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「藤沢市新総合計画 基本構想（第一次素案）」に関するパブリックコメ

ント（市民意見公募）の実施結果について  

 

２００９年（平成２１年）１２月１３日に公表しました，「藤沢市新総合計画 基

本構想（第一次素案）」について市民意見公募を実施したところ，市民，市内在勤者

等の皆様から貴重なご意見をいただきました。意見公募の概要，意見の内容及び総

合計画審議会の考え方をまとめましたので公表いたします。 

 

１ 実施概要  

(1) 件名 

  「藤沢市新総合計画 基本構想（第一次素案）」について  

(2) 公募期間 

 ２００９年（平成２１年）１２月１４日（水）から２０１０年（平成２２年）

１月１３日（水）まで  

(3) 内容（配付資料等） 

 「藤沢市新総合計画 基本構想（第一次素案）」 

(4) 周知方法 

 広報ふじさわ１２月１０日号，市ホームページ等による 

(5) 素案の配布等  

経営企画課，市役所受付案内，市政情報コーナー，各市民センター，公民館

で配布いたしました。また，ホームページでも公開いたしました。  

(6) 意見等を提出できる方  

市内に在住・在勤・在学の方，市内に事業所を有する方  

(7) 意見公募方法  

実施期間中，任意の用紙に必要事項を記入したものを，経営企画課へ郵送・

ＦＡＸまたは持参及びインターネットのホームページ公募フォームからご提

出いただくこととしました。  

 

２ 意見提出の状況  

提出件数：３件 意見総数：１０件  
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３ 意見の概要及び市の考え方  

「藤沢市新総合計画 基本構想（第一次素案）」のパブリックコメントに対す

る総合計画審議会の考え方について」を参照願います。  

 

４ 結果の公表  

(1) 公表期間  

２０１０年（平成２２年）２月２５日（月）から３月２４日（水）まで  

(2) 周知方法  

   広報ふじさわ２月２５日号，市ホームページ等にて周知します。 

 



№ 分類 件名 内容 考え方

1 計画策定の方
法について

藤沢市新総合計画基
本構想（第１次素案）

　基本構想は、正直なところ大変わかりにくいもの
です。基本計画や実施計画を策定するときは、ぜ
ひ公聴会を開いてください。

　新総合計画の策定においては，市
民力，地域力，行政力を発揮し，
様々な仕組みを駆使しながら進めて
おります。今後の地区別まちづくり計
画に当たっては，地域経営会議と市
民センター・公民館が，地区の市民
の皆様の声を聞きながら進めること
としておりますので，ご理解ください。

2 将来像につい
て

　「いまも未来も住み続けたいまち」は、どの様な状
態の将来像／姿を求めるのかが、漠然としていま
す。受け取る人によって、その想いは、様々となる
のではないでしょうか。市民として、他の都市と比
較して住み続けたくなるという実現したい価値、特
色を訴求すれば、より魅力的な将来像になると思
われます。例えば、文中の表現を借りれば、平凡
ですが「暮らしやすさと豊かさの溢れるまち」という
ような表現の方が直接的でわかりやすいと思う。或
いは、藤沢市の違いを際立させるために「海と緑と
人に魅せられるまち」などが一例です。サブタイト
ル～環境・歴史・文化・人のネットワークづくり～（１
５ページ参照）を付け補足するのも一方法と思いま
す。

　将来像は，20年後の藤沢のめざす
姿のイメージを表現したものです。市
民，地域と行政が協働して「藤沢づく
り」を進め，より多くの市民の皆様が
暮らしやすさや豊かさを実感でき，将
来に渡って「住み続けたい」と感じら
れることをキーワードにして定めたも
のですのでご理解ください。

藤沢市新総合計画　基本構想（第一次素案）」のパブリックコメントに対する総合計画審議会の考え方について

3 都市ビジョン・
めざす方向性
について

一次素案に対する個
別の意見について

（方向性をどこのビジョンに位置づけるかによって
今後の基本計画・実施計画を左右する重要なもの
と考え、提言しています）
　方向性の一つとしての「共に生き、共に創る地域
社会の創出」については、１３ページで、都市ビジョ
ン「地域から地球に拡がる環境行動都市「ふじさ
わ」」とリンクさせています。「市民の力が育てる生
活充実都市「ふじさわ」にリンクする概念とした方が
良いと思われますが、いかがでしょうか。そのビ
ジョンの説明文では、環境の概念を広く解釈して社
会環境も含めていますが、地域社会の創出を含め
ることは、一般市民から見て無理があると思われ
ます。それよりも、生活充実都市の一つの方向性
として、かつ地域社会の果たす意義の重要性に鑑
みて、生活充実都市の中の方向性の一つとしてリ
ンクした方が適切と思います。そうした意味では、
環境行動都市の「環境」の概念を整理すべきもの
と考えます。
　この基本構想は、現状認識として成熟した地域
社会であることを前提として、論理が構成され、市
民力、地域力の発揮を期待しているものと思われ
ます。実感では、地域経営で求める力は、地域団
体活動や文化・サークル活動等で求められるもの
とは、その質が大きく異なっているのではないで
しょうか。ある程度の問題解決力、マネジメント力
等の資質が求められます。現実を意識して、期待
される地域力をお互いに学びながら活動するという
のが本来の姿ではないかと思います。従って、地
域力をお互いに学ぶという方向性を強調するため
にも、リンク換えの提言をいたします。

　都市ビジョン「地域から地球に拡が
る環境行動都市「ふじさわ」」では，
次世代に引き継ぐ自然環境はもとよ
り，社会環境，生活環境などを含
む，幅広い環境の大切さを表現して
います。
　方向性としての「共に生き，共に創
る地域社会の創出」では，人権，平
和，多文化共生，環境共生等を想定
しており，地域において地域経営会
議が中心となって市民や団体の意
見を聞き，問題解決力やマネジメント
力を発揮しながら「地域づくり」を進
めていく先には，地域にとどまらない
優しく穏やかな自然，社会，生活環
境が創出されると考え，この方向性
を「地域から地球に拡がる環境行動
都市」に位置づけたものですのでご
理解ください。
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№ 分類 件名 内容 考え方

4 藤沢市新総合計画基
本構想（第１次素案）

　「藤沢づくり」の目指す方向性の中に、市民と協
働して地域経営に当たるとか、地域力市民力によ
る安全な暮らしなどと書いてあります。それはこれ
まで以上に市民の力を活用して市政運営に当たる
ということでしょう。
　そこで活用される市民の立場で意見を述べたい
と思います。
　行政と市民が対等な立場に立って協働するため
には、市民側に圧倒的な情報不足があります。藤
沢市はこれまで情報公開に力を入れてきました
が、まだ足りないところ、使用方法が複雑すぎると
ころがあります。これまで以上に徹底した情報公開
と、簡便な方法による情報開示を求めます。基本
構想に市民力を活用するとあれだけ書いてあるの
ですから、情報公開のこともきちんと示さなくては
一方的のように思えます。

　ご意見のとおり，情報の提供，共有
は重要な理念であると考えており，
「基本理念２　市民と創る「自律する
まち」の行政システムを構築します」
の中でも明らかにしているとおり，市
民の皆様との情報の共有化に努め
ていく行政を想定しておりますのでご
理解ください。

5 　３－２．地域、市民と行政がめざす20 年後の都
市ふじさわの姿の中には、さらなる格差社会の拡
大、市民の生活の苦しさ、を想定せず、それに対
処する藤沢市、という姿勢も見出せないのも疑問
です。

　この基本構想では，人口減少や少
子高齢化，厳しい経済状況による雇
用問題などを前提として，「1．市民
の力が育てる生活充実都市」におい
て，市民一人ひとりが生活の充実が
感じられる都市を目指すこととしてい
ます。

6 ３－３．「藤沢づくり」のめざす方向性」の中にも、格
差社会というのは意識されてないと思います。
たとえば、６ 地球温暖化防止など地球環境への未
来投資を進める「藤沢づくり」には、産官学による
協働と連携によって最先端の環境技術、といった
大掛かりなものは書いてありますが、もっと身近
な、自転車を走りやすく停めやすい町にする、など
を、この構想を書いた人達は、思い浮かばないの
は不思議です。
　また、地域経営会議の存在が、総合計画の前提
にされてしまっているのも変ですが、そのあり方の
問題についても、何も触れられていません。たとえ
ば、委員の人選の問題。市役所が選ぶのではない
らしいが、では、その選考委員を選ぶ人選は、市役
所が行っているのでは。また、活動出来る人は、そ
もそも生活に余裕がある人に多い、という問題。そ
して、無償で活動している人が、自分がやりたくな
い事について、市民からの要望あるからといって実
行できるか、という問題。

　この基本構想では，人口減少や少
子高齢化，厳しい経済状況による雇
用問題などを前提としており，格差
については，「３　地域力・市民力に
よる安全で安心して暮らせる「藤沢
づくり」」「４　共に生き，共に創る地
域社会の創出」において，一生安心
して暮らせる環境と共に生き，働き，
学ぶ環境というところで認識をしてお
ります。
　地域経営会議については，市民主
体のまちづくりを進めていく上で重要
なものであると考えております。
　地域での事業は，自助，共助，公
助に基づき実施されるものであり，
地域経営会議は地域の市民の皆様
の声を聞きながらまちづくりを進める
機関であることをご理解ください。

7 一次素案に対する個
別の意見について

　表現の問題ですが、「独自」というとエゴのニュア
ンスがチラチラと垣間見られますので、「織りなす
個性あふれる地域づくり」の方が実現価値として
は、より適切と思われます。

　「独自の地域づくり」は，各地区が
自主自律に基づき，地区の特色や
個性，ニーズを踏まえた「地域づく
り」を行うことを理念として掲げたも
のです。自主自律を基本として，地
区の市民の皆様の声を聞きながら
個性を輝かせる「地域づくり」を，地
区の意思決定において進めるという
面で，画一性と対比して「独自性」と
いう表現としておりますのでご理解く
ださい。

8 藤沢市新総合計画基
本構想（第１次素案）

　市民が市政に関する学習をする機会を増やしてく
ださい。これからは労力奉仕だけではなく、市政に
意見を届ける必要も出てきます。そういう力をつけ
るために、市民は学習が必要です。現在行ってい
る、市職員に対する研修や審議会委員の研修など
を一般市民に公開にすれば実現できると思いま
す。（この項目は、基本構想ではなく基本計画や実
施計画に入るかもしれません。）

　地域経営会議では「地域でできる
ことは地域で考え，地域で実行する」
ことを基本にしており，地域経営にお
ける「学習と成長」の視点は重要な
要素であると考えております。従いま
して，様々な状況を捉えて市民の皆
様への学習の機会の提供に努めて
いく行政を想定しておりますので，ご
理解ください。

都市ビジョン・
めざす方向性
について

まちづくりにつ
いて

住民の意見を聞く姿勢
をもっと

-　2　-



№ 分類 件名 内容 考え方

9 　「私たちの政府」宣言も、基本構想も、市民が何ら
かの活動に参加すれば「市民力」「地域力」といっ
た事により、地区内の事には影響力を持てるような
事は書いてあります。しかし、藤沢市の施策や事
業や投資などの中では、「市民力」「地域力」以外
のものが、予算規模などから依然として大部分を
占めるのでしょうし、それら大部分の施策や事業や
投資などに対し、行政が市民の声を聞いたり尊重
すべき事などがまったく書いて無いというのは、ど
うも市民に利益が乏しいと思えます。
　たとえば、宣言は、「行政は市民と協働してより効
率的、効果的な運営を行うため、徹底した行政改
革に取り組む一方で、藤沢の将来にとって必要と
思われることに対しては、積極的に投資するなど、
生活者の実感でメリハリのある戦略的市政運営を
進めます。」と結ばれているわけですが、藤沢の将
来にとって「必要」か、「必要」でないか、判断する
のは、行政なのか？市民なのか？書いていない
し、市民の意見を聞く事も書かれていない。今後行
政は、市民の多数が「必要」でないと思う投資も行
う、と宣言しているようにも読めます。

　新しい総合計画は，市民力・地域
力・行政力をあわせた新たな仕組み
のもとに策定を進めているところで
す。
　藤沢の将来についての判断は，こ
の新総合計画においては，基本計
画の策定に際して行う課題の重み付
けの中で，市民アンケート等を踏ま
えて検討するとともに，地域づくりに
おいては，地区の市民の皆様の声を
聞きながら合意形成を図ることを想
定しております。
　また，実施計画においては，各地
区ごとにまちづくり実施計画を策定
する予定であり，行政事業のみなら
ず，地域で考え，地域で実行する事
業，地域で市民の皆様の声を聞きな
がら有用であると判断した事業を選
定することとしています。

10 　最後に、この基本構想に欠けていると思うのは住
民投票もあります。
　市の施策に対し、賛成なら賛成、反対なら反対、
といった、市民が住民投票で決める権限を持つ事
こそ、真の市民経営ではないでしょうか？

　住民投票については，地方自治法
の権利義務事項には当たりません
が，市民の皆様の権利を保障するも
のとしては，別に議論していくべきも
のと考えておりますので，ご理解くだ
さい。

まちづくりにつ
いて

住民の意見を聞く姿勢
をもっと
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