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第 2回 焼津市総合計画等審議会 会議録 

 

１ 開催日時  平成 25年７月 29日（月）13:30～15:50 

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  ２名 

５ 出 席 者  焼津市総合計画等審議会委員１５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 朋美 （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（焼津漁業協同組合専務理事） 

柴山 和彦 （大井川農業協同組合焼津支店長） 

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） 

   半田 充 副市長 

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  なし 

  

６ 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）の策定までの経過報告について 

   ・後期基本計画（市民会議案）の関連資料（見方）について 

      ・関連資料に基づく、まちづくり等に関する意見 

②後期基本計画（案）に対する審議の進め方について 

③今後の焼津市総合計画のあり方（方向性）について 

   ・地方自治法の改正と次期総合計画に向けて 

   ・市長公約（任期）と計画期間について 

（４） 閉  会 
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７ 内  容 

（１）開会 

（事務局より副市長紹介及び副市長あいさつ） 

 雨の中、御参加いただきありがとうございます。３月までは財務省にいて、４月から焼津市に 

赴任した。よろしくお願いします。 

 

（２）会長あいさつ 

 今回で２回目の審議会となるが、この間、審議会の公募委員を含む市民会議の委員の皆さまに 

は相当議論を重ねていただき、基本計画の内容を検討いただいている。その検討結果については 

事前に膨な量の資料をお配りしているが、細かい内容について、この短い時間の中で検討するの 

は難しいので、今後の進め方については、後程提案するが、委員の皆さまと協議したい。 

その代わりに、今回は、審議会の立場から、総合計画とは何なのか、自治体における総合計画 

の必要性・あり方など、広い視野で考えることも必要と考えるので、抽象的な議論になってしま

うかもしれないが、今後の市のあり方、総合計画の策定のあり方について、意見交換したい。 

 

（３）議題 

①後期基本計画（市民会議案）の策定までの経過報告について 

（配布資料に基づき、事務局より報告及び説明） 

後期基本計画（市民会議案）の策定までの経過について、報告。続いて、「後期基本計画（市 

民会議案）の関連資料」及び第１回の審議会後にアンケート調査し、集計した「大震災後の転 

出者へのアンケート結果」について説明。 

 

（事務局の報告・資料説明についての質問やまちづくり等に関する意見）[以下、概要の記録] 

伊藤委員：アンケートの回収率が３６．４％と低い。回収率が伸びなかったことについて、市は 

どう判断するか。 

 

会  長：郵送方式での回答なので、一般的な回収率と言えると思うが、市はどう受け止めるか。 

 

事 務 局：毎年行っている市民意識調査（18歳以上の 3,000 人が対象）の回収率は、概ね６４、 

５％で、これは自分が住んでいるまちのこれからのまちづくりに関することなので積 

極的に回答してくれていると考えられるが、一方、転出者は、出て行った人たちなの 

で、焼津市への愛着の面でも、積極的になれなかったのではないかと考える。 

     さらに、転出後の転居や再転出等による配達不能が１３４通あったことも報告する。 

 

大石委員：参考までに、「県外転出」はどれくらいあったのか、聞きたい。 

 

事 務 局：転出者総数は８，９７４人（平成 23 年４月１日～平成 25 年３月１日の住民基本台帳 

のデータによる）。今回の調査の対象者（１，８８８人）は世帯主なので、単純に差し 

引いても県外転出者数は出ないが、感覚的には、県外転出のほうが多かった。 

なお、この調査では、津波地震等と影響を把握することが目的のため、県外転出は、 

学生の進学や仕事の都合などの理由が多いと考えられるので対象とせず、県内転出で、 

しかも世帯ごと引越しした人を対象とした。 
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倉嶋委員：噂では、海岸沿いの住民が多く流出し、旧 150 号線から海側の物件の引き合いがない 

と聞くが、このアンケート結果では、五ヶ堀之内など海抜５ｍ以上の地区からも多く 

転出している。どう捉えればよいか。 

 

事 務 局：地区ごとに人口が違うため、単純比較はできない。五ヶ堀之内や小土などの地区は西 

焼津駅が出来てから人口増加地域となり、転出者も多いが転入者も多い。地区ごとに 

人口や転出者数などを把握して細かな分析をしなければ、地区ごとの正確な分析には 

ならないが、転出者が３番目に多い焼津地区のように、人口の割に転出者が多い地区 

もある。これが地震・津波の影響なのか、中心市街地空洞化の影響なのかは不明だが。 

 

倉嶋委員：つまり、地震・津波対策だけやっていても、人口流出は止められない、他の対策と合 

わせて行うことが必要ということ。 

 

大石委員：私の住む地域（会場から見える、海岸すぐ近く）では、今年になって既に 10 軒のう 

ち２軒が、津波・地震対策で安全なところに引っ越した。転出は今までもあるが、転 

入が尐ないのが問題。安全なまちに整備することと、転入したくなるようなまちづく 

りが大切と感じた。 

 

丸山委員：若い人が転出し、引っ越ししたくてもお金が無くて引っ越せない年寄りだけが残って 

いる。家や土地が売れればその資金になるが、港地区では買い手が無い。 

 

会  長：若年層が転出していることは、アンケート調査からも見える。賑わいづくりと同時に、 

まちに残った人が自治会組織をどう担っていくかということも大切なこと。 

 

伊藤委員：アンケートをやったことで満足せず、細かな分析をし、その結果を活かした対応・対 

策が大切。津波防災のハード的な整備ばかりに目を向けずに、お金を掛けずすぐに取 

り組める改善に取り組むべき。 

 

事 務 局：アンケート結果の公開は、この審議会が初めて。今後、庁内に配布し、役立てていく。 

 

渡辺委員：インパクトのあるアンケート結果。さらにクロス集計を行うことにより、家を建て替 

える世代が転出していて、転入してもらいたい世代が転出している分析結果になると 

予想される。転出の理由は沿岸部の危険性だけではないはず。なぜ焼津市で家を建て 

ないのか、どういう層に転入してもらいたいのかという視点でまちづくりを考えない 

と活性化しない。 

会  長：後期基本計画の検討にあたり、どういう層に焦点を当てて魅力的なまちづくりを図っ 

ていくのかという戦略的な視点も大事なので、委員の皆さまの心に留めておいていた 

だきたい。 

 

松永委員：市内に住宅地はどれくらいあるか。農地を住宅地に転用できなく住宅地が尐ないのが、 

転入が尐ない原因ではないか。土地は余っているのか、市外から転入しにくい状況な 

のではないか。土地の流動性についても考えるべき。 

 

事 務 局：焼津市の市域の約３５％が市街化区域で、それ以外が市街化調整区域。土地利用につ 
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いては、市街化区域に住宅を誘導する政策を採っている。 

土地については、区画整理の保留地など売れていない土地もあり、余っている。 

焼津市は静岡市のベッドタウンとして、戦略的に区画整理を行ってきた。静岡市の土 

地が５０～７０万円／坪のところ、焼津市では２０万円／坪程度で、大震災以前は人

口も、藤枝市・島田市では増加の程度が下がっている中、焼津市は順調に増えていた。 

南部区画整理区域は、約９０％が終了しているが、保留地（２５万円／坪程度）が売 

れなくて困っている状況。 

海の近くで、批判を受けている会下ノ島地区についても、３０～４０％が進捗してお 

り、権利変換もしているため、途中でやめるのは難しい。志太海岸線など高規格の都 

市計画道路の整備も同時に行っているため、避難道路として活用していく。 

東小川地区では、事業は殆ど終了したが、民間の土地が売れなくて困っている状況。 

一方、インターチェンジ付近の大覚寺八楠地区では、保留地は完売している。 

     区画整理を行った地区では、交通渋滞が無いため、大規模な小売店など業務系の施設 

等が増えているが、定住人口の増加には繋がっていない。 

     つまり土地は余っているが、住宅地として買っていただくところまでは至っていない。 

     都市計画の考え方では、保留人口が決まっていて、人口が伸びない状況において市街 

化区域を広げることは難しく、耕作放棄地があったとしても、制度上、宅地に転用す 

るには、市だけでは打開できず、県や国のレベルの話になる。 

 

伊藤委員：市街化調整区域の撤廃については、以前から、特に大井川地区の多くの住民が持って 

いる意見。大井川地区は用途地域を設定されないまま、全域が漠然と市街化調整区域 

である。合併後、大井川地区をどう活かすかが、腕の見せ所ではないか。 

     先程の説明では、藤枝市は人口が増えるから市街化区域を広げられ、逆に焼津市は 

また、人口が減っているから農地のままでいるという論法となり、人口の流出・流 

入が一方的で悪循環になってしまう。土地利用の見直しについて、市が、国や県に 

理解を求める方法を模索することを要望するとともに、市民会議（案）では、市街 

化調整区域の見直しを図る旨が盛り込まれたので期待している。 

 

 

②後期基本計画（案）に対する審議の進め方について 

会   長：市民会議（案）の資料についてその見方を事務局に説明してもらったが、これだけ 

ボリュームのある資料となると、今日、この場で内容について議論することは難し 

い。そこで、予定では次回の 10 月の審議会まで２か月以上の期間があるため、皆 

さまにおいて、この間に資料にお目を通していだくとともに、お気づきの点や、ご 

意見があれば、次回の審議会の前までに事務局に提出していただき、事務局が取り 

まとめて、次回の審議会の前に配布し、次の審議会でご検討していただきたいと考 

えているが、よいか。 

（委員一同、意義なし） 

 

（事務局から審議会の進め方について、連絡事項） 

・次回の審議会は当初の予定では 10 月上旬だったが、スケジュール調整の具合によっては９ 

月中に開催できるかもしれない。流動的になるが、よろしくお願いする。 

・市民会議（案）は部局長による行政経営会議において庁内検討中のため、８月中旬頃まで 

に、文章の言い回しや成果指標や目標値の設定等について修正が加えられる。修正箇所は、 
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委員に、修正箇所が分かるよう情報提供する。 

 

③今後の焼津市総合計画のあり方（方向性）について 

会  長：後期基本計画を１年前倒しして策定する中で、後期基本計画の計画期間は４年間でよ 

いか、それとも３年間、あるいは５年間にするかという論点が１つある。ちょうど見

直しの時期なので、区切りの良い期間を考える良い機会と考える。 

加えて、今回の後期基本計画の策定に際しては、基本構想の部分や基本計画の施策の

体系については、見直しの対象としないとした上で、市民会議の意見を踏まえて後期

基本計画の中に活かしていくことになっているが、大震災、社会状況や環境変化の中

では、焼津市に新たな課題が生まれていて、今後の焼津市のまちづくりを進める上で、

今の総合計画の体系でいいのかという課題もある。 

さらに、重要なこととして、地方自治法が改正され、基本構想を策定する義務が廃止

された。したがって、今後は、総合計画を作っても作らなくてもよくなった。そこで、

焼津市が今後、総合計画を策する必要性があるかどうかも検討する必要がある。 

それから、最近の市長選挙においては、マニフェストを提示して、そのことについて

信任を得てから、就任する。そのため、当選後、その市長マニフェストに合わせて総

合計画を修正しなくてはならない。市長選挙に合せて総合計画の策定期間を設けるこ

とができれば、整合性が取れる。 

     また、総合計画を策定しなかった場合、市としては総合計画に相当するものをどのよ

うに作るのか、こういう点も論点になる。 

今日は、唐突ではあるが、１年前倒しして見直すというちょうど良い機会なので、こ

のような点について、議論をしたいと考えている。 

地方自治法の改正により、９５％の自治体が総合計画をこれからも策定するとしてい

る一方、中には、総合計画を作らないと考えている自治体もある。検討を始める前に、

このような自治体について、まず、事務局から、総合計画の概要や市長の任期と計画

期間の問題と併せて、情報提供をお願いする。 

  

（事務局より総合計画の概要等の説明と他の自治体についての情報提供） 

総合計画の概要について、資料（地方自治法と総合計画（沿革））をもとに説明。 

市長マニフェストと総合計画の計画期間について、資料（市長の任期と総合計画の計画期間の関

連）をもとに説明。 

総合計画を策定しない自治体について、事例紹介。総合計画及びそれに代わるものを一切作らな

いとしている自治体は、今のところ無い。代わるものの具体例として、次の４つを挙げる。 

・神奈川県藤沢市 「市長のマニフェストを中心とした市政運営の総合的な指針」を策定。 

・東京都武蔵野市 昭和 50 年代から総合計画ではなく、「長期計画」という名称で策定。 

個別計画との整合、市長マニフェストの重視に加え、市民と議会と職員参 

加の中での“合意書“という特徴を持ち、計画書のページ数も比較的尐な 

い。 

・岐阜県多治見市 市長マニフェストを重視し、基本構想を廃止し、２階層の総合計画を策定。 

・四国の自治体  実施計画を作らず、基本構想と基本計画の２階層の総合計画を策定。 

 

（質問や意見・感想） 

倉嶋委員：策定するに当たり、議会の関与はどうなっているか。 
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会  長：今までは、総合構想は議会に諮って決めていたが、自治法改正により、それは不要と

なった。一方で、焼津市では、自治基本条例や議会基本条例の策定が同時進行で検討

していると聞いている。それぞれの条例の中での総合計画の位置付けもあり、複雑化

しているが、この機会に、審議会の中で総合計画のあり方について協議できれば、市

へ審議会の意見として伝えることができる。 

 

事 務 局：検討中の自治基本条例の中では、総合計画という文言は入っているが、その体系には 

触れていない。 

 

伊藤委員：後期基本計画策定のための審議会委員として参加しているつもりだが、唐突に総合計 

画のあり方について審議することになり、困惑している。市としては、どのような見 

地から審議会に諮っているのか。 

 

事 務 局：総合計画には、成果指標の目標値達成のために市民と行政が共に取り組んでいくまち 

づくりの指針と、市の予算と人（職員）をどのように配分するかという行政経営の指 

針という２つの大きな役割がある。このように、総合計画によって、組織づくりや職 

員の意識の統一が図られているため、市としては、後期基本計画において、前期基本 

計画をさらに正確・精密にし、説明責任が果たせるような質の高い計画になるよう、 

審議会で協議していただきたいと考えている。 

 

会  長：市として、総合計画が必要という考えは理解できる。地方分権の時代なので、地方自 

治体がどのように総合計画を策定し、どのように管理運営していくかを、敢えて考え 

てみたい。この重みのある審議会において、将来の焼津に向けて今のような体系でよ 

いのか考え、市長に答申することは意味のあることなので、この機会に委員の皆さま 

の意見を集約したい。 

まず、市長マニフェストと総合計画とのリンクを考慮し、平成 26 年度からの後期基

本計画の計画期間について、４年間とするか、市長の任期に合せて３年間とするか、

この点について、意見を伺う。 

 

河村委員：事例紹介にあった藤沢市や武蔵野市など、従来の総合計画を策定しない場合のメリッ 

ト・デメリットや、計画期間が３年間、４年間とした場合のメリット、デメリットを 

明らかにしてほしい。 

 

（事務局より総合計画策定を取りやめた場合のメリット・デメリットについて説明） 

資料（総合計画策定を取りやめた時のメリットとデメリット）をもとに説明。 

 ・昭和４４年当時、地方自治法において、基本構想の策定が義務付けられた背景には、“自治体 

の社会的責任”があるため、策定義務が撤廃されたとしても、総合計画に類するものは、自治体 

の果たす役割を考えれば必要と考える。 

 

会  長：例えば、基本構想を作るかどうするかという３層構造の仕組みを考え直すことや、総 

花的になっている総合計画について、市長任期の４年間という限られた期間で市長マ 

ニフェストを総合計画の中にしっかりと織り込むために、計画期間を何年にしたらよ 

いかということについて、特に計画期間については、市長の任期が始まったばかりで、 

後期基本計画も策定段階のため、ちょうどよい機会なので、この審議会で議論したい。 
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なお、唐突なので、今日結論を出すのは無理なので、次回の審議会でさらに協議する 

か、あるいは審議会の回数を１回追加して協議したいと考えている。 

     また、事務局にもこの件について資料を準備してもらうので、逐一提供をお願いする。 

 

渡辺委員：簡単に言えば、行政サービスを行う上での判断基準を、市長マニフェストと総合計画、 

どちらに置くべきかという問題と捉えるが、どうか。 

 

会  長：単純に言えばその通り。今までは、市長の意向はあっても、行政サイドで、市民と意 

見交換し、議会とも調整しながら、総合計画に沿って進められてきたが、ここ 10 年 

の間に選挙が大きく変わってきていて、どういうまちにしたいかという市長マニフェ 

ストを前面に出して選挙が行われている。そのため、市長マニフェストという市民と 

の約束と総合計画との整合性を取らなければならなくなっている。市長マニフェスト 

という市民との約束を達成するために、どうやって総合計画に反映していくか、その 

作り込みが問題になってくる。この点について、これからの焼津市のことを考えて、 

検討いただきたい。これは、先進的な問題であって、近い将来、どの自治体でも直面 

する問題と考える。 

 

福井委員：市民が、どの程度マニフェストを理解して選挙に臨んでいるかは、疑問。市長の意見 

に一任するまでは、まだ浸透していないのではないか。 

     それと、総合計画策定において市民に意見を聞く際、政策や施策が既に区分け・体系 

付けされた状態になっていて、それに準じる形で意見を求められても、結局、総花的 

になってしまう。 

また、数値目標を達成するために、「動員」とか無理をしている行政のやり方には納得 

がいかない。 

事務事業がたくさんあるが、本当に大切なことは何なのかを考えて取り組むべき。 

 

伊藤委員：市民会議に毎回参加したが、参加者が、回を経るごとに減った。これは、身近な問題 

     について議論しにきた参加者と、細かな事業については議論しない総合計画の性格の 

違いによるもので、細かな事業について市民と行政とが議論できる場があればよい。 

また、総合計画の指標値の拘束力が無いことも問題と考える。 

     マニフェストは市民権を得ていないかもしれないが、市長の立場であれば、総合計画 

に縛らずに手腕を発揮できるようなシステムを構築することが必要なのではないか。 

 

丸山委員：市民は、必ずしも市長マニフェストを理解して投票しているわけではない。また、将 

来、市長の交代によって、審議会において議論する内容が市長の意向に沿うものにな 

らなければないとしたら、釈然としない。独自性を持って議論すべきと考える。 

 

手島委員：市民は、市長のマニフェストに全て賛成して投票しているわけではない。多くの人が、 

候補者が二人しかいない場合に、どちらの候補者の意見が自分の意見に近いか、とい 

う判断で投票している。 

 

会  長：市長マニフェストが、既存の基本計画のどこをどのように変えたい、という内容が明 

記されるものであれば、とてもわかりやすい。そのような選挙になればよい。 
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伊藤委員：市民会議の中で、長野県飯田市では、各事業に関して、市民が行政（担当職員）と話 

し合う機会を設けていると聞いた。そのような場があれば、市民も参加しやすいし意 

見も出しやすい。各事業で利用する対象者が異なるので、例えば、子ども医療費無料 

化事業については子育て世代の意見を聞く、というようにそれぞれの事務事業の利用 

者の意見を吸い上げる仕組みがあれば、より効果的になる。 

 

会  長：総合計画の評価という面では、現在は行政サイドで行われているが、ここに市民目線 

を取り入れることにより行政評価に市民が関わることができ、評価の複線化が図られ 

る。市民の総合計画への関わり方をどうするかという視点は、非常に重要なこと。 

      

     たくさんのご意見、ありがとうございました。このような議論を、改めて実施したい 

と考えている。 

次回は、市民会議（案）等の資料について、読み込んでいただき、あらかじめ委員の 

皆さまに出していただいた意見について、事務局に集約していただき、後期基本計画 

の内容を詰めたいと考えている。 

 

（４）閉会 

（事務局より次回の開催日程及び市民会議（案）に対する意見のとりまとめについて依頼） 

第３回は、10 月初旬（日程未定）に開催予定。８月中くらいに、市民会議（案）に対する指摘 

事項や意見の取りまとめをお願いする。場合によっては、具体的な検討事項を提起させていただ

くかもしれない。いずれにしても、詳細は改めて通知する。また、電子メールでの交信が可能な

方については、電子メールでの効率的なやり取りに代えさせていただく。 


