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第５回 稚内市総合計画審議会（豊かな暮らしづくり部会） 会議録 

と き ： 平成 20 年 11 月 6 日（木） 15 時 00 分～16 時 00 分 

ところ ： 稚内市役所 4 階 第一委員会室 

出席者 ： 小川勝美部会長、 早坂玲子副部会長、 風無成一委員（会長）、 

欠畑 優委員、 勝部倫行委員、 千葉一幸委員、 西澤 了委員、 

長谷川伸一委員、 藤田幸洋委員、 森本俊彦委員 

〔事務局〕 稚内市政策経営室（中澤敏幸室長、 中川幹男副室長、 

布施 茂総合計画担当主幹、ほか 5 名） 

１ 開 会 

２ 審 議 

（１）総合計画基本構想・基本計画について 

（部会長） 

まずは、事務局のほうからご説明いただけますか。事前に皆さんのところに資料が配付されて 

おりましたので、できるだけ簡略化してお願いします。 

（事務局） 

第４次総合計画の基本構想・基本計画の素案が出来あがりました。もう少し早く皆様にお示し 

できれば良かったのですが、非常に短い時間で見ていただくことになりまして、まずはお詫び申 

し上げます。 

この素案に対しましては、幅広く市民の意見を求めるということで、明日 11 月 7 日から 11 月 20 

日まで、この素案に対する意見募集を行うことになっております。今後は、本審議会での答申を 

踏まえ、また市民からの意見も検討したうえで、12 月の市議会へ提案していくことにしておりま 

す。

では、概要について説明いたします。
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〔計画の体系図について〕 

□ 上段には、稚内市の将来像を実現するための計画として、全ての分野にわたる総合的な課 

題についての政策と施策を、以前、第１分野としていたものですが、経営計画として載せてお 

ります。 

□ 政策、施策の名称を全体のつながりや内容に合わせて修正しております。（ここでは、前回 

お示ししたものから修正のあった部分について、説明させていただきます。） 

□ 政策 0-1 は、「永続的な地域社会の維持」を「持続可能な地域社会づくり」に修正しておりま 

す。その下の施策 0-1-3「食の本質を見つめ直します」を「「食」のあり方を見つめ直します」に 

修正しております。 

□ 政策 0-2 は「パートナーシップによるまちづくり」に修正しております。その下の施策 0-2-2 は 

「コミュニティ活動を促進します」に修正し、以前ありました「地域自治組織の支援・強化を図り 

ます」という施策は「コミュニティ活動を促進します」に入れ込み、施策としては削除しておりま 

す。施策 0-2-3 は「生涯にわたる学びを支援します」に修正しております。施策 0-2-4 は「人権 

を尊重し、みんなで参画できる平和な社会を構築します」に修正しております。 

□ 政策 0-3 は「健全で適正な自治体経営」に修正しております。その下の施策 0-3-1 は「広域 

行政の適切な活用を図ります」に修正しております。施策 0-3-2 は、行政運営と財政運営を別 

にしていたものを統合し、「経営的視点に立った行財政運営を行います」にしております。 

□ 分野毎の政策、施策は、部門別計画として、あらためて分野１から５に分けてまとめておりま 

す。 

□ 教育・文化分野では、基本目標を他の基本目標の表現とのつりあいなどから、「心豊かな人 

と文化をはぐくむまちを目指して」に修正しております。 

□ 政策 1-1 の下の施策 1-1-2 は「安全で安心な子育て環境をつくります」に修正しております。 

□ 政策1-2の下の施策1-2-1は「生きる力を育む教育を充実します」に修正しております。また、 

以前ありました「特別支援教育を推進します」という施策を施策 1-2-1 に入れ込み、施策として 

削除しております。施策 1-2-3 は「社会の変化に対応した教育環境を整備します」に修正して 

おります。 

□ 政策 1-3 の下の施策 1-3-2 は「芸術・文化活動を普及・推進します」に修正しております。施 

策 1-3-3 は「生涯スポーツを推進します」に修正しております。施策 1-3-4 は「歴史の継承と文 

化財の保護・保存を推進します」に修正しております。 

□ 保健・医療・福祉分野では、政策 2-1 の下の施策 2-1-1 を「医療体制の充実を図ります」に
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修正しております。施策 2-1-2 は、文頭に「市民の」という言葉が付いていたのを削除して「心 

とからだの健康づくりをサポートします」に修正しております。 

□ 政策2-2の下の施策2-2-1は「妊娠・出産期の支援の充実を図ります」に修正しております。 

□ 環境・生活分野では、政策 3-2 の下の施策 3-2-2 を「良好な生活環境の確保を図ります」に 

修正しております。 

□ 政策 3-3 の下の施策 3-3-3 は「自然環境を守り共存を図ります」に修正しております。 

□ 都市基盤分野では、政策 4-1 の下の施策 4-1-1 を、以前ありました「地域交通の利便性の 

向上を図ります」と「総合公共交通ネットワークを目指します」の２つの施策を統合して、「総合 

的な交通体系を構築します」にしております。 

□ 政策 4-3 の下の施策 4-3-2 は「計画的な土地利用を推進します」に修正しております。施策 

4-3-3 は、以前ありました「憩いの場の形成と都市景観の向上を図ります」、「既存ストックを活 

用した社会基盤整備を進めます」、「ユニバーサルデザインを推進します」の３つの施策を統 

合し、「生活を支える社会基盤整備を進めます」にしております。 

□ 産業振興分野では、審議会の中でもご指摘のありました、基本目標の「産業革命」ということ 

ばを削除し、「自然と共生した活力ある産業が躍動するまちを目指して」という基本目標に修 

正しております。 

□ 政策 5-1 の下の施策 5-1-2 は「安全・安心な農畜産物の供給に努めます」に修正しておりま 

す。 

□ 政策 5-2 の下の施策 5-2-1 は、以前ありました「地産地消と食のブランド化を推進します」と 

「特産品の育成・振興を図ります」の２つの施策を統合し、「食のブランド化を推進します」に修 

正しております。 

□ 政策 5-3の下の施策 5-3-1 は、商店街の再生のことについての施策でしたが、「商業を振興 

します」に修正しております。施策 5-3-2 は「地域特性を生かした新産業を創出します」に修正 

しております。施策5-3-3は「雇用・労働の安定と中小企業の経営を支援します」に修正してお 

ります。なお、担い手と後継者についての施策を設けておりましたが、施策を１つ設けるので 

はなく、それぞれの産業のところで記載することとして、それを削除しております。 

□ 政策 5-4 の下の施策 5-4-2 は「企業立地を促進します」に修正しております。施策 5-4-3 は 

「サハリンとの経済交流を促進します」に修正しております。
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〔基本構想〕 

□ 将来都市像について、市長が前回の審議会で、皆さまにあらためてご提案があれば、という 

ことを発言しておりました。その将来都市像に関しての提案と、今説明しました教育・文化から 

産業振興までの分野の順番について、これまで特に順番について意識してきませんでしたが、 

もし何かご意見がございましたら、本日の審議会の中でいただけたらと思っております。 

□ 基本構想 6 ページの将来都市像の下に、簡略化した説明をつけました。その結果、ここに、 

「人と地球環境にやさしいまち」という柱を１つ設けていたのですが、この修正を加えた段階で、 

その柱が消えてしまった状態になっております。ここについては、以前ありました「人と地球環 

境にやさしいまち」を柱として入れ、今４つになっている柱を１つ増やして５つの柱にしたいと考 

えておりますので、この場を借りて、ご了承願いたいと思います。 

□ 基本構想 7 ページから 23 ページにつきましては、先ほど説明しましたように基本目標と政策 

の名称をそれぞれ修正した形になっております。内容については、基本計画の内容を総括し 

たものとなっております。 

〔基本計画〕 

□ 「豊かな暮らしづくり部会」の分野としては、69 ページからとなっております。 

□ 施策ごとに、現状と課題、施策の目的、どのような事を行うのか（施策の主な内容）、関連す 

る図、グラフ、写真等を入れ込んでおります。それとあわせて、５年後、後期の基本計画をつく 

るときに、達成度を検証するための具体的な数値目標を「成果指標」として示しております。ま 

た、自治基本条例に基づき協働のまちづくりを進めるということから、協働の指針として、協働 

の基本的な考え方を記載しております。さらに、法令遵守の考え方から、この施策はどんな法 

令や市の条例、計画に基づいて行われているかを、市職員は絶えず意識して業務に携わると 

いう意味で、また、市民にも監視していただく意味で、（基本的で、代表的なものを）載せており 

ます。 

□ 69 ページから 86 ページまでの分野３ 環境・生活では、消費生活（69 ページ）、交通安全対 

策（71 ページ）、防犯対策（73 ページ）、消防救急体制（75 ページ）、除雪など冬の暮らし（77 ペ 

ージ）、環境美化、公衆衛生など身の回りの生活環境（79 ページ）、新エネルギー（81 ページ）、 

ごみ問題等循環型社会の形成（83 ページ）、自然環境（85 ページ）について記載しておりま 

す。 

□ 87 ページから 101 ページまでの分野４ 都市基盤では、市内における公共交通（87 ページ）、
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都市間交通（89 ページ）、防災対策（93 ページ）、中心市街地の再生（95 ページ）、土地利用 

（97 ページ）、生活道路など身近な生活のインフラ整備（99 ページ）について記載しておりま 

す。 

□ 103 ページから 127 ページまでの分野５ 産業振興では、漁業（103 ページ）、農畜産業（107 

ページ）、林業（111 ページ）、製造業、食のブランド化（113 ページ）、商業（115 ページ）、産業 

間の連携や新産業創出（117 ページ）、中小企業全般の支援、雇用環境（119 ページ）、観光 

（121 ページ）、企業立地（123 ページ）、サハリンとの経済交流、貿易の促進（125 ページ）につ 

いて記載しております。 

以上、雑ぱくですが概要を説明させていただきました。よろしくお願いします。 

（部会長） 

まず、稚内市の将来都市像が「人が行き交う環境都市わっかない」で良いかどうか確認した 

いと思います。 

（委員） 

「環境都市」と言っている意味がよくわかりません。また、「行き交う」ということばのイメージが 

つかみにくい気がします。観光を軸とし、「環境・観光都市」、「人が集う」という表現を用いて、 

環境と観光を両方言うべきという思いがありますので、みなさんの意見を伺いたいところです。 

（事務局） 

この標語を聞いて、皆さんがどのようなイメージを持つかが非常に大事だと思っています。「行 

き交う」という部分で、にぎわいという意味で観光を入れたというのが私たちの思いです。南から 

北へ向かい、北から南に向かう交通結節点と、観光ということをイメージした「行き交う」というこ 

とばをあえて入れたということです。「環境都市」については、「環境にやさしいまち」というイメー 

ジを持っていただければいいのかな、と思っております。 

（委員） 

「環境都市」という言い方は、いろいろな場面ですでに結構使われていると思います。みんなに 

うったえるというのであれば、環境と観光を混ぜ合わせたまちづくりをしていくというイメージが必
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要と思います。 

（委員） 

本当に将来像を「環境都市」とするのであれば、基本構想6ページから7ページのところに文章 

が足りないと思います。「環境都市」についての説明がありません。 

（事務局） 

先ほど担当から説明がありましたとおり、基本構想 7 ページの部分については、環境について 

の一項目が抜けてしまったので、あとで項目立てして追加します。 

（部会長） 

7 ページの項目が４つあるところに、もう１つ追加されるということですか。 

（事務局） 

6 ページの下の説明が、標語のイメージの説明になってしまいましたので、以前は「人と環境に 

やさしいまち」ということを詳しく書いていたのですが、それが消えてしまったので、それを 7 ペー 

ジの一つの項目として追加したいということです。 

（委 員） 

6 ページの下の文言は非常に気に入っておりますが、「人と地球環境にやさしい環境・観光都 

市」としたほうが良いのかなと思います。 

7 ページの「宗谷地域をけん引する中心都市」という中の、7行目の文章が、11 行目まで続いて 

いるのですが、何を言っているのかわかりません。どこかで区切りを入れるべきです。一般の人 

が見てわかるように、できるだけ一つの文を短くすべきです。 

（部会長） 

そのほかにございませんか。 

先ほど、事務局の説明の中で、基本構想の分野１から分野５までを、こういう順番で載せたけ 

れども、この並びでよろしいか、という問いかけがございました。これについては、いかがですか。 

こだわる必要はない気がしますけれども。
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（委員） 

これは別に大事な順番に並べたわけではないということですから、問題ないと思います。それ 

ぞれの立場で、それぞれが一番大事だと思っていることですから。 

（部会長） 

では、この部分については、事務局から確認を求められましたが、その通りで良いということに 

いたします。 

（事務局） 

基本構想の 22 ページのところで、事前にご意見をいただいております。基本目標で、「水産業 

や農業、観光などの基幹産業の強化を図る」とあるのですが、政策 5-4 では、観光についての記 

載が弱いのではないか、ということです。 

それで、事務局としては、先ほども説明させていただきましたが、政策に書かれている内容とい 

うのは、基本計画の施策をある程度まとめて書かせていただいたものですから、基本計画と見 

比べると、どうしても薄く感じてしまいます。構成としては、大きな、もやっとしたところから、もっと 

詳しく、という流れで計画書をつくっていきますので、そういう見方をされることもあろうかと思いま 

す。 

（委員） 

確かに、観光を押し出していくという部分が弱いと思います。インパクトがないように感じます。 

（委員） 

事前に意見を出したのは私です。農業関係も水産関係も、政策 5-1 や政策 5-2 で結構具体的 

にかかれており、関係者としてはありがたいことなのですが、付加価値をつけていくというような、 

一次産業を将来的に考えていく上でのバックボーンとなるのは、観光産業との連携だと感じてお 

ります。基本計画（施策）の中には、観光の施策が入っておりますが、政策の段階で、もう少しこ 

とばとして盛り込んでいただきたいと思います。 

（部会長）
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政策 5-4 のタイトルと、中の文章のつながりが悪い気がします。 

（事務局） 

策定委員の部会で作業をしてとりまとめた際は、逆に、観光色が非常に強いものでした。一次 

産業が観光のためにあるという言い方に近いもので、稚内市のいろいろな産業が観光に関わっ 

てくるというとらえ方をしていました。それが整理の段階で、いろいろと調整を重ねていき、「元気 

な一次産業」、「おいしい食べ物」、それが逆に観光資源なのだということで、実際に市が施策を 

打った場合、「元気な農業をつくってもらうこと」、「元気な水産業をつくってもらうこと」が観光資源 

であるというとらえ方に落ち着いていったということです。 

（部会長） 

それであれば、分野５ 産業振興の基本目標のどこかで触れるべきではないでしょうか。そうい 

うイメージでつくったということですから、補強できるものがあれば補強すべきと思います。 

（委員） 

いま事務局がおっしゃられたことを、そっくり文字化して、基本目標の下のほうに入れれば済む 

のでないでしょうか。 

（事務局） 

その部分はもう少し、表現を検討いたします。 

（部会長） 

そういうことで、事務局に汗をかいていただきます。 

続きまして、基本計画の 69 ページ以降で気がついた点がございましたら、お願いします。 

私から、確認したいのですが、同じようなことを言っていて表現の仕方が違う部分の整理は、ど 

の段階で作業されるのですか。 

（事務局） 

これから、表現の不一致、ことばの漏れなどは、もう少し精査して、きちんとした成案にしていき 

たいと思っております。



- 9 - 

（部会長） 

世間一般では言わないようなことばも見受けられるのですが。 

（事務局） 

それは、言っていただけるとありがたいです。私たち行政職員では気がつかない部分もありま 

すので。 

（委員） 

例えば、基本目標の「環境と調和する自立した社会を目指して」という意味がわかりません。こ 

こで言う環境とは、今の稚内を取り巻く、人口などのいろいろなものを含めて環境という意味でし 

ょうか。つまり、今の稚内のスケールに調和した自立した社会ということでしょうか。 

（事務局） 

ここで言う環境とは、むしろ自然環境の意味です。 

（委員） 

自然環境と調和することと、自立した社会がどのようにつながるのですか。 

（事務局） 

まず、自立した社会というのは、持続可能な地域社会づくりや、健全で適正な自治体経営、パ 

ートナーシップによるまちづくりという話になってくるのですが、ある意味、持続可能な社会を築い 

ていくためには、良好な環境も大事ですという意味です。 

（委員） 

すべてのいろいろな環境や資源を使って、持続可能な稚内を目指していくという方が、ぴったり 

くると思います。 

（委員） 

この環境というのは、観光の環境や都市基盤の環境、保健医療の環境など、部門別のところ
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にすべて冠がかかっている、というふうに思ってしまいます。ですから、環境は、自然環境ばかり 

ではなく、産業であれば産業の環境に合わせて稚内独自の施策を打っていくということにつなが 

っていくので、見た限りでは、非常に体系だって作られていると思いました。もし、そういう意味合 

いが、見る人によって異なり、変に解釈されるようであれば、もう少しわかるような書き方にすべ 

きと思いますが、もうここで、ことばの遊びをするよりも、具体的にこれから行っていくことのほう 

が大事だと思いますので、この辺は荒く見ながら進めていくべきと思います。 

（部会長） 

部門別の計画や、それぞれにぶらさがっている施策のところで、使われている環境ということば 

の意味をそれぞれ理解して下さいという意味ですね。 

（委員） 

ことばに対する説明を中に書いていくと、非常にくどくなってしまいますので。 

（委員） 

「環境都市」にどんな環境なのかという形容詞がついていませんので、そこは漠然としたとらえ 

方で良いのかなと思います。 

（委員） 

基本構想の 22 ページですが、ここの文章が全部一つのものに見えてしまいます。見出しを見 

て、そのことが書かれているのかな、と思うとそうでもない気がします。 

（部会長） 

基本構想なので、この程度の表現でやむを得ないということだと思いますが。 

（事務局） 

それぞれの表現が、具体的になっていないのは確かです。この下にぶら下がる事業が具体的 

に見えてくると、はっきりしてくると思うのですが、ここの段階では、総花的といいますか、ある程 

度どんな事業でもぶら下がるような表現にしておく必要があります。
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（委員） 

ある程度それで仕方がないと思います。 

（委員） 

基本構想 22 ページの文章は、見出しがなくても続けて読んで、きちんとした文章になっていま 

す。読みやすいように区切りを入れているととらえてはどうでしょうか。 

（部会長） 

89ページの現状と課題の11行目の「搭乗率」という表現は、「利用者数」にすべきです。機種な 

どが変われば連動してしまいますので。 

90ページ4）の1行目、「老朽化施設の計画的な維持管理」という表現は、古い施設は古いまま 

維持管理するように聞こえてしまいます。 

90 ページ 4）の 2 行目、「長寿命化を図る」という意味が私にはわかりません。普通は「延命化」 

という表現を使うのではないでしょうか。99 ページでは「長寿命化」と「延命化」の両方を使ってお 

りますので、整理が必要です。 

93 ページの現状と課題 6 行目、「市民の安全と財産を守るため」という表現について、安全は 

「守る」というより「確保」ではないでしょうか。 

93 ページ 2）の「相互自助」という表現は聞いたことがありません。 

99 ページ 3）の「下水道施設の維持管理を進め」という表現について、維持管理は「進める」より 

は「行う」程度で良いと思います。 

117 ページの現状と課題 1 行目、「国の公共事業の削減により、農林水産業、建設業に大きく 

依存してきた」という部分で、「国」はいらないと思います。それから、農林水産業は公共事業に 

結びつけるべきではないと思います。（以上、細かい話ですが私から申し上げておきます。） 

ほかに、確認しておきたいことはありますか。 

（委員） 

写真などはカラーになるのですか。 

（事務局） 

予算の関係で２色刷りになります。３次計画のようなカラーにはなりません。内容については、
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３次計画と比べて、かなり具体的になったと思っております。その分、ページ数が相当増えており 

ます。 

（委員） 

これを全体的に全部つくりあげたのは、政策経営室の皆さんですか。 

（事務局） 

各課一名ずつ出していただいた庁内策定委員会の中でつくりあげました。 

（委員） 

コンサルタントを入れないでつくっているということですね。 

（事務局） 

今までは、コンサルタントにお任せでつくっておりましたが、総合計画を見たこともない職員もい 

たことなどから、常に総合計画を目的として仕事を行っていくということを職員に意識してもらい 

たいということで、職員が手作りをしたということです。 

（委員） 

そういう影響もあるのでしょうが、文章自体が難しくなっていると思います。行政が書いたという 

書き方ではなく、市民の人達が見てもわかりやすい、もっと一般的なことばを使うべきと思います。 

先ほどご指摘のありました「相互自助」などは「助けあい」というようなことばで良いと思います。 

（委員） 

そのとおりだと思います。 

（事務局） 

表現やことばについては、もう少し、議会に提出する前に、できるだけわかりやすいものに変え 

ていきたいと思います。 

（部会長）
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ほかにご発言ございますか。（なし） 

なければ、これで審議を終わりたいと思います。 

３ その他 

（１） 次回審議会について 

（事務局） 

次回の審議会ですが、前にお知らせしておりますが、11 月 11 日（火）午後 6 時 30 分から、5 階 

の正庁で開催いたします。 

今日いただいたご意見、それから、明日のもう一つの部会でいただくご意見をまとめた形で答 

申書の案を作成しますので、それを全体の審議会の中でご審議いただくことになります。 

４ 閉 会 

（部会長） 

熱心なご審議ありがとうございました。これで終了させていただきます。 

～終了～


