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第３回 焼津市総合計画等審議会 会議録 

 

１ 開催日時  平成 25年９月９日（月）13:30～16:00 

 

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１３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） 

松永 喜一郎（焼津漁業協同組合専務理事） 

柴山 和彦 （大井川農業協同組合焼津支店長） 

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 

 

６ 欠 席 者  焼津市総合計画等審議会委員２名 

内山 喜美子（焼津市社会福祉協議会主幹兼地域福祉係長） 

倉嶋 伸康 （焼津商工会議所副会頭） 

 

７ 次  第 

（１） 開  会 

（２） 会長あいさつ 

（３） 議  題 

①後期基本計画（市民会議案）に対する意見について 

 ②後期基本計画の計画期間について 

（４） 閉  会 
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８ 内  容 

（１）開会 

（事務局から、欠席者の報告及び事前配布した資料の確認） 

  

（２）会長あいさつ 

 焼津市のこれからのあり方を考える重要な会議なので、２時間余りよろしくお願いします。 

 今日は前回の審議会で提示した後期基本計画（市民会議案）について、皆さんからもらった意 

見を元に審議し、後期基本計画（案）として、ほぼ確定していきたい。加えて、もう一つの柱と 

して、前回話した後期基本計画の計画期間について、意見交換し、意見が一定の方向に収斂でき 

るのであれば、まとめたいと考えている。 

 ２時間を目途に進めたいと思っているが、前回同様、少し延びるかもしれないが了承願いたい。 

 

（３）議題 

①後期基本計画（市民会議案）に対する意見について 

（会長から、議論の進め方等について説明）[以下、概要の記録] 

この議題については、前回の審議会でお願いした件で、先月末までに皆さんから、後期基本計

画（市民会議案）に対する意見をもらった。その後、市役所内で検討を進め、最新版として、平

成 25年９月２日（月）時点の後期基本計画（案）の資料があるので、事務局からこの資料の概略

を説明してもらい、併せて、審議会の皆さんからもらった意見に対する対応方針について、説明

をしてもらう。 

なお、進め方だが、６つの政策ごとに一旦区切って、説明が終わったところで、意見に加える

ことなどがあれば、皆さんから発言をもらうような流れで意見調整をしていきたいと考えている。 

また、次の議題の時間も必要となるので、１政策 15分以内で時間調整させてもらう。 

 

（配布資料に基づき、事務局より説明） 

資料「後期基本計画（案）【平成 25年９月２日（月）時点】」について概略の説明及び後期基本

計画（市民会議案）に対する審議会委員からの意見とそれに対する対応方針について説明。 

まず、「後期基本計画（案）【平成 25年９月２日（月）時点】」についての概略の説明だが、前

回の審議会の後、概ね１ヶ月間で、後期基本計画（市民会議案）の庁内意見調整を行った。市民

会議案を尊重しつつ、まず、部局長レベルでの意見調整、さらに、市長、副市長、教育長、病院

事業管理者を含む行政経営会議の中で意見調整を進めてきた。意見調整の中で、大きく方向が変

わったことは無いが、施策間の調整や全体に関わる文言や字句の修正、前期基本計画で成果が上

がらなかった施策において、方針の見直しや成果指標の目標値の設定についての調整が図られた。

具体的には、網掛け部分が市民会議案から修正された部分である。 

次に、後期基本計画（市民会議案）に対する審議会委員からの意見とそれに対する対応方針に

ついて、政策ごとに説明。 

 

【政策名 １みんなが安心して暮らせるまちづくり】 

（意見の補足や対応方針に関しての意見交換） 

手島委員：1-1の成果指標「特定健診の受診率」について質問。会社員にも、市から受診の案内 

が届くが、会社が実施する健康診断を受診するので、市の健康診断は受診していない。 
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この成果指標の対象者は誰なのか。 

 

事 務 局：国民健康保険に加入している人に関しては、市で把握しているが、健康保険に加入し 

ている人やその被扶養者に関しては、対象の捕捉が正確にできない。そのため、この 

成果指標の対象者は、市民全体ではなく国民健康保険加入者としている。 

 

山本委員：対応方針の中に、「事務事業の中で検討しています」という回答が多いが、事務事業に 

関する資料提供が無いため、具体的に、事務事業で何をやっているのかが見えない。 

また、意見の補足として、「高齢者の知識や能力を発揮できるよう就労などを支援」に 

ついては、先日、「ふじさんっこ応援隊」という静岡県の子育てに関する取組を知る機 

会があった。これは、老人クラブなど高齢者も地域の子育てを応援していくもので、 

このように、県で取り組むと決めたことを焼津市の事業の中にも組み入れていること 

により、もっと地域ぐるみで子育て支援ができると考える。 

高齢者の就労については、子育てについての就労と一般の雑役についての就労と両 

方にまたがるものである。 

 

事 務 局：基本計画で議論する内容は、施策レベルのため抽象的で、具体的な活動が出てこない 

ため確かにわかりづらい。事務事業に関しては、１，１６６件と膨大で、体系付けた 

項目だけでも資料提供することを考える。なお、ホームページでは具体的な事務事業 

について掲載しているので、見ることができる。 

 

会  長：山本委員の意見としては、事務事業に落とし込んでいく際に、これらの意見がしっか 

りと反映されていくかどうかを問題としているのではないかと思うが、その点につい

てどうか。 

 

事 務 局：対応方針の中で「事務事業の中で検討していきます」と回答しているものについては、 

基本計画の中に言葉としては載らないが、実際の活動としては、既にある事業や、今

後やっていくという意味であり、事務事業の中で反映させていくということである。 

 

【政策名 ２安全で快適なまちづくり】 

（意見の補足や対応方針に関しての意見交換） 

手島委員：「2-1災害に強いまちづくり」に関して、９月１日の防災訓練に参加したが、炎天下だ 

ったので、高齢者は危ないからとすぐに帰されていた。実際、昼間、男性が居ない時 

に地震が起きたらどうなるのかと心配になった。また、訓練の中で、テント張りなど 

を率先してやりたいと思ったが、どこに何があるのかもわからない。 

防災訓練において、市と自治会がどのように連携しているかわからないが、市は、市 

民の防災意識をもっと高めるよう、積極的にＰＲしてほしい。 

 

事 務 局：地域自主防災会は、自治会単位で組織されていて、それぞれの訓練内容は、各自主防 

災会で決めている。今の意見は、防災担当を通じて、地域の自主防災会に伝える。 

 

丸山委員：14自治会の自治会長で防災会長をしている。津波の危険が伴う地域なので、いつも、 

どのように訓練したらよいか、頭を悩ませている。14自治会では、現在８箇所で訓練 

を行っているが、それぞれ地域の特性があり、どのような訓練を行ったら効果的なの 
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か、事前に各グループで十分検討してから行っている。しかしながら、参加者が満足 

する訓練を提供するのは難しいのが現状。防災訓練を効果的に行うためには、参加し 

た人が、問題点に気づいたら、自分の防災会の役員に直接言うことが大切と考える。 

 

大石委員：「2-2良好な住環境の実現」について、施策の方針で“土地利用の見直し“について言 

及していることに期待している。 

     水害による床上浸水の成果指標はあるが、津波に関するものではない。津波被害を軽

減する成果指標が無いので、目標を持って取り組むために、可能であれば、成果指標

を追加してほしい。 

 

事 務 局：「基本事業⑤防災インフラの整備」の取り組み方針では、水門等の整備を国や県に働き 

かけることになっている。津波被害に関する成果指標は施策の中では設定しづらいた 

め、事務事業の中で、水門等の設置によって何世帯（人）の水没を避けられる見込み、 

という指標が設定されることになる。 

また、個別計画「地震・津波対策地域づくり計画」が年度内に策定される予定。この 

計画の中で、津波被害に関する指標が設定されると思われるが、策定時期が異なるた 

め、後期基本計画に反映するのは難しいと考える。 

 

【政策名 ３豊かな心を育てるまちづくり】 

（意見の補足や対応方針に関しての意見交換） 

伊藤委員：意見の補足。花沢地区に関しては、住民の人は、観光地化することを望んでいない。 

文化財保護という観点で、専門家などと連携して進めてほしいという主旨での意見。 

 

【政策名 ４活力ある産業とにぎわいのあるまちづくり】 

（意見の補足や対応方針に関しての意見交換） 

伊藤委員：早くに問題提起すればよかったが、焼津市内の企業で、焼津市から転出した企業、逆 

に、新たに焼津市で開業した企業の実態把握はされているか。 

これから市内で起業する会社が増えるような施策、転出を食い止めるような施策を行 

ってほしい。 

 

渡辺委員：焼津の基幹産業は、水産系が非常に多く、いわゆる「３チャン企業」が発展した企業 

が主要産業のため、焼津市から離れられないのが企業の根本の性質。現状、大手企業

で進出の予定があったが震災により止めた事例はあるが、震災後に焼津市を離れた企

業は殆ど無い。企業が移転する理由は、工場の老朽化又は設備更新で、移転した方が

安いこと。但し、大石委員からの指摘にあるように、離れたいという希望がある地元

企業は当然あるが、焼津市の魚価の問題等で、移転は進んではいない。 

また、創業に関しては、志太の商工会議所や市の水産部が中心になって支援している 

が、今後、焼津市で創業することがメリットとなる施策を打ち出していく必要を感じ 

ている。 

 

事 務 局：震災後、市内の１，０００社に対して、アンケート調査を行った。手元にデータが無 

いが、そのうち、津波により転出を希望する企業が沿岸部を中心に５０社程度あった

と記憶している。そのうち１，０００㎡位の工場の敷地を持っている会社については、

個別に、市内の移転先を相談させてもらっているところである。 
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【政策名 ５人と自然が調和するまちづくり】 

（意見の補足や対応方針に関しての意見交換） 

なし 

 

【政策名 ６市民と行政がともに創るまちづくり】 

（意見の補足や対応方針に関しての意見交換） 

手島委員：6-3の意見の補足。市政懇談会の開催案内を広報やいづ等で見るが、市民は情報を与 

えられても、行く人はいつも一緒で、本当に興味ある人しか行かない。そのため、地 

区で集まりがある時に、市の職員が一人でも来て、市民の声を聞くことが必要、とい

う意図で述べた。 

 

事 務 局：市政懇談会や座談会に出席する人は、かなり積極的な人か、頼まれた人、ということ 

と理解した。 

受け身ではあるが、例えば、社会教育課が所管する出前講座という事業では、小さな 

サークル等での集まりにおいて、要望があれば、市の職員が出掛け、行政情報等を提 

供しているので、積極的に利用してほしい。 

 

山本委員：「6-5健全な財政運営」でしっかりやってほしいこととして、例えば子育て支援補助や 

保育料などで、払うべきものを払わずに、もらうべきものはもらっている事例が非常

に多いと聞いている。一律に口座振り込みするのではなく、延滞の有無等の実態に合

わせて、きめ細かに対応すれば公平である。 

また、生活保護に関して、一旦、手当を受給すると、それに甘んじて働かなくなると

いう方向に行きやすいと聞く。例えば、地域通貨を利用して食料品を扱っている市内

業者と提携するなどにより、生活保護費を遊興費に使うことなく、食料費等生きてい

くための必要なものだけに充てるようにしてほしい、ということを伝えたい。 

 

事 務 局：まず、児童手当を給食費の滞納分に充てるなど、枠の拡大でやっている部分はあるが、 

市税滞納者には手当を支給しない、というところまではやっていない。施策の現状と

課題に記載のとおり、「公平性の確保という観点からも、納税意識の啓発を含めた滞納

対策の強化」を行い、その中で、悪質なものについては差押えをするなどの対応をし

ていくということになる。 

また、生活保護に関しては、個別にケースワーカーが付いて、定期的に報告の機会を

設けるなどしていて、世間で騒がれているほど、不正受給は少ないと考えている。 

 

【その他意見】 

（意見の補足や意見交換） 

渡辺委員：成果指標についての意見の補足。市民会議にも参加したが、市民会議とこの審議会で 

は、立ち位置が違うと思っている。審議会は、市長の諮問機関ということで、全体を

上から見て提言をすべきと考える。 

自分の業務上の経験から、小さい事業の成果に捕らわれ過ぎると、それを追ってしま

う傾向にある。行政の活動においても同様で、柔軟な行政サービスを提供できるよう、

成果指標のあり方について意見を述べた。 
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福井委員：成果指標についての質問の補足。市民アンケートによる数値を成果指標の根拠に設定 

しているが、焼津市民の関心度の低さに着目すべき。自分のまちがどういうまちか、

これからどうしたいか、という方向性さえにも頓着していないで、あるがままに流さ

れていく傾向にあることを強く感じる。ごく一部の市民はやきもきしているが、現実

に、どうしたら市民全体の意識を呼び起こすことができるのかが一番の課題であると

思う。 

また、個々の枠を作り過ぎていて、農業や水産業などの異業種間の連携や市民への情

報提供が無く、一般の市民は自分を守ることしか考えていない。焼津市としての大き

な命題を掲げて、市民に呼び掛けることが必要ではないか。 

広報紙については、他市のものは、課ごとの事業報告などきめ細かな情報を掲載して

いるが、焼津市の広報紙は得たい情報が入って来ないように感じる。また、チラシと

一緒に捨ててしまったり、新聞を取っていないからなどの理由で広報紙自体を読まな

い市民が非常に多い。意識的に情報を得ようという感性がなくなってきていているの

で、こういう時代の流れに対応することが必要。 

これらのことから、例えば、情報を共有できている市民の割合が 80%以上なければ、

市民は何も知らないのと同じではないかと考えたため、成果指標の目標値の根拠につ

いて、説明を求めた。 

 

会  長：広範囲にわたる指摘だが、一言で言えば、民度の問題に集約できる。これについては 

特効薬が無いので、地道にやっていくしかないが、市として具体的な方策は考えてい 

るか。 

 

事 務 局：市民参加については、全体的な意識の向上が必須。市としては、市民の声を聞くため 

に、可能な限りの市民会議を開催し、また、イベント等においては自治会に動員をお

願いすることや教育の一環として児童・生徒への参加要請も行っているが、これによ

り今まで参加しなかった市民が参加するという効果や市政への興味を促す効果がある

と考える。 

意識調査（市民アンケート）についての質問に関しては、事業や施策の成果の尺度を

何に求めるのかは、非常に難しく、明確な指標（販売成果など）が無い行政の場合は、

意識調査に頼らざるを得ない。ただ、意識調査の精度については、３，０００件のう

ち半数以上の回答が得られるため、統計学的には精度が高い。 

 

会  長：精度に関しては、アンケート調査だけでなく、統括インタビューなど他の調査手法と 

多岐にわたって組み合わせ、重ねていく工夫を行うことで補填できるものと考える。 

 

会  長：委員の皆さんからの意見や指摘に対して「修正する」ものや「検討する」というよう 

なものもあるので、これについては、次回の審議会までに庁内で調整してもらい、最 

終確認を行いたいと考えている。それでよいか。 

（異議なし） 

 

②後期基本計画の計画期間について 

（会長から、議題の内容等について説明） 

資料「市長の任期と総合計画の計画期間のサイクル（ケース）【参考】」を元に、後期基本計画

を４年間又は３年間とした場合でのケース比較について説明。 
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基本構想は平成 30年までとしておき、後期基本計画は４年間とすれば、市長の任期と合わせる

形で新しい計画を作ることができる。事務局と調整し、市長の任期と整合性を保った総合計画の

サイクルに作り直すことを原案として作成したので、ここに提示する。 

 

（事務局から追加の説明） 

総合計画の基本構想の計画期間は平成 30 年までである。事務局の基本的な考え方としては、

後期基本計画の計画期間は平成 26年から平成 30年までの５年間としつつも、実際には４年間（平

成 29 年）で終了したいと考えている。そして、次期の総合計画を１年前倒しして策定すること

により、市長の任期と総合計画の計画期間のサイクルが一致するものと考えている。 

 

（意見交換） 

松永委員：基本的な考え方は結構だと思う。不測の事態として、仮に市長の任期の途中で市長が 

交代した場合、また作り変えるのか、考え方を教えてほしい。 

 

会  長：取り組みで言うと、岐阜県の多治見市では明確な方向性が出ていて、市長が交代した

場合は、そこで作り直すこととしている。そのようにするかは、今後の議論になると

思われるが、折しも本日、自治基本条例の市民案を市長に渡したのだが、その中に総

合計画の項目があるわけだが、自治基本条例はその市の市政運営の基本方針を明確に

しているものであり、個別具体的に条例の中に文言を盛り込んでいるものではない。

総合計画の具体的な作り込み方については、自分の考えでは、恐らく自治基本条例の

下位条例として、総合計画策定に関する条例を策定し、その中で基本的な作り込み方

を規定していくことができるものと考える。 

     したがって、今言ったようなことは、この審議会で行うべき所掌事項ではないため、

今後、事務局で、焼津市における総合計画の作り込み方についての検討作業に入って

いくものと受け止めている。指摘されたような不測の事態が起きた場合にどうすれば

よいかということも、その条例、指針又は要綱の中で対応が可能と考える。 

 

伊藤委員：４年間として場合と３年間とした場合の２通りの比較があり、市としては、４年間が 

好ましいという提案があったものと受け止めるが、自分はそれに賛成。その場合、市

長のリーダーシップが非常に重要度を増すものと考える。 

 

会  長：後期基本計画を３年間とした場合の不具合についてだが、現市長の任期中に新しい基 

本計画を作ることになってしまう。市長の任期が４年間のため、４年間をひとつのタ

ーンとして考えていくことがよい。 

 

大石委員：市長の任期に合せることは賛成だが、その場合、新市長が就任してから、計画を策定 

して実行するまでに１年以上のタイムラグがあるが、その間は市長の考えていること

は実行できないのか。実際、今その期間に入っているのだが、どのように運用してい

るのか。 

 

事 務 局：市長が変わり、早急にやりたいものがあった場合は、現行の計画の中で、読み取れる 

ものはその中でやり、読み取れるものが無ければ基本計画レベルでの修正を考えなけ

ればならない。柔軟な考え方をしていきたいと考えている。 
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徳山委員：基本計画を修正するということだが、そういうことであれば、市長によって、マニフ 

ェストを強調する市長とそうでない場合があるので、市長が変わった時に、必要に応 

じて修正すればよい。修正する際の手続きを規定する方が、柔軟に対応出来るのでは 

ないか。 

 

会  長：そういう方法も考えられるが、今回は、ドラスティックな変化と受け止めている。前 

市長と党派性の全く違う市長が当選したのだが、このようなことは今後も起こる可能

性があり、その場合、市長のマニフェストをベースにしつつ、計画を作っていくとす

れば、４年単位の計画に形を揃えた方がよいと考える。 

     ただ、今回のように、大きく社会経済状況が変化し、フレームが変わった時には、見

直さざるを得ないので、そういうものを全て含んだ総合計画の作り方について、この

審議会とは別のところで検討するという筋道を作りたいと考えている。 

 

事 務 局：先程の回答の補足だが、計画を柔軟に変えられるということではなく、計画の範囲の 

中で、重点配分をどうするかという部分での検討を行う仕組みを取っている。 

 

柴山委員：基本計画の中で、ヒト・カネ・モノを重点的にどこに配分するかということは毎年検 

討しているのか。そうであれば、基本計画を４年間とした場合においても、新しい市

長が、次にどこに重点を置くかをある程度決めることができるので、問題はないと考

える。 

 

渡辺委員：４年間の計画期間に賛成。市長のマニフェストをどのようにコミットしていくかとい 

う点と、ガバナンスの問題。市長のマニフェストを丸受けするのではなく、その時の

行政の事情に合ったものにどのようにコミットしていくか、そして牽制機能をどのよ

うに働かせていくかを考えると、４年間が良いと考える。 

 

会  長：４年間という短い期間で出来ることは限られている。その中で、市長が何を重点的に 

やりたいのかということをその都度計画化し、実現していくことが大切。 

     今日の意見をまとめると、後期計画の計画期間は４年間とするということでよいか。 

（異議なし） 

      

答申への盛り込み方については、事務局と調整し、次回提示するので、再度議論して 

ほしい。ありがとうございました。 

 

（４）閉会 

（事務局より次回の開催日程及び今後の全体スケジュールについて事務連絡） 

次回、第４回審議会は、10 月３日に同じ会場で開催する。主な議題としては、①後期基本計画

における重点施策の考え方について ②後期基本計画（案）に対する答申案の検討 の２つを主

な議題として考えている。 

また、今後の全体スケジュールとしては、次回審議会の翌日の 10月４日（９月定例議会最終日）

に、全員協議会で中間報告を行う。その後、10月中旪～１ヶ月間でパブリックコメントを実施す

る。次回の審議会において、後期基本計画（案）は確定したい。11 月 26 日に第５回審議会にお

いて市長へ答申を行う。その後、11月定例議会の最終日（12月 20日頃）に議会へ最終報告を行

うという流れである。 


