
時代の潮流（環境変化）　（第２回市民会議のまとめ）

① ② ① ②

少子高齢化
の進展

①世界が未経験の高齢社会
②合計特殊出生率（一人の女性が一生に産むと推
定される子供の数）が １．３４から１．２１ まで低下
（平成２５年、全国）
③「団塊の世代」が平成２４～２６年に６５歳に到達
（毎年約１００万人増加）
④高齢者一人世帯・夫婦のみ世帯の増加

⇒これらの結果として
　◇社会保障給付費の増加
　◇老後に明るい見通しを持っている人の割合の低
下が起きる

○高齢者を活用した新たな焼津独
自の制度を設け市を活性化する機
会（高齢者の雇用機会を拡大する
制度・高齢者の起業を支援する制
度・健康な高齢者を維持し、増やす
制度・前期高齢者が後期高齢者を
支援する制度等）

△若い人が減少する（社会減）
△高齢者世帯が不便になる
△学校・学級の統廃合
△高齢者の働く場所を増やす必要
がある
△外国人労働者の受入が必要にな
る
⇒焼津発信のモデルが必要（詳細
は今後検討）

△将来の生活が不安であるため貯
蓄をし消費しない若者が多くなり経
済が活性化しない
△地域活動（河川清掃等）、地縁に
よる活動が困難になる

○高齢者を活用した新たに焼津
独自の制度を設け市を活性化す
る機会（高齢者の雇用機会を拡
大する制度・高齢者の起業を支
援する制度・健康な高齢者を維
持し、増やす制度・前期高齢者が
後期高齢者を支援する制度等）

△将来の生活が不安であるため
貯蓄をし消費しない若者が多い
ため経済が活性化しない
△地域活動（河川清掃等）、地縁
による活動が困難になる

△若い人が減少する（社会減）→
若い人が住みやすいまちにする
△高齢者のみ世帯が不便になる
→公共交通必要になる
△学校・学級が少なくなる
△高齢者の働く場所を増やす必
要がある
△外国人労働者の受入が必要に
なる

⇒焼津発信のモデルが必要（詳
細は今後検討）

人口減少社
会

①平成１７、１９、２０年に人口減少
⇒本格的な人口減少社会への突入
②平成５８年に総人口が１億人を割り込む（９，９３８
万人）

○社会基盤（道路・住宅）を増やす
必要がない

△まち全体が衰退する ○社会基盤（道路・住宅）を増や
す必要がない

△まち全体が衰退する

価値観の多
様化

①ライフスタイルの多様化（親の家に居住する独身
者の増加、女性就業者の増加、シングルマザー〔子
どもと同居している配偶者のいない女性〕の増加な
ど）
②就業形態の多様化（正社員以外の労働者〔契約
社員、嘱託社員、派遣労働者、パートタイム労働者
など〕の増加）

△税収が減少する。
△母子家庭に対する市の財政負担
が増加する。
△伝統技能の継承が心配される。
△出生率が低下する。
△子供（親）のモラルが低下する。

△税収が減少する。
△母子家庭に対する市の財政負
担が増加する。
△伝統技能の継承が心配され
る。
△出生率が低下する。
△子供（親）のモラルが低下す
る。

まちづくりに
対する意識
の変化

①住民参加型のまちづくりの増加
⇒◇市民活動の活発化
　 ◇ＮＰＯ法人数の増加

○市民活動に参加する機会が増加
する。
○市民と行政の役割が分担され、
協働事業が推進される。
○住民主体のまちづくりにつながる

○市民活動に参加する機会が増
加する。
○市民と行政の役割が分担さ
れ、協働事業が推進される。

○住民主体のまちづくりにつなが
る

環境意識の
高まり

①個人で対応できる環境保全行動（ごみの分別や
節電・節水など）を実行する人の増加
②地域や国・自治体主導の環境保全 行動（エコ
マーク商品の購入、地域美化活動等）の実行の遅
れ

○ゴミの減量と資源の再利用が推
進される。
○エコに対する意識が高まる

○ゴミの減量と資源の再利用が
推進される。
○エコに対する意識が高まる。

○ごみ、特に生ごみの減量につ
ながる

安全・安心意
識の高まり

①防災意識の高まり。（しかし、実際の行動には結
びついていない。）
②安全に対する不安の高まり（７割の人が特に近年
身の回りの危険が増したと感じている。〔多くなっ
た、どちらかと言えば多くなったと答えた人の割合〕）
③食の安全・安心に対する不安の高まり（７割以上
の人が食の安全に不安を感じている〔非常に不安で
ある、不安であると答えた人の割合〕）

○耐震化促進
○自主防災組織の充実
○地域ボランティアの増加
○コミュニティの強化
○食の安全はしっかりしている（藤
枝保健所の指導）
○地産地消を進めた方がよい

△住民意識が低い（防災訓練出席
率低いなど）→個人情報保護の取
扱基準は見直した方がよい。
△産地偽装に注意が必要。地域影
響大
△原材料不足
△食料自給率の低さ

○食の安全はしっかりしている
（藤枝保健所の指導）
○地産地消を進めた方がよい

○耐震化促進
○自主防災組織の充実
○地域ボランティアの増加
○コミュニティの強化

△住民意識が低い（防災訓練出
席率低いなど）→個人情報保護
の取扱基準は見直した方がよ
い。
△産地偽装に注意が必要。地域
影響大

△原材料不足
△食料自給率

環境変化のキーワード 環境変化の内容

焼津市への影響（班別検討結果）

機会 脅威
機会 脅威

焼津市への影響（まとめ）

【社会動向】
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環境変化のキーワード 環境変化の内容

焼津市への影響（班別検討結果）

機会 脅威
機会 脅威

焼津市への影響（まとめ）

健康意識の
高まり

①食生活に気を配る人の増加（摂取カロリーや栄養
など）
②新型インフルエンザなど感染症予防に対する意
識の高まり（マスク利用の徹底など）

○医療施設の充実
○魚食普及
○医療費の削減
○スポーツの振興
○アクアスの活用

△感染症の不安の高まりと共にさ
かなセンターなど集客多く不安

○医療施設の充実
○魚食普及
○医療費の削減
○スポーツの振興
○アクアスの活用

△さかなセンターなど集客多く不
安

医療問題

①医師不足（特に産婦人科医、麻酔科医）
②終末期医療に対する考え方の変化（死に直面し
た患者が人間らしい望み通りの生活を送ることがで
きることをより重視する医療に関する検討の進展）

○市民の健康意識が高まる。
○患者の意思を尊重できる。

△市立病院の負担が増える。
△開業医の負担が増える。
△安心した地域医療が受けられな
い。
△救急医療が受けにくくなる。
△患者が遠くの病院にいくことにな
る。

○市民の健康意識が高まる。
○患者の意思を尊重できる。

△救急医療が受けにくくなる。
△患者が遠くの病院にいくことに
なる。

△市立病院の負担が増える。
△開業医の負担が増える。
△安心した地域医療が受けれな
い。

情報社会の
進展

①情報メディアの多様化（テレビ放送の多チャンネ
ル化、ワンセグ〔携帯機器向け地上デジタル放送〕、
インターネットによる情報配信など）
②新たなインターネットサービス（ブログ〔日記や個
人意見を公開するホームページを簡単に作ることが
できるサービス〕、SNS〔インターネット上で友人・知
人と日記やメールを交換し合うサービス〕、動画共
有サービスなど）の登場

○全国や世界各国に向け、焼津の
情報発信ができる。
○情報共有、収集が簡単にできる。
○インターネットを通じた新しい交流
（新たな仲間のつながり）ができる。

△コミュニケーション（対話）が減少
する。
△いじめや不登校が増加する。
△使い方によっては学力低下につ
ながる。
△外に出る人が少なくなる。
△情報格差が生じる。
△犯罪にまきこまれやすくなる

○誰もが情報の共有、収集がで
きる。
○インターネットを通じた新しい交
流が生まれる。
○焼津市の情報を発信しやすく
なる。

○全国や世界各国に向け、焼津
の情報発信ができる。
○情報収集が簡単にできる。
○新たな仲間のつながりができ
る。

△外に出る人が少なくなる。
△対話が減る。
△情報格差が生じる。
△犯罪にまきこまれやすくなる。

△コミュニケーションが不足する。
△いじめや不登校が増加する。
△使い方によっては学力低下に
つながる。

格差社会

①所得格差の拡大。特に男性では３４歳以下、女性
では２４歳以下で顕著。
②生活保護世帯数の増加
③高齢層（６６歳以上）の貧困率の低下

○大家族化 △税収が減る。
△社会保障支出が増大していく。
△少子化を加速させる要因になる。
△晩婚化

○大家族化 △税収が減る。
△社会保障支出が増大していく。
△少子化を加速させる要因にな
る。

△晩婚化
△少子化

学力格差

①家庭の教育力の格差が学力格差につながってい
る。
②保護者の学校に対する利己的要求の深刻化。

○地域で考える機会
○教育改革
○地域力を高める

△学力低下により、市内の人材資
源が低下してゆく恐れがある。
△教師の負担が増加する。
△教育が委縮する。
△さらにモラルが低下する。
△格差拡大

○地域で考える機会
○教育改革
○地域力を高める

△学力低下により、市内の人材
資源が低下してゆく恐れがある。
△教師の負担が増加する。
△教育が委縮する。
△さらにモラルが低下する。

△格差拡大

情報格差

①パソコンなどの情報機器を持っていなかったり、
操作に習熟していないことで、社会サービスを受け
る上で不利になることがある。 （迅速な防災情報の
伝達など）

○情報伝達手段の拡大
○同報無線等の整備

△情報が行き渡らなくなり、共有化
ができない。

○格差是正
○情報伝達のバリエーションを増
やす
○同報無線等の整備

△情報が行き渡らなくなり、共有
化ができない。
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地方分権と
住民自治の
進展

①機関委任事務の廃止
②国と地方の関係の対等化
③所得税から個人住民税への税源移譲
④道州制議論の進展（道州制ビジョン懇談会による
議論など）
⑤住民自治基本条例を制定する自治体数の増加

○市民協働の進展する機会拡大
（行政・住民の意識の変化）
○ＮＰＯとの協働が進展する機会拡
大（行政・住民の意識の変化）
○住民自治の意識が高まる。
○権限が身近な自治体になる。

△市民の責任の拡大 ○行政の意識の変化。
○住民の意識の変化。
○住民自治の意識が高まる。
○権限が身近な自治体になる。

○市民協働の進展する機会拡大
○ＮＰＯとの協働が進展する機会
拡大

△市民の責任の拡大

財政健全化
法

①自治体の健全化判断比率（実質赤字比率、連結
実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）
の公表義務化
②公営企業を経営する自治体の公営企業ごとの資
金不足比率の公表義務化

○行政の責任範囲を明確にし選択
と集中を進める機会

○行政の責任範囲を明確にし選
択と集中を進める機会

公務員定数
削減

①国の行政機関の定員を平成１８～２２年度で５％
（１８，９３６人）以上削減。
②地方公務員数が平成１８～２２年度で４．６％以
上削減されるよう政府は努める。

○公務員の業務配分を見直す機会
○年度途中での異動等システムの
変更を検討する機会　　　　　　○臨
時職員活用を含めた役所のシステ
ムを変更する機会
○人件費が減る。

△必要な（重要な）仕事に職員がま
わらなくなる。
△若手公務員が減る（採用されな
い）。

○人件費が減る。 ○公務員の業務配分を見直す機
会
○年度途中での異動等システム
の変更を検討する機会
○臨時職員活用を含めた役所の
システムを変更する機会

△必要な（重要な）仕事に職員が
まわらなくなる。
△若手公務員が減る（採用されな
い）。

公務員制度
改革

① 公募・官民人材交流の推進、能力・実績主義の
徹底などの実施。

○民間の視点を行政に反映でき
る。
○行政コストの削減につながる。
○職員の能力向上意識が高まる

○職員の能力向上意識が高まる ○民間の視点を行政に反映でき
る。
○行政コストの削減につながる。

医療制度改
革

①長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の開始（平
成２０年）
②特定健診・特定保健指導開始
　 （平成２０年）

○医療費の削減につながる可能性
がある
○早期発見、早期治療につながる

△市立病院の医師が不足する。
△今までより受診しづらくなった
△市民の経済的負担が増えた

○医療費の削減につながる
○早期発見、早期治療につなが
る

○うまくいけば、医療費が抑制さ
れる。

△今までより受診しづらくなった
△市民の経済的負担が増えた

△市立病院の医師が不足する。

規制の強化
／緩和

①タクシーの供給過剰を防ぐ規制強化
②農業への株式会社参入
③郵便事業の民間開放
④労働者派遣対象分野の拡大（製造業や医療な
ど）
⑤建築基準検査機関の民間開放
⑥大型小売店舗の新たな郊外立地は原則禁止に

○農家の組織化が進む。
○遊休農地（工作放棄地）の活用が
進む。
○農地の維持につながる
○派遣労働に雇われる外国人が増
えると共に外国人との交流機会が
増える
○地元商店での消費が維持される

△水揚げが減少する。
△派遣労働に雇われる外国人が増
えると共に外国人への行政コストが
増える
△消費者の利便性が損なわれる

○農地の維持につながる
○派遣労働に雇われる外国人が
増えると思われる→外国人との
交流機会が増える
○地元商店での消費が維持され
る

○農家の組織化が進む。
○遊休農地（工作放棄地）の活用
が進む。

△派遣労働に雇われる外国人が
増えると思われる→外国人への
行政コストが増える
△消費者の利便性が損なわれる

△水揚げが減少する。

金融危機

①平成２０年１０～１２月期の実質国内総生産（ＧＤ
Ｐ）速報値は、前期比
　  ３．３％のマイナス
② 鉱工業生産の急速な減少

○官民協働
○行政改革
○発想の転換

△設備投資が減少する。
△中小企業などが倒産する。
△税収の減につながる（法人市民
税、固定資産税など）。
△生活レベルの低下

○官民協働
○行政改革
○発想の転換

△設備投資が減少する。
△中小企業などが倒産する。
△税収の減につながる（法人市
民税、固定資産税など）。

△税収不足
△公共投資の減少
△生活レベルの低下

雇用不安

①２００８年１０月から本年６月までに実施済み又は
実施予定の非正規労働者の雇止等は、２，９６８事
業所で約１９万２千人が対象。
②就業形態別の対象人数の割合は、
　 「派遣」が６５．３％、「契約（期間工
    等）」が２０．４％、請負が８．１％

○会社（事業所）は、労働力が確保
しやすい。
○地場産業の育成
○職員のレベルアップ

△雇用機会が減少する（製造業の
市内下請け事業所での雇止め）
△働き手は不安定。
△年金など社会保険料収入が減
る。
△社会保障費の増大

○会社（事業所）は、労働力が確
保しやすい。

○地場産業の育成
○職員のレベルアップ

△雇用機会が減少する（製造業
の市内下請け事業所での雇止
め）
△働き手は不安定。
△年金など社会保険料収入が減
る。

△社会保障費の増大
△就職不安

【経済動向】

【政治動向】
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時代の潮流（環境変化）　（第２回市民会議のまとめ）

① ② ① ②

環境変化のキーワード 環境変化の内容

焼津市への影響（班別検討結果）

機会 脅威
機会 脅威

焼津市への影響（まとめ）

獲る漁業から
育てる漁業
へ

①マグロの漁獲規制（平成２１年までに大西洋東部
のクロマグロ漁獲量を２割減らす方針）
⇒◇マグロはえ縄漁船８７隻が平成２１年３月末ま
でに廃業（全国７３９隻のうちの約１２％）

△焼津への水揚（まぐろ）量の減少
△卸売業者の取扱量が減る
△水産加工業（さしみ）の業者が減
る
△冷凍庫（－４０度以下）への保管
量が減る
→育てる漁業の研究が必要

△焼津への水揚（まぐろ）量の減
少
△卸売業者の取扱量が減る
△水産加工業（さしみ）の業者が
減る
△冷凍庫（－４０度以下）への保
管量が減る
→育てる漁業の研究が必要

農林業の新
たな動き

①地産地消活動の広がり
②日本食の世界的な人気
③農林水産物・食品の海外輸出の増加（平成１９年
の輸出額：４，０００億円）

○水産加工品（おでんなどの練り製
品）の輸出が増加

○水産加工品（おでんなどの練り
製品）の輸出が増加

観光立国

①観光庁の設立
②外国人観光客の増加
⇒見込まれる旅行・観光産業の経済波及効果： ５
３．１兆円（平成１９年、国内生産額 の５．６％。二次
的な経済波及効果を含む）
⇒見込まれる旅行・観光産業の雇用効果： ４４１万
人（平成１９年、総雇用 の６．９％）

○静岡空港からの旅行客が増加
○焼津から静岡空港を使って旅行
する人が増える
○市外からの深層水の利用が増え
る

○静岡空港からの旅行客が増加
○焼津から静岡空港を使って旅
行する人が増える
○市外からの深層水の利用が増
える

東名高速道
路

①焼津－吉田間の新インター設置
　（平成２５年度予定）

○企業誘致・イベント招致の機会が
拡大し、企業や観光客が増加すれ
ば市の税収が増加する。
○市内の観資源をさらにＰＲし観光
客増加の機会拡大
○流通の環境が整備される。

△交通事故が増加する。 ○企業や観光客の増加により市
の税収が増加する。
○流通の環境が整備される。

○企業誘致・イベント招致の機会
が拡大した
○市内の観資源をさらにＰＲし観
光客増加の機会拡大

△交通事故が増加する。

新東名高速
道路

①全線開通（平成３２年度予定）
②御殿場ＪＣＴ－引佐ＪＣＴ間先行開通
　 （平成２４年度予定）

○周辺道路の渋滞が解消される。 △さかなセンターの利用客が減少
する。
△人（車）の流れが変化する。

○周辺道路の渋滞が解消され
る。

△さかなセンターの利用客が減
少する。
△人（車）の流れが変化する。

静岡空港開
港

①平成２１年６月４日開港
②札幌線（1日2往復）、福岡線（1日
    3往復）、沖縄線（1日1往復）、ソウル線（1日2往
復・週14往復）、上海線
    （週4往復）、小松線（1日2往復）、
    熊本線（1日1往復）、鹿児島線（1日
    1往復）運航

○特産物を海外で販売する機会が
拡大した　　　　　　　　　　　○市内の
観資源をさらにＰＲし観光客増加の
機会拡大　　　　○企業誘致・イベン
ト招致の機会が拡大した
○温暖な気候などを活かし、外国人
のリゾート地となる可能性がある。

△外国からの病気が流入する。
△騒音問題が発生する。

○観光客が増加する。
○温暖な気候などを活かし、外国
人のリゾート地となる可能性があ
る。

○特産物を海外で販売する機会
が拡大した
○市内の観資源をさらにＰＲし観
光客増加の機会拡大
○企業誘致・イベント招致の機会
が拡大した

△外国からの病気が流入する。
△騒音問題が発生する。

【その他】

【産業動向】
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