）：ただいま高田委員から会長に前野委員、副会長に六川委員という

ご推薦がありますが他になければこのような形で決めさせていただきたいと思います。前

野会長、六川副会長におかれましてはよろしくお願いします。では市長から前野会長に諮

問書をお渡しいたします。 
○田岡市長：第４期石狩市総合計画基本構想について貴審議会の意見をうかがいますどう

ぞよろしくお願いします。 
○事務局（佐々木部長）：なお市長におきましては以上で退席いたしますのでご了承願いま

す。それでは事務局の打合せもありますので、ここで 10分間ほど休憩をとりまして 3時 25
分から再開したいと思いますのでよろしくお願いします。 

 
＝休憩＝ 

 
○事務局（佐々木部長）：それでは会議を再開いたします。これより以後の司会は前野会長

にお任せいたします。会長どうぞよろしくお願いします。 
○前野会長：会長ということでご指名いただいた前野でございます。私はこういう会議初

めてなものですから、非常に不慣れなところもあるかと思いますが、皆様のご協力をいた

だいて、結論的には先ほどの市長の話もありましたけど、苦しいかもしれませんけど夢の

ある計画を作りたいと思います。どうぞ皆様のご協力お願いいたします。この諮問といい

ますのは、石狩市総合計画策定審議会条例第 1 条の規定に基づき、我々の審議会がこれか
ら数ヶ月かけて審議するということで、先程市長の話の中にもありましたけれど、これか

ら 10年間私たちの石狩市が進んでいく方向の一番中心にあるものを決めるということでご
ざいます。ですから物事の一番大事なバックボーンということです。大変かもしれません

けども非常にやりがいのある仕事でありますので、どうぞご意見をたくさん出して良い案

を作っていただきたいと思います。よろしくお願いします。この審議会ではできるだけ自

由な議論がしていただけるように思いますのでご協力お願いいたします。それからこの条

例の第 4 条第 4 号の中には会長副会長が事故に遭いました時に職務代理者というのを指名
することになっております。この指名なのですけど高田委員にお願いしたいと思います。

今日の会議ですけど概ね 5 時位を目途に進めたいと思いますのでご協力お願いします。そ
れでは本日配りました資料について事務局のほうからご説明願います。 
○事務局（尾山課長）：今回総合計画の事務局を担当いたします地域調整担当しております

尾山と申します。よろしくお願いします。皆さんの方に資料といたしまして石狩市総合計

画策定方針というものと２つ目に 1 枚ものになりますけど総合計画策定スケジュールとい
うのがいっているかと思います。3つ目に総合計画の基本構想素案が手元にいっているかと
思います。その他に別件の資料としまして、このような合併の時に作りました 2 つの資料
も一緒に合わせて机の上に置かせていただいておりますので資料の確認だけ先にお願いい

たします。それでは資料の説明に入らせていただきますが、その前に当審議会の役割と運
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営について軽く説明させていただきます。資料ナンバーはついておりませんけど、先程会

長の方から言われました条例の部分でございます。まず条例の方ご覧いただきたいのです

が、今後ずっと説明させていただいきたいので座って説明させていただきます。よろしく

お願いします。条例にあります第 1 条につきましては設置とあります。これ審議会が市長
の諮問に応じて石狩市の総合計画について調査審議するとうたっている、第 2 条に組織と
いうことでこちらの審議会には 30名以内をもって組織することになっております。本日配
布させていただいた名簿のとおりとなっております。ご覧いただければありがたいと思い

ます。それと第３条で委員の任期ですが、本日委嘱状を交付させていただきましたが、そ

こにも書いてありますとおり当該総合計画が策定されるまでの間というかたちになってお

ります。第 4 条につきましては会長および副会長、先程決定していただいた部分でござい
ますけど、ここで前野会長と六川副会長さんという形で決まっております。その後会長の

指名という中で職務代理ということで高田委員さんに決定されております。第 5 条で会議
ですが審議会の開催は委員の過半数が出席でないと開くことができず、議事については出

席者の過半数、ただし可否同数の場合は会長が決するという形になります。第 6 条で専門
部会ですが当委員会で専門部会を置くことが出来るとなっております。事務局としまして

は専門的な分野に関することや生活基盤環境などのジャンル別に協議していただくことが

必要となった場合について専門部会の設置が必要となってくるのではないかと考えており

ます。また審議会専門部会は原則公開という形になっております。最後になりますけど、

当審議会の会議録についてでありますが審議会開催後会議録を作成して公開することにな

っております。事務局としましては会議録につきましては全文表記として会長に確認して

いただいてはどうかと考えておりますが委員の皆様のご意見をお聞かせ願いたいと思いま

す。なお会議録につきましては会長が確認したうえで皆様に配布したいと思います。以上

です。 
○前野会長：ありがとうございます。ただいま事務局からのご説明でしたけど、その中で

会議録を作成するというのがありました。会議録を作ってそれを会長が確認するというこ

とですが、これについて委員の皆様からのご意見をいただきたいと思います。それから発

言の際には会議録を作る為に録音をしていて、挙手をしていただいて、そうしましたら私

が指名しますので、そのあとマイクが届きますので、そういう手順を取りたいと思うので

すが。この事に関していかがでしょうかよろしいでしょうか。ではそういう方向で進めた

いと思います。マイク席まで持っていかなくても感度が良くて録音できるようなので出来

るだけ大きい声で発言をいただきたいと思います。 
（異議なし） 

それでは続きまして早速資料１から３までの説明よろしいでしょうか。何かご意見ありま

したらお受けしたいと思いますが。それでは資料 1 から 3 まで一括事務局より説明お願い
します。 
○事務局（尾山課長）：それでは事務局の方から総合計画策定に関する説明に入りますけど、
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まず先に総合計画の策定基本方針とスケジュールについて先に説明させていただきたいと

思います。まず石狩市総合計画策定の基本方針というものがお手元にいっていると思うの

でご覧下さい。この度市としましては 10月１日の市町村合併に伴いまして新石狩市として
スタートすることになりました。そのことに伴いまして新しい総合計画を策定するという

ことになりますので、この基本方針につきましては総合計画を策定する為のひとつの目安

であります。ここで基本方針を定めて基本構想、要するに具体の部分であります戦略計画

を策定しております。それでは方針について説明いたします、1ページをご覧下さい。まず
策定の基本方針でありまが、新市将来構想、新市建設計画に即した政策の方向性を定める

ということになっております。これは何を意味するかといいますと、合併するとした場合

に先程の添付資料であります合併プランというのが策定されております。合併プランをひ

とつのベースとして考えていこうということです。それと三位一体改革など社会経済情勢

の変化を踏まえるということです。これは今計画を 19 年度からの 10 ヵ年計画を想定して
おりますので､合併プラン策定時から総合計画がスタートする 19 年の間の社会情勢の部分
を踏まえないといけないと考えております。それから 3 つ目で有効的事業を実行できる柔
軟な手法を取り入れる。これは総合計画を策定する場合におきましては、どうしても事業

など固定観念で固定化している部分があります。年度ごとの財政状況、や事業の重要度、

緊急度を踏まえた中での事業展開を図れるように意味しております。それから目的や意図

対象や目標値を明確にするというものです。これは政策の段階で、ひとつの目標値を設定

して、それに向かって展開していこうということです。今まで目標値と言いますと、どち

らかというと個別の事業、例えば道路なら道路に固定していた部分があると思います。そ

ういう意味ではなく違う目的で相対的に見ると生活環境の場としての中で目標値を設定し

てその中でどう取組んでいくのかを意味しております。それでこの 4 点を留意した中での
総合計画を作っていこうと押さえております。次の下の方を見ていただきたいのですが、

新市将来構想と新市建設計画とは総合計画との関連イメージがあります。左側に新市合併

プランそれが総合計画には、こういう形の中で今回の総合計画を作りあげていこうと考え

ております。それで総合計画の下の方に戦略計画とあります。ここの部分つきましては先

程いいました政策評価の指標という形でひとつの目標を持った中で取り進めていきたいと

考えております。２の計画の構成でございますけど本計画の構成を基本構想と戦略計画の

２層構造にするという形で考えております。1つ目の基本構想ですけども新市の将来像の部
分と基本理念、土地利用の方針をもとに体系を明らかにするというかたちで考えておりま

す。2つ目の戦略計画につきましては、基本構想の政策の方向に実効性を与えて具体的な政
策を展開していく基本構想に関して関わる政策を展開する部分と考えております。次にそ

の時点で有効な事業を実行できるような柔軟な計画とする。先程言いましたように固定概

念がある個別の事業年度割から脱却しまして財政等そこらを含めた中でできえるものから

順番に対応していこうという考えです。さらに行政評価の指標として活用する政策の成果

の指標を設定することとし、そういった中で事業展開を図ろうということです。それから
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下の方に書いてありますけど具体の事業は財政計画の裏付けという形です。これは同じく

個別の事業を洗い出しするわけですけれど、あくまでも財政シミュレーションとかそうい

う部分を考えていく中での資料として活用していくものと考えております。2ページ目です
けど、３の計画の期間ですけどこれは平成 19年から 28年までの 10ヵ年でございます。前
期 5 ヵ年、後期 5 ヵ年に分けまして後期の部分につきましては新市一体化の進捗など状況
変化に対応して、その時点の優先課題の解決に重点を置いた中での政策を展開していこう

ということです。４の庁内検討組織としては総合計画の策定にあたりましては横断的な検

討を積極的に行う必要があることから全庁的な組織体制として、検討を積極的に行う必要

があるということから委員会の会長を助役としました部長職で構成する「総合計画策定検

討委員会」を設置しまして、その下に下部組織としまして課長職以下で構成する「専門部

会」を設置することとしております。検討委員会の構成は下をご覧下さい。続きまして総

合計画策定の組織図でございますが、この組織図で当審議会の位置付けなどを表わしてお

ります。まず市長と横並びで右側の方に議会があります。それから市長の下の方にその間

に当審議会が位置づけられております。総合計画の策定検討委員会の下にさがりまして専

門部会となります。これは特に力を入れるもの、またその対策を講じる為に専門部会を講

じるという形になります。専門部会の部分につきまして、ひとつの構想としましては戦略

計画策定時に発足するものとおさえています。専門部会のイメージとしましては下の方に

ありますけど、課長職以下によるプロジェクトチーム横断的構成とします。要するに横断

的と言いますのは所管の部署にとらわれず連携した中で進めてくという形になります。そ

れから担当部署につきしては新市合併プランの検討した中で、それをいかに総合計画に反

映させるかという作業と先程言いました政策成果の方も担当部署の段階で設定している形

になります。続きまして市民参加という形になっております。総合計画を策定するにあた

りまして、幅広い市民の声を充分踏まえて計画を作ろうと考えておりましたので、今回の

方針の中ではその部分を構想の中に入れようと考えております。まず全市民に対してパブ

リックコメントをやっていきます。次に市内小学校の作文、これは既に合併記念等で実施

されている作文がありますのでそれを活用させていただく、それから市内中・高生ワーク

ショップ、合併事業でありましたけど次世代トークというのが開かれまして、その中で中

学生高校生の意見も出されましたので、それも参考にしていけると思います。それから各

種団体の意見聴取という形で市内の各団体が一同に集まりまして意見交換をした経過があ

ります。その中の部分を計画にも反映させていこうということです。それから市民説明会

という形で今回は市内 5 箇所に行きまして市民説明会も開催しようという予定でございま
す。パブリックコメントにつきましては 3 月の中旬から、市民説明については 4 月上旬か
ら予定しております。次に６の審議等ですけど、審議会で総合計画を作る上では、審議が

必要という形でうたわれております。まず本委員会で諮問をいただくと下のほうにありま

すように総合計画の部分につきましては必要になってくるという形になってきますので、

この２つの部分を対応していかなければならないという形になっております。続きまして
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７の施策成果の指標ですけど、これは戦略計画の今後の基本構想の下に出てくる戦略計画

の部分で指標にしていくわけですけど、このまちづくりがどこまで進んでいるのかという

部分で 1 つの目標値を調整していこうという形で考えております。これは例として出てお
りますけど、例の中には観光の部分をいれてあります。ここにありますのは 10年間に市の
入り込み観光客数を今現在 153万人いますのを 200万人まで持っていこう。こういう形の
中で目標値を設定するわけです。ただその中でこれはあくまで政策の段階ですので 200 万
人にする為には、どういう手法をもっていくのかが下の方に枠組みの中にありますけど主

な事業の形の中で観光産業の育成だとか観光整備発信などを行いながらこの数値まで持っ

ていこうと考えております。続きましてゴミの部分になるかと思いますけど、例２としま

してここも同じように基準値を今現在の数値を押さえておきながら、10 年後の目標値につ
きましては 214 キロまで減らしますよという部分もそれを減らすためには主な事業という
形の中で下にありますけど発生の抑制だとかゴミの再資源化を図っていって、その部分を

クリアしていこうというのが、戦略計画で持ってくる目標値の設定というのがここの部分

に該当してきます。次に総合計画の策定フローですけど、縦長でちょっと見づらいかもし

れせんけど計画策定で議会の議決までのですね、１つ目としては基本構想案を検討委員会

で決定し、検討委員会で出来上がったものを審議会に提出という形になります。ここで真

中にあります基本構想、これらにつきましては新市将来構想とかそこら辺のものも含めま

す。右側にあります小学校の作文、次世代トークそれらを含めた中での基本構想の素案と

いう形になります。それと下の方にいきまして、ここで初めて審議会というのが出てきま

すけど、審議会の中を２､3 回論議して頂いた中で基本構想の原案という形で作り上げてい
きたい。ただその中には市民説明、パブリックコメントも含めて一緒にやっていこうとい

う形です。基本構想が出来上がった段階で次に戦略計画、要するに 1 つの政策に対する部
分をどうやって進もうかというのが戦略計画になるわけです。戦略計画につきましても、

まず職員の中で洗出し、素案を作成し、そこの部分を審議会で審議していただき、その中

で最後にパブリックコメント含めて戦略計画の原案という形の中で押さえ、その両方が終

わった段階で 18年 12月第 4回定例会の方に提出していきたいと考えております。それで
予定としましては 19年の 3月、第 1回定例会 1年後になりますけど、その段階までに 2つ
の部分総合計画を作りあげたいと思います。以上が策定フローという形になります。続き

まして 1 枚ものの方にいきますけど、総合計画策定スケジュールがあるかと思いますがご
覧いただきたいと思います。この中で左側の方に基本構想と戦略計画と審議、それから下

に財政計画という項目があります。作業メニューの中で今基本構想の策定修正補正を 3 月
に作り上げてしまいたいと考えております。それから基本構想の部分につきまして審議会

の意見、それと市民説明会、パブリックコメントを含めまして取りまとめたものを審議会

の基本構想案という形の中で叩き上げたいと思います。続きまして下の真中の段の戦略計

画ですけど、その基本構想がひとつの物に固まった段階で政策展開になりますので、そこ

の部分を職員の中で練り上げていきます。（２）の素案の策定という形になりますが、取り
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まとめ作業をしていく中で(3)の施策成果の指標の設定という部分に先程いいましたように
1 つの政策の中で目標値を持った中で事業展開を図ろうという目的に取り入れる形になり
ます。(4)としましてこれらが出来上がった段階でパブリックコメントかけまして、審議会
の委員の承認を得た中で原案を確定しようという形になります。ただ戦略計画と並行して

重複するわけですけど、その中で財政計画も合わせて構想していこうというのが今現在考

えている策定スケジュールです。以上で私どもの説明を終わらせていただきます。 
○事務局（佐々木部長）：ちょっと補足をさせていただきます。これから市民説明会、ある

いはパブリックコメント意見募集をしていくわけですが、そのネタとなるのは本日お配り

しております素案というものです。これについて、ここの審議会と並行して市民の方から

のご意見を伺っていくということになります。頂いたご意見などは基本的には全てここの

審議会に持ち込んで、その市民からいただいた意見などを踏まえた上で、ここの審議会で

取り扱いなどを含めてどういったような形で素案をまとめていくかといったような事をご

審議いただく予定となっております。それと策定スケジュールなのですけど、申し訳ござ

いません。今の段階で若干予定がずれ込んできていまして、この紙では市民説明会も 3 月
中となっているのですけど市民説明会は 4 月の上旬になります。またパブリックコメント
も 3月ひとつきとなっているのですけども、3月中旬くらいから 4月の中旬という形になり
ます。従いまして基本構想の素案の原案の確定。これは今 4 月となっていますが、おそら
く若干は遅れていくのではないかと、今の段階では踏んでいますので、あらかじめお断り

します。 
○前野会長：ありがとうございました。ただいま事務局のほうから資料１と資料２につい

てご説明いただきました。我々審議会がどういう考え方でものごとを進めていって、どう

いうスケジュールでやるかという案を示してくれたのです。資料１と２に関してご意見い

ただきたいと思うのですけど、私なりにまとめますと、資料１の 1 番最後のページ、この
フローチャートが非常に分かりやすいと思うのですが、合併以前に新市の将来構想という

のが出ている、そしてそれを踏まえてこれから 10年間どういう総合計画を策定するかとい
うことが先程市長から我々の審議会に諮問された。その進め方の形としては基本構想と戦

略計画に分けたいということだと思います。それはどういうことかと言いますと、財政の

問題だとか踏まえながら基本構想を考えると世の中のよくあることですけど、非常に話が

まとまりにくいということがあるので、それは一応後に置いといて基本構想をまず固める。

我々の審議会で審議するにあたっては色々な意見を聞こうということです。ひとつはパブ

リックコメントとか市民説明会とか庁内意見調整とかできるだけ意見を出して頂いて市民

の声を反映した形で基本構想を作っていく。あとでもう少し具体的な問題について進めて

いくということであります。ですから 4 月までのスケジュールとそれ以降のスケジュール
は分かれているというわけです。私なりに大雑把にまとめますとこうだと思いますが、今

ご説明いただいた資料１と２に関して皆様からのご意見をいただきたいと思います。 
○名手委員：名手でございますが。今事務局から説明をいただきましてスケジュールを見
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ますと基本構想の（３）の市民説明会、これは 4 月上旬にやる予定なのですけど、ここに
配っていただいた資料基本構想は結構ボリュームがありますよね。中身が非常に幅広くて

非常に皆さんの意見を聞いて論議していかなければならないというものだと思うのですけ

ど。この会議は月 1回ですよね。そうすると今日やってもう１回 3月にある、あと 1回だ
けで市民説明会に出せるのですか。  
○事務局（尾山課長）：先程説明いたしましたけど市民説明会につきましては皆さんのほう

にお配りしております素案を出すという形にしております。それで先程部長のほうから説

明にもありましたが、あくまでもこの部分については素案の説明した中で市民の声それか

らパブリックコメントの声、これらをおさえまして審議会のほうにもって帰ってきてそこ

でお話するという形になっております。それで先程月１回という形の中で考えておりまし

たけど、このような状況になってきますと、月初めと月末といいますか形の中で 2 回程度
会議開かなくてはならない時期もあると思います。以上です。 
○前野会長：よろしいでしょうか。 
○名手委員：そうしますと、市民に説明してその中で色々な意見を吸い上げてそれをもう

一度基本構想の中身を濃くするということですか。 
○事務局（尾山課長）：そうです。 
○前野会長：他にご意見ございますでしょうか。 
○羽場委員：すみません羽場でございます。例題で述べてあった石狩を観光化するという

ことで、その 153万 8,000人というのは、この 150万人というのはどういう観光客を記入
しているのですか。 
○事務局（尾山課長）：中にも書いてあると思うのですけど、例で表現したのですよ。要す

るにイメージ的には観光客が 1年間に 158万人来ているとした段階で将来的には 200万で
もっていきましょうといった場合、観光人口を増やすための政策としてどういう事業展開

をしていかなければならないかと、先程いいました目標値を設定して、ひとつの例として

ここに記載している部分でございます。  
○羽場委員：そうすると、何か番屋さんの事だけを考えての、やはり例題というのはある

程度とらえて言っていただけなければ、石狩にこんなに今現在来ているのという。 
○事務局（佐々木部長）：これは石狩支庁が調べて公表している観光客数のいり込み調査か

ら持ってきた数字なのです。実際問題この数字が公的なものとして認知されていると我々

の方では認識して、この数値を使わせていただきました。ただおそらく観光客の数え方と

かによって数字は変わるのかなと思っておりまして、とりあえずそういった形で石狩支庁

が出しておりますので、これを例として使わせていただいたと。 
○羽場委員：これは石狩支庁が出しているものなのですか。 
○前野会長：この数字は厚田浜益は入っていない。 
○事務局（佐々木部長）：石狩だけです。 
○前野会長：ほとんどが日帰りの客。他にございませんでしょうか。資料１資料２要する
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に策定のこれからのスケジュールですけども。  
○三上委員：先程の名手さんの質問の関係で素案を審議会に出してわかったのですけど、

そのプロジェクトまず基本構想原案が出来ているのですね、12月となっているのですけど、
この間に素案の段階で市民意見をという前提ですから、原案についてはどのように市民に

提供したら良いのかなというのを。 
○事務局（尾山課長）：今の質問につきましては基本構想が 1つの部分で早い段階で決定さ
れると思います。そのあと基本構想の決定に伴いまして次の戦略計画に流れる予定であり

ますので。その下にパブリックコメントという部分がありますので、その段階で基本構想

の決定した部分がその場で明らかになってくるかと思います。 
○三上委員：そういうことでなくて単純に知りたいのですけど要するに構想が素案になっ

てくる、説明会をしてコメント受けて原案が出来るのですね。その原案が横にいくのはわ

かるのですが、その原案の段階が市民には示されないのかなと。 
○事務局（佐々木部長）：今尾山の方から説明したのですけど、戦略計画についてパブリッ

クコメントが出来るときには、同じように市民説明会を開くことになります。その時には

戦略計画だけボンとだすのではなくて、当然その戦略計画の前提となった基本構想はこう

いうものですと市民に対して説明することになります。その時に原案となった基本構想に

ついて市民に周知できると考えております。 
○羽田委員：羽田と申します。スケジュールの事なのですけど、基本構想が出来上がって

戦略計画が原案をもとに作られていくのですけど、基本構想は議会の承認がいるというこ

とになりますけど、戦略計画はそれに付随して本来だったら基本構想の議決得てから戦略

計画が練られるのではないかなと思うのですけど、この間ですと議会提案が今年の 12月の
予定という形になりますけど、ここで基本構想を直すというのは今までなかったと思われ

ますけど、承認を得る前に総合計画の中身を作っていくと、足りなくなることはないのだ

ろうかと、もうちょっと早めに基本構想は議会にかけるべきではないかと私は考えますけ

ど、その辺は正当性がとれるのか伺いたい。 
○事務局（佐々木部長）：その事につきましては、確かにそういう形でやっているところも

あります。ただ現実的な議会審議を想定いたしますと、やはり個別の事業とか個別の財政

と比べた時の具体的に向こう 10年間でどういったようなことが言われるのかとういことを
イメージさえしていただいた上で、構想についてご審議いただいたほうが、たぶん議会の

方でもやりやすいのではないかと考えております。 
○名手委員：私は今羽田さんが言われた議会にかけるタイミングの問題はですね、概ねこ

のフローチャートの表で良いのではないかと思うのですね。基本構想ができてそれを具体

的にどう進めるのかというのが戦略計画なわけですから、戦略計画もはっきりしないで、

議会にかけるというのは、ちょっと早すぎるだろうと僕は思うのですけど、私はフローチ

ャートこれで良いと思うのですが、市民に対する説明のときに基本構想をもっとここで大

いに議論していく時間があるかどうか、3月中に仮に 2回この会議をするとしても、この大
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所帯で１回で 2 時間 3 時間でどの位できるかという疑問があるのです。また色々な分野に
わたっていますから、それぞれ専門の人もいるし、そうでない人もいる。そうすると分科

会というのもいるのか、いらないのかという問題も出てくるかと思うのですけど。その辺

どうお考えですか。 
事務局（尾山課長）：今の考えている中身は、今回の基本構想が固まった段階でですね、次

に戦略計画入っていくわけですけど、戦略計画に入っていくについては、一同に集めてや

るのはかなり難しいと思っております。それで戦略計画の部分につきましては先程説明い

たしましたけどプロジェクトという形の中で進む関係上、いくつかの部会制の中に委員の

皆様を分けていただいて、その中で協議していただくと考えております。それから基本構

想の回数の問題ですけども、あくまでもこれは計画策定の中で進めるわけですけど、皆さ

んのご都合が良ければ月 2 回開催できる体制が出来るのであれば開いていきたいなと考え
ております。たぶん今の話の中で市民との部分が出てきますので、やはり何回か必要にな

ってくるのかなと考えております。 
○名手委員：そうしますと市民説明会が４月の上旬にずれるといいましたけども、基本構

想の議論によってはもっとずれる可能性もあるのですね。 
○事務局（尾山課長）：先程言いましたように基本構想の部分につきましてはパブリックコ

メントと市民説明については同じもので説明していただきたいと思います。その中で先程

部長から言われたとおり、市民のこうしてほしいだとかパブリックコメントでという部分

は出てくると思います。その出てきたものを踏まえて再度こういう意見が出ました、こう

いうものをこうにしてほしいという要望がありましたというものを集めて集約した段階で

再度審議会の方にその部分を提示していきたいと思います。その意見を吸い取るだとか、

省くだとかいう部分についても意見あった部分については会議の中に提案していきたいと

考えております。 
○前野会長：よろしいでしょうか。確かに市民の意見を出来るだけ拾ってそれを審議会の

中で取り入れていくというのは、これは考え方によってはきりのない作業で。そういうこ

とを踏まえて事務局でこういう案を作ってくださったのですが、できるだけそういう意見

をこの審議会の中に入り込むようにして、それからもう 1 つは我々が審議する内容の骨は
新市将来構想と既に出来上がっている。ですからそれに関しては我々それぞれの委員は是

非勉強していただいて、それに載っていないような新しいことが市民の中から、あるいは

我々委員の中から出てきた時にはそれに時間かける必要があると思いますけど。私の予想

ではたぶん構想の中に入っていると思いますので、出来るだけ議論深くしたいために勉強、

これに関して資料出来るだけ委員の方に提供していただいて。 
○事務局（佐々木部長）：今回は資料の配布が遅れたのですけど、これからは基本的には必

要な資料は事前に配布いたしまして事前に目を通していただく時間を事務局として設けて

いきたいと思いますのでよろしくお願いします。 
○前野会長：それではこの策定の基本、スケジュールに関しては事務局の案に沿って進め
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ていく、それを出来るだけ良い形に改善しながらやっていくということでよろしいでしょ

うか。 
（異議なし） 

○前野会長：ありがとうございます、それでは資料３ということですけど、基本構想につ

いての説明を事務局からお願いしたいと思います。 
○事務局（尾山課長）：それでは素案という形で第４期石狩市総合計画基本構想というのを

説明させていただきます。この素案の位置付けですけど、基本構想に盛り込むべき内容を

検討していただくにあたりまして基本の全体像のイメージを示すものであります。このた

め、基本構想の出来上がりの形をイメージしつつ現時点での市の考え方を盛り込んで作成

しております。今後の議論は素案の項立てに沿って進める方がスムーズに流れるものと考

えておりますけど、具体の内容については必ずしもこれにとらわれる必要はないと思って

おります。この素案は議論の枠組みを示すものでありますが、議論の内容や結論を示した

ものではありませんので、その点留意して議論を願いたいと思います。それでは基本構想

の素案でございますけど、初めに基本構想を示す目次ですけど、素案につきましては１の

計画策定にあたってから始まりまして８の重点プロジェクトまでの区分で構成しておりま

す。それでは次に１の計画策定にあたってでございます。１の目的から合併プラン策定か

らの状況変化、それと３の将来人口についての考え方を示しております。合併後の目的で

すけども、石狩市として合併効果や市を形成する要素を結集した地域価値の創設の必要性

または合併プランを基本としたまちづくりの共通目標、自立した公共経営確立のための戦

略プランとして総合計画を策定することを記述しております。２の合併プラン策定からの

状況変化でありますけど、国の行財政改革を想定しながら策定した合併プランとその後明

確になった行財政改革との影響要因を考慮する必要性があると考えております。それから

３にいきまして将来人口についての考え方でありますけど、これまでの総合計画におきま

しては、将来人口推計においても右肩上がりの傾向が見込まれたことから目標人口を設定

し、まちの発展と結びつける考え方を行ってきました。本年度から全国及び北海道共に全

体の人口が減少しはじめ、本市においても目標年次ころから人口減少が想定される為、本

計画から目標人口の設定を行いませんが、各種政策を検討していくうえで想定人口が必要

となるため、国の研究機関の推定人口によりとり進めるという考えをもっております。次

に３ページ目で、２の計画の役割でありますが法的な位置付けにつきましては地方自治法

第 2 条第４項で基本構想が議会の議決要件となっております。ここで総合計画の実質的な
役割としましては、１つ目が石狩市民全体の全員のまちづくりの共通目標となること。2つ
目が新たな戦略プランであること。3つ目としまして石狩市のまちづくりの主張の 3つの要
素を持たせたいと考えております。下の方に計画の役割の明示図が出ております。４ペー

ジ目、３の計画の構成と期間ですけど、ここにおきましては総合計画の２層構造と基本構

想及び戦略計画の内容。また戦略計画の考え方を記述しております。今回は戦略計画にお

きましては、前後期に分け後期 5 年には前期の成果等に対する見直しを想定しているとこ
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ろでございます。４につきましては総合計画の体系図という形の中で総合計画戦略計画の

所管している部分が個別の計画が反映されているのを表現しております。また今後各所管

が個別計画を策定する際には戦略計画を反映させる形と考えております。ここに出ていま

すように下に個別の計画というのがあります。これは今現在石狩市で策定しております個

別の計画でございます。それは戦略計画との連携を図った中で進めていくというイメージ

をしたものでございます。続きまして５ページですけど、石狩市の将来像とまちづくりの

基本理念でございます。ここにおきましては将来像と今後 10年のうちに地域社会の大きな
転換点を迎える事を念頭に置きまして、市民の声を生かす条例などこれまで取り組んでき

た事を生かすとともに地域に人という資源が増加することをチャンスとしまして人が力を

発揮できる環境づくりを意識しながらまちづくりをすすめるため 10年後における本市の将
来像を「人間力都市・いしかり」としました。これはあくまでも仮置きでございますから

今審議会の中での議論が必要と考えております。続きまして基本理念でございますけど、

将来像の実現に向けて取り組まれる全ての政策に共通する真意を明らかにする基本理念を

設定する必要があると考えております。１つ目は厳しい財政状況の中でも市民にもっとも

身近な行政を総合的かつ主体的に進めるための自立。2つ目としましてまちづくりを進める
ための市民、企業・団体、行政の協働。３つ目としまして人と自然、都市地域と農山漁村

地域との共生という形。以上のことからまちづくりの基本理念としまして「自立・協働・

共生」という形で考えました。続きまして土地利用の関係でございます。土地利用の方針

につきましては、人に着目した将来像を効果的に実現するため、大規模な投資を伴う土地

利用の改変は抑制することとし、現在土地利用を基本として市域を市街ゾーン、港湾ゾー

ン、農業ゾーン、森林ゾーン、海浜レクリエーションゾーンの５つのゾーンと、水産拠点

に区分し、交流の核として本庁舎近郊を中心核、地区支所近郊を地域核としてまちづくり

を進めようと考えこのように設定されております。この構造につきましては合併プランと

同様の考えで進めていくこととしております。続きまして７のまちづくりの体系と方針で

ございます。ここにおきましては基本理念を具体化した３つの原則を基に５つの目指すま

ちのテーマを設定し、さらに分野横断的に重点的に推進する 5 つの重点プロジェクトを展
開するように考えております。まず１つ目としまして下の方にあります 3 つの原則の部分
でございますが、原則１として自立といわれました部分、原則２の協働、３の共生がひと

つの土台となりまして、それを５つの目指すまちのテーマとしまして、テーマ１「安全・

安心・快適なまち」テーマ２「健康でしあわせに暮らすまち」テーマ３「元気で活力のあ

るまち」テーマ４「豊かな自然を守り育てるまち」テーマ５「心豊かに学びいきいきと活

動するまち」という５つのテーマを設定して将来像に向けて進めるように考えております。

続きまして 9ページですが先程言われました３つの原則、方向性と政策を記述しています。
原則としましては「健全な行財政運営」の中で下の方に５つの事業政策の方を明記してお

ります。次にめざすまちのテーマ、これも同様に 1 つのテーマを示した中でどういう形で
進めていこうかという部分をここに明記しております。そして 11ページ重点プロジェクト
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の関係ですが、ここは「5つのめざすまちのテーマ」に基づいて豊かな本市の特徴である自
然環境資源を生かし事業効果が市全体に及ぶような人間力都市の実現に向け特に力を入れ

るべきと思われる政策を５つの重点プロジェクトに位置付けて分野をこえた横の連携を強

化して市民の積極的参加協働のもと重点的な推進を図る事を目的としております。それで

先程言いました重点プロジェクトですが、１つ目が「ひと､まち、げんきプロジェクト」２

つ目が「環境都市創出プロジェクト」３つ目が「観光立市プロジェクト」４つ目が「交流

のいしずえプロジェクト」そして最後５つ目が「石狩湾新港地域パワーアッププロジェク

ト」と考えております。以上が基本構想の素案でございます。その後ろにいきますと基本

構想の資料編というのが付いているかと思いますのでそちらの方も説明させていただきま

す。まずこの基本構想を作るにあたる資料としまして、ここに書いているとおり石狩市の

概要を記述しました。次に踏まえるべき時代の潮流。先程いいましたように合併プラン策

定時から本計画を策定するまでの間でどのようなものが想定されるという部分で押さえて

おきたい部分です。ここで１は石狩市全体の部分を指しておりますから、１で位置と地勢、

２で人口、総人口及び年齢階層別のここに出ているデータにつきましては新石狩市の基礎

データとするために、厚田・浜益の人口を加算したもので積算しております。ただ 17年度
の部分が空欄になっているかと思います。この 17年度の部分につきましては国勢調査の数
値が確定した段階でこちらの方に詳細が出た段階で記載したいと思います。次に就業構造

の推移でございますけど、これも国勢調査の数値をカットしております。この中で書かれ

ているのは、あくまでも、この度の合併に伴いまして就業人口の構造も若干変わってくる

のかなという部分で記載しております。次の３の推計人口です。これは人口問題研究所の

推計によりますと総合計画の目標年次から人口が減少していくことが想定されることにな

りました。ここに出されている推計でいきますとちょうど平成 27年の欄があるかと思いま
す。この 27年が 6万 2000人、それ以降少しずつ減少していくことが推計されました。た
だ人口の増加につきましても今回の平成 17年を見ていただきますと 6万 1000人、27年に
も 6万 2000人、人口の伸びがかなり落ち込んできていることが推計される形になっており
ます。この部分でいきますと平成 27年には 6万 2000人位。それから次のページいきまし
て踏まえるべき時代の潮流なのですけど、これからの総合計画を作るにあたり代表的なも

のとしては５つの部分をあげました。1つ目が地方分権の推進、住民協働に基づく新たな公
共経営時代の到来、2つ目が超高齢社会の到来、少子化の急速な推進、3つ目が環境の国づ
くりの到来、4つ目がユビキタスネット社会の到来ですけど、下の方に注意書きで書いてあ
りますが、要するにパソコンなどかかなりの部分でネットワークが構成されますので、市

内だけではなくて将来的には国際的になってくるのではないかという形です。次に 5 つ目
が安心・安全の時代の到来。近年自然災害ですとか報道されております。やはりそこらへ

んを考えると市としても安全で安心な環境作りを整備していく事が求められることを記載

しました。6つ目が産業を取り巻く環境の急速な変化が考えられます。今回策定にあたりま
して厚田浜益は第 1 次産業が主体でありますが、その中で第１次産業を担う従業者が高齢
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化に伴って土地自体が荒廃化していくことが想定されております。その反面、市民の中に

は安全安心で目に見える生産者、誰が作ったものか見えるものを購入する傾向にきている

ということを考えますと、ある程度逆行を生じると考えております。その中で商業につき

ましては大型店舗部分に対する購買力の動向と市内にあります商店街の減少、購買力が下

がってくるという部分が問題になってくるのかなと考え、ここでは３つの部分をリストア

ップしています。次のページいきまして３の石狩市の特性と課題。石狩市の持っている資

源を改めて見直してまちづくりに反映させえる市の特徴をあげてみました。この特性とし

まして、まず１つ目は「札幌市に隣接して良好な環境の住宅地が形成され立地条件に恵ま

れている交流拠点のまち」 2つ目は「暑寒別天売焼尻国定公園と美しい海岸線、石狩川に
代表される、優れた自然環境・景観を誇るまち」3つ目は「北海道の工業と物流の一大拠点、
世界に開かれた石狩湾新港を有するまち」4つ目は「新鮮で豊富な農水産物を生み出す食の
宝庫のまち」5つ目は「多彩で魅力ある観光・交流資源を有するまち」6つ目は「500以上
の団体が活発な市民活動を行う市民パワーのまち」という部分を特性としてあげました。

続いて発展課題でありますけど今後市が発展するための課題という形で整理させていただ

きました。1つ目は「市の一体的な発展を支える暮らしの基盤」ということです。今回合併
に伴いまして行政区域がかなり広くなりました。そこら辺の部分を含めた対応が必要でな

いかと考えております。2 つ目は、「少子高齢化の市全体の対応。誰もが健康ではつらつと
暮らす事ができるまち」これが必要かなと考え、今少子高齢化の中で市も力を入れている

わけですけど、子供の為の対応だとか高齢者の対応など、それは出来るだけ地域で一体に

対応していかなければならない。3つ目は「農漁村と工業・物流、そして観光を柱とした新
しい時代の産業基盤の確立」。先程言いました石狩湾新港もひとつの例でございます。その

他に市のもっているそういう農林水産業含めた中での、ひとつのベースとして基盤を築く

必要がある。4つ目は「優れた自然環境を有するまちとして景観重視のまちづくり」として、
今市が力をいれておりますゴミの減少の関係だとか、今回自然、要するに市長も言いまし

たように厚田浜益にあった森林をいかに活用していくかという部分もあります。活動する

中で環境を重視し、維持活用していかなければならない。それから 5つ目は、「郷土愛と想
像力もつ石狩人の育成、国際色豊かで文化の香り高いまちづくり」にしよう。今石狩市の

郷土愛、想像力を持つ石狩人を育成していく必要があるのではないかと考えております。

そのために実現に向けて機会を充実させていかなければならない。それから市民と一体間

を高める芸術文化、スポーツ活動を活発化させることと国際色豊かなまちづくりに向けて、

既存の施設を活用していきながら市民活動をしていく必要があると考えております。６つ

目は、「新たな挑戦を支える市民との協働体制の確立、地域の輝きを大切にしたまちづくり」。

市民と行政と共に意識改革を行いながら、新たな時代の地域自治のしくみづくり。コミュ

ニティの育成、情報の共有化をはじめとする協働体制の確立が進むと考えております。以

上が資料編の説明であります。以上を持ちまして基本構想と資料編の説明を終わらせてい

ただきます。 
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○前野会長：ありがとうございました。今ご説明いただいたのが素案ですけど、第４期石

狩市総合計画の基本構想、これについて本審議会で審議を進めていくことになるのですが、

私自身もそうですけどこれを皆さん今日初めていただきました。やはり中身をじっくりと

読んで理解してそれで分かりにくいところを質問する、こうした方がいいのではないかと

思います。私の提案なのですけど、審議は次回からしたらどうかと思います。時間がもう

少しありますので、今ご説明いただいた総合計画基本構想の素案に関して、具体的に個々

の問題は後にして全体的に気が付いた点とかわかりにくかった点を出して頂きたいと思い

ます。いかがでしょうか。 
○松井委員：今ご説明いただいて概ねよく考えられてるなと思ったのですけど、将来構想

としてこのスタンスは短いのではないかと思います。アクションプログラムとして１０年

はわかりますし、基本構想が概ねこれでＯＫだとしたら、種々のプログラムをやっていけ

ば、ほぼ完璧に 10年後は済むのだろうなという気がしたのと、そういう段々細かいことに
具体的にどうもつなげていきたいなと、これからの論議していく中でもう少し先というこ

とも少し耳にしながら議論していきたい。なぜかといいますと地球温暖化の問題もこれか

ら大変大きくなってきますから 100 年後大体５度位あがりますから、その石狩湾の水位が
確実に上がるだろう。そうすると水産業 10 年 20 年続けるよりも、水産、農業あるいは防
災、想定外のことがかなり出てくる気がします。そういうことを少し意識しながら行動し

ていただければ合併を経た 10年間の地区の変化もそうですけど、もうちょっと北海道がど
うなっていくと意識しながら進めていただきたいなと思います。 
○前野会長：この審議会としましては、いちおう市長から 10年間に関する策定を諮問され
ているわけですから、これから議論するわけですけど。今、松井委員からありましたよう

に 10 年という策定はするけれども、もっと先の事も考えながら審議すべきではないかと、
私自身も賛成なのですが、これに関していかがですか。他のことでも結構ですけど。 
○松尾委員：松尾です。よろしくお願いします。こちらの今の素案の考え方の背骨になっ

ているのは前にも出てきている、新市将来構想だと思うのですけど、間をつなぐものとし

て総合計画の評価、積み残し課題､新市構想策定時からの行政変化を盛り込みますというご

説明だったかと思いますけど。その中で大分緩和してきましたので、こういう考え方を新

たに盛り込みましたよと、そう言った部分がもしあれば議論が進みやすいのではないかな

と。 
○前野会長：おそらく次回から、個別の問題で審議していただければ結構だと思うのです

けど、素案の中でどこが変わったのか新しく入れたのかとかコメントをいただければ我々

審議しやすいと思うのですね。次回から是非お願いしたいと思います。他にどうですか。 
○景井委員：私も要望ですが、例えば５つのテーマですとか原則ですとか色々ありますけ

ど、こういった１つ１つの積み上げで安心安全快適なまちづくりだとか、そこの部分を少

し勉強する上で資料があればいいなと。特に細かい点は戦略計画の中でやるのでしょうけ

ど、ある程度の部分知ったうえで中々大きなテーマすぎちゃって、そういう部分がありま
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したら事前にいただければと思います。  
○事務局（尾山課長）：一応こちらがベースとなります。先程説明しませんでしたけど合併

プランというのがあります。この中に今回の総合計画を作る基本にしております。ですか

ら先程質問ありました部分については、例ですけどもこちらダイジェスト版の方をご覧ね

がいます。この中の 12 ページ 13 ページをご覧頂きたいのですが、ここにあるダイジェス
ト版の新市のまちづくりの将来像。先程こちらのほうで説明しました土地の利用計画の部

分だとか、先程いいました５つのまちづくりテーマのネーミングを少し変えた中での基本

構想を作ろうと考えておりまして、そのものの名前は使っておりません。ですがここに出

てくる、例えば政策の中では上下水道の整備だとか個別の事業が政策の部分がここに出て

きております。これがひとつの今回の総合計画の素案のたたき台になっていることがご理

解できますか。実は先程言いました 5 つのまちのテーマについても、安心・安全だとか健
康に暮らせるとか、これらの部分がここにあるテーマ１から５まであります。これらがこ

この部分に入ってきている。それから重点プロジェクトにおいても、ここの中の 11ページ
に重点プロジェクトという名称が出てきております。これもここから土台としてこちらの

方に持ってきております。 
事務局（佐々木部長）：補足いたしますけど、要するに例えば本日お配りいたしました資料

の 10ページのテーマ「安全・安心・快適なまち」というのは合併の方のダイジェスト版の
テーマ１暮らしの基盤。それとほぼ固まっているというイメージでそれぞれお考えいただ

いてよいと思います。ただ私どもがこういう形で例えば名前を変えたというのは単純に看

板だけ変えたという意味ではなくて新しいまちの将来像自体変わっているんです。合併の

時は活気あふれるホームタウン石狩、これが将来像というかたちでいたのですけど、今回

は人間力都市としていますので、その政策のジャンルとしては大体同じような中身になる

のですけど将来像がより人という点に焦点を当てたものになってきておりますので、この

先戦略計画を作っていく上では具体の施策なんかも例えば優先順位考えていかなければな

らないのかなと思っております。ただひとつの目指すべきまちのテーマの具体的なイメー

ジとしては大体ここに書いてあるような事業が含まれますよと考えていただいて結構かな

と。 
○名手委員：お願いがあるのですけど、資料の２ページと 3ページのところで、平成 17年
度のグラフ、推定は推定で出していただいて、それで大きな誤りは出てこないと思うので

すね。議論の 1つのデータとして出していただきたい。 
○事務局（尾山課長）：わかりました。まだ確定数値が出ていなかったものですから入れて

いなかったのです。その部分については入れるようにします。 
○三上委員：4ページの推定人口には平成 17年度では人口の 5万 9,734人と同じなのです
ね、それは後から提示されると思いますが。 
○事務局（尾山課長）：入っています。 
○三上委員：入っているのですか。大体 5万 9,000人ということでいいのですか。 
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○事務局（尾山課長）：そうです。平成 12 年の国勢調査の石狩、厚田、浜益の人口を足し
たものが 5万 9,734。ですから過去のグラフについてはいずれも３市村合計のベースで出し
ております。 
○三上委員：ということは平成 17年度推定したら変わってきますよね。  
○事務局（佐々木部長）：この資料の４ページの将来人口推計も石狩、厚田、浜益の将来人

口推計を足したもので出しております。社会保障人口問題研究所のデータは平成 15年時点
ですから、石狩市、厚田村、浜益村ということでバラバラに出ているのですが、それを全

部足し合わせて出したものが資料の 4ページの数字です。 
○横山委員：これ会長などのご意見出ておりますけども、早い話、基本構想はありますよ

と、次入っていって次回でしょうけども、私学者でないですから人口が 5 人少ないからど
うだとか、あそこのまちが３ヘクタール少ないからどうだとか分かりませんのでアバウト

のところでいいのではないとか、やはりこの中に色々書いてあるもので、これになぞって

いかないと我々勉強している間に来年になってしまうのですよ。私頭良くないものですか

ら、資料もあまりあると資料見ている間に最初のうち忘れてしまうのですよ。ですから先

程、課長さんレベルでも専門部会でやるということありますよね。その辺のややこしい部

分は専門の方でやっていただいて審議会というのでしょうか。このような意見がいいなと

か多いなとか引っ張っていかないと間に合わないのではないか。それとあまり難しくなっ

たら私達ついていけなくなる。そういうことが最初に感じること。 
○前野会長：次回から審議が始まるのですけど、審議会ですから審議に参加していただき

たいと思います。渡された素案と、どうぞこの資料を勉強していただければと思います。

他ご意見どうぞ。 
○立浪委員：立浪と申します。私先程からこちらの資料の 6ページを見ていて将来像、「人
間力都市・いしかり」というのに引っかかっていたのですよ。といいますのは私のイメー

ジの中では都市というのは近場でいうと札幌なのです。石狩は私にとっては都市ではない。

それは私の認識がおかしいのかもしれないのですけど、将来的にどう考えても人口は札幌

にならない。札幌を追い越すことは勿論できないということで。せっかくこちらに「活気

あふれるホームタウン石狩」を書き換えたといいましたけど、将来像がどうしても都市で

はないので何かもっと温かみのある言葉というか、他のものに置き換えていただけたらす

ごくイメージしやすいのですけど以上です。 
○前野会長：是非次回以降いい名前を考えて下さい。色々考えて出てきた人間力都市とい

う言葉だと思うのですけど。もっといい言葉があれば是非。他にご意見ありますでしょう

か。 
○角川委員：青年会議所の角川です。細かい所質問したいのですけど、まちづくりの体系

で、３つの原則があり、それを踏まえたうえでまちのテーマというものがあげられて、そ

れぞれの内容に関しては安全に関して、健康に関して、それと新しい地域発信に関して 4
番目がエネルギーに関して、5番目が学びに関してというテーマが上げられていると思うの
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ですけど。この次にくる重点プロジェクトとの関連性というのは。 
○前野会長：次回にこの事に関しては色々議論が行われていくことになるかと思いますけ

ど、短くお答えできることがありましたら。 
○事務局（尾山課長）：今質問ありました５つの目指すまちのイメージというのは大体理解

できたかなと思うのですけど。テーマを展開していく中でその事業 1 個 1 個が先程いいま
した共通性のあるもの、それらを一体的に対応していこうという形の中でプロジェクトを

進めようとしています。要するに横断している部分がかなりありますから。 
○前野会長：おそらく今のような問題は基本構想ですから他の事に関してもあると思いま

す。議論は次回以降ということで全般的にご意見いただいたわけですけど、この素案につ

いて次回以降審議を進めていくことにいたします。本日予定していた案件はこれで全て終

了しました。次回以降のスケジュールに関して事務局からお願いします。 
○事務局（尾山課長）：次回の開催日ですけど、実は３月２日から 23 日まで第 1 回の定例
会が開催されることとなっております。議会終了後の 27 日から 31 日の間において皆さん
に日程調整させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。その中で日程を早

急に決めまして通知するようにします。 
○前野会長：次回は 3月末の予定ですね。それではこれで今日の案件は全て終わりました。
どうもありがとうございました。  
 
 
平成１８年 ４月１７日議事録確定 
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