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基本構想

戦略計画

どんなまちになるの？

総合計画は、これからの石狩市のまちづくりを長期的な見通しに立って進める指針とな
るもので、あらゆる分野に関する目標や施策を示しています。本計画では、市役所が行
なう事業だけではなく、地域の住民や企業・団体などが担う役割についても明確にして
います。

総合計画って何だろう？

まちづくりの
共通目標として

すべての市民がまちづくり
に積極的に参画・協働する
ための市民全員の共通目標
となるものです。

計画の役割は？

公共経営確立のため
の戦略プランとして

自立した新たな市の経営を
確立し、持続的に発展して
いくための総合的な戦略プ
ランです。

石狩市のまちづくり
の主張として

国や北海道、広域的な行政
機関に対して、必要な施策
を要請していくための基礎と
なるとともに、石狩市のまち
づくりを全国に向けて情報
発信するためのものです。

■ 計画の構成と期間
第4期石狩市総合計画は「基本構想」と「戦略計画」で構成しています。
「基本構想」― 石狩市のめざす将来像とそれを実現するための施策の方向等を示します。
「戦略計画」― 基本構想に基づいた主要な施策を分野ごとに定めます。
       　　　　  また、施策の目標を数値で示し、達成状況などをチェックしやすくしています。

※個別計画…環境、保健福祉、産業、防災、教育など分野ごとに市が策定した計画のこと。

【期　　間】 
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総人口 年少人口
（14歳以下）

生産年齢人口
（15〜64歳）

老年人口
（65歳以上）

（人）■ 人口の推計
　国立社会保障・人口問題研究
所が公表した「日本の市区町村
別将来推計人口」によると、石
狩市の人口は、平成27年度の約
6万 2千人をピークに、以降は
減少に転じていくことが想定さ
れています。
　年齢階層別に見ると、労働力
の中心となる生産年齢人口と次
代を担う年少人口は減少する反
面、老年人口の大幅な増加が見
込まれます。

あい風と人
ひ と

間が輝く活力のまち・石狩
あい風…石狩湾沿岸に四季折々の幸の訪れを告げ、様々な恵みをもたらす穏やかな北寄りの

風のこと。本市の豊かな自然を表すシンボルとして使用している。

将来像

まちづくりのすべての分野において、「自然」を守り活かしていくことを基本にしながら、
「人」をまちづくりの中心に据えて、市民の活躍により生まれる輝きを集めて活力ある
地域の将来を形づくることをめざします。

特性・資源

●海や川、みどりの大地につつまれた雄
大で美しい自然

●石狩湾新港地域の生産・流通機能
●札幌圏の食の宝庫としての機能を持つ
農漁業

●多彩で魅力ある観光・交流資源

人

●退職者の増加で、豊富な知識と経験を
持つ「人」が地域に帰ってくる
●人口増加が終えんする見込み
●市民参加のまちづくりの積み重ね
●「人」が力を発揮できる環境づくりが
求められる

　 平成19年度 平成 23年度 平成 28年度

基本構想

戦略計画（前期） 

 【見直し】 

戦略計画（後期）

▲▲

　

▲



第4期 石狩市総合計画【概要版】

4

～あい風と人
ひ と

間が輝く活力のまち・石狩～

5

将来像：あい風と人
ひ と

間が輝く活力のまち・石狩

「安全・安心・快適なまち」
　地震などの自然災害や社会的犯罪に強く、利便性の高い豊かな暮らしを支える基盤が整
備され、子どもから高齢者まで安全・安心・快適で充実した生活を送ることができるまちを
めざします。

「健康でしあわせに暮らすまち」
　市民の誰もが思いやりの心を持ってお互いを支え合い、また、安心して子どもを産み育て
られる環境や子どもから高齢者まで生涯にわたって生きがいを感じ、健康でしあわせに暮ら
すことができるまちをめざします。

「元気で活力あるまち」
　札幌市に隣接する好立地条件と石狩湾新港の国際的な港湾機能、さらには農林水産業
や観光などの豊かな地域資源を活かしながら、雇用創出に向けた取り組みや産業間の交流・
連携による新たな地域価値を生み出すことにより、本市の経済的自立性を高め、元気で活
力のあるまちをめざします。

「豊かな自然を守り育て活かすまち」
　市民一人ひとりの自然環境や地球環境の保全に対する関心を高めるとともに、ごみの発
生抑制や自然資源を大切にするリサイクル活動や省資源、省エネルギーなどの循環型社会
の構築を進め、豊かな自然を守り育て活かすまちをめざします。

「心豊かに学びいきいきと活動するまち」
　子どもたちは、学校、家庭、地域の連携の中でのびのびと学び、また、市民のだれもが
生涯にわたって自主的、主体的に学ぶことにより創造性を高め、さらには地域固有の歴史や
伝統、文化を保存継承するとともに国内外との交流活動を通して新しい価値観や出会いを
楽しみながら、心豊かに学びいきいきと活動するまちをめざします。

テーマ1

テーマ2

テーマ3

テーマ4

テーマ5

基本理念

自　立 協　働 共　生
市民に最も身近な行政を
総合的かつ主体的に進め
ていくため、自治体とし
ての存立基盤を確かなも
のにすること。

本市の新たな魅力を創造
するため、人と自然、都
市地域と農山漁村地域が
相互に補い合い、互いの
価値を高めていくこと。

自助・共助・公助の思想
に基づいて、市民、企業・
団体、行政が知恵と力を
合わせてまちの未来を築
いていくこと。

　 基本構想 まちづくりの体系と方針
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農業ゾーン

森林ゾーン

海浜レクリエーションゾーン

水産拠点

暑寒別天売焼尻国定公園区域
中心都市核

浜益地域核

厚田地域核

中心都市核

浜益地域核

厚田地域核

港湾ゾーン

市街ゾーン

港湾ゾーン

市街ゾーン

■ 土地の利用について
　土地は、限られた貴重な資源であるとともに、市民の生活や産業経済活動等のあらゆる活動の共通の基盤
であり、まちの発展のためには、土地を高度かつ有効に利用していくことが必要です。
　広域的・長期的視点に立ち、本市の持続的発展を見据えた一体的かつ均衡のとれた土地利用を推進するため、
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、また、交流の核として、「中心都市核」及び「地域核」の整備を進める
ほか、それぞれの特徴や地域資源を活かしたまちづくりをめざします。

【土地利用方針図】
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重点プロジェクト
　本市の特性である豊かな自然環境・資源を活かし、事業効果が市全体に広く及ぶような施策群を重点
プロジェクトと位置付け、これらを特に重点的に推進します。

※ リサイクルポート 
　広域的なリサイクル施設の立地に対応した静脈物流 (廃棄物を原料に活用する新たな物流ネットワーク )の拠点として、国の指定を
受けた港湾のこと。

重点プロジェクト　1

　少子高齢化の進行を踏まえ、子どもを安心して産み育てることが
できる仕組みづくりや、高齢者がより一層地域社会で活躍できる
場面の創出、世代間の交流を進め、すべての市民が年齢を問わず、
元気で豊かな心を持って生活できるまちづくりを進めます。

ひと・まち・げんき
プロジェクト

重点プロジェクト　2

　本市の貴重な地域資源であり市民の共有財産である海・川・山
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
用・活用することにより、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進めます。

環境都市創出
プロジェクト

重点プロジェクト　3

　豊富な観光資源のネットワーク化、農漁業との連携による「食」
と豊かな自然を活かした「体験」にスポットを当てた観光を推進す
るとともに、市民自身が市内の魅力を再発見する契機の提供と観光
を原動力とした地域の活性化を進めます。

観光立市
プロジェクト

重点プロジェクト　4

　南北約 67kmの地理的条件を踏まえ、中心都市核と地域核の
連携強化や一体感を醸成するため、幹線道路や公共交通の充実を
図るとともに、高度情報社会を支える情報通信基盤の整備を図り、
人、産業、歴史、文化など多様な交流を進めます。

交流のいしずえ
プロジェクト

重点プロジェクト　5

　石狩湾新港を利用者にとってより魅力ある物流拠点とするととも
に、既存の産業集積やリサイクルポート※の指定を活かした産業拠
点の形成などによる石狩湾新港とその背後の流通工業地区の機能
強化を進めます。

石狩湾新港地域
パワーアップ
プロジェクト

あ
い
風
と
人ひ

と間
が
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く
活
力
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ま
ち
・
石
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(1) 財政基盤の強化
(2) 行政経営の改善
(3) 広域行政の適切な活用

基本理念に基づく「3つの原則」

(1)まちづくりへの市民参画・
協働

(2) 情報公開と情報共有の推進
(3) 男女共同参画の推進と人
権の尊重

(1) 個性ある地域の発展
(2)コミュニティ活動の維持・
強化

(3) 適切・計画的な土地利用

原則1
「健全な行財政運営」

原則2
「一人ひとりが主人公」

原則3
「地域の輝きを大切に」

将来像 5つのめざすまちのテーマ 施策項目

「安全・安心・快適なまち」

テーマ1 (1) 道路網の整備
(2) 除排雪対策の充実
(3) 公共交通環境の充実
(4) 情報通信網の整備
(5) 上・下水道の整備

(6) 住宅・住環境の整備
(7) 消防・防災体制の充実
(8) 生活安全・交通安全対
策の充実

(9) 消費者対策の推進

「健康でしあわせに
暮らすまち」

テーマ2
(1) 保健・医療の充実
(2) 高齢者福祉の充実
(3) 子育て支援の充実
(4) 障がい者福祉の充実

(5) 地域福祉の充実
(6) 社会保障の充実

「元気で活力あるまち」

テーマ3
(1) 農林業の振興
(2) 水産業の振興
(3) 商工業の振興と創業・
起業の促進

(4) 観光の振興
(5) 石狩湾新港地域の振興
(6) 雇用・勤労者対策の推
進

「豊かな自然を守り育て
活かすまち」

テーマ4
(1) 環境施策の推進
(2) 公園・緑地・水辺の整
備

(3) 資源循環型社会の実現

(4) 景観づくりの推進

「心豊かに学び
いきいきと活動するまち」

テーマ5
(1) 生涯学習の推進
(2) 学校教育の充実
(3) 青少年の健全育成
(4) 芸術・文化の振興

(5) スポーツ・レクリエー
ションの振興

(6) 国内・国際交流の推進

自 立 協 働 共 生

　 戦略計画 戦略計画の施策体系



第4期 石狩市総合計画【概要版】

8

～あい風と人
ひ と

間が輝く活力のまち・石狩～

9

【テーマ1】　安全・安心・快適なまち

(1) 道路網の整備
●主要幹線道路の整備促進
●市道の整備

(2) 除排雪対策の充実
●除排雪体制の充実

(3) 公共交通環境の充実
●バス交通の維持・充実
●軌道系交通機関導入の検討

(4) 情報通信網の整備
●情報通信基盤の整備
●電子自治体の構築

(5)上・下水道の整備
●上水道の整備
●下水道の整備
●個別排水処理施設の整備

(6) 住宅・住環境の整備
●公営住宅の整備と適正な管理
●住環境の充実
●斎場の整備・充実

(7) 消防・防災体制の充実
●防災・危機管理体制の整備と地域防災力の向上
●消防力の強化と救急体制の整備

(8) 生活安全・交通安全対策の充実
●防犯環境の整備と体制の充実 
●交通安全対策の充実

(9) 消費者対策の推進
●消費者対策の充実

【テーマ2】　健康でしあわせに暮らすまち

(1) 保健・医療の充実
●健康づくりの推進と情報の発信
●ライフステージに応じた健康づくりの充実
●地域医療・救急医療体制の充実

(2) 高齢者福祉の充実
●自立支援サービスの充実
●社会参加の促進
●魅力あるまちづくりの推進

(3)子育て支援の充実
●すべての子どもと子育て家庭が育ちあう共創の
支援

●人と社会にやさしい子どもを育むための支援
●子どもと家庭の健やかな成長への支援
●子育てを支援する生活環境づくり
●支援が必要な児童・家庭への取組

(4) 障がい者福祉の充実
●社会参加のための支援体制の充実
●就労支援体制と発達支援体制の充実
●誰もが自由に社会参加できるユニバーサルデ
ザインの推進

(5) 地域福祉の充実
●地域福祉活動の充実と福祉意識の高揚
●団体などへの活動支援と福祉ネットワークの形成

(6) 社会保障の充実
●低所得者福祉の充実
●国民健康保険事業の充実
●国民年金制度の啓発

【テーマ3】　元気で活力あるまち

(1) 農林業の振興
●担い手農家の育成と地域営農システムの確立
●生産性向上に向けた農業基盤の整備
●環境保全型農業の推進
●地域ブランド化の推進
●都市と農村の交流
●森林の整備

(2) 水産業の振興
●つくり育てる水産業の確立と後継者などの育成
●生産性の向上と経営の近代化
●漁業基盤の整備

(3) 商工業の振興と創業・起業の促進
●既存企業への支援
●地場産業の育成と石狩ブランドの形成
●地域商業力の向上
●創業・起業の支援

(4) 観光の振興
●観光資源の活用・整備・宣伝
●魅力ある観光ルートづくり
●受け入れ体制の整備

(5) 石狩湾新港地域の振興
●物流ネットワークの構築
●エネルギー基地機能の強化
●環境リサイクル都市構想
●防災拠点としての機能強化
●地域利便性の向上
●未利用地の有効活用

(6) 雇用・勤労者対策の推進
●雇用就業機会の拡大
●高齢者・女性・障がい者などの雇用就業支援
●労働環境の整備

【テーマ4】　豊かな自然を守り育て活かすまち

(1) 環境施策の推進
●開発行為などの監視・指導の強化
●都市・生活型公害対策の強化
●産業公害の未然防止
●自然環境の把握と保全の推進
●省資源・省エネルギーと地球温暖化対策の
　推進
●環境教育・学習の推進

(2) 公園・緑地・水辺の整備
●公園の整備
●水とみどりのふれあい空間の創造
●花があふれるまちの創出
●豊かな森林などの自然の保全・育成・活用
●公園維持管理の推進

(3) 資源循環型社会の実現
●ごみの発生抑制と排出抑制のしくみづくり
●資源循環型ごみ処理体制の確立
●不法投棄防止対策における連携強化
●し尿処理体制の整備充実
●産業廃棄物対策の推進

(4) 景観づくりの推進
●景観づくりを推進するための意識の醸成
●地域価値向上の要素となる良好な景観の保全
●より良い景観の創出
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～あい風と人
ひ と

間が輝く活力のまち・石狩～
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【テーマ5】  心豊かに学びいきいきと活動するまち

(1) 生涯学習の推進
●学習情報の提供と相談体制の整備・充実
●学習機会の整備・充実
●学習施設の内容および管理運営体制の充実
●団体・グループおよび指導者の育成

(2) 学校教育の充実
●学習内容・学習指導の充実
●特別支援教育の推進
●教育環境の整備
●いじめなどの問題行動や不登校への対応
●学校図書館の整備
●幼児教育の充実

(3) 青少年の健全育成
●青少年健全育成の推進をめざした取組の支援
●地域で子どもを見守り育てる取組の推進
●思春期保健などの充実
●青少年活動を支えるリーダー・指導者の育成
●子どもの権利の普及・啓発

(4) 芸術・文化の振興
●芸術・文化団体の支援や文化交流
●芸術・文化のまちづくりの推進と拠点施設の
　検討
●文化遺産の保存・活用

(5)スポーツ・レクリエーションの振興
●市民1スポーツの推進
●指導者の育成と活用
●スポーツ施設の機能向上と充実

(6) 国内・国際交流の推進
●相互理解の環境づくりの推進
●国際社会へ対応できる人材の育成
●教育・文化・スポーツの交流促進
●国際協力の推進

(1) 財政基盤の強化 
●自主財源の確保
●人件費の抑制
●管理的経費などの削減
●投資的経費の抑制
●公債費・債務負担行為の抑制
●施設の統廃合
●特別会計などの経営基盤強化

(2) 行政経営の改善
●行政評価システムの充実と活用
●協働による行政の簡素化
●行政組織と職員定数の適正管理
●職員の意識改革と能力開発
●民間委託の推進

(3) 広域行政の適切な活用
●広域市町村圏計画の推進
●広域行政の推進

【原則1】　健全な行財政運営

(1)まちづくりへの市民参画・協働
●協働システムの確立と運用
●情報の提供と啓発の推進
●市民活動の推進

(2) 情報公開と情報共有の推進
●広聴活動の推進
●広報活動の充実
●情報の提供と公開の推進

(3) 男女共同参画の推進と人権の尊重
●男女共同参画社会実現に向けた取組
●人権尊重の啓発・教育の充実

【原則2】　一人ひとりが主人公

(1) 個性ある地域の発展
●交流機会の充実
●郷土学習の推進
●魅力ある地域の形成
●情報発信による連携・交流の拡大

(2)コミュニティ活動の維持・強化
●コミュニティ意識の高揚
●交流の促進と施設の充実
●コミュニティ活動の情報収集・発信

(3) 適切・計画的な土地利用
●自然環境の保全と活用
●既存市街地などの質的向上
●地域の拠点となる核の整備
●土地利用の適正化

【原則3】　地域の輝きを大切に

【前　期】
平成19年度～23年度

【後　期】
平成24年度～28年度

（単位：百万円）

歳　入 歳　出

合計
140,621

その他
45,087

地方債 4,568

その他
47,719

補助費等
14,522

投資的経費
5,603

物件費
15,939

維持補修費
4,565

公債費
17,873

扶助費
13,100

人件費
20,778

国・道支出金
13,969

地方
交付税等
35,740

地方税
41,257

合計
140,099

歳　入 歳　出

合計
140,960

その他
44,551

その他
48,484

補助費等
14,601

公債費
16,112
扶助費
14,475

人件費
18,216

地方債 6,241
国・道支出金
14,332

地方
交付税等
33,910

地方税
41,926

合計
140,595

物件費
15,723

維持補修費
4,565

投資的経費
8,419

〔        〕 〔        〕〔        〕 〔        〕

財 政 見 込


