
わ　が　ま　ち　の　現　状　（第２回市民会議のまとめ）

まとめ 1班 2班 3班 4班 5班 6班 7班

人柄が良い 人柄が素朴で単純 人柄のいい人が多い
道徳マナーが悪い 道徳マナーが悪い マナーや道徳感の低い中高年男性が
排他的な面が残っている 排他的な面が残っている

地域コミュニテｨが残っており、近所の人
間関係が良好

地域との触れ合いがある

自治会組織がしっかりしている 地縁団体が確立しており治安が良い
自治会の因習（古いしきたりが残ってい

伝統文化が伝承されている（荒まつり、
魚河岸シャツ）

伝統文化が伝承されている（荒まつり、
魚河岸シャツ）

荒祭り 祭り（焼津神社の荒祭り）

歴史 史跡が多い 歴史的文化財が多い 歴史 史跡が多い

地域コミュニティ（自治会組織）がしっか
りしている

＜わがまちの特性＞
分野
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歴史・史跡が多い 歴史的文化財が多い。 歴史・史跡が多い
浜通りなど昔からの街並みが残ってい

昭和通の昔ながらの街並みがよい

焼津の良さを知らない人が多い

焼津の人より県外から来た人の方がよ
く知っている→焼津の歴史を子供たち
が学ぶ取り組みをすればもっと地元に
愛着がわく

静岡福祉大学がある 地元に大学がある（通うのに便利） 大学がある ・大学がある。 静岡福祉大学がある

高校生の定住意向が強い
高校生は就職しても焼津から出たがら
ない

ディスカバリーパークがある ディスカバリーパーク ディスカバリーパーク
スポーツが盛ん（レスリング、相撲） スポーツが盛ん（レスリング、相撲） スポーツが盛ん。 相撲が強い
誰もが参加できるイベントがある ・誰もが参加できるイベントがある。

市立病院の施設が充実していない
病院の施設不備（部屋にゴミ箱、タオル
ない）

市立病院の機能が不足している 市立病院の機能が不足している
子育てがしやすい

持ち家３世帯住宅で子育てがしやすい
老人が多く、若者・子供が少ない 老人が多く、若者・子供が少ない
自然に恵まれている（海、山、大井川） 自然に恵まれている（海、山、大井川） 自然が豊か ・海、山、川があり、自然が豊か。 自然が多い。 自然が多い
海岸線が長い 海岸線が長い。 きれいな海と長い海岸線
風光明媚である 風光明媚である 景色がよい。
気候 風土が良い 気候 風土が良い 温暖な気候

教育文化 昔ながらの街並みが残っている

子育てがしやすい
福祉保健

気候、風土が良い 気候、風土が良い 温暖な気候。
風が強い 風が強い 風が強い
海は美しさなく無機質、ごみも多い
港・肥料会社の異臭
ごみ収集所が汚い ごみ収集所が汚い
下水道整備率が低い 下水道整備率が低い。

比較的まちがきれい。
騒音のない静かなまち。

住む環境が良い

旧市街地は密集し、日当たりが悪い
旧市街地は町屋タイプで日当たりが悪
い

水がおいしい 焼津の水はおいしい 水がうまい。
津波被害の恐れがある ・津波災害への不安・懸念がある。 地震による津波被害の恐れがある。
地震防災に無関心 地震防災に無関心
交通事故が多い 飛び出しなどの事故が多い
犯罪が少ない（泥棒・空き巣） 犯罪が少ない（泥棒・空き巣）
市民間で収入格差を感じる 市民間で収入格差を感じる

水産業が盛ん 水産加工業が盛ん
水産都市（魚と港）

港がある（焼津・小川・大井川） 全国的知名度のある漁港のまち。 港がある（焼津・小川・大井川）
特徴ある地場産品（黒はんぺんなど）が
多い

・特徴ある地場産品が多い。 黒はんぺんが有名

地下水が豊富で海洋深層水がある 駿河湾深層水 地下水と海洋深層水

海は美しさなく無機質、ごみも多い、港・
肥料会社の異臭

生活環境

水産業（漁業、水産加工業）が盛んな水
産都市である

清潔で静かな居住環境である

地下水が豊富で海洋深層水がある 駿河湾深層水 地下水と海洋深層水
飲食店が多い 飲食店が多い
お店がたくさんあって住みやすい お店がたくさんあって住みやすい
駅前等の商店街がさみしい 駅前通りが寂しい ・駅周辺が寂しい。 商店街がさびれている。 駅前等の商店街がさみしい
まち全体に活気がない（観光スポットな
い、港周辺が楽しくない）

まち全体に活気がない（観光スポットな
い、港周辺が楽しくない）

まちに活気がない

ＰＲが下手で、観光資源（静浜基地の航
空祭などのイベントなど）を活かしきれ
ていない

イベントは多いが、ＰＲが足りない 観光客がさかなセンター止まり
・観光資源を活かしきれていない（ＰＲが
下手）。

静浜基地の航空祭（市内外からの見物
客）、足湯

観光収入の増加が期待できない 観光収入の増加が期待できない
遊ぶ場所が少ない 遊ぶ場所が少ない
宿泊施設が多い 宿泊施設が多い
農産物（なし、メロンなど）、海の幸が豊
かでおいしい

山の幸、海の幸が豊か 食べ物がおいしい 魚がうまい。 農業の特産物（なし、メロン）がおいしい 魚がおいしい（魚センター）

交通条件がよい（新幹線静岡駅、静岡
空港、東名ICへのアクセスが良い）

交通条件がよい（新幹線静岡駅近い、
静岡空港）

インター・空港など交通アクセスが良い
交通の便が良い（静岡駅から至近、東
名IC）

産業力が弱い 産業力が弱い
アクアス焼津がある アクアス焼津
アクアス焼津の運営が問題となってい 赤字の続くアクアス焼津

産業振興
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幹線道路整備されている 幹線道路整備されている 幹線道路が整備されている ・幹線道路が整備されている。
幹線道路整備が遅れている 幹線道路が少なく不便

道が狭い 道が分かりにくい ・生活道路が整備されていない（狭い）。 道路が狭く、交通網が不便 道路が狭く、分かりにくい
狭い道の交通量が多く歩行者が危険

市域は平坦で狭く、移動が容易である 平らで狭く、市内の移動が容易。
車がないと生活できない 車がないと生活できない
バス等の公共交通機関が不便で利用し
にくい

バスが利用しにくい（本数が少ない、近
くに停留所ない）

路線バスが不便 公共交通機関が利用しにくい 交通が不便（市内の公共交通機関）

段差が多い（駅構内）
道路の段差、点字ブロック少ない 施設のバリアフリー化が遅れている
焼津駅エレベーター不便

コンパクトなまち コンパクトなまち。
焼津ＩＣから１０分くらいで市内の目的地
へ行ける

広場、公園が偏在している 公園の配置バランスが悪い ・広場、公園が少ない。
整備された公園が多い 整備された公園が多い。
市街地に自然が残っていない 市街地に自然が残っていない

都市整備

生活道路の整備が遅れている

施設のバリアフリー化が遅れている
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市街地に自然が残っていない 市街地に自然が残っていない
地震対策が遅れている 地震対策が遅れている
旧国道が斜めで三角地が多い 旧国道が斜めで三角地が多い。
信号機が壊れたままになっている 信号機が壊れたままになっている
市民・ＮＰＯの活動が活発 市民・ＮＰＯの活動が活発 まちづくり活動が盛ん
まちづくりの方向性がはっきりしていな
い。

・まちづくりの方向性がはっきりしていな
い。

行政に無関心な人が多い 行政に無関心
外国人が多い 外国人対策・カルチャーギャップに課題 ・外国人が住んでいる。 ブラジル人が多い。
官公庁・病院等施設が点在している 大きな施設が分散している 官公庁・病院等施設が点在している
いろいろな施設がある いろいろな施設がある。

行財政
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わ　が　ま　ち　の　現　状　（第２回市民会議のまとめ）

まとめ 1班 2班 3班 4班 5班 6班 7班
地域活動が活発である 地域コミュニティが残っている※守りた 地域活動が活発である
歴史、伝統文化（荒まつり、魚河岸シャ
ツ）の保存・継承

伝統文化（荒まつり、魚河岸シャツ）※
守りたい

伝統、文化、歴史の継承 ・伝統文化、伝統行事 歴史・文化が息づくまち 祭り（焼津神社の荒祭り）

スポーツが盛ん（レスリング、相撲） スポーツが盛ん（レスリング、相撲） 相撲が強い
静岡福祉大学の活用、連携 市内に大学を有している ・静岡福祉大学（活用、連携） 静岡福祉大学
ディスカバリーパークの活用 ディスカバリーパーク

福祉保健 元気な高齢者の活用 高齢者が元気
自然環境（海・山・川）の保全 自然環境（海・山・大井川）※守りたい 高草山 ・海、山、川、自然の豊かさ 自然・環境の保全 自然が多い、きれいな海と長い海岸線
眺望が良い 眺望が良い
風（自然エネルギー）の活用 風が強い

が が

＜守るべき点・活かすべき点＞

生活環境

教育文化

分野
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住む環境が良い 住む環境が良い
水産業を活かしたまちづくり 水産業※活かしたい 漁港を活かしたさかなのまち 港がある町 水産都市（全国により一層発信してい

魚が美味しい グルメな町

・特徴ある地場産品
黒はんぺん（焼津特産品の認知度を高
める）

交通条件のよさ（新幹線駅近い、幹線
道路が整備、静岡空港）※活かしたい

交通条件のよさ（新幹線駅近い、幹線
道路が整備、静岡空港）※活かしたい

都市空間交通の便が良い 空港に一番近い海のまち

水が豊富できれい おいしい水
駿河湾深層水が取水されている 駿河湾深層水、豊かな地下水 地下水と海洋深層水

周辺整備を含めたアクアス焼津の活用 アクアス焼津（周辺施設の整備） アクアス焼津（もっと上手に活かしてい
海（マリンスポーツ、釣り、地引網） 海（マリンスポーツ、釣り、地引網）
温泉（足湯） 温泉 足湯
静浜基地の航空祭（市内外からの見物
客）

静浜基地の航空祭（市内外からの見物
客）

一次産業に発展の可能性がある 一次産業に発展の可能性がある
都市整備 コンパクトシティ コンパクトシティ

まとめ 1班 2班 3班 4班 5班 6班 7班
文化財や施設の市内外への情報発信
が あ

文化財や施設の情報発信を豊富にす
も れを知教育文

地場産品（魚、黒はんぺんなど）を活か
したまちづくり

＜変えるべき点＞

豊富な水と海洋深層水の利用産業振興

分野

が不十分であること る。また、市民もそれを知ること。
道徳マナーの低さ 道徳マナーの低さ マナーが悪い人が増えた

福祉保健
福祉に配慮したまちづくりに変えるべき
(駅・道路・病院)

福祉に配慮したまちづくりに変えるべき
(駅・道路・病院)

低い環境意識（港のゴミ、ごみ収集所
等）

低い環境意識（港のゴミ、ごみ収集所
等）

安全・安心への意識の低さ（防災無関
心）

安全・安心への意識の低さ（防災無関
心）

交通事故が多い 交通事故が多い
格差を感じる 格差を感じる
まち全体に活気がない（市民の意識改
革）

まち全体に活気がない※市民の意識改
革が必要

まちに活気がない

まち興しの目玉がない まち興しの目玉がない 特徴が感じなれない（やる気がない）
駅前等の商店街に活気がない 商店街に活気がない 商店街（中心部）を活性化する。 駅前等の商店街
海沿いに飲食店が少ない 海沿いに飲食店が少ない
魚の値段が高く、小売店が少ない 魚の値段が高く、小売店が少ない
食べ物、お店、観光施設、イベント等の
市内外への情報発信が不十分であるこ

観光、イベント等のＰＲが少ない
食べ物、お店などの情報発信を豊富に
する。また、市民もそれを知ること。

娯楽施設が少ない 娯楽施設が少ない 遊ぶ場所が少ない
アクアスの経営 アクアスの経営
生活道路が未整備である 生活道路が未整備である 生活道路 道路整備が遅れている 道路が狭く、分かりにくい

公共交通機関が不足している 公共交通機関が不足している まちを周遊できる交通網の整備
高齢者（交通弱者）に配慮し、交通網を
整備する 交通手段を確保する

公共交通機関が不便 交通が不便（市内の公共交通機関）

生活環境

産業振興

教育文化

公共交通機関が不足している 公共交通機関が不足している まちを周遊できる交通網の整備
整備する。交通手段を確保する。

公共交通機関が不便 交通が不便（市内の公共交通機関）

段差が多い（駅構内） 段差が多い（駅構内）
広場、公園が少ないこと 公園が少ない ・広場、公園
市街地に自然がない 市街地に自然がない
駅周辺 ・駅周辺
中心のない町 中心のない町
市民活動への意識の低さ 市民活動への意識の低さ
情報発信力が弱い 情報発信力が弱い
外国人との相互理解 ・外国人との相互理解

都市整備

行財政
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