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第２回 藤枝市総合計画審議会 議事録 
 

■日 時：令和２年９月 28日（月） 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 
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  

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 欠席 

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 欠席 

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 鈴木主査 俵主事  
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〇鷲崎会長あいさつ 

・新たな首相のもとで、新たな政策が進められていきますが、是非、本市にお

いても、新たな総合計画の中で、行政と市民、そして事業者などが力を合わ

せて、“市民の幸せ”に繋がる施策の展開をお願いしたい。 

・私達委員は、委員としての役割をしっかりと果たし、市民や藤枝に関わる人

にとって、有益な総合計画となるよう、力を注いでまいりたい。 

・本市の１０年後の目指す姿を示した基本構想や施策の方向性を体系的に示

した基本計画の概要が示されるので、委員の皆さんの知見や経験を基に、幅

広いご意見をいただきたい。 

 

 

(１)第６次総合計画基本構想案(２)第６次総合計画基本計画概要案について 

▼質疑・意見 

若林委員： 

・「横断的な視点」は、とてもよいものなので、各施策が➀～⑤の視点のどれ

に当てはまるのか番号を入れたら、よりアピールできるのではないか。 

・成果指標について、参加者数や受講者数などのアウトプット指標ではなく、

5-1観光・交流の推進➀の成果指標「体験型観光プログラム参加者満足度」

のようなアウトカム指標を取り入れていくとよいのではないか。 

→５つの「横断的な視点」が各施策のどこに当てはまるかが横軸の視点で構

築されていることを確認するためにも重要であり、見せ方を工夫してい

く。 

→成果指標は、満足度などの成果が見える指標となるよう再点検する。 

池谷委員： 

・基本構想（素案）の３頁、３の政策・施策の方向性「若い世代が結婚や出産、

仕事の希望を叶え、楽しく安心して子育てができるまちを創ります。」につ

いて、現在は結婚・出産・仕事も働き方改革により多様になっているため、

「若い世代」の表現を変更した方がよいのではないか。 

→若い世代だけでなく、幅広い世代が対象となるため、表現を工夫する。 

山田委員： 

・漢字の「子供」と平仮名の「こども」と表記が異なる。読手は意味の違うも

のと感じるではないか。 

・「創る」と「つくる」も同様に漢字と平仮名があり、どのような意味で違い

を表現しているのか。 

・基本構想（素案）の６頁、１「市民が主役でコミュニティ豊かなまちづくり
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の推進」の「コミュニティ豊か」という言葉は存在するのか。「コミュニテ

ィ」は「共同体」や「地域社会」として使用される。 

→近年、国では「子供」に統一しているため、市の総合計画でも「子供」を

前提として使用すると同時に、使い分けの説明を明記してわかりやすくす

る。 

→基本構想（素案）の２頁「つくる」を「創る」に修正する。 

→「コミュニティ豊か」は適切な言葉を工夫して使用する。 

池谷委員： 

・基本構想（素案）の７頁「人」は漢字、「モノ」は片仮名となっている。「ヒ

ト・モノ・カネ」は片仮名を使用することが多くあり、漢字でよいのか。 

→確かに「ヒト・モノ・カネ」は基本的に片仮名で多用するが、今回の「人」

は「人を呼び込む」という意味も含めて漢字を使用している。 

石川委員： 

・基本計画(概要)の７頁「子育て支援の充実」の②から⑤の主な取り組み内容

について、母親に対する支援が多いと感じる。基本構想（素案）の３頁、３

の「市民が結婚や出産の希望を叶え、楽しく子育てができ」を考慮すると、

子育ては父親も関わっていくべきであり、父親目線の取組が必要ではない

か。 

→父親が参加している取組も表記する。 

塚本委員： 

・基本理念における「まち」の概念が２つある。１つは「豊かなまちと自然、

文化」の構成要素として並列した記述。もう１つは「地域全体のまち」。「ま

ち」と平仮名で表現した時に、構成要素と全体のまちの区別がわかりにくい

ため、工夫した方が理解しやすいのではないか。また、「全体のまち」は風

土などの意味合いと読み取れる。 

・基本構想（素案）の３頁に教育・子育て関係について「たくましく生きぬく

力を育む教育を提供します」とあり、教育を提供する側の視点で記述されて

いる。住民目線で考えた場合、教育を受ける側の視点で記載すべきであり、

より文章の内容が具体的になるのではないか。 

・基本構想（素案）の３頁、４政策・施策の方向性に「大学を中心とした産学

官金の協働により、人と産業を育て、つなぎ、幅広い人材が活躍できる環境

を創ります。」と記載され、基本計画(概要)３－４の大学の関係と混乱して

いるのではないか。 

・基本構想（素案）の７頁「横断的な視点」の１「新しい日常、生活スタイル

への対応」について、コロナを医療と捉えた上で、感染症として記述されて

いる。コロナは生活や価値観が変わってきたことに対して記述した方が、10
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年の総合計画に対応できるのではないか。今までの生活で職住近接が考え

られていたが、今後は生活重視の環境で、「職」と「住」を離して考えるこ

とができる。長期的な視点で触れた方が計画に合うと思う。横断的な視点の

２から５まで全て共通する話だが、３から５はコロナの前と後で内容があ

まり変わっていない。３から５にアフターコロナの生活の価値観を記述し

た方がよいのではないか。 

・基本計画(概要)の８頁３－４「大学を核とした知の拠点づくりの推進」では

大学生から社会人リカレント教育までの生涯を通じて学べる環境を示唆し

ていると感じ、受け手視点の記述を追加した方が住民も受け入れやすく感

じる。 

→まちづくりの基本理念に対して３つ「まち」が出てくるが、それぞれ意味

合いが多少違うため、書き方を工夫する。 

→より文章の内容が具体的になるよう、表現を工夫する。 

→「産学官金」との連携については、横断的視点に立ち「生涯学習」と「産

業」の両面で意味が伝わるようにする。 

→７頁の横断的な視点について、１は感染症の存在を前提としている。今後、

様々なリスクに対し「安全・安心」を確立することが最優先であり、病気

を恐れず、新しい価値観や先進的な対応をし、地域の経済力を高める必要

がある。行政は医療の対応ではなく、ウィズコロナの環境でまちづくりを

どうするかという視点で表現を再検討する。 

→３から５は総合戦略の時から打ち出している内容だが、アフターコロナの

視点も踏まえて考え方を考慮する。 

平井委員： 

・基本計画(概要)の 13頁、６「豊かな自然環境と資源を守り、次代につなが

る藤枝をつくる」は温暖化や環境について記載している。環境を考える上

で、今後は「レジリエンス」と「ワーケーション」が重視されている。６－

１➀「エネルギーの創造と有効活用」の主な取組として「レジリエンス強化

事業」や「レジリエンス推進事業」のような言葉を入れてもらえないか。ロ

ーカルエネルギーを活用したレジリエンスのあり方は重要であり、時代に

対応した考え方となる。「ワーケーション」についても、瀬戸谷は自然豊か

な地域だが、テレワークを活用したワーケーションライフとなり６－３「自

然と共生した生活環境の推進」に繋がり、環境サイド視点のワーケーション

ライフも重要となる。環境審議会の環境基本計画の中で記載すればよいの

だが、総合計画へも検討してほしい。 

・「藤枝版ローカル SDGs」は非常によいと感じる。市民目線で SDGs をどう考

えればよいのかという質問を様々な会議で受ける。世界的な SDGsのターゲ

ットを地域の暮らしに落とし込み、「環境・社会・経済の統合的向上」とし
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て藤枝版を捉えることができる。また、「地域循環共生圏構想」が盛んに話

題になる。藤枝市としての SDGsをどう表現していくかを検討することは非

常に大切だ。 

→SDGs は４K 施策の延長上に目標がある。まずは身近な目標を設定した方

が、市民も職員もわかりやすいと思い「藤枝版ローカル SDGs」を設定し

た。みなさんに幅広く理解していただき、認知してもらう。先日も商工会

議所と包括連携協定を結び、産業界のみなさんと理解し合い、取り組んで

いる。 

→「ワーケーション」は観光的な要素もあるが、藤枝市は７割が自然環境で

あるため、中山間地域を活かしたワーケーションを推進したいと考えてい

る。 

→「レジリエンス強化、推進」の文言について、総合計画に取り入れること

を検討する。また、環境基本計画の中でも検討中であり、個別計画の上に

総合計画が設定されるため、最上位計画という観点も含め検討する。 

江崎委員： 

・基本計画(概要)５頁２－８「スマートシティの形成」について、基本構想（素

案）７頁「横断的な視点」の「コンパクト＋ネットワーク」で ICTに触れて

おり、「ワーケーション」や「新しい生活スタイル」を３から５に反映して

いる。アフターコロナの生活を考慮すると全てに ICT の活用が関わってく

る。「横断的な視点」をどのように表現するかということもあるが、「スマー

トシティの形成」を政策ではなく、横断的な視点とした方がわかりやすいと

思う。 

→基本構想（素案）７頁「横断的な視点」の中にスマートシティと入ってい

るとわかりにくい。ICTを活用した健康や次世代交通や働き方改革、まち

づくり全体で ICTを活用していくために、前面に打ち出し、各施策の中に

落とし込む。 

池谷委員： 

・基本計画(概要)４頁２－３の主な取組と成果指標の「地域支え合い出かけっ

CARサービス支援事業」について、高齢者は社会参加の際に「出かけっ CAR」

を頻繁に利用している。しかし、「出かけっ CAR」は各地区に仕組みが出来

ているわけではない。それぞれの地区で取り組みに参加する人がいれば出

来るが、取り組みを行う方がなかなかいない。「高齢者が健康に豊かに暮ら

す」は願いの 1つであり、高齢者が元気でいることは医療費の削減と介護保

険や給付の削減に繋がるため、「出かけっ CAR」を持続可能なものにしてほ

しい。ボランティアに頼った仕組みとなっているため、他の形で確立できれ

ば、「出かけっ CAR」を高齢者がより利用できるのではないか。「出かけっ CAR」

の利用地域は増えているが、全て網羅することは難しい。高齢者へのサービ
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スの標準化に伴い、全ての地区で配置し、持続可能にしてほしい。 

→各地域の協力のおかげで、西益津からスタートした「出かけっ CAR」は様々

なスタイルで動き出しており、今年度は大洲でもスタートする。持続性は

大きな課題で、担い手不足も問題のひとつである。地域の方が運用してい

るため、どう持続していくかという課題があり、地域の交通を結ぶ全体の

交通ネットワークを確立することが、６次の計画で大きなミッションだと

思っている。 

海老名委員： 

・インフルエンザの予防接種の料金について、子どもは 3,500円を２回受けて

7,000円必要になる。子育て支援として何か対策を取り入れてほしい。 

→インフルエンザの予防接種料金について、高齢者は一部市負担、こどもは

自己負担となっている。金額は保険診療ではないため、接種する医療機関

によって金額は様々だが平均 3,500円前後で自己負担。感染拡防止に対し

ての接種は、全額公費負担のものもある。インフルエンザの予防接種を県

内に全額公費で賄う市町も出てきているため、今後検討していく。 

小林委員： 

・基本構想（素案）の６頁、１「市民が主役でコミュニティ豊かなまちづくり

の推進」を自治会でも目標として取り組んでいる。子育て世代の方達はコロ

ナの影響もあり、人の幸せよりも自分の幸せを優先する意識を持つ方が多

く、協力的な世代の方達が遠慮や変な目で見られてしまうなどの風潮が生

まれ、個人主義と協力主義の価値観の対立が起きて大きな問題となってい

る。社会参加への希薄化により、これまで築いてきたコミュニティが崩壊し

ないか危惧している。基本構想では全ての市民を対象に「幸せに暮らす」と

掲げているが、アフターコロナという新しい環境に対し、自分の幸せを重視

する風潮は構想が空回りする原因となると危惧しており、全体で取り組む

必要性を感じる。また、父兄の影響でこどもが地域の行事に参加出来ない環

境も生まれ、一部の偏見や意見が強いために役員も手をこまねいている。

「災害時に強いまちづくり」を掲げているが、ハード面よりもソフト面の対

策を強化してほしい。 

→社会が希薄化するといわれており、コロナの影響で拍車がかかり各方面に

影響が出ている。自治会の活動も苦労していると思う。災害時や高齢化に

よる地域の支え合いや絆が大切になり、行政のみでは対応を充足できるわ

けではないため、各地域で支えある環境づくりや持続をしていく必要があ

る。心の面はすぐに解決できる問題ではないが、心の変革に取り組まなけ

れば良い方向に進んでいかないため、自治会のみなさんと話をしながら進

めていく。 

寺田委員： 
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・基本構想（素案）の４頁、５の中の「スポーツ・文化」について、「スポー

ツ」と「文化」を一括りで記述することに違和感があり、「芸術・文化」と

内容を分けてはどうだろうか。 

・基本計画(概要)11頁 5-3➀「文化を担う人材の育成」について、「担い支え

る」という文言が必要ではないか。 

・5-3③「文化活動を行う場の整備」について、「文化活動をはぐくむ環境づく

り」としてはいかがでしょうか。 

→全てその通りだと思う。第４次藤枝市総合計画で基本理念の中に「文化」

を入れていたが、第５次に除外した。改めて検討すると、「文化・芸術文

化」を大切にし、価値を高めていく必要があると感じ、第６次に再度取り

入れた。「スポーツ・文化」を「芸術・文化」に修正する。 

→基本計画(概要)11頁 5-3➀と 5-3③も意見の通りに修正する。 

 


