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第２回 次期焼津市総合計画あり方検討会議録 

 

日 時：平成 28 年１月 25 日（月）15：30～17：15 

場 所：市役所会議室棟 203 号室 

出席者：【委員】 

日詰委員、岩崎委員、川口委員、山田委員、原口委員、大石委員、河村委員、 

伊藤委員、辻委員、青野委員 

【事務局】 

杉本未来創造部長、飯塚政策企画課長、藤野行政経営担当係長、岡本主査 

 

１ 議題 

（１） 次期総合計画のあり方について 

ア 第１回あり方検討会議の意見と計画構成（案）について 

会長：前回は基本構想のところで非常に多角的なご意見いただき、それが今日お配りいた

だいた検討会議の資料に作り込まれている。 

   今日は、総合計画の体系的なところまで話を進めていくことができればと思ってい

る。 

   最初に第 1回あり方検討会議の意見と計画構成（案）について事務局から説明願い

たい。 

事務局：配布資料に基づき説明 

会長：資料１・２ページが、前回の委員の皆様のご意見を集約していただいたものとな

る。まずは、この部分をご確認いただきたい。そして次期総合計画の全体構図は４

ページのようなイメージで良いか、更に基本構想は５ページのようなイメージで良

いか。特に４ページ５ページのところで何か補足的なこと、或はちょっと違うので

はないかというようなご意見があれば伺いたい。 

   では、まず１・２ページのところで補足的なご意見等を伺いたい。 

委員：発言なし。 

会長：では、４・５ページ、特に４ページのイメージ図についてご意見をいただきたい。 

委員：４ページのイメージ図について、一般的に山を描く時は、一番下が土台になる。こ

のイメージ図では、実施計画が一番下の土台の位置に描かれているため、直感的に

はわかりにくい図になってしまっている。全体構図を山の形で表すのが良いかどう

かを考える必要がある。 

５ページのイメージ図では、基本理念が土台として一番下に描かれているので、土

台が下にくる方が伝わりやすいと思う。福岡市の資料１ページを見ると、総合計画

の体系は、山型ではなくて基本構想が上にあり、矢印で下に行くほど具体的になる

と示されているので、シンプルで解り易い。表現の仕方という部分で気になった。 
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会長：総合計画の体系の表現の仕方については、例えば福岡市の１ページ目のところに体

系図は一番上に基本構想があって、それから下に行くほど具体化していくと表現さ

れている。 

委員：４ページだと、土台が１番頂上にあり、５ページの図だと土台が 1番下に表されて

いる。人が直感的に山の形を見ると、下の部分が土台となり、上の方に行くほど具

体的になるわけで、表現の仕方に工夫が必要かと思われる。 

会長：一般的には総合計画の体系図というのはこのように示されることが多い。 

委員：４ページの総合計画のイメージにおいては、書き込みの量が、上の方が少なくて、

下の方に行くほど増えていくので、このような山型で表現されていると思う。 

５ページについても、基本理念が一番上だと思う。民間経営でも企業理念が一番上

にあって、それをどのように具体化していくかという流れになるので、上から下へ

という流れであれば、本当は、将来像である基本理念が上にある。そうすると４・

５ページで整合性がとれると思う。 

委員：一般的に山の頂上に土台がくるというものなのか。 

委員：たぶん、下に行くほどたくさんの項目になるため、書き込みの量でこのように表さ

れていると思う。 

会長：地方自治の教科書では、だいたいこのような形となる。でも一番大切なのは、市に

とってわかりやすい表現をすること。 

委員：福岡市の体系が、シンプルでわかりやすい。このような表現の方が市民にとっても

良いと思う。 

会長：事務局の方からコメントがあるか。 

事務局：この三角形は、委員からご意見があったとおり、事業のボリュームと言うか、施

策のボリュームと言うか、それらの関係を三角形で示している。補足として、４ペ

ージの基本計画の部分に、行財政運営推進のため、行革、情報、協働、財政、市の

運営に関わる部分を土台として示しているが、本来であればこの土台の項目は、実

施計画よりも更に下に位置づけ、行政経営の基礎として示そうとも考えたが、この

項目は、基本計画や施策で示している関係もあり、基本計画の中に土台として示し

ている。 

   全体構図を示すにあたり、土台という考え方でこのような三角形を用いたわけでは

なかったので、表現の仕方として、三角形がいいのか、それとも福岡市のようなイ

メージが良いのかは、事務局の方で検討させていただきたい。 

   そして、５ページのイメージ図は、委員からのご指摘のとおり、今の第５次焼津市

総合計画では、基本理念が上にあり、その下に将来都市像がある関係として考えて

いる。今回これをひっくり返したという事ではなくて、どのように示せばイメージ

しやすいのかを考えた時に、将来都市像には、市民の皆さんが安定した生活が設計

できるような普遍的な部分と、それから焼津の独自性を掲げ、これを実現していく
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ための基本的なまちづくりの考え方として、例えば協働であったり、焼津の地域資

源を活かしたり、みんな仲良く支え合うということが基本構想の土台になると見つ

めなおした時に、このようなイメージの方が解り易いと考え、お示しをさせていた

だいた。しかしながら、今回のご指摘を踏まえ、基本構想のイメージについて、も

う一度事務局の方でも検討したい。 

会長：イメージ図につきましては、検討余地があるということ了解していただきたい。 

   他の観点からご意見を伺いたい。 

委員：前回の検討会の意見のまとめにも、自治基本条例と市民憲章との整合性をとるべき

とある。自治基本条例のパンフレットを見ると、目指すまちの姿というのに「みん

ながいつまでも住み続けたいまち」というのが一番に位置付けられている。その下

に「未来を担う子どもたちが健やかに成長できるまち」「誰もが安心して幸せにく

らし続けることができるまち」「市民に愛されるまち」というのが位置付けられた

形で自治基本条例はまとめられている。 

自治基本条例と総合計画の基本構想との整合性をとるとなれば、例えば、自治基本

条例に載っている「みんながいつまでも住み続けたいまち」という部分を、基本構

想の頭の方に持ってきて、同じものを共有するイメージでよろしいか。私はそれで

良いと思っている。確か前回の議論で、あっちにも基本理念があって、こっちにも

別の基本理念があってというのはおかしいという意見があったと思う。複数の計画

にも理念が統一されていることがすごく大事だと思う。 

会長：その点事務局の方ではそういうイメージで良いか。皆さんの前回のご意見にもその

ようなご指摘があったと思う。この自治基本条例では、目指すまちの姿というもの

が示されているが、この扱いについて市のコンセンサスができているのか。 

事務局：自治基本条例の理念と、総合計画の体系、具体的に言えば基本構想の部分と整合

をとるべきということは、まだ庁内としての調整はできていない。そのため、そこ

の部分を今回の検討会議のご意見としていただければ、それを踏まえて庁内で調整

していくことになると思う。 

会長：一つの大きな方向性として「理念」というものがある。その理念というのは、実は

自治基本条例の中で掲げられている地域の方向性から出ている。加えてここで言っ

ているのはもう一つ「焼津の独自性」といった都市像と、どうやってリンクさせる

かということ。 

委員：５ページの図の三角形の中には、焼津市の安定性・持続可能性、市民生活の安定と

いう上の丸と、焼津市の独自性という下の丸と２つの柱がある。これは福岡市の例

で言うと上の丸が「生活の質」、下の丸が「都市の成長」の大きな柱が２本あり、

一つは市民に対してどのような生活の質が良いのか、もう一つは都市の成長とし

て、例えば産業の方向性としてどのような形が良いのか、という大きな二つのカテ

ゴリーがあって、それぞれにある程度ビジョンとして答えを出していくという構造
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だと考える。 

委員：上下になっているからわかりにくいので、ここには並列で表記すべき。福岡市は横

に並んでいるので、福岡市は方向性として都市の方向性と市民の方向性を出します

と、面と点の方向性を並べているので解り易い。上下にするからわかりにくく、体

系がうまくできていない感じがする。 

会長：三角形にしてしまうと、スペースの関係でこのような形にならざるを得なかったと

思うが、目指すべきところは両者が網羅されている都市像を作っていくこと。 

委員：私は、自治基本条例を作るのに関わって、自治基本条例は、どうやって自治を運営

していくかという原則が書かれているものと思っている。確かに、その冒頭のとこ

ろに目指すべきまちの姿や焼津市の将来像が書かれているが、それ以外は、これか

らどうやって自治を運営していくのかということが書かれている。５ページのイメ

ージ図で、基本理念に自治基本条例が入っているのを見て、基本理念というのは自

治のやり方、こういう考えで自治をやっていきましょうということが示されている

というイメージで捉えた。自治基本条例の理念である協働でやりましょう、議会・

市民・行政の三者の話し合いで解決していきましょう、そういう原則的な部分がこ

れからの焼津市には必要だということが、総合計画の基本理念だと示されるものだ

と。将来都市像は、どちらかというと自治基本条例というより総合計画の方で練り

上げていくもので、目指すまちの姿というのは、総合計画の中で共有すべきものだ

と思う。そこを共有したからといって自治基本条例との整合が取れたというような

イメージを私は持ってない。 

会長：確かに自治基本条例はそういう性格のもので、市政のやり方、進め方を統一するこ

とによって将来向かうべき方向性に向かっていけるような、そういうツールであ

る。一番は５ページの将来都市像のところにあるクオリティ、「市民生活の質の向

上」と「都市の成長」の両者がうまくリンクした都市像が一番いい形であって、そ

れを実現するために、進め方として自治基本条例に基づいた取組が大事なのではな

いか。そういったことからすると、自治基本条例が掲げている目指すまちの姿が、

実は総合計画の５ページにあるものと直結するかというと、ちょっとそこは無理が

あるのではないかと。 

委員：順序としては、総合計画の基本構想があった中で、自治基本条例の目指すまちの姿

というものが自然だと思うが、今回は、順序が逆になっているので難しい。 

委員：私もそういう感じではないかと確認させていただいた。自治基本条例の条文を見る

と冒頭文で「未来を担う子どもたちが健やかに成長し、安心して幸せに暮らし続け

ることができる、市民に愛される焼津市」と触れていて、そこを抜き出してパンフ

レットに書かれていると思う。そのため、これを「みんながいつまでも住み続けた

いまち」を基本構想の頭にする、自治基本条例の冒頭文を基本構想の頭にするので

あれば、もうワンクッション手続きが必要だと思う。その手続きをしないと、今委
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員が言われたように、自治基本条例は、そういうつもりで作ったのではないという

ことになるかもしれない。そういう手続きを踏んで、最終的に両方で同じコンセプ

トを使う事ができれば一番良いと思う。 

会長：今委員が言われたことも考えていきたい。 

   全体的な構造のイメージというか、表現の仕方、例えば基本構想、基本計画、実施

計画という構造が良いかご意見を伺いたい。 

   前回の皆さんのご意見により、特に首長のマニフェストが基本計画の中に入ってき

て、４年間という任期の中で対応していくということになるので、首長が代われば

その部分が変わっていくという構造となっている。 

委員：発言なし。 

会長：それでは、次回に向けて事務局の方で表現方法を工夫していただくということでお

願いしたい。 

 

 イ 基本構想及び基本計画の計画期間について 

会長：６・７ページの資料について、事務局からの説明を聞いていただいたうえで議論し

ていきたい。 

事務局：少し前に戻ってしまうが、福岡市の総合計画の PR動画を見ていただければ、福

岡市が示している基本構想の将来都市像のイメージがわかると思うので、皆さんに

ご覧いただきたい。 

   動画再生 

福岡市の総合計画の基本構想の部分に、将来像が全部で５つある。大きく言うと

「住みたい・行きたい・働きたい」という将来像、更にはもう少し福岡市らしさと

いうものを示した４つの将来都市像という事でまとまっている。福岡市の基本構想

は表紙があって、その次に「目的」と「将来都市像」というページだけ、枚数で言

うと２枚に基本構想をまとめている。 

会長：福岡市の例で言えば、皆様のお手元にある福岡市の基本構想・基本計画概要版とい

う資料の１ページ目を見ていただくと、総合計画の体系として、福岡市の基本構想

については目標年次はない、それから２つ目の基本計画については 10年間という

期間が設けられていて、実施計画については４年という形になっている。焼津市の

場合は、目標年次、いわゆる計画期間をどれくらいに設定したら良いかのご意見を

いただきたい。 

事務局：６・７ページは、２つ目の議題の参考資料としてお示しさせていただいた。 

６ページはタイプ１として、今の第５次焼津市総合計画と同じように平成 23年度

から平成 30年度までの８年間という目標年度を設定したものとお考え頂きたい。

このタイプは、基本構想から実施計画まで一体的な形となるので、基本的には８年

後に一体的に作り替えるイメージであり、一体型というか従来型とお考えいただき
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たい。 

７ページ目のタイプ２は、基本構想のあり方として、この部分に、将来都市像や理

念だけを示した場合をイメージしたもので、目標年度を設定せず、その位置づけと

しては、タイプ１よりも少し高い次元の位置づけとして考え、基本構想を少し浮か

せた形で示したもの。ただし、当然基本計画には、基本構想の実現のための施策・

戦略が示されていくので、基本構想を浮かせたからと言って全く基本計画との連動

性、連携性、整合性がなくなるわけではない。そういう意味では、基本構想はどう

しても大枠として示していく形になるので、結局何にでも当てはまるような表現に

なっていくと思われる。このため、前回の検討会でも、皆さんからご意見をいただ

いたように、この部分は作り方と中身次第で、どのような言い回しで上手に示すか

が大事と考えている。参考までに、福岡市の基本構想は、市の内外１万人の皆さん

にワールドカフェ的に集まっていただいた中でご意見をいただいた。参加者から出

た多くの意見を集約していくと、いくつかのキーワードが浮かんでくるので、それ

を結んだ結果、この４つの将来像ができあがったとのこと。できあがったものを見

ると、何にでもうまくあてはまるものになったが、最終的には解り易さと見せ方と

いうのが非常に大事になるのではないかと考えている。 

会長：福岡市においても、基本構想を作るのに相当大変な作業をしていたという事がわか

る。100万人を超える都市であるので１万人くらいの人の意見を抽出したと思う

が、焼津においては、どういうようなパターンが良いのか。計画期間を設定する時

にタイプ１のような従来型で、丸ごと全部を８年なら８年という単位でどんどん変

えていくのか、そうではなくてタイプ２のように基本構想はとりあえず基本計画や

実施計画とは別で切り離して考えていくという考え方が示されている。これまでの

議論からすると、基本構想にあたる部分は、目標年次をどう考えればいいのかとい

うこととは別問題であるが、基本計画や実施計画とは違う目標年次、計画期間の長

さで考えた方が良いというご意見が多かったと思われる。そのあたりで皆さんから

のご意見をいただきたい。 

委員：基本構想というのはあるべき姿・理想の姿なので、何年という話ではない。それを

実現するための計画を長期・中期とやるので、計画は年で終わるが、構想は、ある

べき姿・理想の姿で、それに常に向かうというベクトルを示しているので、構想を

何年と設定するのはおかしい。福岡市も目標年次無しとしているように、地域のあ

るべき姿を共有して、それを実現するための計画として基本計画を何年、実施計画

を何年、とだんだん短く設定していくものと思う。 

委員：構想については変わるべきものではない。ここは前回の意見に集約されている。 

会長：一回目の時にお話ししたかもしれないが、60年代に自治省が作ったモデルが実はこ

ういう形になっていて、それを自治体が 30年も 40年も踏襲してきたところである

が、地方自治法が改正されて基本構想を作らなくても良くなったが故に、今各自治
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体がどのような形で作り込みをすれば良いのかを考えているところ。基本構想とい

う受け止め方を委員が言われたように目標年次を設ける必要はない、或は前回の検

討会議の中で委員の皆様の多くの意見がそういうことであるとすれば、一応この部

分は目標年次を設けなくても良いという形で意見を集約することができる。ただ、

やっぱり目標年次を設けた方が良いというお考えの方がいれば、ご意見をいただき

たい。 

委員：考え方としては、全然反対しない。構想というものは、そういうものではなかった

のかもしれないが、今までの基本構想は仮に 10年で変わるということを想定した

中で長年作り続けられている。という事は、今までの基本構想というのは、期限付

のことをある程度視野に入れて、それを前提に変更してきた経緯があるので、今普

遍的で誰もが納得できる構想を作ろうとしているのだから、福岡市が１万人と聞い

て驚いたけれども、これを位置付ける構想となれば、相当腰を据えてやらないとい

けないのではないか。構想の考え方には全然反対はしていないし、むしろその通り

だと思うが、実際にどのように実現していくのかが課題として浮かび上がってく

る。本当にどうやったらできるのかと考えると、期限を設けない事の怖さを感じる

ところ。今までの構想と名前は同じでも考え方が違うという所は、きちんと整理し

て認識しておく必要がある。 

委員：今ある構想が現状にそぐわないなら変更する必要がある。もし現状にも合ってい

て、これからもやろうとしていることにも合っているという場合でも、少しコメン

トが欲しい気がする。何を伝えたいのかよくわからないし、ぼやっとしていて受け

取り方でそれぞれ違うような感じになる。でも言わんとしていることは何となくわ

かる、だから首長の考え方も含めて、ここはこういうことを目指すのだというコメ

ントがあれば、もっと生きてくる気がする。構想を、改めて市民からアンケートを

とって作り直すとなれば、それだけで数年かかると思う。だから、基本計画とか実

施計画のレベルを詰めていって、それでまた構想にフィードバックするという方法

もあるのではないか。 

委員：仕事柄、設計とか施工の人間からすると、構想は、どこの場所に家を建てるかとい

う受け取り方をしている。例えばお客さんから仕事を頼みたいと言われた時に、ど

こに家を建てるか土地はまだ決まってないが図面はとりあえず描いて欲しいと、希

望はいろいろしっかりしているが、肝心要の土地は決まってない。それなのに、そ

れをおきざりにして基本設計しろと。ようやく土地が決まりましたという時に、全

然その図面に合う敷地ではない。最初から土地がはっきりしていれば、それに応じ

て基本設計ができて、快適な状況ができたのに、肝心な基本構想をおろそかにした

結果、基本計画や実施計画が手戻り、もしくはあまり良いものではなくなってしま

うということになりかねない。失礼な言い方をすれば、基本構想に対して、われわ

れ焼津市民全体が、どこまで重要性を認識していたのかということを、改めて見直
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さなければならないし、委員が言われたとおり、まずこの部分っていうのは下にあ

る部分で地盤だと思う。それに対してどういうものを乗っけていくかという話なの

に、それが一番てっぺんにあるっていうのは、たかがイメージかもしれないが、そ

れが教科書だとしても、今の時代にそぐわないのであれば、時代に沿った考え方の

ピラミッドにしていくべき。私は委員が言われたとおり、普遍的な構想を作ろうと

いう事になれば、大事にしていこうというものが思いつくかどうか、相当大変だと

思う。ただ、やらなければならないのであれば、やらなければならないと思うし、

そういう意見をどうやって集めて良い基本構想にしていくのかという手法を、この

あり方検討会で提示できれば、それが自ずとして将来すばらしい基本構想にできる

原動力になると思うので、基本構想に対する市民全体の考え方を少し切り替える必

要があると思う。 

会長：この検討会議での議論のスタートラインは、従来の基本構想とは違うイメージで捉

えていく必要性があるという所からスタートしている。そういう意味では、これま

で 40年以上自治省が示したような形でやってきた総合計画の作り方とは違うもの

を目指すというところでは、一定の合意があるのではないかと思う。 

全体の構図的なイメージ図が、ピラミッド型ができているというのは、まさしく自

治省が作った古いタイプとも言える。ただ、自治省が作ったモデルで基本構想が一

番上にあるということは、その下にあるものは、全て基本構想の枠の中に納まらな

ければいけないという意味で作られたのではないかと思う。加えて、全体のボリュ

ームから、基本構想は短いフレーズで作られるので、その下にくる基本計画は膨ら

ませていくし、更に基本計画を実現するための実施計画となれば、更に広がりを見

せる必要があるという事で、こういう表を作って、60年代からこれまで扱われてき

た理由のひとつかと思う。今回、あり方そのものを転換していくという事であれ

ば、今言われているように、基本構想は土台という形で考えていただいてもいい

し、或は福岡市のように、矢印を用いて基本構想がだんだん具体化していくという

示し方も当然あり得るかと思う。 

計画期間の話になってきた時に、基本構想というのは目標年次を設けなくても良い

のではないかというご意見も多いと思うが、そのあたりのご意見を伺いたい。 

委員：こうあるべきだというものを本当に腰を据えて作るというのであれば、逆に言え

ば、あまりユラユラ揺れては困るものであり、必然的にそうなると思う。 

委員：牧之原市は、基本構想を首長マニフェストに合わせて８年にしている。基本計画は

前期４年、後期４年、実施計画は基本計画単位で毎年度更新しており、目標年次で

構想を変えてしまっている。でも、これを作るにあたり、牧之原市の人口４万８千

人から 1,500人の市民参加の中から市民意見を取り上げて、基本構想に落とし込み

をしている。この形をとるとすれば、８年間の総合計画も、その時の市民の想いと

いうものは、ものすごくつぎ込めると思った。牧之原市の総合計画は、ものすごい
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勢いで作ったという感じがあったので、その後に市民参加された方たちが、色々な

場所で「自分達の総合計画だ」と言う。こういうことを考えると、目標年次を定め

ることも一つ利点としてはあるかと、その時々の財政事情なども入れながら、想い

を構想にしている。ただ、私個人としては、あまりそこは変えなくても良いという

思いがあって、市の安定性や継続性など、どの首長も同じことを言う、福岡市の構

想もすごく曖昧というか、20年経ってもこれが当てはまるかもしれないし、変わっ

たとしてもそんなには大きくは変わらないと思う。構想を変えないとしても、策定

するときに一回ふんばる時が無ければいけないし、作るのはすごく大変だと思う。

ただ、焼津市には、今まであまりなかった協働とか市民参加の流れができてきた感

じがするので、これは良い機会で、今年度・来年度ふんばって焼津として基本構想

をいろいろな方に参加していただいて作るのも１案であると思う。 

会長：牧之原市も相当大変な勢いで作られたと思う。福岡市が１万人ということなので、

相当多くの方々の意見を踏まえた上で作り込みをしていく事は不可欠かと思う。あ

る面で焼津市が総合計画を検討する検討会議を持ったという事は、従来ないものを

作っていきたいという一つの意思表示なのではないかと思われる。 

委員：やっぱり作る過程が一番大切であって、期限があるかないかということは、また別

の問題だと思う。期限があっても市民があまり参加しないで作っても市民にあまり

親しみを持たれないし、まちづくりしているという想いは芽生えないと思う。一番

大切なことを考えた時に、やり方がやっぱり大事。期間があった方が良いかどうか

という問題において、計画体系は期間があってもなくてもそんなに大きく変わらな

いと思う。でも仮に突拍子もない市長というか 180度考え方が違う市長に変わった

場合に、基本構想も市長が代わった時に変えやすいものであった場合、全く違う基

本構想になってしまう可能性もある。それが私はすごく心配するところ。選挙で選

ばれた首長だからみんな従うべきという民主主義の考え方であるのはもちろんだ

が、あまりにも方向性が変わってしまう市政、例えば８年なら８年で変わってしま

う市政というのは、ちょっと怖いと思うので、基本構想自体はじっくりと安定した

ものという裏付けがあった方が私は良いと思う。だから私は期限が無い方が良いと

思う。 

会長：基本構想は、必ず作らなければならないと市の自治基本条例に謳われている。最終

的には議会の承認を経て基本構想を作っていくという形になる。市長が交代して基

本構想を変えたいという事になっても議会を通らなければ変えることができないよ

うになっている。この意味では、基本構想は政治的な意味を持ったものになるかも

しれない。 

委員：選挙で市長が、私は基本構想を絶対変えると、それを政治公約として当選したとし

ても、それは必ずしも変えられるものではないという事で良いか。 

会長：基本的に市長が議会に諮る形になると思う。議会がそれに対して賛同すれば当然変
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わるだろうし、賛同しなければ否決されるということ。 

委員：基本構想をこれで決めたからと言って、全く変わらない存在にはならないというこ

とか。 

会長：おっしゃるとおり。 

委員：首長が社会情勢全体の中で、変えるという気運が盛り上がった時には、期限はない

からいつやりなさいという事ではないけれども、これが完全にコンプリートされて

いる存在でもないということで良いのか。 

会長：タイプ１は全くそれが一体化しているので、常に期限が来れば全部変えていくとい

うもので、タイプ２の方はそうではなくて、今委員が言われたとおり、例えば基本

構想を変えるというような気運が高まってきた時に、或は社会経済の変化に耐えら

れないような時期に来た時には、議会の議決を経れば当然変えることができる。そ

のため、基本構想の部分は基本計画と実施計画から切り離されているということで

良いと思われる。 

委員：基本構想は、変わる可能性があるというか柔軟であるということはありだと思う。

構想自体は何年という期限を決めてやる必要はないということイコール変えないと

いうことではない、変わることはもちろんあるということ。 

会長：基本構想としては期限を設けないという事でよろしいか。 

委員：異論なし。 

会長：基本計画と実施計画については、福岡市は 10年という形をとっているが、選挙が

４年ごとになっていること、また、今日の話の中でもあったように、基本計画の中

に市長のマニフェストが入ってくるという事にもなるため、前期４年、後期４年と

いうか８年という形が市長のマニフェストを反映した基本計画になっていくだろう

と。そういうことから、焼津の場合も８年間といった計画が良いだろうと思う。あ

と実施計画も、何年か毎に見直していくという形がよく言われていたけれども、実

質的な作業としてこれは毎年やっていることなので、実施計画は毎年見直すという

形が良いと思うが、そのあたりで皆さんのご意見を伺いたい。 

委員：マニフェストのところで、進捗状況が書かれているが細かすぎてしまって読んでい

て理解しにくい。マニフェストで謳ったことを実施計画に落とし込んでいると思う

が、その中で市長が一番やりたい事や、進めてきてうまくいかなかったところ、継

続して後期でも続けるもの、時代の変化により新たなプロジェクトを起こすもの、

そういう色分けをして、市民にわかりやすく出すと良いと思う。そうすることで距

離が縮まって、市民と一体感を持って政策を作り上げていくという非常に重要なプ

ロセスができあがっていくと思う。もっと大枠で良いから４年間で何をやっていこ

うという事を示してほしい。PDCAを回すとあるが、その Cの部分をもう少しはっき

りさせることで次の計画が市民の目線でできるのではないかと思う。 

会長：事務局から意見があるか。 
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事務局：第５次総合計画の市長のマニフェストの部分に課題があることは、委員からご

指摘いただいたとおり。市長就任後、後期基本計画ができあがっていて、当然マニ

フェストは、その後期基本計画に落とし込んでいるものの、市民の皆さんから見た

ら市長の公約が、総合計画の体系の中でどの部分なのかわかりにくい。中を読んで

いくと、市長の公約は★印がついているところだとわかる程度でしか表せていな

い。そこで、市長の意向として、市民の皆さんに約束したことがどこまで出来てい

るのかわからないのでは意味がないので、市長のマニフェストだけを引き抜いて作

ったものが、委員に見ていただいている市長の似顔絵が描いてあるものになる。本

来そこがきちんと体系的にも見えて、戦略にきちんと落とし込めて、進行管理でき

るものにしておけば、わざわざそういうものを作らなくても良い。そこは次の総合

計画を考える中で、マニフェストをうまく表現できて、進行管理も効率的にやって

いかなければいけない部分だと考えている。 

委員：網羅的に書いてあるが、一番の目標は賑わい・活性化だと思う。人がたくさん来

て、移ってくる人、定住する人も増えていくこと。それを実現させるために、民間

ではビジネスモデルを変えていく、それはものすごく難しいことだが、そこに取り

組んでいくと上位のいろいろなことが自然と解決することがたくさんある。だから

今までの既成概念にとらわれずに、モデルを変えてみる、流れを変えてみるという

ものがあるとすごく良いと思う。それが次の計画に入ってきたら積極的に参加する

人も出てくる感じがする。 

会長：焼津市の場合は、進捗管理と行政評価をセットにしてシステム化している。だから

その部分を大きく変えていかなければいけないということになる。行政評価の取組

は、ちょうど 10年になる。そういうシステムを作ったことで、ある面で焼津の行

政評価の仕組みは、けっこうシステマティックなことをやっている。しかも、いろ

いろな成果指標をしっかりと設けていて、その成果指標でうまくいっているかをチ

ェックできている。行政評価により可視化できるようになっていると思うが、市民

の側がそういったものを見た時に、うまく確認できるような形になっているかだと

思う。 

委員：大半の事は職員がいるわけなので、動いていく。ただ、市長が代わって何を大きく

変えていくのかというメッセージがあまり見えない、精神的なものだったり意欲だ

ったり、私はこういうことをこういう手段で、こういうモデルに変更することでこ

のまちを活性化させていくのだというメッセージ性が欲しい。それがリーダーの価

値でありリーダーシップだと思う。 

委員：今回この体系で基本構想が上に行くので、基本計画の頭のところがすごく大事にな

る。ここに戦略性がないと、基本計画には非常に細かい項目がたくさんあるので、

どこに向いているのかわからなくなる。基本構想は非常に大枠に捉えるので、余計

にわかりにくくなる可能性がある。今後基本計画の方に大綱がおりてくるので、そ
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こに今言ったような戦略性と方向性、そのためこういった施策、プロジェクトをう

っていくということをセットで出さないと分かりにくくなる。 

会長：今の行政評価の仕組みは、一つ一つの事務事業がうまくできているのかを評価す

るのがベースになっているので、事業の束である施策がうまく行っているのかとい

うところの評価は、なかなかできない構造になっている。そこが、行政評価の一番

のネックであり、そこをうまく改善しようといろいろな自治体が取り組んでいる。 

委員：こういう場にいる人たちは、割とわかると思うが、自分が気にしていると広報な

どをそういう目で見るけれども、一般市民に理解してもらうのは、どこの自治体も

大きな課題。せっかく自治基本条例が施行されたので、プロセスを市民に提供する

ことが、条例に位置付けられている情報提供になる。こういうものができたが、こ

ういうところがわからないという意見が出たので、広報の担当に伝えて広報紙で特

集を組むなど解り易い形で市民に提供するなど、出た意見を他の課とも共有できれ

ば、自治基本条例が生かされると思う。課題に挙がったことは、行政内で共有して

いただきたいと思う。 

委員：総合計画審議会の委員として総合計画は、市長の任期と連動させるべきだと提案

させていただいたこともあり、私個人としては、基本計画は８年とし、市長の考え

とリンクできる期間であるべきだと考えている。 

会長：基本構想については、計画期間を設けない。基本計画については８年間、実施計

画については、基本的に毎年見直していくということで良いか。 

委員：基本は良いが、枠にはまらない部分もあると思う。もっと長期で見なければなら

ないものがあれば、長期と考えてよいか。 

会長：そうなると思う。 

 

ウ 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について 

会長：事務局の考えを説明願う。 

事務局：前回の会議資料において、課題として示させていただいている。次期総合計画

では、市民協働を実効性あるものにするために総合計画はこうあるべきだとして実

行・実践することは難しいと考えている。しかし、今後こういう考え方で総合計画

を市民の皆さんと共有して、きちんと役割分担していかないと持続あるまちができ

るのかということは大きな課題としてある。将来的には、総合計画をこのように考

えて作っていく必要があるのではないかというご意見・ご提言としてまとめていた

だければありがたい。 

会長：市民協働を実効性あるものにするためのご意見を伺いたい。 

委員：先程の牧之原市の話が印象的だった。市民が話し合って作ったもので、「自分た

ちの総合計画」という意識になったという話を聞くと、時間や労力がかかるかもし

れないが、できるだけ多くの市民の声を取り込んで、そこからキーワードを作って
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いくというやり方が良いと思う。 

委員：総合計画の冊子の作り方を事務局に指摘したことがあるが、自分たちの生活が総

合計画にどのように直結しているかわかりにくいので、自分たちが受けている行政

サービスや市民活動が、総合計画のこの部分に繋がっているという関わりがわかる

ような形でまとめてほしい。例えば市内を循環しているバスは、この計画によるも

ので、これがなくなるとこういうサービスができなくなるという関わりがわかるよ

うにすれば、市民が総合計画を知る材料になるかもしれない。 

委員：市民協働の「市民」とは一体何なのか。市民には老若男女いるわけで、今までの

参加していた市民会議の中で年齢的に著しくバランスを欠くものであれば、本当の

意味で市民の声を反映させる総合計画のシステムであるのかと、失礼だが、極めて

年齢的に不平等さがある。例えば働き盛りである 30代 40代の世代がこの会議で意

見を言えと言われても、自分は自営業だから参加できるが、そういう人ばかりでは

ない。このいびつさをどう改善していくのかが本当に大事なこと。裁判員制度のよ

うに無作為に抽出して参加してもらうぐらいのことをしないと、本当の市民の声が

集まらないと思う。 

委員：次回、牧之原市の総合計画の市民参加の DVDを持ってくるので見ていただきた

い。参加者は、30代 40代が中心で女性も割と多くいるので、市民参加の一つの形

として参考になると思う。 

委員：私も退職しているのでこの場に参加できているが、仕事をしている時であれば出

られないと思う。 

委員：私たちが焼津でこうして生きていきたいという声の拾い出しをする市民参加の場

面と、基本計画のように自分たちの生活に直結している部分をこうすればよいの

に、自分ならこれができるという部分の協働は、仕立てが違う。参加してもらうに

は、やはり市民の協力と労力があってできることなので、そこをきちんと整理しな

いと協働でやりたいという気持ちがあっても、その対象によってやり方や仕立てが

違うし、目的を市民に正しく理解してもらうには、かなりの工夫がいると思う。 

委員：福岡市が聞いた 1万人の中には、市外の人も含まれていたというので、外部の意

見も取り込むと刺激があって気が付くこともあると思う。特に都市の成長という部

分においては、外部の意見も取り入れたほうが良いと思う。どう市民参加させるか

ということについては、牧之原市が小学校区で計画を作っている。小学校区ごとに

総合計画、実施計画を作ると本当に市民がまとまってくる。牧之原市はまだ予算ま

でつけていないと思うが、市の総合計画とリンクしたり、地区ごとの総合計画に予

算が付くと俄然やる気が出てくる。焼津市においても地区によっては人口が増加し

ているところ減少しているところもあり、地区によって課題が違う。そこにどうア

クセスできるかが非常に大事。 

委員：市民が課題を検討するときに市から予算は出るのか。 
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委員：出る。牧之原市には 10の自治会があって、27年度に６地区やっている。自治会

の役員や小学校から様々な人が出てくるので、市の話題とは違う地域の話題を顔が

見える中で、自分たちの地区を存続させるために何をすべきかを話し合っている。 

委員：市民参加で実効性を高めるという点で非常に良いと思うが、そこを導く人、方向

を修正できる人がいないと、どこに向かうかわからなくなる懸念がある。 

委員：戦略性の話は、ボトムアップ型で地区カルテを総合計画に反映させていくやり方

が各地でやられていて成果を上げている。ボトムアップ型はきめ細やかで協働の仕

組みを掘り起こして構築していくためには非常に有効だが、都市の政策、戦略的な

視点はそこからは出にくい性格のものである。戦略の重要な部分と協働でボトムア

ップ的にやっていく部分をいかに共存させながら、なおかつ市民が自分たちの計画

であると思えるようにする、そこが一番悩ましいところ。せっかくの良い機会なの

で、よく考える必要がある。本当に両方とも大事なところで、都市としての戦略性

をというところにも市民的な視点が入れば更に良い。 

会長：５ページの図で言うところの、市民生活の安定性というクオリティに関しては、

ボトムアップ的な作り方が有効であるが、都市の戦略性の話になるとクオリティレ

ベルの話からは出てこないことがあるので、作り込み方は別に変えていく必要があ

り、ハイブリッドな市民参加の仕方を考えていかなければならない。 

委員：戦略を考える上では市民協働はすごく重要で外の視点は大切。潜在的な外から市

民になるだろう人、外からのイメージを把握する必要がある。市民協働に加えて外

からの意見を聞くこと、あと市民でも参加できない人がいるので、現状を共有しな

ければならないので、全市民を対象としたアンケートみたいなものを行って参加者

で共有することが必要。あと外からの焼津のイメージを共有することも大切で協働

と共に客観的な事実を把握する作業も平行した方が良い。 

委員：横浜市で 1,000人くらいのワールドカフェをやっていたと思う。そこには市民の

ほか横浜市以外の人も参加していた。焼津も人口 14万人なら 1,500人くらいのワ

ールドカフェをやっても良いと思う。平日だけの会議では来れる人が限られてしま

うし、若い世代や中高生も入ってほしいので、やり方の工夫が必要。行政だけに頼

るわけにはいかないので、そういった会議をどうするかを考えていきたい。 

委員：先月行なったワールドカフェには 120人くらいの参加者があった。参加者は高校

生から 70代くらいで、市外の人もいた。「市民」の定義は、市内在住・在勤・通学

のほか、市民活動で焼津市に関わっている人と広い範囲を「市民」として定義して

いた。 

会長：次回が最後となるので、これまでの議論をまとめてご確認いただくことになる。 

事務局：あり方検討会議で出た意見をまとめて「意見書」という形で事務局から示した

い。それを皆さんと共有して、良いということになれば、最後の時間に市長に入っ

てもらい、会長から市長に意見書という形で渡していただくセレモニーまでやれれ
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ばと考えている。 

会長：次回はそういう形になると思うので、あらかじめ意見書の案を委員の皆さんに配

っていただき、事前にご意見をいただけるのであればその方が良い。 

事務局：次回は 2/15（月）の午後３時から、会場は本日と同じ会議室棟 203号室で行

う。 


