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【第５回】石狩市総合計画策定審議会開催結果報告書 
平成 26 年９月 29 日 

【日 時】 平成２６年９月１6 日（火）18：00 〜 20：00 

【場 所】 石狩市役所 4 階 401・402 会議室 

【出席者】 ２3 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、百瀬ﾌﾟﾗﾝﾅｰ、伊藤 

【傍聴者】 １名 

【次 第】  

１．開会 

２．総合計画（基本構想）の説明 

３．分科会の進め方について 

４．分科会 

○第１分科会：「高齢者の活躍」 

○第２分科会：「石狩の顔づくり」 
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．総合計画（基本構想）の説明  ※事務局より説明 
・前回の第４回審議会において計画の原案としてお渡しした資料について、審議会委員の皆様から

頂いたご意⾒等を事務局で再検討し、より分かりやすく再構成した。 

【まちづくりのミッション】 

・「30 年後の石狩市の⽣き残りをかけて」としていたが、まちづくりの根幹というのは、「このま

ちに住み続けたい・このまちに住みたい」と思える魅⼒あるまちであり続けるということではない

かと考えた。 

【めざすまちの姿】 

・コミュニティシティ：「多世代が調和して暮らすまち」⇒「絆のつながりがあるまち」 

・グリーンシティ：「環境やエネルギーにこだわりを持つまち」⇒「市⺠が幸せに暮らす環境があ

るまち」 

・クリエイティブシティ：「⼈の交流や⽂化・産業が創造できるまち」⇒「⽂化・交流・創造する

まち」 

・さらに、コミュニティシティ・グリーンシティ・クリエイティブシティというカタカナ表記を「絆・

環境・創造」と漢字表記を前面に出し、わかりやすくした。 

・「目指すまちの姿」の実現に向けた取り組みを進めて⾏くことは、まちへの「愛着」や「誇り」

である「石狩ＰＲＩDE」の醸成に繋がる。さらに「目指すまちの姿」に向けた取り組みの実践と

石狩ＰＲＩDE は、「循環」しながら培われ育まれていくものと考える。 

【まちづくりの全体像・進め方】 

・新しい計画に基づく 3 つの「目指すまちの姿」のイメージを市⺠の皆様・審議会委員の皆様と

共有し、「協働・連係・成⻑」の 3 つを原則とし実践して⾏く。言い換えると、まちづくりを進め

て⾏く上での「基本姿勢」である。 

・進め方の部分については、様々な⼈や組織、資源を巻き込みながら、次第に大きな渦となって拡

大して⾏くべきだと考える。このまちづくりへの「楽しみ」をきっかけに少⼈数ではじまる小さな

取り組みが、やがて仲間を集め、やりがいや責任感・自発性とともに広がっていき、また「次の楽

しみ」、すなわち、次の「目指すまちの姿に向けた、まちづくりの取り組み」に繋がっていくので

はないかということ。そして、この「まちづくりの渦」の過程において、少しずつ市⺠のまちへの

愛着や誇りである、石狩ＰＲＩＤＥも醸成されていくのではないかと考える。 
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【総合計画を動かすしくみ】 

・今回の計画を作って終わりにするのではなく、今の段階からどうやって動かしていくかをしっか

りと⾒定めようということ。また、今後の様々な社会環境の変化に応じて、柔軟性を持ちながら計

画自体を発展させていこうという考え方である。 

【戦略目標について】 

・前回審議会委員の皆様からいただいたご意⾒、事務局の再検討により、「13 の戦略プロジェクト」

を「5 つの戦略目標」として再編した。 

・これは、実⾏戦略の「柱」となる「戦略性」を市⺠の皆様に理解していただき、市⺠との共有化

を図るために、「13」から「5」に絞り込む必要があると判断したものである。 

  

３．分科会の進め方について    ※事務局より説明 
・「このまちに住み続けたい・このまちに住みたいまち」というまちの姿を実現するためには、計

画を作るだけではなくしっかりと動かして⾏くことが大事である。 

・市⺠と⾏政が協働で取り組み、実践して⾏かなければ「目指すまちの姿」を実現できないため、

実践モデルの検討を分科会で議論していただき、審議会委員の皆様が考える実践モデルを、第 5

期総合計画の計画書に掲載したいと考えている。 

・今回の分科会の検討テーマは、前回の審議会の意⾒等を踏まえ、第 1 分科会は「高齢者の活躍」、

第 2 分科会は「石狩の顔づくり」というテーマについて具体的な検討をしていただきたい。 

 

４．分科会 
実践モデルの検討に向けた意⾒交換を⾏い、実践モデルの目標や目的、その取り組みについて

検討を⾏った。（分科会のテーマ：第 1 分科会「高齢者の活躍」、第 2 分科会が「石狩の顔づくり」） 

 

＜まとめ＞ ※全体ファシリテーターより 

第 1 分科会（全体まとめ） 【テーマ「高齢者の活躍」】 

□高齢者のイメージを変える 

・40 歳と同じように活動できる⼈が多くいる。また、経験や特技も持っている。 

・⼀方で、⽣活上の不安や安⼼安全への不安もある。 

・「熟年市⺠」や「後期現役者」など高齢者の呼び方をかえる。 

□高齢者の活躍・活動 

【働く】 

・働くことで収入を得る。対価は必要である。 
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・地域でお⾦を回すためにはチケット制の報酬なども考えられる。 

【地域への貢献】 

・地域社会に貢献する。地域社会への貢献は、公共の利益になる。 

・ケガ等のリスクの対応が必要。 

・高齢者が地域貢献の活動に参加するきっかけや場などの機会が必要。 

・「協働」の新しい役割分担の仕組みを構築することも必要。 

□高齢者の活躍の実践モデルのイメージ 

・目標は、高齢者を元気で技能や経験がある「⼈財」として捉え、地域を元気にする中核とし

て⽣涯活躍してもらう。 

・その目的・ねらいは、高齢者としては、居場所をつくること（社会の役に⽴つ）、新たな収入

の手段をつくること、いつまでも元気に過ごすこと。 

・また、地域としては、高齢者に助けてもらえること、地域経済を活性化すること、まちに活

気がでることである。 

 
第 2 分科会（全体まとめ） 【テーマ「石狩の顔づくり」】 

□石狩の顔のイメージ、まちづくり（空間） 

・地区ごとの拠点やイメージをつくることが必要。 

・また、駅や商店街、シンボル的な建物がないため、中⼼核をつくることが必要。 

・道の駅なども顔になる。 

・⼀方で、顔づくりには建物ではなく、ソフトが大切になる。 

□石狩のプロモーション 

・顔づくりとして、観光は大切である。 

・第 1 次産業（農業、漁業）を活かした食が重要。 

・また、石狩の資源や魅⼒を PR することが必要。 

・風景を映像で発信するなど、市⺠ができることもある。 

・石狩の歴史・⽂化も大切である。 

・モニターツアーやイベントの実施。 

・海外からも観光に来てもらえるようにする（サイクリングなど）。 

□石狩の魅⼒を発⾒・発信する 

・市⺠が石狩の魅⼒を知ることから顔づくりが始まる。 

・石狩の顔は、市⺠がつくりあげていくものである。 

・そのため、石狩の各地域を巡るツアーなどが考えられる。 

・廃校の活用も考えられる。 
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５．その他（事務連絡） 
 ・第６回総合計画策定審議会（第２回分科会）の日程調整の連絡 

 

 

６．閉会 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年９月 29 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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【グループごとのまとめ】 
＜第 1 分科会 1 班 【テーマ】「高齢者の活躍」＞  

□65 歳以上の仕事場をつくる 

・団塊の世代の仕事場をつくることが必要である。 

・年⾦では⾜りない高齢者への対応を会社ももっと良くすべきである。 

・高齢者を雇用するのは雇う側が大変。高齢者を雇うメリットが雇う側にある仕組みが必要で

ある。 

・働きたい⼈（高齢者）と、雇いたい⼈（企業）をつなぐシステムが必要である。 

□高齢者の起業を勧める 

・高齢者の方々に起業してもらってはどうか。しかし、なかなかうまくいかないことが考えら

れる。 

□高齢者の特技を活かす 

・⻑年の技術をもっているなど高齢者には高齢者の優位性がある。 

・朝が早い高齢者の特徴を活かして、朝の品出しの仕事。 

・運転が得意な高齢者に子供の送り迎えをしてもらう。 

□町内会（地域活動）マニュアルの作成 

・町内会活動マニュアルを 65 歳以上の方に改めて配り、みんなに地域活動を知らせることが

大切である。 

・まず地域のことを知ってもらう。災害時などを考えると、町内会が大切。 

・仕事は、「地域の仕事をする」というシステムにする。 

・町内会の働きを事業にするべき。法⼈化してはいけない。 

・町内除雪ボランティアを⾏っているが、有償で⾏うと高齢者のお小遣いになる。 

□働き手の受け皿となる NPO を設⽴する 

・高齢者に活躍してもらうためには、特に男性の受け皿が必要である。 

・高齢者が活躍できる受け皿としての NPO を設⽴する。 

□地域に出るきっかけが大切 

・外へ出て⾏くきっかけがない。 

・町内会の集まりも外に出るきっかけとなる。 

・安いコーヒーと集まれる場所。 

・地域の⾒守りもシステム化すると⻑続きしなかった。 

・病院も設備は整っているがみんなにあまり利用されていない。 

□気軽に集まれる場や環境をつくる 

・日常的に集まれる場があると良い。 
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・⼈間関係をうまく醸成させる仕組みが必要である。 

・65 歳から始められるスポーツとして、みんなでできるものがあるとよい（ゴルフ、パークゴ

ルフ、サッカー、カラオケ、園芸、ジムなど）。 

・公園にカフェがあると良い。子供を⾒守りながらゆっくりできる。子育て世帯にとっても安

⼼感につながる。 

□既に実践している取り組みの実践モデル化 

・既に地域で出来ることを実践している除雪や⾒守りなどをモデル事業としたほうがよい。 

・ただし、問題は 60 代の⼈がまだ働きたいという意欲があるかどうか。 

・これからは有償ボランティアが必要ではないか。 

・⼈材と仕事を結び付けられるよう、シルバーセンターのシステムを⾒直ししてはどうか。 

□環境整備も必要 

・市の環境をまず整えることが大切。 

・交通アクセスが悪い。 

・地域の⼈の中で忙しい⼈もたくさんいる。 

□⾏政サポーター 

・⾏政サポーターがあっても良い。 

・市から地域づくり隊として任命。頼むとみんなやってくれるのではないか。割引パスなどで

活動してもらう。 

□地域でお⾦がまわる仕組み 

・貨幣価値とは違う。経済がまわる仕組みが地域にあると良い。 

・地域でお⾦がとどまるために、地域でお⾦がまわる仕組みが大切である。 

・現状では、除雪も札幌の業者が地域の⼈を雇っているが、本来は地域でまわすべきである。 

□高齢者という呼び方 

・高齢者という呼び方が良くないので、「熟年者」や「熟年市⺠」などの呼び方に変えたほうが

よい。 

□審議会メンバー 

・審議会のメンバーが⾜りていない。 

・経験値が高い高齢者の方々に入ってほしい。 

□その他 

・石狩が大好きな気持ちを育てていくことが大切である。 

・子供にも良い影響がある。 
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＜第 1 分科会 2 班 【テーマ】「高齢者の活躍」＞ 

□高齢者についてのイメージ 

・定年後も働く気はあるが、なかなか難しい。積極的な⼈もいるが受け⾝の⼈が多いのではな

いか。 

・「高齢者＝介護が必要」というイメージはあるが、町内会で活躍している 70 代もいる。 

・高齢者の方は、自分らしく⽣きたいという方が多い。 

・団塊世代は元気である。 

・65 歳で定年を迎えたら何をするのか。定年になると存在意義がなくなるのでは。 

・仲間と⼀緒に⼈のためになることができるとよいと思っている。 

・「◯◯の会」があって仲間がいれば、地域に出る第⼀歩になる。 

・収入があったほうが、⽣活の楽しみになる。 

・高齢者の定義とはなにか。高齢者という呼び方は違うのではないか。 

・キーワードは「後期現役者」である。 

□高齢者の活躍 

【高齢者に活躍してもらうための仕組み】 

・シルバー⼈材センターとの住み分けをどうするのか。企業としてではなく地域の⼀員として

地域のために活躍してもらう仕組み。 

・研修を受けたりルールを決め勉強を教えたりする。 

・高齢者を活躍の場につなげる⼈がいないのではないか。 

・サポートに対する対価はいるのか。 

・サポートを気軽に受けられるよう、チケット制にしてチケットを報酬とするのはどうか。 

・住み続けたくても出来ない⼈へのサポートが大切（⼀⼈暮らしの方など）。その際には、地域

でのコミュニケーションが重要であり、地域の仲間がサポートすることが必要である。 

・⾏政よりも地域の⼈がまちづくりの主体になるようにしたい。 

・除雪や⾒守りはすでに⾏政主体でやっている。 

・現役を引退した職⼈などはたくさんいる。 

【高齢者が活躍できること】 

・テグスを使い雪氷落としをしているが、雪氷落としなど高齢者が出来ることはある。 

・高齢者（⼥性）による保育は昔のノウハウを活かせるのではないか。 

・無料または 100 円で買い物等の⾞の送迎はどうか。 

・厚田では住⺠の日常⽣活を支援するため、移送事業や除雪事業を NPO が⾏っており、5 年以

上続いている。 

【高齢者の意向にも配慮】 

・定年後に団体に縛られるのが嫌だという⼈も多い。 
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・町内会の高年部はイキイキとしている。 

・高齢者の「⼈の世話になりたくない」という気持ちも考えることが必要である。 

【活躍してもらうために】 

・何かあったら不安（⾞の事故など）。 

・怪我をした時、ものを壊した時にボランティアだけでは限界があるので、法⼈化するなどが

必要である。 

・万が⼀の場合に備えて、⾏政が保険をかけたり等のサポートをすることが必要である。 

【高齢者の情報把握】 

・高齢者の情報を⾏政が把握する。 

・地域の⼈でアイデアを出し合う。 

 

＜第 2 分科会 1 班 【テーマ】「石狩の顔づくり」＞ 

□石狩の顔のイメージ 

・今の石狩の顔とは、どのようなイメージなのか。 

・石狩の顔は、計画全部であるが、第４期総合計画での顔はわからない。 

・例えば、出張など他の⼟地に⾏った時に“どんなまち”と言えるのが顔ではないか。 

・札幌から通勤してくる⼈が多いことを考えると、今までのまちづくりは間違っていたのでは

ないか。新港と住環境を⼀緒に考える必要がある。 

・合併前と考え方を大きく変えていかないといけない。 

【中⼼部、中⼼核】 

・中⼼部をどう作っていくかが顔づくりには必要ではないか。 

・いまの石狩には中⼼がない。中⼼核を作っていくことが必要。 

・特に、市役所を中⼼とした中⼼核が必要ではないか。 

・顔づくりは、道路づくりから考えることが必要ではないか。 

・駅があると拠点になり、顔になる。 

【地域ごとの顔づくり】 

・地区ごとに特性があるので、それを背景として地域ごとにまちづくりをすることが大事。 

・浜益や厚田、新港地域、花川など、それぞれまちの顔が違う。 

・いろんな空間を石狩の顔として位置付けてよいのではないか。 

・石狩の地域ごとにイメージ像を作っていくことが必要である。 

・暮らしやすい、魅⼒のあるまちにするためエリアを分けた顔があっても良いのではないか。 

・地区を分けたほうが良い。それぞれにイメージを作っていくことが必要である。 

□地域ごとのイメージ作り 

・ニセコ・ヒラフは外国⼈を誘致することでイメージ作りになっている。 
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・顔づくりでは、地区ごとにプラスにイメージをつくっていくことが重要である。 

（浜益）過疎化のイメージしかない。 

夕日が素晴らしいので海岸線を使ったトライアスロンが出来ないか。 

観光、食、農作物など良いイメージを作っていくことが必要である。 

別荘として住んでもらう。 

（八幡）昔は中⼼地であった。 

漁協があるところが漁港のイメージ。 

（本町）石狩発祥の地。 

古い歴史を継承していく街。保存していく街。 

（花川）個⼈商店は少なくなっている。 

商店街はあるが商業のイメージは少ない。 

今ある商店街をまとめて集約させる。 

商店街のアーケードを作ると良いのではないか。 

住宅地のイメージしかない。 

札幌のベッドタウンとして、閑静な住宅地のイメージ。 

住居エリアとして特化してもいいのではないか。 

買い物難⺠の問題解決が必要である。 

□顔づくりは観光にもつながる 

・観光するときはまちのイメージで訪れる。これが顔となる。 

・札幌に来る観光客を呼び込める可能性はあるが、イベントなど大きいものがない。 

・観光バスが回れるルートやまちを作っていくとよい。 

・モニターツアーなどをやってみてはどうか。 

・「恋⼈のカギ」を販売するとよいのではないか。石狩の⼟産にもなる。 

・歴史を⾒せるときにオブジェだけでなく、⾒せ方を⼯夫していくことが大事。 

□情報発信 

・石狩には、すばらしいものがたくさんあるが情報発信が弱い。 

・石狩の絶景をビジュアルで PR していくことが大事である。 

・市⺠が写真を撮ってきたものを HP で発信する。 

□外国⼈を呼びこむ 

・外国⼈をいかに呼びこむかが重要である。 

・厚田・浜益に外国⼈を呼び込めると、大きく変わる。 

・そのためには、サイクリングなど外国の⽂化を勉強しないといけない。 

・自転⾞の利用者を呼びこむためにはサイクリングルートが必要。 

・バス会社とも連携してツアーをつくってはどうか。 
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□若者の定住 

・ゲストハウスなどは若者の定住につながる。 

□市⺠の魅⼒への気づき、活動 

・地域おこし協⼒隊が３年後に定住してもらうためには働ける場が必要である。 

・石狩の魅⼒に気づいていない⼈が多い。 

・市⺠が石狩の魅⼒に気づくことが、“顔づくり”につながる。 

・⾏政だけでなく、市⺠が自ら動いていくことが必要である。そして、市⺠みんながその意識

で取り組むことが大事である。 

□⺠間の発想など活用する 

・地域ごとの資源を点と点でつないで面にしていくとよい。 

・郷⼟資料館など優れた資料、資源がたくさんあるので活用すべきである。 

・郷⼟資料を⺠間で指定管理させたほうが良い。 

・⺠間の発想を活用していくことが必要である。 

・あがった利益を良くしていくための仕組みを作る。 

・売上があがれば収益になる。循環する仕組みが必要。 

□公共施設 廃校などの活用 

・使われなくなった公共施設（小・中学校等）を活用すると良い。 

・有効活用してお⾦をとらないで管理したほうが良い。 

□その他 

・公共施設の指定管理者はどのくらいあるのか。 

・石狩市に道の駅を作る話はなかったのか。 

・市が管理している小中学校の廃校はないのか。 

・石狩に芸術家はいるのか。 

・第 4 期総合計画で理想としていた石狩の顔のイメージはなにか。 

 

＜第 2 分科会 2 班 【テーマ】「石狩の顔づくり」＞ 

□みんなで顔作りをしませんかと声かけする 

・誰がやるのかが⼀番重要。 

・市⺠を巻き込む方法を考える。 

・みんなでつくりあげましょうと育てていく。だが、時間がかかりすぎるのではないか。 

□情報（内にも外にも）発信拠点 

・石狩の⼈が石狩のことを知らないのではないか。 

・外に PR も大事だが、自分たち内側に発信することも大事。 
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□顔は地域の⼈がつくりあげるもの 

・地域の⼈を集めて議論するところからなのではないか。 

・顔ははじめにこれと決めることなのか。 

・何か考えませんかと⼀度住⺠を集めてざっくばらんに話し合ってみてはどうか。 

□石狩の顔づくりのイメージ 

・ネームバリューが上がると石狩の誇りにつながる。 

・そのためには、⼈を呼びこむことが必要。 

・観光協会の⼒が不可欠になる。 

□PR の仕方 

・メディアを上手く利用する。 

・外への PR ツールは充実してきたが石狩市内にはない。 

・石狩市内で PR する場所や拠点がない。 

□ソフトイベントから考える 

・建物のことは最後だと思う。中⾝、ソフトを考えることに時間をかけることが大事である。 

・箱物なのか。イベントで市⺠が持ち寄りでできる事もある。 

・イベントコーディネーターが必要。 

・年間のイベントをコーディネートして収益を上げる必要がある。 

・スキーだけではなく、スノーモービルなど違った遊びもあるとよい。 

□海外の⼈にも来てもらえるように 

・海は良い。温泉・山があっても活かされていない。 

・観光ツアーを良いポイント巡りで作ると良い。 

・ネックは泊まるところがない。気楽に泊まれるところがあるとよい。 

・農家⺠宿的なものも良いのではないか。 

・海外の⼈にもきてほしい。 

・施設はそれぞれでつくるのではなく、集約してしまう方法もある。 

・お⾦が無いではなく、儲けることを考えたほうが良い。 

□食、歴史、⽂化が集約された拠点 

・建物を作ってもその維持管理、運営は誰がやるのか。 

・箱物を作ってもその中⾝、機能が伴わずに失敗してきた。 

・サーモンファクトリーとの連携。既存施設との連携を考える。 

・道の駅がない。今厚田では拠点施設づくりを考えている。 

・厚田が良いのか、サーモンファクトリーあたりが良いのか、よく考える必要がある。 

・地産地消の時代。その PR はいろいろなことを今でもしている。 
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・食、歴史、⽂化、どれも今はなくバラバラである。 

・どれも分散していて中途半端。連携されていない。 

・陶芸など色々あるが、全体のまちとしてのまとまりがない（個別 HP はあるが）。 

・石狩と言って⾏く場所がない。 

・食の集約された場所がない。 

・発信する拠点が必要。 

・食、⽂化、歴史を⾒せる拠点が必要。 

・学校（廃校）を活用して拠点づくり（厚田、浜益では議論が始まるところ）。 

□味の伝承 

・昔ながらの食べ方を伝承。高齢者の味が途切れてしまっている。 

・観光協会にもっと頑張って欲しい。 

・⼈は個々に⼀⽣懸命やっているが、個⼈ベースでは守りきれない。石狩の⼈は個々になりが

ち。 

 

 

 


