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は じ め に 

  

 第４次藤枝市総合計画は、平成１３年３月に「ひと・まち・自然が美しく 夢と活

力あふれる文化の都市」を将来都市像に掲げ、計画期間を１０年として策定されたも

のであり、平成２３年３月をもって満了することになります。 

 このことを受け、藤枝市議会では、第５次藤枝市総合計画の基本構想及び基本計画

の策定段階から議会としても積極的に関わっていくべきであるとの考えに至りまし

た。これは、基本構想が本市の将来像とこれを達成するための施策の方針を示すもの

であり議決事項であること、基本計画は基本構想を実現するための施策を示す重要な

ものであるとの認識によるものです。 

 このため、第５次藤枝市総合計画の策定に係る調査研究ならびに効果的な提言を行

なうことを目的として、平成２１年５月１４日に委員１１名による藤枝市議会総合計

画特別委員会を設置しました。以来、今日まで総合計画特別委員会を８回開催し、現

計画における現状と課題を調査し、次期基本構想及び基本計画の方向性について提言

すべく、精力的に議論を重ねてまいりました。 

 本提言書は、平成２２年度において策定される第５次藤枝市総合計画に向けての提

言としてまとめたものであります。 

 藤枝市長においては、今後、本提言書の趣旨を十分に理解され第５次藤枝市総合計

画を策定し、藤枝市のまちづくりを進めることを願うものであります。 

 

 

 

 

 

                        平成２２年２月１９日 

 

                         藤 枝 市 議 会 
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第５次藤枝市総合計画策定に向けての提言 

 

 第４次藤枝市総合計画は、平成１３年度を初年度とし平成２２年度を目標年度に定めた本

市のまちづくりの基本指針として重要な役割を果たしてきたといえます。 

 この間、人口減少社会や高度情報化社会の到来などにより社会経済情勢が大きく変化した

ことに加え、地方分権の一層の推進や長引く経済不況などの影響により、地方自治体はそれ

までの行政運営を見直す必要が生じました。 

 本市においても、平成２１年１月の藤枝市と岡部町との合併や６月の富士山静岡空港の開

港、さらには藤枝駅周辺のにぎわい再生などによりまちの姿が大きく変化しました。このよ

うなまちの姿の変化や社会経済情勢の変化に伴い、市民のニーズも多様化・高度化してきて

います。 

 こうした本市を取り巻く環境の変化に対応し、将来にわたり本市が成長し続けるためには、

方策の転換や再構築が求められています。 

 そこで、平成２３年度から平成３２年度の本市のまちづくりの指針となる第５次藤枝市総

合計画の策定に向けて、次に掲げるキーワードをまちづくりにおける視点として、以下分野

別に提言します。 

 

===まちづくりのキーワード=== 

 １ 協働・連携          ２ 地域資源（ひと・もの）の活用 

 ３ 環境、安全・安心への配慮   ４ 健康（人の健康・まちの健康・行政の健康） 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<<<  １１  協協働働・・連連携携  >>>>  

 「自分たちのまちは自分たちでつくる」との地方分権改革の理念に基づき、行政が

市民と協働して地域の魅力を高め、特色あるまちづくりを行っていく必要がある。 

   また、厳しい財政状況の下、限られた資源・財源を有効活用し、効率的で効果的な

 行財政運営を市民や企業との協働や近隣自治体との連携により進める必要がある。 

<<<<  ２２  地地域域資資源源（（ひひとと・・もものの））のの活活用用  >>>>  

  藤枝のシンボルとして定着している「サッカー」や「藤」をはじめ、藤枝特有の 

 伝統文化や歴史的資源などを内外に発信するとともに地域産業にも活かし、魅力あ 

 るまちの形成に努める必要がある。 

   また、次世代を担う子どもたちを心身ともに健やかに育てるための教育と、市民 

 が生涯を通じて個性や能力を磨くことができるような魅力ある生涯学習を進め、地 

 域の人材（財）を発掘・育成することで、まちの力となることが期待される。 
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<<<<  ３３  環環境境、、安安全全・・安安心心へへのの配配慮慮  >>>>  

  世界的な課題である地球環境の再生に向けて、市民・事業者・行政などすべての 

 主体が自らの責任と役割を理解し、あらゆる場面において環境へ配慮することが不 

 可欠である。 

   また、市民が安心でき、安定した暮らしをおくることができるよう、交通安全・ 

 防犯・防災対策や医療、福祉サービスなどの充実を図ることが重要である。 

<<<<  ４４  健健康康（（人人のの健健康康・・ままちちのの健健康康・・行行政政のの健健康康））>>>>  

  人・まち・行政が健康であることは、まち全体の活性化につながる。 

  ○人の健康…市民が心身ともに健康で、いきいきとした生活をおくることができる

 よう、疾病等の予防対策や早期発見・早期治療の促進が重要である。 

   ○まちの健康…まちの活力を生み出すには、働く人・場所が充実し、産業が発展し

 ていくことが必要である。また、人の交流や物流による賑わいの創出もまちの活性化

 への重要な要素となる。 

   ○行政の健康…市を取り巻く状況がますます厳しさを増す中で、まちが持続的に発

 展していくためには、常にコスト意識を持ち、長期的な視点で計画的に健全な行財政

 運営を実行していくことが重要である。 

      ①行政の効率化 

      ②市民と行政の協働によるまちづくり 

      ③藤枝の魅力の創出・発信 

      ④活気あるまち 

      ⑤自然との共生・循環型社会を目指すまち 

      ⑥快適で暮らしやすいまち 

      ⑦人材（人財）を育むまち 

      ⑧安全・安心のまち 

      ⑨健やかで幸せに暮らせるまち 

分 
 

 
 

 

野 

１ 協働・連携 

４ 健康（人の健康・まちの健康・行政の健康） 

２ 

地
域
資
源
（
ひ
と
・
も
の
）
の
活
用 

３ 

環
境
、
安
全
・
安
心
へ
の
配
慮 
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分野１：行政の効率化 

 昨今の景気の低迷や社会保障費の増加などにより、今後の市の財政は一層厳しい状況が続

くことが予想される。この厳しい財政状況の下、市民サービスの質の向上とともに、より健

全で効率的・効果的な行財政運営が求められる。 

 

１．行財政改革（大綱）の推進 

  市民サービスの低下を招かないため、目的と目標数値を明らかにし、新公共経営の手法 

 を取り入れた行財政改革を一層推進すること。 

 

２．広域連携の推進 

  関係市町との連携により、ごみ処理・消防・地域医療・地域福祉・公共交通等の様々な 

 分野において、効率的で効果的な行政運営を推進すること。 

 

３．電子自治体の推進 

  行政の事務の効率化やコストの削減、市民サービスの向上を図るため、電子自治体の進 

 展を目指すこと。 

    

   【提案事業】・電子町内会の構築に向けた研究 

 

４．情報管理の充実と情報公開の推進 

  行政の説明責任を果し、公正で透明性の高い行政運営を図るため、情報管理の充実と積 

 極的な情報公開に努めること。 

 

   【提案事業】・公文書館の建設の検討 

 

 

 

 

分野２：市民と行政の協働によるまちづくり 

 地方分権の進展に伴い、地方自治体の自主・自立の必要性が一層高まっている。また、社

会情勢の変化に伴い市民ニーズも多様化している一方、限られた資源・財源の下で公共サー

ビスを行なわなければならない状況の中で、必ずしも行政だけでは対応しきれない場合も

多々生じている。このような中、自治会・町内会などの地域に根ざした主体はもとより、Ｎ

ＰＯやボランティア団体など多様な主体との協働によりまちづくりを進めることが求められ

る。 
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１．地域コミュニティ活動への支援強化 

  市民が主体的に地域コミュニティ活動を行なえるよう積極的に支援すること。 

     

２．情報提供の推進 

  市民がまちづくりに関する情報を迅速かつ容易に得られる仕組みを確立すること。 

 

   【提案事業】・ボランティア活動の紹介の場の提供 

         ・サッカー場を活用した情報発信のさらなる取組み 

 

３．市民参画の仕組みづくり 

  市民の意見を的確に把握する仕組みや、市民がまちづくり活動に参画しやすい仕組みを 

 作ること。 

 

   【提案事業】・市民意向調査や市民会議の実施 

         ・イベントやボランティア活動等への学生など若者の参加促進 

          

 

 

 

分野３：藤枝の魅力の創出・発信 

 本市はこれまでもサッカーや藤、東海道宿場町などの歴史を活かしたまちづくりを進め、

地域活性化を図ってきた。今後も市民がふるさとに愛着や誇りを持ち続け、地域がさらに発

展していくために、様々な地域資源を活用し、個性豊かで魅力ある藤枝を内外に発信してい

くことが求められる。 

 

１．「サッカーのまち」の積極的な推進 

  「サッカーのまち藤枝ドリームプラン」を積極的に推進することにより、藤枝を代表す 

 るスポーツともいえるサッカーをまちづくりに活かし、元祖「サッカーのまち藤枝」をよ 

 り一層全国にアピールすること。 

 

２．日本一の藤の里づくり 

  日本一の藤の里にふさわしいまちづくりを計画的に進めること。また、藤枝市が内外に 

 誇れる蓮華寺池公園を核として、藤を活用した施設整備を進めること。 

 

   【提案事業】・「日本一の藤の里づくり」の新たな計画策定 

         ・藤を中心とした親水空間の創出 
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３．歴史的資源の保全と活用 

  東海道の宿場町としての街道文化や史跡を保全し、多くの歴史的資源を活かしたまちづ 

 くりを進めること。また、古い建物や古木を保全する仕組みをつくり、歴史的な景観形成 

 を図ること。 

 

   【提案事業】・街道文化や宿場文化をテーマとした事業の推進 

          ・若王子古墳群のＰＲの推進 

         ・文化財見学コースマップの作成 

         ・歴史を活かしたまちづくりのための景観保全、形成への取組み 

 

４．茶文化の保全と発信 

  お茶文化を普及し、藤枝の個性として発信するとともに、藤枝の茶のブランド化を進め、 

 新しい個性としての定着を目指すこと。 

 

   【提案事業】・街道文化と連動したお茶文化の普及 

         ・小中学校における急須でお茶を楽しむ教育の推進 

 

５．伝統文化の保存と伝承 

  朝比奈大龍勢や高根白山神社古代神楽などの特色のある伝統文化や郷土芸能を保全・継 

 承すること。 

 

６．新たな魅力の創出 

  人が集い、未来へ引き継ぐ新名所づくりを進めること。 

 

   【提案事業】・花のまちづくりの推進 

         ・未来へ残す名木等の植樹 

 

 

 

 

分野４：活気あるまち 

 まちの活気を生み出すためには、働く場の充実、企業の誘致や育成、産業の振興などの経

済の活性化と、人が集まり交流するにぎわいの創出が求められる。 

 

１．男女共同参画の推進 

  男女が共に活躍できるよう男女共同参画を推進するとともに、仕事と家庭を両立するた 

 めの条件整備を図ること。 
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２．勤労者福祉の充実と雇用対策 

  誰もが元気に働くことができるよう労働環境の整備・改善や福利厚生の充実、さらには 

 ワークライフバランスを目指した事業を企業と一体となって取り組むこと。また、女性を 

 はじめニートやフリーターなどの若年者や中高年者の雇用の創出や安定化に取り組むこと。 

 

    【提案事業】・企業の協力の一層の推進 

 

３．企業誘致の促進・地元企業の成長の支援 

  地域経済の活性化のため企業誘致を促進するとともに、地元企業の成長を支援すること。 

 

    【提案事業】・中小企業のＣＯ２削減に対する支援 

          ・企業誘致の促進を図るための土地利用の見直し 

 

４．将来を見据えた土地利用の推進 

  新東名や現東名インターチェンジの開通を意識した柔軟な土地利用を推進すること。 

 

    【提案事業】・新産業ゾーンへの企業誘致の促進 

          ・新たな大規模団地の招聘 

 

５．魅力ある商業地づくり 

  地域に密着した魅力ある商業地づくりを進めるとともに、意欲と個性のある事業者の育 

 成を支援すること。 

 

    【提案事業】・空き店舗対策（空き店舗利用者への優遇策） 

          ・高齢者に優しい商店街づくり 

 

６．魅力ある観光地づくり 

  地域の資源や特性を活かした魅力ある観光地づくりを進めること。 

 

    【提案事業】・広域的な観光ルートモデルコースの作成 

          ・藤枝大祭や朝比奈大龍勢などのＰＲ 

          ・レンタサイクルステーションの設置 

          ・寺社に保存されている「宝」の観光資源としての活用 

          ・集積した観光農園の整備、体験農園や地産地消の推進 

 

７．農業の振興 

  農業の経営安定化や地産地消を活かした特色ある農業産地の育成を図ること。 
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    【提案事業】・農地に対する国の直接支払制度の推進 

          ・茶振興計画による農工商の連携 

          ・地産地消による藤枝ブランドの確立 

          ・認定農業者の大幅な確保と支援策の拡充 

          ・農業法人の設立促進  

          ・耕作放棄農地や遊休農地対策 

          ・薬草栽培などの複合経営の促進 

 

８．中山間地域の定住者の確保 

  中山間地域の活性化のため、中山間地の魅力づくりを進めるとともに、地域の安定化促 

 進に向けた支援を行い、定住者の確保を図ること。 

 

９．スポーツの振興 

  スポーツを通して市民の元気を生み出すために、各種スポーツの普及を図り、市民のス 

 ポーツ活動を推進すること。また、市民や各種団体がスポーツ活動を活発に行なうための 

 環境づくりとして、スポーツ施設の充実を図ること。 

 

    【提案事業】・高齢者スポーツ大会の実施 

          ・総合型地域スポーツクラブの育成、推進 

          ・総合運動公園の基本計画に基づく次期整備計画への取組みと推進 

          ・老朽施設の改修及び耐震化 

          ・小中学校のグラウンドの芝生化 

 

10．市民文化の振興 

  市民が文化芸術を一層楽しむことができるよう文化振興を促進するとともに、市民の文 

 化活動（発表や鑑賞）の場の整備を進めること。 

 

    【提案事業】・藤枝市文化マスタープランの確実な実行 

          ・総合文化施設の整備 

 

11．国際交流・都市間交流の推進 

  国際交流及び都市間交流をさらに充実するための検証と見直しを行い、文化・芸術・ス 

 ポーツ・商業等多方面において市民参加型の交流を進めること。また、市内在住の外国人 

 との交流を促進すること。 

 

 

 

 

 8



分野５：自然との共生・循環型社会を目指すまち 

 地球温暖化をはじめとする今日の環境問題は地球規模で向き合うべき課題となっており、

市民一人ひとりが身近なところから様々な環境問題の解決に取り組む必要がある。本市にお

いても、これまで「エコアクション２１」や「もったいない運動」などの事業を市民と協力

しあいながら推進してきているが、今後さらに深刻化するであろう環境問題に対応するため、

自然と共生するまち・循環型社会の実現に向けたさらなる取り組みが求められる。 

 

１．地球環境問題への取り組み 

  地球や自然環境への負荷軽減の取り組みを推進するとともに、環境問題を理解するため 

 の環境教育を推進すること。 

 

    【提案事業】・「こどもエコクラブ」のさらなる推進 

           ・「エコアクション２１」の普及、推進 

          ・自然にやさしい新エネルギーの導入 

          ・太陽光や風力発電等の有効利用をはじめとするエコ政策の実施 

 

２．環境にやさしい循環型社会の実現 

  廃棄物の減量化・資源化・適正処理を推進し、地球にやさしい循環型社会の実現を目指 

 すこと。 

 

    【提案事業】・新ごみ処理施設の早期建設  

           ・ごみ処理の有料化の検討 

          ・資源回収システムの見直し    

          ・雨水の再利用システムの構築と利用計画の策定 

          ・雨水の地下浸透策の推進 

 

３．自然環境の保全 

  自然と共生するまちをつくるため、自然とのふれあいを深め、自然環境の保全に努める 

 こと。 

 

    【提案事業】・竹林対策としての竹の有効活用 

          ・中山間地域の荒廃地対策 

 

４．水と緑を活かした自然とのふれあいの促進 

  市民が自然環境に親しみ、水や緑とふれあうことができる場を提供するとともに、都市 

 の緑化や親水空間の創出に努めること。 
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    【提案事業】・蓮華寺池公園の新たな整備計画の検討 

          ・親水公園の整備 

          ・校庭・公園の芝生化の促進と計画策定 

          ・屋上緑化や壁面緑化の推進 

          ・ホタルの里づくり 

 

 

 

 

分野６：快適で暮らしやすいまち 

 本市はこれまでも土地区画整理事業や公共下水道事業など都市基盤整備事業を進めてきて

おり、道路や公園等の都市インフラはある程度充実し、市民が「住みやすい」と思えるまち

になりつつあるといえる。しかし、近年の社会経済状況の変化により今後も厳しい行財政運

営を迫られることが見込まれる中で、現在の「住みやすさ」のレベルを維持・向上させ、よ

り快適で住みやすいまちをつくるために、市民ニーズに対応した交通環境や住環境の整備が

求められる。 

 

１．きれいなまち・安全な生活環境の保全 

  環境美化や環境保全に関する市民の意識を高め、「きれいなまち」をつくるとともに、安 

 全な生活環境を守ること。 

 

    【提案事業】・まちをきれいにする条例の推進（まち美化里親制度の推進など） 

          ・たばこのポイ捨てに関する規制強化   

           ・有害鳥獣対策 

          ・生活道路や水路を中心とした環境整備 

 

２．きれいな水の安定供給 

  きれいでおいしい水づくりを進め、適切な施設整備と安定供給体制の充実を図ること。 

 

    【提案事業】・新たな水道事業計画の策定 

 

３．幹線道路・生活道路の整備 

  利用しやすさや安全性など市民のニーズに対応した道路整備を計画的に進めること。 

 

    【提案事業】・必要性、緊急性を重視した道路等の整備 

          ・住民要望を優先した生活道路や水路等の補修 

          ・歩道や自転車専用道路の整備 
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４．公共交通の充実 

  現在の公共交通のあり方を見直すとともに新たな公共交通体系の構築を目指し、都市機 

 能の充実を図ること。 

 

    【提案事業】・自主運行バス事業の見直し 

          ・バスの利用度の向上策 

 

５．墓地の充実 

  墓地不足に対応するため、新しい発想の公営墓地の設置について検討すること。 

 

 

 

 

分野７：人材（人財）を育むまち 

 子どもは次世代の藤枝市を担う地域の宝（財）であり、子どもの成長は地域の活力になる

といえる。また、市民が自らの個性や能力を磨くことにより生涯を通じていきいきとした生

活を送ることができるとともに、「キーパーソン」の発掘・育成にもつながり、地域の宝（財）、

活力となりうる。地域の宝となるべく豊かな人材（人財）を育むため、次世代を担う子ども

たちが健やかに育つ環境づくりと、市民が生涯を通じて知識や技術を高め地域に活かせる環

境づくりが求められる。 

 

１．豊かに学び、健全な心と体を育む教育活動の推進 

  学校、地域、家庭が連携し、子どもの学力・体力の向上と心身ともに健康な子どもの育 

 成を目指すとともに、思いやる心や生きる力を養う教育を進めること。 

 

    【提案事業】・地域の人材の活用    

          ・躾と徳育 

          ・小中学校の少人数学級実現 

          ・食育の充実 

 

２．生涯学習の充実 

  生涯学習活動の場を整備し、生涯を通して誰もが学べる場の提供を進めること。 

 

    【提案事業】・計画的な公民館の整備 
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分野８：安全・安心のまち 

 近年増加する地震をはじめとする自然災害や、多様化する犯罪・事故などから市民の生命

や暮らしを守り、安全で災害等の危機に強いまちとなるために、地域全体が災害等について

理解し、備えるための取り組みの重要性が増している。また、市民が常に安心して生活がで

きるよう、市立総合病院を中心とした地域医療体制の充実が求められる。 

 

１．地域医療体制の充実 

  近隣の公立病院との病病連携を図り、専門疾患の高度治療に向けた役割分担の明確化を 

 図ること。また、医師会や地域の医療機関との病診連携を強化し、地域医療体制の強化と 

 充実を図ること。さらに、急性期、慢性期医療体制の強化を図ること。 

 

２．市立総合病院の経営健全化 

  医師や看護師等スタッフの確保と充実を図り、市立総合病院としての経営の健全化を図 

 ること。また、市民との協働により市立総合病院の充実を進めるとともに、医療をサポー 

 トする市民運動を支援すること。 

 

     【提案事業】・藤枝市立総合病院中期経営計画（病院改革プラン）の確実な実行 

 

３．市民との協働で進める交通安全・防犯対策 

  市民との協働による交通安全と防犯対策をより一層進め、その活動に対して積極的に支 

 援すること。 

 

     【提案事業】・地元要望を重視した交通安全施設の整備 

           ・地域における防犯のための組織づくり 

 

４．災害に強いまちづくり 

  災害に強いまちをつくるため市民の防災意識を一層高めるとともに、建築物の耐震対策 

 や都市機能の充実を図ること。 

 

     【提案事業】・耐震工事の助成の拡大    

           ・発生時の道路網の確立 

           ・防災訓練の見直し（実践的な防災訓練の実施） 
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分野９：健やかで幸せに暮らせるまち 

 福祉の充実に関する市民のニーズはますます多様化・高度化している。このような状況下、

市民が年齢や障害の有無にかかわらず心身ともに健康で幸せを実感して生活できるようなま

ちを実現するため、きめ細かな福祉サービスを的確に提供し、地域ぐるみで支えあい助けあ

う体制づくりが求められる。 

 

１．高齢者福祉の推進 

 ●生きがいづくりの推進…高齢者が健康で元気に暮らせるための介護予防事業や生きがい 

 づくりを推進すること。 

 

 ●在宅生活への支援…高齢者の在宅生活を支援するため、要介護者の在宅介護サービスの 

 充実や民間経営による通所デイサービスの質の向上に努めること。また、災害時要援護者 

 の支援体制を一層充実すること。 

 

 ●福祉環境の充実…介護施設の整備を進め、施設入所待機者対策を図ること。また、地域 

 包括ケアシステムの構築や地域福祉活動の支援を行い、高齢者が安心して生活できる環境 

 を整えること。 

 

２．健康づくりと予防活動の推進 

  市民が健康な生活をおくることができるよう各種検診の充実を図るとともに、市民の健 

 康意識を高めるための啓蒙活動を推進し、地域ぐるみの健康づくり活動を支援すること。 

 また、うつ病や自殺の予防対策を進め、市民の心と体の健康維持を図ること。 

 

    【提案事業】・乳がん等がん検診の受診率向上策 

          ・相談体制の充実 

 

３．障害者福祉の推進 

 ●医療の充実…障害の早期発見と早期対応を図るとともに、障害者に対する医療の充実を 

 図ること。 

 

 ●在宅福祉の充実と地域生活への支援…社会福祉法人や医療法人と連携し、ケアホームや 

 グループホーム等の施設の充実を図ること。また、バリアフリー化など障害者に配慮した 

 まちづくりを目指すこと。 

 

    【提案事業】・公共施設のバリアフリートイレの整備と案内マップの作成 

          ・視覚障害者のための音声コード付き広報の研究 
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          ・色覚障害者へ配慮したカラーバリアフリーの導入 

          ・聴覚障害者への文字情報の充実 

 

 ●就労支援…自立を目指す障害者への就労支援の体制づくりを進めること。 

 

    【提案事業】・企業の障害者雇用の拡大に向けた課税や入札制度における優遇策 

 

４．地域福祉活動の推進 

  市社会福祉協議会との連携の強化を図り、地域社会で支える福祉事業を推進すること。 

 

５．子育てしやすい環境の整備と子育て支援の充実 

  安心して子どもを生み育てることができる環境を整備するとともに、子育て支援の充実 

 を図ること。 

    【提案事業】・安全の確保 

          ・妊婦時からの子育て相談や幼児期の母子、育児等の相談の充実 

          ・地域自治、協働による子育て支援 

          ・保育ニーズに合わせた幼保連携の推進 

          ・待機児童対策 

          ・「送迎保育ステーション」の設置などを含めた保育システムの構築 

          ・公民館のちびっこ広場やちびっこルームの充実 

          ・放課後児童クラブ、保育所の充実 

          ・認定保育所や幼稚園の延長保育の促進 

          ・医療費助成制度の推進 

          ・ファミリーサポートや保育ママ制度の拡充 

 

 

 

 

 


