資料３

えべつ未来市民会議提言書（抜粋）
４ 各部会の戦略テーマ提言で連携が必要となる取り組み

２ページの「２ 提言の構成」の部会における所管事項を設定する段階で、複数の部会に
重複する検討項目があることが想定されていました。しかし、それぞれの部会での検討の視
点が異なっているため、重複している検討項目を一つの部会にまとめることは、議論の幅を
狭くする可能性があるため、各部会でそれぞれ自由に議論することとしました。その結果、
同じジャンルの取り組みでも複数の部会提言にまたがっている場合がありますが、提言の実
現にあたっては、こうした関連する取り組みを連携させて、全体を見据えながら検討する必
要があります。
このため、ここでは各部会の戦略テーマ提言から、共通するジャンルの取り組みを整理し、
そのジャンルの戦略テーマ提言の全体像がわかるようにしています。
詳細はそれぞれの部会提言に記載されていますが、新しい総合計画の戦略テーマへの反映
にあたっては、このまとめも踏まえて検討してください。
(1) 協働
部

会

戦略テーマ提言

取り組み内容
高齢化・市民活動 若者(学生)から高齢者までのマ コミュニティ活性化に貢献する人づ
部会
ンパワーを活かす持続性のある くりとそれを持続する仕組みづくり
システムづくり～福祉・元気な 自治会活動、市民活動の活性化
市民自治意識の向上
お年寄・市民活動～
市民、自治会、市民活動団体、大学、
暮らし・定住部会 子育てしやすいまち
事業者等と行政が一体となった独自
性のある子育て施策
環境・文化部会
環境と共生し、エネルギーの地 行政と市民が一丸となって環境対策
を進める仕組みづくり
産地消を目指すまちづくり
行政、市民、産業界、大学等が連携
して環境とまちづくりを研究・実践
していく仕組みづくり
効率的な行政サービスを推進す 市民が積極的にまちづくりに参加で
きる市民参加条例の検討
るためのまちづくり
総合計画の取り組み状況をチェック
する市民主体の市民会議の設置
安全・安心部会

まちづくり部会
地域産業部会

未来に向けた安全・安心なまち
江別～災害に負けないまちづく
り
未来に向けた安全・安心なまち
江別～安心して暮らせるまちづ
くり

市民協働のまちづくり
観光資源のネットワーク化
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行政と自治会等の連携の強化・充実
による市民の防災意識や行政への参
画意識の向上
行政と地域住民等との協働による防
犯対策
公共施設を市民と行政が共同で管理
運営する仕組みづくり
まちづくりへの市民参加の支援や市
民の自治意識の向上を図るため(仮
称)市民支援課を設置
戦略テーマ全ての項目
観光協会が中心となり市民とともに
新しい江別観光を創出

(2) 大学連携
部

会

戦略テーマ提言

取り組み内容

高齢化・市民活動 若者(学生)から高齢者までのマ コミュニティ活性化に貢献する人づ
部会

ンパワーを活かす持続性のある くりとそれを持続する仕組みづくり
システムづくり～福祉・元気な ４大学・大学生が活躍するまちづく
お年寄・市民活動～
り（大学の得意分野を生かした技術
開発等）
学生と地域の連携（大学の行事への
市民参加等）

暮らし・定住部会 子育てしやすいまち

市民、自治会、市民活動団体、大学、
事業者等と行政が一体となった独自
性のある子育て施策

学べるまち

教育特区をつくり、市民や高校生が
大学の授業へ参加

住まいづくり（定住・空き家対 大麻地区への大学生の居住による空
策）
環境・文化部会

き家対策と高齢者との交流

環境と共生し、エネルギーの地 大学等との連携による野幌森林公園
産地消を目指すまちづくり

などでの環境学習
行政、市民、産業界、大学等が連携
して環境とまちづくりを研究・実践
していく仕組みづくり

まちづくり部会

市民協働のまちづくり

まちづくり活動や地域情報などを市
民と学生に情報発信する仕組みの構
築
学生の力を生かしたまちづくり事業
の実施(co.ラボのっぽ等の支援)

地域産業部会

江別企業の活性化支援

ハローワーク、行政、経済団体、大
学等が参加した「江別市雇用創造促
進協議会」による雇用創出の支援

６次産業の推進

医薬バイオ企業、大学、公的研究機
関の産学官連携による機能性食品や
薬品の開発を支援

観光資源のネットワーク化

学生による観光プロジェクトや音楽
演奏による商店街や観光施設への集
客促進
生涯学習や大学との連携による野幌
森林公園、石狩川、歴史的建造物の
ガイド育成とツアーの実施

92

(3) 情報発信
部

会

戦略テーマ提言

取り組み内容

高齢化・市民活動 若者(学生)から高齢者までのマ 情報発信及び資料収集が可能な既存
ンパワーを活かす持続性のある 施設の有効活用

部会

システムづくり～福祉・元気な
お年寄・市民活動～
暮らし・定住部会 暮らしの情報発信

戦略テーマすべての項目

住まいづくり(定住・空き家対 札幌の隣り、交通の利便性、地価の
策)

安さ、緑が多いなど良好な住環境を
市外へ発信

環境・文化部会

環境と共生し、エネルギーの地 環境先進都市をめざし、他都市の環
産地消を目指すまちづくり

境対策事例を市民に提供

効率的な行政サービスを推進す 市民が積極的にまちづくりに参加で
るまちづくり

きるようホームページの充実など情
報提供のあり方の見直し

安全・安心部会

未来に向けた安全・安心なまち 地域の防災情報の周知・情報の共有
江別

化

～災害に負けないまちづくり
まちづくり部会

市民協働のまちづくり

まちづくり活動や地域情報などを市
民と学生に情報発信する仕組みの構
築
地産地消を推進する情報の発信

交 通 ネ ッ ト ワ ー ク の 再 構 築 と 様々な住環境需要への取り組みの PR
地域産業部会

様々な住環境需要への対応

就農支援の充実と情報提供

江別企業の活性化支援

企業情報などのデータベース化

観光資源のネットワーク化

工場見学が可能な企業のデータをま
とめて発信
ロケ地情報の発掘と発信
観光資源の発見、魅力向上、創出、
情報発信を行う市民活動の支援

江別市の情報戦略

戦略テーマすべての項目

(4) 交通
部

会

戦略テーマ提言

取り組み内容

高齢化・市民活動 若者(学生)から高齢者までのマ 高齢者の生活利便性向上・買い物対
部会

ンパワーを活かす持続性のある 策（買い物・通院などの足の確保等）
システムづくり～福祉・元気な 高齢者・障がい者福祉の充実（道路
お年寄・市民活動～
のバリアフリー化）
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安全・安心部会

未来に向けた安全・安心なまち 戦略テーマすべての項目
江別～マナーと思いやりで事故
のないまちづくり

まちづくり部会

駅を中心としたコンパクトシテ 駅周辺の安全な歩行スペースの確保
ィ化

各駅を公共交通のハブとして強化
し、周辺地域との繋がりを維持
冬期のバリアフリーへの配慮

交 通 ネ ッ ト ワ ー ク の 再 構 築 と 戦略テーマ全ての項目
地域産業部会

様々な住環境需要への対応

（住環境需要への取り組みを除く）

観光資源のネットワーク化

市内の観光資源（施設・自然・食）
を巡るバスツアーの実施

(5) 定住
部

会

戦略テーマ提言

取り組み内容

暮らし・定住部会 子育てしやすいまち

戦略テーマ全ての項目

暮らしの情報発信

江別に住んでもらうための生活情報
の発信
安全・安心なまちづくりによる江別
の「安全」をＰＲ
環境重視のまちづくりを進め、エコ
のイメージを発信

学べるまち

教育特区をつくり、少人数教育、学
力向上・スポーツ・音楽などで魅力
的な学校づくり

住まいづくり(定住・空き家対 戦略テーマ全ての項目
策)
環境・文化部会

環境と共生し、エネルギーの地 先進的なリサイクル、環境学習、自
産地消を目指すまちづくり

然エネルギーの利活用などによる環
境先進都市としてのイメージづくり

まちづくり部会

駅を中心としたコンパクトシテ コンパクトシティに向けた駅周辺の
ィ化

活性化(企業・商業施設の誘致、地産
地消の商空間など)
高齢化に伴う市内の住み替え需要に
対する支援

交 通 ネ ッ ト ワ ー ク の 再 構 築 と 就農支援の充実と情報提供
地域産業部会

様々な住環境需要への対応

様々な住環境需要への取り組みの PR

６次産業の推進

移住者による新規就農、後継者対策

94

