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将来都市像・基本理念・実現するための課題の検討結果（第 3回合同会議） 

 日時 平成 21 年６月 23 日（火）9：00～15：00 

 場所 焼津市役所 議会庁舎 308 号室 

 

 これまでに市民会議と庁内合同会議の両方の会議で行われた「焼津市の現状」と「環境

変化が焼津市に与える影響」についての検討結果、トップのまちづくりの想いを反映した

「市長マニフェスト」、策定委員会において合併基本計画の理念に沿った形で整理した「ま

ちづくりの課題」等を踏まえて、「将来都市像」と「まちづくりの理念」、また「それらを

実現するための課題」について、８班に分かれて検討し、検討結果の発表を行いました。 

 また、最後に、今後の将来都市像の絞り込みにあたっての参考とするため、出席委員が

一人２回ずつ、①特定分野の将来像ではなくまちづくりの全体像を示しているもの、②焼

津市の現状や環境変化の検討内容・意識調査結果を踏まえたもの、③メンバーの中で共感

度の高いものという観点から、良いと思う将来都市像に挙手を行いました。 

 

班別検討１ 将来都市像 

将来（８年後）の焼津市のあるべき姿として「将来都市像」を検討しました。 

検討結果並びに挙手による得票数は以下のとおりです。 

 

１班 安心と活力「食・住・文化都市」やいづ （５） 

２班 人が輝き活気とやすらぎのあるまち ～海・山・川の恵みを活かして～ （１２） 

３班 海とともに いきいき焼津 （１０） 

４班 海の恵み、豊かな水、みんなが笑顔で暮らせるまち （１５） 

５班 海・川・緑と活き 人とつながり 未来にのびるまち （６） 

６班 人・海・川・山 共に輝く スマート都市 やいづ （１１） 

７班 豊かな自然とともに安全で安心して人々がいきいきと幸せに暮らせるまち （７） 

８班 海、山、川、歴史と文化が交差する人が生き活き暮すまち（４） 

 

 

班別検討２ 基本理念 

まちづくりにあたって、どのような考え方や価値観を基本に据えるのか、という基本

理念を検討しました。検討結果は別紙のとおりです。 

 

班別検討３ 基本理念・将来都市像を実現するための課題 

基本理念や将来都市像を実現するうえで解決すべき課題や問題点や必要な取り組みに

ついて検討しました。検討結果は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

資料２ 
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第３回合同会議検討状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3回合同会議 

 

グループワーク 

 

 

第 3 回合同会議 

 

班別検討結果の発表

 

 

第 3 回合同会議 

(参考) 

将来都市像の選定 

 

 



将来都市像　基本理念　課題（第３回合同会議のまとめ）

投票結果　（班） １５／３８　（４班） １２／３８　（２班） １１／３８　（６班） １０／３８　（３班） ７／３８　（７班） ６／３８　（５班） ５／３８　（１班） ４／３８　（８班）

海の恵み、豊かな水、みんなが笑顔で暮らせる
まち

人が輝き活気とやすらぎのあるまち
　～海・山・川の恵みを活かして～

人・海・川・山　共に輝く　スマート都市　やいづ 海とともに　いきいき焼津
豊かな自然とともに安全で安心して人々がいき
いきと幸せに暮らせるまち

海・川・緑と活き　人とつながり　未来にのびる
まち

安心と活力「食・住・文化都市」やいづ
海、山、川、歴史と文化が交差する人が生き活
き暮すまち

＜説明（発表の概要）＞
　「海」という言葉は従来の焼津市の総合計画でも
ずっと使われており、合併した大井川においても、
未来永劫接していくものである。
　「豊かな水」は、大井川、瀬戸川の他、地下水が
豊かであるため、「水」という言葉でまとめた。
　医療、防災、防犯など安心・安全で活力があり、
希望や夢、輝き、郷土愛といったものが達成できれ
ば、「みんなが笑顔」になれる。

＜説明（発表の概要）＞
　いくつかの案のうち合併基本計画を踏襲するのが
良いということで、合併基本計画の将来都市像に、
市長マニフェストの「活気」という言葉と、高齢者に
やさしいスローライフを目指す「やすらぎのあるま
ち」という言葉を入れて、「人が輝き活気とやすらぎ
のあるまち」とし、サブタイトルとして地勢を入れて
「～海・山・川の恵みを活かして～」とした。

＜説明（発表の概要）＞
　将来都市像の検討に先立ち課題を整理したとこ
ろ、市民意識調査では、道づくりについては、半数
程度がさらなる整備を要望しているものの、半数程
度は現状で満足しているが、活気や魅力について
は非常に低い数字となっており、それらを踏まえ将
来都市像を検討した。
　スリム、コンパクト、洗練されたという意味を網羅
するものとして「スマート」とした。特に人口減少社
会の中で人口増を目指す、定住が促進されるよう
な方向にいったらどうか。
　そうしたことから「人・海・川・山　共に輝く　スマー
ト都市　やいづ」とした。

＜説明（発表の概要）＞
　「海」「焼津」を入れるべきか等を議論し、７つの意
見から、シンプルな「海とともに　いきいき焼津」に集
約した。

＜説明（発表の概要）＞
　市民会議での自然、水産資源を活かすという意
見も踏まえ、海、山、川の自然、田んぼ、海産物等
を含め「豊かな自然」とした。
　また、市民意識調査の防災、福祉関係が重要で
あるとの結果を踏まえ、「安全」「安心」という言葉を
入れている。
　市民参加型のまちにしていきたい、みんなが幸せ
であることが大事であるということで、「豊かな自然
とともに安全で安心して人々がいきいきと幸せに暮
らせるまち」とした。

＜説明（発表の概要）＞
　「海」を入れないで考えてはどうか、ということで考
えたが、最終的に切っても切れないとことで「海」を
入れた。
　「川」は大井川、「緑」は山だけでなく、田んぼ等も
含めたものとして「緑」とした。
　「海・川・緑」は自然だけでなく、これに関連して産
業とともにいきて、人とつながり、焼津市の未来が
発展していくように、ということで「海・川・緑と活き
人とつながり　未来にのびるまち」とした。

＜説明（発表の概要）＞
　医療、防災、消防、保育、教育など安全であるか
ら安心できるため、「安心」は全てを網羅している。
　「活力」は住民も産業もみんな活気あふれるまち
づくりという意味を込めている。
　焼津市の産業は第一次産業である漁業、農業を
含め食品産業がかなりの部分を占めているため産
業という観点からの「食」、安心して食事ができる、
健康でいるために安全な食をとることができるとい
う観点からの「食」を想定している。
　「住」はこれまでも、これからもずっと安心して活気
溢れる焼津市に住んでいただきたい、自分も住ん
でいたい、というもの。
　「食・住・文化都市」は、食の文化、住の文化、そ

＜説明（発表の概要）＞
　市民意識調査でも維持すべきとあり、焼津を表現
するものとして「海、山、川」を最初にもってきた。
　市民意識調査、市民会議の中から、歴史・文化、
自然、安心・安全、市民参画というものを引っ張って
きて「歴史と文化が交差する」とした。
　まず人が生存するということと、人が活動すること
として、「生き活き」とした。将来都市像
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食 住 文化都市」は、食の文化、住の文化、そ
の他の歴史や焼津の特性を活かしたあらゆる文化
を表す造語である。

海・川・山の恵みを守り、活かすまちづくり
地域資源（人・モノ）を「いかし」「活力」と「魅力」にあ
ふれたまちづくり

自然を活かした産業のまち
地域特性を活かすまちづくり
人と資源を活かす
魅せるまちづくり
食の安全、食産業のまちづくり

自然と共生するまちづくり
産業・人・自然　共生
人や環境を守る

市民が安心して生活できるまちづくり 市民が「安心・安全」に暮らせるまちづくり 安心（やさしい） 誰もが”安心”して暮らせるまちづくり 安全・安心なまちづくり 安心して住み続けられるまちづくり

人に地球に「やさしく」「思いやり」のあるまちづくり やさしさ・思いやり・明るさ・暖かさのあるまちづくり
人や環境にやさしい
市民相互の思いやりを育てる

市民の活気・活力があふれるまちづくり 輝く（きらめく） ”活力”と魅力あふれるまちづくり 活気あるまちづくり 生きがいの持てるまちづくり 「活力」「魅力」あふれるまちづくり
郷土愛に満ちた市民参画のまちづくり

誰もが”健康”に過ごせるまちづくり すこやかで心豊かなまちづくり 市民の健康増進 市民が健康で安心に暮らせるまちづくり
市民活動と人間関係を「はぐくむ」まちづくり 市民との協働によるまちづくり 市民との協働 協働によるまちづくり

自助・共助のまちづくり
安全で利便性の高い（便利な）まちづくり 利便性（べんり） ”安全”で快適なまちづくり 住みたくなるまちづくり（住環境の向上）

安全（つよい） 安全第一に考えるまちづくり 暮らしの安心・安全の向上
行政、住民、産業ともに健全なまちづくり

＜補足＞
　基本理念も「やさしい」「はぐくむ」「いかす」を踏襲
し、いくつかキーワードを加えて文章にした。

＜補足＞
・「やきつべ」に沿って整理した。

＜補足＞
　将来都市像の「いきいき」につながるよう、４つの
「健康」「活力」「安全」「安心」というキーワードから
文章を作成した。

＜補足＞
・自然を活かしながら、安全面に配慮し、産業を育
成していくまちづくりが必要である。
・市民の参加意識が高いという意見があるととも
に 行政としても協働という考え方が必要である

＜補足＞
・行政に頼らない自分たちによるまちづくり、地域で
まちづくりを進めていくといった活気あふれる自助・
共助のまちづくりをしたい。

＜補足＞
・市民意識調査や市民会議、市長マニフェストから
抽出した。

基本理念

に、行政としても協働という考え方が必要である。

1郷土愛を育む教育環境の整備
1　あらゆる世代が郷土を愛し、互いに支えあうまち
づくり

1郷土の歴史・特性を伝える活動を増やす 1地域の産業・文化・歴史を守り育てるために
1焼津がもつ文化を育み継承し「焼津らしさ」を発信
していく

1温故知新　歴史を学び文化を知り、つなげる

1弱者を思いやる心を持つ 1豊かな心を育む 1ゆたかな心と体をはぐくむまち
1地域のリーダーづくり

1市民がまちづくりに参加できる機会を増やす
2（健康）市民が健康で幸せな生活を送るために 2市民健康を守るために 2生涯すこやかに暮らせる

2共に支え合い明るく暮らせる

2医療体制を整備する
2良好な医療が提供されるようにする（市立病院と
診療所の充実と連携）

2医療サービスの充実

2子育ての環境を充実させる（保育園、幼稚園、学
校、社会サービス）

2子育てしやすい環境整備

3 地域防災意識を高めるべき
3環境教育の充実

3安全で安心して暮らせる 3安心して暮らせるまちづくりを進める
3（安心）豊かな自然にあふれたやすらぎのあるまち
づくり

3災害に強く自然を活かしたまちづくり
3自然環境を守るしくみづくり 3もっと環境問題に取り組む必要がある

4産業振興（雇用創出）を図る
4　水産物、農産物から健康食品への展開

4海の資源を活用した産業の支援・創造
4　地域資源（人・モノ）が活用された魅力あふれる
まち

4（活力）活気ある地域産業の育成とにぎわいのあ
るまちづくり

4海・川・緑を産業に活かす
4もっと地域資源や特性を活かした取り組みを強化
する

4地域資源を活かした産業振興

4産学官民の連携の強化
4企業を誘致するなど働く場 若者の就職に困らな4企業を誘致するなど働く場、若者の就職に困らな
いように

5コンパクトな地域を活かした目配りができるやさし
いまち
5人が動きやすい交通体系を確立する

5　空港、港、高速との関連付け 5利便性の良い住環境のまちづくり 5使用者の利便性に配慮したインフラ整備
5安全に配慮した生活道路の整備

5 津波対策、耐震化の徹底 5津波・地震・水害への対策 5（安全）災害に強く利便性の高いまちづくり

6市民参画・協働をすすめるしくみづくり
6世代を超えたすべての市民が社会参加できる体
制づくり

6市民・企業・行政のパートナーシップを強化する

6都市機能や公共サービスが合理的に充足した利
便性の高いまちづくり

6相互型情報ネットワークの構築（世代を超え互い
に共感できるまちづくり）

6交流人口を増やす 6市民交流の充実
6焼津市の良さをPRする

6　行政、市民のやる気
6財政を健全化する
＜補足＞
・焼津にある静岡福祉大や民間との連携を強化す
る。
・「地域防災意識を高めるべき」以下はやや細かい
課題。

＜補足＞
・これまでの総合計画になかった新たな課題は医
師不足等の病院のことである。

＜補足＞
・基本理念の４つのキーワードにあわせ、作文し
た。
・「安全」はハード面、「安心」はソフト面をイメージし
ている。

＜補足＞
・市内外への情報発信ができる仕組みづくり、平和
の発信、地場産業の活性化、伝統文化の継承→地
域の産業・文化・歴史を守り育てるために
・公共施設の耐震化、自然を活かした防災対策→
災害に強く自然を活かしたまちづくり
・生活道路を整備する、歩行者・自転車を安全にす
る→安全に配慮した生活道路の整備
・元気な高齢者のボランティアへの活用、市民意識
の高揚等→世代を超えたすべての市民が社会参
加できる体制づくり
・医療体制の充実、医師の確保等→市民健康を守
るために

＜補足＞
・基本理念に対応したかたちで課題を検討した。
・昼夜人口が逆転しており、特に若い人を増やす必
要がある。

＜補足＞
・昼間人口が低いという焼津は昼間の活気がなく
なってしまうため産業を振興し、雇用を創出すること
が必要となってくる。
・ゆたかな心は文化に、体は食につながる。
・市からだけ情報発信するだけでなく市民からも情
報を提供してもらい相互に情報交換する。さらにそ
の情報が世代を超えて共感できるようにする必要
がある。

＜補足＞
・インフラ整備は、医療関係、道路、健康のための
施設を含む。
・市民交流には、市民だけでなく大学等との交流も
充実させる必要がある。

基本理念・将来
都市像を実現す
るための課題
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将来都市像・基本理念・実現するための課題の検討結果（第 3回市民会議） 

 日時 平成 21 年７月 11 日（土）9：00～12：45 

 場所 焼津市役所 議会庁舎 308 号室 

 

６月 23 日の庁内合同会議での検討と同様に、「将来都市像」、「まちづくりの理念」、及び

「それらを実現するための課題」について、７班に分かれて検討しました。 

また、検討終了後に各班の検討結果を発表し、最後に今後の将来都市像の絞り込みにあ

たっての参考とするため、①特定分野の将来像ではなくまちづくりの全体像を示している

もの、②焼津市の現状や環境変化の検討内容・意識調査結果を踏まえたもの、③メンバー

の中で共感度の高いものという観点から、良いと思う将来都市像に一人２回ずつ挙手を行

いました。 

 

班別検討１ 将来都市像 

これまでに市民会議と庁内合同会議の両方の会議で行われた「焼津市の現状」と「環

境変化が焼津市に与える影響」についての検討結果、トップのまちづくりの想いを反映

した「市長マニフェスト」、策定委員会において合併基本計画の理念に沿った形で整理し

た「まちづくりの課題」等を踏まえて、将来（８年後）の焼津市のあるべき姿として「将

来都市像」を検討しました。 

また、検討結果並びに挙手による得票数は以下のとおりです。 

 

１班 みなとまち「やいづ」の心意気 （６） 

２班 豊かな自然・人情・伝統のもと、活きる未来都市やいづ （１０） 

３班 人がキラリ 海がキラリ まちをキラリ ～輝きを世界へ～ （１９） 

４班 人が輝き 活気にあふれ 海・山・川とともに生きるまち 焼津 （３） 

５班 人と自然がともに歩む臨海都市やいづ （１５） 

６班 元気でにこやかに暮らせるまち やいづ ～やらざあ おまっち～ （１２） 

７班 私もあなたも大好きなまち焼津、自律と協働で市民が輝き元気なまち焼津 （８） 

（※市民会議で検討した２つの案を７班担当職員が１つの案にまとめました。） 

 

班別検討２ 基本理念 

まちづくりにあたって、どのような考え方や価値観を基本に据えるのか、という基本

理念を検討しました。検討結果は別紙のとおりです。 

 

班別検討３ 基本理念・将来都市像を実現するための課題 

基本理念や将来都市像を実現するうえで解決すべき課題や問題点や必要な取り組みに

ついて検討しました。検討結果は別紙のとおりです。 

 

 

 



5 
 

第３回市民会議検討状況 

 

 

 

第 3回市民会議 

 

グループワーク 

 

 

第 3回市民会議 

 

班別検討結果の発表 

 

 

第 3 回市民会議 

 

グループワーク 

 

 



将来都市像、基本理念、課題（第３回市民会議のまとめ）

投票結果（班） １９／３８　（３班） １５／３８　（５班） １２／３８　（６班） １０／３８　（２班） ８／３８　（７班） ６／３８　（１班） ３／３８　（４班）

人がキラリ　海がキラリ　まちをキラリ
～輝きを世界へ～

人と自然がともに歩む臨海都市やいづ
元気でにこやかに暮らせるまち　やいづ

～やらざあ　おまっち～
豊かな自然・人情・伝統のもと、

活きる未来都市やいづ
私もあなたも大好きなまち焼津、

自律と協働で市民が輝き元気なまち焼津
みなとまち「やいづ」の心意気

人が輝き　活気にあふれ
海・山・川とともに生きるまち　焼津

　わがまちの特性に人柄が良いというのがあることから
「人がキラリ」、海に代表される豊な自然環境、海のある
風景、水産資源などの豊富な海の恵みで「海がキラリ」、
一方で産業の衰退とともにまちに活気がなくなっている
ため、これからまちを発展させて活気を取り戻し、まちを
輝かせたいという思いを込めて「まちをキラリ」とした。
　班のメンバーからは、「生き甲斐をかんずるまち」、「心
身ともに健康に暮らせるまち」、自然と共生し、文化・産
業を創造・発展させ、誰もが豊かになれるまち」、「自然
があふれあたたかいまち、暮らしやすいまち」、「バリアフ
リーの住みやすいまち」、「焼津の特徴を生かし活気の
あるまち」などの意見がありましたが 選んだ将来都市

　将来像はなるべく簡潔な表現でまとめたいと考えた。
　　「人」には、単に人間という意味だけでなく、文化や経
済などを含んだ言葉とした。
　 「自然」には、海や川や山、環境などの意をこめた。
また、焼津市の大きな特徴として「海」があり、これまでも
焼津市の将来都市像などでキーワードとされていたが、
「臨海都市」という言葉で表すとともに、合併後の将来都
市像としてのイメージの調整を図る。

　老若男女・障害のある方など全ての焼津市民が暮らし
やすさを感じる焼津にしたいという思いを込めました。外
に発するというより、内、すなわち焼津市民へ暮らしやす
い未来のために「みんなでがんばろうよ」と”掛け声”、”
エール”をおくった。
　また、海・水産都市のイメージをあえて避け、”はまこと
ば”と”元気”で焼津らしさをイメージした。

　基本理念から「自然（海・山・川）」「人のつながり」「歴
史・伝統」「活気・活かす」の４つのキーワードを抽出し、
海、山、川などの「豊かな自然」、地域活動が活発で人
のつながりを大切にする「豊かな人情」、文化や歴史、行
事などの「豊かな伝統」を活かした、夢あふれる都市（ま
ち）づくりを進めることを将来像とした。
　「活きる」は、安全で、安心して、健康に、活き活きと、
生活できるまちづくりを宣言し、豊かな自然や地域資源
を活かしたまちづくりを進め、全国や世界各国に向け
て、焼津を情報発信していくことを意味する。

①まちづくりの根本は、何といっても「郷土愛」。この郷土
愛を「大好きなまち」に置き換えて表現していることと、あ
らゆる分野において、住む人はもちろんのこと、訪れる
人からも大好きになってもらえるようなまちづくりをしてい
くという意味を込めている。
②これからは、「自己決定・自己責任」という言葉に代表
されるように、好むと好まざるにかかわらず、「自立」とい
うことをより意識し、考え、行動しなければならない時代
である。中央集権主義による制度疲労が声高に叫ば
れ、地方分権が総選挙の大きな争点になる時代である。
また、グローバル経済の下、終身雇用が崩壊しようとし
ている時代である 個人は 行政や職場から 市は 国

　各人の案をまとめた「自然と文化を守り　心と心がふれ
あう　やさしさあふれるまち」とするか、合併基本計画の
将来都市像「人が輝き　活気にあふれ　海・山・川の恵
みと歩むまち　焼津」とするか、他市の例にあるように一
つの言葉「みなとまち「やいつ゜」の心意気」とするか、意
見が分かれたが、最終的に「みなとまち「やいづ」の心意
気」が一番良いという意見でまとまりました。
　
1班としては、焼津の歴史、文化、産業を活かし、住民が
共感でき、ともに実現に向け協働することができる一つ
のセンテンスとして、「みなとまち「やいづ」の心意気」を
将来都市像としました

　現在の将来都市像が市民意識調査でも６５％以上支
持されており、８年後の将来像もこの内容で問題ないと
いうことで、現在の将来都市像を踏襲する形を基本とし
た。現在の将来都市像で「恵みと歩む」が少々わかりにく
いと判断し、「ともに生きる」とした。

将来都市像
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あるまち」などの意見がありましたが、選んだ将来都市
像は抽象的で色々な思いも分野もを含んでいるというこ
とで選ばれた。「輝きを世界へ」と付け足したのは、焼津
から情報を発信していきたいという思いによるもの。

ている時代である。個人は、行政や職場から、市は、国
や県から、まさしく自立しなければ、成立しない時代にな
ろうとしている。一方、自立を補完する意味でも、「協働」
が時代のキーワードとなっている。特に、まちづくりにお
いては、市民、事業者、行政との協働が重要な要素とな
る。この自立と協働をキーワードにまちづくりを進め、市
民が、健康で生きがいをもって幸せに生活している様を
「輝き」という言葉で表現し、まち全体が、にぎわいと活
気にあふれている状態を「元気なまち」という言葉で表現
した。

将来都市像としました。

②自然と共生し、育てるまちづくり 地域資源や特性を「いかす」まちづくり 水（地域資源）とともに暮らせるまち 人・自然・歴史文化や地域の特性をいかすまちづくり

歴史・伝統を活かすまち 地域の伝統を守り活かす
新しい産業創造
やいづブランドを育てよう

みんなに、地球に「やさしい」まちづくり 自然（海・山・川）、人のつながり、安全・安心のまち 自然と市民の共生 海と自然環境を守る心
人々が安心して暮らせるまち 安全・安心保障宣言のまち 支え合いながら、安全安心に暮らせるまちづくり

①生き甲斐を感ずるまちづくり 市民の力を「はぐくむ」まちづくり 人々が自立して暮らせるまち その人らしい人生を送ることができるまち
誰もが健康に暮らせるまち 健康で活気のあるまち

やる気と活気のある地域づくり
道徳マナーの見直しが必要
協働システムを広げよう

③人や地域がつながるまちづくり 暮らしや自然を未来に｢つなげる｣まちづくり

平和、文化、伝統、資源を「つたえる」まちづくり 自然・活気を発信するまち
＜補足説明＞
「人がキラリ」「海がキラリ」「まちをキラリ」に対応するよう

＜補足説明＞
合併基本計画における基本方針がよくできており こ

＜補足説明＞暮らしやすさを実現するキーワードを並べ
た 市民アンケ トで「特に重要だと思われること」の数

＜補足説明＞
わがまちの現状の焼津のプラスの要因や市民意識調査

＜補足説明＞
大井川と水産資源など 自然環境を守り 活かし 市

＜補足説明＞
当初考えてきた将来都市像及び追加して個人ワ クで

＜補足説明＞
時間がなく とりまとめ切れなか たが 「元気」「笑顔」

基本理念

「人がキラリ」「海がキラリ」「まちをキラリ」に対応するよう
な３つの基本理念を掲げた。①誰もが主役のまち、誇り
の持てるまちづくり②自然環境や地域資源を守り、育
て、産業を育成し、地域の活性化③「世界との交流」「協
働」「ネットワーク」、未来にもつなげたい　という色々な
思いが含まれている。

　合併基本計画における基本方針がよくできており、こ
れでもいいのでは、という議論を踏まえて、さらに加える
べき視点をプラスαとして考えた。
　｢つなげる」は、持続可能社会をめざす観点から、エコ
社会、人口、定住、財政などの問題を含め、将来に向け
ての持続可能性を今考慮しようとする意図。
　「つたえる」は、焼津市の良いものをうまく「発信」し、ま
た市民もそれを知ることが必要という視点。

た。市民アンケートで「特に重要だと思われること」の数
値が高いものを２つ選び、班として２つ補足した。

わがまちの現状の焼津のプラスの要因や市民意識調査
を踏まえ、まちづくりへの考え、意見を出し合い、文章を
作成した。

大井川と水産資源など、自然環境を守り、活かし、市
が発展していく。
　地方自治ということだけでなく、個人の価値観を重視
し、焼津に住んでよかった、焼津に住みたい、と思ってい
ただきたい。

当初考えてきた将来都市像及び追加して個人ワークで
基本理念を考えたが、その後課題を考えたときに、基本
理念で考えたものは課題であったという意見となり、改
めて都市像と課題から理念を抽出した。

時間がなく、とりまとめ切れなかったが、「元気」「笑顔」
「自立・自律」というキーワードを含めた基本理念を作成
する予定であった。

1教育環境を推進する 1教育環境の充実 1人材育成を充実する
1精神文化を高める

1いろんな地域・文化の人と触れ合える機会をつくる 1伝統・文化の伝承 1地元の文化を守り続けるまち
1地域のことをもっと知る
（「焼津検定」の実施など）

1世代間のつながりが希薄 1挨拶ができるまちにする 1地域コミュニティの活性化
2居場所づくり
（子ども・大人・お年寄）

1先輩の知恵を借りながらも、若者が中心になって引っ 3ごみゼロのまち
1人が喜ぶような言葉を出し、他者優先を心がける 1弱者や老人を思いやる心を育てる 1人の心を育むシステムを作る

1地域コミュニティを自ら守り、つくり上げる。
2医療サービスの充実 2福祉医療サービスの充実

2子どもを安心して育てられる環境づくりを進める 2子育て支援に特化する 2安心して子育てができる 2子育て環境の整備
2福祉大を活用し医療・健康・福祉の連携を推進する

3ごみゼロをめざし、持続可能なまちづくりをする 3自然の力再認識 3環境先進都市
3海、山、川、空のエコ活用を拡大
3自然の保護(海・山・川)

3災害、防犯、地域防災対策の徹底 4海水浴場を活性化する
4水産資源の活用100％ 4海・山・川の魅力を活かしたまちづくり 4港の活用 4産・学・官・民の連携を強化する

4漁業と農業が協働し特産物をＰＲする 4焼津ブランドの発信基本理念・将来 4漁業と農業が協働し特産物をＰＲする 4焼津ブランドの発信
4産業・にぎわい

5バリアフリーの充実 6情報発信を工夫する
5公共交通機関の充実

5防災対策の充実(耐震化急務)
6住民主導のまちづくりが必要 6福祉、環境、教育など、協働のまちづくりを進める 6市民協働を推進する 6市民が積極的にまちづくりに取り組める仕組みづくり
6わかりやすい情報の発信
6市民交流・産業交流の機会を設ける 6行政、住民、企業の交流を進める
6他県や海外の人の心をつかむ情報発信力と研究 6積極的な情報発信をする 6情報網を有効に活用する。

6県・国との協同事業の創造
6まちの案内人の養成

＜補足説明＞
「交流促進」「ネットワーク構築」「情報の発信力」「人づく
り」といったソフト面での施策の充実が必要という意見が
多く出た。

＜補足説明＞
　基本理念に照らし、課題となる事項を挙げた。

＜補足説明＞前回会議の議題である「わがまちの現状」
で話し合った内容を元に課題を抽出した。

＜補足説明＞
５つの基本理念ごとに、実現するための課題を検討し整
理した。

＜補足説明＞
・水や緑を活かしていきたいが、カツオの水揚げが減少
するなど限界も見えている中で、港を観光等に活用する
必要がある。
・若者が希望の持てる新たな産業を開発していきたい。
・生ゴミ処理に自然の力を活用すべき。
・焼津においてはつながりが強い地域コミュニティをさら
に活性化させたい。

＜補足説明＞
当初基本理念として考えたものを課題としたが、改めて
基本理念を考える中で課題として抜けていると思われる
ものを付け加えた。

＜補足説明＞

基本理念・将来
都市像を実現す
るための課題
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