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●第３回稚内市自治基本条例審議会 議事録 

（と き）平成１８年３月２０日（月） １８：３０～２０：３０ 

（ところ）市役所本庁舎３階市長会議室 

（出席者）横山委員、中田委員、張江委員、斉藤委員、金村委員、花田委員、 

今田委員、田辺委員 

〔事務局〕政策経営室 表室長、中川主幹、布施副主幹、渡邊副主幹、 

佐々木主事 

１ 開 会 

（会 長）今日は第３回目の審議会になります。この間、ワークショップが頻 

繁に行われておりまして、すでに３回終わり、次回、４月９日が４回目とな 

ります。 

審議会とワークショップ会議がキャッチボールをしながら進めていくことに 

なるかと思いますが、今日はワークショップ会議の今までの状況がどうなっ 

ているのか、まさにそのキャッチボールということなんですが、それを審議 

会できっちり把握しておきましょうということになります。 

ワークショップには、審議会の委員の方も何名かご参加していただいていま 

す。そのような方は雰囲気がお分かりかと思いますが、審議会全体としてワ 

ークショップ会議がどのように議論されてきたか、今日は審議をしていくこ 

とになるかと思います。 

また、明日のフォーラムの開催について、その内容についても今日ご審議を 

いただきたいと思います。 

それでは最初に、稚内市が現在おかれている現状について「市政執行方針」 

を事前に資料としてお渡ししていますので、財政の状況なども含めてこれを 

使いまして政策経営室長から説明していただきます。 

２ 市政執行方針について ～ 政策経営室長 表 純一 

◆ ページに従いまして、概要を説明させていただきます。 

市政執行方針は３月１日開催の３月議会の冒頭、市長が１８年度に向かう基 

本的な市政の運営方針について述べさせていただいております。 

構成は、序文と市政運営の基本方針、今年度新たに用いた重点化施策、これ 

は前にも説明させていただいたとおり、行政評価の手法を取り入れながら、 

選択と集中というか、このような厳しい時代であるので選択をしながらある 

ところに集中させるというものです。 

それと主要施策を何点か羅列しております。
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◆ まず序文ですが、今年は市長の２期目の最終年となります。 

来年は改選期にあたるため、骨格予算といいまして給与費や扶助費など義務 

的経費しか組めない、政策予算を組めませんので今年は自分で予算を組める 

最終年ということで、これまでやってきた２期目、７年間のしめくくりとい 

うことを序文の中に書かせてもらっています。 

特に、非常に厳しい状況にあっても、将来に向けて何かをしようという思い 

を強く述べさせてもらっています。 

その中ではやはり、「都市再生、教育、医療、少子化対策を重点化施策と位 

置付けて、新たな時代を創造する大きな一歩を踏み出したい。」ということ、 

それと今やってもらっています「自治基本条例を進めながら、今までやって 

きた行財政改革と合せて、『協働』と『改革』を基本方針として稚内のまち 

づくりを進める。」ということを述べています。 

◆ 基本方針においては、まず「市民が主役の市政」ということを柱としてお 

ります。 

パートナーシップの推進や、地域住民が主体となった「まちづくり委員会」 

で色々なことをやってきていますが、その集大成として自治基本条例の１８ 

年度の制定に向けて、市民と一緒にその作業を進めていくということを述べ 

ています。 

◆ 次に、「行財政改革に対する基本的な考え方」について述べております。 

今、財政が非常に厳しいということで過去において「財政健全化プラン」を 

策定して、徹底した歳出の宿減、歳入の確保、組織改革を進めてきましたが、 

新たな予算編成システムの中で、単年度ではなく５年間の期間を見据えて、 

１８年度予算を１０％削減をしても、今後５年間の事業を見ていくと明らか 

に財源が不足するということが明らかになっております。 

そのような中で、職員の給与も含めた抜本的な見直しと、併せて市民の受 

益者負担の関係も改めて見直す必要がある、これはある意味市民にも痛みを 

分ちあってもらわなければならないということを述べています。 

職員の基本給についても削減せざるを得ないということも、ここで明らか 

にしていますが、市長自身が取り組む姿勢として、財政健全化を保ちながら 

都市再生等の取り組みを確実に実行するために、職員の理解を得るためにも 

自分が先頭となって自らの給与の削減も行うとしています。 

これは今回、特別職報酬審議会を立ち上げ、市長１０％、助役７％削減で諮 

問しており、答申をいただき次第、今年度中に臨時議会を経て削減するとい 

う方向でいます。
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◆ 「地方分権の考え方」として、支庁再編については北海道が進めている６ 

生活経済圏域は基本的には反対であること、合併は非常に難しいだろうけれ 

ども、色々な論議をし、慎重に取り組んでいきたいということを述べていま 

す。 

◆ 次に５つの重点施策について述べています。 

まず、１点目は「産業の振興」ということで、中央地区、港町を中心とした 

都市再生、稚内市の顔づくりという部分を一大決心で進めていくということ 

を表しています。 

２点目は、先ほどの説明と重複しますが「参画と協働のまちづくり」という 

ことで、自治基本条例について再掲しています。 

また、市職員の取り組みとして、「まちづくり出前講座」を実施しながら市 

民との協働のまちづくりを進めるということを述べています。 

３点目は、「安心・安全な生活づくり」ということで、これも初め 

に説明させていただいたとおり、開業医誘致条例の関係や医療の充実、また 

市立病院の関係についても述べています。これは市立病院の経営が非常に厳 

しい中で、市が責任を持って市立病院を支えていくとともに、市立病院自体 

も地方公営企業法という法律を全部適用しながら経営という問題について検 

討していくとしています。 

４点目は「環境との共生」について、現在、稚内市が進めている省エネ・新 

エネ、環境基本計画について述べています。 

５点目は「子育て支援」ということで、特に少子化による稚内市の人口減に 

対する自治体が出来る取り組みとして、保育料、入園料、不妊治療などへ助 

成を実施するとしています。 

また、特区をとって市費による独自の教員を採用し「少人数教育」を１８年 

度から実施すること、子どもを守る体制を強化することも述べています。 

◆ そのほか、１８年度に実施する事業について述べています。 

◆ 最後に「市政の主役は市民」であり、稚内市に一緒に住んでいく方たちの 

知恵を借りながら、非常に厳しい中だけれども持続可能な社会づくりのため 

に、将来を見据えて施策を実行していこうということで結んでおります。 

（会 長）どうもありがとうございました。１８年度の市政執行方針をご説明 

いただきましたが、「教育執行方針」についてはいかがしますか。 

(事務局) 市政執行方針の中に大まかな内容が盛り込まれており、重複する部
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分もありますので、内容を見ていただければと思います。 

（会 長）では市政執行方針について、皆さんからご質問等がありましたらお 

願いします。 

稚内市が今何をしようとしているのか、審議委員としてある程度把握してお 

く必要があると思います。 

ひとつ私の方から質問させていただきますが、財源不足額というのは今どれ 

くらい出ているのですか。 

（政策経営室長）１８年度から２２年度までの５年間を推計していますが、そ 

の中で、今考えられる事業を実施すると、交付税の見込みが分からないので 

すが一応減っていくという状況で見ていくと、５年間で６０億ちょっと、単 

純に言うと年間で１２億くらい足りないということになります。 

これは、大きな事業を今まで後ろにもってきていましたが、何とか今やらな 

ければならないということを前提にすると５年間で６０億足りないというこ 

とです。 

（会 長）そこで市長の報酬とか職員の給与という話になってきているという 

ことですね。 

どうでしょうか。かなり色々な問題が出ておりましたけれど。「宗谷圏自治 

のすがた研究会」というかたちで、宗谷管内９町村と幌延町、天塩町に呼び 

かけ、広域的な取り組みを模索していたり、支庁制度については、道庁がい 

う６支庁というのは生活圏域、経済圏域がぜんぜん違うのでこれには明確に 

反対していますね。 

地方公営企業法については、中心は病院の問題ですが、一部適用から全部適 

用に切り替えて経営的な形態を転換していこうということですね。公営企業 

の枠内ですが。どちらかというと病院は一部適用というところが今まで多い 

です。 

それと、教育特区ですか、小中学校の先生というのは道費負担の教員になる 

わけですが、一クラス３０人以下学級を低学年で実施するために独自に市費 

負担教員を配置するということですね。 

何名配置するのですか。 

（事務局）８名です。 

（会 長）低学年というのは何年生ですか。 

（事務局）１、２年生です。
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（会 長）小学校の１、２年生については３０人学級を実施するということで 

すね。 

（委 員）様々な事務権限を受け入れる方針だと思いますが、職員がだんだん 

減っていく状況の中では中々大変かなと思うところもあるんですが。 

（会 長）道から市町村への事務権限の移譲ということで、必要なものは積極 

的に受けていくとありますが、そのへんはどうですか。 

（政策経営室長）１８年度ではなく１９年度なんですが、５７０くらいの事務 

事業を受けようということです。道から示されている事業のほとんどです。 

これは合い矛盾する話で、非常に財政が厳しいので人も削らなければならな 

い、業務も小さくする、小さな市役所をつくるということに逆行するのでは 

ないかという話もあるんですが。 

道は道州制といった話がありますが、稚内市は基本的にはそれくらいの事務 

権限を受ける能力は持っているという思いをきちんと示したいと。 

合併をしないという選択をしたまちとしては、一般の市町村であればこれく 

らいの権限は移譲できるはずだというか、これくらい出来なければ基礎自治 

体としてはどうでしょうね、という道の投げかけだと我々には聞こえるので、 

受ける・受けないは自由なんですが、我々としてはそれくらいの思いでまず 

は受けましょうと。それには今の人数で十分やっていけるという前提の中の 

話です。 

（会 長）財源はついてくるのですかね。 

（政策経営室長）一応ついてくることになっています。今の職員数で仕事を多 

く持つことができれば、税財源的には多少収入が増えるとは思うんですが、 

これで人が増えてしまうのでは何にもならない話です。 

（会 長）本当に道から財源が来るのかが心配なところですね。 

（事務局）５７０件のうち３分の１くらいがこれまで道で持っていても実際に 

は１件も実績がないような事務事業です。稚内市で５７０件を受けても３分 

の１は仕事としてはまずないんじゃないかということです。 

（会 長）特に目玉になる事務事業ってありますか。
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（事務局）たとえば、漁船の検査は相当数あるので今の体制ではちょっと無理 

かなと。これが一番人員もお金もかかるのではと思っています。 

農業の関係で言いますと、家畜糞尿の処理については、稚内市単独ではなく 

もう少し広域で受けてはどうかという意見もありますね。 

（政策経営室長）稚内市の農政はどちらかというと振興なんですね。道は許認 

可がありますが。 

市町村は許認可という部分にはとても弱いです。あまりにも顔が見える同士 

ではやりにくいので、受けるにしてもある程度広域で受けて一緒にやればメ 

リットはあるのではないかという意見です。 

（委 員）農業委員会では、これまで道がやっていた不法行為に対する行政指 

導が市に移譲された場合、今言われたように顔見知りの人に行政指導しなけ 

ればいけないので非常にやりにくいという話があります。 

（事務局）宗谷圏自治のすがた研究会でも、そのような指導の部分は広域で受 

けたほうがいいという議論はしています。 

（委 員）５年間で６０億円の不足ということですが、基金はいくらあります 

か。 

（政策経営室長）約３７億ですね。使えるのは最大３５億円くらいですか。 

（委 員）職員の給与削減という話も出ていますが、それでどのくらい削減で 

きますか。 

（政策経営室長）そこは非常に難しいです。 

色々な方策をとりながら、５年後にはプライマリーバランスの均衡が図られ 

るようにしたいと考えています。 

（委 員）市民負担ということもありましたが、具体的な施策はこれからです 

か。 

（政策経営室長）これからです。これについては皆さんにも違う機会にご論議 

願いたいです。 

（会 長）「宗谷圏自治のすがた研究会」はどれくらいの頻度で開催していま 

すか。
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（事務局）月に１回の開催で、次回が３回目になります。 

管内の９町村は全て入っています。本日、合併があったので８町村になりま 

すが。 

天塩町さんには呼びかけて賛同はいただいていますが、準備をしたいという 

ことでまだ入っていません。幌延町さんは入っています。 

（委 員）その中で、何か具体的に広域で連携できそうなものは出ているんで 

すか。 

（事務局）具体的に広域で出来るというものを各自治体からあげてもらってい 

ますが、宗谷管内は広いので、全部でまとまってというのは厳しいものがあ 

ります。何町村かが集まってできるものといった議論もしている最中です。 

その中では病院の話なども出ています。 

（政策経営室長）内部事務的なこと、たとえば職員研修などは北海道も財政難 

ということで研修所を委託するような話も出ているので、それなら稚内市が 

中心となって一緒にやりましょうという話はあります。 

（会 長）時間の関係もありますので、今、稚内市が何をやろうとしているの 

か、この市政執行方針である程度理解できたということで、続いて、前回の 

審議会で皆さんからもう少し詳しい数字がほしいという意見がありました 

「稚内市内における公務員数」と「観光による経済効果」について、今回資 

料が出ていますので、そちらのご説明をお願いします。 

３ 稚内市内における公務員数 ～ (事務局) 

◆ このことについては、関係機関に電話で聞き取り、または文書で照会しま 

した。全体で2,091名となっていますが、個別の人数については公開は控えて 

ほしいというところもありますので、ご了承願います。 

（会 長）これは正規職員ということで、臨時・非常勤職員は含まれていませ 

んね。では続いて観光についてお願いします。 

４ 観光による経済効果 ～ (事務局) 

◆ これについては、数字としては平成１３年度のものしか持っておりません。 

どのような調査をしたかというと、冬期観光振興のために稚内市から５千円 

相当のみやげ物を出しており、その申請をされた方を対象にアンケートを行
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っています。 

一人当たり稚内市でどれくらい消費するかというと、平均２万８千４２４円 

となっています。 

これを１６年度の宿泊客数３６万８千５百人に当てはめると、約１０４億７ 

千万円の経済効果があったのではないかということになります。 

ただ、最近観光客が減少傾向にありますので、多少数字は減ってくるのかと 

思います。また調査自体が限られた人を対象としているので、数字の増減は 

あるかと思います。 

（会 長）旅行代金の中にはホテルの宿泊費として市内に落ちているお金とい 

うのもありますね。稚内市内での消費の中には、お土産、飲食費、交通費の 

ほかに本当はホテル宿泊費が入っているんだけれど、それがいくらなのか分 

からないということですね。 

（事務局）飛行機と宿泊がセットになった個人向けパック旅行とか団体旅行な 

どは、どれくらいが実際の宿泊料で、どれくらいが飛行機代なのかよくわか 

らないということです。消費の内訳としてはお土産、飲食費、交通費だけで 

出しています。 

（委 員）これから観光ということを考えれば、年間を通した経済効果という 

のはきちんと市で押さえていただければと思います。 

色んな観点があるので、方法がちょっと難しいとは思いますが。 

やはり観光がもたらす経済効果というものを、これからは押さえる必要はあ 

ると思います。 

（会 長）そうですね。観光政策というのはこれから大事になってくるでしょ 

うから、１３年度にこのアンケートをしているということなので、そろそろ 

本格的な調査を一度やるような工夫も必要かもしれませんね。 

あと、日帰り部分のお土産、飲食費、交通費は見ていないですよね。だから 

実際には１０４億よりは大分多いということになるのでしょうね。 

今は「蟹ツアー」というのはやめているんですよね。それで観光客は減った 

んですか。 

（政策経営室長）やはり「蟹ツアー」の効果は大きかったですね。しかし市の 

負担も大きかったものですから。 

市民に負担を求めると相反する話が出てくるわけです。そのあたりは非常に 

バランスとしては難しい話ですね。
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（委 員）転勤族の方たちは家族も含めると１万人を超えるということを聞い 

たことがあるんですが。 

（事務局）先ほどの公務員数の１．３倍が家族も含めた数になります。 

（委 員）民間でも転勤者は多いです。そういった数は調べていますか。 

（事務局）民間の転勤者の数は調べておりません。 

（政策経営室長）稚内市は支庁所在地なので、支店を置く企業も多いですね。 

支庁所在地としてのメリットというのがあるので転勤族も多くなっているん 

だと思います。 

（委 員）観光のほうなんですが、１３年度のアンケート調査の結果があるだ 

けだというと、観光のまちとして稚内市をＰＲして売っていくために、どの 

ような施策をほどこすべきなのかという議論は、今のところそれほど盛んに 

は行われていないということなのかなと。 

こういった調査結果がデータベースとなって、この部分はもう少し何とかし 

ようという話が出てくると思うのですが、市の政策として観光というのはあ 

まり重きを置かれていないという風に見えてしまうのですが。 

もちろん議論はされているとは思いますが、その辺はどうでしょうか。 

（政策経営室長）非常に的確なご意見だと思います。我々としては入込み数は 

調査しているんですよ。その入込み数はずっと減ってきているので、その原 

因はどこにあるのかということも含めた論議はしなければならないと思って 

います。 

先ほどのご意見にもあったとおり、データベースとなるべき調査が必要だと 

いうことは痛感しています。何が原因で、どういった施策が必要なのかとい 

う論議はしていても、ただ入込み数の話になってしまう。 

また、冬期観光で蟹ツアーのように大きなことをどんとやって、それは脚光 

を浴びたんですが、お金が続かなくなると止めざるを得ない。それがどこに 

どのような効果あって、止めた理由は何なのかという細かい分析はまだ出来 

ていない。 

そのようなことも含めて、現在、観光対策を総合的にやろうと模索している 

状況なので、我々としてもきちんとしたデータを取らなければいけないと感 

じています。ただ、論議はしているというか、観光が稚内市に占める割合と 

いうのは非常に高く、間違いなく基幹産業のひとつであるということは事実 

なんですね。
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（委 員）観光はもちろんですけれど、農業、漁業といった基幹産業といわれ 

ている部分に対する職員の配置は足りているんですか。ちょっと少ないよう 

な気もしますが。観光は何人くらいの方が担当されていますか。 

（政策経営室長）係としては４名です。 

観光も含めて経済政策の中で官の果たす役割は何なのかということがありま 

す。官がやるべきことは間違いなく基盤整備だと思うんですね。振興策とし 

てはソフトもあると思いますが、そこはおおむね民が主体となってやるべき 

だと思うんです。 

ただ、その区分だけでは今はうまくいかないので、そういった住み分けと、 

もうひとつそこでダイナミックにどのようなことが出来るか、それにどれく 

らいのお金を費やせるかということを含めて論議しなければならないと思い 

ます。 だから、 人が一概に少ないということではないのかなと私は思います。 

うちの部署はある意味観光などにも関わっているので、直接的には係４人で 

も、役所の中では部署が連携して、お互い相乗効果を出し合おうという組織 

ではあります。 

（委 員）前回のワークショップ会議で、観光関係の方が「観光に対する市の 

姿勢が見えない、一体どうしたいのかさっぱり見えない」とおっしゃってい 

たのですが、それがこういったところにも出ているのかなと感じたので申し 

あげたのですが、こんなに観光で売れるまちなのに、どうしたらいいのかが 

分からないのかなぁということを市民の方は感じているのではと思います。 

（政策経営室長）稚内観光って一体何だろうということは、我々も常に自問自 

答するところです。稚内に観光のポテンシャルがあるのか、逆に利尻・礼文 

の単なる通過点なのかということを、稚内の観光に関わっている人もそう感 

じていると思いますが、我々も明確なビジョンを出し切れていません。 

（会 長）観光資源は結構豊富ですから、単なる利尻・礼文の通過点とはいえ 

ないでしょうね。稚内まで来て帰るという人も多いと思いますし。 

今後色んな調査が必要ですが、その調査方法も難しいものがありますよね。 

是非、今後の早急な課題としてください。 

（政策経営室長）そうですね。行政として出来るところと、実際に商業として 

成り立っているのだから、そこは民間の思いもあると思うんです。 

それらがきちんとマッチングできるのかということですね。 

（会 長）ゆっくり歩いたり温泉に入ったりして２泊してもらうように遊歩道
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などを行政が一生懸命整備しても、地元のホテルでは大口の団体に１泊して 

もらえればいいという感じで、民間と行政の思いが中々一致しないという事 

例も知っていますが、そこが一致しないとうまくいかないんでしょうね。 

（政策経営室長）今の時代、ホテルはインターネットで予約できるようにして 

ほしいと観光の職員は感じているが、実際はそうはなっていない。 

行政の指導も必要だけれど、民間もそういう方向へ向かっていく姿勢がない 

と、と思います。 

今までは団体旅行で１部屋に４～５人入れたけれど、個人旅行だと２人くら 

いです。そうすると４～５人入ってくれるほうがいいという考え方が根強く 

あるみたいです。 

（委 員）そこは民間の努力というのがあって、行政が入っていけないのかも 

しれませんが。官が出すぎると民が引っ込むということもありますので、そ 

のバランスが難しいですよね。 

（会 長）官と民が同じ思いに出来るだけなっていかなければならないですよ。 

（政策経営室長）そこですね。皆が同じ方向を向けるという意味では、先ほど 

のご意見のように、市が明確なビジョンを示せればと思います。 

（委 員）水産が衰退し、公共事業がなくなってきて、後は観光しかないとい 

うことを明確に打ち出すべきと私は思いますけれど。 

（会 長）行政と民間の住み分けも大事ですが、たとえばこれまで４人を同じ 

部屋にしてきたのが、２人にしようということになれば、部屋の改造などが 

必要になりますよね。そうするとある程度資金力がないと出来ないというこ 

とになります。そういったときに一つの方法として利子補給をするといった 

ことがあればと思います。 

（政策経営室長）今までも税相当額を免除するなどしてきましたが、これから 

はホスピタリティの方向へ向かっていけるような制度に変えようとしていま 

す。 

（会 長）利子補給だけでも違うと思います。色々なことは考えられますが、 

民間と行政が協議しながら同じ方向を向けるといいですね。民間と行政の考 

え方が違うと行政効果は非常に薄くなりますから。 

（委 員）先生のおっしゃることはそのとおりと思います。官が何を考えてい
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るのか分からないというと、民間はそれでもって免罪符を手に入れてしまう 

し、官もそういわれると「はい、そうですね。よく話し合いましょう。」と 

いうことになりますが、結局、どこを向いていいのか分からないというのが 

現状だと思います。 

私自身は、数字ってあまりたいしたことない、調査もやってもあまり意味が 

ない、なぜかというとだいたい概算は分かるけれども、後はよく分からない 

と思っているんですね。 

そもそも、明確な指針が分かっていたら蟹ツアーなんてしなかったと思いま 

すよ。こちらから東京往復するとどんなに安くしてもあの値段にはならない 

ので、 蟹ツアーがどんなに豊かか、 ２万円やそこら使ったってお釣りがくる、 

ということはよくわかりますけれど。 

稚内に行ったことのある人間って結構多いんですよ。２度と行かないだけで。 

鉄道マニアとかバイクに乗っている人などは一番北のはずれだから一回は行 

ってみたいんです。場所がいい悪いでなく、稚内に行ったということに価値 

があるという人が私の周りでは非常に多いです。 

それである程度客が来た時は良かったけれど、ある時から荷崩れするように 

なってきたという印象を持っていらっしゃる市民が多いような気がしている 

んですが、どこを向いていいのかが分からないということだと思うんです。 

どこを向いていいのか分からないときは、どっちが悪いというんじゃなくて、 

先生のおっしゃるとおり、「よく話し合って」ということに尽きるのではな 

いでしょうか。 

言わずもがなのことを申しあげているのは、これまでのお話を伺っておりま 

して、自治基本条例を何でやろうとしているのかというと、結局、官と市民 

の協働ですね、要はどうしたらいいか市役所の人も市民も一緒になって何と 

か話をしよう 

ということで、それをよく表している話だと思ったからです。 

（会 長）確かに稚内には一度は来てみたいという方が多いですよね。であれ 

ばリピーターを作れるかどうかが鍵になりますね。 

（委 員）お店なんかも観光客としては食べに行っても、住んでいる人はあん 

なに高いものは食べないし行かないです。そういったところがごろごろして 

いるようではだめなんですよね。地元の人が行っておいしいなと思うところ 

は、ネットも含めてタウン誌などで情報を調べて来るのが基本ですよ。 

（会 長）ほかに何かありませんか。 

（委 員）人口に対する公務員の比率は全国的に見て高いんでしょうか。
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（会 長）国家公務員の方は比較しようがありませんが、市はどうなんでしょ 

う。 

（政策経営室長）人口当たりでいうとちょうど真ん中くらいですね。 

（会 長）それでは審議に入らせていただきます。 

ワークショップ会議が３回行われまして、どういう内容であったのか事務局 

で整理された資料がありますので、その説明をまず受けたいと思います。 

５ 審 議 （進行：会長） 

（１）ワークショップ会議について ～（事務局） 

① 稚内のまちづくりの方向性 

◆ 第１回のワークショップ会議は「まちづくりの方向性」を見出すために、 

稚内のよいところ、悪いところを参加者で議論し、多くの意見が出されまし 

た。 

稚内のよいところとして、「自然環境」、「おいしい食材」、市民の気質とし 

て「元気で明るい」、「風力発電によるクリーンエネルギー」、地理的特性と 

してサハリンとの国境、最北端、道央圏や首都圏は距離的に遠いけれど、「空 

港、港湾、ＪＲといった交通のアクセスポイントがある」、「大学がある」と 

いった意見が出ていました。 

そのほか、地元の市民では中々気づかないと思いますが、「子育て支援が割と 

充実している」といった意見もありました。 

◆ 稚内の悪いところとして、「自然環境」や市民気質は一方ではよいところ 

であり、一方では悪いところであるという、相反する意見が非常に多く出てい 

ました。そのほか医療や教育に対する不安、娯楽、文化施設、デパートの不足 

といった意見が多く、これらが参加者の共通認識かなと感じています。 

また、人口減少、働き場所の確保、高い離婚率、ロシア人の犯罪といった社 

会的問題、市議会議員の数・資質等に対する意見もありました。 

これらは、今後稚内市のまちづくりの方向性を考えるうえで重要な材料にな 

るものと考えられます。 

② まちづくりに必要なもの 

◆ 第２回は、第１回で出た意見を参考に、稚内のよいところをどのように活 

用し、悪いところをどのように改善してどのようなまちの目指すのか、「ま 

ちづくりに必要なもの」を議論しました。 

１点目として「住みやすく力強いまち」を目指すためには、住みやすさの追
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求や生活するための智恵や努力、観光資源の活用と情報発信が必要であると 

いう意見が出されました。 

２点目として「人が集まるまち」を目指すために、医療の充実、観光のＰ 

Ｒや研究、教育のレベルアップ、公共施設の充実と市民との協働、コンパク 

トな都市計画と商業の新たな取り組み、自然の有効活用が必要ということで 

まとめられております。 

３点目として「自然とともに、元気な国際人のまち」を目指すために、働 

く場所やお年寄りの活躍の場を確保することによる元気な人づくり、自然の 

再発見、サハリンとの交流で経済発展が必要という意見でまとめられました。 

まちづくりに必要なものとしては、やはり自然を活かした観光整備、交通ア 

クセスの改善、地場産品の活用などが出されました。 

これらまちづくりに必要なものは、まちづくりの基本的な考え方として、今 

後、条例作りに活用できるものと考えております。 

③市職員・行政の役割 

◆ ３回目は、目指すまちづくり進めていくうえでの市職員・行政の役割につ 

いて、論議を行いました。 

一般市民の参加者の皆さんは、やはり市職員・行政に対する要望、意見が非 

常に多く時間が足りないくらいでした。 

市職員に対しては、市民対応、仕事への意欲、責任感などの意識改革や、地 

域行事への参加、市民意見の聴取、行政情報の提供など市民との情報共有が 

課題との意見が非常に多かったです。 

行政に対しては、予算の効率的な使い方、行政情報や行政改革の情報発信、 

市民団体の把握など情報収集が課題であるとの意見が多く出されました。 

以上のことから、自治基本条例の基本原則としては、やはり情報共有が不 

可欠であり、盛り込まれなければならないと思います。 

今後、条例の策定には情報共有化に向けての職員の役割として市民とのパイ 

プ役、助言役、行政については情報収集や情報公開についての条文化が必要 

になってくると考えられます。 

（会 長）３回のワークショップ会議でこのようなことが話されていますが、 

いずれ審議会のほうで条例に盛り込むような事項を色々議論し、ワークショ 

ップ会議の意見を参考にしながらまとめていくという作業になるかと思いま 

す。 

どういう条例を作るかはこれからの話ですが、１回目、２回目のワークショ 

ップ会議で出ているまちづくりの方向性、基本的な考え方が活かされていく 

でしょうし、市職員の役割なども出てきています。
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今後のワークショップ会議では、市長や議員の役割、情報共有などのテーマ 

で議論していかなければと思っていますが、そういった全体を踏まえて審議 

会で２、３回もんで、条例制定というふうになっていくのかなと思っていま 

す。 

委員さんの中で３回連続して参加していらっしゃる方もいますが、どのよう 

な感想をお持ちですか。 

（委 員）実際参加してみて、自分が考えもしてみなかった発想がたくさん出 

てきて、なるほどと勉強させられたというのが率直な感想です。 

私自身稚内にまだ長く住んでいないことや、自分の生活スペースしか分から 

ないということがありますが、色々な分野の方、年齢層の方、生まれたとき 

からずっと住んでいらっしゃる方もいれば、まだ住んで年数の浅い方などが 

いらして、幅広い意見を聞くということが今後審議していく中で役に立つな 

と実感しています。 

（会 長） 稚内に来て間もない方のほうが、 他の自治体と比較ができますよね。 

ずっと稚内におられる方はほかの自治体のことはよくわからないということ 

がありますから、このように一緒になって論議するという意味は非常に大き 

いものがありますね。 

（委 員）私も今の意見と全く同じなんですけど、色々な人の意見を聞くこと 

はとても勉強になります。 

今後もう少し参加者を増やしていくということでは、転勤族、他の市町村で 

生活された方の意見というのは非常に参考になりますので、そういった方に 

どんどん声をかけて参加していただければ、もっともっと面白い意見が聞け 

るのではないでしょうか。 

（会 長）ワークショップ会議は、毎回同じ人が出てくるとは限らないわけで 

すから、事務局でも新しい方たち、特に今お話のあった転勤族の方たちに声 

をかけていただければと思います。 

（事務局）行政の機関には声かけはしているのですが、まだ参加していただけ 

ておりません。 

（委 員）行政の方よりも民間の転勤族の方がいいのではないでしょうか。 

（事務局）そうですね。そのような方から徹底的に意見を伺うのもいいかもし 

れませんね。
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（委 員）教員などはどうですか。ワークショップ会議でも教育の話はあまり 

出ていないようですが、今後のまちの方向性を考えていくうえでは教育とい 

うのは非常に重要なのに、そこに言及されていないというのは残念ですので、 

そういった関係者も何人か入れていただければと思います。 

（会 長）福祉関係の方もいないですね。皆さんお忙しいとは思うのですが。 

（委 員）３回目のワークショップ会議で「情報共有」という具体的な言葉が 

出ましたが、そのような言葉が出ないまでも、「協働」「説明責任」などキ 

ーワードとなるようなものを言いたげな意見というのがたくさん出ていたな 

と感じられて、それも参考になります。 

（会 長）ワークショップというのは、そのような言葉を拾上げることが多い 

ので、そういう面では成果が上がっていると言えるのでしょうね。 

参加者は非常に率直に意見を述べられているという部分も、中々いいのでは 

ないでしょうか。 

（委 員）私もワークショップに出席して、参加者が少ないなと感じました。 

自治基本条例の審議を進める中で、「作られるプロセスが大事なんだ」とい 

うことをおっしゃっていましたが、ワークショップ会議で「情報共有」とい 

うのがキーワードとして出ているようですが、これに関連して「市民の参加」 

「市民に参加してもらう仕組み」といいますか、どうやって情報を共有する 

のか、そのためにはどのようなことをしなければならないのか、「情報を共 

有するための仕組み」に関するものが条例の中に盛り込まれていったほうが、 

市民にとって 「自分たちの条例だ」 という実感がわくのではないでしょうか。 

（会 長）「情報公開」、「市民参加」を具体的なテーマにワークショップ会 

議をやりたいと考えています。 

（事務局）参加者、参加人数については、転勤者、教員も含め我々も広く積極 

的に当たっていきます。 

（会 長）それではこの件についてはここまでとして、次にフォーラムの開催 

について説明していただきます。ワークショップ会議については次回以降の 

提案をするときにまたちょっとお話したいと思います。
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（２）フォーラム開催について ～（事務局） 

◆ 明日開催される「自治基本条例を考える市民フォーラム」ですが、文化 

センターで、受付開始１２時３０分、開会１時３０分となっています。 

市長挨拶２０分、基調講演は２時から２時５０分、休憩１０分間を挟んで 

３時からパネルディスカッション、終了は質疑応答を含めて４時を予定し 

ています。 

（会 長）少し補足しますと、先ほどパネリストの方たちと打ち合わせしまし 

たが、時間的にフロアからの質疑応答を入れてパネルディスカッションが１ 

時間というのはちょっと難しいということで、最大４時３０分まで伸びると 

いうことでお考えいただければと思います。 

（事務局）今のところ参加予定者は約１５０人になっています。また会場の外に 

は、これまでの審議会、ワークショップ会議の様子や、ワークショップ会議で 

作成した表などを展示する予定です。 

（会 長） 次に次回の開催日についてですが、 事務局から説明をお願いします。 

６ その他 

(1) 次回、開催日について ～（事務局） 

◆ 今後の審議会のスケジュールですが、次回の審議会は５月１９日（金）に 

予定しております。内容は今までのワークショップ会議のまとめになります。 

次に、６月２日（金）か６日（火）のどちらかに、審議委員と議員の意見交 

換を考えております。 

７月上旬に、条例骨子の審議ということで、条例に盛り込むべき項目、その 

目的を事務局でまとめたものを提出いたしますので、それをご審議いただく 

形になります。 

８月上旬に骨子に肉付けしたもの、いわゆる条例案をご審議いただきたい。 

そして、審議会としては最終になりますが１０月末に再度ご審議いただいて 

市長に答申していただくということを現在予定しております。 

ただし、１回の審議で条文の全てを審議するということにならないものです 

から、事務局から事前にご提示して、メール、ファックス等で色々なご意見 

をいただいて進めたいと考えております。 

◆ 次にワークショップ会議のスケジュールですが、４月９日（日）を予定し 

ております。この時、市から「情報公開条例」「個人情報保護条例」それと 

今、市が行っている、あるいは行おうとしている情報共有の手法についてご
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説明したいと思います。 

先ほどの市政執行方針にありますように「出前講座」などもこの時にご説明 

できるかと思います。このあと、「情報共有」について議論したいと考えて 

おります。 

また、この日は日曜日ですので３時から開始し５時３０分終了予定です。そ 

の後、市長も交えて軽食をとりながらざっくばらんな意見交換を行いたいと 

考えておりますので、審議委員の皆さんも是非ご参加ください。 

その次のワークショップ会議は４月２８日(金)で、「市民参加」と「市民の 

役割」がテーマです。 

次の５月１８日(木)は、「市長・議員の役割」がテーマです。 

６月下旬には高校生を対象にしたワークショップ会議を開催したいと考えて 

おりますが、どのような形にするか、事務局のほうで各学校と協議していく 

予定です。 

９月中には最終のフォーラムを開催したいと考えております。 

（会 長）次回の審議会は５月１９日ということですが、ワークショップ会議 

が４月９日、４月２８日、５月１８日とあります。 

４月９日は「情報共有」ということですが、情報共有のシステムを理解して 

もらわなければ議論にならないので、情報公開条例、個人情報保護条例、こ 

れまでの情報共有の仕組みや、これから自治体としてどうしようというのか、 

ある程度事務局のほうから説明を受けたほうがいいと思います。 

２８日は「市民参加、市民の役割」をやりまして、５月１８日に「市長・議 

員の役割」又は「市長・議員に望むもの」というテーマでやりたいと考えて 

います。 

その３回分を含めて、ワークショップ会議が終了したという形になりますの 

で、その総まとめを５月１９日の審議会におはかりするということになって 

います。 

６月のワークショップ会議は、議員さんの日程の関係がありますので２日 

か６日ということになっています。まだ議員さんと打ち合わせをしていない 

のでなんとも言いようがないのですが、議員さんと審議会委員とでワークシ 

ョップ形式にしようかと考えています。どうしても机を挟んで審議委員はこ 

ちら側、議員さんは向こう側というのではやり取りがうまくいかないのでは 

と思うので、２つくらいテーブルを作ってその中で、審議委員と議員さんが 

やり取りするという形を取りたいと今のところ思っていますが、どれくらい 

議員さんが出席してくださるかということもありますので、内容は未確定と 

いうことです。
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それから、６月下旬には高校生対象のワークショップを考えています。大学 

生はどうでしょうか。事務局と大学側でちょっと相談してください。 

いずれにしても１度若い人たちのお考えを聞く場を設けたいと考えておりま 

す。

７月上旬、８月上旬、１０月末に審議会をやって、９月中旬には総仕上げ 

としてのフォーラムを開催するというような日程になっておりますが、何か 

ご意見がございましたら出していただければと思います。 

（委 員）条例骨子の審議と条文審議は１回ずつで足りるものですか。 

（会 長）そこが難しいところですよね。場合によっては・・・という可能性 

もないわけではないですが、事務局の現段階のお考えを言ってもらえますか。 

（事務局）わずかな時間で審議することは大変だと思っていますので、会長と 

も相談し事前にメールやファックスで資料をお送りして、意見のやり取りを 

したいと考えています。 

市の策定委員会作業部会で審議会やフォーラムで議論された内容、ご意見を 

反映させた形で案を作成したいと考えております。 

最終的には８月中旬から９月末にかけて、出来上がった条例案をパブリック 

コメントにかけて市民の声を求めることも考えておりますので、そういった 

声も反映できるものは反映させて、最終的な案の取りまとめを行うことにな 

ると思います。 

（会 長）事務局として今そのような考えでいますが、７月上旬の条例骨子の 

審議がどのようになるかによって、多少考えざるを得ないと思います。 

（事務局）基本的には回数にはこだわらないで進めていきたいとは思っていま 

す。 

（政策経営室長）ワークショップ等の意見から条例に盛り込むべきキーワード 

を審議会委員の皆さんの思いも反映させてどこで示すのがいいか、その時期 

だと思うんですよね。その時期によっては多少早まったりするかもしれませ 

ん。あまり急いで作るつもりはないのですが、時期が全く見えないのもちょ 

っと困るのかなという気がします。 

その当たりの調整を、先生の方からお願いできますか。 

（会 長）一番まずいのはワークショップ会議、審議会を開いてきて、まだま



 20  

とまっていないのに、いつの間にか骨子が出来ている、つまり、まだ議論は 

尽くし切れていないのに骨子のほうに「えい、やぁー」と行ってしまうとそ 

こに断絶が生じてしまうわけで、なるべくそうならないようにしないといけ 

ないと思いますので、模索したいと思います。 

まだちょっと時間がありますので今後の日程も踏まえて考えたいと思います。 

（政策経営室長）もし、そういうことがあれば７～９月に皆さんお忙しいとは 

思いますが時間をお借りすることになるのではと思うのですが。 

（会 長）ケース・バイ・ケースで考えます。 

だいたい長くなるケースが多いようで、私は帯広でもやっていますが、回数 

は多くなっていますね。そういったことはどうしても出てくるようです。 

その場合は１０月末の答申前の間に精力的にということになりますね。 

（政策経営室長）もし時間が必要だというのであれば、市長も決して１０月に 

こだわるものではないです。ただ、皆さんお忙しいこともあるので、到達点 

は定めたいと考えています。 

（会 長）そのほか、何かありませんか。 

（委 員）ワークショップ会議に参加していただいた方は、自分たちの意見が 

どのような形で最終的に条例に反映されているのか、すごく気になると思う 

んですよね。だから出席者の住所など連絡先を把握して、その後のフォロー 

をきちんとやってほしいと思います。 

（事務局）毎回、ワークショップ会議のまとめや先生のお話を冊子にして皆さ 

んに送っておりますし、最終的に条例にどのように意見が反映されたかにつ 

いても資料をお送りしたいと考えています。 

（会 長）条例は抽象的な書き方にならざるを得ないので、自分の意見が条例 

にどう反映されたのかとなると思うので、必ず条例のほかに解説書を作るこ 

とになると思います。苫小牧もそういう形でしたね。そうすると、こういう 

趣旨なんだなということを参加者は分かるのではないかと思います。 

（事務局）他の市町村の条例をご覧になっているのでお分かりかと思うんです 

が、ワークショップ会議で出た意見を全て反映させるということではないん 

ですね。審議委員の方のご意見や市の策定委員会でも項目をまとめています 

ので、それらを合せて策定することになると思います。
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審議会で論議されていることも、ワークショップに返していって、ドキュメ 

ントのように最後には１冊の本が出来るような形で進めていければ、その思 

いも伝わるのではと思っています。 

（会 長）ワークショップ会議で１回目、２回目にやったことは「まちづくり 

の基本原則、基本的な考え方」として条例に入ってくるでしょうし、３回目 

の市職員に望むものは、「市職員の責務」として入ってくるのではないかと 

思っています。４月９日の「情報共有」、２８日の「市民参加、市民の役割」、 

５月１８日の「市長・議員の役割」など、一般的に条例に良く出てくる部分 

はだいたいフォローできると思います。 

あとは稚内市のオリジナルがどれくらい入れられるか、ひと工夫、ふた工夫 

必要になると思っています。 

それ以外では、見直し条項を入れるか入れないか。 

それと、議員さんとの意見交換で自治基本条例をよく理解してくださればい 

いのですが、議会に対する束縛になるという意見が出るケースもありますか 

ら、じっくりと意見交換をしたいと思います。 

議会を除いて「行政基本条例」という形にしているところもありますし、町 

長は条例を提案したいが、議会がとんでもないと反対しているという町もあ 

ります。 

最終的な判断は市長になりますけれども、私たちとしては議員さんがどのよ 

うな考えを持っているか、知っておく必要はあると思います。 

そのほかどうでしょうか。事務局から何かありますか。 

（事務局）特にはございませんが、明日のフォーラムへのご参加をよろしくお 

願いいたします。 

（会 長）では、これで終了いたします。ご苦労さまでした。 

７ 閉 会


