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第５次焼津市総合計画 基本構想（案）新旧対照表 

Ｐ 新 旧 

第５次焼津市総合計画 基本構想（案） 第５次焼津市総合計画 基本構想（案） 

 

2 第１編 総論 第１編 総論 

   

 第１章 計画策定の趣旨 第１章 計画策定の趣旨 

   

 

 地方自治体を取り巻く社会環境は、急速な少子・高齢社会の進展と人口減

少、高度情報化や国際化の進展、地球規模での環境問題への対応など、大き

な転換期にあり、さらに市民の価値観や生活様式の変化による市民ニーズ

は、安全や安心、健康への意識の高まりなどますます多様化、高度化してい

ます。 

 地方自治体を取り巻く社会環境は、急速な少子・高齢社会の進展と人口減

少、高度情報化や国際化の進展、地球規模での環境問題への対応など、大き

な転換期にあり、さらに市民の価値観や生活様式の変化による市民ニーズ

は、安全や安心、健康への意識の高まりなどますます多様化、高度化してい

ます。 

 

 また、地方分権が一層推進され、世界的な経済不況や長引く景気低迷が懸

念される中においては、自治体にはこれまで以上に「自己決定」と「自己責

任」に基づく自主自立のまちづくりが求められており、効果的かつ効率的で

透明性の高い地域経営を実施していく必要があります。 

 また、地方分権が一層推進され、世界的な経済不況や長引く景気低迷が懸

念される中においては、自治体にはこれまで以上に「自己決定」と「自己責

任」に基づく自主自立のまちづくりが求められており、効果的かつ効率的で

透明性の高い地域経営を実施していく必要があります。 

 

 このような中、平成 20 年 11 月１日に焼津市と大井川町の１市１町は、よ

り高度で安定した行財政基盤を有する自治体を目指して合併し、持続的に良

質な公共サービスを提供していくために、市民や事業者と行政が手を携え、

行政のスリム化を図り、財政的にも安定した、市民が安心して生活のできる

足腰の強い自治体を創るものとしました。 

 このような中、平成 20 年 11 月１日に焼津市と大井川町の１市１町は、よ

り高度で安定した行財政基盤を有する自治体を目指して合併し、持続的に良

質な公共サービスを提供していくために、市民や事業者と行政が手を携え、

行政のスリム化を図り、財政的にも安定した、市民が安心して生活のできる

足腰の強い自治体を創るものとしました。 

 

 このような、本市を取り巻くさまざまな変化を踏まえ、市民や事業者と行

政との協働により、持続可能で自立した社会を創生するための新たなまちづ

くりの指針として「第５次焼津市総合計画」を多くの市民参画のもと策定し

ます。 

 このような、本市を取り巻くさまざまな変化を踏まえ、市民や事業者と行

政との協働により、持続可能で自立した社会を創生するための新たなまちづ

くりの指針として「第５次焼津市総合計画」を策定します。 

   

 第２章 計画の役割 略 第２章 計画の役割 略 

   

3 第３章 計画の構成と期間 略 第３章 計画の構成と期間 略 

   

4 第４章 計画の進行管理と行政評価 第４章 計画の進行管理と行政評価 

   

 

地方分権の進展と市民ニーズの多様化、さらに景気低迷による厳しい財政

状況の中、市民満足度の高い行政サービスを提供していくためには、市民か

ら見て分かりやすい成果重視の行政経営を進めていく必要があります。 

地方分権の進展と市民ニーズの多様化、さらに景気低迷による厳しい財政

状況の中、市民満足度の高い行政サービスを提供していくためには、市民か

ら見て分かりやすい成果重視の行政経営を進めていく必要があります。 

資料２ 
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このため第５次焼津市総合計画では、施策ごとに具体的な「成果指標」と

その「目標値」を設定し、その達成状況を行政評価により進行管理していく

仕組みを導入します。 

このため第５次焼津市総合計画では、施策ごとに具体的な「成果指標」と

その「目標値」を設定し、その達成状況を行政評価により進行管理していく

仕組みを導入します。 

   

 行政評価システム 行政評価システム 

 

 行政が実施する活動を客観的に評価し、その結果を次の計画や実施に反

映させ、よりよい行政サービスを行っていこうとすることを「行政評価」

といいます。 

 行政が実施する活動を客観的に評価し、その結果を次の計画や実施に反

映させ、よりよい行政サービスを行っていこうとすることを「行政評価」

といいます。 

行政評価システムでは、施策の大綱と施策、施策と事務事業という各段

階において、目的と手段の関係性を整理し、市民等にとってどうなればよ

り良い状態になるのか、という視点に立った「成果指標」とその「目標値」

を設定し、その達成状況を「Plan（計画）－ Do（実施）－ See(評価)」と

いうサイクルで管理していきます。 

行政評価システムでは、施策の大綱と施策、施策と事務事業という各段

階において、目的と手段の関係性を整理し、市民等にとってどうなればよ

り良い状態になるのか、という視点に立った「成果指標」とその「目標値」

を設定し、その達成状況を「Plan（計画）－ Do（実施）－ See(評価)」と

いうサイクルで管理していきます。 

成果目標の進行管理にあたっては、事業実施後の成果指標を測定し、達

成状況や費用対効果をチェックしながら、目標実現に向けた施策や事業の

見直し等を行い、併せて目標の達成状況を公表していきます。 

成果目標の進行管理にあたっては、事業実施後の成果指標を測定し、達

成状況をチェックしながら、目標実現に向けた施策や事業の見直し等を行

い、併せて目標の達成状況を公表していきます。 

このように、行政評価システムを総合計画の施策体系に沿って機能させ

ることにより、着実な計画の推進を図ります。 

このように、行政評価システムを総合計画の施策体系に沿って機能させ

ることにより、着実な計画の推進を図ります。 

   

     

5 第５章 わがまちの姿 第５章 わがまちの姿 

   

 第１節 位置と地勢 第１節 位置と地勢 

本市は静岡県のほぼ中央、さらに東京と名古屋の中間に位置し、東は駿

河湾に臨み、西は藤枝市と島田市、南は大井川を挟んで吉田町、北は高草

山（501ｍ）、花沢山（449ｍ）などの丘陵部を境に県都静岡市と接していま

す。 

市の面積は 70.55k ㎡であり、県総面積の 0.9％と小さく、南北に細長い

本市は静岡県のほぼ中央、さらに東京と名古屋の中間に位置し、東は駿

河湾に臨み、西は藤枝市と島田市、南は大井川を挟んで吉田町、北は高草

山（501ｍ）、花沢山（449ｍ）などの丘陵部を境に県都静岡市と接していま

す。 

市の面積は 70.55k ㎡であり、県総面積の 0.9％と小さく、南北に細長い

形状をしており、北部から南部にかけては、駿河湾に臨む 15.5km の海岸

線を有しています。 

形状をしており、北部から南部にかけては、駿河湾に臨む 15.5km の海岸

線を有しています。 

また、市北部には、標高 501ｍの高草山を中心に山々がありますが、南

は海岸線に沿って平坦な志太平野であり、可住地面積は 90％以上となって

います。 

また、市北部には、標高 501ｍの高草山を中心に山々がありますが、南

は海岸線に沿って平坦な志太平野であり、可住地面積は 90％以上となって

います。 

気候は、年間の平均気温が概ね 17℃前後と温暖であり、冬場でも最低気

温は-2℃程度と一年を通じて過ごしやすい地域です。 

気候は、年間の平均気温が概ね 17℃前後と温暖であり、冬場でも最低気

温は-2℃程度と一年を通じて過ごしやすい地域です。 
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本市は、県管理の特定第３種漁港である焼津漁港と市管理の地方港湾で

ある大井川港の２種類の港を有し、港と共に発展してきました。 

また、東海道本線の「焼津」と「西焼津」の２つの駅と東名高速道路の

焼津インターチェンジを有し、幹線道路である国道 150 号が市域の南北を

通過しているなど交通の利便性に優れ、さらに平成 21 年 6 月に開港した富

士山静岡空港からは、市域のほとんどが 20km 圏内に位置するなど広域ネッ

トワークが充実した地域を形成しています。 

 

 

また、本市は東海道本線に「焼津」と「西焼津」の２つの駅と東名高速

道路の焼津インターチェンジを有し、幹線道路である国道 150 号が市域の

南北を通過しているなど交通の利便性に優れ、さらに平成 21 年 6 月に開港

した富士山静岡空港からは、市域のほとんどが 20km 圏内に位置するなど広

域ネットワークが充実した地域を形成しています。 

   

 第２節 歴史 第２節 歴史 

「焼津」の地名は、古事記や日本書紀によると日本武尊(やまとたけるの

みこと)が東夷征伐の途中、天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)で草を薙

ぎ、それに火をかけて賊を滅ぼした地であることに由来すると記されてい

ます。 

「焼津」の地名は、古事記や日本書紀によると日本武尊(やまとたけるの

みこと)が東夷征伐の途中、天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)で草を薙

ぎ、それに火をかけて賊を滅ぼした地であることに由来すると記されてい

ます。 

焼津は江戸時代には、港を利用した回船業が発達し、明治に入ると動力

船が八丈島まで漁場を求めるようになりました。明治末期から焼津港築港

の動きが始まり、昭和 26 年に陸地を掘り込んで造られた焼津港内港が完成

すると、漁業はますます盛んになり、国内最大級の遠洋漁業の基地として、

全国に知られるようになりました。 

焼津は江戸時代には、港を利用した回船業が発達し、明治に入ると動力

船が八丈島まで漁場を求めるようになりました。明治末期から焼津港築港

の動きが始まり、昭和 26 年に陸地を掘り込んで造られた焼津港内港が完成

すると、漁業はますます盛んになり、国内最大級の遠洋漁業の基地として、

全国に知られるようになりました。 

また、「大井川」の名は日本書紀にみることができ、水を集めて流れる大

きな川という意味とともに、偉大なる川、偉大なる流れという意味もあり

ます。 

また、「大井川」の名は日本書紀にみることができ、水を集めて流れる大

きな川という意味とともに、偉大なる川、偉大なる流れという意味もあり

ます。 

大井川は江戸時代初期（1633 年）の頃には現在の川筋に定まり、1684 年

～1687 年には、今日の散居集落の原型が形成されました。その後は田沼街

道沿いに人家の集積が進み、海岸沿いには漁村が形成され、農漁村の基礎

が形づくられました。 

大井川は江戸時代初期（1633 年）の頃には現在の川筋に定まり、1684 年

～1687 年には、今日の散居集落の原型が形成されました。その後は田沼街

道沿いに人家の集積が進み、海岸沿いには漁村が形成され、農漁村の基礎

が形づくられました。 

焼津市は、明治 22 年に市町の元となる村が誕生し、昭和 26 年に市制が

施行され、昭和 32 年までに隣接する町村を編入しながら形成されてきまし

た。 

旧焼津市、旧大井川町はそれぞれ明治 22 年に市町の元となる村が誕生

し、旧焼津市は昭和 26 年に市制が施行され、昭和 32 年までに隣接する町

村を編入しながら形成され、旧大井川町も昭和 30 年に３か村が合併し、形

成されてきました。 

そして、平成 20 年 11 月１日に大井川町と合併し、現在の焼津市となっ

ています。 

そして、平成 20 年 11 月１日に旧焼津市と旧大井川町が合併し、現在の

焼津市となっています。 

   

6 第３節 人口 第３節 人口 

 １．総人口と世帯数の推移 １．総人口と世帯数の見通し 

平成 17 年の国勢調査による本市の総人口は 143,101 人で、平成 12 年よ 平成 17 年の国勢調査による本市の総人口は 143,101 人で、平成 12 年よ
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り 1.2％増加し、引き続き増加しています。しかし、増加の割合は平成 7

年以降減少傾向にあり、今後は平成 22 年頃をピークに減少に転じ、目標年

次である平成 30 年（2018 年）には、140,714 人になるものと予想されます。

り 1.2％増加し、引き続き増加しています。しかし、増加の割合は平成 7

年以降減少傾向にあり、今後は平成 22 年頃をピークに減少に転じ、目標年

次である平成 30 年（2018 年）には、140,714 人になるものと予想されます。

また、総世帯数は、平成 7 年以降増加率が減少するものの引き続き増加

しており、平成 30 年（2018 年）には、49,319 世帯になるものと予想され、

一世帯当たりの平均人員も平成17年の3.03人から2.85人に低下すると予

想されるなど、着実に核家族化や世帯の多様化が進展することが見込まれ

ます。 

また、総世帯数は、平成 7 年以降増加率が減少するものの引き続き増加

しており、平成 30 年（2018 年）には、49,319 世帯になるものと予想され、

一世帯当たりの平均人員も平成17年の3.03人から2.85人に低下すると予

想されるなど、着実に核家族化や世帯の多様化が進展することが見込まれ

ます。 

   

7 ２．年齢階層別人口の推移 ２．年齢階層別人口の見通し 

 

 昭和 60 年と平成 17 年の年齢階層別人口構成比の推移を見ると、年少人

口（0～14 歳）の割合は 8.8 ポイント減少し、生産年齢人口（15～64 歳）

の割合は 1.9 ポイント減少しています。 

 昭和 60 年と平成 17 年の年齢階層別人口構成比の推移を見ると、年少人

口（0～14 歳）の割合は 8.8 ポイント減少し、生産年齢人口（15～64 歳）

の割合は 1.9 ポイント減少しています。 

これに対し、老年人口（65 歳以上）の割合は、10.6 ポイント増加してお

り、着実に少子高齢化が進んでいることを表しています。 

これに対し、老年人口（65 歳以上）の割合は、10.6 ポイント増加してお

り、着実に少子高齢化が進んでいることを表しています。 

現在、既に高齢化率が 21％を超える超高齢社会となっていますが、目標

年次である平成 30 年には、さらに高齢化が進み、約 30％になるものと予

想されます。 

現在、既に高齢化率が 21％を超える超高齢社会となっていますが、目標

年次である平成 30 年には、さらに高齢化が進み、約 30％になるものと予

想されます。 

また、平成 17 年と平成 30 年の今後の年齢階層別人口構成比の推移を見

ると、年少人口（0～14 歳）の割合は 2.2 ポイント減少し、生産年齢人口

（15～64 歳）の割合は 7.4 ポイントの減少、老年人口（65 歳以上）の割合

は、9.7 ポイント増加するなど、昭和 60 年と平成 17 年の推移と比較し、

特に生産年齢人口の減少が進むものと予想されます。 

また、平成 17 年と平成 30 年の今後の年齢階層別人口構成比の推移を見

ると、年少人口（0～14 歳）の割合は 2.2 ポイント減少し、生産年齢人口

（15～64 歳）の割合は 7.4 ポイントの減少、老年人口（65 歳以上）の割合

は、9.7 ポイント増加するなど、昭和 60 年と平成 17 年の推移と比較し、

特に生産年齢人口の減少が進むものと予想されます。 

   

   

8 第４節 産業 第４節 産業 

 １．産業別就業人口の推移 １．産業別就業人口の見通し 

本市の就業者人口は、平成 17 年国勢調査で 75,533 人（分類不能の就業

者を含む。）であり、平成 7年までは増加を続けていましたが、平成 7年を

ピークに以降は減少しており、目標年次である平成 30 年（2018 年）には、

69,442 人（就業率 49.3％）になるものと予想されます。 

本市の就業者人口は、平成 17 年国勢調査で 75,533 人（分類不能の就業

者を含む。）であり、平成 7年までは増加を続けていましたが、平成 7年を

ピークに以降は減少しており、目標年次である平成 30 年（2018 年）には、

69,442 人（就業率 49.3％）になるものと予想されます。 

 

 昭和 60 年と平成 17 年の産業別就業人口割合の推移を見ると、第１次産

業の割合は 4.5 ポイント減少し、第 2 次産業も 5.4 ポイント減少していま

すが、第 3次産業は 10.0 ポイント増加しており、第 3次産業への移行が見

られます。 

 昭和 60 年と平成 17 年の産業別就業人口割合の推移を見ると、第１次産

業の割合は 4.5 ポイント減少し、第 2 次産業も 5.4 ポイント減少していま

すが、第 3次産業は 10.0 ポイント増加しており、第 3次産業への移行が見

られます。 
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 また、今後も第 1 次及び第 2 次産業の人口割合の減少は鈍化するものの

第 3次産業への移行が引き続き予想されます。 

 また、今後も第 1 次及び第 2 次産業の人口割合の減少は鈍化するものの

第 3次産業への移行が引き続き予想されます。 

     

9 ２．水産業（年間水揚量と水揚金額） 略 ２．水産業（年間水揚量と水揚金額） 略 

   

 ３．農業（農業産出額等） 略 ３．農業（農業産出額等） 略 

   

 ４．工業（製造品出荷額等） 略 ４．工業（製造品出荷額等） 略 

   

10 ５．商業（年間商品販売額等） 略 ５．商業（年間商品販売額等） 略 

   

 ６．観光交流客数 略 ６．観光交流客数 略 

   

 ７．大井川港取扱貨物量 略 ７．大井川港取扱貨物量 略 

   

   

11 第６章 時代の潮流とまちづくりの課題 第６章 時代の潮流とまちづくりの課題 

   

 

本市を取り巻く社会環境は、急速に変化しており、今後、発展を続けてい

くためには、時代の潮流を的確にとらえ、まちづくりを進める必要がありま

す。 

本市を取り巻く社会環境は、急速に変化しており、今後、発展を続けてい

くためには、時代の潮流を的確にとらえ、まちづくりを進める必要がありま

す。 

 

このため、将来を展望する際の横断的な視点として、時代の潮流を次のと

おり認識し、将来の発展に向け、的確にまちづくりを進めていくこととしま

す。 

このため、将来を展望する際の横断的な視点として、時代の潮流を次のと

おり認識し、将来の発展に向け、的確にまちづくりを進めていくこととしま

す。 

   

 １．人口減少社会と少子高齢社会の進展 １．人口減少社会と少子高齢社会の進展 

 

 我が国の総人口は、平成 17 年（2005 年）より本格的な人口減少社会に

入り、平成 62 年（2050 年）には人口が約 9,515 万人まで減少し、65 歳以

上の高齢者の割合は約 40％まで上昇すると見込まれています。 

 我が国の総人口は、平成 17 年（2005 年）より本格的な人口減少社会に

入り、平成 62 年（2050 年）には人口が約 9,515 万人まで減少し、65 歳以

上の高齢者の割合は約 40％まで上昇すると見込まれています。 

 

 また、本市においては、総人口は平成 22 年までは緩やかに増加するもの

の、その後は減少に転じ、平成 30 年以降は、65 歳以上の高齢者の割合が

約 30％を超えるものと予想されます。 

 また、本市においては、総人口は平成 22 年までは緩やかに増加するもの

の、その後は減少に転じ、平成 30 年以降は、65 歳以上の高齢者の割合が

約 30％を超えるものと予想されます。 

こうした人口構造の変化は、経済・社会の担い手となる生産年齢人口の

減少による社会全体の活力低下や地域の担い手の減少による防犯や災害時

における住民活動の弱体化を招くことが考えられます。 

こうした人口構造の変化は、経済・社会の担い手となる労働力人口の減

少による社会全体の活力低下や地域の担い手の減少による地域の活力低下

を招くことが考えられます。 
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さらに、高齢社会の進展により、年金、医療費、介護費等の社会保障給

付費の増大と一人暮らしの高齢者や認知症高齢者などの増加が考えられま

す。 

さらに、高齢社会の進展により、年金、医療費、介護費等の社会保障給

付費の増大と一人暮らしの高齢者や認知症高齢者などの増加が考えられま

す。 

このため、子どもを安心して生み育てられる環境を整備するとともに、

高齢者が健康で自立し、心豊かに暮らせる環境づくりが求められます。 

このため、子どもを安心して生み育てられる環境を整備するとともに、

高齢者が健康で自立し、心豊かに暮らせる環境づくりが求められます。 

   

 ２．安全・安心意識の高まり ２．安全・安心意識の高まり 

 

 近年、国内外における地震、津波、洪水などの大規模自然災害や高齢者

や子どもを巻き込んだ犯罪、悪質な交通事故、医師不足などによる地域医

療の崩壊の危機、感染症の発生、食品偽装問題などの社会不安の増大を背

景として、安全・安心に対する意識が高まっています。 

 近年、国内外における地震、津波、洪水などの大規模自然災害や高齢者

や子どもを巻き込んだ犯罪、悪質な交通事故、医師不足などによる地域医

療の崩壊の危機、感染症の発生、食品偽装問題などの社会不安の増大を背

景として、安全・安心に対する意識が高まっています。 

このため、危機管理体制の整備などによる安全で安心して暮らせるまち

づくりが求められています。 

このため、危機管理体制の整備などによる安全で安心して暮らせるまち

づくりが求められています。 

 

 また、昭和 51 年（1976 年）の東海地震説以来、すでに 30 年以上が経過

する中、地域住民による自主防災組織の一層の育成・強化を図り、防災対

策の新たな取り組みと地域防災力をさらに高める取り組みが求められてい

ます。 

 また、昭和 51 年（1976 年）の東海地震説以来、すでに 30 年以上が経過

する中、防災対策の新たな取り組みと地域防災力をさらに高める取り組み

が求められています。 

   

12 ３．価値観の多様化 略 ３．価値観の多様化 略 

   

 ４．交通ネットワークの進展 略 ４．交通ネットワークの進展 略 

   

 ５．環境意識の高まり 略 ５．環境意識の高まり 略 

   

13 ６．情報社会の進展 略 ６．情報社会の進展 略 

   

 ７．地方分権の進展 略 ７．地方分権の進展 略 

     

 ８．行財政改革 略 ８．行財政改革 略 

   

   

14 第２編 基本構想 第２編 基本構想 

   

 第１章 まちづくりの基本目標 第１章 まちづくりの基本目標 
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Ｐ 新 旧 

 第１節 まちづくりの基本理念と将来都市像 略 第１節 まちづくりの基本理念と将来都市像 略 

   

   

16 第２節 将来人口の目標 第２節 将来人口の目標 

 １．総人口 １．総人口 

本市の総人口は、第５章第３節の「１．総人口と世帯数の見通し」のと

おり、目標年次である平成 30 年（2018 年）には、平成 17 年人口に対して

1.7％減少し、140,714 人になるものと予想されます。特に生産年齢人口（15

～64 歳）の割合が 7.4 ポイント減少し、老年人口（65 歳以上）が 9.7 ポイ

ント増加するなど、経済・社会活動の担い手となる生産年齢人口の減少に

よる活力低下と社会保障給付費の増大による財政上の負担増が懸念されま

す。 

本市の総人口は、第５章第３節の「１．総人口と世帯数の見通し」のと

おり、目標年次である平成 30 年（2018 年）には、平成 17 年人口に対して

1.7％減少し、140,714 人になるものと予想されます。特に生産年齢人口（15

～64 歳）の割合が 7.4 ポイント減少し、老年人口（65 歳以上）が 9.7 ポイ

ント増加するなど、経済・社会活動の担い手となる労働力人口の減少によ

る活力低下と社会保障給付費の増大による財政の硬直化が懸念されます。 

このため、豊かな地域資源や交通ネットワークの優位性を活かしながら、

地場産業の振興や企業誘致による雇用創出、土地区画整理事業の推進によ

る快適な居住地域の形成、子育て環境の整備などによる定住の促進を図り、

現在の人口を維持することとし、平成 30 年の目標人口を 143,000 人と設定

します。 

このため、豊かな地域資源や交通ネットワークの優位性を活かしながら、

地場産業の振興や企業誘致による雇用創出、土地区画整理事業の推進によ

る快適な居住地域の形成、子育て環境の整備などによる定住の促進を図る

とともに、交流人口の拡大にも取り組むことにより、現在の人口を維持す

ることとし、平成 30 年の目標人口を 143,000 人と設定します。 

   

 ２．就業人口 略 ２．就業人口 略 

     

     

17 第２章 施策の大綱 第２章 施策の大綱 

   

 １．みんなが安心して暮らせるまちづくり 略 １．みんなが安心して暮らせるまちづくり 略 

   

 ２．安全で快適なまちづくり ２．安全で快適なまちづくり 

 

 地震・津波・水害などに備えた防災対策の強化とともに、消防体制の充

実や犯罪・交通安全に対する地域をあげた取り組みの強化など、危機管理

体制を確立し、災害に強く、安全なまちづくりに取り組みます。 

 地震・津波・水害などに備えた防災対策の強化とともに、消防・救急体

制の充実や犯罪・交通安全に対する地域をあげた取り組みの強化など、危

機管理体制を確立し、災害に強く、安全なまちづくりに取り組みます。 

 

 また、緑化の推進など、人と自然に配慮した基盤整備と「どこでも、だ

れでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基

づく交通環境の整備を図り、だれもが安全で快適に暮らせるまちづくりに

取り組みます。 

 また、緑化の推進など、人と自然に配慮した基盤整備と「どこでも、だ

れでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基

づく交通環境の整備を図り、だれもが安全で快適に暮らせるまちづくりに

取り組みます。 

   

 ３．豊かな心を育てるまちづくり 略 ３．豊かな心を育てるまちづくり 略 
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Ｐ 新 旧 

   

 ４．活力ある産業とにぎわいのあるまちづくり ４．活力ある産業とにぎわいのあるまちづくり 

 

 豊かな地域資源や道路・鉄道・港の恵まれた地理的特性、富士山静岡空

港や東名焼津・吉田間の新インターチェンジなどの新たな交通基盤を活か

して企業や観光客を誘致し、雇用の創出・確保、交流・定住人口や物流の

増加に努めます。 

 豊かな地域資源や恵まれた地理的特性、富士山静岡空港や東名焼津・吉

田間の新インターチェンジなどの新たな交通基盤を活かして企業や観光客

を誘致し、雇用の創出・確保、交流人口や物流の増加に努めます。 

また、産官学民が連携して焼津ブランドの確立を図るなど地域産業の振

興に努め、人やモノが行き交う活力とにぎわいのあるまちづくりに取り組

みます。 

また、産官学民が連携して焼津ブランドの確立を図るなど地域産業の振

興に努め、人やモノが行き交う活力とにぎわいのあるまちづくりに取り組

みます。 

   

18 ５．人と自然が調和するまちづくり 略 ５．人と自然が調和するまちづくり 略 

   

 ６．市民と行政がともに創るまちづくり 略 ６．市民と行政がともに創るまちづくり 略 

  

   

 第３章 土地利用の基本方向 略 第３章 土地利用の基本方向 略 

   

   

 

 

 


