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石狩市勢要覧

Energetic  city  ISHIKARI

元気な産業都市をめざして



エネルギーや物流の
拠点としての石狩湾新港

　苫小牧埠頭（株）のオイルターミナルでは、プライベートバースで保管・輸送の効率化を図り、
灯油、軽油、ガソリンなど１０種類以上の石油製品を冬期間も安定して輸送しています。

　北海道ガス（株）が運営する石狩ＬＮＧ基地には３基のタンクが建設されており、札幌ドームを
もしのぐ巨大タンカーが運ぶＬＮＧを受け入れ、都市ガスを製造・供給しています。

　中央ふ頭には、北海道で唯一ＬＮＧ（液化天然ガス）の輸入
に対応した北海道ガス㈱のタンクをはじめ、ＬＰＧ（液化石油
ガス）や灯油、軽油、ガソリンなどの石油製品を供給するため
のタンクが立ち並びます。
　２０１９（平成３１）年には北海道電力㈱のＬＮＧを燃料とする
火力発電所も稼働するなど、石狩湾新港は今や北海道を支え
るエネルギー供給基地となっています。
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　１９９４（平成６）年に“世界とつながる国際貿易港”として歩み始めた
石狩湾新港は、道内最大の消費地である札幌圏に位置する港として
物流の拠点であることはもちろん、ＬＮＧやＬＰＧ、太陽光や風力、バイ
オマスなどエネルギーの供給拠点としても注目を集める存在です。
Ishikari Bay New Port is attracting attention as a port which is expected to serve 
as a logistics base due to its closeness to the Sapporo area, and as a base where 
energy such as LNG, LPG, solar and wind power and biomass is clustered.
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　取扱貨物量は、２０１８（平成
３０）年には６６４万１，０２７ｔを
達成し、６年連続過去最高を
更新しました。

　主な取扱貨物は、ＬＮＧや木材チップ、石油製品、
砂利や砂、金属くずなどがありますが、今後、火力
発電用燃料としてＬＮＧの取り扱いや、洋上風力
発電所用の関連部材などの取り扱いも一層の増
加が見込まれています。
　加えて、海外での日本食ブームを受け、中国に
向けて初めて北海道米が輸出されるなど、北海道
産食品の輸出拠点としても注目を集めています。

　石狩湾新港地域では、良好な風
況を活かした風力発電所や、広大な
土地を活用した太陽光発電所の設
置が進んでいます。
　また、港湾区域では約１０万ｋＷの
洋上風力発電のプロジェクトが進行
中で、再生可能エネルギー発電の導
入が拡大しています。

　西ふ頭には５万tクラスの大型船を受け
入れるため水深１４ｍの岸壁を整備。主に木
材チップなどの原料を運ぶ船が入港します。

　花畔ふ頭に並ぶリーファーコ
ンテナ。電源につなげば“巨大な
冷凍冷蔵庫”となる、肉や魚、野
菜や果物など生鮮食品を世界中
に運ぶための専用コンテナです。

　国際コンテナ輸送基地としての機能向
上のため、花畔ふ頭には作業効率の良い
ガントリークレーンが配備されています。

石狩湾新港におけるエネルギー産業集積状況（計画中を含む）。
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650社を超える
企業が集積

　各企業のニーズに答え、精密機械や電気コンピューターなどのスペシャリストが複雑なメカニズムの機械を考案し、
部品の製造から組み立てまでを行っています。「カボチャ乱切り装置」「ジャガイモの自動芽取り機」といった独自の
ものづくりにも積極的に挑戦しています。

　自動車用ドライブシャフトブーツなど、主に自動車関連部品を中心に製造し
ていた同工場では、新たに生活・衛生用品の製造にも着手。お尻の使い切り洗
浄器で、（一社）防災安全協会の防災製品大賞２０１８で新製品・開発部門の金
賞を受賞しました。

　安心・安全な食品づくりのため、第一工場では
ＨＡＣＣＰに加え、ＩＳＯ２２０００：２０１８を取得。厳し
い衛生管理基準のもと、フレークや魚肉練製品など
の加工品を製造しています。第二工場でも
ＩＳＯ２２０００：２０１８を取得し、サケをはじめとする
魚の切り身や魚卵の加工品を製造しています。

　鋼板加工を得意としており、精密切
断したものを曲げ・プレス・溶接加工を
施し、最終的な製品へと組み上げてい
ます。道内有数の１，０００トンプレスを筆
頭にさまざまな工作機械が並ぶこの工
場では、石狩湾新港チップヤードの設
備に使用される鋼材も製造しました。

阿部鋼材㈱　石狩工場

シンセメック㈱

㈱徳重　石狩工場

佐藤水産㈱
石狩サーモンファクトリー第一・第二工場
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　日本海側の物流拠点である石狩湾新港と連動する
石狩湾新港企業団地には、６５０社を超える企業が
操業し、約２万人の雇用を創出しています。
　北海道の未来をリードする地域としてさまざまな
産業が集積し、国内外を問わず大きな期待が寄せら
れています。
In the corporate park at Ishikari Bay New Port, more than 650 companies are 
operating, creating approximately 20,000 jobs. With an accumulation of industries, 
this area is expected to lead the future of Hokkaido both within and outside Japan.

４



　石狩市域におけるＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータなどの情報技術の利
活用による市民サービスの向上と、教育分野におけるＩＣＴ支援、
行政事務の効率化などを目指し、さくらインターネット㈱と２０１８
（平成３０）年に包括連携協定を締結。取り組みの第一弾として、
同社のＩｏＴプラットフォーム「ｓａｋｕｒａ．ｉｏ」を活用した河川水位計
測システムの試行運用を開始。浜益区内において基地局を６台、
水位計測センサーを６カ所の橋に設置し、水位情報の測定・蓄積
を行い、より一層の防災力の向上を目指しています。

　石狩湾新港企業団地は、
面積の約１/３を緑地・公園
とするなど、人と環境に配慮
したゆとりある就業空間を
提供しています。
　また、各企業においても
事務所内に保育
所を併設したり、
障がい者が安心
して業務に専念で
きる、“働きやすい
職場環境”づくり
に努めています。

　国内の産業構造の変化に伴い、データセンターなどの情報産業の立地も加速。
また、石狩湾新港地域の優位性を活かした再生エネルギーの活用などを目指し、
「石狩市における再エネエリア設定を軸とした地産エネルギー活用マスタープラ
ン」を２０１９（平成３１）年に策定。次世代に向けた新たな動きも出始めています。

さくらインターネット㈱　石狩データセンター

　集配ドライバーや物流センターの作業員が安心
して仕事ができるように、第２センター事務所棟に
保育所を併設。看護師を常駐させ、子どもたちの安
全に配慮するなど、企業としてスタッフの子育てを
サポートしています。

㈱食品急送

　全従業員の１割が障がい者で、障がい者と健常者が
共に学び、共に育つ職場づくりを目指しています。学習
会や研修会、会議や朝礼などでは手話通訳者を介して
聴力障がい者も情報が共有できるよう取り組むほか、
社員同士が口話・手話・筆記・手振りなどあらゆる手段
で積極的にコミュニケーションを図っています。

㈱アイワード　石狩工場

　市民にとっても石狩湾新港地域は関心が
高いスポット。「いしかり市民カレッジ」が企画
する「躍進する石狩湾新港～先端企業を訪ね

て～」は、市民の好奇心を刺激する講座として人気があり、
市民と企業をつなぐ架け橋となっています。
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海と山の“宝”を磨く
挑戦の数々

「みんなでつくろう石狩ブランド」を合言葉に、食の総合産業化を目指す農業。
基幹産業として古くから営まれ、サケやニシンを中心に経営の安定化を図る漁業。
再生可能な森林資源で循環型社会の構築に挑む林業。
これら産業を軸に、着実に地域創生を進めています。

　ＹＥＳ！ｃｌｅａｎ（北海道クリーン農業推進協議会）
認定の石狩産米ななつぼし「加夢加夢（カムカム）」
や、道内有数の食味を誇る「厚田米」「浜益米」など、
“おいしくて売れる米づくり”に力を入れています。

　消費者の食の安全・安心や、健康志向の
高まりから、生産者の顔が見える地元の新
鮮野菜を求める声は年々大きくなっていま
す。こうした声に応えるため、市内各所に自
慢の農産物を取り扱う直売スポットが増え
ています。

農
林
水
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　厚田区内の生産者・消費者・販売者などが
結集。ふるさとの活性化のために地元産「望
来豚（もうらいとん）」を使った豚まんやフラン
クフルトといった商品を開発・販売したり、厚
田の魅力を情報発信しています。

厚田こだわり隊

　年間来場者数が２０万人に迫る市場では、
地元の生産者が持ち寄った朝採りの新鮮な
野菜や果物、畜産品、花、加工品が並びます。
消費者に安心して購入していただけるよう、
商品には全て生産者の名前が記されています。

ＪＡいしかり地物市場 とれのさと

The city will promote regional development through establishment of comprehensive 
food industries with the Ishikari brand (agriculture), stable management based on 
salmon and herring (fishery) and a recycling society based on forest resources (forestry).
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　約８０㎞におよぶ海岸線を有する石狩市
において、漁業はまちの伝統と文化が息づく
産業。栽培漁業への支援も積極的に行いな
がら漁業資源の維持・拡大に向けた取り組
みを推進しています。

　２０１４（平成２６）年度には、
石狩市、石狩市森林組合、石狩
森林管理署の３者により「石狩
市森林整備推進協定」が締結さ
れ、民有林と国有林とが連携し
て効率的な森林施業を実施す
ることで、豊かな森づくりを推進
しています。

　近年、豊漁が続くニシン漁。道の駅石
狩「あいろーど厚田」でも「にしんそば」
は人気メニューの一つ。

　石狩・厚田・浜益の３地区で開催される朝市では、前浜で捕れる
新鮮な魚介類が手軽に買えるとあって、多くの人々でにぎわいます。

　１９９０（平成２）年に結成以来、味噌やしそジュー
ス、ジャムを製造しています。メンバーのほとんど
が農業を営むため、原料は全て自分たちが栽培し
たもので、その素材をふんだんに使って作っている
のが一番のこだわりです。

ＪＡ北いしかり女性部厚田ブロック
農産加工販売グループ

　江戸時代、幕府への献上品だっ
た「寒塩引（かんしおびき）」を再
現。１０月ごろに水揚げされるオス
のサケを石狩の寒風にさらし、約
半年かけて仕上げる高級品です。

自信と誇りを持
ってつくる

ロングヒット商
品



地域資源を活用した
にぎわいの創出

　全線約１３０㎞の国道２３１号沿いに初めて誕生した道の駅
石狩「あいろーど厚田」は、厚田区・浜益区の食や歴史、文化、
自然の魅力を積極的に発信しながら、この地域への来訪者を
増やし、雇用の創出をはじめ、地域の経済的・人的・文化的交
流の拠点を目指しています。
　観光案内はもちろん、地元の農畜水産物を使った商品・飲
食を提供するほか、地元住民のバス待合所や、災害時の避難
場所など、その役割は多岐にわたります。

観
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　石狩市では、裾野の広い「観光産業」を新たな成長産業
として捉えています。
　その拠点として期待されるのが、２０１８（平成３０）年に
オープンした道の駅石狩「あいろーど厚田」です。
　ここからさまざまな分野へ波及効果を生み出そうと、
新たな取り組みが始まっています。

　売店には石狩市の特産品はもちろん、友好都
市である石川県輪島市と沖縄県恩納村の商品
など、６００品目以上が並んでいます。

　道の駅はイベント会場として
も活用されています。左の写真
は道の駅オープンを記念し、企
画された環境フォーラムの様子。

　道の駅として３階建ては珍しく、「展望フロア＆
デッキ」から眺める日本海の夕日は絶景です。

Ishikari City regards tourism, which can include many fields, as a new growth 
industry. New efforts have started to produce ripple effects from "Ai Road Atsuta", 
Roadside Station Ishikari which opened 2018.
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　市内６カ所で開設される海水浴場をはじめ、石狩市
にはキャンプ場や温泉、果樹園など自然の中で遊べる
エリアがたくさんあります。２０年以上開催されている
音楽フェスのほか、人気のデートスポットもあるなど、魅
力もいっぱいです。

　道内で初めて認定された「恋人の聖地」。道の駅から歩いて７分ほ
どにあるこの場所には「誓いの鐘」というベルや、恋人たちが固く結
ばれることを願って取り付ける南京錠のフェンスもある、夕日が大変
美しいデートスポットです。

恋人の聖地／厚田展望台

　本町地区にあり、札幌圏から多くの海水浴客が訪
れます。キャンプエリアが設定されているほか、トイ
レや手洗い場も完備。開設期間中は監視員を配置
しているので、安全・安心です。
　写真はイベント「キッズパーク」の様子。海に入る
のはまだ怖いという子どもも楽しめる環境づくりに
も取り組んでいます。

あそびーち石狩（石狩浜海水浴場）

　浜益の幌地区には４カ所
の果樹園があり、サクランボ
やナシ、プルーン、リンゴな
どの果物狩りが楽しめます。

浜益の果樹園

　歴史を感じながら濃昼（ごきびる）山道や増毛（ましけ）山道をトレッキング。
ガイド付きのツアーにぜひ参加してみませんか？

トレッキング

　炊事場や水洗トイレのほか、バーベキュー設備、
遊具などもあります。

厚田キャンプ場

　山々の眺めが堪能できる露天風呂が人気。周辺
にはパークゴルフ場や川下海浜公園もあり、ス
ポーツやキャンプの後にもおすすめです。

浜益温泉（浜益保養センター）

　全国から約７万人が訪れる野外コンサート。
石狩湾新港の敷地に２日間、ファンの歓声がこ
だまします。

ライジングサンロックフェスティバル
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このまちにしかない
歴史や文化を伝える

　石狩発祥の地・本町地区、ニシン漁で栄えた厚田区、ユーカラゆかりの
浜益区、それぞれの地域で独自の歴史と文化を次の世代に伝えていこうと、
祭りや講座、演劇、観光ガイドなどさまざまな方法で、
一人一人が誇りを持ちながらその伝承に努めています。
Ishikari City has three areas that are centered at the Honchou district and Atsuta and 
Hamamasu wards, respectively. Each area is working to transmit its history and culture 
through festivals, lectures, theatrical performances and sightseeing guides.

　本町地区にある「いし
かり砂丘の風資料館」、
厚田区の「郷土資料
コーナー」（道の駅内）、
浜益区の「はまます郷土
資料館」では、それぞれ
の地域にまつわる伝統
や文化、自然、偉人たち
の功績を伝える貴重な
資料を展示しています。

観
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　石狩越後盆踊りを披露する「石狩越後盆踊り保存会」の皆さん。

　「サケの街 石狩」の歴史とともに歩んできた伝統的な祭り。１９５６（昭和３１）年に第１回を
開催し、途中、サケの不漁で中止になるも１９７９（昭和５４）年に復活。千人鍋（石狩鍋）や朝獲
りサケの即売会、サケの掴み取りなどを通してサケの文化を発信しています。

石狩さけまつり

　石狩紅葉山４９号遺跡の木製品を展示す
るなど、石狩川河口地域の歴史や自然を紹
介する施設。講座やテーマ展も開催されて
います。

いしかり砂丘の風資料館
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　「沖揚げ音頭」は、ニシン漁が盛んだった当時を再現する貴重な文化遺産。

　アキアジ（サケ）の重さ当てや宝引きなどで人気のこのお祭
りでは、郷土芸能も紹介。中でも「望来獅子舞」は、全長５ｍの
獅子が登場し、その周りを刀や鎖、長刀などを持った獅子取り
が華麗で力強い舞いを披露しながら会場中を練り歩きます。

厚田ふるさとあきあじ祭り

姉妹都市であるカナダ、中国、ロシアとも交流。
世界に向けて石狩の魅力を発信しています。

　サケや黒毛和牛、ホタテ焼きなど地元の農畜水産物の販売や、浜益小学校・中学校の子ど
もたちがこの日のために練習を重ねてきた「沖揚げ音頭」を披露。浜益に残るニシン文化を
今に伝えます。

浜益ふるさと祭り

　１９９９（平成１１）年に芝居好きの浜益の
若者が結成したアマチュア劇団。浜益の史
実をもとに創作する劇は、地元民はもちろ
ん、多くの人々の感動を呼んでいます。

浜益小劇場

　年間２，０００人におよぶ方に本町地区をガイドして
います。“石狩ファン”を増やそうと市民自ら勉強し、
ガイドを務めています。

いしかりガイドボランティアの会

　２００３（平成１５）年
から毎年開催される
「ワールドフェスティバ
ル」。民族衣装や音楽、
食文化などを紹介する
イベントには約１００人
の外国の方々が集まり
ます。

　２００３（平成１５）年
から毎年開催される
「ワールドフェスティバ
ル」。民族衣装や音楽、
食文化などを紹介する
イベントには約１００人
の外国の方々が集まり
ます。

ワールド
フェスティバル
ｉｎ石狩
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30年後のまちのすがたを
市民といっしょに描いて います

　第５期石狩市総合計画は、２，０００人を超える市民の意見と２年半の
歳月をかけてまとめた「市民と行政の約束」です。
　私たちはこの総合計画のもと、「このまちに住み続けたい・住みたいと
思うまち」であり続けるために５つの戦略目標を掲げ、“石狩PRIDE”を
醸成しながら、３０年先のまちの姿に向かって取り組んでいます。

プ　ラ　イ　ド

The 5th Comprehensive Plan is a pledge established through two-and-a-half-year efforts and more than
2,000 citizens’ opinions. With 5 strategic objectives, the plan aims to reach the ideal state in 30 years, 
while fostering "Ishikari's PRIDE".

総
合
計
画

石狩市

●札幌市
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知識や技能、経験のある新現役世代を
「人財」として捉え、地域を元気にする
中核として生涯健康で活躍する

まちを目指します。

戦略目標❶

市民一人ひとりが、健康に生涯を通じて
いきいきと暮らすため、誇りや愛着を醸成し、
世界に羽ばたく人材や新しい文化が育つ

まちを目指します。

戦略目標❺

地域全体で子育て家庭や子どもの育ちを支え、
子どもが安全かつ安心して学び、
健やかに育つまちを目指します。

戦略目標❷

市民がまちの魅力や地域の特徴を発見し、
自らの手で「いしかりの顔」として育てあげ、
自慢できる（誇りとなる）まちを目指します。

戦略目標❹

　「石狩ＰＲＩＤＥ」とは、まちへの愛着や誇りのこと。まちづくりへの協
働作業を通し、市民の皆さんに石狩をもっと好きになって、まちに愛
着や誇りをもってもらうことが、目指すまちの姿の実現につながると
私たちは考えています。
　はじめはたったひとりが気づいた石狩の魅力であっても、「石狩い
いね！」と共感する仲間が集まり、それぞれのやりがいへとつながり、
責任感や自発的な取り組みが行われることで、さらにまた次の楽し
みへと広がっていく――そうして人や組織、地域が成長していくまち
づくりを進めていきます。

30年後のまちのすがたを
市民といっしょに描いて います

創 造 絆

環 境

都
市

像が
実現
されるこ

とによって石狩ＰＲＩＤＥ
に！　

市
民
が
ま

ちづくりに関わることで魅
力あ
るま

ち
に！

石狩PRIDE

石狩PRIDE
プ　ラ　イ　ド

いしかりの資源や魅力、また、石狩湾新港地域が持つ
ポテンシャルをさらに高め、新たな産業や
地域ブランドの創出など、地域経済が
活性化するまちを目指します。

戦略目標❸
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暮らしのサポートも
きめ細やかに

　石狩市では、将来にわたり安定したまちづくりを展開する
ためにも、子育て世帯や、本市での生活を考えている方に向け
て、空き家活用助成などを通じた移住・定住の促進を図って
います。
　ここでは実際に移住し、“石狩暮らし”を楽しむ方々の声を
ご紹介しましょう。
In order to promote stable city development, Ishikari City is trying to encouraging 
households with children and people who are considering living in Ishikari to come and 
settle in Ishikari through, for example, subsidies for the utilization of vacant houses.

　角野さんご夫婦は養鶏と養蜂を営む新規就農者です。市内で研
修を受け、「飛ぶ鳥農場」を始めるときも「自分たちの住みたいとこ
ろに住もう」と厚田区望来を選びました。坂の向こうに海が見える
景色に魅せられ、商品名も「海の街たまご」「海の街シフォン」に。
　角野さんは「ここではいろいろな方に支えられ、毎日が充実して
います。望来に来て本当に良かったです」

移
住
・
定
住

　東京都内で開催される移住相談会やフェアへ積極的に参
画。都市への利便性や大自然がそろう“石狩暮らし”の魅力を
ご提案しています。

東京での移住相談会

角野 亮太さん・飛鳥さ
んすみ  の

2018年の移住希望先ランキングで
北海道は前年の16位から3位に浮上！
※認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター調べ

　市内の空き家を購入して定住
される方や地域活性化事業を行
う方に対し、空き家の購入費用や
リフォーム費用の一部を助成して
います。また、１８歳以下の子ども
と同居する場合や市外から転入
される市内就業者の場合には、さ
らに助成金を加算しており、現役
世代の移住・定住が着実に増えて
います。

石狩市空き家活用
助成制度

もう らい

14



　愛知県名古屋市出身の田中勝吉さんと奥さんの民
世さんは、石狩市の新規就農者として高岡地区に移住
しました。２０１５（平成２７）年には東京でシェフをして
いた娘のえみさんが「わがまま農園Ｃａｆｅ」をオープン。
勝吉さんが作った野菜と地元産の肉や魚を使った料理
を提供し、着実にファンを増やしています。勝吉さんは
「たいていの食材がそろうのは、石狩のすごいところで
すよね」

田中 勝吉さん・民世さ
ん・えみさん

　千葉県市川市から移住した大野さん一家は
「石狩市空き家活用助成」を利用し、花川北地区
にある築約３０年の家をリフォームしました。移住
してとりわけ気に入ったのは自然環境。石狩川に
つながる茨戸川の近くの公園では無料で使える
バーベキューコンロを見つけ、「驚きました。キャ
ンプ場に行く必要がありませんね」と千夏子さん。
札幌出身の国博さんも「石狩がこんなに自然豊
かとは」と言い、「子どもとできるレジャーもいろ
いろありそう。楽しみです」

白石 奈美子さん
しらいし

大野 国博さん・千夏子
さん

　神奈川県横浜市から移住した白石さんにとって北
海道は昔から憧れの地。「でも暮らすとなると、雪国
暮らし初心者なので一軒家は不安でした。学校と職
場、日々の買い物などができるところも近くにない
と…」と探し始めて、全ての条件をクリアしたの
が、花川北地区の団地でした。「札幌行きの
バス停も目の前にあって、本当に便利に暮ら
しています」
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笑顔があふれる
子どもの居場所づくり

子
　
育
　
て

　子どもたちが心身ともに健やかに成長してくれることは、市民全ての願いです。
　そのため石狩市では、子どもたちが等しく学べる環境づくりを、多様な経験の
機会づくりを、安心して自己実現ができるような居場所づくりを、市民と協働しな
がら進めています。
Ishikari City is making efforts to create an environment where children can learn equally, opportunities for various 
experiences, and places where children can feel safe to realize their potential, in collaboration with citizens.

　石狩市では学校給食に地場産物を多
く取り入れるよう努めています。中でも
ご飯にはこだわり、石狩産米の炊き立て
を提供することで、子どもたちにふるさ
との味を伝えています。

学校給食には石狩産米

　年に１回開かれる「図書館まつり」では、図書館の表も裏も探検。普段は鍵のかかった書庫で貴重な郷土資料に触れたり、貸し出しす
るための準備作業の様子を見たりします。子どもたちに本や図書館に興味を持ってもらえる機会を大切にしています。

図書館ミステリーツアー

　６月の環境月間には市内小学生
から環境ポスターを募集。絵を通し
て環境の大切さを子どもたちに考
えてもらっています。

環境ポスター展

　子育て家庭や子どもの育ちを支えようと、市民団体などが市内４カ所
で食事支援活動（子ども食堂）を展開。ＪＡいしかりも食材を提供し、
この取り組みに協力しています。

子どもと地域のつながりを大切に
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　子どもたちの心や体が健全に育まれるよう、石狩市民図書館・こども未来館「あい
ぽーと」が連携してさまざまなイベントを企画するほか、中高生の視点でまちづくり
について考えるプロジェクトチーム（ＩＹＰ）を組織したり、「クリスマスコンサート」が
毎年催されるなど、まちでは“いしかりっ子”同士の交流をとても大切にしています。

　経済面などの家庭の事情により、子どもの将来に対する選択肢が限られるこ
とがないよう、福祉施策や民間力などを導入した新しい枠組みが必要です。
　市民の中には、今こそ全ての大人が一丸となって子どもの支援に取り組む必
要があると考える方も多く、子どもの居場所づくりが地域で進められています。

　市内３カ所で小中高生を対象に学習支援が行われています。
　写真の「マナビーバ」はＮＰＯ法人こども・コムステーション・いしか
りが２０１６（平成２８）年度から、主にひとり親家庭の高校受験を控え
た中学校３年を対象に行うもので、大学生や一般市民のボランティア
が教えています。

学習支援

　０～１８歳の子どもたちが自由に利用できる児童厚生施設。市内に４カ所あり、
健全な遊びを通して子どもたちの健康増進や情操を育むことを目的としています。

児童館

　毎年、「石狩ライオンズクラブ」の協賛を得て開催
される音楽イベント。市内小中高生による合唱や吹奏
楽に交じって、近年はその卒業生たちによる「石狩市
民吹奏楽団」が参加し、子どもたちと一緒に音楽を楽
しんでいます。

クリスマスコンサート

　科学の祭典ｉｎ石狩実行委員会により
石狩市民図書館とこども未来館「あい
ぽーと」を会場に開催されるイベント。
実験ショーがあったり、科学体験ができ
るブースが並ぶなど、子どもも大人も科
学に親しむことができます。

科学の祭典ｉｎ石狩

７17



安心して子育てできる
充実の支援体制

　養育相談のエキスパートである「家庭児童相談員」
のほか、妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援する
「母子保健コーディネーター」と、「子育てコンシェル
ジュ」が子育て世代をきめ細かく支援します。

子
　
育
　
て

　妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援するため、
アプリを活用した情報提供を行うなどの新しいサービ
スも始めています。
　市内１４カ所の教育・保育施設が全て認定こども園
となり、各運営法人とも連携しながら、子育てしやすい
環境整備に努めています。
In an effort to provide seamless support from pregnancy to the child-rearing period, 
Ishikari City is working on new services including provision of information via apps, 
and trying to develop an environment which is suitable for child rearing.

　２００６（平成１８）年度から、市内で誕生した赤ちゃんと保護者を対
象とした「ブックスタート事業」を実施。乳幼児健診会場でボランティ
アと図書館職員が赤ちゃんと絵本との出会いをお手伝いします。

ことばと心を育むブックスタート

乳幼児健診

　母子健康手帳を交付したその時から、電話相談や家庭訪問などを
通して健康面・生活面の状況を把握しつつ、妊娠期から支援します。

母子保健コーディネーター

　各種手当の手続きや、保育所・放課後児童クラブの受
け付け、イベントの企画、さらに子育てに関する疑問の解
決をお手伝いする“子育ての総合案内窓口”です。

子育てコンシェルジュ

６18



　市内５カ所にある「地域子
育て支援拠点」のほか児童館
の「幼児開放」や小さなお子
さん大歓迎のカフェなど、“子
育ては地域で見守る”を合言
葉に、まちには小さなお子さ
んのために開放された、魅力
的なスポットがあります。
　また、子どもを預かってほ
しいときに利用したい「いしか
りファミリー・サポート・セン
ター」もあるので安心です。

　小さなお子さんが自由に遊
べ、ほかの親子と交流ができ
る場所。子育てに関する講座
や楽しい行事も充実し、ス
タッフも常駐しているので何
でも気軽に相談できます。

地域子育て支援拠点

　子育て支援にかかわる団体などが集まっ
て開催するイベント。各団体が日ごろの活動
を報告するほか、親子で参加できる楽しい
催しも盛りだくさん。写真の「はいはい競争」
は、自力で前に進める歩行前の赤ちゃんが
対象で、大いに盛り上がります。

いしかり子育てメッセ

　子育て支援ワーカーズぽけっとママが運営する、親子で気軽に利用でき
るカフェ。木のおもちゃや絵本が充実し、コーヒーやハーブティー、手作りお
菓子などが楽しめます。

アートウォームカフェ　ほわぽわ
　子育ての援助をしてほしい人の要望に応じて、子育ての援助をしてあげ
たい人を紹介し、お互いの理解と協力のもとに有償でお子さんを預かる組
織です。

いしかりファミリー・サポート・センター

　赤ちゃんの成長の記念に！ 
「あしがたｄｅアート」。　

　北国ならではの“ゆき遊び”を
親子で楽しんでもらおうと企画し、
毎年大人気です。

みんな一緒にゆき遊び！

　群れという社会の中で子育てする
ことにちなみ、“こどもはみんなで育
てよう”というテーマのもと、生まれた
キャラクターです。

いしかり子育てネット会議の
キャラクター「おおかみさん」

いしかり子育てネット会議
　認定こども園、ＮＰＯ法人、子育てサークル、行政の担当者などが
集まる組織です。
　ここでは“こどもはみんなで育てよう”をテーマに、「いしかり子育
てガイドブック」や「いしかり子育てネットマガジン」、子育て支援ア
プリ「いしかり子育てコンシェル　ｂｙ母子モ」などを通して情報を発
信したり、「いしかり子育てメッセ」「みんな一緒にゆき遊び！」などの
イベントを企画。皆さんが楽しく子育てできるようさまざまな形で応
援しています。
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まちぐるみで取り組む
健康づくり

　やらなければならない健康づくりから、やりたくなる健康
づくり、楽しい健康づくりへ転換することをスローガンに、
「石狩市健康づくり計画（第２次）～石狩市健康大作戦～」を
定め、健やかで心豊かに生活できるまちを目指しています。
Under the slogan "From health-making activities you are obliged to do to 
health-making activities you want to do and find enjoyable", Ishikari City is working 
toward a city where citizens can lead a healthy and fulfilling life.

健
　
　
　
康

　２０１９（平成３１）年に開催４０回目を数えたこのイベントは石狩浜の冬の風物詩として知られ、子どもから
大人まで３㎞～６㎞を元気に踏破します。

石狩浜歩くスキー＆かんじきウオーキングの集い

　ウオーキングを生活の中に取り入れようと２０１２（平成２４）年
から毎月９の付く日を「ウオー９の日」に定めました。市民有志の
「石狩ウオーキングサポーター」がコースや楽しいメニューを企
画しています。

いしかりウオー９の日

　市民ボランティア「いしかり学びをつくる
会」と石狩市教育委員会が協働でつくる学び
場です。自ら企画したり教えたりできる新し
い学びのかたちを作っています。

いしかり市民カレッジ

ク

　日本海沿岸や丘陵などの風景、適度な起伏、新鮮な空気やお
いしい食べ物など、サイクリングに最高の環境があります。
　２０１８（平成３０）年度には、世界水準のサイクリング環境の整
備に向けて、国内でも先駆的な「石狩市自転車活用推進計画」を
策定し、質の高いサイクリングを市民の皆さんに体験してもらい
ながら、活力ある健康長寿社会の実現を目指しています。
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　２０１８（平成３０）年度からは「高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計
画」がスタート。地域の実情やニーズに合わせ、きめ細やかな介護予防や日常生
活支援に向けたサービスを提供し、「住み慣れたいしかりで健康で生き活きと
安心して暮らせるまちづくり」に向けて取り組んでいます。

　市では１９９７（平成９）年に「スポーツ健康
都市」を宣言。市民がスポーツを通じてからだ
と心を鍛え、交流の輪が広がるまちづくりを目
指しています。

　写真の「小・中学校駅伝大会」や「スポレク大会」のほか、
「石狩サーモンマラソン大会」「市民ソフトボール大会」「い
しかり歩け歩こう会」も開催され、この日はまち全体でス
ポーツに汗を流します。

石狩市民スポーツまつり

　走り方教室や水泳教室など、子どもたちにも気軽
に楽しく参加してもらおうとさまざまな教室やイベン
トが開催されています。

子ども対象のスポーツ教室

カローリング大会

　１９８９（平成元）年の「はまなす国体」の開催を契機に、ソフ
トボールを市民のスポーツに指定。今では幅広い世代による
全国・全道大会も開催しています。写真は女子ＴＯＰ日本代表
が本市で強化合宿を行った際、子どもたちと交流した様子。

ソフトボールのまち

　計算ドリルや塗り絵
など、みんなで楽しく脳
のトレーニングに取り組
みます。

脳の健康教室 　まちの健康・福祉に関する情報や催しが満載のイ
ベント。お口の健康相談や健康度測定コーナー、ラジ
オ体操講習会、石狩市食生活改善推進員などによる
“野菜生活”の啓発も。

石狩いきいきフェスタ

　小学生以上なら誰でも参加できるユニバーサルスポーツ大会。軽スポーツの普及と健康増進のため、２００５（平成１７）年度から毎年市民大会を開催
しています。
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真の共生社会を目指し
広がる手話の輪

　２０１３（平成２５）年、全国の市町村で初の手話に関する条例が可決し、
「石狩市手話に関する基本条例」が制定されました。
　「手話は言語である」という共通認識をもってさまざまな取り組みを展開し、
バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰において内閣府特命担
当大臣表彰優良賞を受賞するなど、手話の普及が着実に進んでいます。
Under the Principal Ordinance concerning Sign Language, sign language is steadily 
becoming popular in Ishikari, thanks to the common understanding that sign language 
is a language. Efforts of the city received recognition from the national government.

手
　
　
　
話

　毎年開催している「石狩
手話フェスタ」は「みんなで
手話でつながろう！！」をテー
マに、２０１５（平成２７）年か
らＮＰＯ法人石狩聴力障害
者協会や手話サークルな
ど関係団体が主体となって、
まさに“市民力”で企画・立
案し、作り上げています。 石狩手話フェスタ実行委員会

委員長 杉本 五郎さん
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手話サークル 石狩ひまわり手輪の会

手話サークル“ミズバショウ”

手話出前講座

手話出前授業

　聞こえない方（ろう者）にとっての言語
（手話）の大切さを知る機運が高まり、ろう
者や手話を理解する市民が増えただけで
なく、手話をより使いやすい環境づくり、ろ
う者にとっても住みやすいまちづくりを目
指しています。

　１９８５（昭和６０）年、聴覚に障がいを持つ方々が、町に福祉の充実を求めるため、ま
たお互いの交流を深めるために設立。条例制定後は、手話の出前講座・出前授業で積極
的に講師を務めるなど、手話の普及にも尽力しています。

ＮＰＯ法人 石狩聴力障害者協会

　月１回、市内のカフェで開かれている石狩のろう者との交流の場。手話が全く分からなくても、ろう者
との触れ合いの中から直接手話を学べます。

手話カフェ
　手話で会話ができるようになった市民の中にはさらに上を目指し、ろう者の社会生活（病院の受診
や会社の面接、冠婚葬祭への参加など）を支援する手話通訳者を目指す方も。

手話通訳者養成講座

　「英語や中国語の授業はあるのに、手話語の授業はないの？」という高校生からの問い掛けから、２０１７（平成
２９）年度、石狩翔陽高校では選択科目で「手話語」の授業を開始。「実践」と「理論」を通して、手話が言語であること
を学んでいます。

高校での手話語の授業

　ろう講師と手話通訳兼講師が町
内会や学校などであらゆる世代に
向けて行う出前講座・出前授業は
年間２００回を超える取り組みに。

手話出前講座・出前授業

　石狩のまちで手話の普及を目指し、
策定したシンボルとなるロゴマーク。
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石狩市公認キャラクター
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