平成 25 年度 第２回

静岡市市民自治推進審議会 次第
日時
場所

１

開 会

２

議 題

（１）第３次総合計画の策定について

（２）その他

３

閉 会

平成 26 年１月 27 日（月）
午前９時 30 分から
静岡庁舎本館３階 第１委員会室

３次総の体系

資料１

H26.1.27

【記載項目(案)】
議決事項
■はじめに
・今後の展望
・基本構想の役割

基本構想
（期間定めず）

等

■地域経営の理念
■目指すべき将来像

地域経営の理念
目指すべき将来像

基本計画
（８年：H27-34）

■計画の背景
・２次総までの総括
・社会経済情勢

地域経営の指針

■人口推計、土地利用構想

《活力》

（トップダウン又は局提案）

分野
・・・
基本的な
方向性

基本的な
方向性

（仮）連携
プログラム

（例）①地域エネルギー政策の推進

（仮）連携
プログラム

（例）②自転車によるまちづくり

（仮）連携
プログラム

（例）③6次産業の推進
・・
・

・・
・

実施計画
（４年×２）
①H27-30
②H31-34

《まち》

・・
・

基本的な
方向性

基本的な
方向性

《安心
安全》 ※各行政分野の

■地域経営の指針
分類、名称は
健やか 修正の可能性有 ■エリア別ビジョン
・東静岡
・大谷小鹿
分野
・・・
・麻機
・新IC周辺
等
基本的な 基本的な
■（仮称）連携プログラム
方向性
方向性

【 各 行 政 分 野 】
文化
○○ まちなみ ××
分野
分野
分野
分野

各局が主体的に作成 産業
重点的かつ横断的施策

《ひと》

プログラム実現のための取組

・・
・

・・
・

・・
・

■各行政分野の基本的な方向性

・・
・

「エリア別ビジョン」「(仮)連携プログラム」に基づく事業

報告事項
■個別事業計画（ハード・
ソフト）
■ネクストプラン（次期実
施計画での想定事業）

各分野の重点的な事業

計画の策定

策定体制

議会（計画の議決）
市議会

資料2

H26.1.27

行政（計画の立案、決定）
上程・議決

市長

議会議決事件条例に基づく議決

説明

説明会

■委員
市長、副市長、局長等
■役割
・計画の決定

庁内策定会議

意見

策定部会

計画案の検討

アドバイザー（計画立案への助言）

分野別部会

調整部会

（分野別に設置）

学識経験者

説明
助言・提案

各種団体

■部会長：部長(代表)
■部会員：関係課職員、
企画課職員
■役割
・分野別基本方針の作成
（本文作成含む）

まちみがきアドバイザー、
官民連携会議委員なども活用

市民アンケート
まちみがきトーク

パブリックコメント

（エリア別に設置）

■部会員：企画課職員、関 ※原則、既存組織を活用
■部会員：関係課職員、
係課職員、有識者
企画課職員
■役割
■役割
・全体の調整
・基本構想、地域経営の指針、・エリア別基本方針作成
戦略プログラム等の作成 （本文作成含）

市民(計画立案への参画)
講演会・シンポジウム

エリア別部会

情報
提供

意見

各種審議会(自治審議会等)

市民討議会（Voiceofしずおか）

既存手法の活用（市政出前講座など）

ワークショップ

策定スケジュール

H26.1.27

H25年度
基本構想

アドバイザー

議
会

基本計画 実施計画

庁
内

策定方針
決定

H26年度
骨子案
作成

策定体制
組織
基礎検討
課題整理

地域経営指針
分野方針
エリア方針

方向性
整理

※基本構想と基本計画
は一体的に検討

素案
検討

中間案
作成

構想・計画
決定

最終案
作成
最終案
検討

中間案
検討

(各部等)分野ごとによる政策の体系、検討

意見
反映

意見
反映

説明

実施計画
作成

予算化

事業計画検討

意見
反映

有識者等
意見聴取
説
明
①

説
明
②

説
明
③

市議会協議会等を通じ、検討状況の説明（随時）

随時計画策定へ反映

アンケート

市
民
参
画

素案
作成

Voice of しずおか

まちみがきトーク
講演会

説
明 ・・・
④
基本構想案
基本計画案

上
程

議
決

11月議会

パブリックコメント
ワークショップ（予定）

各種審議会

既存手法と随時連携（市政出前講座等)

シンポジウム（予定）

報
告
2月議会

公表

「３次総策定の考え方」
１ 時代認識と３次総のポジショニング
〈コト・ココロ〉
分権的社会システム （地方分権）
サービス経済、経済のローカル化
公共政策=ストック活用
都市政策、まちづくり

転換

定常・持続可能
ポスト工業化

第３次静岡市総合計画
成長・拡大に代わる
新たなアイデンティティ・価値・基本戦略
余暇、自然、環境、コミュニティ、介護、
医療、文化、第６次産業

２ 「価値観」の転換
項目

〜１次総・２次総

３次総〜

成⻑、拡⼤
経済性、効率性

幸福、誇り
多様性、寛容性

モノ、カネ

コト、ココロ（体験・感動）

豊かさの
指標、尺度
ライフスタ
イル

量、均質性（他都市と同じ
ように）

質、独自性（地域ならでは）

⼤量⽣産・⼤量消費、
スピード、⾞社会

安心・安全、地産地消、
スローライフ、人中心

志向

グローバル化

グローバル化
＋地域⼒の向上（地域内循環）

全体

コミュニティ 自由、個人主義

きずな、つながり、シェア

３ 「⾏政サービス」の転換
項目

〜１次総・２次総

資料３
３次総の記載項目

３次総〜

主なテーマ

国の政策に基づいた、ス
トックの蓄積・拡大

地域の政策として、ストックの活
用・マネジメント

サービスの
視点

まんべんなく。(総花）
富をどう分配するか？

選択と集中（メリハリ）
リスクにどう対応するか？

市⺠との
関係

「顧客」と捉え、可能な限
りニーズに対応

「パートナー」と捉え、協働して課
題を解決（市⺠参画）

執⾏体制

組織の連携・複合により、価値を
組織の分割・分担により、
生み出す。(タテ・ヨコ連携)
効率化を図る。（タテ割り)
(仮)連携プログラム

⾏政運営

総合計画、⾏⾰、財政計画を
個別に推進。
事務事業評価のみ実施。

⾏政運営・⾏財政改⾰の⼀体的な推進。
政策評価、施策評価の導入等によ
る⾏政評価の拡充。

４ 「地域経営」への転換
項目

３次総の記載項目

〜１次総・２次総

３次総〜

総合計画の
位置づけ

⾏政の計画

市⺠、⺠間の⼒も取り込んだ地域
全体の計画（新しい公共）

主な目的

政令市としての基盤づくり、
新市の一体化

持続発展的な地域経営の実現

施策を網羅的・体系的に⽰
す。【カタログ型】

最初に、仕事の仕方、基本的視点
を示す。【ルールブック型】
地域経営の指針

内容

⼟地利⽤については、都市 加えて、開発余⼒のあるエリアの⽅向
空間・構造の考え方を示す。 性を示す。
エリア別ビジョン
分野の計画

企画局主導で、計画作成担
当者が作成

各部局で、各分野の領域、⽬標、
施策の方向を主体的に作成
分野別の基本的な方向性

経営資源

⾏政投資

約450〜650億円/年

⾏政投資

約300〜350億円/年 ＋ ⺠間活⼒

案

資料 4
平成 26 年

1 月 27 日

静岡市企画課

第 3 次総合計画策定の上での基本的な考え方について
1 地域経営について
社会全体の潮流を捉え、静岡市の強みを最⼤限に活かすまちづくりを⾏うためには、市全
体で、地域が持っている資源の価値を共有し、活用し、市と様々な主体が連携・協働をしな
がら、社会的課題等の解決を⾏い、⾃律したまちづくりを⾏うことが⼤切です。
愛着を持って、暮らしているまちのために、市⺠の知恵を集結し、まちづくりを皆で⾏う
ことが、ひいては、豊かさや楽しさを感じられる生活や自らの幸福の追求につながっていく
と考えます。そのため、静岡市の総合計画は、⾏政内部の計画ではなく、地域の中で、協働
で問題を解決する「地域経営」の計画として位置づけ、オール静岡で取り組むことを目指し
ていきます。この「地域経営」という考え方を、静岡市では次のように定義します。

「地域経営」とは･･･ 市⺠が安⼼・安全にいきいきと暮らし、地域がその特⾊を⽣かしながら、

1

2

活気に満ち、持続的に発展していくため、地域の資源を最大限に活用し、市と多様な主体が連携・

3
協働しながら、創造性を活かして、新しい価値を生み出し、⾃律的なまちづくりを⾏うための戦略
的な活動のこと。

市
企
団
行
＋
＋
＋
・・・
民
業
体
政

地域資源

人
モノ
カネ
知恵…

創造性

図 1 「地域経営」のイメージ

新しい
価値

地域経営の担い⼿、地域の主役は市⺠の皆さんです。市⺠一人ひとりが、自らの暮らしの
充実をはかり、そして、静岡市の地域経営を⾏う⼀員としての使命を持って、できることか
ら、皆でまちづくりへ参画していくことが⼤切であり、それは、市のガバナンスを⾼めてい
くことです。まちづくりは⾏政が単独で⾏うものではなく、市⺠と⾏政が⼀丸となり「新し
い公共空間」を広げ、豊かな公共を創造していきます。
※市⺠･････市内に居住し、通学し、または通勤する個⼈及び市内において事業を⾏い、⼜は活動を⾏う個⼈⼜は法⼈その他
の団体をいう。
ガバナンス･･･⾏政におけるガバナンスとは、市が中心となって地域の問題を解決するという伝統的な考え方から脱却し、
市と地域の人々が一体となって問題に取り組むことにより、よりよい結果を出すという考え方。
新しい公共･･･新しい公共･･･多様化・複雑化したニーズに対して、市⺠と営利企業、⾏政が協働し、それぞれの特性に応じ
て「誰がやればうまくいくか」という考えに⽴ち、すべての主体がその役割に応じて社会への貢献を果たし
ていくための協働の場。

地

域

公共の領域

市民の領域

行政の領域

<新しい公共空間>

私的活動(個人等)
利益追求活動(企業等)

市民の主体的な

市民参画・協働

市の専属領域

公共的活動

図 2 「新しい公共空間」のイメージ

協働の 2 種類
1 パートナーシップ = サービス供給主体間の連携関係
2 コープロダクション = サービス供給者と利⽤者の間の連携活動
市
(サービス供給責任者)

パートナーシップ

コープロダクション

民間パートナー
(サービス供給実施主体)

コープロダクション
サービス利用者

図 3 協働の 2 種類

2 地域経営を実現するために

(1) 市⺠としての⼒を発揮する
■⾃らを成⻑させ、自分らしい生き方を追求します(自分の生活の充実･･･ 自助 )
・ワーク・ライフ・バランス、健康づくり、自分みがき
■できることは⾃分で⾏い、助け合いが必要なことはみんなで支え合います(地域生活充
実･･･ 共助 )
・多様性を認め合う、寛容性を持つ、利他の⼼
・価値感の共有、支え合いの精神、居場所づくり
■まちづくりに参画します(地域経営を主体的に実施)
・私のまちは私たちでつくり守るという意識
・新しい公共の⽴場で、私たちの課題は私たちで解決(市はそれを補完)
・地域の⽂化・歴史を⼤切にし、自分のまちを愛し、自らが情報発信者に

(2) ⾏政の役割を果たす
■市⺠が主役で、活き活きと暮らすための取組みを⾏います(⾃治基本条例理念) ( 協働 )
・多⽂化共⽣社会の実現、男⼥共同参画の推進、共助社会の下支え
・ 市⺠とのパートナーシップを⼤切にし、新しい課題解決の⽅法に取組む
・協働の推進、新しい公共
■ 新しい公共経営の視点を持ち、効果的で効率的な⾏政運営を⾏います( 持続可能な都
市経営)
・アセットマネジメントの推進、選択と集中、持続可能な⾏財政基盤の確⽴、ICT
の活用
※アセットマネジメントについては、次の基本方針に基づき、全体的かつ計画的に
推進していく。（次ページ参照）
■ 求⼼⼒の強いまちづくりを⾏います( 世界水準のまちとしての発展)
・世界への情報発信

平成 25 年度

第２回

静岡市市民自治推進審議会

1. 開 催 日 時

平成 26 年１月 27 日(月) ９時 30 分から 11 時

2. 開 催 場 所

静岡市役所 本館３階 第一委員会室

3. 出

席 者

会議録

【委員】足羽委員、磯谷委員、狩野委員、木村委員、小山委員、
服部(和)委員、服部(乃)委員、日詰委員 (五十音順)
【市側】木村企画部長
【事務局】中島企画課長、天野分権交流推進担当課長、青島参事、金丸主幹、
千須和主幹、萩原主幹、岡本副主幹

4. 開
5. 議

会

事務局(中島企画課長)

事

【主な意見】
○新しい事業を切り拓いているような１、２割のＮＰＯ法人だけでなく、ボランティアマインドで
活動している市民活動団体、またボランティア活動等をやりたい気持ちはある多くの市民をどの
ように「市民、民間の力も取り込んだ地域全体の計画（新しい公共）
」としての総合計画にすくい
上げるかが、また、市民の力を引き出して、どのようにサポートしていくのかが大事だと思う。
○現在、価値観、物事の評価の仕方が大きく変わってきている。そのような中、総合計画を作るに
は、ピーアールの仕方が重要だと思う。行政と市民をつなぐセンス、能力が必要で、今までの価
値観を変えられるような行政内部の人材育成が必要だと思う。
また、時代が変わってくる、総合計画も変わってくる中で、市民側の視点も変わらないとならな
い。それには、多くの市民をどう巻き込んで行くかということをやらないと難しい。
○総合計画・連携プログラムを立てて行く時に、小さな市民活動団体の意見をどのような形で吸い
上げるのか、検討いただきたい。市民協働ということを考えた場合、市民と行政とがなるべく横
並び、目線を合わせていただくよう努力をお願いしたい。
○協働の現場では、今まであまり関わりのなかった主体が参加するなど、価値観が大きく変わって
来ている。新しいものを創り出すには、様々な形で様々な団体等を巻き込んで行くことが大事だ
と思う。
○総合計画の「協働」の概念として、コープロダクションとパートナーシップというように整理が
ついていることは評価できる。一方で、コープロダクションについて、市民の方々に、もう少し
分かりやすい説明があると良い。

1

日 詰 会 長 ： 皆さま、おはようございます。今年度、第２回目でして、１回目は顔合わせという
ことで、今回からいよいよ本格的な審議に入らさせていただければと思います。今日
は、市が検討中の第３次総合計画の策定についてご審議いただくことになりますので
よろしくお願いいたします。それでは、事務局から説明お願いします。
中 島 課 長 ：資料１，２，３，４にしたがってご説明させていただきます。第３次総合計画ですけ
れども、第２次総合計画が平成 26 年度で終了しまして、平成 27 年からの計画となり
ます。合併して、１次、２次が 10 年で一つのくくりとしますと、次のステージに入
るということで、そこで大きく変えていこうということであります。政令市にもなっ
て一通りの基盤整備が済んだので、これから飛躍していこうと、今庁内あげて策定に
取り組んでいます。
今まで総合計画というのは、財政計画という色あいが強かったのです。単年度の予
算より、もう少し長期のスパン、今まで５年でしたが、５年の中で静岡市がどれくら
い投資できるか、トータルでいくらというものを出して、今までは多い時で 600 億、
少ない時で年間 500 億、その投資額をどのように投資していきましょうかという計
画を立てておりましたので、財政の予測と計画の中身を全部足しこんだものが一致し
ていたわけです。財政的な統制がとれていました。そして、これから行財政改革も同
じスパンで一緒に、３つを１つにして同じ考えでやっていこうというとしているわけ
です。
それでは資料１からご説明していきます。資料１は、構造を示しております。実は
つい最近まで、地方自治法で、市は基本構想を定めなさいと法律で決まっていました
けれども、それは取れました。法律では定めなくてよいのですが、静岡市は市の条例
で基本構想、基本計画を立てて、自治基本条例に出ているわけですけれども、更に議
会の議決を受けるということになりますので、３階建の構造は変わりません。一番上
に基本構想があって、基本計画があって、実施計画。ここは具体的な事業などが並ん
できますけれども、基本構想と基本計画は、議決を受けて市の計画となります。そし
て、実施計画は議会に報告するという手続きになっております。
期間ですけれども、基本構想は、今までは期間を定めていましたけれども、今回は
期間を定めない。少し長い目標でここに向かって行こうということで、何年間とはし
ないことにしました。逆に基本計画は、５年から８年に伸ばしました。年度で言いま
すと、平成 27 年から平成 34 年ということです。いくつかの理由がありますが、一つ
には、平成 29 年にまた大きなインフラが開通します。新東名ができましたけれども、
今度は南北に甲府から日本海に中部横断自動車道が抜けていきます。そして、その次
には新しいインターチェンジが大谷・小鹿にオープンします。更には平成 32 年にオ
リンピックが開催されることが決まりましたので、それも含めて、しずおかの変化、
国の大きなプロジェクトを包み込んだ形の年限設定にしていった方がよいだろうと
いうことで、５年で切ってしまいますと中途半端な形になってしまうので８年にする
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ということにしました。
基本計画の中身は、今までは市の部局の計画から寄せ集めて来るという形でしたが、
もう少し普通の生活の感覚に近い言葉できちっと縦の政策ができていくように縦串
の計画を立てて行く。今、市役所の中でこの縦串の計画を作っております。でも、縦
串だけですと、またがるものが上手くいかない。そこで、そこに、横串の連携プロジ
ェクトを入れています。あまり数が多くてもいけないので、７から 10 くらいのもの
かと思いますけれども、静岡市がここには力を入れて行く、こういうまちづくりをし
ようというものが見えるような形で行こうということで、例えば、自転車のまちづく
り。市内には路側帯のところに青いレーン、自転車が通るレーンができてきました。
自転車道の整備は、土木の系統。駐輪場、違法駐輪を街の問題として都市局がやって
いますし、高校生の自転車の指導は警察などと協力しながらやっていかなくてはなり
ませんし、小中学校などでは自転車のマナー教育。もっともっといろいろな分野でや
って行かなくてはなりません。さいたま市は自転車のツールドフランスという名前を
つけたレースをやりました。また、四国の高松あたりは、すごく面白いまちづくりを
仕掛けたり、ポジティブな攻めのまちづくりをやっている。でもそれをバラバラにや
っていては見えない。静岡市がそういう政策をやっているのだ、市民と一緒にやって
行くのだという横串の計画を作っていく。そんなものが組み込まれています。さらに
４年間かけてやっていく実施計画を作っていこうと思っています。
資料２は、いろんなチャンネルを使って、市民の皆さんと対話をして行こうという
ことで、上段の一番右、各種審議会というところに、自治審議会等と書いてあります。
こういう形で意見をいただいたり、ワークショップをやったりしていろいろなチャン
ネルで、市民と対話して行こう、ということを言っています。実質的な対話をして行
こうということです。タウンミーティングとか、各区を回ってやったこともありまし
たけれども、なかなか発言される方が限られたり、上手く行かない面もありますので、
いろいろなチャンネルを使って、市民参画をやって行こうというものです。ここはご
議論していただくところだと思います。
資料２の上の方にいくと、市の中の話ですけれども、各局、それからエリア別部会、
例えば、大谷・小鹿。これはこれまであまり開発して来なかったところを絵にして行
こうというものです。そういうものが集まって、庁内的な庁内策定会議で決めていく。
そして議会との関係は、議会も市民代表でありますので、説明し、意見をいただきな
がら、最終的には議決をいただく。更には学識経験者とか各種団体とヒヤリングなど
をしながら進めていく。こんな体制で進めて行こうと考えています。
そして、資料２の下がスケジュールですけど、今年度中、平成 25 年度の最後に骨
子案作成、フレームを作っていきます。今年の 11 月議会で２階建の上の部分、基本
構想・基本計画を議決していただいて、そして下の部分、実施計画の部分を２月議会
で報告ということですので、特に平成 26 年度前半がピークになって行くということ
でございます。さまざまな市民参画の手法を取り入れて決めて行くということでござ
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います。これからアンケートも２回に分けて取って行こうと思います。２月９日には
山崎亮さんを招いての講演会を開催していきます。さらに引き続き、この総合計画を
一緒に作るための市民をつくるためのワークショップを来年度は企画をして行きた
いと思います。さらに多くの方に来ていただくためのシンポジウム等々を用意した上
で、さまざまな市民参画を行った上で総合計画を策定して行こうと考えております。
資料３は、このような時代背景があるというメモですが、一つ一つの言葉は違うだ
ろうというご意見もいただいておりますが、一番最後のところの「『地域経営』の転
換」というところに持っていきたいなという資料でございます。今まではいろいろな
事業を全部計画に書いて、極端にいうと総合計画に書いてあるものをやる、書いてな
いものはやらないということで、逆に言うと行政の一人一人の組織の人間があまり考
えて来なかった。それでは時代の変化に付いて行かないだろうということで、むしろ
ルールブックにして、常に変化できるというか、ルールは決まっているけれどもやる
ことは全部書いていかない、やることを考えながらやっていく。それはこの後、申し
上げる「地域経営」という考え方で進めていく。これは、基本的に市民との協働が原
則でやるのだという計画に変えて行こうということを考えています。そして、一番下
の「経営資源」というところで、さきほど財政計画で、財政のシュミレーションと一
致していると言ったのですが、１次総、２次総の間はだいたい１年間に 450 から 650
億円の投資が可能でした。しかし、厳しくなってきておりまして、これからの投資額
は 300 から 350 億に落ちるだろうと。いろいろな要因がありますけれど、合併した後
は、合併特例債という有利な起債ができましたので、それを使いながら多くのことを
やってきました。その成果というのは確かに出てきました。インフラの整備というの
はそういうものを使ってやってきましたので、ここの 10 年間というのはガサが大き
かったのですけれども、これからは、もう少し絞った中で必要なものをやって行く、
さらには行政だけではなくて民間のサービスも公共サービスの部類ですので、そうい
うものと兼ね合わせをしながら、ないしは民間に投資をしていただけるような政策で
やって行くということで、直接的な投資額は 300 から 350 億ですけれども、プラス民
間の力をお借りして計画を作って行かなくてはいけないというようなことを示した
ものでございます。
資料４が、「地域経営について」ということで、職員に向かって「こういうふうに
考えて行こうよ」と言っているものでございます。基本的には、地域経営と言ってお
りますが、２つの協働をベースに考えています。すべての事業は、協働が原則だとい
うことです。１ページ目で「社会全体の潮流を捉え」と言っておりますが、やはりグ
ローバル化が進んでおりますし、社会が成熟しておりますし、少子高齢化になってお
りますし、それから、ICT の関係でずいぶんとコミュニケーションが変わってきたと。
いろいろな中で、静岡市がこれから最大限、強みを活かして行くためには、市が持っ
ている資源を有効に活用しなくてはならない。市の資源を使って価値をつくって行こ
うということでございます。２行目に「市と様々な主体が連携・協働をしながら、社
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会的課題等の解決を行い」という部分が地域経営の考え方ですけれども、社会的課題
というと、ネガティブな問題だけではなく、もう少しポジティブな問題、静岡のまち
がどのように発展して行くかとか、どういうふうなとこを目指そうかとかも含めて、
いろいろな主体が連携して協働しながら解決を行い、自律したまちづくりを行うこと
が大切だとしております。そして、「愛着を持って、暮らしているまちのために、市
民の知恵を集結し、まちづくりを皆で行うことが、ひいては、豊かさや楽しさを感じ
られる生活や自らの幸福の追求につながっていく」と。幸福という言葉には、いろい
ろな幸せの形があると思いますけれども、必ず幸福に必要だと言われている中で、そ
の社会との関係が築かれていること、それからボランティアの精神というか、何かを
して差し上げるという気持ちですね、それから、今自分が肯定的でいられると考えて
おりますので、まさにこの協働ということが幸福の一つの大きな要素となっていると
考えております。そして、
「そのため、静岡市の総合計画は、行政内部の計画ではな
く、地域の中で、協働で問題を解決する『地域経営』の計画として位置づけ、オール
静岡で取り組むことを目指して行きます」ということでございます。
そして、ページ下の四角の囲みの中ですけれども、一番として「地域の資源を最大
限に活用し」、これは、実際の歴史的なものである場合もあるし、人材である場合も
あるし、もっと別なものであるかもしれません。そういったものを活用し、
「市と多
様な主体が連携・協働しながら、創造性を活かして、新しい価値を生み出す」ことを
考えております。下が、地域資源を活かして新しい価値を生むということで、福祉や
教育みたいなベーシックな価値もありますし、それから、上に突き抜けていくような、
今度の総合計画は、
「世界に輝く『静岡』の実現」というふうにフレーズになって行
きそうなので、そういう世界水準の価値を創って行くような取り組みも当然必要だと
いうことでございます。２ページ目で申し上げておりますのは、ガバナンスの考え方
が元になって行くということでございます。図の中は、もうずいぶん前から言われて
おります「新しい公共」のイメージですけれども、市だけが公共サービスを提供する
のではなく、協働の範囲、協働の場のイメージを持っていくことが必要だということ
でございます。そして、最後が、協働の種類ということで、今まできちんと協働の中
身を整理して来なかったかもしれませんけれども、例えば、民間事業者さんと、ない
しは他の実施主体、企業さんなんかと一緒にサービスを創りあげていく、提供してい
く時には、パートナーシップですし、それから、ある意味受け手である市民と協働、
コープロダクションと書いてありますけれども、それを創る段階、どういうサービス
を創ろうか、例えば、ＰＤＣＡサイクルだと、プランニング計画のところから、一緒
にやっていくということが必要だと、２つの協働をベースにして、全ての事業を考え
て行こうということでございます。職員に向けて、必ずその後、新聞記事を使って説
明をしているのですが、１月９日成人式の前に、静岡新聞さんの記事で、ここに用意
してあるのですけれども、
「成人に向けて」ということで、これは資料としてお出し
しておりませんが、どういうことが書いてあるかをご紹介して、私たちのイメージを
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最後にお伝えしたいと思います。木村さんというアフリカの支援をしている人の話で
す。アフリカの人たちが雨季になると、道路がぐちょぐちょになってしまって、農作
物を市場に出荷できないからお金が入らない。学校に行くにも難しいという状況で、
道路を造らなくてはいけないと思ったのですが、日本の重機を持って行って、アスフ
ァルト、コンクリートで造ることはできるのですが、それではだめだというのがそれ
までのアフリカ生活の経験でお分かりになったということで、実際には何をされたか
というと、現地にある土を、我々が水害の時に使う土嚢袋に入れて、並べて、たたき
固めるとすばらしく固いベースができると。それを並べて道路を造るということをさ
れたら、住民がすごく笑顔になると。自分たちがそこに参加して、その後の生活が多
分、ビジョンとして見えたのだと思うのですね。となりますと、この時使った資源と
いうのは、１つは日本から行った技術者の知恵であり、土嚢という日本で古くから使
っている土木工事のやり方であり、現地の土でありますけれども、それを使って新し
い想像力で「これをやればこうなるよね」というプランを作って、それを市民と一緒
になって造って、そして結局、参加した人が幸せになった。これはアフリカの話です
けれども、我々の中で、見えにくいけど確実に起こっていること。こういう取り組み
をやって行こうということでございます。昨年まで、海外のＪＩＣＡ（ジャイカ）の
仕事をさせていただいておりましたが、ＪＩＣＡさんも全く同じことを考えているそ
うです。語学だけを研修して行っても、成果が定着しないというのですね。ファシリ
テーションを出発前に教えることを非常に重要視するようになりました。価値を共有
して、例えば、井戸を掘っても、隊員が帰ってくるとメンテナンスできないため、枯
れてしまう。やっぱり、井戸という技術だけではなくて、それを使ってどのような生
活をすると、どういうふうになるということをきちんと説明して、相手が理解をして、
相手が「じゃあ、井戸を掘ってみようか」と言ってから井戸を掘らないとだめだと、
ゼロになってしまうと、成果が残らないというアプローチをしているそうです。この
２つの協働の目指すところは、こういうふうな考え方で、手間も時間もかかるけれど
もきちんと成果を残すために協働して行こうということを地域経営という言葉で定
義して、それを我々の考え方、それから市民の考え方、それから一緒にパートナーに
なっていただく企業とか、ＮＰＯのみなさんと一緒にやっていただこうというのが、
今回の総合計画のベースにして行こうと考えているところでございます。説明は以上
です。
日 詰 会 長 ：どうもありがとうございました。３次総の基本的な策定方針について、今課長から説
明いただいたわけですけれども、この策定の基本的な考え方について、これから皆さ
んと意見交換ができればと思います。今、ご説明をお聞きになられた中で分からなか
ったとか、もう少し聞きたいところから入っていけたらと思います。いかがでしょう
か。
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服部(和)委員 ：資料１のところですね。基本計画で、≪活力≫、≪ひと≫、≪まち≫、≪安心安全
≫とありますよね。その下の方に、産業分野、文化分野とあって、○○分野とありま
すが、これはどういう段階ですか。
中 島 課 長 ：はい、ほぼ固まってきているのですけれども、完全に固めておりません。なぜかとい
うと、今までは、周りからは企画課が勝手に作っていたと。それではだめだという話
で、全部各局と一緒に作っておりますので、その中でこうしたい、ああしたいという
ところがまだ残っております。完全には固めておりませんけれども、今、11 分野く
らい考えております。経済的な活力が必要なので、ないしは、世界を目指すと言って
おりますので、
「活力」の分野、それから一番ベースには防災とか福祉とか「安心・
安全」の分野、その間に暮らしのことか、人のことがありますので、そういうような
イメージで分けておいた上で、分野としては、これは仮ですけれども、「産業」です
ね。部で言ったら商工部とか農林水産部、産業の分野。それから、「にぎわい」の分
野、これはいろいろあると思いますが、地域活性化推進本部でやっているような三保
の話とか、商工部の一部も入りますし、例えば動物園みたいな施設もにぎわいの貴重
なものです。そういったものが入ってくる。それから、「文化」の部分。これは文化
スポーツ、オリンピックの話があって、スポーツは重要になってくると思います。そ
れから、
「学び」の分野。これは、生涯学習、教育委員会が入ってきます。それから
「子ども未来」ということで、ゼロ歳から青年期をカバーするようなこと。ここもい
ろいろな問題を抱えておりますけれども。それから、まちの部分は大きく２つに分け
て、１つは「まちなみ」。私たちが暮らしている都市とか、建築の部分。それから、
道とか河に代表されるインフラの部分。そして「安心・安全」の部分が一番ボリュー
ムが出てくるわけですけれども、
「健やか」ということで、これは福祉とか、保健と
か、病院という部分。それから「安全」部分で、これは地震を含む災害とか消防とか、
さらには「安心・快適」ということで、ゴミの問題とか環境の問題とか一般的な市民
生活に関すること。さらには「水」ということで、上水道下水道だけではなくて、静
岡市は清流の都ということで、水を打ち出して行こうということもありますので、そ
ういうことを含めた水という形。だいたい 11 くらいの分野で今、考えておりますけ
れども、固まっていないということと、今○○部という形のくくりにしないようにし
ようと、私たちなりに分かりやすい言葉の縦軸にしようと進めているということでご
理解いただければと思います。
服部(和)委員 ：ありがとうございます。それで、今、人づくり、価値づくり、まちづくりというこ
とで基本的にそこからいろいろと拾っていっていると思いますけれども、今の〇〇分
野というところ、基本的な方向性の下に「地域エネルギー政策の推進」というところ
に●が付いています。２番目に「自転車によるまちづくり」というのがありますが、
〇〇分野から降りてきたところ、例えばこういうところに、歴史とか、観光とかそう
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いういろいろな方策が市のほうから出てくるのですね。
中 島 課 長 ：はい、そうです。
服部(和)委員 ：そして、もう１つは、「基本的な方向性」の例えば≪まち≫の中の「××分野」、丸
い赤印の下に、市が目指す産業構造の中の何かを入れてくるとか、いろいろ多方面か
らの角度から考えておられるのですばらしいと思うのですけれども、基本的にはそう
いった考えで今、策定を考えているということですね。
中 島 課 長 ：はい、そうです。
服部(和)委員 ：分かりました。ありがとうございました。
日 詰 会 長 ：他にいかがでしょうか。
足 羽 委 員 ：たいへん分かりやすい説明と資料をありがとうございます。私もその新聞記事、読み
ました。非常に良い記事だなと思いまして、この記事の考え方がこの全体の根底のと
ころにあるのだなというのを改めて、またここで整理させていただきました。一つ、
私が伺いたいのは、今後基本計画を詰めていくと思うのですけれども、基本計画の縦
割りのところは、各部署だと思うのです。そして横割のところは、企業で言えば、プ
ロジェクトチームだと思うのですよね。そうしますと、縦割の部署があり、そこにプ
ロジェクトチームがきて、プロジェクトリーダーがいるわけですよね。でも、各部署
には部署長、トップがいらっしゃるわけで、意思決定と権限をどのように考えてらっ
しゃるのか、あとどのくらいの人員をプロジェクトチームに投与なさるつもりなのか、
その辺の考え方を教えていただきたい。
中 島 課 長 ：さきほど、自転車を例にして申し上げたのは、実は自転車だけがすでにスタートして
いるものですから、そのイメージでお話し差し上げるのが良いかと思います。最初は
組織という形ではなくて、自転車に関することをやっている課が集まって、ごにょご
にょとやっていたのですけれども、その後整理が段々ついてきまして、いろいろなと
ころがやっております。交通政策課という都市局のところがこの自転車のプロジェク
トのリーダーになる課になりまして、そこには交通政策課の担当部長がおりますが、
その担当部長がリーダーになって、会議などの集まりを持ちながらやっていく。タス
クフォースのやり方は、静岡市はずいぶん前からやっておりますので、やり方はずい
ぶん手馴れてきております。割と若手の職員が集まって、そういうプロジェクトを作
ってやはり意思決定には中心になる課を作らなくてはならないので、この自転車で言
ったら交通政策課というところが、リーダーシップをとって、関係ある課のメンバー
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を集めたそういう組織体でやっていく。ただ、特別な課を作るとか、それで人員が増
えるということはないのですが、そういう形でやっていく。意思決定については、静
岡市は意思決定をする会議を持っております。大まかな方向性を決定する重要政策検
討会議というものもありますし、最終的には経営会議で重要な事項については市長・
トップに意思決定をするということになりますので、そういう意思決定のところを使
いながら、タスクフォースを使ってやっていく。それでリーダー課が出てくるという
形で、文書ばかりではないのですが、一つの資料にまとめてそれを共有しながら進め
ていますので、ちょっとタイプによって組織も変わるかもしれませんが基本的にはそ
ういうふうにタスクフォースの形で動いていくと考えております。
日 詰 会 長 ：よろしいでしょうか。
足 羽 委 員 ：はい。
日 詰 会 長 ：それでは、狩野さんどうぞ。
狩 野 委 員 ：実は私、自転車対策協議会の委員をしておりまして、非常に関心を持ちまして、いつ
も青葉通りなどを見ておりますけれども、今回の自転車の駐輪場の件でございますが、
昨年 11 月頃から始めて２月まで、２時間無料ということで実施しておりますけれど
も、非常に青葉シンボルロードの雰囲気が変わってきたというのを実感いたしました。
これは、かなりプロジェクトチームが動いているな、と思うのですけれども、青葉通
りのところを歩いておりますと、地面に子どもの絵が貼ってありまして、「自転車は
駐輪場にいれましょう」というピーアールがされております。また、多分公園整備課
さんと一緒になって活動されていると思うのですけれども、洗練された看板が置いて
ありまして、シンボルロードが非常にきれいになりました。やたら、止める人もいな
くなりましたので、プロジェクトチームがかなり円滑に運営されているなと感じてお
ります。
日 詰 会 長 ：ありがとうございます。磯谷委員お願いします。
磯 谷 委 員 ：とても分かりやすい説明で、考え方として非常によく分かるな、という感じがしまし
た。その中で、資料３にある「総合計画の位置づけ」のところで、「行政の計画」か
ら「市民、民間の力も取り込んだ地域全体の計画（新しい公共）」、ここのところは、
自分の仕事柄、一番関心のあるところで、考え方としては、さきほどの新聞記事も含
めて非常によく分かるし、その方向性が一番大事だなと思います。片方で感じるのは、
自分が中間支援、市民活動センターでの仕事をしておりまして、ＮＰＯ法から 15 年
経ちますと、もう疲れてきて、どうやって解散するかの相談も増えてきましたし、実
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際、市内に 300 近いＮＰＯがあっても報告書も出せないような現状の団体もたくさん
あり、片方で１割、２割の団体は事業型のＮＰＯとして、服部さんのところもそうで
すけれども、次々に新しい事業を切り拓くＮＰＯさんもぽつりぽつりとありますし、
例えば福祉の分野でも企業さんと同じレベルで事業をやってらっしゃるところもあ
る。それは１割とか２割で。昨日、県の事業の「協働の底力」の発表会を運営した人
たちとの感想を申し上げると、10 割の内、１割、２割は頑張り、すごい先進なものが
生まれてきて、３割くらいは解散したほうがいいのかなと思いつつ、その間のところ
の、もちろんＮＰＯばかりではないのですけれども、職員を抱えるＮＰＯ法人、それ
からボランティアマインドでやっている市民活動団体。同じには比べられないのです
けれども、そこら辺をどういう形で、この「新しい公共」をそれぞれが担って行くか
という、実際ボランティアをやりたい人は団体活動をしていなくても、非常にやりた
い気持ちはある市民がたくさんいるのに、そこにすくい上げられない。団体ができて
も消えて行ってしまうという中で、どうやって市民の力を、やる気をサポートしたり、
形態としてやれるようにサポートして行けるのか。そこは、私どもの仕事でもあるの
ですが、全体としてそういうことをもっと重視しないと、なかなか「新しい公共」支
援事業、自分たちがやってみたのですけれどもなかなか、それを担える団体ばかりで
はないので、その辺のサポートの問題がある。それは同じように地縁組織もそうだと
思うのです。なかなか地域で役員をやる人が見つからないような所がたくさんある。
その地縁組織へのサポートも同じことだと思うのです。市民の力を本当に引き出して、
どのようにサポートしていくのか、そこが一番大事かと思います。
中 島 課 長 ：はい、そこが一番悩んでおりまして、では実際どうしていくのか。私たち行政の中が
変わるのが一番ですけれども、いろいろな活動をしていらっしゃる方がいるのですけ
れども、やっぱり人を巻き込んで行くことであったり、資金を調達することであった
り、活動の理解を広げていくことは、それぞれのＮＰＯさんが悩んでいることであり
ます。反面、地域の方は、なり手がいないという問題で困っていますし。ではＮＰＯ
の人たちが地域に入って行くかというと、そこにはちょっとバリアがあると。これ、
平成 27 年にスタートするときに、どれくらいこの考え方に共鳴する仲間を増やして
いくかということが一番重要ですので、そこも計画を作りながら、来年度仕掛けたい
と思っております。そのキックオフが、２月９日に総合計画策定に向けたキックオフ
のイベント、講演会を行います。山崎 亮さんに清水のテルサに来ていただいて、500
名ですけれども、キックオフをしてその雰囲気をまず伝えたいと思います。実は時間
がないものですから、３年くらいあったら、ゼロから始めてもいいのですけれども、
すでにＮＰＯの活動をされている方とか、何が上手く行かないのかよく分かっている
方を中心に来年度前半にワークショップを仕掛けていきたいと思っております。単純
にワンイシューで活動をしている方の活動が上手く行くようにということだけでは
なくて、地域とやり取りする時のファシリテーション、そこのところをどうやったら
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上手くいくかというところを今考えております。今度の講演会をきっかけにどの辺を
攻めたら、そういう人たちを増やせるのか。それは例えば、行政の人間だけでももち
ろんだめだし、民間の方でもだめなので、両方を混ぜた格好でやれるようなワークシ
ョップを企画して進めて行きたいなと思います。詳細が決まりましたら、またご紹介
して行きたいと思います。ここを仕掛けたいと思いますので、ご意見、アイデアをい
ただけたら非常にありがたいと思います。仲間を増やす、活動する人を増やすという
取り組みも総合計画策定と同時にやって行きたいと思います。もちろん平成 27 年度
以降もやらなければならないと思っております。
日 詰 会 長 ：ありがとうございます。他にいかがでしょうか。
木 村 委 員 ：視点といいますか、物差しとか、価値観がちょうど今変化しているというところの中
で、たまたまパリで仕事をしている知人と話をした中で、ちょっと話題が違うのです
けれども、今の「食」のどこどこ産という、
「大間のマグロ」
「関サバ」というところ
で人気があるのですけれども、今、パリとかフランスではそこには全く興味がなくて、
どちらかというと、世界中の素材の中で、どの伝統技術で、どういうもので用意した
かというところに対して評価すると。全く評価の仕方が違って来ているという話を聞
いて、なかなか難しい時代になって来たなという感じがしています。今の価値観、指
標の中で物事を考えて行くことに固持してしまうとなかなか対応できないという、そ
ういったところの中で、さきほどのお話の中で固定するわけではなくて、ある程度柔
軟に対応していくということを聞いて安心をしているのですけれども、そういった中
で今総合計画を作って行く時、中身というかそういうものを変えて行きますよ、とい
うことがどれだけ市民にピーアールできるか、職員の中を変えて行けることができる
か。そこはピーアールの仕方が重要ではないかなと思います。そういった意味ではキ
ックオフとして山崎 亮さんのお話があるということですが、多分関心の高い人たち
は、山崎 亮さん講演会行きたいな、と思うのですが、じゃあどれだけの方がこの方
を知っていらっしゃるのか。多分、話を聞けば分かるのですけれども、そこに連れて
来るまでのピーアールの仕方、いかに行政が市民に対するいろいろなことのピーアー
ルの仕方を考える必要性があるのかと思います。それで最後には、そういったピーア
ールの中で、市民と行政をつなぐ、それぞれのセンスといいますか、個を磨くそうい
ったところが必要ではないかなと思います。行政の中で、総合計画として、良い計画
を作ったとしても、職員にどう理解されて、それがどのように活用されるかというと
ころの中では、今までの価値観の中でやろうとすると絶対に無理なので、そういった
価値観だとか視点が変えられるような行政内部の人材育成も必要ではないか。そして
やはり一方の市民側としても、それに対する時代が変わってくる、計画が変わってく
るというところの中で、やはり市民側の視点も変えていただかないと、どう行政の計
画に対して市民、ＮＰＯ等含めて変わって行けるのかというところが十分できない。
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多分、いろいろ活動されている方はそのあたりが柔軟に行くと思うのですが、でもそ
れはまだ１割、２割でないかと思います。やはり多くの８割あたりの市民をどう巻き
込んで行くかという、市民の視点を変えて行くということをやらないとなかなか難し
いのではないかなということを感じます。
磯 谷 委 員 ：先日ですね、企画課の方が来て、この講演会の話をしてくださったのですけれども、
私はお名前だけは聞いたことがあって、自分は行くかなというぐらいの感じだったの
ですけれども、昨日木村さんとお話しして、「ぜひ行け」ということで、そういうも
のかなと思って、実は、23、4 の息子に一言言ったら、
「出る、どうやって予約するん
だ」と言われて、そんなに有名なすばらしい人だったんだと。私はお名前はもちろん
聞いたことはあったのですけれども、若い人だったら、これ皆行くんじゃない、と言
われたので、学生の団体の方たちもいっぱい活動されていらっしゃるし、そういう次
世代に期待する部分も含めて、そういうところに上手く設定が行けば、けっこう参加
して、今までやっている人たちではない若い人たちも取り込んでできるといいなと思
います。
日 詰 会 長 ：ありがとうございます。
中 島 課 長 ：あの、市の職員を変えるのはけっこう大変です。最近、ずっと言い続けているのは、
今日、課の職員にも言ったのですが、いろいろ施策を並べて行く時に、全部変えなく
ていいけど、フォワードを入れろと言っているのですね。ディフェンダーばっかり並
べてくるのですよ。それでサッカーチームを作りますっていうんですが、やっぱりミ
ッドフィルダーもフォワードも必要で、やっぱりディフェンダー的な施策と、攻めて
行く、そういうことが見えて行く施策も必要なので、ぜひ１つはフォワードの施策も
入れてくださいと言い方をして。それも彼らから出してもらえるように、きちんとこ
の価値観を伝えて、こうやったらいいんじゃないかとういのは絶対だめなので、各局
からフォワードが入ってくるようにするというのがまず第一の勝負なので、そういう
ものがきちんと縦の計画に作っていけるかと、今一生懸命チャレンジをしております。
それと、いろいろなピーアールがありますけれども、やっぱり口コミとかいいね、お
もしろいね、さきほどありがたいお話をいただきまして、駐輪場、青葉公園がきれい
になったというお話をしてくださって。ああいう感覚でお話しくださる人をどのくら
い増やせるかということですので、まず第一に職員がそのスピーカーになってくれな
くては困るので、それは徹底的にやろうと思っております。それから山崎 亮さんの
講演会で、そこにひっかかった人をなんとかしようと作戦を考えております。少し変
わったという印象をどう作って行くかというのが今の段階。それから小さな町で総合
計画を作ってですね、例えば海士町の総合計画はとても有名になりましたけれども、
全員の顔が見えている中であれは作られていて、70 万の都市でどうやるかは別のやり
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方ですので、スピーカー、このことをきちんとしゃべってくれる人を少しずつ、しか
も倍々に増やしていく仕掛けをどうやって作っていくかということを考えておりま
す。その第一弾がこれということでございます。そこをやはり努力していきたいと思
います。
木 村 部 長 ：補足をさせていただきます。ピーアールなのですが、山崎 亮さん、知っている人は
よく知っているという。特に一番分かりやすいのは、ＮＨＫの夜 11 時半、ＮＷＥＳ Ｗ
ＥＢ、毎週火曜日担当で、普段の言動に比べれば、かなりマイルドな言動が多いので
すけれども、30 分間、ざっくばらんで、大変親しみやすく意見が聞けるかと思いま
す。今、木村委員から言われたように、意識の高い方っていうのはだいたいすぐ飛び
ついてくれるのですが、残った８割、９割５分くらいの方をどうやって意識をこちら
に向かせるかというのが一番課題です。その大前提として、やはり市の職員自体がな
かなかまだ変わっていないと、市長もはがゆい思いをしているようですが、市長、も
うじき３年経とうとしているのですが、職員が総合計画を従来のように行政計画で、
企画課が作ったのだと、おれら関係ないやという、一番に当事者意識を持っていない
のですよね。今度の総合計画は、行政計画ではなくて、いわゆる市民、企業、行政、
みんなで一緒に協働してまちを創っていこうという地域計画にする。それが資料１の
中の分野別の計画。各分野がいろいろな計画を持っているわけですが、従来の総合計
画というのは、どちらかというと、それを企画の方に集めて、企画がまとめてしまっ
たということで、自分たちが作った計画ではない、当事者意識が欠けている部分があ
ったのですね。今回は、分野別の計画というのをその担当するところの分野、複数あ
るわけですが、そこの方たちで自ら作っていただくという、第１回の策定会議で分野
別、始めたのですが、なかなか意識が浸透していなくてですね、あともう２回ほど庁
内の分野別策定会議があるのですが、徐々に浸透して行って、総合計画というのは自
分たちが市民と一緒に作るのだと、そういう当事者意識を植え付けるべく、企画課も
一生懸命やっていく所存でございますので、またみなさんからも忌憚のないご意見を
いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
日 詰 会 長 ：ありがとうございます。他にどうでございますか。
服部(乃)委員 ：ありがとうございました。８年間という長い計画を作っていかれるわけですが、職
員の皆さまは、この事業をどこで評価するのですか。今までのカタログ型から、ルー
ルブック型を目指すということですが、事業をどこで見直し、どこで評価をしながら、
この計画の進捗をはかっていくのかを教えてください。
企 画 課 長 ：静岡市は今まで、政策には３段階あったと思うのですけれども、一番下のところ、事
務事業の評価だけができていたのですね。市の量で、３千から４千くらいあると思う
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のですけれども、それを評価したのですね。事務事業は評価をしやすいのです。指標
を作って、なになにの達成度○％。できたかできなかったのか分かりやすい指標を入
れられるのですが、まだ、これ、どこの自治体でもまだ上手く行っていないと思うの
ですけれども、政策とか施策、もっと上位のところのＰＤＣＡ、チェックをどうやっ
て行くのかというのは非常に難しいので、これも行財政改革の方とリンクをしていく
と思いますけれども、施策評価とか政策評価にチャレンジをするというふうに考えて
おります。それをこの中に入れて行こうと。ただ事務事業評価と同じような評価の仕
方は多分できないということで、指標はもちろん作らなくてはいけないのですけれど
も、一番変わらなくてはならないことは、これまだ議論して決まっていませんけれど
も、一番大事なところ入口のところ、政策が間違っていると方向性が違っているので
成果もずれているということなので、むしろ成果のとこだけを評価するのではなくて、
政策を立てるところの評価をどういうふうに組み込んでいくかが重要になって行く
と思うのです。ただ総合計画自体は、このスケジュールの中で作っていくので、どこ
まで行けるかはちょっと競争しているところなのです。その考え方を今回全部入れる
ことは難しいと思うのですけれども、事務事業評価だけではなくて、施策評価、政策
評価をどのようにやって行こうかというのを行財政改革の審議会の皆さんと方と一
緒に、考えながらどこまでできるのかチャレンジしたいなと思っております。それを
やるという前提で作り始めているということです。
日 詰 会 長 ：よろしいでしょうか。では、小山委員、どうぞ。
小 山 委 員 ：皆さんから貴重なご意見をいただきまして、とても参考になりました。私は、さっき
磯谷副会長がおっしゃったＮＰＯ法人ではないところで活動をしている、非常に小さ
な団体をやっているというところからお話をさせていただくと、連携プログラムとい
うところを、さきほど自転車を例にとって、お話をいただきましたけれども、こうい
うものを立てて行く時に、どのくらい小さな市民活動団体の意見が反映されるものな
のかというところをちょっと心配というか、考えております。なかなか小さなところ
というのは、行政とのつながりというのを持つのが難しいところがございます。です
から、こういうプログラムを入れる時に、できればそういうところの意見をどのよう
な形で吸い上げて行っていただけるのかというところは、非常に、今後の行政にお願
いしたいところであり、興味があるところです。先ほど７から 10 ぐらいプログラム
をお作りいただくという予定ということでしたが、そこの部分は検討していただきた
いということとですね、○○分野ということで先ほど、行政、市の方の理解というか、
認識というところがありましたけれども、それは逆に、市民活動団体の方にも、ござ
いましてですね、そのプログラムあるいは基本計画、なにか政策を立てられた時に、
そのタイトルを見た時に、それは自分の団体と関われるものなのか、というところを
理解するのがなかなか難しいところがあります。本当に関われるものなのか、あるい
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は本当は関われたのに、ちょっと違うような方向性のタイトルであったり、あるいは
説明だったりするために、
「え、これ本当は関われたんじゃないの」と後から思った
りすることもございます。そういうところは、やはり、目線というか立ち位置が違う
というところがあるので、その市民協働ということを考えた場合は、市民と行政との
なるべく横並びといいますか、目線を合わせていただくようなご努力をこの３次総の
中に入れていただくと非常にうれしいと思います。
企 画 課 長 ：ありがとうございます。今まで多分、協働というと、市がこういう事業をやるのだけ
れど、一緒にやりませんかというアプローチの仕方だったと思うのです。そうではな
くて、実施の段階ではなくて、企画の段階から入れるようにして行くということを全
ての施策の基本にして行こうと考えているので、プランの段階と実施の段階の、両方
の協働があるよということを前提にして行きたいということと、あと去年になります
が国連軍縮会議というのをやらせていく時に、企画の段階で困ったのですね。イベン
トやれということでなかなかできなくて。でも考えた時に、「平和」なので、寒い時
期でちょうど今頃ですね、
「平和」、
「灯り」。「灯り」って、それもダイオードの光で
はなくて、蝋燭のあたたかい灯りと考えた時に、イマジネーションとして出てきたの
が、放置竹林のことで活動している団体が市内にいっぱいいらっしゃるということで、
そこでその方たちと一緒に活動したのですね。そうしたら、まさか、里山の活動をし
ていた人たちが、国連軍縮会議で一緒に仕事をするとは思わなかったのですけれども、
彼らの能力がすごく発揮されて、
「あ、おれたちこんなにできたんだ」という感覚と、
それから、街の中で、竹の問題とか竹のすばらしさをピーアールできたということで、
全然ちがう活動が結びついて１つ結果を出しているということがあるので、やっぱそ
の施策を出す段階で、どのくらいオープンにして、いろいろな活動をして、行政側の
能力も非常に関わると思いますけれども、そういうものの考え方ができるようになっ
て行くことが職員側にすごく求められるし、逆に自由にアプローチできるオープンな
関係を行政側がどう作って行くかということが重要だと思います。それはベースの考
え方にして行きたいと思いますし、そういう仕事の仕方ができるようにということが、
地域計画の元だなと思っております。それがすべての事務の標準になって行くという
ことを言い続けていって、そのようになりたいと思います。
日 詰 会 長 ：ありがとうございました。一通り委員の皆さまからご意見をいただいておりますが、
何か他のところで質問がありましたらお聞かせください。
服部(和)委員 ：資料２「策定体制」で、右側の行政のところで、市長は平成 24 年から「まちみがき
戦略推進プラン」という基本プラン、こういうのを基本に考えてこの中に組み込ま
れているはずなのですが、それでこの分野別部会とか調整部会とか、エリア別部会
とかありましてね、私の聞きたいのは、赤い四角の各種審議会、自治審議会と、こ
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の部分がこの表で見ると、ここから意見を情報提供されてきて意見を言うというこ
とになっていて、この四角い緑の方の枠から説明が、学識経験者とか各種団体に行
って、また助言提案をもらうと。ここの辺に自治審議会等の位置づけというか、ど
この部分でどういうふうに大綱が決定する、例えば資料等により策定案を提示して
もらうのが一番分かりますよね、ここら辺の位置づけというのが見ていてよく分か
らないのですよ。
企 画 課 長 ： 今、本当のフレームのところのご説明しか差し上げておりませんので、後の方で、
来年度の活動のスケジュールなんかをご相談させていただくと思うのですけれども、
この次はもっと中身がどんと出た形でそこで突っ込んでご意見をいただいけると。
ちょっと今の段階として見えにくいかもしれませんけれども、基本的には決まった
ものは全部オープンにしていくつもりでおりますので、すみません、今ちょっと進
み方はこの程度ということでご容赦いただきたいと思うのですけれども、次には中
身がどんと出てくるというようにしたいと思います。
狩 野 委 員 ： 資料４でございますけれども、枠の中の③「創造性を活かして、新しい価値を生み
出し、」とあるのですが、さきほど世界水準の価値とおっしゃったのですけれども、
果たして世界水準の価値とは、静岡でどの程度具体化されるのかなと思いまして、
お聞きしたいのですが。
企 画 課 長 ：世界水準の価値と、世界水準の都市を目指すと田辺市長申しておりますし、それから
以前から世界水準という言葉が２次総のテーマであって、本気でそこに行こうという
ことで、体系としてはやっぱりこれだけグローバリゼーションが進んで行きますと、
国の中の静岡市ではなかなか勝負できなくなっているので、静岡市っていう存在が世
界の中で認知されるくらいにならないと、静岡市として生き残れないだろうというこ
とが背景でございます。その中で、世界水準の都市と言いますと皆さん、ニューヨー
ク、ロンドン、ちょっと抜け飛んで東京というイメージで、その中で今の都市で入れ
るのは大阪、ぎりぎり福岡までかな、というのが一般的なイメージだと思うのですけ
れども、ただその中で、全部は世界水準という都市とはもちろんできないので、例え
ば静岡にある文化であるとか、選択をしてですね、ここを出して行けば、世界水準に
なれるというのを探していくのが１つだと思います。それが多分経済で、規模で、世
界水準になることは不可能ですので、クオリティーとか、ある突出したものをどうい
うふうに練っていくかと。ブランディングということになるかもしれませんが、どう
いうところが静岡だよ、というふうにやって行くかという方向性が１つと、もう１つ
は、やっぱり我々の生活のクオリティーが安心して住めるとか、とても安全な街にな
っているとか、ベーシックな生活の安心・安全も含めてですね、クオリティーの高さ
というのをこれ、確実に人を集めていますし、今日本のいろいろなものが人気になっ
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ているのも、そこに住んでいらっしゃる方が楽しそうだとか、美味しそうなものを食
べているとか。横に広がって行くような、すごくベーシックなものと両方ないとだめ
だろうということで、両方の方向で進んで行こうと言っております。それから福祉の
部局は世界水準の都市に貢献できなくない。福祉がきちんとできていれば、それは世
界中から認められるというふうな、両方の水平方向の広がりと垂直方向の広がりと両
方ないとだめと。富士山のようにすそのが広くないと高くなれないということで、両
方の方向性でやって行こうと。特に選択をして行かなくてはいけないのは、どこでと
んがっていくかとか、突っ張っていくかという、この辺はきちんと探して行かなくて
はいけないでしょうけれども、やはりすでに静岡が日本の中で、どういう風に評価さ
れているかという調査もしております。割とスポーツって、我々が思っているより評
価されたりしているものですから、そういう部分をどういうふうに伸ばしていくかと
いうことを一方でやっていくと考えております。この辺も政策の中で段々に決まって
行くと思いますので、その辺をご披露できると思っております。
日 詰 会 長 ：よろしいでしょうか。
狩 野 委 員 ：ありがとうございました。今静岡市は、ＬＲＴという交通政策を非常に活発にいたし
まして、シンポジウムに数回私も出席させていただきましたけれども、ＬＲＴのこと
も、福祉にも交通にも、経済にも、それから文化にも、いろいろな形でつながってく
ると思いますので、ますますのご発展をお祈りいたします。
日 詰 会 長 ：私も感想的なことを申し上げさせていただきたいのですけれども、昨日、磯谷さん、
木村さんもご出席になったのですけれども、県が主催している「協働の底力」という
取り組みがありまして、その事例発表会がちょうど 10 回目を数えたのですね。それ
で 10 年間の総括的なことをずっと私も眺めてきたのですけれども、今まで取り掛か
りのところは、ロードアダプトプログラムとか、リバーフレンドシップというところ
から市民の方々との公共空間の関わりが始まって行くのですけれども、それが段々変
わってきているなと思ったのは、昨日実は、ロードアダプトとかリバーフレンドシッ
プというのは、基本的には河川の掃除とか美化活動、あるいは道路の美化そういうも
のが中心だったのですが、そういったものから脱皮して、何か新しいものをそこに埋
め込んで行こうという、そういう動きが出ているということですね。その中で非常に
おもしろかったのは、ある方が来まして、名刺交換したのですけれども、その中の一
人がトヨタの労組の方だったのです。今まで労働組合の方がこういう催しに来るとい
うのが私の発想の中に無かったのです。そもそも労働組合とは体制側に対する批判と
か、自分たちの生活環境を変えて行く賃金闘争をするわけですけれども、そういうと
ころに焦点があてられるという活動ばっかりだったのかなとイメージ的には思って
いたのですけれども、ちょっと彼らの視点が変わってきている。それはさっき木村さ
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んがおっしゃったように価値観が大きく変わってきていると思ったのですね。彼らは、
労組として、トヨタというのは、結局車と関わる道路のこと、やっぱり自分たちの関
わりと切っても切り離せられない関係があるので、例えば公共空間との関わりの中で
労働組合が、何ができるのかというのを考えて行きたいというのですね。これには私
はびっくりしまして。例えば資料４の図１のところの「創造性」のところに、市民、
企業、団体、行政というくくりがありますけれども、団体の中における今まで我々が
あまり関わりのなかった主体、だけど考えてみれば、労働組合員は、県内に約 30 万
人いらっしゃって結構大きい、そういった人たちが関わろうとしている。この辺りが
創造性を目指していく１つの鍵になるのではと思ったのですね。そういう意味では
我々の想定しない範囲のところで反応するというか、してくれる人たちが出てきてい
るというのは非常におもしろい現象だなと思いました。ですから、こういう新しいも
のを創り出して行くというところで、いろいろな形でいろいろな方を巻き込んで行く
ことが大事でしょうし、資料４の図３のところで、協働っていうのはそれぞれの方が
それぞれの定義づけをしているわけですけれども、基本的には、社会的な課題を解決
するための組織と組織の間の関係性の中で、協働とか、いわゆるコラボレーションと
いうものを考えてきたわけですけれども、やはりもう一つ下がったところの、実は個
人のレベルでどういうふうにこの公共空間と関わるかという話になった時に、例えば
何か社会と関わって何かを生み出して行くといった時の仕組みをどういうふうに考
えていくかというのが、協働ということと混同し合っていたのですね。ですからそう
いうことでいうとコープロダクションというのは分かりやすい概念だと思います。た
だしコープロダクションとパートナーシップと言っても、なかなか普通の方々には分
かりづらい部分だと思うので、できればコープロダクションのところ、これは言葉と
して成立している言葉でありますけれども、もう少し何か分かりやすいものにしてい
ったら、市民の方々に普通にサービスを受けるものなんだけれども、もう一方で市の
方と関われるし、実際にサービスのプロバイダーとも関われるという説明ができるの
かなという感じがいたしました。この辺り整理ができているので、見せ方、伝え方じ
ゃないかなと感じました。他によろしいでしょうか。
足 羽 委 員 ：資料３の「『地域経営』への転換」の３次総の経営資源ですけれども、行政投資額が
合併がらみで潤ったので、１次、２次は 450 から 650 億くらい多額であったと。それ
で３次総になると行政投資がかなりダウンして、プラス民間活力とあるのですけれど
も、これは民間企業からの寄付なのですか、それとも民間活力を利用してのコストダ
ウンを図るという意味なのか。全体でどのくらいの億単位を考えてらっしゃるのか。
企 画 課 長 ：市の事業のやり方というと、市のお金が例えば、10 億だったら、20 億円の例えば学
校を建てようとするとそこに投入計画として資金をどうやって入れていたかという
と、例えば１／２が国から来るので、10 億円が国から来て、残りの 10 億円が市だと
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すると、10 億円で 20 億円のものを建てたのですね。この 450 から 650 億円っていう
のは、実はそういうことも含めて、いろいろな財源が入っているのですが、事業のや
り方がずいぶん変わって来ていて、例えばＰＦＩでも経営権を設定したＰＦＩができ
るようになっていて、ある行政が作るものに対して、民間が純粋な投資としてお金を
入れてくれる仕組みが出来てきていますので、例えばそういうような仕組みは積極的
に使っていこうというのを含めているのと、そもそもマーケットがあるところで、マ
ーケットが成立しているのに、行政が何かやっていて、民間と競合しているような場
面があったら、そこから撤退するのも、これ民間活力ですので、その分のお金は行政
がやらなくてはいけないところに投入できるとか、今まで行政がやった方がよいとい
うことで、いろいろなことをやってきていたのですが、もうちょっと民間のマーケッ
トと見合わせて、どうしても行政が投入するところって、リスクが大き過ぎて行政で
なくてはできない部分とか、考えながらマーケットにやっていただけるところは、マ
ーケットにやっていただいて、マーケットが成立しないところはもちろん行政がきち
んとやって行こうと。そういう中にいくら増えるって考えてないのですけれども、こ
の 350 億円とか、400 億円を有効に使うために、マーケットをきちんと意識して行こ
う、ないしはマーケットからの投資をお願いしようと、そういうふうな考え方でやっ
ていこうという意味です。
日 詰 会 長 ：その辺りの仕組みというか、研究というか、すごい検討されてきていますし、それか
ら、社会から一般的にお金を集めるいろいろスキームがイギリスなんかでも、すごく
発展してきていますので、多分そういうことも含めてこれからいろいろな仕組みづく
りが進められて行くのではないかと思います。他にありますでしょうか。よろしいで
しょうか。どうもありがとうございました。いろいろとご意見が出されましたので、
事務局の方でまた今後の進め方の検討材料にしていただければと思います。それでは、
議題の（２）の「その他」に移りたいと思います。それでは事務局の方からお願いし
ます。
天野担当課長：貴重な意見ありがとうございました。それでは、事務局から来年度のスケジュールの
概略をご報告いたします。来年度ですけれども、今回に引き続きまして第３次総合計
画に対する意見交換を中心に３回程度考えています。１回目は５月に開催しまして、
その後は、総合計画の骨子案などをご報告いたしまして、その都度ご意見をいただく
と考えております。概略ですけれども、予定は以上でございます。
6. 閉
署

会 事務局(中島課長)
名

静岡市市民自治推進審議会

会長
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