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将来都市像・基本理念の絞り込み検討結果（第 4回策定幹事会） 

日時 平成 21 年７月 15 日（水）13：30～14：40 

場所 焼津市役所 議会庁舎 308 号室 

 

 市民会議（7 月 11 日）と庁内合同会議（6 月 23 日）で検討された「将来都市像」

及び「基本理念」について、策定幹事会において絞り込みを行った結果、下記のとお

りとなりました。 

 

１ 将来都市像 

 将来都市像については、庁内合同会議で検討された８案、市民会議で検討された 

７案の計１５案について、 

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 

（焼津らしさが伝わるもの） 

③メンバーの中で共感度の高いもの 

という３つの視点から客観的に示された以下の３つの案が、幹事会案として絞り込ま

れました。 

 

【案１】人がキラリ 海がキラリ まちをキラリ ～輝きを世界へ～ 

    （市民会議案、得票数１位） 

 

【案２】海の恵み、豊かな水、みんなが笑顔で暮らせるまち 

    （庁内合同会議案、得票数１位） 

 

【案３】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～ 

    （合併基本計画の将来都市像をベースとした庁内合同会議案）、得票数２位） 

 

なお、幹事会委員より出された意見は以下のとおりです。 

・ 出された案の一部を変えたり、追加したりするのは、作成者の想いもあるだ

ろうし、あるフレーズが良いということで共感が得られたりしたのであろう

から、なかなか難しいのではないか。 

・ 市民会議の意見に重きをおいた方がよい。 

・ 案１は、非常に良いと思うが、良いがうえにどこかで聞いたことがある気も

する。著作権が大丈夫かどうか、確認して欲しい。 

・ 案１は、「焼津」という言葉がないので、副題のところを「輝く焼津を世界へ」

としたらどうか。 

・ 案１の副題は検討の余地があるかもしれない。市民歌のフレーズ等でよいも

のはないか。 
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２ 基本理念について 

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

基本理念については、市民会議及び庁内合同会議でそれぞれ検討された項目につい

て、 

①合併基本計画の基本理念に共通するもの 

②各班検討結果の中で共通するもの 

③将来都市像に対応したもの 

という視点から選定することとし、事務局にて①合併基本計画の３つの基本理念に

沿って整理したところ、ほとんどの項目がこの３つに包含されるため、合併基本計

画の基本理念はそのまま生かすこととし、カバーしきれない項目を補うために基本

理念をもう 1つ加えることを提案したところ、以下の案が幹事会案として決定しま

した。 

 

地域資源や特性を『いかす』まちづくり 

みんなに、地球に『やさしい』まちづくり 

市民の力を『はぐくむ』まちづくり 

人と未来に『つなげる』まちづくり 

 

３ 将来都市像と基本理念の対応関係について 

将来都市像と基本理念を並べてみた場合の対応関係について検討したところ、 

３つの将来都市像案に対しても、特に、将来都市像と基本理念が重複したり、バラ

ンスが悪かったりということはないとの結論となりました。 

 

 

第４回 幹事会 審議状況 

 

第４回 幹事会 

 

将来都市像・基本理 

念の絞り込み作業 

 

合併基本計画の基本理念 



◆基本理念の選定
＜市民検討会議検討結果＞

３班 ５班 ６班 ２班 ７班 １班 ４班

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

班別検討結果
合併基本計画の基本理念

　地域資源や特性を『いかす』まちづくり
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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

　市民の力を『はぐくむ』まちづくり

　人と未来に『つなげる』まちづくり

　みんなに、地球に『やさしい』まちづくり

る」まちづくり
自然 活気を発信するまち

＜庁内合同会議検討結果＞

４班 ２班 ６班 ３班 ７班 ５班 １班 ８班

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

安全（つよい） ”安全”で快適なまちづくり 安全第一に考えるまちづくり 暮らしの安心・安全の向上

　地域資源や特性を『いかす』まちづくり

班別検討結果
合併基本計画の基本理念

　みんなに、地球に『やさしい』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）
住みたくなるまちづくり（住環境の
向上）

行政、住民、産業ともに健全なま
ちづくり

　市民の力を『はぐくむ』まちづくり
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将来都市像、基本理念（案）

【案１】 （市民会議案） 【案２】 （庁内会議案） 【案３】 （合併基本計画ベ スの庁内会議案）

＜将来都市像＞

【案１】 （市民会議案）
人がキラリ 海がキラリ まちをキラリ

～輝きを世界へ～

【案２】 （庁内会議案）
海の恵み、豊かな水、
みんなが笑顔で暮らせるまち

【案３】 （合併基本計画ベースの庁内会議案）
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～

市民の誰もが、心と体の健康を保ち、生きがいと充
実感を持ち、また、互いを思いやり、ふれあい、助け

海とその恵みは、これまで焼津市の歴史や文化、
産業の起源であり 海外につながる交流拠点でもあ

市民の誰もが、心と体の健康を保ち、生きがいと充
実感を持って暮らし また 互いを思いやり ふれ実感を持ち、また、互いを思いやり、ふれあい、助け

合いながらいきいきと暮らしている姿が「人がキラリ」
と輝く状態だと考えます。

焼津市はこれまで、「海」に象徴される海・山・川の
豊かな自然環境、海のある風景、水産資源など、海
の恵みとともに歩んできました。これからも「海がキラ
リ」と輝く状態を守り 活かしていきます

産業の起源であり、海外につながる交流拠点でもあ
りました。これからも未来永劫、海をまちづくりに活か
すとともに、海に親しみ、海の恵みとともに歩んでい
きます。

大井川の豊富な伏流水は貴重な地域資源であり、
この「豊かな水」を守り、活かしていきます。

療 防 防 など 体 が整 安全 安

実感を持って暮らし、また、 互いを思いやり、ふれ
あい、助け合いながら、自分らしく希望とゆとりを持っ
て、いきいきとくらしていける『人が輝き活気とやすら
ぎのあるまち』を目指します。

また、これまでも多大な恩恵をもたらしてきた海を
はじめとする山や川の恵みをさらに活かして、これか

リ」と輝く状態を守り、活かしていきます。

一方で、漁業生産量の減少など水産業を取り巻く
環境は厳しい状況が続き、まちもかつての活気を失
いつつあります。自然と共生しながら、伝統・文化や
産業を守り、創造し、発展させるなど、まちに活気を
取り戻し、「まちをキラリ」と輝かせるようまちづくりを

医療、防災、防犯などの体制が整い、安全で安心
して暮らすことができ、産業が充実するなど活力が
あって、希望や夢、輝き、郷土愛をもって「みんなが
笑顔」になれる状態を目指します。

らの焼津市を創造していきます。

＜基本理念案＞
●地域資源や特性を『いかす』まちづくり

進めます。
また、キラリと輝く焼津を市内外に情報発信し、
「輝きを世界へ」伝えていきます。

●地域資源や特性を『いかす』まちづくり

自然や歴史、文化に恵まれ、豊かな水、焼津漁港や大井川港など、かけがえのない地域資源があり、大都市に近く、交通アクセスも良いという地理的
特性も併せもっています。自然と共生しながら、これらの恵まれた地域資源、地理的特性を市民の活力とともに『いかす』まちづくりを基本とします。

●みんなに、地球に『やさしい』まちづくり

少子 高齢化の進行などに伴う人にやさしいまちづくり 地球規模で問題とな ている環境にやさしいまちづくりは いまや時代の要請するところです少子・高齢化の進行などに伴う人にやさしいまちづくり、地球規模で問題となっている環境にやさしいまちづくりは、いまや時代の要請するところです。
市民が支えあいながら、安全で安心して暮らせる、誰にとっても、また、地球にとっても『やさしい』まちづくりを基本とします。

●市民の力を『はぐくむ』まちづくり

新しい時代を担い、健康で個性豊かな感性あふれる人づくりや市民と行政との協働は、まちづくりの基本であり、市の将来を左右する重要な取り組み
です。市民が自ら行おうとする力を『はぐくむ』まちづくりを基本とします。

JMAC構造改革推進セクター（禁無断複製転載）

です。市民が自ら行おうとする力を『はぐくむ』まちづくりを基本とします。

●人と未来に『つなげる』まちづくり
地域や世代間の交流など人と人のつながりの大切さが見直されています。さらに、今の暮らしや環境、文化、伝統を生まれくる子どもたちにつなげてい
かなければなりません。また、恵まれた地域資源を市内外に情報発信し、焼津を世界に伝えていく必要があります。人と人、焼津と世界、
今と未来を『つなげる』まちづくりを基本とします。 4
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