
第６ 意 見 

１ 平成 29 年度予算 

平成 29 年度当初予算は、第３次総合計画（以下「３次総」という。）の更なる推進と 

総人口 70 万人の維持を目指し、財政規律を堅持しながら事業を強力かつ円滑に推進する 

ため、①３次総及び静岡市総合戦略の更なる推進 ②アセットマネジメントの本格的 

着手 ③第３次行財政改革前期実施計画の着実な推進 ④国の交付金や有利な市債の積極

的な活用 ⑤市債残高の適正管理を基本方針として予算編成を行っていた。 

予算編成に当たっては、《「健康長寿のまち」の推進》、《「まちは劇場」の推進》、《歴史 

文化の拠点づくり》、《海洋文化の拠点づくり》、《教育文化の拠点づくり》の〈５大構想〉

の実現を加速化する事業を最優先し、その上で喫緊の課題である人口減少の抑制対策、 

県中部地域の５市２町に拡大して取り組む連携中枢都市圏の事業などに対する重点配分や

平成 29 年４月に県から移譲された小中学校教職員の給与負担事務に係る予算などにより、

平成 29 年度一般会計当初予算の規模は 3,116 億円となった。 

その後の補正予算では、「地方創生」として梅ケ島地区の観光振興事業や日本平における

公園整備、清水港客船誘致委員会負担金、「安心・安全」として橋りょうの耐震補強・補修

工事や橋りょう点検、「中山間地振興」として清水区両河内地区自主運行バスの運行、 

「働き方対策」としてプレミアムフライデーを推進するためのイベントや情報発信、「広域

連携」としてアンテナショップ開設準備、国の補正予算を活用した「教育・子育て」とし

て小学校体育館大規模改修事業や小中学校校舎トイレリフレッシュ事業に要する経費など

を計上していた。 

この結果、平成 28 年度から同 29年度に繰り越された予算も含めた平成 29 年度一般会計

予算の最終規模は 3,339 億 2,300 万円となり、一般会計と特別会計を合わせた予算規模は

5,779 億 2,355 万円となった。 

２ 平成 29 年度決算 

平成 29 年度における一般会計に特別会計を加えた歳入の総計決算額は 5,543 億 2,194

万円で、前年度に比べ 274 億 1,913 万円（5.2％）増加していた。また、歳出の総計決算額

は 5,432 億 3,627 万円で、前年度に比べ 270 億 8,669 万円（5.2％）増加していた。 

一般会計及び特別会計の決算状況並びにその評価と執行状況に係る審査結果は、次の 

とおりである。 
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（１）一般会計の決算状況 

ア 収支状況 

一般会計の平成 29 年度決算について、歳入の決算額は 3,162 億 8,436 万円、歳出の

決算額は 3,096 億 2,848 万円となっていた。前年度と比較すると、歳入は 318 億 4,692

万円（11.2％）、歳出は 306 億 1,683 万円（11.0％）とそれぞれ増加しているが、これ

は、県費負担教職員制度の見直しに関連する費目の増がその主な要因である。 

前年度と比較すると、歳入においては、道府県民税所得割臨時交付金が 133 億 2,298

万円、国庫支出金が79億 5,020万円、市債が47億 8,950万円、地方交付税が44億 5,092

万円、それぞれ増加していた。これらは、県費負担教職員制度の見直しがその主な 

要因である。一方、繰越金が 12億 7,858 万円、基金繰入金の減少などにより繰入金が

10 億 5,415 万円、それぞれ減少していた。 

なお、市税については、前年度と比較すると、個人市民税が一人当たりの所得額や

納税義務者数の増加等により３億 904 万円増加し、固定資産税が土地価格の下落によ

る減はあったものの家屋の新増築等により４億 295 万円増加するなどして、全体では

５億 6,140 万円増加していた。 

また、不納欠損額は４億 2,268 万円で、前年度と比べ 4,732 万円（10.1％）減少し

ていた。収入未済額は 29 億 8,361 万円で、前年度と比べ１億 7,074 万円（5.4％） 

減少していた。     【13 頁  決算の総括 ア決算概要、17～32 頁  歳入の概要】

歳出においては、県費負担教職員制度の見直しなどに伴い教育費が293億 832万円、

私立幼稚園の認定こども園移行及び保育所等の新設に対する補助件数の増加などに 

より民生費が 37 億 6,060 万円、それぞれ増加していた。一方、清水斎場建築工事の 

建物本体工事が平成 28 年度に終了したことなどにより衛生費が 16 億 5,562 万円、 

職員の定年退職者の減少による退職手当の減などにより総務費が 10 億 3,541 万円、 

それぞれ減少していた。               【33～47頁  歳出の概要】

イ 実質収支の状況 

アの歳入歳出の差引額から翌年度への繰越財源を除いた一般会計の実質収支額は 

45 億 5,189 万円となり、前年度に比べ 11 億 5,710 万円（34.1％）増加していた。 

【16頁  決算の総括 エ決算収支の状況】
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ウ 性質別決算状況 

一般会計の歳入における財源別構成比率は、自主財源が 48.6％、依存財源が 51.4％

となっていた。その内訳は市税、繰越金、使用料及び手数料などの自主財源が前年度

に比べ 12 億 9,610 万円（0.8％）減少し、国庫支出金、市債及び地方交付税などの 

依存財源が 331 億 4,303 万円（25.6％）増加していた。このように自主財源の比率が

50％を割ることとなったが、これは、主に県費負担教職員制度の見直しに伴い、 

依存財源として道府県民税所得割臨時交付金等が収入されたことによるものである。 

【17 頁  歳入の概要 ア財源別決算状況】

一方、歳出における性質別構成比率では、義務的経費が 57.0％（1,763 億 5,762 

万円）、投資的経費が 14.2％（439 億 1,690 万円）、その他の経費が 28.8％（893 億 5,395

万円）となっていた。この結果、義務的経費の構成比率は、前年度の 52.9％を 4.1 

ポイント上回っていた。 

義務的経費については、前年度に比べ 288 億 4,839 万円（19.6％）増加していた。 

その内訳は、公債費が公債利子の減少などにより７億 6,834 万円（2.0％）減少してい

たものの、人件費が県費負担教職員制度の見直しに伴い 279 億 7,295 万円（60.6％）、

扶助費が私立こども園等に対する給付費等の増などにより 16 億 4,378 万円（2.6％）、

それぞれ増加していた。 

投資的経費については、前年度に比べ３億 399 万円（0.7％）増加していた。 

その内訳は、普通建設事業費がほぼ同額（2,676 万円の減）であったが、災害復旧事業

費が台風などの災害が多かったことにより３億 3,076 万円（138.3％）増加していた。 

その他の経費も繰出金の増などにより前年度に比べ 14 億 6,444 万円（1.7％）増加

しており、義務的経費、投資的経費とともに前年度と比べ増加していたが、義務的 

経費の増加が大幅であったため、その構成比率が大幅に上がる結果となっていた。 

【33頁  歳出の概要 ア性質別構成】

（２）特別会計の決算状況 

特別会計は、清掃工場発電事業会計が平成 28 年度末をもって廃止され、14 会計と 

なった。特別会計全体の平成29年度決算について、歳入の決算額は2,380億 3,758万円、

歳出の決算額は 2,336 億 779 万円となっていた。前年度と比較すると、歳入においては

44 億 2,779 万円、歳出においては 35 億 3,014 万円、それぞれ減少していた。歳入歳出の

差引額から翌年度への繰越財源を除いた実質収支額は、44億 2,978 万円の黒字（前年度

に比べ８億 9,764 万円減少）となっていた。 
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特別会計全体の不納欠損額は 11億 5,455 万円で、前年度に比べ 2,290 万円増加してい

た。収入未済額は 42億 3,952 万円で、前年度に比べ９億 9,893 万円減少していた。 

【48～67 頁 ３特別会計】

（３）平成 29 年度決算の評価 

ア 一般会計の歳入・歳出について 

歳入については、自主財源の根幹である市税収入は前年度に比べ 0.4％増となり、 

市税収納率も 98.45％となって前年度に比べ 0.39 ポイント増加していた。市税収納率

はここ数年右肩上がりで伸びているところであるが、税務部門における明確な役割 

分担や綿密なスケジュール管理などのめりはりの効いた事務執行が功を奏している 

ものといえる。 

歳出については、義務的経費では、前年度と比較して公債費は減少しているものの、

人件費が 279 億 7,295 万円（60.6％）、扶助費が 16 億 4,378 万円（2.6％）、それぞれ

増加している。 

人件費については、平成 29 年度決算では県費負担教職員制度の見直しの影響が大き

いものであるが、義務的経費の中で扶助費を超えて最大の金額の規模となったことか

ら、今後の推移を注視してゆく必要がある。 

扶助費については、下表のとおりここ数年逓増しており、平成 25 年度と比較すると

129 億円の増加となっている。扶助費はそもそも景気の動向や医療・福祉政策の制度の

在り方など国全体の流れに影響されるところが大きいことから一概に評価することは

難しいものであるが、今後もその増加が見込まれるため、この事実を踏まえた財政 

運営や施策の展開が求められる。 

扶助費の推移              （単位：千円） 

年 度 決算額 前年度比較増減額 

平成 29 年度 64,559,021 1,643,784 

平成 28 年度 62,915,237 3,368,228 

平成 27 年度 59,547,009 5,093,806 

平成 26 年度 54,453,203 2,808,860 

平成 25 年度 51,644,343 － 
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イ 市債の管理について 

市債の平成 29 年度末残高は、一般会計と特別会計を合わせ、4,695 億 1,231 万円 

（市民一人当たり 66.6 万円）で、前年度に比べ 51 億 7,601 万円（1.1％）増加してい

たが、市債管理については、財政の中期見通し作成時や当初予算編成時にその必要額

を精査することに加え、実際の執行にあたっては、本年度一括償還の時期を迎える 

市債（平成 19年度発行債）の借換えの抑制や交付税措置のない市債借入れの取り止め

といった新規発行額の抑制を行うなど引き続き適正な市債管理に努力している姿勢が

認められる。今後も市債残高の適切な管理と縮減に努められたい。 

ウ 実質収支について 

平成 29 年度一般会計の実質収支額は 45 億 5,189 万円で、前年度に比べ 11 億 5,710

万円増加していた。この実質収支については、翌年度の補正財源など財政運営を考慮

して、おおむね 40 億円程度を目安に決算調整を行っているとの説明のとおり、ここ 

５年間の実質収支（下表）は、安定して推移している。 

この実質収支や市税収入の状況などを踏まえると、今後の本市の財政状況は、 

楽観視できるものではないものの、直ちに財政運営に支障をきたすものでもないと 

考えられ、平成 29 年度決算全体としては、おおむね安定的な財政運営を行っているも

のと評価する。 

一般会計 実質収支、単年度収支※の推移 （単位：千円） 

年 度 実質収支 単年度収支 

平成 29 年度 4,551,896 1,157,108 

平成 28 年度 3,394,788 △812,568 

平成 27 年度 4,207,357 247,582 

平成 26 年度 3,959,774 △1,265,248 

平成 25 年度 5,225,022 1,194,305 

※単年度収支：12 頁 用語説明を参照 

 エ 経常収支比率について 

平成 29 年度の経常収支比率※は 94.0％となり、前年度の大幅な悪化ほどではないも

のの、更に 0.2 ポイント悪化する結果となっていた。これは主に、県費負担教職員 
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制度の見直しに伴い道府県民税所得割臨時交付金が新たに歳入されたことや市税・ 

地方交付税等の経常的な一般財源の増加があったものの、清水斎場の完成に伴う管理

運営経費の増などによる物件費や県費負担教職員制度の見直しに伴う経常的な経費が

増加したことによるものである。 

経常収支比率の推移については、下表「経常収支比率の推移」のとおり、平成 23 年

度以降 90％を超え続けており、ここ２年は連続して悪化している。悪化の要因の一つ

である教職員に関する経費は今後も変わることはなく、施設等の維持管理に要する 

経費も新設や老朽化対策の状況から増加が見込まれるため、経常収支比率の数値の 

改善は困難が予想される。 

この数値は、政令指定都市 20 市の平成 29 年度決算における速報値の比較では政令

指定都市平均の 96.3％を下回ってはいるものの、数値の悪化傾向を勘案すると財政 

構造の弾力性が更に失われつつある傾向が表れている。 

経常収支比率の推移                      （単位：％） 

年  度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

経常収支比率 91.0 91.5 91.1 91.9 91.3 93.8 94.0 

※経常収支比率：12頁 用語説明を参照

オ 今後の対応について 

    以上のとおり、本市の決算の状況を実質収支や経常収支比率などから見ると現状は

おおむね安定しており、危機的な状況というわけではないが、今後の財政運営を考え

ると楽観視できる状況ではなく、そのことを常に意識してゆく必要がある。そして、

このような状況を広く市民に分かりやすく知らせた上で、今後の投資計画や３次総 

後期実施計画の策定を進める必要がある。 

    安定した財政運営を行ってゆくためには、行財政改革の取組が重要性を帯びてくる。

行財政改革のうち、不要不急な経費を削減する取組は当然に必要なことであるが、 

そのような面だけではなく、行政運営全体の適正化・効率化を常に考え続ける姿勢が

結果的に財政運営に良い影響を与えるものと考えられる。 

本市の行財政改革前期実施計画に沿った取組は着実に成果が挙がっており、評価す

るものであるが、取りまとめに当たる総務局としては、実施計画に登載されない身近

なものにこそ目を向ける必要がある。このことは、平成 28 年度決算審査意見において

も述べたことであるが、身近な仕事のプロセスの見直しは、無駄の把握やリスク管理
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に繋がり、ひいては内部統制の一環ともなることから、この取組を更に具体化し、 

行財政改革を今以上に進展させてゆくことを望むものである。 

３ 平成 29 年度予算の執行状況等 

平成 29 年度予算の執行状況等については、以下の点に着眼して指定テーマを選定し、 

本審査を行った。 

① 重点プロジェクト（歴史都市、文化都市、中枢都市、健康都市、防災都市、共生都市）

に位置付けられた事業 

② 特別会計 競輪事業会計 

（１）重点プロジェクト事業 

  ア 400＋プロジェクトの推進（駿府城公園エリアの整備等） 

『歴史文化施設建設事業』は、本市の歴史文化を保存・伝承し、その魅力を市内外

へ発信する「歴史文化のまち」の中核となる施設の建設を目指すものであり、平成 29

年度は、建設・展示に係る基本設計についての条件整理を行うとともに、展示資料の

購入や資料調査を実施しており、同施設が博物館機能を持った上で、展示室・収蔵庫

や市民活動室等を有する「展示・交流棟」と中心市街地のまち歩きと一体となった 

憩いの空間としての役割を担うカフェ、ショップ、歴史観光案内の場などを設置する

「歴史体験展示棟」とで構成され、建物の高さを可能な限り低くし、駿府城の石垣と

お堀を活かした景観と一体となることで存在感を発揮するとともに、ＪＲ静岡駅や 

静鉄新静岡駅方面から外堀の桜を眺めながら城代橋を渡ると自然にこの建物に人々を

誘うイメージなど、各方向からの人の流れをここに取り込んだ回遊性を期待して建設

するという基本設計の概略やコンセプト、集客・交流人口の拡大に向けた構想などが

示されている。 

歴史文化施設は、本市の歴史的・文化的資源の収集・保存と展示・公開、集客創造・

回遊促進などの様々な機能を有するものとして整備されることとなるが、そのための

設計や資料収集、今後の運営方針などが着実に進みつつあるものと評価される。 

しかしながら、配置計画で示されている来館者用駐車場については法律で定める必要

最低限の台数分のみを整備するとの説明であり、自家用車や観光バスによる来館者の

受入体制についての言及はなかった。 

歴史文化施設をはじめとした地域資源を活用して交流人口の拡大を目指すための 

来訪者対策のひとつとして、自家用車や観光バスの駐車場確保は大きな課題である 
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一方、本市が目指す「歩いて楽しいまちづくり」の実現との調和も求められる。 

また、歴史文化施設を核とした駿府城公園エリアの整備は、駿府城公園「桜の名所」

づくり事業、お堀の水辺活用事業、追手町音羽町線等にぎわい空間創出事業などの 

ほか、駿府城公園周辺の景観まちづくり方針策定事業とも歩調を合わせた展開も求め

られることから、今後もより一層緊密な局間連携による事業実施を望むものである。 

  イ 草薙地区の賑わい創出 

草薙地区は、３次総で「文教エリア」として位置づけられ、県立大学や常葉大学を

核とした多くの若者でにぎわう「教育文化拠点」の実現を目指している。そのような

中で、拠点となるＪＲ草薙駅周辺地区においては、これまでに草薙駅橋上駅舎、南北

自由通路等が整備され、平成 29 年度には南北駅前広場やアクセス道路の整備が行われ

ており、現地調査においても事業の進捗が順調であることが確認された。 

これらの事業は平成 30 年度をもって整備完了の予定であるが、ＪＲ草薙駅南口に 

関しては、エリアマネジメントの担い手となる「草薙カルテッド」との協働による 

にぎわいづくり、静鉄草薙駅とのアクセスを重視したみちづくり、市営駐車場・駐輪

場の将来の在り方等が次の課題として挙げられ、また、ＪＲ草薙駅北口に関しては、

常葉大学へのアクセス整備が喫緊の課題として挙げられている。学生が一時に集中し

やすい市道中之郷９号線（サレジオ学園横）の安全な通行確保や国道の既設歩道橋 

（常葉大学前）の今後の在り方については、関係する機関も多く、困難な課題では 

あるが、常葉大学周辺全体のまちづくりにも関わるものでもあることから、速やかに

検討を進め、整備を図ってゆく必要がある。 

ウ オクシズ・しずまえの振興 

『「お茶のまち静岡市」推進事業』は、「茶どころ日本一計画」に掲げられたお茶の

まち静岡市のブランド力を高めるためのイメージ戦略として、ホームページの運営、 

ＪＲ静岡駅周辺での情報発信、お茶に関する講習を受けたドライバーとラッピング 

タクシーの組合せ、お茶ツーリズムの推進、首都圏でのプロモーション活動など 

幅広い取組が実施されていた。「お茶のまち静岡市」のホームページの年間閲覧数は 

目標の 28,000 件を上回る 36,093 件となり、ＪＲ静岡駅北口地下広場にある「喫茶 

一茶」の利用者数は 52,527 人となるなど、一定の成果を挙げている。 

これらの事業のうち、『お茶ツーリズム推進事業』として情報誌「お茶こんちは！」

が改訂の上 5,000 冊が作成され、観光業・宿泊関連団体や旅行業者等に配布されてい
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た。冊子の内容は、お茶摘み体験ができる茶農家、カフェや農家民宿も営む茶農家、 

茶の町コンシェルやお茶スイーツの紹介を行う茶商など茶産地ならではの情報が掲載

され、本市のお茶にまつわる魅力がよく伝わるものとなっている。しかしながら、 

冊子配布後の戦略については十分な説明がなく、中山間地域や茶町周辺に人を呼び 

込むための工夫に繋がるような冊子の活用が望まれる。 

エ 首都圏等からの移住・定住の促進（中山間地移住促進事業、オクシズ農林漁家民宿

開業助成、「いつかは静岡」お試し体験移住プログラム事業） 

人口減少対策・中山間地振興対策の観点から、移住に関する事業として『中山間

地移住促進事業』、『オクシズ農林漁家民宿開業準備事業』及び『「いつかは静岡」 

お試し体験移住プログラム事業』について審査した。 

『中山間地移住促進事業』では、大川地区への子育て世代の移住など目標を上回

る実績を上げていたほか、他地区にも影響を与えて移住促進事業を実施する新たな 

団体が発足するなどの成果が挙がりつつあるとのことであった。また、中山間地域

に馴染めず転居してしまった事例を経験として移住希望者と地元住民との橋渡しに

重点を置く対策をとるなど、より円滑な移住促進に向けた努力も見られた。この 

事業は、一挙に目覚ましい効果が出るものではないものの、本市の中山間地域の 

維持のため、今後も継続して取り組んでゆくことが望まれる。 

同様に中山間地域を対象とした『オクシズ農林漁家民宿開業準備事業』は、直接 

移住者を対象としたものではないが、中山間地域の魅力を高めオクシズを多くの人

に知ってもらいその活性化を図る事業である。平成 29 年度に始まった事業である 

ため実績は１件に止まっているが、平成 30 年度に向けて３件の相談があるとのこと

であり、既に営業を始めている民宿とも連携して勉強会等を予定しているとのこと

であった。農林漁家民宿は中山間地域への移住希望者に対しては本市の中山間地を

体験できる格好の施設となり得るものであるが、「移住」というタイトルがないため

情報が届きにくいとの課題が挙げられており、東京の移住支援センター等との連携

に加え、同じ経済局の『「お茶のまち静岡市」推進事業』等との連携も検討している 

とのことであった。 

移住希望者に向けての『「いつかは静岡」お試し体験移住プログラム事業』につい

ては、利用状況が 16 世帯 37 名、滞在延べ日数 143 日となっていた。その中で利用

者への案内・日常管理等の用務について職員の負担が大きくなっていること、特定 

公共賃貸住宅を目的外に使用して活用している現状などいくつかの課題が見られた。 
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これらの事業は、市外の人たちに対して本市の良さを味わってもらい、移住や 

交流人口増加に結び付くような効果的なＰＲなど部局を超えた発想や工夫が求めら

れるため、各局の連携を密にした地道な取組を行うよう望むものである。 

オ 中部５市２町広域連携事業（圏域全体の経済成長のけん引） 

中部５市２町広域連携事業は、静岡県中部地域に位置する静岡市、島田市、焼津市、

藤枝市、牧之原市、吉田町及び川根本町の５市２町が、この圏域が目指す将来像を 

「海・山・街道を活かした多極連携・交流都市圏」として急速な人口減少、少子高齢

化などの各市町が共通して抱える課題の解決に向けて「しずおか中部連携中枢都市圏

ビジョン」を策定し、取り組んでいる事業である。その取組の３つの柱として、 

①圏域全体の経済成長のけん引 ②高次の都市機能の集積・強化 ③圏域全体の生活

関連サービスの向上が掲げられ、圏域内の市町が全体で取り組む事業と多極的に政策

を連携する事業によって形成されている。 

平成 29 年度に実施された具体的な事業のうち、①の柱のいくつかの事業を審査した

ところ、次のような課題が見られた。 

『街道文化発信事業』では、宿場資源の活用事業、東海道イベントマップ・宿場町

周遊マップの作成事業など複数の市町が連携するものもあれば、島田市内の観光 

スポットをＰＲする動画の作成や藤枝市の藤まつりへの補助のように単独の市による

事業を対象とするものもあった。街道文化の発信といいつつ、そもそも東海道とは縁

のない市町も圏域内には存在している中で、このように多様な事業を街道文化発信 

事業として位置付けて圏域全体の経済成長のけん引に結び付けてゆくことは容易なこ

とではなく、このことは圏域内の各市町の街道文化や経済成長を所管する部局（本市

の場合は、観光交流文化局）の知見に関わるところが大きい。この事業の今後の展開

は、圏域内の街道全体から文化を発信することにより各々の市町の地域資源を生かし

た交流人口の拡大を目指すものであるとするならば、企画部門は各市町の調整役に 

徹し、現場を知る所管部局同士による議論を深めた上でのものとなることが望まれる。 

次に、『海外展開・対日投資促進事業』のうち、中国からの投資と圏域内企業との 

マッチングに関する事業等は、資金と販路を中国、生産と開発拠点を日本とする日中

共同の関係を切り口として、圏域全体の経済成長のけん引を図るものであり、平成 29

年度には牧之原市が４つの団体と経済交流に関する覚書を締結したほか、中国企業 

経営者の県内視察を受け入れるなど一定の成果が見られた。しかし、圏域内には中国

に対するマイナスイメージを持つ企業も多いことから、今後の事業展開には民間企業
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の意向や投資効果の把握など、より地域経済と密着した専門的な知見が必要となるこ

とが考えられ、圏域内の各市町の経済部局の関与が必要となる。この点は、街道文化

発信事業の場合と同様に企画部門は調整役に徹する必要がある。なお、決算審査に 

おいては、牧之原市が説明する中国の一帯一路構想の評価について企画局と経済局が

同一の認識を持っておらず、この事業についての本市の評価が定まっていない状況が

見られた。 

次に、圏域のＰＲや地場産品等の販路拡大を図るために首都圏にアンテナショップ

を開設する事業は、候補地の選定から建物所有者との交渉、店舗概略案の作成までを

委託したものの、平成 29 年度中には対象物件に係る賃貸契約の締結には至っていなか

った。この事業は、圏域全体の物産の周知やシティプロモーションについての具体的

な戦略を５市２町が協力して示すことが最重要課題であることから、候補地の選定と

並行して議論を進めることが望まれる。 

中部５市２町広域連携事業は、圏域全体の将来を見据えて関係市町が連携協約を 

締結して施策展開してゆくものであるが、各市町の利害が交錯する上対象事業個別の

特徴や事情も存在することから、その調整は困難であることが容易に想像される。 

しかし、定められた都市圏ビジョンを着実に実現してゆくことがこの圏域全体の発展

に繋がるものであるとの強い意志を持って各市町が一致することによって課題を克服

してゆくことが必要であり、そのためには、まず本市内部においてそのことの理解が

行き渡らなければならない。 

本市の各局が抱える事業の中で、この圏域全体を視野に入れることが適切なものも

あり（例えば２峠６宿事業など）、所管部局の持つ強みを生かすことが圏域全体に良好

な効果をもたらす可能性があるものについては、企画局と所管部局が適切な役割分担

を行った上で相互の協力によりこの事業が進展してゆくことが望まれる。 

カ 健康長寿のための静岡型地域包括ケアシステムの構築（「自宅でずっと」プロジェクト） 

 地域包括ケアシステムは、高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域で自分ら

しい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・

生活支援が一体的に提供される仕組みで、団塊世代が 75 歳以上となる 2025 年を構築

の目途としているものである。このシステムについては、過去２年間の決算審査から

継続的にその構築状況を審査してきており、各年度において適宜課題を摘示してきた

ものであるが、事業への取組は、平成 29 年度までおおむね順調に進捗しているものと

認められる。 
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平成 29 年度には健康長寿のまちづくり計画が策定され、同 30 年度から 34 年度まで

の「富士山型」の全体像が明らかにされたが、地域包括ケアシステムそれ自体は 

同計画の「山頂」と「山腹」に位置付けられ、それまでの「裾野」の部分が同計画 

全体を支える取組とされたことにより、地域包括ケアシステムからすると「裾野」 

部分が切り離されたように見えている。この点を含めて、地域包括ケアシステムそれ

自体についての課題を次に示すこととする。 

まず、地域包括ケアシステムを構成する単位について、本市では住民同士の繋がり

が小圏域（小学校区）を範囲とする自治会活動を中心に行われていることから小圏域

を地域課題の相談・解決のための単位として捉えシステムを構築してゆくとのことで

あったが、医療・介護等の専門的なサービスの提供も含めたシステムの中心となる 

べき地域包括支援センターの単位が日常生活圏域（中学校区）となっていること、 

医療・介護資源の偏在などからサービスの提供主体のない又は乏しい小圏域もある 

こと、実際に小圏域でのミーティングに参加する専門職の意識の低下が表れるなど、

このシステムの展開を小圏域で完結させることについての問題点が表出してきている。

この点について所管課では柔軟に対応してゆくとする方針を示していたが、相談・ 

解決の単位とする小圏域と地域包括支援センターの活動単位である日常生活圏域との

間での整合性を確保し、円滑な展開を図ってゆくことは大きな課題のひとつである。 

次に、健康長寿のまちづくり計画（富士山型）の「山頂」と「山腹」に位置付けら

れた静岡型地域包括ケアシステムについては、「山頂」部分における専門職人材の 

育成・確保や拠点病院との連携などその重要性は言うに及ばないが、地域の自主性や

主体性に基づきその特性に応じて作り上げることとされている地域包括ケアシステム

の本質に鑑みれば、「山腹」部分の厚みがこのシステムの有効性を左右する重大な要素

となるものと考えられる。この「山腹」の構成員は、自治会、地区社協、民児協、 

ボランティアなどに集結する一人ひとりの住民であり、それはまさに「裾野」に位置

付けられている人々に他ならない。 

したがって、健康長寿のまちづくり計画でいう「裾野」の人々と地域包括ケアシス

テムを支える「裾野」である人々とを混同せずに、双方の位置付けや役割を整理・ 

融合した考え方を示してゆく必要がある。この点は、この審査においてテーマとした

「生活支援体制整備事業」においても同様であり、地域づくり会議の立ち上げや 

居場所づくり事業の展開などの成否を左右するのは「裾野」を担う人々の充実の度合

によるのではないかと考える。 

更にいえば、このような「裾野」部分の充実には庁内連携の取組が欠かせない。 
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特に、事業所や参画意識が薄いとされる若年層をも巻き込んだ地域包括ケアシステム

としてゆくためには、これらの分野を所管する経済局、市民局などの協力は重要であ

る。 

【参考：「富士山型」モデルにおける山頂、山腹及び裾野】  

出典：「平成 29 年度 静岡市「自宅でずっと」在宅医療・介護連携推進事業報告書 

 わがまちでまるごと支え合うために ～認知症の人とその家族の支援～」 

  キ 静岡型子ども・子育て支援の推進（子どもの貧困対策の推進） 

子どもの貧困対策推進計画（平成 29 年度見直し）では、子どもの生活実態調査の 

結果から子どもの貧困の要因である家庭の不安定やそこから派生する基本的な生活 

習慣の欠如、不十分な学習環境等に目を向け、既存事業の継続・拡充に加えて新規 

事業を盛り込み、教育支援・生活支援・保護者の就労支援・経済的支援の４つの施策

体系に基づいて、平成 30～31 年度に実施する３つの柱による重点取組を示していた。 
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審査した『生活困窮世帯・ひとり親家庭等の子どもへの学習・生活支援事業』は、

これらの家庭環境にある子どもたちに基本的な生活習慣や学習習慣を身に付ける機会

を提供するもので、委託により９箇所で実施していた。 

また、『スクールソーシャルワーカー活用事業』は、スクールソーシャルワーカーが

学校において把握される要支援事例を市の適切な関係機関に繋ぎ、これらの情報を 

児童生徒支援課が集約した上で各学校に事例集として情報提供していた。その際には、

事例内容に応じた問合せ先がわかりやすくまとめられた支援情報リーフレットが活用

されていて、市と教育委員会が協力して子どもの貧困対策に取り組んでいる状況が 

確認できた。 

    しかし、当該計画では学校を子どもの貧困対策のプラットフォームと位置付けてい

たが、プラットフォームの持つ意味や中心となるべき組織が明確でなく、施策全体の

体制整備や現場の理解が十分でない状況が認められた。例えば、学校が子どもの 

「困っている」状態に気付き、学校とスクールソーシャルワーカーによる状況整理と

支援の必要性の有無を各関係機関に繋ぎ、各関係機関はそれらの情報を継続的に共有

し、状況に応じて次のステップに進んでゆくといった支援の流れの中心を多忙な学校

現場が担うことができるのか、また、対策の内容には保護者への就労支援もあれば、 

「気付く」場には、学校以外のこども園や保健福祉センターなどの多様な状況設定も

考えられる中で学校にプラットフォームの役割を任せきりにしていてよいのか、学校

以外にこの仕組みの中心となるべき組織体制が必要ではないのか、などの多くの疑問

点があったが、当局の明確な説明はなかった。 

    何らかの支援を必要とする子どもとその子どもを取り巻く環境について、どのよう

に見守り、支援してゆくのか、については学校現場ではなく行政側が責任を持って 

ケースごとに対応すべきものと考える。平成 30 年度には子ども未来課が事務局となり

子どもの貧困に関する情報や考え方を市全体で共有するための関係機関、団体等に 

よる情報共有や交換の場を持つとのことであったが、平成 30～31 年度の３つの重点 

取組の視点は、「きづき・つなげ・とどける」とされていることからも情報共有や交換

の場が先を見据えた連携の中枢となることを期待する。 

  ク 災害対応力の強化と危機管理体制の確立 

「防災都市」については、『津波対策事業』及び『道路トンネル維持・補修事業』の

２つのテーマについて審査した。 
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まず、『津波対策事業』については、平成 29年度に津波避難タワー２箇所が完成し、

緊急避難的なハード整備は平成 30年度内には完了する見込みであった。また、ソフト

面においては、津波避難ビルの指定及び外付け階段の設置補助やハザードマップの 

充実・強化などを引き続き行ってゆくとの説明であった。 

避難困難区域は縮小しているとのことであったが、避難ビルの指定には区分所有権

者や管理組合の理解を得ることが難しいケースがあること、避難に時間を要する高齢

者等にはなるべく避難距離を短くするために避難ビルの指定数を増やしてゆく必要が

あることなど、今後の津波避難対策に向けた課題は多いことから、引き続き着実な 

推進に努められたい。 

次に、道路、橋りょう等のインフラに対する耐震化・老朽化対策を進め、安心安全

な道路環境を保全する対策について、平成 27 年度の橋りょうの審査に続き、平成 29

年度は道路トンネルを審査した。平成 24 年の笹子トンネル事故を受けた平成 26 年 

３月の国土交通省令により、道路トンネルについては５年に１度の近接目視点検が 

義務付けられたことから、本市では平成 23年度から同 25年度までに市管理の 35箇所

の道路トンネルすべての点検を完了した上で、２巡目の点検を実施していた。これに

より対策が必要と判定された箇所については計画的に補修が行われており、平成 30 年

度からは新たに道路構造物維持管理計画（トンネル編）を策定して道路トンネルの 

維持管理を計画的に実施してゆくとのことであった。 

道路環境全体の老朽化・耐震化対策には相当の費用と時間を要するものと考えられ

るが、計画的かつ着実に事業が推進されるよう望むものである。 

  ケ 多様な人々による共生（英語を活用したコミュニケーション向上プロジェクト） 

小学校での英語教育については、2020 年から全面実施される次期学習指導要領にお

いて、小・中・高等学校の一貫した学びを重視し、「聞く・読む・話す・書く」の４つ

の力をバランスよく育成し、外国語能力の向上を図ることを目標として、現在高学年

が行っている「外国語活動」を中学年に導入し、高学年には新たに「外国語科」を 

導入することとなった。 

本市においては、この新たな英語教育の全面実施を前に、2022 年の静岡型小中一貫

教育の開始に向けたカリキュラム改定に合わせ、独自の英語教材の執筆・編集を行い、

教職員への研修を実施した上で、平成 30 年度から英語教育の先行実施を行うこととし

ていた。 

88



その前提として、平成 29 年度はプレミアムフライデーのイベントとして中学生が 

ＡＬＴ※１や市民と英語だけを使ってコミュニケーションを楽しむ『イングリッシュ 

カフェ』と小学校高学年及び中学校１・２年生の希望者が南アルプスユネスコエコ 

パーク井川自然の家に宿泊して英語のみで生活する『イングリッシュキャンプ』を 

開催していた。これらのイベントに参加した児童・生徒たちの反応も良好で、英語を

使ったコミュニケーションに積極的に取り組む姿勢が見られたとのことであり、平成

30 年度からはこれらの事業を拡大してゆくとのことであったが、これらの試みは 

児童・生徒たちが英会話に親しみ、英語離れをなくしてゆく観点からは有効と考えら

れる一方で、実際に英語教育を担う教職員側の指導力の向上や負担感・不安感の払拭

が課題として挙げられている。 

今後は、ＧＥＴ※２の活用やＡＬＴの増員のほか、教育センターにおける教員への 

各種研修の充実によってこれらに対処してゆくとのことであったが、教育委員会全体

として計画的な支援を行うことにより、新英語教育の本格実施や静岡型小中一貫教育

の開始に備えてゆく必要がある。 

※１ ＡＬＴ：アシスタント・ランゲージ・ティーチャーの略。外国語指導助手として、

ネイティブの発音や自然な英会話の指導を行う外国人のこと。 

※２ ＧＥＴ：グローカル・イングリッシュ・ティーチャーの略。英語に堪能な人材で、

担任とともに英語の授業を行い、地域のことに関する英語表現の指導を 

行う地域人材のこと。 

  コ まちづくりは人づくり・シチズンシップ 

平成 27 年３月に策定された第３次市民活動促進基本計画では、８年後の目指す姿を

「より多くの市民が参加するまちづくり」と定め、その目標に向けた施策の柱として

「知らせる・やってみる・深める・つながる」の４つを掲げている。平成 29 年度決算

では、このうちの「知らせる」に係る施策の中の電子情報掲示板等による市民活動 

団体の情報ネットワークの構築事業について審査した。 

この事業は、インターネットの利用率は高いものの、市民活動に参加したことの 

ある割合が低い若い世代をターゲットとして事業化されたものであったが、その視点

に止まらず、「静岡シチズンカレッジこ・こ・に」（以下「ここに」という。）修了生の

活動を市民活動に生かす観点から庁内検討が進められ、平成 29 年度は 

① 市民向けの「ここからネット」と市職員向けの「ここにわネット」の構築 

② ここに修了後の活動をここに修了生の間で情報共有するための小冊子の発行 
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③ ここに修了生に向けて市民活動情報やフューチャーセンター開催の情報を記載し

た案内の送付 

④ ここに修了生や市民活動団体が多様な市民と出会い、対話する機会を創出するた

めの対話の場づくり事業としてのフューチャーセンターの開催 

の４つの事業を（仮称）市民活動支援システム構築業務として実施していた。 

    このうち、④の事業は、システム構築による情報提供に止まらないで、市民活動に

参加しようとする人たちが実際に顔を合わせて対話する場を設けることによって 

システム構築との相乗効果が発揮されるものとして、今後の展開が期待される。 

また、今後は、「ここからネット」や「ここにわネット」を通じて幅広い市民活動 

情報と「ここに修了生」の活動が結び付くような広がりのある事業を展開してゆき 

たいとの説明があった。「まちづくりは人づくり」の理念に基づいて、ネットの対極に

あるものまでを含めたシチズンシップ人材の育成・活用、幅広い市民活動への若い 

世代の参加促進など、共生社会の実現のためにさらに市民意識が高まる施策が展開 

されることを望むものである。 

（２）特別会計 競輪事業会計 

静岡競輪の運営状況については、通常開催１開催当たりの収支が 4,617 万円の赤字と

なっていて、競輪事業全体の落込み状況を反映した結果となっているものの、売上高・

来場者数ともに全国的に見ても上位で推移しており、平成 25 年からの５年間は毎年 

２億円から４億円の一般会計への繰出しを行っている。 

開催業務については一括した民間委託を実施しており、車券購入の機械化等の経費 

削減策やファン拡充策などで実績を上げていた。一方、静岡競輪場の老朽化対策として、

平成 27 年度からの施設改修計画に基づいて改修工事や修繕事業が施設改善基金を活用 

して計画的に行われていた。 

競輪事業は、平成 30 年７月のＩＲ整備法※の成立などの状況変化もあり競輪業界全体

としての課題を抱えている中で今後も一般会計への繰出金を継続的に確保してゆくため

の努力を続けてゆくよう望むものである。 

※ＩＲ整備法：特定複合観光施設区域整備法（平成 30 年７月 27日 法律第 80号） 
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４ 総括 

平成 29 年度は、６つの重点プロジェクトに加え５大構想をリーディングプロジェクトと

した３次総の前期計画４年間のうちの３年目に当たり、後期計画がスタートする平成 31 年

度に向けて平成 30 年度には計画の見直しが行われることとなるため、平成 29 年度決算を

検証することには大きな意味があるものといえる。このような行財政運営の行方を見据え

るステップの年であることを踏まえて、今後の財政の見通しや組織運営の在り方について

決算審査を行った。 

実質収支の黒字が継続し、財政指標もおおむね良好であることから、本市の財政状況が

比較的安定的であるという評価については既に述べているところであるが、過去に投資を

行った施設等の維持管理費が年々増加傾向にあり、徐々に財政を圧迫しつつあることに 

加え、国全体の傾向からも扶助費が今後増加してゆくことが確実な情勢から、本市財政の

将来は決して安泰ではない。更に平成 29年度からの県費負担教職員制度の見直しの影響も

加わり、財政運営に余裕がなくなってきている状況は、経常収支比率が増加してきている

ことからも明らかである。 

このように、今後の一般財源の大幅な増収は見込めず、義務的経費を始めとする経常的

支出は逓増を免れない状況の中で、３次総の目指す都市像を実現するための財政的基盤を

充実させていくためには「経常収支比率の改善」が必要であり、そのためには中長期の 

目標を見据えた上で、短期的な対応を着実に実施していく必要がある。また、個別の事業

の実施状況を見ると、効果の測定や自己評価の記載に曖昧な点が多く、ＰＤＣＡサイクル

が有効に機能していない状況が見られた。数値等を使って事業目的を具体的に明示するこ

とは重要であり、それにより効果の測定が可能となり、評価も利用価値の高いものになる。

ＰＤＣＡサイクルは、効果の測定と評価がなければ意味がないことを再認識し、今後の 

計画等の見直しに生かすよう工夫されたい。 

次に、指定テーマごとの審査については、全体として共通する課題が浮き彫りとなった。

少子高齢化の急激な進展やそれに伴う人口の急激な減少など、我が国の現下の世相は過去

にない大きな転換期を迎えており、行政としてもこれまでに経験したことのない事態に 

直面するであろうことは容易に想定することができるものであるが、本件の審査において、

このような情勢認識に欠け的確な対応に課題を残す事例がいくつか見られた。 

前述の審査結果のとおり、中部５市２町広域連携事業については、圏域内の人口減少へ

の対策としての様々な事業が実施されていたが、これらの事業は企画局が主体となって 

実施されており、現場を担う経済局や観光交流文化局にはこのような情勢認識に基づく 

協働意欲があるとは見えなかった。静岡型地域包括ケアシステムの構築についても、 
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超高齢化社会への対応として、社会全体でこれを支える「裾野」の充実の必要性について、

地域包括ケア推進本部による事業展開のみがなされ、関係する経済局や市民局などの情勢

認識や課題意識が明確でないままの状態であった。 

これらの事業に共通しているのは、社会情勢を踏まえた本市全体の方針や考え方につい

ての全庁的な共有意識が不足していることである。行政が直面する課題に対応してゆく 

上でも、このような共有意識をもって各部局が臨む必要があるが、これらの事業では、 

企画局や地域包括ケア推進本部から現場を担う部局に対して積極的な働きかけをした形跡

はなく、また、現場を担う部局にも共有意識に基づく主体的な行動も見られなかった。 

今後、本市が想定される更に困難な局面に対処してゆく上でも各々の部局の当事者意識

や主体性が問われることから、すべての部局が、各施策の打ち出された背景や情勢をよく

理解することで同じ方向を向き、同じ認識のもと仕事を進めてゆく真の「連携」が求めら

れる。そのような観点からすると、ここで取り上げた２つの事例について「連携」不足が

見られたことは、遺憾なことであった。 

ここで取り上げた２つの事業に限らず、真の「連携」を必要とするものは数多く存在す

る。本市は、地方自治体として、部局を超えた連携による事業実施が国の省庁とは異なる

行政の強みであることを改めて認識して、今後の困難な課題に対処してゆくことが望まれ

る。 
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