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第 1回 焼津市総合計画等審議会 会議録 

 

１ 開催日時  平成 25年４月 18日（木）13:30～15:30 

２ 開催場所  焼津市役所 本庁舎 ６階６０３号室 

３ 公開可否  可 

４ 傍 聴 者  なし 

５ 出 席 者  焼津市総合計画等審議会委員１４名 

 日詰 一幸 （静岡大学人文社会科学部教授） 

徳山 明  （元富士常葉大学長・兵庫教育大学名誉教授） 

大石 智之 （焼津市教育委員） 

山本 朊美 （焼津市社会教育委員） 

内山 喜美子（焼津市社会福祉協議会主幹兼地域福祉係長） 

松永 喜一郎（焼津漁業協同組合常任理事） 

倉嶋 伸康 （焼津商工会議所副会頭） 

福井 立子 （焼津市環境審議会委員） 

丸山 昭夫 （焼津市自治会連合会理事（港第 14自治会長）） 

渡辺 茂紀 （公募）           

河村 直美 （公募） 

伊藤 貴広 （公募） 

紅林 里子 （公募） 

手島 郁乃 （公募） 

   （事務局） 

岩谷 壽夫 総務部長         青島 正幸 政策企画課長 

飯塚 真也 政策企画課統括主幹    石原 隆弘 政策企画課主幹 

藤野 大  政策企画課係長      増田 桐果 政策企画課主査 

新村 淳  政策企画課主査 

５ 欠 席 者  焼津市総合計画等審議会委員１名 

 柴山 和彦 （大井川農業協同組合焼津支店長） 

６ 次  第 

１ 開  会            ２ 委嘱状の交付 

３ 市長あいさつ          ４ 委員の紹介 

５ 会長の選任           ６ 諮  問 

７ 会長あいさつ          ８ 副会長の選任 

９ 議  題 

（１）後期基本計画策定の基本方針について 

   ・策定体制について 

      ・スケジュールについて 

（２）後期基本計画の策定の基本的な進め方について 

10 意見交換 

 議題の（１）及び（２）の説明を踏まえてのご質問や、以下の視点で意見交換 

・後期基本計画を１年前倒しして策定する前提（理由）の考え方 

・防災・減災(備え)対策や、人口流出抑制対策に対する意見(アイディア)等 

11 閉  会 



 

2 

７ 内  容 

（１）開会 

（事務局より出欠の確認及び司会進行の紹介） 

 

（２）委嘱状交付式・（３）市長あいさつ 

（市長より委員へ委嘱状交付） 

本日は、大変お忙しい中、ご出席をいただき、誠にありがとうございます。また、この度は、

総合計画等審議会委員にご就任いただきました、日詰先生、徳山先生を始め、市内各種団体の

代表の方、そして公募で選ばれた市民の皆様に重ねてお礼申し上げます。 

さて、平成 23年３月 11日の東日本大震災や、福島第一原子力発電所の事故を受けて、本市

を取り巻くまちづくりの状況は、被災地ではないが、大きく変わってきております。私は市政

を担うにあたり、市民の皆さまの安全に対する心配や期待が大きく変わってきているという背

景の中、市長就任後初となる２月議会定例会の施政方針演説において、今後４年間、常に「現

場主義」、「市民目線」という初心を忘れることなく、市民の皆さんと一緒に「新しい焼津」を

創っていくと決意を述べました。この中で、新しい焼津に向かって、「活気ある街」、「安心な街」

を創造するために、「にぎわい」のまちづくり、「命を守る」安心・安全なまちづくり、「人にや

さしい」子育て、福祉の充実、「市民目線」での行政改革の４つの施策を掲げ、その実現のため

に、第５次焼津市総合計画で掲げた基本計画を早急に見直し、後期基本計画を１年前倒しして

策定する方針を表明したところであります。総合計画の後期基本計画の策定にあたりましては、

焼津市が抱える厳しい状況への対忚はもとより、広く多くの市民の皆さまの意見を聞きながら、

焼津市の強みを生かしたまちづくりへのアイディアや、焼津市民が持つ潜在的な大きな市民力

を生かしたまちづくりへのアイディアをとりまとめてまいりたいと考えております。策定期間

も大変厳しく、限られた時間の中ですが、審議会委員の皆さまにおかれましても専門的なお立

場、市民の代表としてのお立場から、どうか、忌憚のないご意見、ご提言を賜りますよう、お

願い申し上げて、ご挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

（４）委員の紹介・（５）会長の選任 

・（委員及び事務局紹介） 

・会長の選任（委員の互選） 会長：日詰 一幸委員 

 

（６）諮問・（７）会長あいさつ 

・（総合計画後期基本計画の策定に関し、市長から審議会へ諮問）  

※別の公務のため、市長退席 

・（会長あいさつ） 

第５次焼津市総合計画策定の際にも携わせてもらった経緯があり、その時は、東日本大震災

の前で、まさかあのような大きな地震が起きるとは頭の中に無い状況で、当時の総合計画を策

定しました。その後の震災後の、大きな社会変動、経済変動により、焼津市を取り巻く環境は

大きく変わり、東日本大震災による影響やしわ寄せを受けています。そういったところから、

後期計画の見直しの時期が来ていて、さらに１年前倒して策定するということになったわけで

す。 

皆さまの思いや日頃感じていることを反映するよう、心掛けていきますので、御協力をお願

いします。 
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（８）副会長の選任 

・副会長の選任（会長より指名） 副会長：徳山 明委員 

 

（９）議題 

・（事務局より説明） 

（１）後期基本計画策定の基本方針について、及び（２）後期基本計画の策定の基本的な進め 

方について、パワーポイントを用いながら説明 

 

（10）意見交換  [以下、概要の記録] 

・（議題（１）及び（２）の説明を踏まえての事務局への質問） 

伊藤委員：参考資料 6-3によると、藤枝市に若い人が引っ越しているようだが、この減少率につ 

いて、現場で感じる住民票の移動など状況はどうか。また、行政は、この状況が突発 

的な現象ですぐに収束するものと考えているのか、それとも、今後も当面続くものと 

見込んでいるか？  

 

会  長：参考資料 6-3では、焼津市が転出超過数全国 16位で、静岡県内では沼津市に続いて２ 

番目に多いという統計データが示されている。行政の現場の実感としては、どうか。 

 

事 務 局： 参考資料 6-3は、焼津市の転出者 954人が藤枝市に転入したというデータではなく（転 

出先のデータは無い）、同時期に、藤枝市では 911人増加したというものなので御理解 

ください。ここ１、２年間の減少率は、推計よりも拍車が掛かっており、元々の自然 

減に加え、大震災による社会的な理由により、減少が早まっているものと受け止めて 

いる。ただ、総合計画の策定とその実施により、その減少を食い止めて維持させよう 

という意図で総合計画を策定し、また、今回の後期基本計画を策定しようとするもの 

である。 

今後も、減少率が続くかどうかについては、市民意識調査の結果において、「東日本大 

震災以降、津波から逃れることを考え、海岸から離れたところへ居住を移すことを検 

討したことがある人」の割合は 6.3%で、「海岸から離れたところへ居住を移した人」、 

「市内で海岸から離れたところへ居住を移すことを検討している人」及び「市外へ居 

住を移すことを検討したことがある人」の割合は、平成 23年は 16％、平成 24年は 

19.9％で、２年経ってもあまり変わっていない。昨日の静岡新聞に掲載された静岡県 

の人口減少率が 0.39％であることから勘案すると、今後もこの減少率は続くものと考 

えられる。 

なお、個人情報保護の観点から問題になるかと検討しているところだが、今後、実際 

に転出した方々から抽出して、どのような理由で転出したのか聞かせていただくこと 

も計画している。３ヶ月くらいは掛かると思うが、７月位にはお示しできると考えて 

いる。 
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渡辺委員：限られた税収の中で、予算をいかに効率的に使っていくかがポイントだと思う。産業 

構造の背景や、今後どういうところをターゲットに活力を持った市を形成していくか 

という基本ビジョンが大切だと受け止めた。 

説明の中でわからなかった点だが、防災、減災の施策が、人口減少や流出を食い止め 

ることに繋がるのか。 

また、人口減少なのか人口流出なのか、先程の説明ではわからなかった。人口減少に 

より、本来ならば増えているべき年齢層が増えていないのであれば、何歳の層が増え 

ていないのか。逆に言うと、市としては、どの年齢層の住民を増やしていきたいのか、 

それによって必要な施策が変わってくる。今の統計データでは年齢別の人口動態の全 

体像が見えない。 

 

事 務 局：人口減少は、OECD加盟諸国の先進国ではフランス以外で起こっている現象である。た 

だ、焼津市においては、人口減少よりも人口流出が大きな課題である。人口流出は、 

ここ１、２年間の傾向として多く、市民意識調査の結果においても、転出を検討した 

ことがある方のうち、「市の取り組みとして何らかの対策があれば、市内に留まること 

を考える人」もいるため、防災・減災は人口流出への対策として有効と考えている。 

行政経営の話が出たが、税収の面から言うと、人口が減ると、住民税が減るので、住 

民が多くなければ経営は成り立たない。15歳～64歳の働き盛りの方は住民税、65歳 

以上の方は固定資産税などそれぞれが納めていただいており、行政の立場としては、 

どの年齢層という具体的な指定はできない。全ての方に幸せになっていただく施策を 

考えていく。早く安全宣言をして、できれば、子育て世代に安全をアピールして定住 

してもらいたい。 

 

渡辺委員：年齢別の人口動態の資料があれば、減っている又は増えていない年齢層がわかるが、 

データはあるか。 

 

会  長：静岡県の高校生の約７割が県外に出てしまうという統計があるので、当時 15歳の人が 

５年経って 20歳になっている時に、どのように動いているかが分かるようであれば参 

考になると思う。 

 

事 務 局：ここ２年の年齢別の単純な人口動態データを示すことは可能。なお、現在、５歳刻み 

の年齢層での５年後の動態がわかるコーホート図を作成している。まだ精度が低いた 

め示すことができないが、間に合うようなら用意したい。 

 

丸山委員：参考資料 6-2により、間違いなく、大震災の影響が人口流出に関わっていると感じた。 

具体的には、小川地区の、私が担当する石津地域の４つの地域において、海岸に近づ 

くほど減少世帯が多く、海岸に最も近い「石津港町」が最も減少世帯数が多い。次に、 

和田地区では、「田尻北」の減少世帯が極端に多いが、この地域は海岸沿いである。こ 
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のデータから、人口流出を食い止めるには、防災対策が必要と考える。 

 

事 務 局：なお、焼津地区の八楠や大覚寺では、世帯数の移動が大きいが、これは区画整理によ 

って、同じ地区内で字（あざ）の移動や変更があるためである。 

 

・（次の２つの視点で意見交換） 

①後期基本計画を１年前倒しして策定する前提（理由）の考え方 

福井委員：１年前倒しして策定する前提（理由）として、市長マニフェストの特色を反映、とあ

るが、具体的にはどのような内容か。 

 

事 務 局：市長も、市長公約と総合計画のマッチングは必要と考えている。大きな４項目として、 

にぎわいのあるまちづくり、命を守る安心・安全なまちづくり、人にやさしい子育て・ 

福祉の充実、市民目線での行政改革を掲げている。なお、この中には、既に実施済み 

の事業もあり、例えば、乳幼児医療費助成の拡充や、各種団体と行政との会議の場を 

設けることなど。市長公約は帰りまでに、写しを渡す。 

 

②防災・減災(備え)対策や、人口流出抑制対策に対する意見(アイディア)等 

手嶋委員：子育て世代としての意見。家を建てる際、同じ価格であれば、焼津市よりも安全な藤 

枝市を選ぶ。一方で、焼津市全体の人口は減少しているが、それでの一部の地域では 

小学校に通う子どもの数は増えている現状もある。子育て世代では、小土、八楠、豊 

田地区は人気があるが、現在の公共施設は、海側に集中している。人口が増えている 

地区へも施設を増やすなどの工夫をしたら子育て世代が更に増えるのではないか。 

 

丸山委員：防災対策は２重の意味で大事。人が減るような危ない場所には、企業の進出もない。 

防災対策は、まちそのものや経済も活性化させる。焼津市に進出する計画のあった有 

力な企業が、大震災後、進出を取りやめたという残念な話もあった。人口の増減とい 

う一面だけでなく、市の活性化という広い視野で捉えることが大切。 

 

倉嶋委員：大震災以降、地震・津波対策に集中しているように感じるが、毎日の日常の中で、安 

心・安全は作ることが可能。例えば、市民意識調査の結果を見ると、まちが暗い、安

心して歩けない、暗い場所で交通事故が起きやすいという意見がある。まち全体を街

路灯などで明るくするなどの方法で住みやすくなる。また、具体的な方法はわからな

いが、子育てしやすいまちにすることによって、人が自然に集まってくるのではない

か。 

 

伊藤委員：結婚や出産に対する若い人の意識や認識、実態について、市民の意見を吸い上げてほ 

しい。例えば、不妊治療助成金など市が支給する助成金の申請時に申請者にアンケー 

トへの回答をお願いするなど、市民の悩みや意見を聞いて、事業に反映してほしい。 

言いたい意見はあるが、まずは現状のデータを見てから判断したい。防災対策につい 

て、耐震補助金による補強率に関する統計データと参考資料の公共施設の状況につい 

て、築 30年、40年以上のものだけでよいが、構造種別ごとの割合を示してほしい。 
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松永委員：漁港について、水門の設置を目標にしているが、現実的な点では、漁港で働く人の避 

難場所の確保が課題になっている。気になったのは、市で建設した津波避難タワーが、 

県により示された浸水しない区域に建設されているように記憶している。色々なとこ 

ろと連携を取り、無駄の無いように設置してもらいたい。 

また、静岡県の中部地区は大学が少ないので、学生が県外へ出て、そのままそこで就 

職してしまう。そのため、市だけで解決できる問題ではないが、公立大学の誘致を行 

えば、働き盛りが市内に留まると思う。 

 

会  長：今日は皆さま、御意見ありがとうございました。時間がきてしまったので、ここまで 

     とする。また、必要な資料がある場合は、事務局へ伝えること。 

 

（11）閉会 

（事務局より次回の開催日程及び市民公募委員へ市民会議への出席依頼） 

第２回は、７月２９日（月）午後１時３０分から同じ会場（焼津市役所本庁舎６０３号室）で 

開催予定。また、市民公募委員の皆さまには、４月２１日（日）の市民会議への参加をお願いす

る。 


