
視察報告会 

令和元年7月24日（水） 
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中標津町都市計画マスタープラン策定委員会 



本日の予定 
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19:00  開会、本日のプログラム説明 

19:10  報告：牧之原市（佐々木副委員長） 

19:30  報告：掛川市（飯野委員） 

 休憩   （５分） 

19:55  他の参加者からの報告・感想 

20:10  これからの都市マスに活かせそうなこと 

     （グループワーク） 

20:30  小林委員長から一言 

牧之原市 掛川市 



概要 

視察先：静岡県牧之原市、掛川市 
期 間：6月17日（月）～19日（水）2泊3日 
参加者：中標津町都市計画マスタープラン策定委員会委員 
     小林英嗣委員長、佐々木優副委員長 
     細谷委員、松田委員、飯野委員、東田委員 
（随行）都市住宅課 佐瀬係長、企画課 田附係長、 
    ㈱ドーコン生沼    計9名 

1日目（6/17） 

牧之原市 掛川市 

2日目（6/18） 

3日目（6/19）帰町 3 





中標津町都市計画マスタープラン 
視察研修報告（牧之原市） 
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富士山静岡空港 

山にお茶の文字 
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牧之原市の概要 
 

• 平成17年 榛原町、相良町が合併し牧之原市が誕生 

• 人口44,289人 15,801世帯  

• 自治会加入率82.5% 

• 学 校：小学校10校・中学校4校・高校2校 

• 自治推進協議会：10地区（小学校区） 

• 自治会：25地区 

• 空 港：富士山静岡空港 

• 主産業：農業（お茶）・漁業・工業（スズキ） 
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会  場：榛原（はいばら）高校 

研修会場到着 
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アイスブレイク 
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視察研修メニュー 

1.公共施設マネジメント基本計画策定 

 

2.地域リーダー育成プロジェクト 

 

3.市民協働、市民ファシリテーター 

 

4.高校生と一緒に対話（WS） 

 

5.振り返り 
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市からの取組説明 
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牧之原市 市民協働のまちづくりのあゆみ 

• 平成17年：市長のマニフェストを基に「市民参画協働の推進」をスタート 

• 平成18年：第１次行政改革⇒「フォーラムまきのはら」開設 

• 平成19年：男女共同参画のあり方⇒市長マニュフェスト市民討論会 

      （参加者が減る）・ファシリテーターの存在 

• 平成20年：まちづくり基本条例を考える会  

      「男女協働サロン」「市民ファシリテーター養成講座」 

• 平成21年：男女協働学習計画 

      「自治基本条例を創る会」「幸せの種まき」  

• 平成22年：行政改革懇談会・行政改革推進本部 

      「自治基本条例案上程」 

• 平成23年：総合計画・自治基本条例制定 

       自治会組織の在り方検討 
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牧之原市 市民協働のまちづくりのあゆみ  

• 平成24年：「自治基本条例推進会議」設置 

       市内10小学校区ごとに「自治推進協議会」発足 

• 平成25年：地区における絆づくり事業補助  

       地域絆づくり事業（３地区）基本計画作成 

• 平成26年：市政への市民参加に関する条例          

       地域絆づくり事業（３地区）実施計画作成 

       都市計画マスタープラン（地区別構想10地区） 

• 平成27年：第２次総合計画  まち・ひと・しごと創生総合戦略 

      「公共施設総合管理計画」作成に係る対話の場 

       地域リーダー育成プロジェクト 市民対話の場 

• 平成28年：公共施設等総合管理計画 学校設置条例改正 

      地域の絆づくり 地域リーダー育成プロジェクト 

• 平成29年：地域の絆づくり 地域リーダー育成プロジェクト継続 
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牧之原市・市民参加と協働のあゆみ 

（資料）牧之原市ホームページ 15 



「市民協働ファシリテーター」 
が会議の進行を務めている 

市民協働ファシリテーター 
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公共マネジメント基本計画 

ファシリテーション 
とグラフィック 

（資料）牧之原市ホームページ 17 



ファシリテーション 
とグラフィック 

公共マネジメント基本計画 

（資料）牧之原市ホームページ 18 



公共マネジメント報告会 

（資料）牧之原市ホームページ 19 



地域の絆づくり事業 

（資料）牧之原市ホームページ 20 



地域の絆づくり事業 

（資料）牧之原市ホームページ 
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地域リーダー育成プロジェクト 

（資料）牧之原市ホームページ 22 



地域リーダー育成プロジェクト 

（資料）牧之原市ホームページ 
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地域リーダー育成プロジェクト 

（資料）牧之原市ホームページ 24 



地域リーダー育成プロジェクト 

（資料）牧之原市ホームページ 25 



地域リーダー育成プロジェクト 

（資料）牧之原市ホームページ 
26 



地域リーダー育成プロジェクト 

（資料）牧之原市ホームページ 
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高校生を交えてワークショップ 
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振り返り 
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今回の研修会のグラフィック 
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記念撮影 
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視察研修で感じたこと  

  
行政は市民参加を促進するため 
 
・市の自治基本条例に基づき、計画策定には時間をか
けて、市民との対話によるまちづくりが進められてい
ること。 
 
・会議に市民ファシリテーターが活躍していること 
 
・自治推進協議会をつくり、地域の連携、協働のまち
づくりと人材育成に努めていること 
 
・高校生の地域リーダー育成に努めていること 
 

 
 

 32 



 

高校生とのワークショップで、「何故此処に居ますか？」
と言う設問にその高校生は、こう答えてくれた 

・地域リーダー育成プロジェクトに参加した理由は、中学
3年のとき、高校の案内説明会で、この授業がある事を知
り、楽しそうだなと思い、榛原高校を受験するきっかけに
なりました。 

授業を受けてみて 

・対話しながらこの地域の事が好きになった。 

・面白い、お菓子が食べられるから、運営は大変だったけ
ど、話してみて、もっと話したい！ 

・今回は授業ではなく、放課後でしたが、参加しました。 

目をキラキラさせて話していたのが印象的でした。 

中標津の高校生にもそんな体験をしてほしいです。 
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中標津町都市計画マスタープラン 
掛川市 視察報告 
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掛川市の概要 

・人口 118,023人 45,414世帯 
・自治会加入率 約８４％ 
・自治会：31地区 
・都市マスによる地域：9地区（中学校区） 
・学校：小学校22校・中学校9校・高校4校 
     大学１校・農林大学校1校・特別支援学校2校 
・交通：東海道新幹線 掛川駅 
     東名高速道路 掛川インターチェンジ 
・産業：農業（お茶）・工業（複数の工業団地） 
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掛川市役所 
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庁舎内は茶畑がイメージされている 
38 



39 



当時の新村市長 
（１９７７～２００５ ７期） 

・生涯学習のまちづくり 
 
榛村氏の独自の理論、二宮尊徳の教えをもとにした 
生涯学習運動による「まちづくり」「ひとづくり」の実践。 
 
・掛川では生涯学習は年寄だけのものではなく、 
生涯学習の名のもとに各個人が生涯を通して、 
得意する教育だけではない趣味など様々な活動行い、 
それだけに留まらず、まちづくりに活かしている。 

・掛川市生涯学習まちづくり土地条例 

東海道新幹線掛川駅の開業をきっかけに乱開発が
始まった。 
土地は私有物であっても「公共性を併せ持つもの」 

地域住民が「まちづくり計画」を策定、計画以外の土
地計画を認めない。 
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協働によるまちづくり 
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市職員が各地区を担当（1人５地区で６人）アドバイス等行っている 
協議会には市から交付金を拠出し、地区のやる気を出させている 
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    昼食 名物のうなぎ 
 
・東海道五十三次の26番目の宿場町、 
古くからのおもてなしの精神で 
関東風、関西風のお店がある。 
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駅前の二宮金次郎像 
 
・教えの象徴的な存在 
・学校を始めとした市内のいたるところに 
設置されている。 
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河川敷には桜の木が植えられ、 
桜の花が終わった後にはユリが咲く。 
(地元企業の有志で綺麗に整備されている) 
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報徳館にて講義を受ける  
 
・報徳の精神 経済と道徳の両立 
(勤労 至誠 分度 推譲) 
・小学生から二宮尊徳の教えを学んでいて、 
市民に根付いている。 
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世界農業遺産→茶草場農法 茶文字の山 
(茶の文字には農業を持続する 
覚悟の意味が込められている) 
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東山いっぷく処 
中山間事業を活用して喫茶、直売所を開設運営 
歩きや自転車で山を登る人に向けた、 
休憩所になっている 
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ライトアップされた掛川城 
有志の方が費用負担しているとのこと 
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緑茶ハイ 
掛川産粉末煎茶を水出し 
それを焼酎で割る 

ホルスタインズVSチャッパーズの 
カラオケ対戦で交流を深めました。 
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・s63.3.13 新幹線掛川駅開業 30億円の市民募金(1戸10万円) 
  
・h5.12 掛川インターチェンジ 12億円の民間出資 
  
・h6.4 掛川城 改修 約10億円 （木造復元） 
 
・h26.1 掛川駅舎保存 約7000万円 （木造駅舎） 
 

掛川市の推譲の例（寄付・募金） 
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感想・まとめ 

・掛川市では自治会加入率が84%と高く、自治会組織が完成されている。  
 
・榛村氏の独自の理論、生涯学習運動による「まちづくり」「ひとづくり」 が定着している。 
 
・金がないありきでなく、本当に必要なものは市民がお金を出し合って整備する。 
守りたいものは個人の土地でも市が買い取りをする。市民の意識の高さに感動しました。 
 
・市長が変わってもまちが変わらず、進化しつづけているところに、 
思想や仕組みづくりの大切さを感じました。 
 
・これからの中標津のまちづくりに生かすにあたり理想になると思いました。 
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ご清聴ありがとうございました 
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