「第２期 しずおか中部連携中枢都市圏ビジョン案（概要版）」に関する
市民参画手続（パブリックコメント）の実施結果及びご意見に対する対応について
１

パブリックコメントの実施概要

（１）意見募集期間 令和４年２月７日（月）から同年３月９日（水）まで

30 日間

（２）公 表 方 法 県中部地域５市２町（静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町及び
川根本町）の広報紙及びホームページ
（３）閲 覧 場 所
【静岡市内】
・静岡市役所 企画課
・各区役所 市政情報コーナー
・各生涯学習センター及び各生涯学習交流館
【静岡市外】
・島田市
・焼津市

島田市役所 情報公開コーナー（本庁舎・各支所）
焼津市役所 本庁舎 情報公開室及び政策企画課
大井川庁舎ロビー及び各公民館

・藤枝市

藤枝市役所 本庁舎 広域連携課

・牧之原市 牧之原市役所 情報公開コーナー（榛原庁舎・相良庁舎）
・吉田町

吉田町役場 企画課

・川根本町 川根本町役場 本庁舎ロビー
（４）意見提出方法 郵送、ファックス、持参、電子申請のいずれか
２

パブリックコメントの実施結果

（１）意見提出者数 13 名
【在住市町ごとの内訳】静岡市：８名、島田市：１名、牧之原市：１名、吉田町：１名、
川根本町：１名、県中部５市２町以外：１名
（２）意見提出件数 72 件
【質問項目ごとの内訳】
・選択式 … 質問１：13 件、質問２：13 件、質問３：13 件、質問４：13 件
・記述式 … 質問５：20 件
（３）選択式質問の集計
【質問１】 あなたは、通勤・通学、買い物、観光、娯楽など、日常生活を通じて、あなたがお住ま
いでない県中部地域の５市２町の市や町に対し、繋がりや親しみなどを感じますか？
１ とても感じる
４件（30.8%）

２ やや感じる

３ あまり感じない

６件（46.2%）

３件（23.1%）

※ 小数点以下の扱いにより、各パーセンテージの合計は必ずしも 100%にならない
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合計
13 件

【質問２】 あなたは、あなたが住む市や町が、活力を維持するために、近隣の市や町と連携し
て取り組むことについてどう思いますか？
１ とても重要である
11 件（84.6%）

２ やや重要である

３ あまり重要でない

２件（15.4%）

合計

０件（０%）

13 件

※ 小数点以下の扱いにより、各パーセンテージの合計は必ずしも 100%にならない

【質問３】 あなたは、県中部地域の５市２町が、県中部地域の一体的な発展を目指して、連携した
様々な取組を行っていることを知っていますか？
１ 知っている
６件（46.2%）

２ 聞いたことはある
２件（15.4%）

３ 知らない
５件（38.5%）

合計
13 件

※ 小数点以下の扱いにより、各パーセンテージの合計は必ずしも 100%にならない

【質問４】 県中部地域の５市２町による連携した取組として、あなたが期待する取組分野は何

ですか？ （３つまで選択）
１ 起業・創業の支援

１件（ 2.9%）

12 教育サービスの充実

１件（ 2.9%）

２ 地域資源を活かした
地域経済の活性化
３ 地域資源を活かした
観光の振興

４件（11.4%）

13 文化の振興

０件（ 0.0%）

８件（22.9%）

14 スポーツの振興

１件（ 2.9%）

４ 高度な医療体制の確保

１件（ 2.9%）

15 まちの賑わいの創出

２件（ 5.7%）

５ 広域的な公共交通網の
構築
６ 高等教育や研究の環境
整備

１件（ 2.9%）

16 災害対策の推進

１件（ 2.9%）

０件（ 0.0%）

17 環境保全の推進

２件（ 5.7%）

７ 地域医療の充実

１件（ 2.9%）

18 地域交通の充実

２件（ 5.7%）

８ 介護サービスの充実

１件（ 2.9%）

１件（ 2.9%）

９ 福祉サービスの充実

０件（ 0.0%）

10 出会いや結婚の支援

２件（ 5.7%）

19 行政手続のオンライン化
など、デジタル化の推進
20 首都圏等からの移住の
促進
21 まちづくりを担う団体や
人材の育成

11 子育て支援サービスの
合計
２件（ 5.7%）
充実
※ 複数選択回答のため、意見提出者数と意見件数は一致しない
※ 上記２（２）においては、意見提出者数を件数として計上
※ 小数点以下の扱いにより、各パーセンテージの合計は必ずしも 100%にならない
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４件（11.4%）
０件（ 0.0%）
35 件

（４）記述式質問の集計
【質問５】 圏域が目指す将来像である『海・山・街道を活かした多極連携・交流都市圏』の実現に
向けて実施する連携事業についてなど、本ビジョン案（概要版）対する自由なご意見をお
聞かせください。
（自由記載）
A ビジョンに
反映

分類

将来像に関するもの

成果指標に関するもの

取組全般に関するもの

個別の取組に関するもの

B ビジョンに
掲載済

C 今後の参考

１件

１件

（5.0%）
１件

１件

（5.0%）
11 件
（55.0%）
７件
（35.0%）

合計

D その他要望・
感想等

20 件

１件

６件

４件

２件

５件

４件

12 件

４件

（20.0%）

（60.0%）

（20.0%）

※ 各ご意見の概要については、
「３ ご意見の概要と市の考え」のとおり

３

ご意見の概要と市の考え方

※ 対応状況 … 「Ａ：ビジョンに反映」、
「Ｂ：ビジョンに盛り込み済み」、
「Ｃ：今後の参考」、
「Ｄ：その他感想・要望等」
ご意見の概要

分類

対応
状況

１

県中部地域の５市２町は、山（南ア
ルプス）、川（大井川）
、海（駿河湾）
といった豊かな自然を有する圏域で
ある。
ぜひ、
“山・川・海の自然環境を取り
戻す”ということも、将来像に盛り込
んでいただき、経済発展だけでなく環
境保全、改善をも目指してほしい。

将来像

Ｃ

２

「高次の都市機能の集積・強化」に
関する主な連携事業として「鉄道駅交
通結節点改善事業」に取り組むのであ
れば、成果指標を「静岡市の中心市街
地の歩行者通行量」ではなく、
「JR 静
岡駅の乗降者数及び JR 静岡駅バスタ
ーミナルの状況者数」とした方が、直
接的に反映できるのではないか。

成果
指標

Ｂ

３

国際連合により採択された「SDGs」
を踏まえた事業推進が重要ではない
か。

取組
全般

Ｂ

市の考え方
県中部地域の５市２町は、豊かな自然環境とともに、東海道に代表
される街道文化をはじめ、歴史・文化にも恵まれた地域であり、それ
ぞれの市町が異なる特徴を有しています。
ビジョン案に掲げた将来像は、
「各市町の多様性を活かしながら、そ
れぞれの市町が主役となって、多極的に連携事業に取り組むことで、
圏域内外の交流を促進し、圏域の活力維持につなげる」という、本圏
域の形成の趣旨を表現したものです。
ご意見の自然環境分野につきましても、連携して取り組むべきもの
であることから、ビジョン基づく取組として、地球温暖化対策の推進
を実施する予定ですが、自然環境分野における取組のさらなる充実に
向けて、検討していきます。
ビジョンにおける取組の柱の１つである「高次の都市機能の集積・
強化」においては、
「鉄道駅交通結節点改善事業」
（JR 静岡駅周辺整備
事業）のみならず、高等教育・研究開発の環境整備などに関する取組
も予定していることから、取組の柱の趣旨から、
「静岡市の中心市街地
の歩行者通行量」を基本目標の成果指標に掲げています。
ご意見のうち、
「JR 静岡駅の乗降者数」については、ビジョン案（概
要版）には記載を省略していますが、基本目標「静岡市の中心市街地
の歩行者通行量」につながる重要業績評価指標（KPI）として、設定し
ます。
ビジョンの推進にあたっては、
「SDGs」をはじめとする社会変容を踏
まえた視点を持ちつつ、取組を実施することとしています。
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※ 対応状況 … 「Ａ：ビジョンに反映」、
「Ｂ：ビジョンに盛り込み済み」、
「Ｃ：今後の参考」、
「Ｄ：その他感想・要望等」

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

対応
状況

市の考え方

Ｃ

令和３年に実施した圏域住民アンケートにおいて、５市２町の連携
に対する若年世代の認知度が低い傾向にある結果であったことから、
各取組等における情報発信の手段として、今後の参考にさせていただ
きます。

取組
全般

Ｃ

令和３年に実施した圏域住民アンケートにおいて、５市２町の連携
に対する若年世代の認知度が低い傾向にある結果であったことから、
各取組等における情報発信の手段として、今後の参考にさせていただ
きます。

取組
全般

Ｃ

令和３年に実施した圏域住民アンケートにおいて、５市２町の連携
に対する若年世代の認知度が低い傾向にある結果であったことから、
各取組等における効果的な情報発信を検討していきます。

取組
全般

Ｃ

今後も、各市町の地域資源を活用しながら、取組を展開するととも
に、各取組等における効果的な情報発信を検討していきます。

取組
全般

Ｃ

「しずおか中部連携中枢都市圏」の取組を住民の皆さまにご理解い
ただくとともに、身近に感じていただけるよう、各取組等における効
果的な情報発信を検討していきます。

取組
全般

Ｃ

「しずおか中部連携中枢都市圏」の取組を住民の皆さまにご理解い
ただくとともに、身近に感じていただけるよう、各取組等における効
果的な情報発信を検討していきます。

取組
全般

Ｄ

連携中枢都市圏構想の趣旨を踏まえ、目指す将来像の実現に向けて、
取組を継続していきます。

取組
全般

Ｄ

連携中枢都市圏構想の趣旨を踏まえ、目指す将来像の実現に向けて、
取組を継続していきます。

取組
全般

Ｄ

連携中枢都市圏構想の趣旨を踏まえ、目指す将来像の実現に向けて、
取組を継続していきます。

取組
全般

Ｄ

連携中枢都市圏構想の趣旨を踏まえ、目指す将来像の実現に向けて、
取組を継続していきます。

個別
取組

Ｂ

「中部５市２町イベントニュース（GOTO）発行事業」は、主な連携事
業としてビジョン案に記載のとおり、令和４年度も実施する予定です。

個別
取組

Ｂ

「サイクルツーリズム推進事業」は、主な連携事業としてビジョン
案に記載のとおり、令和４年度も実施する予定です。

個別
取組

Ｃ

圏域全体の経済成長のけん引に向けて、起業・創業支援や、地域資
源を活用した地域経済の裾野拡大に取り組みますので、事業内容検討
の際の参考にさせていただきます。

ご意見の概要

分類

情 報 発 信に お い ては 、 TikTok や
Instagram など、若者が使うツールを
活用するのがよいのではないか。

取組
全般

連携事業について様々な取り組み
があることが分かったが、市民・町民
への周知はまだ課題ではないか。
特に、若年層への情報発信は SNS の
活用がやはり有効と考える。
しずおか中部連携中枢都市圏に関
して、初めて耳にしたが、特に未来を
担う若年層へ人口減少による影響等
を伝えることが大切である。
まだ知名度が低いものと感じるた
め、若者に目に留まりやすい広報・情
報発信が必要ではないか。
各市町の資源を有効に活用すると
ともに、効果的に PR することが大事
になってくるのではないか。
「しずおか中部連携中枢都市圏」の
認知度は低いものと感じる。
住民にもっと身近に感じてもらえ
るような取組も必要ではないか。
様々な取組が展開されているが、５
市２町の連携に対する住民認知度は
まだまだ低いと思われることから、積
極的な情報発信が必要ではないか。
各市町の地域資源は異なることか
ら、うまく活用するとともに、補い合
いながら、相乗効果のあるよう取り組
むことを期待する。
小規模な自治体では実現が困難で
も、連携中枢都市が中心となり、周辺
の市町村を巻き込んで経済を活性化
させることが、住民や圏域のためにな
る。
人口減少・少子高齢化の対策とし
て、自治体間の連携は必要不可欠であ
る。
人口減少、少子高齢化への対策とし
て、中部地域の市町が一体となって取
組を進めることは非常に意義のある
ことである。
イベントニュース「GOTO」は引き続
き、発行を続けて欲しい。
サイクルツーリズムは観光振興や、
飲食を中心とした地域経済の活性に
寄与する事業であることから、引き続
き推進して欲しい。
近隣地域におけるマルシェの合同
開催などが、創業支援にもつながるこ
とから、推進していくべきである
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※ 対応状況 … 「Ａ：ビジョンに反映」、
「Ｂ：ビジョンに盛り込み済み」、
「Ｃ：今後の参考」、
「Ｄ：その他感想・要望等」
ご意見の概要

17

18

19

20

サイクリングコースの紹介マップ
のみならず、ラーメンマップやお洒落
なカフェマップなど色々なものがあ
るよい。
社会変容を踏まえた視点として「脱
炭素」も重要な課題であることから、
地域循環共生圏に係る取組も期待す
る。
各市町の観光資源や歴史・食文化等
の情報を圏域内外に上手く情報発信
することが重要である。
人口の推移や社会動態、各取組の進
捗が、住民には見えにくいことから、
５市２町イベントニュース「GOTO」上
で情報発信したらどうか。

分類

対応
状況

市の考え方

個別
取組

Ｃ

圏域全体の経済成長のけん引に向けて、地域資源を活用した地域経
済の裾野拡大や、戦略的な観光施策に取り組みますので、事業内容検
討の際の参考にさせていただきます。

個別
取組

Ｃ

「地域循環共生圏」は、地域の活力を最大限に発揮する構想とされ、
SDGs 等の実現につながるものであると考えますので、各取組の実施に
あたっては、そうした視点も踏まえるとともに、新たな取組の検討の
際の参考にさせていただきます。

個別
取組

Ｃ

圏域全体の経済成長のけん引に向けて、戦略的な観光施策に取り組
みますので、各取組における効果的な情報発信を検討していきます。

個別
取組

Ｃ

「しずおか中部連携中枢都市圏」の取組を住民の皆さまにご理解い
ただくとともに、身近に感じていただけるよう、各取組等における効
果的な情報発信を検討していきます。
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