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H25.9.9(月) 第 3回総合計画等審議会 

焼津市総合計計画後期基本計画（市民会議案）の審議会委員意見等 

政策名 １みんなが安心して暮らせるまちづくり  

施策名 意見 委員名 対応方針 

1-1健康づくりの推進 

県下でも下位レベルの各種健診の受診率について、向上を目指してほしい。 

「健診と聞くだけで面倒」という気持ちになるので、検診に行きやすくなるよう、又、年齢に

関係なく受診できるようにしてほしい。 

紅林 里子 

施策の方針として、「各種健（検）診の受診率について、向上を目指す。」と

ともに、国保の特定健診については、その受診率を成果指標に設定して、向上

に努めます。 

また、受診率の向上に向けて啓発を強化するとともに、関係機関と協議し

受診方法を見直していきます。 

長期的に取り組むべき施策だと思われる。 河村 直美 参考意見として承ります。 

施策の方針 

（１）…重症化の徹底     ←防止が欠落？ 
福井 立子 ご指摘のとおりです。「重症化予防の徹底」と修正しました。 

・句読点の打ち方が気になりました。 

大きく、「    → 大きく「          （「 の前は句点はいらないのでは」 

受診率はかなり → 受診率は、かなり    （ 、が必要では） 

内山 喜美子 ご指摘のとおり修正します。 

健康診断の受診率 手島 郁乃 
受診率の向上に向けて啓発を強化するとともに、関係機関と協議し受診方

法を見直していきます。 

1-2医療体制の充実 

健康づくりの推進のため、基本計画で優先的に取り組んでほしい。 紅林 里子 参考意見として承ります。 

課題の多い施策であるため、優先的に（早急に）取り組むべきだと思われる。 河村 直美 参考意見として承ります。 

基本事業 

④安易なコンビニ感覚の受診 ←「コンビニ感覚」というのは、国語として認知されているか？ 
福井 立子 

一般的には外来診療をしていない休日や夜間の時間帯に、救急外来を受診され

る緊急性のない軽症患者を「コンビニ受診」という用語で用いられています。

ご指摘のとおり、一般的には認知されていない用語ではありますが、本計画に

おいては、急病で受診した患者さんにも誤解を生じないように、「コンビニ感覚

の受診」としたものであります。また、近年では医学界においても、使われる

ようになってきております。 

1-1と同様 

 」、「   → 」「             （、は不要では） 
内山 喜美子 ご指摘のとおり修正します。 

書いてあることはもっともだと思うが、必要があるというだけで、具体的な案がまるで無いの

で、いまいち理解し難い点が多い。有名な医師がいれば、尐しでも経営改善が見込まれると思

うが、あまり期待できなければ、開業医にも協力してもらい、夜間診療などに対応しても良い

と思われる。 

手島 郁乃 

施策の方針で、「休日、夜間においても市民が必要な医療を受けることができる

よう、地域の医療機関と連携し、初期救急及び第２次救急医療体制を確保しま

す。」と修正しました。 

ここの施策は、後期基本計画において優先的に取り組むべきと思われる。 柴山 和彦 参考意見として承ります。 
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1-3自立支援体制の充実 

高齢化の上昇により、優先的に取り組んでほしい。 紅林 里子 参考意見として承ります。 

基本事業 ②要介護者への自立した生活支援   

●要介護状態が悪化しないようの、悪化の表現は、重くの表現の方が適当と思う 
内山 喜美子 ご指摘のとおり、「要介護状態が重くならないよう…」に修正します。 

加速する高齢化に対し、ヘルパーや福祉支援をしてくれる人を優先的に育てていく必要がある

と思う。 
手島 郁乃 

「1-5地域で支え合う福祉の推進」の施策において、福祉支援を行うボランティ

アなどの勉強会や養成講座を行い、人材育成を図る方針に位置付けております。 

●★高齢者の知識や能力を発揮できるよう就労などを支援、社会貢献や社会参加でき、生きが

いが持てる取り組みを進めます。の表現の方がより具体的でわかりやすい。 
山本 朊美 

この施策では、高齢者の知識や能力を地域のまちづくりや、子育てに一役買う

ような地域貢献をすることで、生きがいの持てる取組みを進めて行くことを位

置付けているものです。 

なお、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きましては、

「4-5雇用の確保と勤労者の支援」の施策の範疇になり、施策の目的として、15

歳以上の市民、勤労者を対象としているため、具体的に高齢者の就労支援とは、

施策レベルでは明記しておりませんが、事務事業の中で、ハローワーク等の関

係機関と連携した就労支援や、シルバー人材センターへの支援を行っています。 

1-4子育て支援の充実 

子育て中の母親として、この施策は力を入れて取り組んでほしい。 紅林 里子 参考意見として承ります。 

成果指標の「人口 1,000人あたりの出生数」を「１年あたりの出生数」もしくは「焼津市民に

対する新生児数の割合」にした方がわかりやすい。 
河村 直美 

合計特殊出生率等でも人口統計上の指標で、一人の 女性が一生に産む子供の平

均数を示している点で、指標としても議論になりましたが、毎年他市との比較

ができる「1000人当たりの出生数」としております。 

ここの施策は、後期基本計画において優先的に取り組むべきと思われる。 

市民会議でも、忙しいためか子育て世代の参加が尐なかった。もっと子育て世代の声を直接聞

く機会を設けるべきかもしれない。また、不妊治療は単に助成するだけが支援でなく、不妊に

ついての正しい知識を若いときに持つよう働きかけることも支援のひとつと思う。 

伊藤 貴広 

ご意見として承ります。 

なお、「子育て世代の声を直接聞く機会を設ける」「不妊についての正しい知識

を若いときに持つよう働きかけることも支援のひとつ」と思う。この意見につ

いては、今後の事務事業の企画の中で参考にさせていただきます。 

ウェルシップやディスカバリーなどを活用できると良いと思う。 手島 郁乃 

現在、ウェルシップについては、ファミリー・サポート・センター事業での活

用を図っております。また、ディスカバリーにおいては、「3-3 生きる力を伸ば

す社会教育の充実」と連携しながら、未来ある子どもたちの学習の場としても、

天文科学の体験の充実を図って行きたいと考えていきます。 

ここの施策は、後期基本計画において優先的に取り組むべきと思われる。 柴山 和彦 参考意見として承ります。 

1-5地域で支え合う福祉の推進 

子育て支援の充実とも関わりある施策だと思う。 紅林 里子 

ご意見のとおり、この施策の課題として、地域で支え合うための世代間交流な

どの必要性を掲げております。また、「1-4 子育て支援の充実」の施策の中でも

施策の方針として、「世代間の交流の推進」を掲げておりますので、施策間の連

携を図っていく必要性があると考えております。 

「ボランティアビューロー福祉の広場」の表記は誤り  

「ふくしの広場とボランティアビューロー」 
内山 喜美子 ご指摘のとおり修正します。 

計画だけ読んでも、たぶん若い人達には、一体どんな事をするのか、何をしたら良いか、理解

し難いと思う。 
手島 郁乃 

地域において、市民一人ひとりが高齢者等へちょっとした気遣いや手助け、声

掛けなどの意識をみんなで持っていくこともこの施策の目的であります。 

したがって、若い世代にも啓発していきます。 
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25.9.9(月) 第 3回総合計画等審議会 

焼津市総合計計画後期基本計画（市民会議案）の審議会委員意見等 

 

政策名 ２安全で快適なまちづくり  

施策名 意見 委員名 対応方針 

2-1災害に強いまちづくり 

東日本大震災により、ここの施策は海の街・焼津にとって、一番の問題だと思う。優先的に取

り組むべきだと思う。 
紅林 里子 参考意見として承ります。 

優先度の高い施策だと思われる。 河村 直美 参考意見として承ります。 

東日本大震災により市民の防災意識に大きな変化が生じている。また、耐震化とは既存建築物

への耐震化だけでなく建替えも含まれている。以上の理由から④耐震化の推進「民間の建物に

ついては、耐震に関する補助を引き続き行い、耐震化を進めます。」という表現が適切とは思

えない。また、建替えに対しても条件付で補助対象とすることを今後は検討すべきと考え、例

えば「民間の建物については、県の第 4 次地震被害想定を踏まえた耐震（建替え含む）に関

する補助を積極的かつ柔軟に行い、耐震化を進めます。」といった表現がよいのではないか。 

伊藤 貴広 

基本事業の取組み方針としては、引き続き補助を行うことまでを明記しておく

こととしたものです。 

ご意見につきましては、事務事業の中で、検討させていただきます。 

一部「●★地域防災無線や同報無線のデジタル化を進めます。」については、デジタル化を進

めるよりも、同じお金をかけるならば市長のマニフェスト通り、FM 局の設置を推進し情報の

共有化を図ります。を先行した方がよい。 

山本 朊美 

防災情報の伝達・収集については、あらゆる方法で推進する必要があると考え

ている中で、デジタル化についても住民に情報を一斉に伝達することが可能と

なります。ＦＭ局の設置においても、防災上の活用とともにコミュニティ情報

としての活用も含めて検討段階にあります。 

ここの施策は、後期基本計画において優先的に取り組むべきと思われる。 柴山 和彦 参考意見として承ります。 

津波対策が市民に安心感を与えることが求められている。 

後期基本計画（修正案）の記述は具体性が欠けていること及び地域的な観点が無く、捉え方が

大雑把すぎて市民に安心してもらえないのではと思う。 

例）津波対策として挙げられている４点について、具体性が欠ける。 

①港における津波対策とは具体的に何をやるのか。何をやったら効果があるのか。 

②防潮堤は具体的に何をやるのか。 

例）地域的観点が無い。 

焼津市内の海岸地区には、類似的な地域が大井川地区、和田地区、石津地区、焼津地区、東益

津地区等尐なくとも数地区に分類でき、それぞれ他の地区と違った地勢、港の有無、避難施設 

（ビル）数の多寡等の特徴をもっている。それぞれの地区に適した津波対策の記述をすれば、

地域住民が安心する。 

また、市民の防災意識を高めるとの方針が無いので、載せること。 

このことは非常に大事だ。どういう方法で高めていったらよいか苦労する。毎年、焼津市では、

市の指示により、自治会単位で年３回一斉に実施されている「防災訓練」の参加が防災息意識

の高揚化のために効果的だと考える。 

丸山 昭夫 

・具体性が欠けるご指摘については、事務事業で実施していきます。施策は、

具体的に取り組む事業とは違い、政策で掲げたまちづくりの実現のために、ど

う課題を解決して取組む方向（大きな枠としてまとめた形）を示しています。 

・各地区の津波対策等につきましては、この施策の目的を実現するための手段

（事務事業）として、「地域防災計画作成事業」において記述をしていきます。 

・施策の方針では、「災害に備える意識の向上や地域の防災力の向上など、自助、

共助を高めます。」と位置付けがされておりますが、ご指摘を踏まえ、「市民一

人一人の災害に備える意識の向上…」に修正します。 
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2-2良好な住環境の実現 

市民会議でも市長公約でも市街化調整区域の見直し、地区計画での市内活性化は必要視されて

いる。土地利用対策という言葉にそれが反映されていると思われるが、市民には理解し難い。

土地利用対策（市街化調整区域の見直し、地区計画での市内活性化等）という表現の方が理解

し易く、市民会議における意見と市長の公約がきちんと総合計画に反映されていることが伝え

られると思われる。 

抽象的な表現とし、具体的な表現はここでは避けるべきではないかといった意見もあるだろう

が、抽象的すぎるのは適切ではない場合もあると思う。せめて、市街化調整区域や地区計画と

いった単語は文章に工夫して加えるべき。 

伊藤 貴広 

市街化調整区域の見直しや地区計画での市内活性化等は、土地利用の見直しの

手段（事務事業）の範疇になってきますので、施策では、土地利用の見直しと

位置付けるものであります。 

優先度の高い施策だと思われる。 河村 直美 参考意見として承ります。 

土地区画整理事業の海岸に近い場所では、延期という考え方もあると思う。 

公園整備事業では、子育て世代と高齢者の方の両方の意見を取り入れたら良いと思う。 
手島 郁乃 

ご意見として承ります。 

公園整備事業は、事務事業の中で子育て世代からお年寄りまで含めたワークシ

ョップを開催しながら、公園整備を進めております。 

委員の発言、市民の声にもあったように安全安心のために太陽光による LED防犯灯設置を優先

に進める。を入れた方が具体的でわかりやすい。 
山本 朊美 

「2-6犯罪のないまちづくり」の施策と連携しながら検討していきたいと考えて

おります。 

2-3 移動しやすい交通ネットワ

ークの充実 

路線バスをもっと増やしてほしいと高齢の方から聞いたことがある。 紅林 里子 
施策の方針に位置付けがありますが、地域公共交通総合連携計画の中で、自

主運行バスの路線の再編を含め検討していきます。 

交通については、成果指標が実際と比べて正確に施策の成果を指標として示していない、もし

くは上手に連動できていないと思った。他にも該当する施策はあるかもしれないが、尐なくと

も交通については、成果を正しくと確認できる方法を検討する必要があると思う。 

伊藤 貴広 

ご指摘のとおりで、次のように指標名アンケートでの聞き方を変更します。 

・「幹線道路の整備が進み、車やﾊﾞｲｸで移動するときに円滑に道路を通行できる

ようになったと思う市民の割合」 

→「市内の幹線道路を車やﾊﾞｲｸで移動するときに、円滑に通行できると思う市

民の割合」 

・「生活道路の整備が進み､車やﾊﾞｲｸで移動するときに円滑に道路を通行できる

ようになったと思う市民の割合」 

→「身近な生活道路を車やﾊﾞｲｸで移動するときに、円滑に通行できると思う市

民の割合」 

2-4安全な水の安定供給 
水質や水道施設、給水装置の情報など定期的に広報やいづに掲示するなどの表記をすれば、市

民に理解されやすいと思われる。 
手島 郁乃 

水質については、水道法に基づく水質検査を毎月実施しており、検査結果につ

いては水道事業ホームページに掲載しています。 

ホームページ以外にも広報紙を利用して、水道水の安全性についてＰＲする必

要性を認識しています。 

今後については、広報紙によりホームページのＰＲに努めます。 

2-5交通事故のないまちづくり 

交通事故発生件数の増加に、より力を入れて取り組んでほしいと思う。 紅林 里子 

成果指標の目標達成のために、幼児から高齢者に至るまで段階的かつ体系的な

交通安全教育や啓発を積極的に行い、市民一人一人の交通安全意識のさらなる

向上を図ります。 

●定期的な道路パトロールを実施し、補修箇所の早期発見・早期補修による適切な維持管理を

行うとともに街路樹や個人の垣根等についても適切に指導してきます。の方が具体的である。 
山本 朊美 

ご意見の街路樹については、「2-2 良好な住環境の実現」の施策の目的の実現の

ための事務事業（手段）中で適切な管理を行っていきます。また、個人の垣根

等については、「2-3 移動しやすい交通ネットワークの充実」の施策の目的の実

現のための事務事業（手段）中で、適切な指導の取組みを行っていきます。 

2-6犯罪のないまちづくり    

2-7消費者の自立と保護    
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H25.9.9(月) 第 3回総合計画等審議会 

焼津市総合計計画後期基本計画（市民会議案）の審議会委員意見等 

政策名 ３豊かな心を育てるまちづくり  

施策名 意見 委員名 対応方針 

3-1 豊かな感性をもつ幼児の育

成 

現状と課題の中に、「公立幼稚園のあり方について検討をすすめる」とあるが、「あり方検討会」

は既に完了し、幼稚園に対しての市の方針は示されたと認識している。 

更に幼保一元化を目指して、公立幼稚園の本質的なあり方を継続して検討するのであれば、この

ままで良いと思う。 

大石 智之 
後段のご指摘のとおり、幼保一体化を含めたあり方について、検討を進める方

向でいます。 

あまりにも人数が尐ない公立幼稚園は保育園にする、公立幼稚園の値段を上げて、サービスの向

上を図るなど検討してほしい。 
手島 郁乃 

施策の方針として、幼稚園における保育サービスの向上や幼保一体化を検討し

て行きます。 

3-2 生きる力を育む学校教育の

充実 

防災教育について追記が見られないが、加えた方がいいのではないか。 大石 智之 検討させていただきます。 

基本事業②豊かな心の育成「・問題行動や不登校防止のため～」を削除しているところ、成果指

標からも、問題行動、不登校件数を外しているところを見ると、意図的な理由があるのか。 
大石 智之 

問題行動は一部の生徒が繰り返し行っているものです。施策の目的では市内小

中学校の児童・生徒が、心身ともに成長することであることから、一部による

数値ではなく、全体を対象とした成果指標に見直したものです。なお、問題行

動、不登校件数については事務事業「生徒指導事業」や「不登校児適応指導事

業」の中で進行管理していきます。 

学校が、とにかく汚く、特にトイレで悩む子供が増えている。 紅林 里子 
施策の方針として、学ぶ環境づくり（老朽設備の更新や教材・備品の整備）を

進めます。と位置付けており、事務事業の中で具体的に取り組んでいきます。 

静岡県の学力は、全国でも低いようだ(小学生)。積極的に基礎学力の定着を図ることを取組に入

れてほしい。 

学区により、小学校の人数にかなり差がある。バランスのとれた学校を目指すことも考えてみた

ら良いと思う。 

手島 郁乃 

基本事業の①に基礎学力の定着の取組み方針として「確かな学力を育成するた

めの授業改善に取り組み、一人一人の子どもが個性を生かし、学ぶ楽しさや喜

びを実感できる授業をめざします。」と位置付けております。 

参考意見として承ります。 

3-3 生きる力を伸ばす社会教育

の充実 

防災・減災に関することが盛り込まれており、社会教育の循環も唱えられているため、重要な施

策だと思われる。 
河村 直美 参考意見として承ります。 

3-4 芸術文化の振興と伝統文化

の継承 

なかなか若い人たちには難しい施策だと思う。 紅林 里子 
若い世代にも芸術文化活動に取り組める環境づくりを、事務事業の中で進めて

行きます。 

花沢地区の文化的景観の保存・保護・継承は、行政や市民だけの力では実現できないと思われま

す。そのため、「取り組み方針における文化遺産所有者が、保護・継承に取り組めるように支援

します。」という文章に「他専門家との連携」という言葉を加えた方がよいのではないかと思っ

た。 

伊藤 貴広 参考意見として承ります。 

3-5焼津らしい平和教育の推進 
学校教育を通じて、参観日や総会などの時、保護者も一緒に学習する機会を作りたい。 

「焼津平和賞」は必要か？ 
手島 郁乃 

中学校においては、中学生平和使節団派遣事業で派遣された生徒が文化活動発

表会（生徒・保護者）の中で、その体験報告を行っていますが、あらゆる機会

を通じて、学校教育と連携した取組みを検討していきたいと考えています。平

和賞については、見直しを検討しています。 

3-6スポーツ・レクリエーション

活動の振興 

スポーツ都市を宣言している焼津市として、スポーツ・レクリエーションの実施率が県全体にも

及ばないのは恥ずかしいことと思う。基本事業における工夫によって、より高い目標値を望む。 
大石 智之 施策の成果指標の目標値の実現のため、事務事業の充実を図ります。 

●「スポーツ・レクリエーション」の実施の向上をはかる → 図る 内山 喜美子 ご指摘のとおり修正します。 
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H25.9.9(月) 第 3回総合計画等審議会 

焼津市総合計計画後期基本計画（市民会議案）の審議会委員意見等 

政策名 ４活力ある産業とにぎわいのあるまちづくり  

施策名 意見 委員名 対応方針 

4-1活力ある水産業の振興 

「水産業＝漁業」と捉えている色合いが濃い。 

原料確保は絶対必要であるが、現状は、市内の水産加工業者が弱体化、船が焼津に来なくなっ

ていることも事実。加工業者の現状については一切触れられておらず、基本事業も販売力の強

化のみでは、的を射ていない。まずは、加工業者も含めた水産業の現状を把握することからだ

と思う。 

大石 智之 

後期基本計画における「現状と課題」、「施策の方針」、「基本事業」には、漁業、

水産加工業及びそれらに関連する業種の共通点を総論として記載しておりま

す。具体的な個別課題に対しては事務事業にて対応したいと考えております。 

焼津市を支えている産業。重要度・優先度が高いと思われる。 河村 直美 参考意見として承ります。 

4-2農地、水、環境を活かした農

林業の振興 
焼津市を支えている産業。重要度・優先度が高いと思われる。 河村 直美 参考意見として承ります。 

4-3 にぎわいのある商工業の振

興 

焼津市を支えている産業。重要度・優先度が高いと思われる。 河村 直美 参考意見として承ります。 

ここの施策は、後期基本計画において優先的に取り組むべきと思われる。 

ただ、起業する人にとって本当の支援とは何か、起業する立場で考えた支援や相談窓口となっ

ているのかどうか。これまで以上に焼津市で起業したいと思える人が増えるような事業が必要

だと思う。 

伊藤 貴広 参考意見として承ります。 

ここの施策は、後期基本計画において優先的に取り組むべきと思われる。ただ、中心市街地と

いう表現より、地区を明確にした表現の方が良いのではないかと思われる。 
柴山 和彦 

参考意見として承ります。 

なお、中心市街地の地区の明確化については、「焼津市中心市街地活性化基本計

画」の中で、中心市街地の区域をエリアで示しておりますが、具体的な地区

の明記は難しいと考えております。 

4-4人が訪れ、消費が拡大する観

光の振興 
焼津市を支えている産業。重要度・優先度が高いと思われる。 河村 直美 参考意見として承ります。 

4-5雇用の確保と勤労者の支援 

 

子育て中の母親も、地域で安心して働くことができる支援が必要。 紅林 里子 

｢1-4子育て支援の充実｣の施策において、保護者が安心して働きながら子育てで

きる支援体制の充実を図る方針としております。 

一方、この施策レベルでは明記はしておりませんが、事務事業「女性の就業支

援事業」において支援を行っています。 

シルバー人材センターの活用を入れたら良いと思う。 手島 郁乃 

施策の目的として、15 歳以上の市民、勤労者を対象としているため、具体的に

「シルバー人材センター」を、施策レベルでは明記はしておりませんが、事務

事業において支援を行っています。 
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H25.9.9(月) 第 3回総合計画等審議会 

焼津市総合計計画後期基本計画（市民会議案）の審議会委員意見等 

政策名 ５人と自然が調和するまちづくり  

施策名 意見 委員名 対応方針 

5-1生活環境の向上 
比較的、若い世代が住むマンションやアパートの住民など、コミュニティから積極的に呼びか

ける必要がある。 
手島 郁乃 参考意見として承ります。 

5-2自然環境の保全    

5-3ごみの減量化と適切な処理 

ごみの問題はよく聞く。計画を進めてほしいと思う。 紅林 里子 ご意見のとおり、施策の計画的な推進を図っていきます。 

生ごみ処理機や段ボールコンポスト等の積極的な PR活動も入れたら良い。 手島 郁乃 
推進の中にはＰＲも含まれておりますが、具体的な方法は事務事業の中で、Ｐ

Ｒ活動していきます。 

ここの施策は、後期基本計画において優先的に取り組むべきと思われる。 柴山 和彦 参考意見として承ります。 

5-4省エネ生活の推進 

●低公害車の導入・・・・・自然エネルギーとしての太陽光発電システム、蓄電池の導入を推

進します。 

●市民・事業者に対し・・太陽光発電システムと蓄電池、太陽熱温水システムなどの導入を・・・ 

省エネ、エコを考えるのであれば蓄電池も含めての助成を考えなければならないのではないか 

山本 朊美 参考意見として承ります。 
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H25.9.9(月) 第 3回総合計画等審議会 

焼津市総合計計画後期基本計画（市民会議案）の審議会委員意見等 

政策名 ６市民と行政がともに創るまちづくり  

施策名 意見 委員名 対応方針 

6-1 互いに認め合い尊重される

まちづくり 

人権について、よくわからない人が多いのは、別に、不都合な事が無いのだと思う。人権につ

いて問うよりも、もう尐し分かり易い言葉で書いた方が理解されやすいと思う。 
手島 郁乃 この施策全般にかかる意見として、参考にさせていただきます。 

6-2情報共有化の推進 

力を入れて取り組んでほしい施策だと思う。 紅林 里子 参考意見として承ります。 

優先度の高い施策だと思われる。 河村 直美 参考意見として承ります。 

●市民からの意見が行政に届きやすいと感じる市民の割合は 2割程度であり、低い水準です。

市民が意見をどのように～含まれている可能性があります。の表現を 2 割程度と低い水準で

すに。また。市民が～以下の表現を意見の伝え方やその結果が知る方法が解らないなどの表

現の方が解りやすいのでは・・・ 

内山 喜美子 ご指定のとおり修正します。 

市民として何か役割を与えられなければ、積極的に参加するということが無いと考える。受け

身になっている方がほとんどなので、市の方が、積極的に色々な場所に顔を出し、声を聞くと

いう体制が必要なのだと思う。 

手島 郁乃 
市政懇談会などがそのひとつの取組みだと考えておりますが、このご意見は全

庁的に共有していきたいと考えております。 

6-3市民参画と協働の推進 

力を入れて取り組んでほしい施策だと思う。 紅林 里子 参考意見として承ります。 

まちづくりなどに関しては積極的だと思うが、市政に対して市民の関心が低いように思う。 

6-2・6-4と併せて、力を入れていかなければならない施策だと思われる。 
河村 直美 ご意見のとおり、各施策間の連携を図っていきます。 

市民として何か役割を与えられなければ、積極的に参加するということが無いと考える。受け

身になっている方がほとんどなので、市の方が、積極的に色々な場所に顔を出し、声を聞くと

いう体制が必要なのだと思う。【再掲】 

手島 郁乃 

市政懇談会などがそのひとつの取組みだと考えておりますが、このご意見は全

庁的に共有していきたいと考えております。【再掲】 

また、自治基本条例制定に向けた作業を実施している中で、市民の役割につい

ても条例に盛り込むことを検討しております。 

6-4市民満足度の高い行政運営 

力を入れて取り組んでほしい施策だと思う。 紅林 里子 参考意見として承ります。 

優先度の高い施策だと思われる。 河村 直美 参考意見として承ります。 

ここの施策は、後期基本計画において優先的に取り組むべきと思われる。 

市職員の窓口等の接遇面における課題改善はかなり難しいと思っている。もちろん、全ての職

員が該当するとは思えない。しかし、成果指標も目標値よりかなり下回っているし、市のイメ

ージを左右する。優先的に取り組むべきです。 

伊藤 貴広 参考意見として承ります。 

行政運営の事は、市民にはわかりづらいですが、職員の対応の一つで、市民の満足度はかなり

変わると思う。頑張ってください。 
手島 郁乃 参考意見として承ります。 

6-5健全な財政運営 

全ての計画の基礎となる重要な計画だと思う。 手島 郁乃 参考意見として承ります。 

一部、「課税客体」という表現が市民に理解し難い。 

「課税物件」という表現のほうが理解し易いのではないか。 
柴山 和彦 

税法上用いられる用語ではあります。ご指摘を踏まえ、用語解説を示す対応を

させていただきます。 
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その他意見 

【総合計画・マニフェスト】 

第２回焼津市総合計画等審議会で議題にあがった通り、総合計画とは「中長期的な視野を持ち、焼津市が限られた行政経営資源において、効率的・効果的な行政サービスを実施するための指針（判断基準）となるもの」で

あると考える。 

他地方公共団体における総合計画のあり方が提示されたものの、重要な点は「焼津市における行政サービスの判断基準の拠り所を明確にすること」にあるのではないだろうか。その点では、市長のマニフェストを総合計画

の重点施策にすることは、個人的には賛成できるが、同時に現場職員の意見も尊重すべきであると思う。 

また、本審議会において、個別の施策内容について議論を重ねる必要を感じない。（渡辺委員）       →参考意見として承ります。 

 

【成果指標】 

 総花的な事業計画については、ある意味で致し方ない側面もあると思われる。しかしながら、１０００を超える実施計画について、行政マネジメント手法にてチェックを行う点については、違和感がある。提出いただいた

事業計画の資料も膨大であり、その精度から判断しても、１０００を超える事業を勘案すれば、計画立案やチェック等に膨大な時間を要しているものと考えられる。 

また、他審議委員からも「いつも同じメンバーに参加動員が掛かる。計画遂行のための事業が多く行われている」というような意見があったように、事業数の多さが、本来のあるべき姿を阻害している可能性を感じます。

「この事業は○○であり、当課の担当ではない」、縦割りという言葉がありますが、計画（成果指標）を重視することで、柔軟な行政サービス対応が阻害されることに繋がることが危惧される。 

 今回の総合計画資料を拝見し、施策が多岐に亘っており、行政サービスの難しさを感じている。しかし、内部管理業務の増加によるサービス低下は避けなければならないと思う。行政サービスを担当する職員については、『計

画または成果指標を行動基準とすることなく、市民満足という判断軸にて行動していただきたい』と考える。成果指標については、大幅な削減を行うなどで、自由度が高く形式に依らない行政サービス運営を期待します。市

民への公表を行う必要があるのは、主要３２施策の評価でよろしいと思う。（渡辺委員）  →参考意見として承ります。 

 

成果指標の目標値について、検討整理表を読んで感じたが、成果指標の目標値は５年後の成果を重要視するために、程々の値を決めているのか？国や県等も成果指標とはそういうものか？例えば、「情報」は、５０％の市民

が満足できればいいものなのか、「行政サービス」は、５５％あれば平均的で十分なのか、他にも、安全性のことなど…。５年間の努力の仕方が程々であってはならないと思う。焼津市の発展のためには、市民も行政も、も

う尐し目標を高く持ちたい気がする。（福井委員） 

→実現可能な数値を設定しています。（参考：成果指標の目標値は、①施策の役割や位置付けはどうか？②施策に関連する時代の潮流や社会経済情勢はどう変化しているか？③市の指標の数値はどのように変化しているか？

④市の水準はどうなっているか？⑤外的要因の影響度と今後の動きは？（外的要因に左右されるのか？）⑥参考となる上位計画・既存計画等はあるか？（目標の設定に使えるか？使うことが妥当か？）⑦その他の要因はある

か？（市として積極的に取り組むべきか？市民ニーズは？重点施策か？）これらを客観的に判断して設定しています。） 

 

【その他】 

・ホームページなど、電子化された情報は、高齢者などには伝わりにくいと思われる。 

必要な情報（例：救急車を呼ぶべきか？ 詐欺かどうかわからなかったら？ など）は、カレンダーの隅や後ろに記載してはどうか？市民カレンダーは好評だし、使っている方はたくさんいる。 

・色々な活動をしている事業者や団体があると思うが、普通の市民はさっぱりわからない人が多いようだ。（手島委員）  →参考ご意見として承ります。 

・他市のように、粗大ゴミは、予約をしてお金を払えば回収するというシステムは考えないのか？（手島委員） →参考意見として承ります。 

 

【転出者アンケート】 

第 2 回 審議会において、転出者アンケートが事務局より提示されたが、この資料は有効に活用すべきであると考える。 

  同資料から読み取れるのは、「子育て世代である 20～40代が、新居を構えるにあたり新たな土地として“焼津”を選択していないこと」にありそうだ。中長期的な視点からも、生産人口、特に人口増加につながる若者世代

の増加が、重要なカギになるのではないか。 

  焼津市の人口統計の推移を比較（平成 22 年 12月 31 日・平成 25年 3月 31 日の住民基本台帳・生年基準）してみると、60代以上が約 2,000名減尐、出生が 1,000 名という結果となる。つまり、子育て世代が流出している

現状にある。今後、クロス分析を行っていくとのことだが、その結果が転入者増加施策として活用されることを期待する。（渡辺委員）  →参考意見として承ります。 


