
報道機関に依頼する事項に〇をつけてください 

 

①実施する事業の紹介   ②催事等の参加者募集    ③催事等の当日取材  

 

報道取材情報（沼津市）         令和元年 12 月４日（水）発表 

  名 称 等  第５次沼津市総合計画基本構想について答申します！ 

実施日時  令和元年 12 月 10 日（火曜日） 14 時 00 分～ 

場  所  市役所４階 市長応接室 

担  当  企画部 政策企画課   

        直通 ０５５－９３４－４７０４  内線 ２４２２ 

 

 

 

１ 内 容 

市長より諮問のあった「第５次沼津市総合計画基本構想」について、「沼津市総合計画審

議会」における全体会議や部会により審議してきました。総合計画審議会での審議結果に

ついて、総合計画審議会の会長（小泉祐一郎・静岡産業大学情報学部教授）から市長に答

申を行います。 

   

 （１）出席者 

     ○沼津市総合計画審議会 

      会長      小泉 祐一郎 

      会長職務代理者 榊原 昭雄 

     ○沼津市 

      沼津市長    賴重 秀一 

 

 

 

２ 沼津市総合計画審議会の審議経過 

別紙のとおり 

 

３  その他 

沼津市総合計画審議会委員の構成 

   別紙「委員名簿」のとおり  33 名 

 

 

  

 

 

前回の答申の様子（H21.12.11） 



沼津市総合計画審議会の審議経過について 

 

開催日 会 議 内 容 

７月 23 日（火） 第１回（全体会） 
委員の委嘱、諮問、 

現状課題説明、委員自己紹介 

９月３日（火） 第２回（全体会） 
基本構想骨子案の提示、部会設置、所属部

会決定、部会長等の選任、付託 

９月 26 日（木） 第１回 合同部会 

総論部分の審議 

（会長、職務代理者、部会長、 

部会長代理者で審議） 

10 月 15 日（火） 

【部会】第１回 

②産業・観光部会 

③快適・安心部会 
所属部会において所管事項の文案審議 

 

※ 並行してパブリックコメント実施 

期間：10/18～11/19 
10 月 17 日（木） 

第１回 

①元気・健康部会 

11 月５日（火） 
【部会】第２回 

③快適・安心部会 

所属部会において所管事項の文案審議 

11 月７日（木） 

第２回 

②産業・観光部会 

第２回 

①元気・健康部会 

11 月 25 日（月） 第３回（全体会） 
部会審議内容のとりまとめ 

パブリックコメント実施結果の報告 

12 月３日（火） 
第２回 合同部会 

（起草委員会） 

答申文（案）の検討 

（会長、職務代理者、部会長、 

部会長代理者で審議） 

12 月 10 日（火） 会長・職務代理者 市長への答申 

                     ※審議会委員については名簿参照 

  



№ 団体名等 職名等 氏　　名 備考 専門分野

1
静岡県公立大学法人
静岡県立大学国際関係学部国際関係学科

教授 犬塚　協太 部会長予定 男女共同参画・ジェンダー社会学

2 沼津市行政改革推進委員会 委員長 清水　賢嗣 代理予定 行政改革

3 沼津市自治会連合会 会長 榊��原　昭雄 会長職務代理者 地域自治

4 沼津市校長会 副会長 水上　美鈴 小中教育

5 社会福祉法人沼津市社会福祉協議会 会長 工藤　達朗 福祉全般

6 沼津文化協会 会長代行 荻生　昌平 文化振興

7 一般社団法人沼津医師会 会長 西方　俊 医療・保健

8 沼津市手をつなぐ育成会 顧問 湯浅　優子 障害者福祉

9 NPO法人沼津市体育協会 副理事長 鈴木　康之 体育

10 公募 髙野　亜紀子

11 公募 藤井　さやか

1 一般財団法人企業経営研究所 常務理事 中山　　勝 部会長予定 産業振興・企業関係

2
静岡県公立大学法人
静岡県立大学経営情報学部観光マネジメントメジャー

教授 大久保　あかね 代理予定 観光学・地域振興

3 株式会社静岡銀行沼津支店 支店長 石井　英司 地方金融機関

4 沼津市水産振興会 副会長 髙田　義孝 水産業

5 NPO法人沼津観光協会 会長 髙野　貴好 観光交流

6 沼津商工会議所 専務理事 杉山　金芳 産業・企業支援

7 南駿農業協同組合 理事 大嶽　眞理子 農業

8 静岡県中小企業家同友会沼津支部 支部長 長岡　善章 中小企業支援

9 沼津地区労働者福祉協議会 会長 御宿　雅史 労働者

10 公募 津賀　由布子

11 公募 監物　知利子

1 国立大学法人静岡大学地域創造教育センター 教授 水谷　洋一 部会長予定 環境政策

2 沼津市都市計画審議会 会長 梅田　豊 代理予定 都市計画

3 静岡産業大学情報学部 教授 小泉　祐一郎 会長 法学、公共政策学

4 沼津商工会議所女性会 会長 曽根原　容子 女性起業支援

5 沼津市商工会 会長 渡邊　好孝 商業

6 沼津バス協会 会長 木口　典久 公共交通

7 国土交通省沼津河川国道事務所 所長 長谷部　智久 国

8 静岡県東部地域局 局長 望月　宏明 県

9 公募 長田　政雄

10 公募 平川　可奈

11 公募 杉浦　希未子

〇：部会長　△：部会長代理者

　部会長代理者（△）の計８人で構成

第５次沼津市総合計画審議会　部会構成委員名簿

①元気・健康部会（市民参画・福祉・教育・スポーツ・芸術文化・健康）

②産業・観光部会（産業振興・観光振興・移住）

③快適・安心部会（基盤整備・安全安心・環境）

※　合同部会（起草委員会）は、備考欄の審議会会長、会長職務代理者並びに各部会の部会長（〇）及び


