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【第６回】石狩市総合計画策定審議会開催結果報告書 
平成 26 年 10 月 23 日 

【日 時】 平成２６年１０月 6 日（月）18：00 ～ 20：00 

【場 所】 石狩市役所 4 階 401・402 会議室 

【出席者】 ２6 名（３０名中） 

役職 氏名 出欠 役職 氏名 出欠 役職 氏名 出欠 
会長 蛯子 准吏 ○ 委員 川浪 香織 ○ 委員 椿 晃 ○ 
副会長 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 ○ 

※正副会長を除き、五十音順 
□事務局等 石狩市企画経済部 

加藤部長、佐々木ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当課長、上窪主幹、池内企画担当主査、青木企画担当主任 
株式会社 KITABA 
酒本代表取締役社長、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、伊藤 

【傍聴者】 ０名 

【次 第】  

１．開会 
２．第１回分科会の振り返り 
３．第２回分科会の検討について 
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 
※前回の審議会において傍聴者から意見があり、当審議会では傍聴者の意見を審議会委員と共有
することとなっているため、事務局から説明。 
 

２．第１回分科会の振り返り  ※全体ファシリテーターより説明 
※それぞれの分科会に分かれて、第１回分科会の振り返りを行う。 
（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」） 

 
３．第２回分科会の検討について  ※全体ファシリテーターより説明 
・第１回分科会で議論した「目標」「目的・ねらい」をもとに、実行手段のアイデアをたくさん出
す。 
・実践モデルの実行手段として、市民が「やること・取り組むこと」「その方法」を考える。 
・市民ができることは、「自分ごと」としてどんなことができるか、仲間とだったらできることな
どを考える。 

 
４．分科会 

 

＜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」】 
□高齢者の活躍の場となる「現役世代」が集う新たな受け皿をつくる 
【楽しみになる面白いこと】 

・スポーツや写真、登山などのサークル活動 
・映画や食（鮭）などのフェスティバル・お祭り 
・海外に発信するツアー 

【役に立つこと】 
・生活支援（買い物、雪かきなど） 
・見守りや宅配 
・子育て支援 
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□高齢者の関わり方と意識向上 
・高齢者の意向によっては、しっかり働く人と有償ボランティア等でちょっと働く人がいる。 
・どちらの人に対しても、まちづくりに参加する意識を高める。 
・そのため高齢者に限らなくても、意識を高める「あなたが主役キャンペーン」を行う。 

□高齢者や地域が元気になる仕組み 
・活躍する個人には、ポイント制などのメリットがあるとよい。 
・それらのポイントを、地域の見守りや生活支援に活用して地域が元気になる仕組みが必要。 

 
第 2 分科会（全体まとめ） 【テーマ「石狩の顔づくり」】 
□市民が石狩の魅力を知る 

・まずは、市民が石狩の魅力を知ることが必要である。 
・そのために、市民による「まち歩き」や「まち見学」などを行う。 

□石狩の魅力などの情報の集約と発信 
・市民が魅力を知ることを通して、ターゲットにあわせて魅力を編集する。 
・それらの魅力を市民が情報発信する。 
・海外向けには映画のロケ地などのプロモーションを行う。和の要素も有効。 
・口コミでの情報発信も重要である。 

□海外からの誘客（観光の視点） 
・海外客に対応した石狩のウリを考える。（冬の体験やサイクリングなど） 
・鮭文化を通して歴史や食を発信する。 
・海外からも観光客が来ることが石狩の誇りにつながる。 

□石狩の魅力を磨く 
・石狩の歴史や食など魅力を磨くことが大切である。 
・鮭や鹿、海産物、さらには景観を磨いていく。 
・体験ツアーなどを通して魅力を磨く。 

□移住につながる田舎暮らし 
・田舎暮らし体験は、厚田浜益が受け皿になる（温泉や自然、海、鹿など）。 

□交通アクセス 
・顔づくりには、交通は必要である。 

□人材 
・ボランティアなどの人材が必要である。 
・石狩を語る人材につながるコーディネーターを育成する。 
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・人材育成のための石狩講座を開講する。 
・人材育成は、今から取り組むことができる。 

□石狩の顔づくりの実践に向けて 
・ワークショップなどの意見やアイデアから、動くまちづくりのロードマップをつくる。 
・企業との連携や補助金などを有効に活用する。 

 

 
５．その他（事務連絡） 
 ・第７回総合計画策定審議会（第３回分科会）の日程確定の連絡 
 【平成 26 年 10 月 29 日（水）18：00～ 石狩市役所４階 401・402 会議室】 

 
６．閉会 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 26 年 10 月 23 日 議事録確定 
  石狩市総合計画策定審議会 会長 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」＞ 
□持続的なまちづくり組織をつくる 
【既存の取組など】 

・若葉地区地域会議（小学校の校区単位で）を設立した。 
・除雪のサポートを 17 人体制でモデル事業として、若葉地区でやろうとしている。 
・声がけ運動、月 3 回くらいで、70 歳以上の方へ「医者にかかったか？」など声掛けをして

いる。 
・安否確認の一つでお弁当を配ることを行っている。 
・子どもの見守り（小学生）も行っている。 

【新たな組織化】 
・今までの町内会とは別の新しい組織（チーム）をつくるのはどうか。 
・地域会議を発展させて、NPO などを立ち上げて組織化するのはどうか。 
・地域会議のオフィスとみんなが集まる場所を設けてはどうか（常駐している人がいる）。 
・町内会の役員は単年で交代してしまうが、町内会自体はそのまま継続されていくので歯がゆ

い。 
・今は特定の人が一人二役で役職を担う状態で疲弊している。 
・集まる人が同じになっているので、自分たちでカフェやオフィスを作っていってはどうか。 

【その他】 
・花川北町内会は高齢化率 31％ほどになっており、0.1％くらいの比率で人口も減っている。 

□団塊の世代について 
・団塊の世代の中にも、①ゆっくり余生を送りたい人と、②コミュニティ活動や趣味をやって

いきたい人の 2 分類いる。 
・働き続けてきた人は、これから休みたいと思っている人が多いので、すぐにまちづくりに引

き込むのは、意識のずれがあって難しい。 
・ゆっくり余生を送りたいと思っている人たちをどう参加させるか、活躍してもらうかが課題

である。 
□あなたが主役キャンペーン・意識改革キャンペーン（高齢の方対象） 
【高齢者への PR】 

・高齢の方がまちづくりのコアになることを意識してもらいたい。 
・まちづくりは行政だけでなく利害関係者（市民、大学、企業、NPO 等）が一緒になって行う

ものである。 
・キャッチコピーは、「第２の人生はまちづくり」。 
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・例えば、石狩を元気にする熟年市民の会（仮）などが考えられる。 
・また、65 歳以上の人だけが対象ではなく、各年代に応じたキャンペーンも必要である。 

【キャンペーンのアイデア】 
・いつのまにか“会”に入っている形が良い。例えば、66 歳以上になると会に入っている、何か

表彰してもらえる特典やメリットがあるとよい。 
・市内の企業や団体に協力してもらい、団塊世代がまちづくりに積極的に関わってもらうよう

にしていきたい。 
・企業や病院、商業施設と連携し、広く PR していくのも大切である。 
・病院は口コミで情報が広がるため、特に高齢の方に情報を知らせるには効果的である。 
・キャンペーンではこんなことをして欲しいリストをたくさん書きだす（雪かき・体験・法律

相談等を募集するのはどうか）。 
・自分の特技を活かせるなど、自分にとってもメリットがありそうなら、参加してもらえるの

ではないか。 
・必要とされている感や役割があると参加できるし、参加しやすい。 
・推薦制を取り入れると参加してくれるのではないか。推薦されると嬉しいと思う。 

□病院ボランティアから収益を生む仕組みへ 
・海外の病院ボランティアは退院した人の見回りや生活のサポートをしている。石狩にもこん

な仕組みがあれば、ビジネス化できる。 
・病院ボランティアはシルバー人材センターから人材を確保するのではなく、自ら事業を実施

する新たな組織を形成し、患者を自宅から車で病院に連れて行き、病院の受付から院内の該
当科にアテンドするサービスを行う。 

・厚田～花川など、距離が遠い地域間を送迎するサービスは必要になってくる。 
□横のつながりを生み出す支援 

・団塊の世代や働いてきた人は横のつながりがない。 
・65 歳以上の LINE 講習を行うことで、コミュニケーションが良くなっていくと思う。 
・電話会社とタッグを組むことで地元の情報をより発信できると思う。 

□生涯現役応援プラン 
・セカンドキャリアとして、民間企業に雇用してもらう仕組みにならないと本当の高齢者の活

躍とは言えないと思う。 
・国の補助金等を活用して、高齢者を活かす事業の検討をしてはどうか。 
・働くだけでなく、体を動かすことが生きがいとなっていくこともあるため大切である。 

□熟年起業サポート制度 
・年金だけで暮らしていくことは難しいと思う。有償ボランティアなどの制度が必要ではない

か。 
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・若い人の雇用を妨げないことは大切だが、高齢の人だからこそ適性なビジネスもあるはず。 
□石狩ポイントカード（IC カード） 

・獲得したポイントは市民参画に活用してもらうのはどうか。 
・有償ボランティアの価値や信頼性がまだ感じづらく、チラシなどで目にしても頼んだりでき

ていない。 
□宅配見守りプロジェクト 

・子守りなどは女性の力を借りた方が良く、母子家庭に派遣してもいい。 
・GIS など、地図情報サービスを活用して、地域の情報を見える化する。 

□女性が活躍できる機会 
・市民カフェを広げる。（公園とかでも） 
・女性（主婦）が働くカフェ等を市内に増やしていく。 
・空き店舗や空家を活用してカフェ展開していく。目玉のスイーツなどもあったらよい。 

□実践に向けて 
・事業達成目標を立てて、実行していくことが必要である。 
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＜第 1 分科会 2 班 【テーマ】「高齢者の活躍」＞ 
□高齢者の活躍の機会や場 
【楽しい集まり】 

・写真 石狩は景色がきれいだし、飲食店も多い。山登り、山菜取り、映画。 
・小学校などの野菜づくり、花作りを学校内だけでなく、地域の人ともできるといいのでは。 
・昔学校で地元の高齢者から教えてもらったわら工作は今でも覚えており、高齢者が自分の庭

でつくったみかんなどをおみやげにくれた。 
・スキーやスノーボードなど参加費を集め、技術を楽しく学べる場があると良い。 

【国際化】 
・国際交流しているが、あまり知られていないので（中国・カナダ・ロシア）、海外ツアーをし

てはどうか。その際に市にサポートしてもらいながら実施する。 
【子供×高齢者】 

・あいぽーと（児童館）でコマ遊びなどを教えると良いのではないか。 
・駄菓子の販売。曜日ごとなど続くと良い。 

【石狩マルシェ】 
・マネごとではなく石狩らしいものを！ 
・商工会などが主体になると継続が難しいため、地域の人の手で、周りの人を呼び込みながら

実施するとよい。 
【食】 

・大通のオータムフェストのようなものを運営から参加できると良いのではないか。 
・地域での地産地消の楽しいイベント 
・旭川市の北の恵み食べマルシェは、3 日間で 100 万人来た。 

□困りごとの解決 
・高齢者の集まる「テーマ」で人を集め、関心をもってもらう。 
・若い人の参加もあるといいのでは。（若いエネルギー！） 
・盆踊りは地域でやっている。今年の大通公園の盆踊りを見たが楽しそうだった。 
・仕事としても楽しい集まりとしての受け皿が必要である。 
・町内会で新しいやり方をするのは難しいと思うため、町内会とは違う多世代の新しい集まり

をつくる。 
・個人ではなくチームでやるため、受け皿が必要。 
・芸術分野、困りごとなど、分野ごとに考えてみてはどうか。 
・困りごとの解決とは別に、特技を活かすこともしたい。その際に需要をどこから引き上げる

かが課題である。 
・点では、似たことをやっているエリアもある。どの単位がいいのか？ 
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・マイスター制度：得意な事をどんどん発揮したい。 
・市民カレッジ：受講してスタンプをもらえる。 
・組織作りが先か、活動が先か。 
・「助ける」という考え方はどうなのか。 
・雪かき、運転など「できること」や「やってみたいこと」をたくさんのリストから選択して

もらうアンケートをしてはどうか。 
□新たな受け皿の必要性 

・高齢者の活躍の場と困り事の解決の視点から、新しい受け皿が必要である。 
・例えば、「石狩倶楽部（仮）」などが考えられる。 
・高齢者同士の横のつながりをつくる。 
・周知には、新聞や広報（インターネット）などを活用する。 

□女性の活躍 
・ヘルパーには色々と規制があり、できないことが多い。 
・一人暮らしの男性の家で、家事をして一緒に食事をする、という会社がある。 

□働いている高齢者は多い 
・全国的には 7 割の 60 代男性が働いている。（働いている理由は 1 位健康、2 位お金） 
・若い人にも仕事の空きが必要ではないか。 
・町内会は、60 代でも働いている人が多い（男性）。 

□シルバー人材センター 
・シルバー人材センターの会員は 347 人。 
・自分のできることが地域の役に立つかわからない。 
・プロ意識が強いと思う。 
・選択肢がたくさんあると参加しやすいのではないか。 
・シルバー人材センターとの違いにこだわる必要はないのではないか。それよりも、どうすれ

ばみんな自由に参加できるようになるかを考えると良いのではないか。 
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＜第 2 分科会 1 班 【テーマ】「石狩の顔づくり」＞ 
□現状把握 

・石狩市民の生活圏は札幌になっている。 
・キャンプ場利用者の 7 割は、札幌から来ている人である。 
・札幌を含めた一つの経済圏になっている。 
・そのため、来ている人がいかにお金を落とすかが大事である。 

□石狩の顔づくりには 
・顔づくりの起点は、歴史が考えられる。 
・一方で、新しいものをクリエイトしていくことも必要である。 

□観光としての PR 
・石狩に来てもらうために、魅力を作って来てもらうようにすることが必要。 
・石狩のコレ！というものをつくる。恒常的なものがよい。 
・観光立国として、進めていくのか検討することも必要である。 

□海外から呼び込む 
・世界人口は増えているので、石狩も増えていくことを想定してはどうか。 
・観光で海外客を呼び込むことを考えるべきである。 
・外国との関係もしっかり考える事が必要である。 
・海外客を呼ぶには、自然の豊かさや美しさが重要となる。 
・中国人は口コミが強い。専用のツイッター（ウェイボー）がある。 
・海外のメディアを呼んで、来てもらう。 
・ロケ地として PR する。 
・まずは少人数からお試しでやってみる。 
・海外とのチャンネルづくりをするところからはじめる。 

□体験などのツアー 
・特に台湾などサイクリングブームなので、それに対応してサイクリングルートを作る。 
・モニターツアーなどで来てもらうことが必要。 
・石狩湾ヒストリー（歴史・沿革・由緒）巡りを行う（寺社、仏閣、漁業・農業体験等。北海

道歴史のパイオニアと伝達）。 
・鮭の水揚げの体験をできるところがある。 

□食 
・昔は漁の風景を見に来て、鍋を食べるツアー等があった。 
・留萌や増毛とタイアップできないか。 
・みなとの朝市で買ったものをその場で食べることができるとよい。 
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□ツアーなどの状況 
・蘭越町では米１グランプリをやっており、お米大使などに取り組んでいる。 
・「とれのさと」は大成功している。 
・ガトキンに来ている客はすすきのに行っている。 
・搭乗者は、飛行機待ちの 3 時間を利用して千歳の Rera で買い物をしている。 

□情報発信 
・動画のコンテストなどをやってみる。 
・石狩市民が魅力を発信する仕組みをつくる（SNS などで PR）。 
・色々な補助金をうまく使っていくことが必要、情報をキャッチする。 
・蘭越町では、町民による「本プロジェクト」をやっている。電子書籍にするなどが考えられ

る。 
□石狩の人材を活用 

・歴史に詳しい人も多くいる。 
・市民の特技をもっている人を集めて活躍してもらう。 

□市民がまちを知る、まち歩きや見学会 
・石狩のまちや歴史を知るためのまち歩きや見学会を行う。 
・浜益の温泉を無料で行けるようにする。 
・審議会メンバーでまちを見る機会があるとよい。 

□市民意識・誇り 
・食など地元に還元することが大事であり、それが石狩に対する誇りや顔づくりにつながる。 
・市民が、石狩を大好きになるようにすることが大切である。 
・市民に鮭を配って、さばき方など知ってもらうことで、意識づくりや顔づくりにつながる。 
・市民が参加できるとよい。 

□新規起業のまちとしての顔づくり 
・ベンチャー企業が起業しやすいという顔をつくるのも良いのではないか。 
・新規で起業することに対する支援があるとよい。空き教室を安く貸してもらえるようにする

などが考えられる。 
・中長期的に人・顔・企業を育てていく。 
・若手のクリエイターの登竜門にする。 

□文化的な顔づくり 
・文化・娯楽を楽しめるようにする。 
・小さいシアターなどあるとよい。 
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□バス路線 
・札幌も石狩もバス路線がわかりづらい。 
・石狩を走るバス路線をもっとわかりやすくする。 
・マップやアプリをつくってわかりやすくして行きやすいようにする。 

□アクセスも重要 
・顔づくりにはアクセスは大事。交通アクセスはまちづくりの骨格である。 
・JR ではなく他の民間でやってもらえると差別化になる。 
・BRT(※1)がよいのではないか。 
・札幌丘珠空港と港湾工業都市地帯の連結（丘珠空港を含む、札幌副都心構想）。 
・港湾工業都市線の導入（軌道系交通機関）による石狩市駅の設置（戦略プロジェクト（企画・

研究計画・開発事業）の重要施策として、構想チームを設置（民の学識経験者も含む））。 
 

（※1）BRT【bus
バ ス

 rapid
ラ ピ ッ ド

 transit
トランジット

】 
日本後に訳すと「バス高速輸送システム」。道路上に専用道路を設け、専用道路を走行するバ

スによって、鉄道並みの大量輸送を可能にするシステムのことを指す。 
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＜第 2 分科会 2 班 【テーマ】「石狩の顔づくり」＞ 
□市民がどうすれば魅力を発見できるのか 
【市民が現状を知るバスツアー】 

・バスツアーをして、今の石狩（厚田、浜益）の現状を知るところからはじめる。 
・花川の市街地、生振などもツアーに入れる。 

□新たな「食」魅力づくり 
・石狩の形はイタリアに似ていると思う。例えば「北海道のイタリア」プロジェクトと銘打っ

て海産物のピザなど開発してはどうか。 
・増えている鹿を集めて、鹿牧場や鹿肉ジビエ料理を考えてはどうか。 

□石狩の魅力アクティビティの掘り起し 
【アクティビティの掘り起こしと情報のネットワーク化、発信】 

・アクティビティの掘り起しを行い、その情報を整理・ストーリー化して発信する。 
・じゃらんなどのマスコミも活用する。 
・観光パンフレットをはじめ、既存の情報誌をしっかり活用しているのか。活用されていない

のではないか。 
・情報誌は作るのにお金がかかる。 
・誰がどうやって作るのかが課題である。 

【あいロードプロジェクト】 
・ドライブ観光ルートを作り、そのルートに沿って「場（立ち寄りたくなるようなスペース）」

を整備する。 
・ディズニーランド方式（新しい魅力をつくり続ける）で進める。 
・海外の人が欲しているものを知ることが大事である。 
・海外の人のニーズを知るために、留学生との議論の場を設けてはどうか。 
・札大の留学生は色々な国から来ていて、文化交流をやっている。 

□石狩 LOVE な人を育てる 
【田舎暮らし体験ツアー】 

・田舎暮らしの体験ツアーで石狩の良さを知ってもらう。 
・短期間だけでなく、中長期でリタイアした世代にゆったり過ごしてもらう。 
・「体験プログラム」を担い手不足対策と連携して考えてはどうか。 
・猛吹雪ツアーも資源である。 

【熱い語り部を育てる】 
・これからは厚田、浜益の時代。 
・黄金山、浜益温泉は素晴らしい。 
・黄金山を熱く語ってくれる人が必要。 
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・山に登って温泉に入って食を楽しむ（魚貝だけではない）。 
・厚田、浜益、石狩市街の連携も大事である。 

【石狩学をつくる】 
・歴史、文化、地勢など、きちんと「学」として整理する。 

【市民カレッジの活用】 
・市民カレッジに集まった人にグループをつくってもらって、継続的にかかわってもらう。 

【コーディネーター育成】 
・一見さんがどっとくるのは危険。 
・口コミはリピーター高い。 

【厚田・浜益の資源を磨く】 
・地元の人は、地域のものを大したことがないと思いがちである。 
・北大の建築学部の学生や、藤女子大の留学生がまちなみ調査をしてくれている。 
・景観を磨いていくことが必要である。 

□海外の人を呼び込む 
【外国人が情報を得られる、拠点づくり】 

・石狩でどのようなことが出来るのかを発信する基地が必要。 
【外国人同士の交流の場づくり・外国人ネットワークの活用】 

・外国人のネットワーク（口コミ）を活用する。 
・外国人(北大の留学生)が観光地をブログで発信している。そこから欲している情報を拾う。 

【その他】 
・観光客ではなく移民を受け入れるのはどうか？ 
・中国人等に土地を買われている。日本ではなくなってしまう。観光で来てもらった方がいい。 
・石狩だけで外国人を受け入れる特区など可能なのか。 
・泊まって体験してもらうことが大事。しかし、宿がないのがネック。 

□交通アクセス 
・厚田などに行ってもらうには、シャトルバスを出すなど交通アクセスが必要。 
・現在は通過型。泊まる場所がない。 
・何を見てもらうか、魅力をどうつくるかが大変。 
・観光が盛り上がったら、シャトルバスで観光地をつなぐ。 

□石狩の顔づくりの実践に向けて 
・アイデアを出したあとの動き出す仕組みが必要である。 
・具体化するには責任者を決めて進める。 
・どうやって市民を巻き込み、進めていくかのロードマップまで作る必要がある。 
・民間企業も巻き込むことが必要。 


