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第３回 次期焼津市総合計画あり方検討会議録 

 

日 時：平成 28 年２月 15 日（月）15：00～17：10 

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 次期総合計画のあり方に関する意見書（案）について 

会長：当日配布の意見書案は、事前配布した意見書案に対して、委員の皆さんからいただ

いたご意見を反映させたものであるが、本日改めて皆様のご意見があれば伺いた

い。 

   最初に事務局から説明願いたい。 

事務局：配布資料に基づき説明 

   事前配布の案に寄せられた委員の意見に対して事務局の考え方を説明。 

会長：それでは項目ごとに委員の皆さんからご意見を伺い、意見書の最終案を確定させて

いきたい。まずは、「１ 基本構想のあり方」の部分について、ご意見を伺いた

い。 

委員：３行目の「流入人口の増大」の部分は、人口は流入でどんどん入ってくれば、それ

はありがたいことだが、実際には流出しているので「流出人口の増大」とすべきで

はないか。 

事務局：あえて「流入」としたのは、人口の社会動態を見ると、転出者の増大より転入者

が減少している現状があるため。転出者は過去の推移からそれほど大きく変わって

いない。 

委員：流入人口の増大を課題としてしまっているのでおかしいのではないか。「流入」の

観点で人口が減っている場合は、「流入人口の減少」とすべきだと思う。 

委員：「流入人口の増大」の問題に取り組むということではないか。 

事務局：前半部分で人口減少や超高齢化社会等の課題を捉えているため、３行目のところ

は、課題を踏まえて市が取り組んでいることなので、「焼津市が取り組む「流入人

口の増大」や「都市間競争」に対応し」に修正したい。 

委員：それだと「都市間競争」で他都市と競争していくということになる。あまり競争し

ないというのが焼津市の戦略だと思うので、表現を少し変えたほうが良い。 



2 

 

事務局：４行目までは課題を列記する形として、「焼津市が抱える「流入人口の減少」や

都市間競争に課題に対応し」とし、この課題に対応して、「住み続けたい、住んで

みたい、行ってみたい」と思える「独自性のあるビジョン」が必要だという文章の

流れに変更したい。 

会長：それでは、「流入人口の減少」に変更するということでよろしいか。 

委員：異論なし 

委員：６行目、「独自性のあるビジョンも」ではなく、「独自性のあるビジョンを」とした

方が良いと思う。 

事務局：「普遍的なビジョン」に加えて「独自性のあるビジョン」も示すことから、「も」

の方が良いと考えている。 

会長：このままでよろしいか。 

委員：はい。 

委員：言葉の定義の確認だが、「高齢化社会」は高齢化率が 7～14％、その先は「高齢社

会」で 14～21％、それを超えると「超高齢社会」とされるので、１行目は「超高齢

化社会」ではなく「超高齢社会」とすべき。 

会長：一般的に、そのように使い分けがされている。 

事務局：修正します。 

委員：「次期焼津市総合計画」の「次期」を「第６次」としなくて良いか。自分は現総合

計画が第５次で、次が６次だとわかっているが、初めてこれを読んだ人が「次期総

合計画」が第何次の計画であるかわからない。２ページ目でいきなり第５次総合計

画と出てくると混乱を生じないか。表題を「第６次」とすれば、文中は「次期」で

あってもわかると思う。 

会長：このあり方検討会議を設置するときの要綱で「次期総合計画」と規定しているので

はないか。 

事務局：はい。 

委員：要綱でそのように謳われているのであれば、そのままでよい。 

会長：他にご意見がないようなので、次の「２ 総合計画の構成」について、ご意見を伺

いたい。 

委員：今日配布された体系図について、前回あれだけ議論したので、できれば構想が下に

くる体系図も作って２パターン示して欲しかった。結論から言えば、私は今回の体

系図で良いと思うが、構想が上にくるパターンありきで話が進んでいて、前回の議

論が何だったのかという気になる。市の資料は、これありきというものが多い。こ

の形にしたいという気持ちはわかるが、今までの話の流れで行けば、これにもう一

枚付け足す配慮があって然るべき。こういう配慮をしていかないと、これから市民

参加で総合計画を作っていく中で、やっぱり自分の意見を取り入れてもらえなかっ

たと思わせてしまう。 
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会長：委員からそういう苦言があったので、今後の資料の作り込み方として事務局はテイ

クノートしておいてほしい。 

委員：そういうことは、無駄があるようで、無駄ではないと考えている。 

会長：その他、内容的な部分はよろしいか。次に「３ 計画期間のあり方」についてご意

見を伺いたい。 

委員：１行目の「超高齢化社会」は、先程と同じく「化」を削る。 

委員：８行目「マニュフェスト」ではなく「マニフェスト」だと思う。 

事務局：併せて修正します。 

委員：第５次総合計画を平成 29年度で終了し、新しい総合計画の基本計画の計画期間・

計画目標は平成 30年度から８年間と考えてよいか。だったら良いが、「首長任期に

合わせて前期４年、後期４年」とあるので、ここの部分だけを読むと任期が終わっ

たらすぐに基本計画も変わるのかという誤解を生じてしまった。例えば、首長の在

任期間が４年なので、前期４年、後期４年とするというイメージで文章が書かれて

いれば誤解がないと思う。 

事務局：基本計画の計画期間・計画目標の期間は８年であるが、急激な変化も考えられる

ため、その改定時期は市長の任期に合わせて４年毎とする意味である。 

委員：この文章では、何で任期に合わせて４年とするのか経緯が示されていない。これま

では、ずれていたため、こういう問題に対応できなかったから、今後は合せていく

という経緯があった方が読みやすく説明しやすいし、理解もしてもらえると思う。 

会長：委員が言われた部分は、意見書案の後ろの方で簡単に説明している。今のままで

は、選挙でマニフェストを提示して選挙を行い、市長として就任した後、総合計画

にマニフェストを反映させたいと思ったときに、計画期間とずれてしまっていた。

これを今回から首長任期のスタートに合わせて基本計画を実施していくことができ

るようにしようとするもの。 

委員：後ろの方でそのように書かれているが、委員の話を聞いてもう少し工夫が必要と思

う。 

事務局：第５次総合計画も前期４年、後期４年で４年間という期間の考え方は、今回も変

わらない。５番の項目で、市長の任期に合わせていくためには、１年前倒しして作

らないと合わないという結論を述べているが、ここの項目では、期間の考え方を示

しているので、そこまで述べなくても良いと考えている。 

委員：「任期」という言葉だと平成○年 12 月から平成○年 12 月までと決まっているの

で、任期と表すとその期間に縛られてしまう感じがする。しかし、前期４年間、後

期４年間という期間は、その「任期」と連動はするが、ぴったり同じ期間ではなく

１年３か月後に変わるもの。ここで一番言いたいのは、「首長任期」ではなく、「首

長の在任期間」に合わせて前期４年間、後期４年間とするというところではない

か。最後まで読めばわかることなので、感覚的な話ではある。 
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委員：一般市民に渡すものではなく、市長に対する意見書なので、そのあたりは理解いた

だけると思う。 

会長： 12 月に選挙が行われて市長に就任する。しかし、総合計画は年度が替わった４月

から始まるで、厳密にいえば任期と計画期間はあわず、タイムラグがある。 

委員：総合計画は３か月以内で作るということか。 

会長：焼津市の場合は、１年３か月以内に策定することになる。 

委員：12 月の選挙で仮に新しい市長が当選したとして、マニフェストを踏まえて総合計画

を作りだして、完成が１年３か月後ということか。 

会長：選挙のあった翌年度に総合計画が策定される。 

委員：マニフェストを反映させる総合計画を策定するための期間が１年３か月あるという

ことは、策定している期間は、例え 12 月に市長が替わったとしても、従来の総合

計画が継続されている。選挙後１年間かけてマニフェストがしっかり反映された総

合計画を作る仕組みにしようということで良いか。 

会長：そういうことです。 

委員：それを正確に文章化するとなると、非常に難しいので、今のままで良いと思う。 

会長：それでは他にご意見がなければ、このままでよろしいか。 

委員：計画期間８年で、前期４年、後期４年となっていて、ここは従来の総合計画と変わ

らない。しかし、今までは、基本構想の期間が８年とあったので、基本計画が前期

４年、後期４年となっていたが、今回は基本構想の期間がなくなるので前期４年、

後期４年という形にする必要があるのか、任期に合わせるとなると計画期間を４年

としても良いのではないかと思った。ただ、計画期間が４年となると目標が近すぎ

るという話になるので、例えば、計画期間は４年であっても、その基本計画の中で

８年や 12 年など中長期の目標を立てる方法もあるのではないか。 

会長：その方法はありえる。基本計画の前期４年、後期４年というのは、従来のものをそ

のまま適用している。 

委員：そうなると、前期後期とすることに、どういう意味があるのかわからない。 

事務局：今考えているイメージは、基本計画を８年間とした場合、第６次焼津市総合計画

第１期基本計画とし、第１期８年のうち前期４年、後期４年という形を想定してい

る。８年経ったら第２期基本計画の前期、後期となっていく。 

会長：第１期とか第２期というのは、どういう区切りであるのか。 

事務局：あくまで８年間という目標期間が設定されるので、そこで区切りをつける。 

会長：８年間というのは、どこで決められたのか。 

事務局：前回の会議の中で、基本計画の計画期間は８年間とし、首長任期に合わせて前期

４年、後期４年という話でまとめていただいた。 

会長：今の委員の議論は、前回のときにそこまで話ができていれば良かったが、今からな

かなか議論できないところではある。ただ委員のご指摘のところは大事なところ
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で、マニフェストを基にした選挙が４年毎に行われおり、第１期の８年の中でも、

場合によっては、前期と後期で首長が代わる可能性があるので、前期４年と後期４

年の連続性が無くなる可能性がある。それを含んでも第１期を８年とした方が良い

かということになる。 

事務局：基本計画の目標は、４年で成果を出すことが難しいところなので、８年とか 10

年、他市の例では 12 年の目標期間を定めているところもある。市長任期に合わせ

るという意味では、８年というのは妥当な期間だと思っている。 

会長：三鷹市は前期、中期、後期として 12 年の計画期間としている。４年という考え方

もあれば、８年、12 年という考え方は当然ながらある。今回はこれまでの検討の経

緯からして、基本計画の期間としては８年間とするということでご理解いただきた

い。 

委員：素晴らしい意見が出た場合、今までの話でそう決まっているからといって押し通し

てしまうのは、民間企業の考えからすると考えられない。その方が、焼津市の未来

にとってプラスになるものであれば、今までの意見を覆すものだからとして、取り

入れてもらえないのは、市民の気持ちとして釈然としない。 

会長：議論として今まで積み上げてきたものを崩すことになってしまう。前回までの議論

が何だったのかということになるし、今日の残された時間までに本会議の意見を成

案して作らねばならないという時間的な制約もある。しかし、委員の皆さんから、

８年という計画期間を見直した方が良いというご意見が強ければ、残された時間に

おいて議論することは可能であるが、皆さんのご意見はどうか。 

委員：８年が良いのか、12 年が良いのか、今までの過程として明確にこれが良いというも

のは正直言ってない。もう少し時間があればという話になると、そういう問題なの

かと思っただけで、気持ちだけ伝われば良い。 

事務局：書き方の問題かもしれないが、基本計画については、あくまで目標期間を８年と

し、そのうちの計画期間は前期４年、後期４年と整理している。７行目の「基本計

画については、計画期間・計画目標期間を８年間とし」の文章を「基本計画につい

ては、計画目標期間を８年間とし、改定時期については首長任期に合わせて前期４

年、後期４年とする」という言い回しの方が分かりやすいか。 

会長：その方が基本計画の目標期間は８年なのだと分かりやすい。 

委員：先程会長が言われたように、前期と後期の途中で首長が代わった場合、新たにそこ

から前期４年、後期４年に基本計画の目標期間は設定しなおすということか。 

会長：そうではないと思う。 

委員：前市長が設定した後期の目標は残って、４年間はそれをやり遂げるということか。 

会長：そこは矛盾が生じてしまう。前期、後期と分けた場合、選挙の結果がどうしても入

ってしまう。 

委員：先程会長がそういう懸念があると言って、私もそう思ったので、そうなった時にど
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う考えるのか疑問が残る。 

事務局：委員ご質問の事例が、まさしく前回起きており、第５次総合計画の前期基本計画

は前市長、後期基本計画については現市長となった。後期基本計画において現市長

のマニフェストを反映するため、目標期間はそのまま継続し、内容について変更を

している。施策単位の変更であるため、また、行政の継続性という観点からも大き

な変更はなかったが、目標値については後期で見直しを行なった。今後において

も、前期と後期で首長の交替があった場合には、新しい首長のマニフェストを反映

させる必要はある。しかし、施策単位の変更であること、市民の皆さんと共に作り

上げたものであることから、大きな事象の変化でもない限りは、それほど大きな変

更とはならないと考える。目標値についても、４年で成果がでるものではないこと

から、８年後を見据えた目標値に変更する必要がある。 

会長：要は８年という期間は変えないということ。後期基本計画を作る時に市長が代わっ

た場合には、施策の部分が変わり、それに係る指標も見直すこととなる。委員のニ

ュアンスとしては、計画目標の期間は８年で、前期４年、後期４年としても、前期

４年経ったところで市長が代わった場合には、新たに基本計画を作り直した方が良

いのではないかというお考えだと思う。 

委員：今までの会議で、基本計画については、できるだけ市長がやりやすいようにして、

自分のプロジェクトをつぎ込んで成果を出していく形にしたいという話だった。今

のお話だと、前期後期で市長が代わった場合に、足枷になってくるのではないか。

敢えて８年と固める必要があるのか。 

会長：市長に就任した場合、１期だけ終わることは少なく、２期、３期というのが一般的

で、前の期の実績に基づいて、それ以降も再選されていく。 

委員：８年というのは、４年間の行動を見据えるための目標の位置として８年先という捉

え方をしていた。短期的な４年先の視点で今の行動をとるのではなく、８年先の視

点を持って今からの４年間を決める、そのための８年間なので、妥当な期間だと思

う。８年間は、見据える先の目標の位置である、でも行動はそこに向けた４年間の

行動をするという考え方で８年間の意味を捉えていたので違和感はなかった。 

委員：市長が代わったとしても、焼津市を賑わいと活気のあるまちにしたいという目標は

同じだと思う。ただプロセスとして重点的に私はこういう方向でやった方が良いと

いう違いだけであって、目標期間として８年の大きな流れは変わらずに、具体的な

手法は４年で見直せば良いと思う。 

委員：牧之原市は、来年市長選挙がある。牧之原市の総合計画は、平成 34 年まで先を見

て計画づくりをしている中で、平成 30年に後期基本計画の見直しがあることを、

計画の中に入れ込んでいる。例え市長が代わったとしても、総合計画は、この時に

見直しをするものだという位置づけをしてあることによって、時期が来たら変える

べきところを見直すことになる。 
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会長：もう一つ考えておかなければならないことは、マニフェストは非常に大事なことで

あることは間違いないが、このあと４番目に出てくる市民参加によって計画が作ら

れていくことも非常に大事である。８年を見通す中で、市民参加によって基本計画

を作るということは、８年を見通す中での市民意見が入ってくることになる。この

場合、前期と後期で市長が代わってしまったときに、それをリセットしてしまうこ

とが良いのかという論点もあると思う。これからの総合計画の作り込みとしては、

４番目にある市民参加を重視していく、これは自治基本条例にも盛り込まれている

考え方になるので、市民参加はやっぱり重要な考え方である。 

   事務局の方で、ここまでご意見をいただいたところを修正すると、どのようなもの

になるか示して欲しい。 

事務局：修正したものを読み上げるので、確認していただきたい。「基本計画について

は、計画目標の期間を８年間とし、計画期間は市長マニフェスト等との整合性を図

るため、首長任期に合わせて前期４年間と後期４年間とすることが望ましいと考え

ます。」と修正したがどうか。 

会長：今の事務局の修正したもので何かご意見があれば伺いたい。 

委員：異論なし。 

会長：それでは、今の修正案でこの部分は確定とさせていただく。次に「４ 市民参加の

あり方」についてご意見を伺いたい。 

委員：市民等の「等」は、誰が該当してくるのか。 

事務局：事業者や市外の方を「等」という言葉にまとめさせていただいた。 

会長：意識調査をする場合、焼津市という行政区画を越えてということを考えての表現だ

と思う。 

委員：文言で気になる部分として、１段落目が「市民が参加しながら策定していくことが

必要であり」と始まって、その段落が「必要であると考えます」で終わる。２段落

目も「必要であります」、３段落目も「図る必要であるため、～も必要であると考

えます」となっていて、必要であることは間違いないが、言葉を少し変えたほうが

良いと思う。 

委員：市民等に、事業者や市外の人も含むということであれば、１行目と２行目の「市

民」という言葉は、「市民等」にしなくて良いのか。 

委員：ここで言う市民は、事業者と市外の人も含むというような注釈をしたらどうか。 

会長：その方法は楽かもしれない。文中は「市民」という言葉で統一し、ここでいう市民

とは、行政区画上の焼津市民だけではなく事業者や市外の人も含むとすればわか

る。 

委員：市民という言葉は、「１ 基本構想のあり方」のところでも出てくる。 

事務局：「１ 基本構想のあり方」の４段落目のところで、「市民や事業者、市外の人（以下

「市民等」という。）」とさせていただき、以下のところを「市民等」で表現させてい
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ただきたい。 

また、必要という言葉が多いというご指摘のところは、「総合計画は（中略）わかり

やすい計画づくりが望ましいと考えます。（中略）市民等に正しく理解してもらいな

がら合意形成を図るため、広報等の工夫も必要であると考えます。」を修正案として

お示しさせていただきたい。 

委員：市民参加の部分は、必要であるという言葉が多いなとは思っていた。修正案で望まし

いと示されたが、「望ましい」だとトーンが下がる。市民参加のところは、多少くど

くても必要であるということを示した方が良いのではないか。 

委員：「重要」はどうか。 

会長：１段落目は、文の途中に必要であると使っているので、文末は「重要であると考えま

す」で良いかもしれない。 

委員：言い回しは、些細なことかもしれないが、大事なことかもしれない。 

会長：確かに、ここでトーンが落ちるのは良くない。 

委員：「市民参加の工夫をしていきます」というように、これからやっていくという表現は

どうか。 

会長：市役所の方がこれをやっていくという姿勢を示す場合は「～していきます」という表

現は適していると思うが、これは意見書なので、「市民参加の工夫が必要であると考

えます」という表現の方が良いと思われる。 

   では最後の「５ 次期総合計画の策定時期」について、ご意見を伺いたい。 

委員：数字の字体が違う。 

事務局：修正しました。 

会長：その他はどうか。それでは、事務局には、これまでのご指摘を修正して市長に渡す意

見書に仕立てていただきたい。 

事務局：この後、修正したものを印刷してお配りするので、皆さんにご確認いただきたい。 

会長：本日配布のあったイメージ図について、委員からご指摘あったところだが、このイメ

ージとしたいが、何かご意見はあるか。 

委員：基本構想も基本計画も実施計画も同じ大きさで書かれているので誤解してしまう。こ

の順序で良いと思うが、基本構想が一つあって、その下にいくつもの基本計画があっ

て、その一つの基本計画にいくつもの実施計画があるというイメージが表現できれ

ば、より理解されると思う。総合計画の冊子を見るとそのように表現されていて、す

ごく分かりやすい。これだと、基本構想、基本計画、実施計画が同じ大きさであるた

め、同列というか、ビジュアル的に同じに見える。 

事務局：体系を示すときには、委員が言われたように総合計画の冊子のようなもので示すが、

ここでは、全体的なイメージを示す資料としてお考えいただきたい。 

会長：一般的に体系図は、樹形図のような広がりをもって示すことが多い。数ある基本計画

や実施計画を一つの塊として考えれば、このようなイメージになる。あくまでイメー
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ジということ。他に何かあるか。 

委員：実施計画のところにカッコで事務事業とあるが、これは必要か。 

会長：実施計画の一つ一つの事業は事務事業であるので、このカッコ書きは削除する。 

委員：今のカッコ書きの話は、基本構想と基本計画のところだと中身を具体的に示している

ので、実施計画のところでもカッコで事業とだけ残しておけば、施策から事業が発生

するんだということがわかりやすい。実施計画だけではイメージが抽象的なので、事

業と書いてある方が分かりやすいと思う。 

委員：「具体的な事業」としたらどうか。 

会長：事務局の方で何か案があるか。 

事務局：実施計画イコール事務事業という考えが庁内では共有化されており、行政評価のシ

ートも「事務事業マネジメントシート」として作っている。 

委員：実施計画こそ、一番大変で重要だと考えている。図のようなプロセスで流れるが、実

施計画の部分をやれなかったら、幾らその上を言ったところで意味がない。ここは職

員だけでなく、市民も含めて実現させることが大事である。ここは今までこうだから

っていうようにはしたくない。 

会長：事務局の方に確認したいが、一般的には事務事業と言っていると思うが、ここを個別

事業としたら問題があるか。 

事務局：今回用意した図は、あり方検討会議における参考資料としてのイメージ図として示

したもので、今後の策定作業において市民に対して示すときには、もっと分かりやす

い形としたい。 

会長：この図は、市長への意見書の中には入れないのか。 

事務局：意見書の中には入れない。この図は、これまでの会議で示したピラミッドのイメー

ジが非常に分かりづらいというご指摘があったことから、今回のような形であれば、

市民が見た時も、こういう形で体系づけられていると理解してもらえると思い示し

たもの。総合計画の冊子でまとめる際には、「基本構想」とは何か、「実施計画」とは

何かということを、もっと補足してわかりやすくまとめていく。 

会長：委員の皆さんにも、これまでのピラミッドの形の代わりに、この図のような形を使っ

ていく、そのイメージとして受け止めていただきたい。 

   では、意見書の修正案としては以上とさせていただく。 

   これまで３回のあり方検討会議を行なってきて、全体を通してのご意見や感想をい

ただきたい。 

委員：これからの方が大事だと思う。これからをどのようなスケジュールで詰めていくのか

を伺いたい。 

事務局：今回皆さんから提出される意見書を踏まえて、次期総合計画の策定方針を年度内に

まとめる。その方針に従って、実際の策定作業を平成 28・29 年度の２か年で行う。

具体的には市民参加の中で作っていくので、多くの市民に参加をいただき、ワークシ
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ョップのような形で意見集約しながら基本構想から施策のところまでまとめていき

たい。基本構想は議会の議決が必要であるため、平成 29 年 11 月議会で議決を予定

している。 

委員：総合計画を作っていく中で、庁内での検討委員会や議会での検討委員会など、いくつ

かの並列されている委員会と市民が参加して検討する場が、どのように関連付けら

れているのかイメージできない。 

事務局：基本的には、市民に集まっていただいて素案を作成し、市に提案していただく。庁

内では、その素案を検討し、市の考えを市民に返すというようなキャッチボールをし

ながらまとめていく。最終的には、市長をトップとした「行政経営会議」の中で意思

決定していく。 

会長：本日の議題は、以上で全て終了とさせていただく。この後は、市長に皆様から先程ご

意見をいただきました「次期焼津市総合計画のあり方の関する意見書」を渡すことに

なる。委員の皆様のご協力ありがとうございました。 


