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あり方検討の背景

1

地方自治法改正（平成23年８月） 「総合計画」の策定義務廃止

自主性

あり方

独自性

基本構想の策定

基本構想を実現するための計画策定

基本構想の議会の議決

・焼津市自治基本条例（平成26年10月）

「総合計画」の策定義務化

焼津らしさ・焼津の
特色を出した計画
にするためには？

①基本構想のあり方
②基本構想を実現するための計画体系のあり方
③計画期間のあり方
④市民協働を実効性あるものにするための
総合計画のあり方

あり方検討における4つの視点

第５次総合計画後期基本計画審議会からの答申（平成25年11月） 「あり方検討」

済



基本構想

・理念
・将来都市像
・政策
・土地利用

目的

手段

目的

手段

自治法
策定・議決

基本計画

実施計画

「第５次総合計画の全体構図イメージ」

32施策

３層構成(現行計画）

政策・施策・戦略
プラン・事業など
○・・・・・・・・・・・・
○・・・・・・・・・・・・
○・・・・・・・・・・・・

・雇用
・少子化
・若者
・移住・定住
・地域連携

地方創生総合戦略

首長マニフェスト

創る未来推進
プラン

個別計画

・地域経営型（公共計画）※市民参加

・基本構想と基本計画・実施計画の連動性
（目的・手段、対象・意図の関係）
・マネジメント型（PDCA）

第５次総合計画の特色

Ｈ23.8改正で廃止
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①基本構想のあり方

•基本構想は、「中長期のもの」として考えるべきか、首長任期や首長マニフェストを尊重し、「柔軟性を
持った」ものとして考えるべきか。「中長期のもの」として考えた場合は、基本理念や将来像として、「尊
重」すべきことは何か。
•まちづくりの指針となる総合計画の基本構想は、「普遍的なもの」として示すべきか、「具体的なもの（焼
津らしさ）」として示すべきか。
•現在の基本構想で示す「基本理念」「将来都市像」「将来人口の目標」「施策の大綱」「土地利用の構
想」を全て定めるべきか。

・基本構想は、自治基本条例において「策定することが義務化」されている。ただし、定める具体
的項目は示されていない。

・一般的に、基本構想は、施策や事業を展開する上での「基本理念」や市のめざす「将来像と将来
の目標」を明らかにし、これらを実現するための「基本的な施策の大綱（政策）」を示すもの。

基本認識

論点整理

・市民からは、基本構想(将来像）が「普遍的、抽象的」で、焼津市がどういうまちを目指すのか、「具体性が
ない」という意見がある。
・また、基本構想は、中長期ビジョンとして、「首長が代わるごとに変更されるものではない」との意見もある。
・目まぐるしく変化する社会情勢や市民ニーズを踏まえ、「将来像として目指す姿を示す意義」はあるか。
・今後、地方創生総合戦略（人口ビジョン）の改訂を考えた時に、基本構想との関連をどう整理するか。

課題
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第５次焼津市総合計画基本構想

4

第１章 まちづくりの基本目標
第１節 まちづくりの基本理念

将来都市像

第２節 将来人口の目標

第２章 施策の大綱

第３章 土地利用の構想

第１節 土地利用の基本方針

第２節 ゾーン別の土地利用
の基本方向

地域資源や特性を「いかす」まちづくり みんなに、地球に「やさしい」まちづくり

市民の力を「はぐくむ」まちづくり 人と未来に「つなげる」まちづくり

人がキラリ 海がキラリ まちをキラリ
～活力と自然の恵みに満ちたまち 焼津～

１４３，０００人

みんなが安心して暮らせるまちづくり

安全で快適なまちづくり

豊かな心を育てるまちづくり

活力ある産業とにぎわいのあるまちづくり

人と自然が調和するまちづくり

市民と行政がともに創るまちづくり

・国土利用計画
・都市計画マスタープラン
・農業振興地域整備計画
・森林計画
・港湾計画
・緑の基本計画

・焼津未来創生総合戦略
（人口ビジョン）

・自治基本条例

・首長マニフェスト

次期構想に盛り込む項目の整合



②基本構想を実現するための計画体系のあり方

• この計画レベルが、「焼津らしさ、焼津の特色ある計画の部分」であると考えた場合は、どのような
体系が考えられるか。

• 「首長マニフェストや地方創生総合戦略の位置づけ」は、どう考えるべきか。

・自治基本条例において「基本構想を具現化するための計画を策定」することが義務化されている。

・この計画階層は、「施策や事務事業を計画的に実施するための基本となる計画」になるものであ
り、市として実施すべき「基本的な施策が網羅」されている。
・また、議会の議決事項ではないため、「柔軟性がある計画」にできる。

・首長立候補者は、選挙に向けて市政運営の指針とするマニフェストを示す。マニフェストは、民
意・信託を受けており、総合計画に反映させるもの。

基本認識

論点整理

・首長マニフェストの特色（戦略）が、総合計画の体系に示されていない。

・現市長マニフェストについては、総合計画に盛り込まれているが、具体的な取組の進ちょくが把握しずらいこ
とから、別プランを策定し、進ちょく状況の「見える化」を図っている。（２重構造になっている。）

課題

5



首長マニフェストの反映

市長マニフェスト 後期基本計画・推進プラン

6



③計画期間のあり方

• 次期総合計画は、１年前倒しして策定すべきか。（第５次総合計画を29年度で終了させる。）

• 基本構想及び基本計画の計画期間については、何年間とすべきか。（※基本構想や基本構想を
具現化するための計画のあり方との整合）

・地方自治法改正前の考え方として、基本構想は「おおむね10年間」、基本計画は「5年間程度」
実施計画は「3年間程度」となっていた。

・第５次焼津市総合計画の計画期間については、基本構想は「８年間」、基本計画は「４年間」、実
施計画は「３年間」

・策定期間については、基本構想からの策定までで、おおむね２年間。基本計画のみの策定では、
おおむね１年間。（※第５次総合計画の実績）

基本認識

論点整理

・総合計画の策定時期が、首長選挙の時期と異なっており、計画期間も首長の任期とは連動していない。
・計画期間と首長任期のサイクルを合わせるには、次期総合計画を１年前倒しして策定する必要がある。

課題
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総合計画と首長任期の関係

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

第5次総合計画基本構想

後期基本計画

調整

首長任期

次期総合計画基本構想（8年間）

前期基本計画(4年間） 後期基本計画(4年間）

（現行のまま）

１年８ヶ月

※現行のままのサイクルであると、総
合計画の期間と首長任期と合わない。

タイプ１
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総合計画と首長任期の関係

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

第5次総合計画基本構想

後期基本計画

調整

首長任期

次期総合計画基本構想（8年間）

前期基本計画(4年間）

後期基本計画(4年間）

次期総合計画を１年前倒し（基本構想８年、基本計画４年）とした場合

調整

首長任期

前計画つなぎ期間

次期総合計画は、１年
前出しして策定

※次期総合計画を１年前倒しして策定するこ
とで、今後の総合計画は、首長任期後に調
整期間を設けて、見直しすることが可能。

タイプ２
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総合計画と首長任期の関係

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

第5次総合計画基本構想

後期基本計画

次期総合計画を１年前倒し（基本構想10年、基本計画5年）とした場合

調整
次期総合計画基本構想（10年間）

前期基本計画(5年間）

後期基本計画(5年間）調整

前計画つなぎ期間

後期基本計画は、１年
前出しして策定

首長任期 首長任期

※基本計画は、首長任期ごとに１年前出しし
て策定することになり、総合計画と首長任期
のサイクルが合わない。

タイプ３
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総合計画と首長任期の関係

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

第5次総合計画基本構想

後期基本計画

調整

首長任期

次期総合計画基本構想（期間を設けない）

前期基本計画(4年間）

後期基本計画(4年間）

次期総合計画を１年前倒し（基本構想期間なし、基本計画４年）とした場合

調整

首長任期

前計画つなぎ期間

次期総合計画は、１年
前出しして策定

※基本構想は、期間拘束されることはなく、
首長任期において、見直すことは可能。

タイプ４
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④市民協働を実効性あるものにするための総合計画のあり方

• 実効性ある市民と行政の協働のまちづくりを進めるための総合計画は、どうあるべきか。

・第５次総合計画には、「市民」と「行政」の役割が示されている。
・自治基本条例において、市民参加と協働の理念が規定されている。

基本認識

論点整理

・総合計画は、行政だけが当事者であるように見えている傾向がある。

・現行計画では、市民協働を理念として、「市民と行政の役割」が書かれているが、現実として、市民が果たし
ている役割については、協働型の水準に達していないと考える。

・総合計画の施策や事務事業において、誰が当事者なのか明確になっていない。関係者の負担や労務等の
行動が明確になっていない。

課題
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