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第１回 藤枝市総合計画審議会 議事録 
 

■日 時：令和２年 7月 22日（水） 14：00～15：30 

■場 所：藤枝市役所 西館５階 大会議室 

■委 員： 

No. 氏名 団体等 役職 備考 

1 山田壽久 藤枝商工会議所  会頭  

2 杉澤達弥 株式会社 村上開明堂 
取締役 

管理本部長 
 

3 池田孝典 大井川農業協同組合 藤枝統括本部長   

4 大須賀紳晃 株式会社 静岡新聞社 常務取締役  

5 若林紀伸 株式会社 静岡銀行 
常務執行役員

兼地方創生部長 
 

6 石川敦司 志太地区労働者福祉協議会 会長  

7 森泰雄 （一社）志太医師会 副会長 欠席 

8 平井一之 藤枝市環境審議会 会長  

9 江﨑晴城 藤枝市観光協会 会長  

10 寺田益男 藤枝市文化協会 会長  

11 臼井郁夫 NPO法人 藤枝市スポーツ協会 会長  

12 水野明 社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会 会長  

13 池谷照代 藤枝市男女共同参画「ぱりて」会議 代表  

14 小林一男 藤枝市自治会連合会 会長  

15 海老名正和 藤枝市農業委員会 会長  

16 石川真由子 常葉大学（ふじえだガールズ・ミーティング） 代表  

17 塚本秀綱 静岡県 中部地域局 局長  

18 山田美穂子 藤枝市教育委員会 教育委員  

19 稲葉俊英 藤枝市私立幼稚園・認定こども園協会 会長  

20 鷲崎早雄 静岡産業大学（藤枝 ICT コンソーシアム会長） 学長  

■市の出席者：企画創生部 山内部長 

企画政策課 渡邊課長 藁科主幹 田中係長 北川係長 堀田主査 

鈴木主査 俵主査  



2 

〇市長あいさつ 

・委員のみなさまには、ご多用のところ審議会委員を快くお受けいただいた。

各地の災害やコロナ禍で、本市も大変な状況だが、お力を貸していただき、

万全の体制で臨んでいきたい。 

・この会議は本市の最上位計画である総合計画の策定にあたり、これから本

市が進むべき方向性について、委員のみなさまに審議、答申をいただくも

の。各界の代表の皆さまに参加していただけることは、意義のあることであ

り、心強く思っている。 

・第５次藤枝市総合計画では「元気なまち」「選ばれるまち」を目指し、市民、

事業者、職員が協力し「地方から国を変える」という気概をもって積極的な

取組みを進めてきた。人の流れや民間投資を生み出す「元気なまち」「選ば

れるまち」の実現を目指していきたい。 

・少子高齢化や人口減少の荒波が本市にも押し寄せてきている。本市は４～

５年前までは人口が増加していた。その一つの現れが藤枝駅前の地価の上

昇率である。県内の商業地の地価上昇率において、今年は熱海市がトップで

あったが、以前は 4年連続藤枝市がトップであった。 

・新型コロナウイルスにより、新たな生活様式が叫ばれている。ものの価値観

が大きく変わり、これから１０年、２０年はこれまでの延長線上ではないと

考えている。政策も新たな時代に合わせていかなければならないと強く感

じている。 

・このように大きく変革する社会であっても、普遍的な目標である「市民のみ

なさまが夢や希望をもって、幸せを実感する、実感できるまち」の実現に向

けて第６次藤枝市総合計画を策定していきたい。 

・本日お集まりの各界のみなさまの英知をいただき、市民のみなさんの声を

十分に汲んだ、新たな計画を作り上げていきたい。また、６月 20日に藤枝

市長４期目を担わせていただくことになり、総合計画は思いを込めて作っ

ていきたいと思う。今の激しい社会の動きの中で、今まで通りの生活ではな

く、新しい藤枝市を目指していきたいと強く思い、みなさまのお力を貸して

いただきたい。 

 

〇鷲崎会長あいさつ 

・委員のみなさまからお声をいただき、会長を仰せつかることになった静岡

産業大学の鷲崎です。よろしくお願いします。本日、各界でご活躍のみなさまが

お集まりになっており、委員各位のご協力をお願いしたい。 

・日本中の生活様式や働き方がコロナの影響により、大きな変革を求められてい

る。みなさま方のところでも、新しいやり方を模索しているところだと思う。私共大

学も模索中であり、大学の授業はオンライン 95％、対面５％で実施している。５％
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は対面でなければならないものということだが、心配な場合はオンラインでも良い

と学生に配慮をしており、新しいやり方を試行している。オンラインは、メリット・デ

メリットあるが、教育の中に取り入れ、大学を改革していこうと議論している。 

・コロナの危機に対し、ピンチをチャンスに変えるということもあるのではないか。藤

枝市総合計画もこのような状況下の中で策定するということは、タイムリーなことで

あり、新しい生活様式に対して、どのようなまちづくりにしていくかということを真摯

に議論できるのではないか。委員のみなさまから幅広い意見をいただきたい。 

 

〇総合計画の概要について 

※質疑意見は無し 

 

（１）第５次総合計画の評価・検証について 

▼質疑・意見 

塚本委員： 

・私は昨年の４月から藤枝市民になった。藤枝市は生活しやすく、まちがコン

パクトで、駅の周辺に魅力的な飲食店が多く、駅前が賑やかと感じている。

総務省や内閣府によると、全国の地方都市の中で駅前が賑やかという例は

あまりなく、藤枝は成功事例として有名だ。まちづくりの計画で「コンパク

ト＋ネットワーク」を明確に打ち出し、それに沿ってまちづくりが進められ

てきた結果だと感じている。 

・住民のみなさんの意識が高い。青島小学校区内に住んでいるが、小学生の通

学時間帯に、交通安全のためのボランティアが立っている。保護者の方が多

いのだが、青島小学校区は高齢者も登下校の時間に参加していることが特

徴的である。 

・参考資料２の「成果指標管理シート」について、17「アクティブシニア大学

参加者人数」、46「地域子育て支援拠点利用件数」、59「幼稚園・保育園での

親学講座年間受講者数」、64「多学年・多世代交流事業の参加児童数」、232

「結婚応援事業の参加人数」など、他もすべて住民参加事業の達成度が

100％であり、住民の参加者の意識が非常に高く特徴的だと感じる。元々高

かったわけではなく、藤枝市が働きかけた結果、みなさんの意識が高くなっ

たのではないか。逆に、住民の意識が高くなると、要望も高くなるため、今

後応えていくことが大変になってくると思う。 

→「コンパクト＋ネットワーク」は中心市街地を中心に、重点的に進めてき

た。高齢者が増加し自ら車を運転する方が少なくなる 10年・20年先を見

据え、街中でコンパクトに生活できるような環境づくりが、地球環境への

配慮や行政の効率化にもつながってくるという思いで進めてきた。一定の
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成果が出てきているため、引き続き進めていきたい。 

→住民意識の問題について、みなさまの協力のおかげで、まちづくりが進め

られている事に感謝している。今後、行政だけでは成し遂げることができ

ない要望が出てくる。地域のみなさまに参画いただき、連携して取り組ん

でいくことが、今後更に必要になってくる。みなさまの要望を受け止め、

一緒にまちづくりを進めていきたい。 

若林委員： 

・資料１の「１」「成果指標管理シート」は 234の指標がある。当初から多く

の指標を設定したのか。当初は少なく徐々に増えていったのか。指標の中に

優先順位はあるのか。数が多いため、目先に集中できにくいのではないかと

感じる。どのように作ったのか。 

→目標指標は総合計画を作成の際に７分野の政策・施策の題名をつけ、具体

的な取組みも位置づけた。それぞれの進捗・達成状況を確認するために、

当初から 234の指標を設定した。優先順位をつけることは難しいが、特に

重点的に進めるべき指標として「地方創生総合戦略」の 79 の指標と位置

付けている。進捗にあたっては、それぞれの分野で目標を達成するように

進めており、縦割りにならないよう、横に連動させ、相乗効果で成果が上

がるように配慮していきたい。 

池谷委員： 

・資料１の「１」「成果指標の達成状況」について、達成度 80％未満の 38 件

の指標は、表の中で網掛けをしていただきたい。 

→表は網掛けにし、見やすくする。我々も意識して取組むことができるよう

にする。 

 

（２）第６次総合計画方針案について 

▼質疑・意見 

平井委員： 

・現在、環境審議会でも「第３次環境基本計画」を議論しており、国の「第５

次環境基本計画」を参考にしている。その中で地域環境整備構想について議

論されており、環境だけではなく、社会と経済が総合的に向上していく仕組

みが必要とされている。そのような点についても、第６次藤枝市総合計画は

分野別から目的別に移行していくということはとても良いことであると思

う。 

・環境分野でも、温暖化の問題が危惧されており、レジリエンスの強化が問わ

れている。最近気候変動による大きな災害が多発している。大災害により停

電が発生した場合、市民生活がストップしてしまうため、再生可能エネルギ
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ーを普及させていこうとしている。ローカルエネルギーの仕組みがで出来

てくれば、災害の復旧までの間に対応やサポートができるようになる。それ

がレジリエンスの強化ということになる。また、産業界では BCP 対応をし

ていただいている。 

・第６次藤枝市総合計画を策定するには目的別という仕組みを、課題を踏ま

えた中で横断的に、市民のみなさまに見える化していくことが課題となっ

ていく。この辺りの議論をしていきたい。 

小林委員： 

・基本構想・基本計画は、目的も具体的でバランスが取れていると感じてい

る。自治会連合会で特に気を使っていることは「まちの安全・安心」である。

コロナ禍で生活や行動が変異するという不安とプレッシャーを感じている

中、今度の計画は「幸せになるまち」を提唱している。幸せの基本は「安全・

安心」であるということ。また、最近は風水害の災害が頻発している。全て

の生活が０になってしまうということを考えると、防災力の向上という点

で、市民が強い防災意識を持つことにより、災害に強いまちづくりになると

思う。行政もリーダーシップを取っていただき、意識の向上だけではなく、

ソフト面・ハード面含め、防災力を高めることが必要である。政策目的(案)

１「市民の安心で豊かな暮らしを実現する」２「市民の命と安全を守る」に

加え、「防災に強いまちづくり」の政策を取り入れていただきたい。 

→市民のみなさんが幸せを感じて生活をするためには「安全・安心」「健康」

この２つが大切であり、２つの大きな柱を重点的にしていくことが「幸せ

になるまちづくり」を作っていくことだと思う。 

→複合的な災害が多発し、不安が増している。地域のみなさまのお力を借り

ながら、市もリーダーシップを取り、新しい発想も入れ、防災力の強化を

していきたい。 

→多角的な視点ということで、SDGsにも「環境」「社会」「経済」の３つの考

え方がある。三方よしの取組みを３つの視点で行っていくことが、まちづ

くりの補強や SDGs の達成にも繋がっていくため、多角的な視点で目的が

叶う施策・政策を構築していきたい。 

山田(美)委員： 

・子供たちの学校内の行動は知っていても、学校外での行動は知らないよう

に、直接関係のない人達はそのことを知らないということが多々ある。市民

１人１人が藤枝市を作っていくという自覚を持ち、仲間意識や信頼関係を

築き、次の世代に繋げていく為に、現在の取組みの告知をしてほしい。 

→色々な取組みをしているが、市民のみなさまに伝わっていなければ、取り

組んでいないことと同じだと意識している。課題と取組みを市民のみなさ

んの視点で理解していただくことが大事であり、工夫をしていく。さらに、
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若者の流出などの課題に対して、学校に出向き、小・中・高校生に市の取

組みや地域の課題を知ってもらうことも大切だと思う。本日はガールズ・ミ

ーティングの代表で石川委員に来ていただいており、女子高大生のみなさんが

藤枝市のまちづくりを学び、様々な活動に取組んでいただいている。それも１つ

の機会であり、多角的に市民のみなさんに市の課題や魅力が伝わるように広報

を考えていきたい。 

池谷委員： 

・情報発信は大切で、最近は HPに掲載されているという話が多い。しかし、高齢者

は HP を見る機会が少ないため、「まちづくり 100 人会議」のようなものに参加をし

ていただきたい。ところで、「令和２年度の生涯学習出前講座メニュー」のチラシ

はそれぞれの団体にわたっているのか？ 

→メニューは広報ふじえだにて紹介しているが、満遍なく行きわたっているかと

いうと、そうでもないところもある。 

→メニューは各地の交流センターで配布している。HPには掲載しているが、

各団体に配布はしておらず、交流センターで見ていただく形となる。 

→これから各地区別にまちづくり会議をする。そこで、地域のみなさまに参

加いただき、説明をしたい。以前 100人会議をしたが、今回はコロナの影

響で一堂に集まるという環境を避けている。また、地区別のまちづくり構

想をつくるため、工夫して取り組む。出前講座は総合計画・総合戦略の内

容を説明しているため、みなさんのところに行き届くようにする。多方面

のみなさまに来ていただいていることから、それぞれの団体の会合にも出

向き、その分野だけでなく、全体のまちづくりも説明したい。 

 


