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第 14 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 5 月 8 日（土）9：00～13：00 

 場所 焼津市役所 本館 603 号室 

 

庁内における重点施策の選定結果の報告及び基本計画の目標設定の考え方についての説

明が事務局よりなされた後、施策の成果指標の目標設定の検討を行いました。 

施策の成果指標の目標設定については、政策分野の班ごとに、庁内作業部会での検討結

果をもとに意見交換を行い、全体で共有化（発表＆質疑応答）を図りました。 

発表の概要等は以下のとおりです。 

 

 会長挨拶 

皆さん、連休で十分リフレッシュされたのではないかと思う。中には、連休の間に

遅れを取り戻そうと未処理案件に対応されていた方もいるかもしれないが、それはそ

れで仕事も片付いたということで、すっきりリフレッシュした状態で会議に臨めてい

るのではないか。 

この会議も第４コーナーをまわったところで、競馬でいえばムチが入るところ。最

後まで頑張りましょう。 

 

 施策の成果指標の目標設定についての検討結果の概要（発表順） 

＜②安全都市基盤班＞ 

○「６災害に強いまちづくり」について 

指標 C:備えが出来ていないと考えている人の考え、理由について検証が必要で、検

証により数値が向上できる。また、沿岸部や市街地等、地域により意識に差があるた

め、数値の低い地域は重点的に施策をすすめる必要がある。 

○「７良好な住環境の実現」について 

D:身近に花や緑が多いと思う人の割合が H21 年度に急激に高くなったが明確な理由

が見当たらず、来年度以降に数値が下がることも考えられる。 

E:公園面積だけで住民の満足度は測れないのではないか。焼津市には住宅地に公園が

整備され災害時にも有効なスペースとして期待できると思う。 

○「８移動しやすい交通ネットワークの充実」について 

C:歩道を車イスが乗り入れしやすい構造に整備して欲しい。 

○「９安全な水の安定供給」について 

A:水道水を安全と思わない人がどう考えているかを検証した方がよい。 

○「10 交通事故のないまちづくり」について 

E:事故防止のハード面の整備と市民のマナー向上のための啓発を続けることが重要。 

○「11 犯罪のないまちづくり」について 

C:コミュニティの形成による犯罪防止と個人の意識の向上を促すことが重要。 

○「12 消費者の自立と保護」について 

B:相談内容が不明のため、相談件数を減少させるという目標設定が妥当なのか、疑問

もある。 
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＜③教育文化班＞ 

○「13 豊かな感性をもつ幼児の育成」について 

B:目標値の 100％は達成が困難ではないか、という意見に対し、市としては、特殊学

級児童も含め集団生活の中で豊かな感性などを伸ばし、発達障害等の対応も含め個々

の状況に丁寧に対応することで 100％を目指したい、とのこと。 

C:市営の幼稚園・保育園が定員割れしている中で、増築する保育園があるが施策の成

果に結びつくのか、という意見に対し、市としては、増築するのは人気のある民間の

保育園であり待機児童の減少に結びつくと期待している、とのこと。 

○「14 生きる力を育む学校教育の充実」について 

A:目標値を 90％としているが、100％を目標とすることはできないか、という意見に

対し、市としては、少人数学級の取組みなどきめ細かい支援を通じて努力するが100％

は難しい、とのこと。 

B:問題行動件数は、同一の子でも事件によって複数カウントしている数値であり指標

として適切か、とういう意見に対し、市としては、件数ではなく人数を指標とした場

合も、１件で複数人がカウントされるなど課題はあり、どちらがいいかは難しいと考

えており件数で把握したい、とのこと。 

C:県の不登校出現率 0.73 の根拠はなにか、との質問に対し、市としては、県の目標

設定の背景は不明であるが、当市は複雑な家庭環境が多い点も考慮し、県より低い水

準を目標とした、とのこと。 

○「15 生きる力を伸ばす社会教育の充実」について 

・市としては、公民館活動が活発な地域が、市民意識調査における地区別結果で高い

値を示していたため、その水準を市全体で目指すとして、地区別結果の高い数値を市

の目標値とした、とのこと。 

・家庭教育の成果を測る指標はないのか、との質問に対し、市としては Aの指標（感

受性が身についているかどうかの市民意識調査）をもって測る、とのこと。 

○「16 芸術文化の振興と伝統文化の継承」について 

・指標 A、B については、市の関与が難しいのではないか、との意見に対し、市とし

ては、団体の支援や広報といった間接的な支援を通じて成果指標の向上に努める、と

のこと。 

B:現状では、特定の団体しか含まれておらず、本来は他の活動や団体も含むべきでは

ないか、との意見に対し、市としては、作業部会でも争点となったが数値が把握でき

るもの（団体、活動）だけを対象とすることとした、とのこと。 

○「17 焼津らしい平和教育の推進」について 

A:教育課程（小中学校）で第五福竜丸について学んでいるはずなのに、H21 年度の指

標 83.1％は低いのではないか、との意見に対し、市としては、市民意識調査の対象

年齢が 18 歳以上のため、知らないと回答した中には、忘れてしまった人や市外から

の転入者が含まれるのではないかと考えている、とのこと。 

○「18 スポーツ・レクリエーション活動の振興」について 

・基本方針に施設の補修・改修等修繕管理についての記述はあるが、新たな体育施設

の建設計画はないのか、との質問にたいし、市としては、計画期間中に新たな施設の

整備計画はない、とのこと。 
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＜⑤生活環境班＞ 

○「24 生活環境の向上」について 

A:市街化調整区域での最も高い数値に合わせて他地区も目指すということであるが、

理由が明確でない。また、大富地区の 89％を目指すとあるが、大富地区をとりあげ

るならその理由をもう少し考えるべきで、それより年数％ずつの上昇を見込む、とい

う方が（目標設定の根拠として）良いのではないか。 

B:合併により清掃活動が活発化した、というのはどういう理由か。また、成行き値が

H23 年度以降下がるというのも理解しがたい。 

C:H17～H21 年度までの実績は年々減少しているように見えるが、ここ 10 年来 100 件

程度で推移しているとのことである。成行き値として、H17～H21 の平均を用いてい

るため、目標値としても平均化すべきではないか、ということで、目標値は期間中の

平均を 110 件とする、こととした。 

D:H17 年度から H18 年度にかけて急減しているが、市によると要因は不明で、年によ

りある程度の変動があるもの、とのこと。それにもかかわらず、毎年１件ずつ減少さ

せる目標設定は過少ではないか、それならむしろ現状維持とした方が良い。 

○「25 自然環境の保全」について 

C:当該指標は、５項目のうち基準を達成しているものの割合であり、指標名を「環境

調査（大気）の基準達成率」に、H17～H21 年度の実績値を 80％（５項目のうち４項

目が基準達成）に修正。なお、この５項目のうちの１項目（光化学オキシダント）に

ついては、当市だけでなくどこの自治体においても達成が困難なものであるとのこと

であるため、目標値を 80％とするのも了解。 

○「26 ごみの減量化と適切な処理」について 

・基本方針の「藤枝市の水準より低い･･･」という表現がわかりづらく、「藤枝市の水

準よりもごみの量が多い」という言葉の方が良い。 

B:目標設定の根拠の「毎年 0.5％ずつ削減する」という表現がわかりづらく「毎年

0.5％ずつ再資源化を推進する」という表現の方が良い。 

C:H21 年度は、監視員を設置したことにより、これまで発見されなかった不法投棄が

発見されたため件数が増えており、H22、23 年度も設置するため同様に件数が増える

見込みとのことである。H24 年度以降の目標値として、監視員の設置以前と同水準で

良いのか（監視員を設置した成果はないのか）。 

○「27 省エネ生活の推進」について 

・A、Bの指標だけでなく、CO2 発生量など具体的な数値を入れた方が成果の把握がで

きるのではないか。 

○全体質疑 

・「26 ごみの減量化と適切な処理」の「１人１日当りのごみの排出量」の目標設定が

甘いのではないか。国も県もごみを減量しようとやっているため、焼津市としてもも

っと高い水準（もっと削減量を減らす）の目標設定とし、それに対する取組みをして

いただきたい。 

⇒ごみの排出量は景気にも左右され、景気が悪化したために減少してきた。今後の景

気がどうなるのか、わからないところもあり、高い水準の目標設定は困難。 
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＜①福祉保健医療班＞ 

・資料１の重点施策の選定の際にとりまとめた施策の関連図は、福祉保健医療分野に

限らず全体的にできが良くないため、あくまで重点施策選定過程のひとつの材料であ

るとして、これを外に出さないようにしていただきたい。 

○「１健康づくりの推進」について 

B:H19 年度までは基本健診、H20 年度以降は特定検診の結果のため、H20 以降に急激

に数値が上がっている。 

○「２医療体制の充実」について 

・基本方針について、 

●病診連携、病病連携によって、各病院が得意分野での機能を分担をすることによ

り、医療体制の充実を図る。 

●市立病院については、 

①不足する診療科目の医師を確保し、総合病院としての機能を回復させる。それに

より、患者数を増やし、経営改善につなげる。 

②一般会計からの繰入を法定基準内にする。 

③施設の老朽化については、診療所や近隣総合病院との役割分担を考慮しながら病

院の再整備方針を策定する。 

というように修正する。ちなみに、一般会計からの繰入について、H21 年度におい

て法定基準では約 15 億円であるが、実際は約 22 億円が繰入れられている。 

A:H20 年度の数字しか出ていないが、それまでは国保の中に後期高齢者が含まれてい

たためここに掲げてないとのこと。ちなみに H17 は 82.5％、H18 は 81.8％、H19 は

81.6％となる。 

○「３自立支援体制の充実」について 

・この施策は主に生活困窮者、障害者、高齢者に対するものに分かれるが、指標とし

てはアンケートによるものが多く、なかなか難しいところである。 

○「４子育て支援の充実」について 

・基本方針について、「親子が交流できる体制」を「親子同士が交流できる体制」に

修正し、「保健指導体制の充実」の後に「、さらに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。」を追加する。 

A:H20で８．３と大幅に下がっているが、これは全県的にも同様の傾向を示している。

原因は不明であるが、特異の数字として考慮する。なお、人口ピラミッドのうち 25

～35 歳の女性の出産適齢期人口は H26 年度までにも減っていく見込みで、出生率を

維持するという目標は達成が難しいのではないか、という意見もあったが、国の子ど

も手当による影響がどれほどあるかはわからない中で、単に福祉保健分野の支援にと

どまらず住環境整備など、かなり本腰を入れて取り組まないと達成は難しいと思われ

るが、重点施策であるので高い目標を掲げて取り組んでいきましょう、ということに

なった。 

○「５地域で支え合う福祉の推進」について 

A:意識調査は、声かけ等を行っているかを聞いており、必ずしも意図するものが把握

できていない可能性もあるが、このままとする。高齢化が進み、支える人より支えら

れる人が増え、現状維持も難しいかもしれないが頑張ろうということとなった。 
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B:未加入の団体を増やそう。 

C:H22 年度から数字をとっていき、これからやっていく。 

 

＜④産業経済班＞ 

・班の意見として、各施策の目標値等の数値については了。以下、意見や質問等。 

○「19 活気ある水産業の振興」について 

A:年間水揚量が減少傾向にあることから、成行き値としても下がっていくのではない

か、との意見に対し、市としては、過去の実績より現在が最低値であり、このまま推

移すると考えている、とのこと。 

・水揚量が厳しくなっていく中で、つくり育てる漁業、栽培漁業への取組みを進める

べきで、これに深層水を利用すると良い。 

・水揚量と水産加工品製造品出荷額は相関関係にあると思われるが、魚価相場にも左

右される要素も考えられるので難しい。 

○「20 農地、水、環境を活かした農林業の振興」について 

・配布資料には数値が空欄となっているところがあるため、後日皆さんに数値を入れ

た資料を配布するとのこと。 

B:水稲生産額は 10 億円と低いが、水田地帯であり生産額維持は重要であり、H26 年

度の成行き値、目標値ともに 10 億円とする。 

C:成行き値４億、目標値を６．５億円としているが、H24 年にできる新しい直売所の

売上を点検しながら修正したい、とのこと。 

E:新しい専業農家を２戸以上増やす目標で、ハードルは高い目標である。 

・山を利用した新しい農業を開拓すれば農家を増やせるのではないか。 

○「21 にぎわいのある商工業の振興」について 

E:貨物量が大きく減少しているがその原因は、砂利業者の撤退によるものであり、今

後は木材などが増える見込み、とのこと。 

・市営港のポートセールを図るべき。 

・市営港の経営状況はどうか。 

・港湾と漁港の連携を図るべき。 

○「22 人が訪れ、消費が拡大する観光の振興」について 

・冬季対策による観光客の増加を図るべき。 

・観光交流客数は、さかなセンターによるところが大きく、考える必要がある。 

・旅行形態の「日帰り化」が進んでいる。 

・旅行の多様化に対応するため、体験型観光に取組むべき。 

・港や船など既存の資源の利用を考えた観光に取組むべき。 

○「23 雇用の確保と勤労者の支援」について 

・産業振興の結果が数値に反映されるものである。 

 

＜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 

・基本方針について、相談体制についての広報を充実させるとあるが、現状では、相

談体制については市民に寄り添うという点ではベストではないが、ほぼ整っていると
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思われるため、それをもっと市民に周知していかなければならない。「相談体制の充

実を図り、市民への周知を図る。」に変えるか、施策の現状と課題において、相談に

ついては全く触れていないのでなくてもいいのではないか。 

B: 目標値の設定の根拠として、分からないと回答した人を基準にするより、そう思

わない人をそう思うに持ってくるのが自然である。数値としては良い。 

⇒「そう思わない人の割合 12.9％の 4 分の 1 の 3％を向上させるとして 55％を目指

す」とする。 

○「29 情報共有化の推進」について 

・A、B の指標の目標値として、両方とも、最も高い地区や年代で設定しているが、

そこまでは最低でも持っていけるのではないか。Aについては、市民参画を促すため

にももっと情報提供を図るべきで60％にしたい。Bについても同様に30％にしたい。 

⇒目標値（26 年度）を A:60％、B:30％とする。 

○「30 市民参画と協働の推進」について 

・市民と事業を一緒にやっていくことでまちづくりへの参加者数が増えていくと思う。 

⇒協働事業数を倍増させて、まちづくり参加者数を増やす。 

・基本方針が他の施策に比べて具体的すぎるのではないか。施策の課題の３点を修正

し基本方針とすれば、他の施策とレベルがあっていいのではないか。 

○「31 市民満足度の高い行政運営」について 

A:最低でも 45％には持っていけるので、目標値を 60％としてはどうか。 

⇒作業部会でも同じような意見が出たところで、Aの目標値を 60％とする。 

B: 現状値は把握できていない。庁内全てのものを対象とし把握するのは、内容の統

一が図りきれない等により困難であるため、広報広聴課の意見箱・メールから苦情を

拾い出していく、とのこと。 

○「32 健全な財政運営」について 

・今のところ、焼津市は健全であるが、今後どうなるかわからない、とのこと。但し、

指標については、現在策定中の総合計画の内容を反映したものではない、とのこと。 

・財政が健全だと市民に危機感もなく市民協働が進まないのではないか懸念される。 

○全体を通しての意見 

・目標設定の仕方として、まず H30 の目標値を設定し、その途中としての H26 の目標

値が出てきたり、いきなり H26 の目標を設定したり、施策によってばらばらである。

統一すべき。 

 

＜全体を通しての質疑＞ 

・数値に作業部会と大きく違っているところがあったが、そこはどうしていくのか。 

⇒作業部会で調整し、策定委員会で決定する。結果は次回市民会議で報告する。 

⇒（JMAC による補足）作業部会と市民会議の意見が異なるところはもっとたくさん

でるのではないかと想定していたが、思ったより多くはなかった。まず、この場に施

策主管課長に出席いただいているので、市民会議での意見の背景等については了解い

ただいている状況にあり、月曜以降に作業部会内で調整していただく。調整し、作業

部会案を修正する、もしくは意見としては伺うが修正しない、といったこと等を含め

策定委員会にかけ、市としての案を決定する。それを市民会議に報告する流れとなる。 
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それでも調整がつかない、となれば＋αで調整の機会を設けることとなる。 

予定では次回が最後の市民会議となるため、調整結果の報告とともに、これまでご

検討いただいた結晶として、基本計画書の形としてお示ししたい、と事務局と話して

いるところ。 

 

 その他（事務局からの連絡） 

・次回が最後の開催となる予定。 

 

第 14 回市民会議の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14 回市民会議 

班別検討 

 

 

 

第 14 回市民会議 

検討結果の発表 

 

 

 


