
平成 26 年度 第１回 第 5 期静岡市市民自治推進審議会 次第

日時 平成 26 年６月 13 日（金）

午前 10 時から

場所 札の辻ビル 審査会室３

１ 開 会

２ 議 題

（１）市民参画手続実施状況等について （資料１－１、１－２）

（２）第３次静岡市総合計画について （資料２）

（３） その他

３ 閉 会
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■平成 25 年度 市民参画手続実施状況について

１ 実施件数と考察

表１：市民参画手続実施件数（施策別）

施 策
実績 予定

H22 H23 H24 H25 H26

立 案

条例の制定改廃 ２ １４ ２９ １０ ７

行政計画の策定・変更 １９ １３ １１ ２０ ４０

大規模な公の施設等の設置 ５ ３ １ １ ０

その他施策 ５ １２ ２４ １３ ６

実施・評価 施策の進捗管理 ２４ ３３ ２２ ２６ ３０

計 ５５ ７５ ８７ ７０ ８３

【考察】

・平成 23、24 年度に「条例の制定改廃」が多かったのは、平成 23 年の５月及び８月に「地域の

自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（一

括法）が施行されたことに伴い、これまで国が決めていた基準を市の条例で規定することが必

要になったためである。

表２：市民参画手続実施件数（手法別）

手 法
実績 予定

H22 H23 H24 H25 H26

市民意見提出手続（パブリックコメント） ２１ ３５ ４６ ２３ ４４

意見交換会 ４ ３ ３ １ ４

市民ワークショップ ４ ２ ３ ２ ２

審議会等 ３６ ４６ ５５ ５９ ６３

計 ６５ ８６ １０７ ８５ １１３

市民参画手続を実施する際は、原則として「市民意見提出手続」を行うが、施策の内容に応じて
他の手法を実施することができる。また、施策の内容に応じ、複数手法にて実施することを推奨
している。

「静岡市市民参画の推進に関する条例第８条」より

【考察】

・平成 23、24 年度と、「市民意見提出手続」の件数が増えている。これは、表１のとおり、平成

23 年度は一括法により「条例の制定改廃」の件数が増加し、また条例の制定改廃に「市民意見

提出手続」が多く用いられるためである。

・毎年「審議会等」の件数が全体に占める割合が大きいのは、担当課が既に審議会等を所管して

いる場合は、市民参画手続の実施については、審議会等を利用することが多いためである。

・平成 26 年度計画にみられるように、施策の内容に応じ、市民参画手続を複数手法にて実施する

方法が定着しつつある。

資料１－１
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表３：市民意見提出手続（パブリックコメント）に対する意見数及び提出者数

年度 実施手続数
意見数

（提出者数）

１施策あたりの意見数

（意見数／実施手続数）

１施策あたりの意見提出者数

（提出者数／実施手続数）

H25 23 件
1,588 件

（1,526 人）
69.0 件 66.3 人

H24 46 件
5,284 件

（1,437 人）
114.8 件 31.2 人

H23 35 件
4,971 件

（1,551 人）
142.1 件 44.4 人

H22 21 件
359 件

（215 人）
17.1 件 10.2 人

H21 31 件
874 件

（901 人）
28.2 件 29.1 人

【考察】

・平成 23、24 年度の意見数が大幅に多かったのは、市民に注目度の高い施策に意見が多く寄せら

れたため。

※良好な商業環境の形成に関する条例・ガイドライン 意見数 3,423 件(H24)

※大谷・小鹿地区まちづくりグランドデザイン 意見数 1,366 件(H24)

※保育所の面積基準 意見数 4,536 件(H23)

表４：平成 25 年度の市民参画手続における回数及び参加者数

手法 年度 施策数 回数 総参加者数 １回あたりの平均参加者数

意見交換会
H25 １施策 11 回 727 人 66.1 人

H24 ３施策 26 回 873 人 33.5 人

市民ワーク

ショップ

H25 ２施策 ４回 144 人 36 人

H24 ３施策 ５回 73 人 14.6 人

審議会等
H25 59 施策 147 回 2,045 人 13.9 人

H24 55 施策 145 回 1,958 人 13.5 人

※審議会等の総参加者数は、各審議会等の委員数×開催回数であり、欠席者は加味していない。

ただし、委員として参加している静岡市職員（教職員を除く）はカウントしていない。

２ 今後に向けて

パブリックコメントにおいて、多様な市民が関心を持ち意見を提出できるよう、施策を分かり

やすく表現する工夫が必要である。



■平成25年度市民参画手続の実施状況 資料１－２

実施時期
意見数
（人数）

参加者又は
傍聴人数

1 条例
静岡市水防協議会条例の一部を改正する条例の中
間案

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関
する法律（第３次一括法）」における水防法の改正に伴い、水防協議会の委員定数の規
定が廃止されたことから、静岡市水防協議会条例において委員定数を定める。

パブリックコメント 11月
11/15～
12/16

0件 - 防災対策課

2 条例
静岡市交通安全対策会議条例の一部を改正する条
例の中間案

地域の交通安全対策においてより幅広い識見を有する方の意見を求めるためには、現在
の委員に加え、交通安全の向上に資する活動をする団体の代表や、学識や経験を有する
方の参画が必要であり、そのための条例改正を行う。

パブリックコメント 11月
11/15～
12/16

0件 - 市民生活課

3 条例 静岡市消費生活条例の一部改正
特定商取引に関する法律の改正により、訪問購入が規制されたため、不当な取引行為の
禁止について、市の条例の一部改正を行う。

パブリックコメント 11月 12/9～1/8 0件 -
消費生活セン

ター

4 条例 (仮称)静岡市民生委員の定数を定める条例案
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関
する法律」の施行に伴い、民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、
都道府県や政令指定都市が条例で定める。

パブリックコメント 11月
11/15～
12/16

0件 ー 福祉総務課

パブリックコメント 11月 12/6～1/4 0件 -

審議会等（静岡市障害者
施策推進協議会）

11月、2月
（2回）

3/3 -
1回

(0人)

パブリックコメント 9月

審議会等（静岡市地域包
括支援センター運営協議
会)

10月
（1回）

7 条例
静岡市青少年問題協議会条例の一部を改正する条
例の中間案

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関
する法律」の施行に基づく地方青少年問題協議会法の一部改正に伴い、条例で規定して
いる会長及び委員の要件の改正を行う。また、併せて委員定数の見直しを行う。

パブリックコメント 11月
11/15～
12/16

0件 - 青少年育成課

8 条例
静岡市土地利用審査会条例の一部を改正する条例
の中間案

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関
する法律（第３次一括法）」における国土利用計画法の改正に伴い、土地利用審査会の
委員定数の規定が7人から5人以上に改正されたことから、静岡市土地利用審査会条例に
おいて委員定数を明らかにし、委員の審議能力の安定の実現を図る。

パブリックコメント 11月
11/15～
12/16

0件 - 開発指導課

9 条例 静岡市営住宅条例施行規則等の一部改正
消費税法の一部改正により、平成26年４月１日から消費税率８％に引き上げられること
に伴い駐車場使用料等の改定を実施する。

パブリックコメント 2月～3月 2/14～3/17 0件 - 住宅政策課

10 条例
（仮称）静岡市消防長及び消防署長の資格を定め
る条例の中間案

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関
する法律」の制定に基づく消防組織法の改正により、消防長及び消防署長の資格を、国
の基準を参酌し、条例で定めるもの。

パブリックコメント 11月
11/15～
12/16

0件 -
消防総務課

人事課

11 条例 静岡市社会教育委員条例の一部を改正する条例案
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関
する法律」において、社会教育法の一部改正が行われるため、条例を改正し、委員を委
嘱又は任命するに当たり満たすべき基準を定める。

パブリックコメント 11月
11/15～
12/16

0件 - 教育総務課

対象施策

障害者総合支援法の一部改正等に伴い、関係する条例の一部改正を行う。5

実施報告

高齢者福祉課

市民参画手続の方法
実施予定
時期

（回数）

地域包括センターの職員に係る基準、当該職員の員数に関する事項及びその他の事項に
関して、国の基準に沿って条例を定める。

対象施策の概要区分 担当課

＜１＞条例の制定改廃 …市民参画手続を実施しなかった理由

職員等に関する基準について、静岡市
地域包括支援センター運営協議会で継
続検討が必要となり、条例の制定を延

期したため。

条例6

条例
静岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設
備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改
正

障害者福祉課

No.

（仮称）静岡市地域包括支援センターの職員等に
関する基準を定める条例の制定

1



■平成25年度市民参画手続の実施状況

実施時期
意見数
（人数）

参加者又は
傍聴人数

1 計画 新行財政改革推進大綱（H27-H34）の策定
行財政改革の推進によるムダのない自治体経営を進めるとともに、市民の多様な行政
ニーズに的確・適切にこたえる取組に向けた基本方針を策定する。

審議会等(静岡市行財政改
革推進審議会)

7月～2月
(6回)

7/9～2/26
（7回）

―
7回

（0人）
行政管理課

2 計画 静岡市情報化推進計画（2014-2016）の策定
ＩＣＴがもたらす効用を最大限活かし、「利便・効率・活力を実感できる」電子自治体
を推進するため、効率的な行政と市民サービスの向上を図るための必要な取組をまとめ
た計画を策定する。

パブリックコメント 1月 情報管理課

3 計画 静岡市津波避難対策計画の策定
内閣府が公表した「南海トラフ巨大地震による津波高・浸水域等」、県が公表予定の第
４次地震被害想定に対し、静岡市における津波避難に係る目標である「5分500m」で避
難できることを目指すための計画。

パブリックコメント
5月

（1回）
10/28～
11/26

2件
（2人）

- 防災対策課

ワークショップ(Voice of
しずおか市民討議会）

11月
（1回2日間）

11/30,12/1 -
1回

（25人）
審議会等（静岡市市民自
治推進審議会）

1月 1月27日 -
1回

（0人）

5 計画 静岡市アセットマネジメント基本方針案

計画的に効率よく公共施設の整備や維持管理を行うことで寿命を延ばしたり、公共施設
の利活用促進や統廃合を進めることで将来負担の軽減を図る「アセットマネジメント」
に取り組むため、その基本的な方向性を示す「静岡市アセットマネジメント基本方針
（案）」を策定する。

パブリックコメント 3月 2/28～3/30
3件

（3人）
ー 企画課

パブリックコメント
平成26年度
実施予定

- - -

審議会等（静岡市男女共
同参画審議会）

7月～1月
（4回）

7/23,9/12,
11/6,1/31

-
4回

（5人）

パブリックコメント 11月
11/25～
12/24

23件
（12人）

-

審議会等（静岡市男女共
同参画審議会）

11月、1月
（2回）

7/23,9/12,
11/6,1/31

-
4回

（5人）

8 計画 静岡市市民活動促進計画（2015－2019）の策定
｢静岡市市民活動の促進に関する条例」に基づき、市民活動の促進に関する施策を総合
的かつ計画的に実施するため、市民活動の促進の基本となる計画を策定する。

審議会等（静岡市民活動
促進協議会）

6月～3月
（5回）

7/29,10/8,
12/16,1/29

-
4回

（0人）
男女参画・市
民協働推進課

9 計画 静岡市スポーツ推進計画の策定 運動・スポーツを推進するための計画。
審議会等(静岡市スポーツ
推進審議会)

8月～3月
(3回)

9/12,1/9,
3/13

-
3回

（0人）
スポーツ振興

課

10 計画
静岡市障がい者計画及び静岡市障がい福祉計画の
進捗管理及び次期計画策定に向けたアンケート調
査等について

平成24年度の各取組みにおける進捗状況を静岡市障害者施策推進協議会に報告し、聴取
した意見を今後の取組みに反映し、サービスの向上を図る。
また、次期計画策定の基礎資料とするためのアンケート調査票の内容について審議す
る。

審議会等
（障害者施策推進協議
会）

7、9、11、2月
（4回）

7/29,3/3 -
2回

(1人)
障害者福祉課

パブリックコメント 12月 12/24～1/23
20件
(1人)

－

審議会等
（健康福祉審議会）

3月
（1回）

3月19日 -
1回

（29人）

12 計画 静岡市新型インフルエンザ等対策行動計画案
新型インフルエンザ等対策特別措置法（特措法）第８条第１項の規定に基づき、静岡市
域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項、市が実施する措置等
を示し、新型インフルエンザ等対策の強化を図る。

パブリックコメント 12月 12/11～1/10
1件

（1人）
-

保健衛生総務
課

13 計画 静岡市立幼稚園・保育所移行方針（案）
平成27年度からの子ども・子育て支援新制度移行に伴う静岡市立幼稚園及び保育所の施
設形態についての方針を明らかにし、新制度に向けた本市の体制整備をすすめる。

パブリックコメント 12月 12/16～1/15
1,337件

（1,337人）
ー 子ども未来課

14 計画 子ども・子育て支援事業計画の策定
質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大・確保、地域の子ど
も・子育て支援の充実のために必要な取り組みをまとめた計画を策定する。

審議会等（静岡市健康福
祉審議会児童福祉専門分
科会）

5、7、9、1、3月
（5回）

5/30,7/22,1
2/16,1/27,3

/13
-

5回
（31人）

子ども未来課

パブリックコメント 3月 1/10～2/10
11件

（7人）
-

審議会等（静岡市農業振
興基本計画策定委員会）

6月～2月
（2回）

8/20,12/18,
2/17

-
3回

（0人）

＜２＞行政計画の策定・変更

No. 区分 対象施策 対象施策の概要 市民参画手続の方法
実施予定
時期

（回数）

実施報告

担当課

新計画は25年度には策定しないため未
実施。

4 計画 第３次静岡市総合計画の策定
地域経営の理念、目指すべき将来像を明確にし、それを実現するために市民と行政が協
働して取り組むまちづくりの基本的な方針を示す。

企画課

6 計画 第３次静岡市男女共同参画行動計画の策定
「静岡市男女共同参画推進条例」に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を総合的
かつ計画的に実施し、男女が性別にかかわりなく個性と能力を発揮することができる社
会を実現するために必要な取組をまとめた計画を策定する。

男女参画・市
民協働推進課

7 計画 静岡市DV防止基本計画の策定
配偶者等からの暴力（DV）の防止と被害者保護のための施策を、総合的かつ計画的に行
うための計画を策定する。

男女参画・市
民協働推進課

11 計画 静岡市ホームレス自立支援等実施計画の策定
ホームレスの実情に応じた施策の目標・方針を定め、保健福祉、住宅、労働などの分野
での総合的かつ計画的な推進を図る計画を策定する。

福祉総務課

15 計画 静岡市農業振興基本計画の策定
静岡市の農業・農村の目指す姿と、その実現に向けた戦略的な政策展開、具体的な取り
組みをまとめた計画を策定する。

農業政策課

2



■平成25年度市民参画手続の実施状況

実施時期
意見数
（人数）

参加者又は
傍聴人数

No. 区分 対象施策 対象施策の概要 市民参画手続の方法
実施予定
時期

（回数）

実施報告

担当課

16 計画
都市再生整備計画事業の事後評価・中間評価・次
期計画策定の原案

社会資本整備総合交付金による都市再生整備計画事業の実施状況や、都市再生整備計画
に記載した数値目標の達成状況を明らかにすることで、交付終了後の効果の持続や、改
善策を含めた今後のまちづくりの方策等の実現を図るものである。また、平成25年度以
降の社会資本整備総合交付金による事業実施に向け、住民意向や創意工夫を活かしたま
ちづくりを行うため、まちづくりの目標、目標を定量化する指標、目標達成のために実
施する事業を明らかにし、都市の再生を図る。

パブリックコメント 11月
11/18～
12/18

1件
（1人）

- 市街地整備課

17 計画 都市計画緑地第４号「あさはた緑地」の計画案
自然とふれあう体験型の都市緑地をテーマに、麻機地域の自然環境を保全し、再生する
と共に、市民の憩いの場を創出する。

パブリックコメント 11月
11/11～
12/12

17件
(31人） - 緑地政策課

18 計画 富士川緑地整備に伴う計画の策定
富士川の河川敷を利用し、都市緑地として、富士山の景観や河川環境を活用した、計画
的な整備を行い、地域のコミュニティの形成の場となる緑地の創出を図る。

ワークショップ 3回
11月14日
12月26日
2月14日

-
44名
37名
38名

緑地政策課

19 計画 静岡市上下水道ビジョン及び中期経営計画の策定
「水資源の循環」や「市組織として同一の局」であるという観点などから、水道事業と
下水道事業の基本理念等を統合した「しずおか水ビジョン」と、その実現に向けた具体
的な施策や事業を整理した「中期経営計画」を市民と協働して策定する。

審議会等（上下水道事業
経営懇話会）

5月～1月
（5回）

5/31、
7/26、
8/22、

11/8、1/24

―
5回

（15人）
水道総務課

下水道総務課

審議会等（静岡市上下水
道事業経営懇話会）

5～1月
（1回）

1月24日 － 10人 下水道計画課

パブリックコメント 3月 下水道計画課

21 計画 静岡市立病院の経営形態見直し方針(案)

静岡市立病院の経営形態については、平成23年３月に「地方公営企業法の全部適用への
移行を目指す」との方針を決定したが、その後の市立病院をとりまく内的、外的環境の
変化により、現在の市立病院にとって最適な経営形態は何かとの観点から再検討が必要
であると考え、平成24年３月に「地方公営企業法の全部適用への移行」を延期した。
その後、現在の市立病院が抱える課題を解決し、今後の市立病院のあるべき姿を実現す
るための最適な経営形態について、平成25年度内に方針を決定していくとしたため見直
しを行う。

パブリックコメント 10月
10/16～
11/15

167件
（126人）

- 病院経営課

22 計画 静岡市耐震改修促進計画の変更
建築物の耐震改修の促進に関する法律第５条第７項の規定に基づき、本市における具体
的な目標と耐震化に取組む施策を定めるもので、平成22年度末に時点修正された計画の
見直しを行う。

パブリックコメント 2月 建築指導課

23 計画 学校施設整備計画の策定 小学校、中学校及び幼稚園の建物等施設の整備に関する方針及び計画を策定する。 パブリックコメント 7月 教育施設課

24 計画 静岡市いじめ防止等のための基本方針の中間案
静岡市いじめ防止等のための基本方針を示すことによって、いじめ防止等のための対策
を、総合的かつ効果的に推進し、学校におけるいじめを減少させるため。

パブリックコメント 1月 1/23～2/23
3件

（2人）
ー 学校教育課

平成26年度へ先送りしたため未実施

継続検討が必要となり、策定時期に変
更が生じたため未実施。

20 計画 静岡市公共下水道全体計画の変更
平成16年度に、将来の静岡市を想定し、下水道計画区域を定め、管路やポンプ場など必
要な施設の整備計画を策定したが、昨今、人口減少や生活様式の変化など社会情勢が変
化しているため、計画の見直しを行う。

平成26年1月30日にマニュアル（農林
水産省、国土交通省、環境省）が改訂
され、今回の全体計画の変更において
計画区域の変更を行わなくなったた
め。

3



■平成25年度市民参画手続の実施状況

実施時期
意見数
（人数）

参加者又は
傍聴人数

1
公の
施策

(仮称)静岡市リサイクルプラザ設置条例の制定
平成26年2月中旬に開館を予定している「仮称静岡市リサイクルプラザ」を設置するた
めの条例案を検討する。

パブリックコメント 6月 9/1～9/30
3件

（3人）
- 廃棄物政策課

担当課

＜３＞大規模な公の施設等の設置

No. 区分 対象施策 対象施策の概要 市民参画手続の方法
実施予定
時期

（回数）

実施報告
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■平成25年度市民参画手続の実施状況

実施時期
意見数
（人数）

参加者又は
傍聴人数

1
進捗
管理

行財政改革推進大綱実施計画の進捗管理
行財政改革推進大綱実施計画(H22～26)に基づき実施した前年度の取組実績(進捗状況)
を、行財政改革推進審議会に報告し、以後の取組に向けた意見等を仰ぐ。

審議会等(静岡市行財政改
革推進審議会)

9月
（1回）

9月3日 ―
1回

（0人）
行政管理課

2
進捗
管理

行財政改革推進改革推進大綱実施計画【追加版】
（改定版）の進捗管理

行財政改革推進大綱実施計画【追加版】（改定版）(H24～26)に基づき実施した前年度
の取組実績(進捗状況)を、行財政改革推進審議会に報告し、以後の取組に向けた意見等
を仰ぐ。

審議会等(静岡市行財政改
革推進審議会)

9月
（1回）

行政管理課

3
進捗
管理

静岡市まちみがき戦略推進プランの評価
市長マニフェストを基に市民意見を踏まえて策定した、静岡市まちみがき戦略推進プラ
ンの進捗状況等を評価し、その結果を各施策の今後の取り組みに反映させていく。

審議会等（静岡市まちみ
がきプラン評価委員会）

5月～9月
（8回）

5/28～9/28 -
8回

（40人）
企画課

4
進捗
管理

市民参画手続の実施状況報告
市民参画の推進に関する条例第12条第２項の規定に基づき市民参画手続の実施状況を取
りまとめ、市民自治推進審議会へ報告する。また、これに基づく審議結果を翌年度以降
の市民参画手続に反映する。

審議会等（静岡市市民自
治推進審議会）

5月～12月
(3回）

5/15,1/27 -
2回

（0人）
企画課

5
進捗
管理

静岡市犯罪等に強いまちづくり基本計画の進捗管
理

静岡市犯罪等に強いまちづくり基本計画に基づく各施策の進捗を管理し、総合的な推進
を図る。

審議会等(静岡市犯罪等に
強いまちづくり推進審議
会)

8月、2月
（2回）

7/23、3/6 ‐
2回

（0人）
市民生活課

6
進捗
管理

男女共同参画行動計画の進捗状況管理
静岡市男女共同参画推進条例第17条の規定に基づき、行動計画の進捗状況を男女共同参
画審議会に報告する。

審議会等（静岡市男女共
同参画審議会）

7月～1月
（4回）

7/23,9/12,1
1/6,1/31

-
4回

（5人）
男女参画・市
民協働推進課

7
進捗
管理

静岡市文化財資料館の運営
静岡市文化財資料館条例第11条第2項の規定に基づき、資料館の運営計画に関するこ
と、事業計画に関すること等を調査審議する。

審議会等（静岡市文化財
資料館運営委員会）

10月、2月
（2回）

11/13
3/19

-
2回

（0人）
文化財課

8
進捗
管理

静岡市立日本平動物園の管理運営
静岡市立日本平動物園運営委員会で聴取した意見等を施設の管理運営に反映し、効率的
運営、市民サービスの向上を図る。

審議会等（静岡市立日本
平動物園運営委員会）

6月～3月
（2回）

7/30,3/24 -
2回

(0人)
日本平動物園

9
進捗
管理

静岡市地域福祉計画（第３次）の策定
社会福祉法第107条に基づき、総合計画や各分野の個別計画との整合を図りながら、地
域福祉の観点から横断的な施策を推進するために策定する計画。

審議会等（静岡市健康福
祉審議会地域福祉専門分
科会）

7月、12月
（各1回）

8/8 - － 福祉総務課

10
進捗
管理

高齢者保健福祉計画の進捗管理 高齢者保健福祉計画に基づき各事業の進捗管理を行う。
審議会等（静岡市健康福
祉審議会高齢者保健福祉
専門分科会）

9月、3月
（2回）

10/29,3/25 -
1回

（0人）
高齢者福祉課

11
進捗
管理

静岡市地域包括支援センターの適正な運営につい
て

地域包括支援センターの事業運営、管理、評価を行う。
審議会等（静岡市地域包
括支援センター運営協議
会)

5、7、10、3月
（4回）

5/29,7/31,
10/2,12/4,

3/19
-

5回
（0人）

高齢者福祉課

12
進捗
管理

介護保険事業計画の進捗管理 介護保険事業計画に基づき各事業の進捗管理を行う。
審議会等（静岡市健康福
祉審議会介護専門分科
会）

9月、2月
（2回）

9/25,
10/28,
3/20

-
3回

(0人)
介護保険課

13
進捗
管理

健康爛漫計画の進捗管理 健康爛漫計画に基づき各事業の進捗管理を行う。
審議会等（静岡市健康福
祉審議会健康づくり専門
分科会）

8月、1月
（2回）

8/2,3/3 ―
2回

（0人）
健康づくり推

進課

14
進捗
管理

食育推進計画の進捗管理 食育推進計画に基づき各事業の進捗管理を行う。
審議会等（静岡市食育推
進会議）

7月、2月
（2回）

7/25,11/12 ―
2回

（0人）
健康づくり推

進課

15
進捗
管理

医療安全支援センターの運営 医療法第６条の11第１項各号に規定する事務を行う。
審議会等（静岡市医療安
全推進協議会）

6月、2月
（2回）

6/6
3/6

-
2回

（0人）
生活衛生課

担当課

上記審議会と同時実施

＜４＞施策の進捗管理

No. 区分 対象施策 対象施策の概要 市民参画手続の方法
実施予定
時期

（回数）

実施報告
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■平成25年度市民参画手続の実施状況

実施時期
意見数
（人数）

参加者又は
傍聴人数

担当課No. 区分 対象施策 対象施策の概要 市民参画手続の方法
実施予定
時期

（回数）

実施報告

16
進捗
管理

「しずおか☆未来をひらく子どもプラン」の推進
安心して子育てができ、子どもが健やかに成長できるように、保護者をはじめ、地域や
事業主、行政等が連携・協働し、子育て子育ちしやすいまちづくりを推進する。

審議会等（静岡市健康福
祉審議会児童福祉専門分
化会）

7月、3月
（2回）

7/22,3/13 -
2回

（13人）
子ども未来課

17
進捗
管理

静岡市子ども・若者育成プランの進捗管理につい
て

静岡市子ども・若者育成プランに基づく子ども・若者関連施策の評価（進捗管理）をす
る。

審議会等（静岡市青少年
問題協議会）

7,12月
（2回）

7/12,2/6 -
2回

(0人)
青少年育成課

18
進捗
管理

静岡市立病院経営計画（清水病院）の進捗管理
公立病院としての役割と健全経営の実現を両立するために策定された「静岡市立病院経
営計画」に基づき、経営状況や改革取組状況、将来計画等の確認、評価を行う。

審議会等(清水病院経営懇
話会)

11月、3月
（2回）

11月6日 -
1回

（0人）
清水病院
総務課

19
進捗
管理

静岡市ものづくり産業振興基本計画の進捗管理
「静岡市ものづくり産業振興条例」に基づき、静岡市ものづくり産業振興審議会を開催
し、基本計画の進捗状況等について審議する。

審議会等（静岡市ものづ
くり産業振興審議会）

4月～3月
（4回）

9/4
10/2
12/13
3/18

-
4回

（2人）
地域産業課

20
進捗
管理

静岡市茶どころ日本一計画の推進
「静岡市めざせ茶どころ日本一条例」第７条に基づき策定した「静岡市茶どころ日本一
計画」の進行管理を行う。

審議会等（静岡市茶どこ
ろ日本一委員会）

7月、2月
（2回）

7/23,2/3 -
2回

（0人）
農業政策課

21
進捗
管理

駿府ふれあい地区都市再生整備計画事業の事後評
価

駿府ふれあい地区都市再生整備計画（計画期間；平成21年度～平成25年度）に基づき実
施している事業について、設定した目標や指標の達成進捗状況等を検証し、その要因分
析を行うとともに、今後のまちづくりを適切な方向に導くため、事後評価を実施する。
また、評価結果を住民に公表する。

パブリックコメント 10月 市街地整備課

22
進捗
管理

三保半島地区都市再生整備計画事業の事後評価

三保半島地区都市再生整備計画（計画期間；平成21年度～平成25年度）に基づき実施し
ている事業について、設定した目標や指標の達成進捗状況等を検証し、その要因分析を
行うとともに、今後のまちづくりを適切な方向に導くため、事後評価を実施する。ま
た、評価結果を住民に公表する。

パブリックコメント 10月 市街地整備課

23
進捗
管理

安倍川駅周辺地区都市再生整備計画の中間評価

安倍川駅周辺地区都市再生整備計画（計画期間：平成23年度～27年度）に基づき実施し
ている事業について、設定した目標や指標の達成進捗状況等を検証し、その要因の整
理・分析により効果発現状況の判断を行うとともに、今後の事業の進め方に係る改善点
等の検討を行うため、中間評価を実施する。また、評価結果を住民に公表する。

パブリックコメント 11月 市街地整備課

24
進捗
管理

合併建設計画の執行状況及び蒲原地区に係る重要
施策

静岡市と合併後の蒲原地区の速やかな一体化と市域全体の均衡ある発展を促進するた
め、合併建設計画の執行状況や蒲原地区に係る重要施策について審議する。

審議会等（静岡市蒲原地
域審議会）

5月～2月
（7回）

5/28,7/30,8
/29,9/26,10
/31,12/5,2/

6

―
7回

（7人）
清水区

地域総務課

25
進捗
管理

第２次静岡市上下水道事業中期経営計画の進捗管
理

水道事業及び下水道事業の、中期経営計画の進捗管理及び、行政評価（外部評価）を実
施する。

審議会等（上下水道事業
経営懇話会）

5月～1月
（5回）

5/31、
7/26、
8/22、

11/8、1/24

―
5回

（15人）
水道総務課

下水道総務課

26
進捗
管理

静岡市立登呂博物館の管理運営
登呂博物館協議会で聴取した意見等を施設の管理運営に反映し、効率的運営、市民サー
ビスの向上を図る。

審議会等（静岡市立登呂
博物館協議会）

8月～3月
（2回）

7/29、1/29 -
2回

（0人）
教育総務課

27
進捗
管理

静岡市立芹沢銈介美術館の管理運営
芹沢銈介美術館協議会で聴取した意見等を施設の管理運営に反映し、効率的運営、市民
サービスの向上を図る。

審議会等（静岡市立芹沢
銈介美術館協議会）

8月～3月
（2回）

8/31,2/22 -
2回

（0人）
教育総務課

28
進捗
管理

静岡市少年自然の家の運営に関すること
少年自然の家運営協議会で聴取した意見等を施設の管理運営に反映し、効率的運営、利
用者サービスの向上を図る。

審議会等（静岡市少年自
然の家運営館協議会）

7月～3月
（2回）

7/29、1/29 -
2回

（0人）
教育総務課

29
進捗
管理

静岡市子ども読書活動推進計画の進捗管理
平成24年11月に策定した第２次静岡市子ども読書活動推進計画の進捗状況を静岡市子ど
も読書活動推進会議で報告し、委員からの意見を参考に平成27年３月策定予定の次期計
画へ向けての準備を行う。

審議会等（静岡市子ども
読書活動推進会議）

7月、10月
（2回）

7/17,10/24 -
2回

（0人）
中央図書館

30
進捗
管理

図書館の管理運営に関すること
図書館協議会で検討した意見等を図書館の管理運営に反映し、効率的運営、利用者サー
ビスの向上を図る。

審議会等（図書館協議
会）

9月～3月
（2回）

12/10 －
1回

（1人）
中央図書館

Ｎｏ20に含まれる
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■平成25年度市民参画手続の実施状況

実施時期
意見数
（人数）

参加者又は
傍聴人数

1
その
他施
策

市政全般に対する意見聴取
①市長が設定したテーマを直接市民に説明し、市民と率直な意見交換会を行う。
②様々な活動をしている市民グルーと市長が、活動から感じた課題等について意見交換
を行う。

意見交換会(まちみがき
トーク、お茶カフェトー
ク)

7月～3月
（14回）

7/26～2/17
（11回）

727人 - 広報課

2
その
他施
策

外国人住民に係る施策等への提言 懇話会の検討結果をまとめ、市長に対し報告及び提言を行う。
審議会等（静岡市外国人
住民懇話会）

5月～2月
（4回）

6/26,10/25,
1/31

-
3回

（1人）
男女参画・市
民協働推進課

3
その
他施
策

第７期静岡市分別収集計画の策定
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に基づいて、平成２６
～３０年度の分別収集計画を策定する。

パブリックコメント 5月 5/1～5/30 0件 - 廃棄物政策課

4
その
他施
策

国民健康保険料の改定等重要事項の審議

国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議する。
・一部負担金の負担割合に関する事項
・国民健康保険料及び国民健康保険税の賦課方法に関する事項
・保険給付の種類及び内容に関する事項
・保健事業の実施大綱の策定に関する事項
・前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する重要な事項

審議会等(静岡市国民健康
保険運営協議会)

7月～1月
（6回）

8/29
10/10
11/7
12/19
1/16

委員
14人

5回
（70人）

保険年金管理
課

6
その
他施
策

青少年施策の樹立に関する事項の調査審議等につ
いて

「静岡市青少年問題協議会条例」に基づき、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関す
る総合的施策の樹立について必要な重要事項を調査審議する。また、青少年の指導、育
成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関
相互の連絡調整を図る。

審議会等（静岡市青少年
問題協議会）

7,10,12月
（3回）

7/12,12/13
2/6

0件
3回

(0人)
青少年育成課

6
その
他施
策

青少年育成センター事業の業務計画の実施につい
て

「静岡市青少年育成センター事業実施要綱」に基づき、青少年の補導、調査及び情報収
集、青少年を取り巻く有害環境の浄化、非行防止及び健全育成に関する広報啓発、関係
機関・団体等との連絡調整などの活動に係る年間業務計画を策定、実施する。

審議会等（静岡市青少年
育成センター運営委員
会）

6月
（1回）

6月21日 0件
1回

(0人)
青少年育成課

7
その
他施
策

静岡市商業振興基本計画の推進
「静岡市商業の振興に関する条例」に基づき、審議会を開催し、静岡市商業振興基本計
画の重点プロジェクトの枠組みついて審議することにより、計画の推進を図る。

審議会等（静岡市商業振
興審議会）

8月～3月
（3回）

12/17,2/4、
3/3

-
3回

（9人）
商業労政課

8
その
他施
策

景観資源(樹木)の指定
個性豊かで魅力的な景観形成を推進するため、都市や地域の歴史や文化を象徴し、地域
を印象づける樹木を景観資源として位置づけ、積極的に保全し、これらを核とした景観
形成を図る。

審議会等(静岡市景観審議
会)

11月 11月29日 ―
1回

（0人）
建築総務課

9
その
他施
策

屋外広告物の許可基準の見直しについて
近年、案内図板等について、表示内容、設置方法が多様化している。そこで、特別規制
地域における規制の趣旨にあった案内図板等の設置を誘導するため、現在の許可基準を
見直す。

パブリックコメント 7月 建築総務課

10
その
他施
策

魅力ある地域づくりへの提案（葵区）
「静岡市区民懇話会設置要綱」に基づき、区民（市民）参画により魅力ある地域づくり
を推進するための方策について、審議・検討を行い区長に提案する。

審議会等（葵区区民懇話
会）

4月～3月
(6回)

5/31,8/2
9/20,11/8
1/17,3/20

-
6回

（0人）
葵区

地域総務課

11
その
他施
策

魅力ある地域づくりへの提案（駿河区）
区民（市民）参画により魅力ある地域づくりを推進するための方策について、審議・検
討を行い区長に提言する。

審議会等（駿河区区民懇
話会）

4月～3月
（6回）

5/30,7/24,1
0/23,12/18,

2/5,3/5
-

6回
（0人）

駿河区
地域総務課

12
その
他施
策

魅力ある地域づくりへの提案（清水区）
「静岡市区民懇話会設置要綱」に基づき、区民（市民）参画により魅力ある地域づくり
を推進するための方策について、審議・検討を行い区長に提案する。

審議会等（清水区区民懇
話会）

4月～3月
（6回）

6/19,8/20,1
0/23,1/22,2
/25,3/18

―
5回

（0人）
清水区

地域総務課

13
その
他施
策

社会教育の円滑な推進 社会教育委員会議で聴取した意見等を施策へ反映し、社会教育の円滑な推進を図る。
審議会等（静岡市社会教
育委員会議）

7月～3月
（3回）

8/31,2/22 -
2回

（0人）
教育総務課

14
その
他施
策

小中学校の通学区域の調整
静岡市教育委員会の諮問に応じ、市立の小学校及び中学校に就学する児童及び生徒の通
学区域の設定又は改廃に関する事項を審議し、答申する。

審議会等（静岡市立小学
校及び中学校通学区域審
議会）

7月～1月
（3回）

7/30
1/21

2回
（0人）

学事課

担当課

静岡市行政手続条例に基づくパブリッ
クコメントを実施

＜５＞その他施策

No. 区分 対象施策 対象施策の概要 市民参画手続の方法
実施予定
時期

（回数）

実施報告
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■平成26年度 市民参画手続の実施計画

1
進捗
管理

行財政改革推進大綱実施計画の進捗管理 行財政改革推進大綱に基づく実施計画
行財政改革推進大綱実施計画（H22～26）に基づき実施した前年度の取組実績（進
捗状況）を、行財政改革推進審議会に報告し、以後の取組に向けた意見等を仰ぐ。

審議会等(静岡市行財政
改革推進審議会)

８月
（１回）

行政管理課

2
進捗
管理

行財政改革推進大綱実施計画（追加版・改定版）
の進捗管理

行財政改革推進大綱に基づく実施計画
行財政改革推進大綱実施計画（追加版・改定版）（H24～26）に基づき実施した前
年度の取組実績（進捗状況）を、行財政改革推進審議会に報告し、以後の取組に向
けた意見等を仰ぐ。

審議会等(静岡市行財政
改革推進審議会)

８月
（１回）

行政管理課

パブリックコメント ４月、５月

審議会等(静岡市行財政
改革推進審議会)

５～10月
（６回）

4
その
他

施策
市政全般に対する意見聴取

市民が市政に直接意見を発言できる機会を提供す
る施策です。

市長が設定したテーマを直接市民に説明し、市民と率直な意見交換会を行う。
静岡☆まちみがきトー
ク（タウンミーティン
グ）

８月～10月
（３回）

広報課

5
その
他

施策
市政全般に対する意見聴取

市民が市政に直接意見を発言できる機会を提供す
る施策です。

様々な活動をしている市民グループと市長が、活動から感じた課題等について意見
交換を行う。

市長とお茶カフェ・
トーク

７月～２月
（10回）

広報課

6 計画 新静岡市情報化推進計画の策定 ICTを活用したまちづくりをするための計画です。
ICTがもたらす効用を最大限活かし、「利便・効率・活力を実感できる」電子自治
体をを推進するため、効率的な行政と市民サービスの向上を図るための必要な取組
をまとめた計画を策定する。

パブリックコメント １月 情報管理課

7
進捗
管理

静岡市まちみがき戦略推進プランの評価
市長マニフェストを基に市民意見も踏まえて策定
した「静岡市まちみがき戦略推進プラン」の進行
管理を行う。

市長マニフェストを基に市民意見を踏まえて策定した静岡市まちみがき戦略推進プ
ランの進捗状況等を評価し、その結果を各施策の今後の取組みに反映する。

審議会等(静岡市まちみ
がきプラン評価委員会)

７月～10月
（５回）

企画課

9
進捗
管理

市民参画手続の実施状況報告 施策への市民参画の推進を図ります。
市民参画の推進に関する条例第12条第２項の規定に基づき市民参画手続の実施状況
を取りまとめ、市民自治推進審議会へ報告する。また、これに基づく審議結果を翌
年度以降の市民参画手続に反映する。

審議会等（静岡市市民
自治推進審議会）

５月、７月
（２回）

企画課

パブリックコメント 11月

審議会等(静岡市犯罪等
に強いまちづくり推進
審議会)

８月、２月
（２回）

パブリックコメント 10月

審議会等(消費者教育推
進地域協議会)

７、11、２月
（各３回）

パブリックコメント 10月

審議会等（静岡市消費
生活審議会）

７、11、２月
（３回）

パブリックコメント 11月

審議会等(男女共同参画
審議会)

５月～11月
（４回）

パブリックコメント 11月

審議会等(多文化共生推
進プラン検討委員会)

４月～３月
(４回)

パブリックコメント 11月

審議会等(静岡市市民活
動促進協議会)

４、７、10、
１、３月
（５回）

15 計画 第３次静岡市市民活動促進基本計画の策定
本市の市民活動促進施策の方向性を定める計画で
す

本市の市民活動推進を総合的かつ計画的に支援するために策定された「第２次静岡
市市民活動促進基本計画」が、平成26年度をもって終了するため、市内の社会的課
題の解決のため取り組まれている市民活動をさらに支援するため、「第３次静岡市
市民活動促進基本計画」を策定する。

男女参画・
市民協働推進課

14 計画 「静岡市新多文化共生推進プラン」の策定
本市の多文化共生施策の方向性を定める計画で
す。

平成26年度末で、本市の国際化推進の指針となる現「国際化推進計画」期間が満了
するため、社会情勢の変化や外国人住民を取り巻く環境変化への対応を盛り込ん
だ、本市の外国人住民の現状に合わせた「静岡市新多文化共生推進プラン」を策定
する。

男女参画・
市民協働推進課

13 計画 第３次男女共同参画行動計画の策定 男女共同参画社会を推進するための計画です。
「静岡市男女共同参画推進条例」に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を総
合的かつ計画的に実施し、男女が性別にかかわりなく個性と能力を発揮することが
できる社会を実現するために必要な取組をまとめた計画を策定する。

男女参画・
市民協働推進課

12 計画 静岡市消費生活基本計画の改定
本市における消費者施策に関する基本的な計画で
す。

静岡市消費生活条例第６条に基づき、消費生活の安定及び向上に関する施策を総合
的かつ計画的に推進するために策定された「静岡市消費生活基本計画」を社会経済
情勢の変化、これまでの取組状況等を踏まえて改定する。

消費生活センター

11 計画 静岡市消費者教育推進計画の策定
本市における消費者教育を推進するための計画で
す。

国の「消費者教育の推進のための基本方針」及び県の「消費者教育推進計画」を踏
まえて、消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育及びこれに
準ずる啓発活動を推進するために必要な取組をまとめた計画を策定する。

消費生活センター

10 計画
第2次静岡市犯罪等に強いまちづくり基本計画の策
定

「静岡市犯罪等に強いまちづくり条例」に基づ
き、犯罪等に強いまちづくりに関する施策を総合
的かつ計画的に推進するため、平成27年度からの
犯罪等に強いまちづくりに関する施策の基本とな
る計画を策定します。

「静岡市犯罪等に強いまちづくり条例」に基づき、犯罪等に強いまちづくりに関す
る施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成27年度からの犯罪等に強いまちづ
くりに関する施策の基本となる計画を策定します。

市民生活課

8 計画 第３次静岡市総合計画の策定
市の最上位計画である次期総合計画を策定しま
す。

地域が抱える課題に対し、官民協働により地域全体で課題解決しながら、静岡市が
持続的に発展していくための計画として、第３次静岡市総合計画を策定する。

企画課パブリックコメント ８月～９月

3 計画 新行財政改革推進大綱の策定
市の新たな行革の指針となる行財政改革推進大綱
（Ｈ27～H34）の策定

新行財政改革推進大綱（H27～34）策定にあたり、行財政改革推進審議会からの中
間答申に基づき策定した「新大綱（中間案」について市民意見等を仰ぐ。
市民等（パブコメ）の意見を踏まえ、新大綱の最終答申に向け審議会において継続
審議する。

行政管理課

No. 区分 対象施策 対象施策のポイント 対象施策の概要 市民参画手続の方法
実施予定
時期

（回数）
担当課
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■平成26年度 市民参画手続の実施計画

No. 区分 対象施策 対象施策のポイント 対象施策の概要 市民参画手続の方法
実施予定
時期

（回数）
担当課

16
進捗
管理

男女共同参画行動計画の進捗状況管理
男女共同参画を推進するための行動計画の進捗管
理を行います。

静岡市男女共同参画推進条例第17条の規定に基づき、行動計画の進捗状況を男女共
同参画審議会に報告する。

審議会等(男女共同参画
審議会)

５月～11月
（４回）

男女参画・
市民協働推進課

17
進捗
管理

静岡市文化振興ビジョンの総合評価
総合計画の基本理念を達成していくための部門別
計画の一つとして策定された静岡市文化振興ビ
ジョンの総合評価

静岡市文化振興ビジョンの最終年次における各施策の進捗状況について総合評価を
行うとともに、今後の静岡市の文化振興の方向性について検討を行う。

審議会等(静岡市文化振
興ビジョン評価等懇話
会)

７～３月
（５回）

文化振興課

パブリックコメント ５月

意見交換会
５月

（２回）

パブリックコメント ９月

審議会等(静岡市生涯学
習推進審議会)

４、６、７、10
月（４回）

20 計画
（仮称）静岡市歴史文化施設建設　検討及び基本
計画策定

歴史文化施設（歴史博物館）の建設に関する検討
委員会と基本計画の策定

「歴史文化から静岡の未来をつくる」という基本理念のもと、静岡市の歴史や文化
に関する資料や情報を体系的に整理し、展示をとおし「歴史の中で光る静岡」を国
内外へ発信するとともに、歴史観光の拠点施設として本市の交流とにぎわいを創出
する施設の建設

審議会等(歴史文化施設
建設検討委員会)

６、８、10、12
月

（４回）
文化財課

21
進捗
管理

静岡市登呂博物館の管理運営
登呂博物館協議会で聴取した意見等を施設の管理
運営に反映し、効率的運営、市民サービスの向上
を図る。

登呂博物館協議会で聴取した意見等を施設の管理運営に反映し、効率的運営、市民
サービスの向上を図る。

審議会等(静岡市立登呂
博物館協議会)

7月～３月
（２回）

文化財課

22
進捗
管理

静岡市文化財資料館管理運営事業 静岡市文化財資料館の運営についての調査審議
静岡市文化財資料館条例第11条第２項の規定に基づき、資料館の運営計画や事業計
画に関することを調査審議する。

審議会等(静岡市文化財
資料館運営委員会)

11月、２月
(２回)

文化財課

パブリックコメント 10月

審議会等(スポーツ推進
審議会)

５、８、11、
１、３月
（５回）

24
進捗
管理

静岡市立日本平動物園の管理運営
静岡市立日本平動物園運営委員会で聴取した意見
等を施設の管理運営に反映し、効率的運営、市民
サービスの向上を図ります。

静岡市立日本平動物園運営委員会で聴取した意見等を施設の管理運営に反映し、
効率的運営、市民サービスの向上を図る。

審議会等(静岡市立日本
平動物園運営委員会)

６月～３月
(２回)

日本平動物園

パブリックコメント 10月

審議会等(静岡市環境審
議会)

６～11月
（４回）

パブリックコメント ９月

審議会等(静岡市環境審
議会)

８月～１月
（３回）

27 計画
南アルプスユネスコエコパーク管理運営計画(静岡
市版)の策定

ユネスコエコパークの制度に基づく、人と自然の
共生という理念を推進するための計画です。

平成26年６月に登録可否が決定される「南アルプスユネスコエコパーク」におい
て、その理念に基づいた各種取組を持続的なものとしていくため、静岡市の地域特
性を踏まえた管理運営計画を策定する。

パブリックコメント 11月 清流の都創造課

パブリックコメント 12月

審議会等(静岡市清掃対
策審議会)

８、11、２月
（３回）

29 計画 産業廃棄物処理対策基本計画の改定
市内における産業廃棄物の適正処理、資源化、減
量化を進めるための計画です。

産業廃棄物に関わる排出事業者、処理業者、市民、静岡市の四者の役割分担を明確
にし「循環型社会」の実現を図るとともに、総合的な取り組みを推進するための
「産業廃棄物処理対策基本計画」を見直す。

パブリックコメント 12月 廃棄物対策課

28 計画
静岡市一般廃棄物処理基本計画（本編、概要版及
び資料編）の改定

静岡市の一般廃棄物（ごみ、生活排水）を適正に
処理するための計画です。

廃棄物処理法に基づく国の基本方針及び本市の基本構想・環境基本条例等を踏ま
え、本市に適したごみ処理システムのあり方を検討するごみ処理基本計画と、生活
排水処理に係る本市の理念や達成目標を示した生活排水処理基本計画を改定する。

廃棄物政策課

26 計画 環境基本計画の策定 本市の環境を保全するための計画です。
「環境基本条例」に基づき、市の自然的社会的条件に応じた環境の保全に関する施
策を総合的かつ計画的に推進するため、市の環境の保全に関する基本的な計画を策
定する。

環境総務課

25 条例 静岡市環境影響評価条例の制定
開発事業等の実施における環境影響評価の手続を
定めた条例です。

本市の豊かな自然環境や良好な生活環境を保全し、その恵みを将来に継承するため
に、将来見込まれる開発事業等に対し、市が主体的に環境保全を図っていくための
総合的な環境配慮制度として、静岡市環境影響評価条例を制定する。

環境総務課

23 計画 静岡市スポーツ推進計画の策定 運動・スポーツを推進するための計画です。
「スポーツ基本法」に基づき、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を
図るために必要な取組みをまとめた計画を策定する。

スポーツ振興課

19 計画 生涯学習推進大綱 生涯学習を推進するための計画です

生涯学習は、市民一人ひとりが、生涯を通じて、自発的な意思に基づき学習を行
い、互いに学び合うことによって、人とのつながりを育んでいく中で、学んだ成果
を活かして自己の実現を図り、地域社会の活力の向上に資することを目的としてい
る。
そのための支援や取り組みについて、基本理念・目標などを定め、生涯学習推進の
ための、総合的かつ基本的な指針を明らかにするため、生涯学習推進大綱を策定す
る。

生涯学習推進課

18 計画 新両河内生涯学習交流館建設基本計画の策定
新しい両河内生涯学習交流館建設の基本計画で
す。

新両河内生涯学習交流館建設に係る基本計画案を策定する。 生涯学習推進課

9



■平成26年度 市民参画手続の実施計画

No. 区分 対象施策 対象施策のポイント 対象施策の概要 市民参画手続の方法
実施予定
時期

（回数）
担当課

審議会等（静岡市健康
福祉審議会地域福祉専
門分科会）

５月～３月
（５回）

パブリックコメント ９月

パブリックコメント 12月

審議会等(静岡市障害者
施策推進協議会)

８、11、翌年
１、３月
（４回）

パブリックコメント 11月

意見交換会
12月

（３回）

ワークショップ
12月

（１回）

審議会等(静岡市健康福
祉審議会　高齢者保健
福祉専門分科会、介護
保険専門分科会)

６、10、11、翌
年１月

（４回）

33
進捗
管理

静岡市地域包括支援センターの適正な運営につい
て

高齢者の総合相談窓口である地域包括支援セン
ターが適正に運営されているかを静岡市地域包括
支援センター運営協議会において審議します。

「静岡市地域包括支援センター運営協議会設置要綱」の基づき地域包括支援セン
ター設置、運営、評価に関すること、地域包括ケア（ネットワークの構築や地域社
会の社会資源の開発等）に関すること、及び日常生活圏域の決定に関することにつ
いて適正に実施されているかを審議する。

審議会等(静岡市地域包
括支援センター、運営
協議会)

７月、11月、翌
年３月

（３回）
高齢者福祉課

パブリックコメント 10月
審議会等（静岡市地域
包括支援センター運営
協議会、静岡市健康福
祉審議会　高齢者保健
福祉分科会)

６月、翌年１月
（各２回）

パブリックコメント ９月

審議会等(健康福祉審議
会　介護保険専門分科
会)

６、10、11、翌
年１月

（４回）

36
進捗
管理

国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議

保険料収納対策、医療費抑制策、保健事業などの
ほか、国民健康保険事業を運営するうえで必要な
財源である保険料に関して、料率等改定の必要性
の審議をお願いします。

国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議する。
・一部負担金の負担割合に関する事項
・国民健康保険料及び国民健康保険税の賦課方法に関する事項
・保険給付の種類及び内容に関する事項
・保健事業の実施大綱の策定に関する事項
・前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する重要な事項

審議会等(静岡市国民健
康保険運営協議会)

８～翌年１月
（５回）

保険年金管理課

37
進捗
管理

健康爛漫計画の進捗管理
「生涯を通じて、生きがいを持ち、健康な人が満
ちあふれるまち」を目指して、施策の推進を図り
ます。

静岡市健康爛漫計画（第２次）に基づき各事業の進捗管理を行う。
審議会等(静岡市健康福
祉審議会健康づくり専
門分科会)

８、翌年２月
（２回）

健康づくり推進課

38
進捗
管理

食育推進計画の進捗管理
「食を通じて家庭や地域で人と人とが支え合い、
生涯にわたり健康で心豊かな人があふれるまち」
の実現を目指した、施策の推進を図ります。

第２次静岡市食育推進計画に基づき各事業の進捗管理を行う。
審議会等(静岡市食育推
進会議)

８月
（１回）

健康づくり推進課

39
進捗
管理

医療安全支援センターの運営 市民の意見をセンターの運営に反映 医療法第6条の11第1項各号に規定する事務を行う
審議会等(医療安全推進
協議会)

６月、翌年２月
（２回）

生活衛生課

40 計画
静岡市食の安全・安心アクションプラン平成27年
度～平成29年度の策定

食の安全・安心を推進するための行動計画です。
静岡市が「食の安全の確保」と「食の安心の提供」のために取り組む事業をまとめ
て、市民に示した行動計画を策定する。

パブリックコメント 翌年１月 食品衛生課

41 計画
静岡市子ども・若者育成プランの進捗管理につい
て

子ども・若者の健全な育成を支援する施策の評価
をします。

静岡市子ども・若者育成プランに基づく青少年関連施策の評価（進捗管理）を行
う。

審議会等(静岡市青少年
問題協議会)

７月、12月
（２回）

青少年育成課

パブリックコメント 12月

審議会等(静岡市青少年
問題協議会)

７、10、12、２
月（４回）

42 計画 新「静岡市子ども・若者育成プラン」の策定
子ども・若者の健全な育成を支援するための計画
です。

「子ども・若者育成支援推進法」に基づき、子ども・若者が社会を構成する重要な
「主体」として尊重されるよう、すべての子ども・若者を支援するために必要な取
組をまとめた計画を策定する。

青少年育成課

35 条例 介護保険条例の一部改正
介護サービス事業者運営基準を条例化するための
施策です。

地域主権一括法案に基づく義務付け・枠付けの見直しにより、本市独自の基準を策
定する。

介護保険課

34 条例
（仮称）静岡市地域包括支援センターの職員等に
関する基準を定める条例の制定

分権一括法に基づき、地域包括支援センターの職
員等に関する基準を市で定めるものです。

地域包括支援センターの職員に係る基準、当該職員の員数に関する事項及びその他
の事項に関して、国の基準に沿って条例を定める。

高齢者福祉課

32 計画 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定
地域の高齢者が抱える生活上の課題を把握し、必
要としている施策やサービスを実施するための計
画です。

老人福祉法第20条の８及び介護保険法第117条に基づき、高齢者保険福祉計画・介
護保険事業計画を３年毎に見直しするもので、本市の高齢者福祉施策及び介護保険
サービス等の円滑な実施を図るため、計画を見直し策定する。

高齢者福祉課
介護保険課

31 計画
静岡市障がい者計画及び第４期静岡市障がい福祉
計画の策定

平成27年度以降における本市の障がい者施策の基
本的考え方を示した計画です。

障がいのある人の地域における自立した生活を支え、豊かでいきいきと暮らしてい
くための取組みや今後の障がい福祉サービスの利用見込量をまとめた計画を策定す
る。

障害者福祉課

30
進捗
管理

静岡市地域福祉計画（第３次）の策定 地域福祉を推進するための計画です。
社会福祉法第107条に基づき、総合計画や各分野の個別計画との整合を図りなが
ら、地域福祉の観点から横断的な施策を推進するために策定する計画。

福祉総務課

10



■平成26年度 市民参画手続の実施計画

No. 区分 対象施策 対象施策のポイント 対象施策の概要 市民参画手続の方法
実施予定
時期

（回数）
担当課

43 計画 青少年育成センター事業の業務計画の実施
青少年の非行防止や健全育成を推進するために
「青少年育成センター事業」の年間業務計画を策
定します。

「静岡市青少年育成センター事業実施要綱」に基づき、青少年の補導、調査及び情
報収集、青少年を取り巻く有害環境の浄化、非行防止及び健全育成に関する広報啓
発、関係機関・団体等との連絡調整などの活動に係る年間業務計画を策定、実施す
る。

審議会等(静岡市青少年
育成センター運営委員
会)

６月
（１回）

青少年育成課

44
進捗
管理

青少年施策の樹立に関する事項の調査審議等につ
いて

青少年施策の樹立に関する事項の調査審議及び関
係行政機関相互の連絡調整を行うとともに、市長
に対する提言等を行う。

「静岡市青少年問題協議会条例」に基づき、青少年問題協議会は、青少年の指導、
育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立について必要な重要事項を調査審議
し、また、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を
期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図る。
青少年に係る総合的施策の樹立や関係機関等との連絡調整に関し、市長及び市内の
関係行政機関に対し意見を述べることができる。

審議会等(静岡市青少年
問題協議会)

７、10、12、２
月（４回）

青少年育成課

45 条例
子ども・子育て支援新制度の実施に係る条例等の
改正

幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の
量的拡大等を図るための制度です。

子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、関係例規の改正等を行う。
審議会等(健康福祉審議
会、児童福祉専門分科
会)

５、９、11月
保育課

子ども未来課

パブリックコメント
11月

（1回）

審議会等(健康福祉審議
会、児童福祉専門分科
会)

5.9.11.1.2月
（5回）

47
進捗
管理

「しずおか☆未来をひらく子どもプラン」の推進
子育て・子育ちしやすいまちづくりのための事業
計画の進捗管理をします。

安心して子育てができ、子どもが健やかに成長できるように、保護者をはじめ、地
域や事業主、行政等が連携・協働し、子育て子育ちしやすいまちづくりを推進す
る。

審議会等(健康福祉審議
会、児童福祉専門分科
会)

9.2月
（2回）

子ども未来課

48
進捗
管理

静岡市立静岡病院経営懇話会
「静岡市立病院経営計画」に基づく取組状況など
を点検・評価する。

「静岡市立病院経営計画」に基づく取組状況などを点検・評価し、各委員からの意
見を今後の病院経営に生かしていく。

審議会等(静岡市立静岡
病院経営懇話会)

12月
（１回）

静岡・病院総務課

49
進捗
管理

静岡市立病院経営計画（清水病院）の進捗管理
静岡市立病院経営計画に基づく経営改善に向けた
取組状況の確認と評価

公立病院としての役割と健全経営の実現を両立するために策定された「静岡市立病
院経営計画」に基づき、経営状況や改革取組状況、将来計画等の確認、評価を行
う。

審議会等(清水病院経営
懇話会)

７、10、３月
（３回）

清水・病院総務課

パブリックコメント 12月

審議会等(（仮称）産業
振興プラン策定委員会)

６、８、10、１
月

（４回）

51
その
他施
策

静岡市商業振興基本計画の推進
商業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推
進

「静岡市商業の振興に関する条例」に基づき、審議会を開催し、静岡市商業振興基
本計画の重点プロジェクトの枠組みついて審議することにより、計画の推進を図
る。

審議会（静岡市商業振
興審議会）

5月,８月,１月
（３回）

商業労政課

パブリックコメント 11月

審議会等(静岡市ものづ
くり産業振興審議会)

６、９、12、３
月（４回）

パブリックコメント 11～12月

審議会等(静岡市農業振
興協議会)

８、１月
（２回）

54
進捗
管理

静岡市茶どころ日本一計画の推進 お茶条例に基づく茶どころ日本一計画の進行管理
「静岡市めざせ茶どころ日本一条例」第７条に基づき策定した「静岡市茶どころ日
本一計画」の進行管理を行う。

審議会等(静岡市茶どこ
ろ日本一委員会)

７月、２月
（２回）

農業政策課

55 計画 静岡市都市計画マスタープラン改訂業務
本市のまちづくりの方針や都市施設の整備方針を
定めるものです。

20年後の将来都市像を見据え、都市計画の指針として平成18年2月に策定された現
行都市計画マスタープランは、平成27年度に中間年度を迎える。この間、本市を取
り巻く社会・経済情勢は大きく変化している。時代の潮流を的確に捉えた新たな将
来都市像とそのために必要な都市づくりの基本方針を明らかにするために、現行都
市計画マスタープランを改訂する。

パブリックコメント ２月 都市計画課

56 計画 静岡市自転車利用計画の策定 自転車利用を促進するための計画です

「地域活性」、「環境保全」、「健康増進」、「観光促進」など、自転車のもつ
様々な効用を総合的に活用した、自転車を活かしたまちみがきを推進するため、自
転車利用に関する施策展開に向け、基本方針や実施内容などを取りまとめた計画を
策定する。

パブリックコメント 10月 交通政策課

53 計画 静岡市農業振興基本計画の策定
これから静岡市の農業に携わる人が夢と希望が持
てるような計画とする。

静岡市の農業及び農業地域の持続的な発展を図るため、農業者、関係団体、市民、
行政の協働により、本市農業がこれから目指す方向性とその実現に必要な施策のあ
り方を示した基本計画を策定する。

農業政策課

52 計画 静岡市ものづくり産業振興基本計画の策定
静岡市のものづくり産業を支援するための計画で
す。

静岡市ものづくり産業振興条例に基づき、製造業を主体とした中小企業等のニーズ
に応えるとともに、その支援に関する施策を総合的に実施することにより、本市も
のづくり産業の振興を図るための必要な取組をまとめた計画を策定する。

産業振興課

50 計画 （仮称）新・静岡市産業振興プラン 本市の産業振興の方向性を定める計画です。 計画期間：平成27年～30年（4か年） 産業政策課

46 計画 子ども・子育て支援事業計画の策定 子ども・子育てを支援するための計画です。
質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大・確保、地域の
子ども・子育て支援の充実のために必要な取り組みをまとめた計画を策定する。

子ども未来課

11



■平成26年度 市民参画手続の実施計画

No. 区分 対象施策 対象施策のポイント 対象施策の概要 市民参画手続の方法
実施予定
時期

（回数）
担当課

57
進捗
管理

東静岡駅周辺地区都市再生整備計画事業の事後評
価

東静岡駅周辺地区都市再生整備計画事業の、目標
や指標に対する達成進捗状況等を検証します。

東静岡駅周辺地区都市再生整備計画（計画期間；平成23年度～平成26年度）に基づ
き実施している事業について、設定した目標や指標の達成進捗状況等を検証し、そ
の要因分析を行うとともに、今後のまちづくりを適切な方向に導くため、事後評価
を実施する。また、評価結果を住民に公表する。

パブリックコメント 10月
大谷・東静岡
周辺整備課

58 計画
駿府ふれあい地区都市再生整備計画事業の次期計
画策定の原案

駿府ふれあい地区都市再生整備計画事業（平成21
年度～平成25年度）が完了し、引き続き同地区の
まちづくりを推進するための次期計画を策定す
る。

平成27年度以降の社会資本整備総合交付金による駿府ふれあい地区都市再生整備計
画事業の実施に向け、住民意向や創意工夫を活かしたまちづくりを行うため、まち
づくりの目標、目標を定量化する指標、目標達成のために実施する事業を明らかに
した計画を策定する。

パブリックコメント 12～1月 市街地整備課

59 条例 （仮）静岡市みどり条例
市と市民が一体となって緑化の推進及びみどりの
保全に努め、みどり豊かなまちづくりの実現を目
指すための条例です。

都市緑地法第４条に基づき策定された「静岡市みどりの基本計画」の実現に向け、
みどりの保全と創出に関する手法や市民等の参画と協働などについて、必要な事項
をまとめた条例

パブリックコメント ５月 緑地政策課

パブリックコメント １月

ワークショップ
９、10、12月

（３回）

61
その
他施
策

景観資源（樹木）の指定
良好な景観形成推進のため、地域を印象づける樹
木を選定し、景観資源として指定する。

個性豊かで魅力的な景観形成を推進するため、都市や地域の歴史や文化を象徴し、
地域を印象づける樹木を景観資源として指定。積極的な保全・活用を行い、これら
を核とした景観形成を図る。

審議会等(静岡市景観審
議会）

５、12月頃 建築総務課

審議会等(静岡市景観審
議会）

８、12月頃

パブリックコメント 10月頃

63 計画
第２次静岡市ユニバーサルデザイン行動計画の策
定

平成26年度末に計画期間が終了する静岡市ユニ
バーサルデザイン行動計画に代わる第２次静岡市
ユニバーサルデザイン行動計画を策定する。

年齢や性別、障害の有無、国籍などを問わず、誰もが安心して生活することができ
るよう、ユニバーサルデザインの理念にもとづくまちづくりを推進する。

パブリックコメント 12月頃 建築総務課

64
その
他

施策
都市景観表彰事業の実施

市内にある良好な景観を撮影した写真を募集し、
表彰や作品集の作成を行い、景観啓発を行う。

静岡市景観計画に基づく都市景観表彰事業を実施し、景観啓発を行う。また、作品
集を作成し、市内外に静岡の景観のＰＲを行う。

審議会等(静岡市景観審
議会）

８、12月頃 建築総務課

パブリックコメント 12月

審議会等(静岡市耐震改
修促進計画検討委員会)

10、１月
（２回）

66 条例 静岡市特定公共賃貸住宅条例等の一部改正 特定公共賃貸住宅の管理等について定めた条例
市が管理する特定公共賃貸住宅（２団地）は、長期間空家状態となり、市有財産の
活用が図れずにいる。空家の有効活用及び子育て施策の促進を目的に、子育て世帯
に対し家賃の減額を行うため条例改正を実施する。

パブリックコメント ４～５月 住宅政策課

67 計画 道路の中期計画の策定
道路整備の方向性を示した、平成27年度から道路
の中期計画です。

第3次総合計画と計画時期を合わせ、より効果的・効率的かつ透明性の高い施策を
展開していくための計画を策定する。

パブリックコメント ９月 道路計画課

68
進捗
管理

魅力ある地域づくりへの提案（葵区）
葵区の魅力ある地域づくりを推進するための方策
の提案

「静岡市区民懇話会設置要綱」に基づき、区民（市民）参画により魅力ある地域づ
くりを推進するための方策について、審議・検討を行い区長に提案する。

審議会等(葵区区民懇話
会)

４月～３月
（６回）

葵区
地域総務課

69
進捗
管理

魅力ある地域づくりへの提案（清水区）
清水区の魅力ある地域づくりを推進するための方
策の提案

「静岡市区民懇話会設置要綱」に基づき、区民（市民）参画により魅力ある地域づ
くりを推進するための方策について、審議・検討を行い区長に提案する。

審議会等(第５期清水区
区民懇話会)

４月～12月
（５回）

清水区
地域総務課

70
進捗
管理

合併建設計画の執行状況及び蒲原地区に係る重要
施策

市町村の合併の特例に関する法律の規定に基づ
き、静岡市蒲原地域審議会を置き合併建設計画の
進捗状況等を審議するものです。

静岡市と合併後の蒲原地区の速やかな一体化と市域全体の均衡ある発展を促進する
ため、合併建設計画の執行状況や蒲原地区に係る重要施策について審議する。

審議会等(静岡市蒲原地
域審議会)

６月～３月
（６回）

清水区
地域総務課

71
進捗
管理

魅力ある地域づくりへの提案（駿河区）
駿河区の魅力ある地域づくりを推進するための方
策の提案

「静岡市区民懇話会設置要綱」に基づき、区民（市民）参画により魅力ある地域づ
くりを推進するための方策について、審議・検討を行い区長に提案する。

審議会等(駿河区区民懇
話会)

４月～３月
（６回）

駿河区
地域総務課

65 計画 静岡市耐震改修促進計画の改定
既存建築物の耐震化を促進するための計画を改定
するものです。

本計画は、耐震改修促進法に基づき、既存建築物の耐震化の促進に向けた具体的な
目標と取り組む施策を定めたもので、地震に強く、安全・安心に暮らせる市民生活
の確保を目指すもの。H25年度に耐震改修促進法が改正されたことから、これに伴
い本計画の改定を実施。

建築指導課

62 計画 三保地区景観計画ガイドラインの策定
三保松原が構成資産登録され、多くの方が訪れる
ようになった三保地区に、三保地区景観計画ガイ
ドラインを策定する。

三保地区の良好な景観形成を推進するため、行政が先導的な役割を果たすことが必
要であることから、地域の景観形成の骨格や拠点を形成することが多い公共施設の
整備方針と、沿道沿いの景観（屋外広告物を含む）が一定のルールでコントロール
ができるよう三保地区景観計画ガイドラインを策定する。

建築総務課

60 計画 羽衣公園整備事業（基本設計策定業務）
三保松原を含む羽衣公園の、松原に隣接する駐車
場周辺を都市公園として整備します。

世界遺産登録以降、来園者が増加している羽衣公園について、隣接する駐車場を都
市公園として整備することで受入れ態勢を整えるため、公園の整備内容を検討す
る。

緑地政策課

12



■平成26年度 市民参画手続の実施計画

No. 区分 対象施策 対象施策のポイント 対象施策の概要 市民参画手続の方法
実施予定
時期

（回数）
担当課

72 条例 静岡市火災予防条例の一部改正
催しにおける、防火管理体制等を構築すための条
例です。

福知山市の花火大会火災に伴い、消防法施行令及び火災予防条例(例)の一部が改正
され、催しが行われる際の安全を確保するために、静岡市火災予防条例の一部改正
を行う。

パブリックコメント ４月 予防課

73
進捗
管理

第2次静岡市水道事業中期経営計画、下水道事業中
期経営計画の進捗管理及び行政評価（外部評価）

市民参画型の事業経営をめざし、独自の第三者機
関による行政評価を行っている。

水道事業、下水道事業の中期経営計画の進捗管理を行うとともに、行政評価（外部
評価）を実施し事業の改善に反映させる。

審議会等(静岡市上下水
道事業経営懇話会)

５月～１月
（６回）

水道総務課

パブリックコメント ７月～８月

審議会等(静岡市上下水
道事業経営懇話会)

５月～１月
（６回）

75
進捗
管理

第2次静岡市水道事業中期経営計画、下水道事業中
期経営計画の進捗管理及び行政評価（外部評価）

市民参画型の事業経営をめざし、独自の第三者機
関による行政評価を行っている。

水道事業、下水道事業の中期経営計画の進捗管理を行うとともに、行政評価（外部
評価）を実施し事業の改善に反映させる。

審議会等(静岡市上下水
道事業経営懇話会)

５月～１月
（６回）

下水道総務課

76 計画 静岡市公共下水道全体計画の変更
現在計画している下水道区域の見直しを行いま
す。

平成１６年度に、将来の静岡市を想定し、下水道計画区域を定め、管路やポンプ場
など必要な施設の整備計画を策定したが、昨今、人口減少や生活様式の変化など社
会情勢が変化しているため、計画の見直しを行う。

審議会等(静岡市上下水
道事業経営懇話会)

６月
（１回）

下水道計画課

77 計画 「新」静岡市教育振興基本計画の策定
本市の教育全般についてのビジョンを示す計画で
す。

平成22年度から平成26年度までを計画期間とした現在の静岡市教育振興基本計画に
続く計画として、本市の教育全般についてのビジョンを示すとともに、教育振興の
ための具体的施策を総合的かつ体系的に位置付ける「新」静岡市教育振興基本計画
を策定する。

パブリックコメント
12月

（１回）
教育総務課

78
進捗
管理

静岡市少年自然の家の運営に関すること
少年自然の家運営協議会で聴取した意見等を施設
の管理運営に反映し、効率的運営、利用者サービ
スの向上を図ります。

少年自然の家運営協議会で聴取した意見等を施設の管理運営に反映し、効率的運
営、利用者サービスの向上を図る。

審議会等(静岡市少年自
然の家運営協議会)

７月～３月
（２回）

教育総務課

79
進捗
管理

静岡市芹沢銈介美術館の管理運営
芹沢銈介美術館協議会で聴取した意見等を施設の
管理運営に反映し、効率的運営、市民サービスの
向上を図る。

芹沢銈介美術館協議会で聴取した意見等を施設の管理運営に反映し、効率的運営、
市民サービスの向上を図る。

審議会等(静岡市立芹沢
銈介美術館協議会)

７月～３月
（２回）

教育総務課

80 計画 学校施設整備計画の策定 学校施設の整備に関する基本計画です。
小学校、中学校、幼稚園及び高等学校の建物等施設の整備に関する方針及び計画を
策定する。

パブリックコメント 12月 教育施設課

81
その
他

施策
小中学校の通学区域の調整 通学区域の調整を図るために、検討します。

静岡市教育委員会の諮問に応じ、私立の小学校及び中学校に就学する児童及び生徒
の通学区域の設定又は改廃に関する事項を審議し、答申する。

審議会等(静岡市立小学
校及び中学校通学区域
審議会)

７、10、１月
（３回）

学事課

パブリックコメント ８月

審議会等(静岡市子ども
読書活動推進会議)

５、10、１月
（３回）

83
進捗
管理

図書館協議会
図書館法及び静岡市図書館条例に基づき設置され
ている図書館協議会への参加

図書館奉仕について館長に意見を述べる機関として機能する。
審議会等(図書館協議
会)

６、９、11、２
月（４回）

中央図書館

82 計画 静岡市子ども読書活動推進計画の策定
子どもの読書環境を整備する施策を総合的に推進
することを目的とした計画です。

「子どもの読書活動の推進に関する法律」第９条の規定に基づいて策定された国の
基本的な計画及び静岡県の推進計画を基本とし、本市現（第２次）計画の評価を行
いつつ、次期計画の策定を行う。

中央図書館

74 計画
次期上下水道事業計画（しずおか水ビジョン）の
策定

平成27年度から始まる、上下水道事業が目指す将
来像を実現するための理念や政策、そして実施す
べき事業をまとめた計画を策定する。

多くの市民が恵み豊かな水環境を実感できるために、上下水道事業が将来にわたっ
ておいしい水と豊かな水環境を提供することを市民に誓い、その実現に向け職員が
挑戦していく計画を策定する。

水道総務課
下水道総務課
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「共創のちから」を発揮するために

①新しい公共空間の取組みを推進する
官と民の連携、ＰＰＰ、ＰＦＩ

②多文化共生社会・静岡から新しい価値を
創造する

社会的包摂、多文化共生、国際交流の推進

③ICTによる新しいつながりを活用する
ビッグデータ、オープンデータの活用
クラウドコンピューティングの活用

市民 のちから

①一人ひとりがまちづくりの意識を高める
地域の中で暮らす意識
地域での役割を担う
コミュニティを支え合う意識の醸成

②支え合いの精神で、地域のまちづくりに
参加する
生活者としてのルール順守
各種活動への参加

③まちへの誇りを持ち、できることから市政
に参画する
静岡市民としての誇り醸成
政策形成過程からの市政参画

行政 のちから

①静岡プレゼンス(存在感)を向上させる ②効果的で効率的な行政運営を推進する
政策形成能力の向上、施策の選択と集中 行財政改革、圏域の活力向上、広域行政の推進、

職員育成、組織体制見直し、ＩＣＴの活用

③持続可能な財政運営を行う
アセットマネジメント、財政健全化、自主財源確保

自治のしくみの基本的な考え方

●●● 協働、そして 共創 へ ●●●

・静岡市では、市民が自主的に、又は行政と協働しながら、市民主体のまちづくりを進めてきた。
・今後は、さらに協働を進めるため、市民と行政の一層の相互理解と、目的の共有を図っていく。
・そして、行政の主導による協働だけでなく、社会課題の発見や、計画策定の段階からの市民の参画も進めていく。
・そこで、市民、企業・NPO等と行政がお互いの役割を認識し、主体性を持って、パートナーシップを一層強化し、
共に新しい価値を創り出す「共創のちから」を活かした都市経営へステップアップしていく。

（案） 資料２

企業・ＮＰＯ等 のちから

①地域活性化に貢献する
経済活動を通じた地域活性化

②経済活動により地域課題を解決する
ソーシャルビジネスの普及促進

③社会貢献を推進する
社会貢献活動（ＣＳＲ）の推進
包括協定等による社会貢献

あらゆる施策を進める上での共通の視点



３次総の体系（案）

文化・
学習分野

○○
分野

都市・
交通分
野

××
分野

自治のしくみの
基本的な考え方

基本構想
（期間定めず）

基本計画
（８年：H27-34）

実施計画
（４年×２）
①H27-30
②H31-34

「各分野の基本的な方向性」「重点プロジェクト」に基づく
事業

総 合 計 画 以 外 の 事 業

目指すべき将来像

・・・
・・・

・・・
・・・

・・・
・・・

・・・

プロジェクト実現のための取組

基本的な
方向性

基本的な
方向性

基本的な
方向性

基本的な
方向性

基本的な
方向性

基本的な
方向性

重点
フロジェクト

重点
プロジェクト

重点
プロジェクト

重点的かつ横断的施策

各分野の重点的な事業

エリア別ビジョン

《賑わい
・活気》

《ひと》 《まち》 《安心
・安全》

・・・・・・

健康・福祉
分野

観光・交流
分野

【 各 行 政 分 野 】

議決事項

報告事項

（例） 歩いて楽しい賑わいと交流のまちづくり

（例） 人口減少対策の推進

（例） 歴史を活かしたまちづくり

策定の背景
・総合計画とは
・人口フレーム
・財政状況、行革
の取組み 等

総合計画とは
・３層構造
・「静岡市⾃治基本条例」「静岡市議会の議決すべき事件等を定める条例」

に基づき策定

資料2
(追加)
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平成 26 年度 第１回 静岡市市民自治推進審議会 会議録

1. 開 催 日 時 平成 26 年６月 13日(金) 10 時 00 分から 11 時 30 分

2. 開 催 場 所 札の辻ビル５階 審査会室３

3. 出 席 者 【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、松平委員 (五十音順)

【市側】木村企画部長

【事務局】前田企画課長、藪崎分権交流推進担当課長、笠井総合計画担当課長、

青嶋参事、萩原主幹、土井主任主事

4. 開 会 事務局(前田企画課長)

5. 議 事

【主な意見】

○ 市民参画手続を効果的に実施するためには、諮る内容によってワークショップや意見交換会等適

切な組み合わせで行い、市民の理解度を増すことが必要である。また、市民参画の効果をアピー

ルすることも重要である。

○ 一般的には総花的になりがちな総合計画にメリハリを付けているという点では、他に無い良い取

組みをしていると思う。一方、市民に自分たちの責任において総合計画が決まっていくという自

覚を促すような仕掛けがあるとよい。そういった取組みが結果的に市民意見手続の有効活用にも

繋がると思う。

○ 難しい言葉の意味や使い方について、普段行政用語に馴染みのない層の方にも理解でき、当事者

として捉えてもらえるよう見せ方を工夫するとよい。

○ 社会的に阻害されている子どもたちのような、意見を発しにくい人たちの意見を吸い上げる工夫

がなされることを期待している。

日 詰 会 長 ： 皆さま、おはようございます。午前中のお忙しい時間にご出席くださいましてあり

がとうございます。本日は、今年度第１回目ということでございまして、議題の中に

ありますように、昨年度の市民参画手続の状況等についてご報告いただくと同時に、

今、市が進めております第３次静岡市総合計画の策定についてご審議いただくという

流れになっております。どうぞ今日も限られた時間ではございますが、最後までよろ

しくお願いします。それでは、次第に沿って進めて参りたいと思います。最初に、市

民参画手続の実施状況等につきまして、資料１‐１、１‐２に基づいて、説明をお願
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いしたいと思います。それでは、事務局からお願いします。

藪崎担当課長： 改めましておはようございます。それでは、お手元の資料１‐１をご確認くださ

い。この資料は平成 25 年度の市民参画手続の実施状況と、26 年度の実施予定をお示

ししたものでございます。まず、「１ 実施件数と考察」の表１でございますけれど

も、施策別に平成 22 年度から 25 年度までの実施件数と、26 年度の実施予定をお示

ししたものでございます。平成 25 年度の実施件数につきましては、平成 23 年度、

24 年度に比べて減少しておりますけれども、これは、下の考察にございますように、

23、24 の二年度には第 2 次地方分権一括法の関係で条例の制定や改正にかかるもの

が多かったことが理由でございます。条例の制定改廃は、今年度 7 件の予定でござ

いますけれども、4 次一括法の関係で今後数が増えてくるものと見込まれております。

また、今年度は、行政計画の策定・変更が 40 件と多くなっておりますけれども、こ

れは、総合計画の計画期間と合わせた行政計画が多く、来年度からを計画期間とする

計画の策定などが今年度予定されているという状況であるためでございます。

次に、表２でございます。市民参画の手法別に実施件数をお示ししたものでござい

ます。表１の合計と一致しないのは、一つの施策について複数の手法を実施するもの

があるためという理由でございます。パブリックコメントで、平成 23 年度、24 年度

の件数が多いのは、先程の説明のとおり、一括法絡みの実施が多かったことによるも

のでございます。また、考察に記載をしておりますけれども、審議会等の件数が多い

のは、各施策の担当課が既に審議会等を置いている場合については、市民参画手続の

実施にあたって、審議会等を利用することが多くなっているということでございます。

裏面をご覧ください。表３でございますけれど、パブリックコメントにおける意見

の数と意見提出者数を併記してお示ししたものでございます。平成 25 年度は、23、

24 年度に比べて、大きく減少しておりますけれども、これは、考察に記載のとおり

23 年度、24 年度は市民の関心の高い施策に多くの意見が提出されたためでございま

す。これらを差し引きますと、概ね例年と同じような状況となっております。

また、表４でございます。パブリックコメント以外の手法について実施した施策数

と回数、１回あたりの平均参加者数を示したものでございます。審議会につきまして

は、市職員が委員となっている場合はカウントせず、また欠席者は考慮せず集計した

状況でございます。

下段の「２ 今後に向けて」ということでございますけれども、パブリックコメン

トを実施する場合にはホームページをはじめ、広報紙への掲載やマスメディアを使っ

ての周知等を行っておりますけれども、多くの市民が関心を持ち、意見提出できるよ

う、施策を分かりやすく表現する等さらなる工夫が必要と認識をしております。また、

一部例外を除いて条例の制定・改廃に関する提出意見が極めて少ない状況にございま

すので、この辺りを対応していかなければならないと考えております。

続きまして資料１‐２でございますけれども、A4 横型のものでございます。こち
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らは 25 年度の実施状況と 26 年度の実施計画の詳細を列挙したものでございます。

こちらは、また後程ご覧いただきますようお願いします。以上でございます。

日 詰 会 長 ： ありがとうございました。ただ今事務局から、主に資料１‐１に基づいて昨年度の

市民参画手続の実施状況と今年度の予定についてご報告頂きましたが、これにつきま

して何かご意見等ありましたらお願いいたします。

木 村 委 員： 説明の中で、表２で市民参画手続の手法として複数の手法を組み合わせてという話

でしたけれども、複数という場合どのような組み合わせが多いのかお聞きしたいのと、

表３において、市民に注目度の高い施策のパブリックコメントに意見がと、それはよ

く分かるのですが、少ないところについては、今後どういう風に高めていくようなこ

とを考えられているのかということ、それから再度パブリックコメントの効果と言っ

たらおかしいかもしれませんが、そういったことをもう少しアナウンスしていくこと

もあるのではないかと考えられるのですが、その辺いかがでしょうか。

藪崎担当課長： まず一つ目のご質問でございますけれども、複数の手法ということでございますが、

お手元の資料１‐２をご覧ください。25 年度の市民参画手続の実施状況ですが、ひ

とつ例として申し上げますと、１ページの上から５つ目「静岡市指定障害者福祉サー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正」をご覧

ください。市民参画手続の実施手法について上段にパブリックコメント、下段に審議

会等と、２段記載がございます。この例をご覧いただきますとお分かりのように、こ

の条例の一部改正に関してはパブリックコメントを実施しなおかつ審議会等を開催

いるということです。概ねこの組み合わせが多いと認識しております。

それから、なかなか市民参画の意見が少ないもの、先程申し上げましたけれども、

特に例として先程お示ししたような条例等の改正についてのパブリックコメントで

のご意見が非常に少ないということでございます。一部例外はございまして、先程表

３にございましたように 23、24 年度に非常に多くの意見を頂戴したものもございま

すが、なかなかこういったものを除きますと、非常に数が少ない状況にあります。や

はり皆様方からすると、条例について意見を言うというのは、まずはそもそもその中

身について理解をしたうえで、どういった趣旨の改正なのか、またどういった意見を

言うか考える訳で、なかなかその辺がやはり近づきにくい。そういったことがまず課

題として考えられると思いますので、その辺りをいかに皆さんに分かりやすく説明を

していくのかということを、所管する部署に対して気を配るようにということが私ど

もとして考えている所でございます。

木 村 委 員： それで、お聞きしたのは、市民参画手続でパブリックコメント等複数手法を採用し

ていて、しかし結果としてパブリックコメントの件数が少ないと、その理由として市
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民にとって分かりにくいということがあるということですが、条例のようなものにつ

いては最近ではワークショップのような手法を使いながら、手間と時間と費用はかか

るけれども、重要な案件については市民の十分な理解を得ながら、自分たちがどう参

加をしていけるかといった部分が分かると、パブリックコメントの意見数も含めて関

心が上がってくると思いますので、その辺の検討をしていただけるとありがたいと思

います。

服部(和)委員： 資料１‐１の「２ 今後に向けて」について、具体的にどんな施策があるか、教え

ていただきたいと思います。

藪崎担当課長： 今私が感じているのは、パブリックコメントの意見提出方法として、市のホームペ

ージを窓口として電子申請というものがございますが、実はその入口が分かりにくい

ということがございます。そこを分かりやすくするだけでも、利用者が自宅や普段イ

ンターネットを利用する環境に居ながらにして意見を出しやすくなりますので、一つ

はそこが課題かなと考えております。これはシステムの話ですので、一朝一夕に改善

できるものではない部分はございますが、これが課題の一つではないかと。あとは、

方法が具体的に思い浮かんでいる訳ではないのですが、市民参加をすることによって

何が変わったということを、実際に市民参画を体験した方が生の声を皆さんにお伝え

することができればいいのかなと思っております。その方法を少し研究させていただ

きたいと思っております。

日 詰 会 長 ： ありがとうございました。他に意見はありますか。

磯 谷 委 員 ： 私自身、平成 25 年度にパブコメが 23 件あったということについて「えっ」とい

う感じで。いくつかは気付いていましたし、以前、電子申請で、関心のあるものを出

したことはあるのですが。インターネット社会とはいえ、一般の人が市のホームペー

ジをしょっちゅう見て、わずかな期間に電子申請で意見を言うというのはなかなかな

い。私は仕事柄市のホームページを他の方よりは見る方だと思っておりますが、それ

でも昨年度 23 件もやったということに気づいていないので、パブコメをやっている

ということを一般の市民の方にどんなかたちで告知しているのかということをまず

お聞きしたいです。大体 70 万市民がいながら回答が 1～2 件という状態は考えにくい

けど、実際私自身も、ホームページで見つけて意見出そうかなと思うことがあっても、

よほど言わなければと思わないと、忙しさに感けてということはあるのですが、それ

でも足を運ぶということよりは取り掛かりやすいと思うので、告知の方法についてお

聞きしたいです。

藪崎担当課長： いくつかあるのですが、一つは今お話にも出ていました市のホームページでのお知
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らせ、それから市の広報紙が毎月出ておりますのでそちらにも掲載しています。また、

これは私どもの思いのままにはいかないのですが、パブコメを実施する際には報道機

関、市政記者クラブへパブコメを実施する旨の情報提供をしていますので、メディア

に載せてもらえることもあります。

磯 谷 委 員 ： パブコメの分野にも拠るかもしれませんが、もうちょっとピンポイントな広報、例

えば、保育園に関する基準についてパブコメをやって 1,000 何件と意見が出たのは、

関係する団体へ意見をお願いするという感じでやったかと思うんですが、色んな意見

が必要にしても、ある程度そのテーマに関して関心がある地域や分野の方にピンポイ

ントで広報するというやり方は考えられますか。

藪崎担当課長： 意見をたくさん集めるということをどこまで意図しているかは分かりませんが、関

係課では既に関係各所へのご案内や周知は行っているものと思われます。ですので、

それをもっとＰＲする方法を考えさせていただきたいと思います。

日 詰 会 長： 他にどうでしょうか。

狩 野 委 員： 私は、一昨年度事務事業評価の関係でメンバーに加わらせていただいて、色々意見

を出させていただいたんですが、これは行政管理課のお仕事なのですが、事務事業評

価で出された色々な結果というものが、こちらの方の関係でどのようにすり合わせて

連絡調整されているのかということが気になったのでお尋ねします。

前 田 課 長： 各所管課では、事務事業評価での結果について参酌しますし、結果的にお金に繋が

ってくる話ですので財政部局とも連携しています。決してやり放しという訳ではない

です。

狩 野 委 員： 行政管理課さんの方でも事務事業評価の結果を評価者の方に伝えられていますので、

その辺は十分承知しているのですけれど、そこには企画課も関係してやっているとい

うことですね。わかりました。

小 山 委 員： まずパブリックコメントについては先ほど磯谷委員も仰ったように、私も市のホー

ムページ時々拝見するのですが、「パブリックコメントを募集しています」というと

ころは見るんですけれど、なかなかその先にいかないことが多いという事と、あと「パ

ブリックコメントの募集は終了しました」というホームページを見ることはあるので

すが、どういう意見がどういう風に集まったかということを拝見したことがあまりな

い。ホームページの量もあって流れていってしまうのかなとは思いますけれど、その

パブリックコメントで集まった意見についてどのくらい周知がされているのかなと
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いうことを疑問に思う事があります。

それから、私も自分がやっている活動に絡めますと、意見交換会や市民ワークショ

ップが非常に少ないところがちょっと残念に思います。意見交換会と市民ワークショ

ップって非常に似たようなものなので、じゃあどこまでが市民ワークショップでどこ

までが意見交換会なのかっていう、この範疇からすると、どちらもワークショップに

近いものなのかなということかなと思いますけれど、この資料１‐１の一番最後に

「多様な市民が関心を持ち」と書いてありますので、このパブリックコメントという

言葉自体が非常に難しいと思われる方はたくさんいらっしゃると思うので、そこをも

う少し多様な市民が参画できるようであれば、もう少しワークショップ、意見交換会

が複数回開催されるといいなということを思いましたので、その辺をご検討いただけ

たら嬉しいです。

日 詰 会 長 ： この資料ではワークショップと意見交換会それぞれ区分けしていると思うんですけ

ど、具体的にはどんなものが意見交換会になるんでしょうか。タウンミーティングの

ようなものでしょうか。

藪崎担当課長： 例えば今年度でいきますと４件予定されているのですけれども、一つは「まちみが

きトーク」と言われているものをカウントしています。実際に参加者がグループを作

って何か作業を伴うようなものをワークショップと定義しています。カウントの仕方

は、各課から出している数値を基にしていますので、若干の差異はあるかも知れませ

んが。

服部(乃)委員： パブリックコメントに関わる層の皆さんに、多様なかたちで接触することが大事か

なと思ってます。ワークショップだと、かなり時間をとられますので、そこにどれだ

けの方が何回来ていただけるのかということは、興味のある方は多分おいでいただけ

る。そして、メールをよく見る方、ホームページをよく見る方へは、分かりやすい募

集の広報をする。

３年位前でしたか、もっと前でしたか、上下水道フェアの時に下水道に関するパブ

リックコメントをイベント会場で求めたというのがあって、非常に効果的だったとい

う記憶があります。そこでどれだけきちんと意見がもらえるかということは別として、

そういう所に出ていってパブリックコメントというものがあるんだということを、パ

ブコメという言葉を知らない方にもお見せできる機会というものが何回かあると、色

んな層の皆さんにお伝えできるのかなと思って、ワークショップも意見交換会もネッ

トでの広報もそれぞれだと思いますので、もうちょっと出ていってお知らせする機会

があれば良いかなと感じました。

日 詰 会 長： ありがとうございます。他にどうでしょうか。
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木 村 委 員： 今年の計画のところで、資料１‐２の 10 ページの 32 番に「高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画の策定」と、これは 3 年毎に見直しをするという風に書いてあっ

て、高齢者福祉課と介護保険課が非常に丁寧に４つの手法を全部使ってやるという風

になっているんですが、これは前の時にも同じようなかたちでやられたのかと思うの

ですが、こういったものが非常に丁寧にやられて、課の方ではいろんな形でできるだ

け多くの意見を汲みあげたいという意向が働いているのではないかと思うのですが、

こういうものは非常に手間もかかると思うので、行政としては手法の全部をやるとい

うことは難しいかと思うのですが、こういった手法をとって、結果としてどのように

計画に反映されているのかということについて、担当の方で研究していただけたらと

思います。

特に資料の 31 番「静岡市障がい者計画及び第 4 期静岡市障がい福祉計画の策定」

とは対照的で、これはパブリックコメントと審議会と複数の手法を組み合わせていて

も、どれだけ多様な方々の意見を汲みあげられるかと言った時に、確かに広がりとい

うと 32 番の方が当然拾えることは間違いないのですけど、それにしても 31 番の方

も障害者だけではなく、それを取り巻く色んな環境がある訳ですから、そうした方々

の意見を取り込めるかというのが一つのポイントかと思いますので、そういった点で

31、32 を比較して見ていただいて結果この中身がどのようになったのか、そんな検

証もやってみていただければと思います。

日 詰 会 長： ありがとうございます。色々と委員の皆様からご意見が出されましたけど、是非ご

担当の方でお持ち帰りいただければと思います。

それでは次の議題に移りたいと思います。（２）第 3 次静岡市総合計画についてと

いうことでございます。これにつきまして、ご担当からご説明をいただきたいと思い

ます。

笠井担当課長： それでは、資料２と本日配布させていただきました資料２（追加）、この２つの資

料に基づきまして、第３次総合計画について説明をさせていただきます。

まず、本日お配りしました資料２（追加）をご覧いただけますでしょうか。

本市は平成 15 年に合併して新しい市としてスタートし、これまで第１次、第２次

の総合計画で合併後の新市の一体化の促進を行ってきました。それから平成 17 年に

政令指定都市になり、政令指定都市としての行政の展開ということで取組みを進め、

概ね基盤的なものは確立できたかという状況です。そういった中で３次総についてど

のように展開していくかということが今の議論でございますが、その前提として総合

計画の枠組みについてご説明します。

従前は、地方自治法の中で、基本構想を定めなさいという規定がございました。そ

れが地方分権の流れの中で削除され、総合計画もあくまで個々の自治体の任意で取組
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むといった状況になってきております。そういった中で、本市では「自治基本条例」

と「静岡市議会の議決すべき事件等を定める条例」に基づきまして、ここに記載のと

おり総合計画を定めましょうと、それから基本構想と基本計画は議会の議決を必要と

しましょう、実施計画につきましてはその都度議会に報告してくださいと、そんな枠

組みで整理されています。そういった枠組みの中での最初の総合計画ということにな

ります。

この条例に基づき、三層構造も決められておりまして、その一番頂点に立つのが基

本構想であり、ここで静岡市の「目指すべき将来像」をお示しします。現時点ではこ

の３次総における基本構想は、特別な期間を定めずにある程度長期的な視点を持った

構想にすることで、議論を進めております。

それから基本構想に基づきまして、基本計画を定めますが、これは８年間の計画と

することになっております。これまでの総合計画ですと、基本構想が 10 年間、基本

計画は５年間、つまり基本計画の５年間ごとの第１次総合計画、第２次総合計画でこ

の 10 年間行政運営を行ってきました。来年度以降は総合計画を基本計画の８年間、

平成 27 年度から 34 年度までの計画にすることで、進めております。

それからこの基本計画を受けての具体的な実施計画については、資料では①、②と

お示しさせていただいておりますが、基本計画８年間のうち前半の４年を前期計画、

後半部分を後期計画というフレームになっております。特に基本計画におきましては、

基本構想を踏まえて、ここには例で観光交流分野とか文化学習分野等示させていただ

いております。それぞれの分野ごとに基本的な方向性を示し、それを踏まえて具体的

な施策を実施計画で規定するという体系になっております。そういった分野の考え方

を取りまとめるような根本として、「自治の仕組みの基本的な考え方」を規定しよう

と考えております。本日はこの「自治の仕組みの基本的な考え方」につきまして、現

時点での議論をご紹介させていただき、委員の皆様方の率直なご意見を頂戴したいと

いうことでお時間をいただいた次第でございます。

一方で、今の行政課題は、各分野だけでは留まらない、分野を超えた横断的・総合

的な施策の推進が必要となってまいります。そこで、それらを「重点プロジェクト」

ということで取りまとめていこうと考えております。例えば「歴史を活かしたまちづ

くり」です。当然歴史的な文化財の保護・保全は、文化・学習分野での事業ですが、

そういった資源を活かした観光・交流、文化財に触れ合えるような都市基盤の整備な

ど、横断的・総合的な取組みが必要ということで、分野別計画から抜き出す形で重点

プロジェクトというものを定めていこうということです。

そして更には、それぞれの地域ごとに課題がございます。例えば、麻機遊水地では、

総合的治水対策ということでの基盤整備がある一方で、その中で育まれている自然環

境をどう活かしていこうか、あるいは新東名も開通しておりますので、その自然環境

をさらに進めてエコツーリズムに代表されるような観光交流といった活用ができな

いだろうか。そういったものを考えていくのがこのエリア別ビジョンという構成にな
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っております。

以上が第３次総合計画の全体のフレームです。次に各分野の基本となる「自治のし

くみの基本的な考え方」につきまして、事前にお配りしました A3 の横長の資料で説

明いたします。

「自治のしくみの基本的な考え方」は、「あらゆる施策を進める上での共通の視点」

と書かせていただいておりますが、各分野で施策を進めていく上での基本的な考え方

とご理解いただければと思います。今回、基本的な考え方として、これまで「協働」

という概念を１次総、２次総でも使ってきましたが、それを一歩進めて、「共創」と

いう概念を打ち出していきたいと考えています。なお、これは今議論の途中でござい

ますので、これについてもご意見をいただければと思います。

この基本的な考え方としては、ここで４つのフレームでお示しさせていただいてお

ります。本市では、これまで市民が自主的に、あるいは行政と協働しながら、市民主

体のまちづくりを本市としては進めてまいりました。今後、この「協働」というもの

をさらに進めていくために、先程ご議論いただきました市民参画手続に代表されるよ

うな関わり合いで市民と行政の相互理解と目的の共有化を図っていくこと、そして行

政主導の「協働」だけでなく、社会課題の発見や計画策定の段階からの市民参画を進

めてまいります。どちらかと言うとこれまでの協働というのは、行政がやる仕事を民

間の方にも入っていただいて一緒にやっていきましょうという概念や、あるいは行政

が担っている分野に民間の皆様にお入りいただくという概念、いわゆる規制緩和です

ね。そのように民の力をお借りして、施策を推進していこうというのがこれまでの「協

働」でしたが、これからは課題発見や計画策定、要するにゼロから市民と行政で取組

んでいきましょう、企画の段階から共に創っていきましょうということです。協働を

さらに進化・深化させていくことで、市民と行政がお互いの役割を認識し、主体性を

持ってパートナーシップを一層強化し、共に新しい価値を創り出す「共創のちから」

を活かした都市経営へステップアップしていこうという、これが基本的な考え方でご

ざいます。

これを推進していくために、大きく 3 つの力を伸ばしていこう、そしてそれらを

「共創のちから」でより三者の力を発揮していくことが必要だと考えています。その

一つが「市民のちから」というカテゴリーでございます。ここでは３つの柱を立てて

いこうと思います。①がいわゆる「自助」ということで、自らの力を深めていただく

ための取組みをすすめます。②がいわゆる「共助」、近助と言う捉え方もあろうかと

思いますが、地域で高め合っていこうということです。それから③が「公助」という

ことで、公の領域にも参画していただいて取組んでいこうということです。こういっ

た自助、共助、公助それぞれの力を伸ばしていこうというのがこの項目です。

次は、企業、NPO、そういったあらゆる団体のちからを伸ばして行きたいという

カテゴリーです。①は、地域活性化、要はそれぞれの目的は営利団体、民間団体で色々

ございますが、それぞれの取組みを活発化していくことで、地域全体の活力を高めて
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いこうということでございます。そして②が、そういった活動の中でも特に地域課題

と言いますか、公的な課題について取組んでいただこうということでございます。こ

れはソーシャルビジネスということで話題にもなっています。それから、③はそれを

一歩進めて、いわゆる CSR という社会貢献、企業そのものの活動ではなくて、企業

が社会に貢献していただくような力を伸ばしていこうと、こういった３つの柱を伸ば

していければということでございます。

もう一つが、それらを下支えする「行政のちから」です。これは①、②、③と、企

画的なもの、それから行政運営的なもの、財政運営的なものと挙げております。①は、

政策形成能力を高めることで、静岡ならではと言いますか、静岡らしさと言いますか、

そういったものを向上させていこうということでございます。②は、人的な資源、組

織を効率的に運営していく力を伸ばしていこうと。③は財源・予算を、持続可能な形

で活用していこうということでございます。今、市役所では総務とか企画とか財政と

いったセクションがございますが、そのセクションの力を高めていくということでは

なく、それぞれのあらゆる行政分野がこういった観点でのレベルアップを図って、そ

れぞれの分野の施策を一層推進していこうということでございます。

それから、「市民のちから」「企業、NPO 等のちから」「行政のちから」を合わせて

「共創のちから」を発揮して行きます。まずは①新しい公共空間の取組みを推進する

ということで現在の「協働」というものをさらにレベルアップしていこうということ

でございます。

それから②が、「共創のちから」を発揮していくために、あらゆる人々、最初にソ

ーシャルインクルージョンを書かせていただきましたが、皆さんそれぞれの持ってい

る力、可能性、才能を活かしていこうと。さらに国際交流ということで、静岡市域に

留まらず、世界中との繋がりの中で「共創のちから」を発揮していこうということで

す。

それから③が、ICT、つまり情報化というものを活用していこうと、こういった考

え方で「共創のちから」を発揮する基盤をそれぞれ伸ばしていこうということでござ

います。

以上、自治のしくみの基本的な考え方については、「市民のちから」、「企業のちか

ら」、「行政のちから」を高めるとともに、「共創のちから」を発揮して、市議会でも

答弁しておりますように「世界に輝く静岡」を実現していくための取組みを推進して

いこうということでございます。３次総における自治のしくみの基本的な考え方につ

いての説明は以上でございます。率直な意見を賜れればと思っております。宜しくお

願いいたします。

日 詰 会 長： ありがとうございました。今、ご説明をいただきましたが、実は、以前の総合計画

を作るときには、まだ地方自治法が基本構想を定めよという話になっていた訳です

けれど、その後自治法の改正によって基本構想を定めなくても良いということにな
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った訳です。ただ 95〜96％の自治体は基本構想を作って基本計画をつくるという体

系で総合計画を作っていると思うのですけど、そういう状況の中で議会にも一つの

ルールが作られまして、基本構想と基本計画の両方を議決事項とするということに

なっていて、両方を議会に諮って行くということになります。

今ご説明いただきましたのは、この基本計画にあたる部分、この部分は個別分野ご

とに計画されたり、さらに市が抱えている特別な課題を横断的に解決していくため

の重点プロジェクトというものも出てくるのですが、それらを包括的・総合的に進

めていくための理念としてお示しいただいたものがある訳です。それで、大きなと

ころで言えば、恊働から共創へというような一つの流れとしてこれから計画を作ろ

うとしています。非常に大きな枠組みの話をいただいておりますが、この範囲で皆

様の方でご質問やご意見があればお願いします。

服部(和)委員： この基本的な考え方という A3 の資料の表し方は非常にわかりやすくて良いと思う

んですが、もう一つのピラミッドの方は、以前確かもっと未完成の段階で出されま

したよね。これを見て私の単純な考え方ですけど、例えば基本計画の、重点プロジ

ェクト「歴史を活かしたまちづくり」がありまして、赤丸が 3 つ付いています。観

光・文化・都市と、確かに相互関係あるかも知れないですが、もっと重点的に、例

えば文化・学習の所は大きい丸にするとかして見やすくしたり、「歩いて楽しい賑わ

いと交流のまちづくり」は観光分野とか、健康福祉分野に大きな丸をつけたりして

分かりやすくないと、幾つも丸がついているなという感じでよく分からないなと。

それから人口減少の方も、一番上の方に◯◯と書いてありますが、子育て分野など

人口減少対策にあったものを入れたり、二番目に健康福祉分野に重点を置くとかし

てはどうか。それから、××分野がありますが、これらグループ分けをざっと見て

みると、単純に、例えば産業開発とか行政改革というものをこういった所へ入れる

とか、今の私の言った文言が適切かどうかは分からないけど、そういった類似した

分類のものを入れたらどうかと思いました。

日 詰 会 長： ありがとうございます。重点プロジェクトも、丸の付け方にメリハリがあっても良

いのではというお考えでしょうか。それから、このいろいろな分野というものはこ

れから整理されていくだろうと思います。あくまで一例としてお考えいただければ

良いかと思いますが、事務局何かありますか。

笠井担当課長： ご指摘の通りだと思います。これからこの議論をつめていく中で、ウエイト付けの

議論が行われて、最終的な計画の段階では委員のご指摘のようなお示しの仕方をす

ることになろうかと思います。ありがとうございます。

狩 野 委 員： 資料２の基本的な考え方の方ですが、「市民のちから」のところで、理念とか考え方
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ということであれば精神的な考え方だけで良いかと思うのですが、市民が例えば「地

域の中で暮らす意識」とか「地域での役割を担う」「静岡市民としての誇り醸成」と

いう所を見た時にどうすれば良いのかと言うと、私は具体的に浮かばなかったので

すが、そこについて教えていただけませんでしょうか。

笠井担当課長： あくまでこれは方向性をお示しさせていただいております資料ですので、これから

具体的な事業を各分野で検討していきまして、最終的な計画の段階では、先ほど前

半でご説明させていただいた実施計画レベルでお示し出来ることになるということ

です。一例を挙げますと、例えば学校教育の中で静岡市の歴史を教える。その中で、

家康公を静岡の子どもたちは皆理解している、家康公が築いた平和外交を理解して

いるというまちになる、ということです。これはあくまで一例でございますけれど

も、そうすれば静岡市民が誇りを持つということもあるでしょうし、外に出て行っ

た時にも静岡市はこういった良い所だということを紹介できる、そういうことが静

岡市民としての誇りの醸成と思いますし、「地域の中で暮らす意識」については例え

ば地域・家族・仲間というものを大切にするような心、例えば教育分野で申し上げ

れば道徳教育のようなものがここに入ってくるのではないかと思います。あるいは

人を敬う、助け合うというものも含まれるかと思います。これらにつきましては具

体的な事業はただ今検討しております。以上でございます。

狩 野 委 員： 支え合いの基本理念があるということで、こういったものを挙げているということ

ですね。分かりました。

日 詰 会 長： ありがとうございます。他にいかがでしょうか。

小 山 委 員： 資料を見せていただいて、「恊働、そして共創へ」という文言の一番下に、「共に新

しい価値を創り出す『共創のちから』を活かした」という言葉がございます。そし

て、真ん中の「『共創のちから』を発揮するために」という所の多文化共生社会のと

ころにも、「静岡から新しい価値を創造する」とあります。「新しい価値」という言

葉が２回出てきたのですが、新しい価値があるということは、古い価値があるとい

う風に思ったときに、古い価値がどんなもので新しい価値がどんなものかというこ

とが、読んだだけでは分からない。つまり社会的包摂とか多文化共生、国際交流の

推進というのは、今は全国的な動きであって、静岡だけがそこで新しい価値を生み

出せるかというと、そこは少し弱いような気がしたものですから、どういうところ

を新しい価値とするのか、そこのお考えを教えていただきたいと思います。

笠井担当課長： 新しい価値というものが簡潔明瞭にご説明できる話ではないかもしれません。この

20 年は色んな呼ばれ方をしています。例えば失われた 20 年であるとか、あるいは実
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はそれは成長神話からの転換だという言われ方もしていますし、色んな価値観がこ

こ数十年をかけて大きく転換しつつあり、その一つの象徴が人口減少であると思い

ます。そういった諸々の価値が変わりつつある中で、静岡市としても将来を見据え

て取組んで行かなければならない。そういった取組みの一つの説明として、この新

しい価値を創り出すという言葉遣いをしています。

ですからこれだけを捉えると分かりにくいというのはご指摘の通りだと思います

が、今後基本構想や計画全体の前後の説明とあいまって、「世界に輝く静岡」を実現

していくために、静岡市としてこういう転換をしていくということをご理解いただ

けるように、内容を詰めてまいりたいと思います。

磯 谷 委 員： ２つありまして、１つは１月の審議会の時に策定スケジュールというものを出され

たんですが、基本構想、基本計画の中間案を策定した段階で、パブコメなりワーク

ショップなりを予定されているということですけど、それはいつ頃を予定されてい

るのか。最終案が 11 月議会上程されるということなので、中間案はいつ頃パブコメ

等されてまとめるのか、その時期を心算で聞いておきたいと思いました。

もう１つは、A3 の方の資料の方で「企業・NPO 等のちから」という枠があります

が、行政は NPO の現状をどのように捉えているのかを聞きたいです。私は市民活動

センターで日々仕事をしていて、会計報告 1 つで非常に手間取っているような法人

NPO すらあって、もちろん素晴らしい NPO が出てきていることは知っているので

すけど、全体としてはもうやめた方が良いんじゃないかと言って、解散の手伝いを

している所も幾つもあります。そういう現状で、企業の方は効率的に採算が採れる

分野は行政がやっている分野の中にも沢山ありそうですが、NPO の方は、まだまだ

力が足りない団体の方が圧倒的に多い中で、新しいことを担えるような団体が出て

きていることも知っていますが、全体として期待されている地域活性化や地域課題

の解決、社会貢献ということで期待される NPO の力ってどんな風に評価されている

のかということをお聞きしたいです。

笠井担当課長： では、NPO の方からお答えします。この「自治のしくみの基本的な考え方」とい

うのは、少し中長期的な観点で取組んでいくものでございまして、現状それに携わ

っている皆さんにはそれぞれ評価があろうかと思いますが、大きい目的としては社

会的な役割を、それぞれの NPO の設立趣旨も踏まえて担っていただこうというのが

大きな考え方です。例えばそういったものに行政が何か支援することで目的に近づ

いていくのであれば、「企業・NPO 等のちから」を高めていくための施策として盛

り込まれていくと思っております。いずれにしても、市民・個人というのと、団体、

企業が分かりやすいのかもしれませんが、企業だけではなくて NPO であるとか、公

益法人改革なども行われておりますが、そういった法人にも役割を担っていただい

て、「共創のちから」を発揮していけたらというのが基本的な考え方であります。
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それから前段のスケジュールですが、いま各局とも議論を進めてきております。そ

れで、目標としては６月末くらいには中間素案を公表する予定です。ただこれは内

部での検討、それから議会の議決もお願いしていかなければなりませんので、そう

いった方達との議論を踏まえたうえで、できるだけ早く中間素案を公表して、それ

をベースにしてこういった場で意見交換をさせていただきながら、内容を詰めてい

きたいと思っております。

そのうえで、スケジュールとしては 11 月議会に議案として上程させていただこう

と思っています。そして議案として上程する前に、先ほど市民参画等のご議論をい

ただきましたが、パブリックコメントを行っていきたいと思っております。その際

には、単にやりましたという訳には行きませんので、いかに市民の皆さんに意見を

出していただくか、パブリックコメントのやり方も工夫していきたいと考えており

ます。

さらに 11 月議会で基本構想、基本計画を議決いただきました後に、それらの計画

に基づいて「共創のちから」を発揮して、世界に輝く静岡を目指していくことを、

市民の皆様に分かりやすく検討内容を周知できるような冊子、普及版のような物を

年度内に作成して、それらの報告とともに実施計画についても２月議会で報告して

いきたいと、そんな予定でいます。

磯 谷 委 員： 私も仕事でもっとプロとして責任は痛感するんですが、NPO の皆さんも凄い想い

でやってらっしゃるんですね。実務的な力をつけることは最低限のサポートが必要

だと思いますが、もっと NPO としての組織基盤を強化したり経営能力を身につける

ことへのサポートと言うのは、本当に専門的なサポートが必要で、行政が１支援す

れば NPO が力を付けて 10 の力になるかもしれないので、私たちも頑張りますが、

そういった市民活動、NPO の活動をサポートすることを行政としてもぜひよろしく

お願いします。

笠井担当課長： 「自治のしくみの基本的な考え方」と言うのが組織内でオーソライズされて、この

「共創のちから」で静岡市を良くしていこうと、そういった中の重要な構成要素と

して、企業や NPO が見据えられてくれば、そういった施策ももっと必要になってく

るだろうと思います。

木 村 委 員： いくつか感想も含めてなのですが、A4 の資料のピラミッドについて、今までどち

らかと言うと首長が代わると、ベースの５年、10 年というところがガラッと変わっ

てしまうということがあったと思うのですが、基本構想の年数を定めないという今

回の話の中では、そういったことがあっても方向性はある程度踏襲されていくので

はないかという期待感はあるのですが、そういった中でも基本計画以下は実態に基

づいた計画の年数の決め方がなされているなと言う部分と、総合計画と言うと一般
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的には総花的とよく言われるのですが、重点プロジェクトであるとか、エリア別ビ

ジョンという形でメリハリを付けているという点では、この総合計画は他に無い良

い取組みなのではないかと思います。

その中でも今までの総合計画でエリア別ビジョンというのはなかなか無くて、旧清

水市では各小学校区別にビジョンが示されていて、地域に住む人たちが非常に分か

りやすいというか、この地域はどんな方向性に向かっていてどんな取組みがされて

いるということが非常に分かりやすかったのですが、そこまでは非常に難しいとは

思いますが、この総合計画を見ると何となく特定の地域に対してのプロジェクトと

いうような感じもするんですが、できるだけそれぞれの地域がどういう所を目指し

ているかを示すことが「市民のちから」に繋がるし、先ほどのパブリックコメント

についても関心が高い所ではないかと思うので、エリアも多分想定のエリアがある

と思うのですが、もう少し自治の枠組みの中にも踏み込んでいただきたいと思いま

す。

また、A3 の資料の「恊働、そして共創へ」というところで、とかく今まで恊働と

いうと、マンパワー的な、人が出てくれば良いという感じがあって、どうしても知

恵とか工夫する部分が無かったのではないかと思いますが、例えば昨年も学生の人

と話をしたときに、どうしても地域の人は学生に人手だけ借りてしまって、学生の

持つ知識とか能力と言う部分が発揮できないというような意見も聞いたりして、そ

ういった知識とか能力を活かしていただくという部分が「共創」という言葉にして

表れて来るのではないかといった期待感があります。

一方で、市民１人ひとりの物差しを変えていかない限り価値というものは変わらな

いです。市民の意識を高めていくには、やはりパブリックコメントも自分たちの責

任において総合計画が決まっていくという自覚を高めていかないとならないという

所に繋がってくるのかと思いますので、そういった感覚を刺激するような取組みが

できないかなと考えています。

最近、健康分野では「行動変容」という言葉があって、例えばスポーツとかを何ら

かの影響で始めると、日常的に自らそのスポーツに取組むようになってくるという

ように行動が変わっていくという考え方があるので、価値を変えるということは単

に頭の中が変わるということではなく行動が変わっていくことが必要ではないかな

と考えていて、市民、企業等色んなちからを求めたいと思います。先ほど行政だけ

のパブコメのやり方がまずいんじゃないかという意見があったんですが、基本的に

はやはり市民の意識が高まらない限りは、パブコメも変わっていかないのかなとい

う風に思っています。

それから、総合計画が出来たときに、非常に良い計画になっているはずなのですが、

それを市民に分かりやすく周知していくことが重要ではないかという所で、最近特

に難しい言葉を使うよりは、例えばコミックのような形で見せたり、お笑いタレン

トを使ってうまく惹き込みながら難しい言葉を噛み砕いていくということをやった
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りすると、市民も非常に関心を持ちやすい形になるのではと思っています。どちら

かと言うとお笑いタレントを使うというと何となく中身が無くてという印象もある

と思うのですが、そうではなくて彼らの能力をうまく使っていくと非常に分かりや

すい物になるという感じもしましたので、そういった所もご配慮いただけたらと思

います。

笠井担当課長： ありがとうございます。エリア別ビジョンに付きましては、他の重点プロジェクト

等との兼ね合いもありますが、特にやはり共創でまちをつくっていくと、民間の皆

さんにも期待もこめてそういう表し方をしていきたいと思います。

それから最後の市民周知につきましては、ご指摘の通りだと思います。本市でもカ

ズ＆アイさんにも出ていただいて、市民と行政の距離を近づける役割を担っていた

だいていると思っておりますので、あまり垣根を高くしないで、市民周知を図って

いければと思います。

そしてその前段の「行動変容」についてですが、何か具体的な策みたいなものがあ

ればご教示いただきたいのですが。

木 村 委 員： これと言うものは無いですが、どこかの地域でウォーキングのような健康な体験を

したら、それを自分が家に帰ってきたときに自分で毎日やるようになって、それで

健康面が改善したという事例があって、そういったことを「行動変容」と呼ぶと。

つまり頭でっかちになるよりは、やはり市民１人ひとりの行動が変わっていくとい

うことが、静岡市の魅力を高めることに繋がるのかなと思っていて、人それぞれの

変わり方があると思うので、これが正解ですということではなくて多様な変わり方

があると、市民の変わろうという意識のツボをうまく刺激してあげるためには色ん

な方の知恵を集めれば良いのではないかなということです。

笠井担当課長： ありがとうございます。特に今回の３次総は、厳しい財政状況の中で、公共施設も

だいぶ古くなって、インフラの改良も行っていかなければなりません。投資に回す

お金が限られてきております。そういった中でハードからソフトにいかに転換して

いくか、それからソフトは理想を掲げすぎても市民の皆さんが取組んでくれません

ので、やはりやりやすい所からだと思います。そういった意味では今の「行動変容」

を意識してやってみていただくということも効果があるのかなと感じましたので、

ソフトの中でもそういったものも検討していきたいと思います。

木 村 委 員： もう１つ、財政状況が苦しいということも、それが本当に苦しいんだということが

市民１人ひとりに届いてない。事例はあまり良くないかもしれませんが、あるお店

で、売り上げが下がってしまってどうにも苦しいからということで、直接顧客にダ

イレクトメールを送ったら、それで刺激されてお客さんが来たということがありま
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した。来るきっかけを作ってくれたんですね。経営が苦しいから来るのではなく、

何となく来る機会が無かったのが、そのダイレクトメールがきっかけになったとい

うことがあるので、先ほど言ったように刺激というのは何かきっかけを作ってくれ

るということで、それは意見交換会とか色々あると思います。

そして、そういった機会では財政状況等をしっかり伝えた方がいいかと思います。

まだまだ地域には、行政に言えば何とかしてくれるという考え方の人が多いと思い

ますので、静岡は財政がひっ迫しているということを直接的に投げかけるのも大事

かと思います。

松 平 委 員： ２つありますが、まず１つは先程パブコメのお話を聞いていた時に、私は今静岡市

の児童相談所の一時保護所に保護されている虐待された子どもたちに関わる仕事を

させていただいています。資料１‐２の今年度の予定で 41、43 番に書かれているよ

うな施策の当事者なのですが、夜中に虐待を受けて保護されてくるような子ども達

には本当はたくさん意見があると思うのですが、実際パブリックコメントなんかで

きないし、本来されるべき親のフォローもない。

やはり分かりやすくということと、当事者に働きかけると言った時に、最も社会的

に阻害されている人たちから意見を聞く努力というのはやはり行政の役割なのかな

という風に思いながら、答えはなかなか出ないのですが、どうやったらあの子どもた

ちが、何が苦しくて何が大変だということが実際に皆さんの耳に入るようになるのか

なと思いました。

もう一つは、３歳から 18 歳の保護されている子ども達が市のホームページを見た

ときに、まずパブリックコメントが何か分からないけれど、何か意見を言えるのかな

ということと、資料２もそういう考えで見ていった時に、この審議会でも意見として

市民に分かりやすくということは出ていたと思うのですが、例えば、資料真ん中の③

のところに、「ビッグデータ」「オープンデータ」「クラウドコンピューティング」と

いうものがありますが、これは社会との繋がりをつくるためにあるのですよね。これ

はどういう意味なんだろうと、これが具体的に、どうやったら児童虐待を受けて保護

された子供たちが再び社会と繋がる仕組みになるのかなということが、どうしても分

からない。そこの説明も何か必要ではないかということと、「行政のちから」の中で

「アセットマネジメント」というのがありますが、これもインターネットで調べたら

「投資用資産の管理」となっていてよく分からない。言葉の遣い方について丁寧に説

明する必要があるのかなと思います。「協働から共創へ」という非常にいいテーマだ

と思いますが、それがアセットマネジメント、資産運用等とどのように繋がって行く

のかなということが見える資料だと良いなと思いました。

そして、他の委員の方が仰った「新しい価値」というのも引っかかっていて、多様

性のある価値を認め合えるような社会をつくるということが多文化共生の目標なの

ですね。そういった価値なのか、あるいは例えば国が盛んに議論しているようなもの
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が新しい価値なのか、私としては社会的に排除される人が静岡市で増える一方だとい

う現実を考えたときには、新しい「価値」というのが危険球を投げるようなイメージ

のある言葉かなと思っていて、じゃあ何が良いのかということを考えると、多文化共

生の観点から静岡で新しい「理想」を創造するとかそういった言葉の方がしっくりく

るのかなということを思いました。市民の最後の最後まで届くようなものを期待する

という想いから意見を述べさせていただきました。

笠井担当課長： ありがとうございます。市長からも、概ね 15 歳くらいの方が楽しく読み進められ

るような計画にしようという指示がありまして、今はまだ分かりにくい用語等もご

ざいますし、この新しい価値の「価値」という言葉も若干行政用語として使ってし

まっているのかなという反省もございますので、最終的にはなるべく分かりやすく

作り上げていこうと思っております。

それから、用語の説明として「アセットマネジメント」につきましては、資産運用

というよりは、公共施設が老朽化して更新の時期を迎えているなか、維持管理をど

のような観点で進めていこうかということです。一つは人口減少社会ということも

あり、公共施設全体を減らしていく検討、もう一つは長持ちさせるためにどのよう

に工夫したら良いかといういわゆる延命化です。もう一つは、行政が今までやって

きたことをいかに民間にお任せしようかという、いわゆる民営化といった多面的な

観点で、なるべく行政が持っている施設の維持管理コストを減らしていこうという

意味で「アセットマネジメント」という言葉を使っています。

ただ、これだけですと先ほどご指摘を受けたように分かりにくいので、最終的には

分かりやすくしていきたいと考えております。

日 詰 会 長： ありがとうございます。服部さん何かありますか。

服部(乃)委員： 議員の皆さんがどう関わるのかについて、先ほど 11 月議会上程という話がありま

したが、いきなりそこではないと思うので、この計画の進捗についてどのように把

握されていて、パブコメも実は地域に一番密着している議員さんが地域に説明して

集めていただけると良いのかなということも感じたりしていたので、特にこの大き

な計画について議員さんがどのように関わっているのかなということが気になって

おりました。

日 詰 会 長： 全く議会に説明していないということではないですよね。

笠井担当課長： はい。静岡市では、市議会が年４回開かれておりまして、その議会の度に、その時々

の進捗の状況に応じて市議会の全員協議会を開き、直接説明をさせていただいてお

ります。今、６月議会が開かれておりますが、その最終日に中間素案を議会にお示
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しさせていただいて、その上で、色んな団体や市民の皆さんの意見を色々伺ってい

く予定です。それで先ほど、今月中に中間素案を、という話をさせていただきまし

た。

中間素案をつくる前段階でも、市民の皆さんの代表ですので、きめ細かく議会の皆

さんの意見を伺っていきたいと思っています。

日 詰 会 長： ありがとうございます。他に何かありますでしょうか。よろしいですか。

いろいろな角度からのご意見をいただきましたので、ぜひご検討いただければと思

います。よろしくお願いします。それでは最後の議題ですが、（３）その他というこ

とで、事務局から何かありますでしょうか。

藪崎担当課長： もう一度この審議会を年度内に開催させていただきたいと思います。時期について

は、総合計画の進捗状況のこともありますし、皆様方のご都合もあろうかと思いま

すので、日程については事前に調整した上で決定をしていきたいと思いますので、

宜しくお願いいたします。

日 詰 会 長： ありがとうございます。よろしいでしょうか。

それでは、本日も非常に活発なご議論をいただきましてありがとうございました。

本日の議事を終了させていただきます。進行を事務局にお返しいたします。

6. 閉 会 事務局(前田課長)

前 田 課 長： 様々な方面からの活発なご議論をありがとうございました。先ほど、下水道のパブ

コメの話が出ましたが、平成 21 年の８月ですね。正直申し上げて、なかなか市職員

のパブコメに対する意識というのが当時から高くないというか、条例に載っている一

連の手続きだから仕方なくやるようなイメージがあったのですが、その時は下水道ビ

ジョンという将来を見据えたものをつくるにあたって、普段市民の皆さんは下水道に

興味があまり無いですよね。風呂やトイレで流した水がどうなるかとか、あまり意識

しながら暮らすということが無いと思うので、逆に我々はどう思っているのか知りた

かったのです。ぜひ積極的に意見を取りにいこうと、しかし予算も何も無い中で、毎

年８月に行われている上下水道フェアというイベントがあるので、そこに下水道部の

職員を集めて、インタビューするかたちで一人最低何件は意見を集めてというような

やり方でやりました。最初はこのやり方について職員から反対の嵐でしたが、実際や

ってみると、やる前と後では感想が違ったんですね。やはり直接顔を合わせて意見を

聞くと、下水道だけでなく色んな話ができたということで、非常に参考になったとい

う意見をいただいたということがありました。

やはり先ほどの児童相談所の話もそうですが、いきなりパソコンの前に立たせてご

自由にご意見どうぞと言っても、どうしたら良いのか分かりませんので、そこはきめ
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細かく、例えば心理職の職員もおりますのでうまく話をしてもらうとか、そういうや

り方もあると思います。本市はまだパブコメのやり方について未熟な部分もあると思

いますが、少なくとも総合計画については色んなツールを使って、一方的なやり方で

なく意見を頂戴したいと思っています。またそれが各部局の施策に広がるように工夫

をしたいと思います。ありがとうございました。

署 名

静岡市市民自治推進審議会 会長 日 詰 一 幸


