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第 12 回 第５次焼津市総合計画策定市民会議 概要 

 日時 平成 22 年 2 月 27 日（土）9：00～12：45 

 場所 焼津市役所 本館 603 号室 

 

前回班ごとに検討した「施策評価（現状把握）」（①施策の成果水準とその背景、②施策

の現状と課題について）について、発表及び意見交換を行い、市民会議全体で意見の共有

化を図りました。 

発表については、政策分野ごとに、まず市職員から前回市民会議での検討のたたき台で

ある庁内での検討結果について概要を説明し、その後に市民会議委員からたたき台に対し

出された意見等について紹介し、全体で質疑応答を行いました。 

発表及び意見交換の概要等は以下のとおりです。 

 

 会長挨拶 

ついこの間まで寒い日が続いていたが、今日は汗が出るくらいに暖かく、季節の変

わり方は早い、世の中の変わり方は早いと感じている。私達も焼津市の将来を見据え

て皆で意見を出し合っていかなければならないと思う。 

今日は本年度の最後ということで、一つの区切りとなる。実りのある会議となるよ

う皆さんのご協力をお願いしたい。 

 

 前回検討結果の発表及び意見交換の概要（市職員の説明については割愛） 

＜③教育文化班＞ 

○「13 豊かな感性をもつ幼児の育成」について 

・ほとんどの子どもが幼稚園や保育園に通うことができる状態にはあるが、基本的な

生活習慣が出来ていない子どもへの支援が必要なのではないか。 

○「14 生きる力を育む学校教育の充実」について 

・知・徳・体のうち、徳について、問題行動を防止するためには、指導員等の配置が

必要であることから、施策の課題に追加した。 

○「15 生きる力を伸ばす社会教育の充実」について 

・公民館の利用者の固定化が見られ、学びのすそ野が広がっていないのではないか。

例えば子育てに関しても、もともと意識が高い方については自ら進んで子育て講座等

に参加するだろうが、本当にサポートが必要な方に対し、周知したり、参加を促した

りといった働きかけが十分といえるか。参加者の新陳代謝を促す環境をつくる必要が

あるのではないか。 

○「16 芸術文化の振興と伝統文化の継承」について 

・具体的な施設名を出すのが適当かどうかわからないが、文化センターとミュージコ

については、事業内容等が重なることもあり、市内に同様の施設が２つも必要かどう

か。場合によっては改修も行い、事業や利用のすみ分けを図ることが必要であると考

え、施策の課題に追加した。 

○「17 焼津らしい平和教育の推進」について 

・特に意見なし。 

○「18 スポーツ・レクリエーション活動の振興」について 
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・特に意見なし。 

○質疑 

・「生きる力を育む学校教育の充実」において使われている「授業力」とは一般的な

表現か。また、「生きる力を伸ばす社会教育の充実」において、「企業」へ訪問し情報

提供や相談などを行うとあるが、どういうことか。 

⇒教師は教えることのプロであるが、上手い下手もある。また、学級をまとめる経営

力も求められる。そうしたことを含め「授業力」と表現している。 

⇒「企業」について、市内事業所全般を対象に、相談員が訪問して相談などを行う事

業を実施している 

・「芸術文化の振興と伝統文化の継承」において、資料２の指標の推移を見ると「日

頃から芸術文化に親しんでいる市民の割合」が平成 20 年度から平成 21 年度は大幅に

落ち込んでいるにも関わらず、成果の時系列比較で「横ばい」と評価しているのはい

かがか。 

⇒この指標については、平成 20 年度までは、文化センターの利用者等の延べ人数を

人口で割ったもので、平成 21 年度は市民意識調査によるもので、測定方法が異なっ

ているため、数字が大きく変化したものである。 

・「焼津らしい平和教育の推進」について、特に意見がなかったとのことだが、庁内

検討結果のままでよい、というものなのか、あまり関心がないものなのか。 

⇒関心がないわけではなく、庁内検討結果の説明を受け、それで良いということ。 

・「焼津らしい平和教育の推進」について、課題として、「市が主体的に取り組むこと

について市民の理解を求めていく必要がある」とあるが、市民が主体的に取り組んで

いるものとの連携はどうなるのか。距離感が難しいのではないかと思う。 

⇒この課題については、この施策を進めるにあたり、国がやることについては概ね理

解が得られるものと思うが、市民意識調査において、市が税金を投入してまでやる

べきかどうか、ということに疑問を感じている方もいるため、「市民の理解を求めて

いく必要がある」としたもの。市民が主体的に取り組んでいるものとの連携につい

ては、いろいろな意見、動きもあろうと思うが、6.30 市民集会の担当課として、そ

うしたものに関わらず推進していきたいと考えている。 

 

＜④産業経済班＞ 

○「19 活気ある水産業の振興」について 

・衰退する漁業の現状を市民の皆さんに知ってもらうことにより、応援してもらえる

のではないか。 

○「20 農地、水、環境を活かした農林業の振興」について 

・土地の有効活用という面で、耕作放棄地をよみがえらせることと、二期作や二毛作

の模索が必要である。農家と市の連携も必要。 

・市内の大部分は大井川用水を使っている。市民が用水にごみを流し、農家が困って

いるという現状もあり、市民に理解してもらうことが必要。 

○「21 にぎわいのある商工業の振興」について 

・大井川港の取扱量を増やすために、企業誘致を行う前に、砂利や化石燃料以外に、

どのような原材料や製品が出荷又は入荷しているのかという現状を調べる必要があ
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るのではないか。 

○「22 人が訪れ、消費が拡大する観光の振興」について 

・現状では、さかなセンターや温泉を目的に観光に訪れる方が多いと思うが、もっと

増やすためには、ただ買う、泊まるではなく、水揚げを見たり、漁船など船の内部を

見学したりできるようにしてはどうか。 

○「23 雇用の確保と勤労者の支援」について 

・水産加工に従事する外国人は多いが、あまり関連がなく、問題はないのかどうか、

発表してもらいたい。 

○質疑 

・自身は商店街の振興に賛成の立場であるが、「にぎわいのある商工業の振興」の現

状にある「中心市街地の商店街を活性化しなければ、焼津市全体の活性化に結びつか

ない」という主張をあるブログでしたところ、こてんぱんに叩かれた。どう反論すべ

きか。 

⇒「中心市街地」という言い方自体が市民感覚とフィットしないところもある。市役

所としては、中心市街地活性化基本計画の次期の改定で、改めて意識を向ける必要

がある。どこに人がいればにぎわいといえるのか、というのは難しいところで、ど

こかのポイントにいればいいのか、駅前にいればいいのか、というのは答えが出な

いもの。ここでは、昔にぎわっていた商店街にもう一度にぎわいを取り戻すことが、

市のにぎわいにつながるという考え方で話をしている。それをみんなが求めている

のか、焼津に商店街がなくてもいい、という考え方もあり、難しいところ。経済部

の中でも、いつも話題にしており、いろいろな主張もあるかと思うので、インター

ネットの中でも議論を戦わせていただきたい。 

⇒ここはなかなか難しいところで、成果指標についても今後どうしていくのか、とい

う課題もあるのかと思う。将来的な課題としてもっていてほしい。 

⇒中心市街地の活性化にあたるかは別として、駅前の活性化という観点から、焼津駅

は年間 400 万人ほどの乗降者数があり、１年間でひとり 1000 円、駅の周辺でお金を

使ったとして以前シミュレーションしたところ、年商 50 億円の会社がやっていける

くらいの市場規模があるという結果になった。現状はシャッター街となっており、

ほとんど売上はないだろうから、やってみる価値はあると思う。 

 

＜⑤生活環境班＞ 

○「24 生活環境の向上」について 

・施策の現状のところで、立入検査 102 件のうち、違反や指導が５件で、割合にする

と約５％であり、単純計算すると市内 1900 ほどの事業所のうち 100 件ほど違反等が

あるのではないかということになるが、おそらくそれくらいはあるだろうということ

である。しかし、職員の数に限界があり、立入検査を増やすことも難しいとのこと。 

・課題のところに、斎場に関する記述があり、生活環境分野に入るのか違和感があっ

た。しかし、どこに位置づけるべきか検討し、衛生面から考えると、衛生的な生活が

保てることを目的としたこの施策に位置づけるのが妥当であるとの結論となった。 

○「25 自然環境の保全」について 

・市民意識調査により、約 67％の人は、自然が豊富又はキレイだと思っているが、
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約 33％の人はそう思っていない。これは、自分の周囲の環境、たとえば生活排水な

どにより側溝が汚い、といったことを目にすることでそのように感じる市民がいるの

ではないか。 

・課題において、し尿処理について、最終処理施設の能力が限界にきているとあり、

合併処理浄化槽で処理したし尿をまとめて下水処理へ回すことができないか、との意

見があったが、し尿の濃度の関係で難しいとのことである。 

○「26 ごみの減量化と適切な処理」について 

・時系列比較において、リサイクル率の低下の要因がごみの総量が減ったこと、とし

ているのがおかしいのではないか、総量が減っても率は低下しないのではないか、と

の意見があったが、企業努力等によりペットボトルの軽量化が図られるなど、ごみの

総量に対しリサイクルが可能なものの割合が減っているとのことであり、表現を修正

した。 

・施策の課題に、「平成 29 年度のリサイクル率 39％を目標とし」とあるが、到底達

成不可能で現実的ではないため削除した。 

○「27 省エネ生活の推進」について 

・太陽光発電の普及についてどこまで目指すのか、という意見に対し、市として５年

間で 650 件ほどの設置を目標に取り組んでいくとのことである。 

・家庭での省エネに取り組んでいかなければ、という意見があった。 

○質疑 

・課題に、生ごみの堆肥化とあるが、再資源化と併せて、資源化した堆肥を誰がどう

使うのかといった処理についても並行して考えるべき。（JA へのアプローチなど） 

⇒生ごみを燃やすのではなく堆肥化して循環させることを目的に、モデル事業を実施

している。この事業は、業務用処理機を用いて、生ごみを精製して地域で活用する

もの。この事業の成果を見て、処理機や地域の拡大を図るなどしていきたい。 

・生ごみの堆肥化について、洗剤等の残留は大丈夫なのか。 

⇒生ごみといっても食品残さで食べられるもの。大丈夫である。 

・環境衛生課で生ごみ処理器を配布している。家庭で出るごみは家庭で処理してほし

い。焼津は藤枝と比較しても、魚などを家庭で料理することが多いのか、生ごみの量

が圧倒的に多い。ぜひご協力を。 

 

＜⑥協働行財政班＞ 

○「28 互いに認め合い尊重されるまちづくり」について 

・私は旧大井川町出身であり、焼津では人権に関するフォーラムなどが開催され、人

権というものが定着しているのではないかと思っていたが、フォーラム等への参加は

動員によるものが多いとのことである。また、市の審議会への女性登用率は下がって

いる。そのような中で、男女共同参画条例を制定するという話もあったが、条例化し

て終わり、ということにならないよう、まず条例をつくる必要があるのかどうか、か

ら議論すべき。 

・課題のところで、「市民及び在住外国人の相互理解の促進」とあったが、男性も女

性も子供も、ということで「全ての市民の相互理解の促進」に修正した。 

○「29 情報共有化の推進」について 



5 
 

・以前、市のホームページで議会に関する情報がわかりにくいという意見を述べたら、

最近改善された。ありがたい。 

・広報紙について、旧大井川町では回覧により配布されていたが、新聞折り込みによ

る各戸配布となりありがたい。 

・課題のところで、「行政の伝えたい情報と住民が求める情報との食い違い」とある

が、わかりにくい。市民としては、今知りたいものを今知りたい。 

○「30 市民参画と協働の推進」について 

・近隣比較で、島田は進んでいると聞いたことがあったので、島田の状況も追加して

いただいた。 

・焼津においても、市民活動センターの設置が検討されているとのことである。 

○「31 市民満足度の高い行政運営」について 

・時系列比較のところで、当初は成果が低下した、と評価していたが、これは合併後

にサービスが低下したと感じる旧大井川町の方の意見を無視することはできないた

めであるが、12 万人と２万人という人口比を考えれば、ほとんど変わらないという

評価でよいのではないか。 

・電子自治体を推進していく方向にあるとは思うが、課題として書くまでもないとい

うことで、「利便性を高める施策を見きわめた上で電子自治体の推進をする必要があ

る。」を削除した。 

○「32 健全な財政運営」について 

・財政状態のよい旧大井川町と合併したことで、改善した部分もあるが、やはり規模

に差があるため、影響は小さい。全体としては、ほぼ横ばい状態。 

・区画整理事業など優先順位をどうつけるのかが課題。 

・やはり市民にわかりやすい形で公表するのが大事。 

○質疑 

・「情報共有化の推進」について、議会だよりに議会での質問が掲載されているが、

その背景がわからない。背景をのせることでわかりやすくなるのではないか。また、

「健全な財政運営」について、現状は藤枝より良い水準にあるというが、これから投

資すべきものが藤枝よりたくさんあるということ。築 30 年を経過する市立病院の新

築という課題もある。 

⇒議会だよりの質問について、現状では、200 字以内で議員さん自身に書いてもらっ

ている。そうした制約もあり、質問の背景がわかりにくくなっているのではないか。 

⇒病院については、改築する等の意思決定はなされていない。 

・議会を傍聴しているが、傍聴者は少ない。皆が選んだ議員であるが、議員にもいろ

いろな人がいる。是非、市民も聞いた方が良い。 

 

＜①福祉保健医療班＞ 

○「１健康づくりの推進」について 

・健康に対する意識が高いにも関わらず、健診の受診率が低いという現状がある中で、

市が支援をしていこう、では、予算をどうするのか、何ができるのか、といった議論

があった。 

・メンタルヘルスについて、島田などはソーシャルワーカーが設置されているが、焼
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津にはない。 

○「２医療体制の充実」について 

・成果指標から「救命率」を削除することについては、単純に考えれば、早く救急車

が駆けつけて早く病院に搬送すればよく、行政区域の広い藤枝より焼津の救命率は高

くなるはずではないか、と質問が出たところ、単純にそうはならないということであ

り、（数値の高い・低いが何によるのか明確でないため）それなら指標とすることは

やめましょう、ということとなった。 

・病院機能評価において高い評価を得ている一方で、診療科の閉鎖、患者数の減少、

ICU や HCU が未設置であるという裏腹の状態で、これから病院をどうしていこう、と

いうリーダーシップが見えてこない。病院関係者や市が病院をこうしていくんだ、市

民の側からこうしていこうよ、といったことが漠然としている。 

○「３自立支援体制の充実」について 

・85％の高齢者が自立している、逆に 15％の方がそうではない、という数字をどう

見るか。何か月待ち、といった具合に受け入れ施設がない、という中で、地域に帰そ

うという動きがあったが、政権が変わり、やはり施設が必要だ、という流れで、介護

保険制度も揺れている。 

・介護度が徐々に進行していく場合、どこに相談すべきか、どういう支援を受けられ

るのか、ということがわかりにくい。例えば、家族がぼけてしまったことを表にした

くないといった、問題の潜在性もある。 

○「４子育て支援の充実」について 

・郡部にいくほど出生率が下がる。これは、便利なまちに若い人が出ていく。核家族

化が進む。子どもの面倒を見てくれる人がいなくなる。しかし、保育所はいっぱい。

保育所では、たくさんの待機児童を抱える一方で、幼稚園はがらがら。国の方も幼保

を一元化するのか一体化するのか、定まっていない状態で、現場は待てない。そんな

中、少しの間預けることができるというファミリーサポート事業というものに対し、

市は何ができるのか、市民としてどういうことを要求していくのか、考えていきまし

ょう。 

○「５地域で支え合う福祉の推進」について 

・参加団体、ボランティア団体の数が多いからいいのか。団体には、自分たちは他所

と関わらず自分たちでやっていくという人たちもいるし、そういう人たちはなかなか

表に出てこない。また、どこかの団体が何かをやるなら自分たちはこれをやろうとい

う対抗意識のようなものを抱えている場合もある。 

・団体同士のネットワークを構築しようという動きがあるが、個人情報の保護などが

課題である。 

○質疑 

・「子育て支援の充実」の課題について、「育児や子育ての中心は…必要がある。」と

いうところが、言いたい内容はわかるが文章表現がわかりにくい。また、「地域で支

え合う福祉の推進」の課題にある「国民生活白書…」のところは、課題ではなく現状

ではないか。 

⇒「国民生活白書…」のところは、現状に修正する。 

⇒子育て支援については、言い回しを考える。 
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・ボランティア連絡協議会ができたときに各団体１万５千円に予算を減らされ、それ

なら自分たちでやろうといって登録する団体が減った。まじめにどこも取り組んでお

り、内情は厳しいが楽しくやっている。皆さんにも現状を知ってほしい。 

⇒自分自身障害者手帳を持っており、一連の話は身につまされるものがあり、胸が苦

しい話題が続いている。そういう中で、ボランティア団体の方には本当に良くして

もらい頭が下がりっぱなしである。しかし、ボランティア団体の方に頼りきりで良

いのか、ということで、地域や行政とより一層リンクしていかないとならない。も

ちろんただちに解決するものではなく、時間と努力が必要であると感じている。 

 

＜②安全都市基盤班＞ 

○「６災害に強いまちづくり」について 

・課題の⑦について、「防火意識の高揚」だけでなく災害全般に対する備えが必要で

あるため、「災害に備える意識の高揚」に修正した。 

・課題の⑨については、⑨を実現するための具体的内容が①～⑧となっているため、

⑨を削除した。 

○「７良好な住環境の実現」について 

・課題の③について、表現を修正した。 

○「８移動しやすい交通ネットワークの充実」について 

・主に市営バスについて話題となり、課題に「バス事業者等との調整」とあるが、い

ろいろな方面から意見を取り入れ、ニーズに対応し、利用者の増を図っていきたい。 

○「９安全な水の安定供給」について 

・課題の（３）で、「遊休資産の売却等により」財源の確保を図るという表現は具体

的すぎるので、当該部分を削除する。 

○「10 交通事故のないまちづくり」について 

・県内で交通事故の発生が悪い方にあるのはなぜか、という話題の中で、焼津の人間

はせっかちなのではないか、余裕を持って行動することで事故が減るのではないか、

という意見があった。 

○「11 犯罪のないまちづくり」について 

・自転車の盗難と車上狙いが多くを占めている中で、鍵をかけるだけで防げるものが

多く、個人への啓発活動をしっかり取り組めば犯罪数も減少していくのではないか。 

○「12 消費者の自立と保護」について 

・高齢者の消費者トラブルについては、民生委員やケアマネージャーにより現在も被

害が未然防止されていると思われるが、より一層関係機関と連携を図ることで、トラ

ブルのないよりよい社会となるのではないか。 

○質疑 

・東名高速や 150 号を抱えており、通過交通が多く、必ずしも市民が事故を起こして

いるわけではないのではないか。 

⇒東名高速の事故については別の統計である。150 号や道原線などが発生場所となっ

ていることが多い、ということはわかるが、事故の起因者が市内の方がどうか、今、

手元の資料ではわからない。交通安全の啓発は県も主体的に行っており、ひとりひ

とりが気をつけることで事故を減らせるものと考えている。 
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○全体を通して（会長） 

・限られた時間の中で、本当に活発に議論していただいた。これを留意していただい

たうえで、事務局で整理し、まとめていただきたい。 

・市のホームページに市民会議の検討経過が掲載されている。是非ご覧いただきたい。 

 

＜全体を通しての講評（JMAC）＞ 

熱心に有意義な議論をしていただいたと思う。 

具体的な議論を住民の方と行い、それが総合計画にまとめられていくことになる。

活発に議論していること、議論の内容を市長まで報告していただきたいし、議員の方

にも聞いていただきたいと思うような内容であった。 

また、皆さんもこうした議論をしているということを身近な方にお話していただき、

多くの方が総合計画がどうなっていくのかという期待を持っていただくことで、より

よいまちになっていくのではないのかと思う。 

 

 その他（事務局からの連絡） 

・平成 22 年度４月以降の予定をお知らせ。市民会議は３回開催予定。 

 

 

 

第 12 回市民会議の状況 
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