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平成２１年７月１１日（土） ９時～平成２１年７月１１日（土） ９時

焼津市企画調整課

将来都市像、基本理念の検討にあたって
の各種検討結果の説明

１．「わがまちの現状」の検討結果について

２．「時代の潮流（環境変化）」の検討結果について

３．策定委員会の「まちづくりの課題」の検討結果について

４ 市長マニフェストにおけるまちづくりの考え方について４．市長マニフェストにおけるまちづくりの考え方について

５．将来都市像に関する市民意識調査結果について

６．これまでの総合計画の将来都市像と基本理念について
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１．「わがまちの現状」の検討結果
市民会議（６月１３日）及び庁内合同会議（５月１４日）のまとめ

【主な守るべき点・活かすべき点】

地域活動が活発である地域活動が活発である

地元に静岡福祉大学があり、連携と活用を図るべき

歴史・伝統文化の保存・継承を図るべき

市民の健康増進の取り組みと元気な高齢者の活用を
図るべき

海 山 川の自然環境に恵まれている海・山・川の自然環境に恵まれている

交通の利便性の良い地理的特性や豊富な地域資源を
活用すべき

新産業や雇用の確保を図る土地利用を図るべき

コンパクトシティが形成されている

１．「わがまちの現状」の検討結果
市民会議（６月１３日）及び庁内合同会議（５月１４日）のまとめ

【主な変えるべき点】【主な変える き点】

文化財や施設の情報発信が不十分

小中学生のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動等への推進を図るべき

福祉に配慮したﾊﾞﾘｱﾌﾘｰのまちづくりに変えるべき

医療体制・サービスに不安がある

環境意識が希薄環境意識が希薄

防災意識の低下とインフラ整備が不十分

交通事故が多い

まち全体に活気がない（商店街に活気がない）

就労の場が少ない
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１．「わがまちの現状」の検討結果
市民会議（６月１３日）及び庁内合同会議（５月１４日）のまとめ

【主な変えるべき点】

店舗・観光施設・イベント等の情報発信が不十分

交通ネットワーク（道路整備）が不十分

公共交通機関（バス交通）が不便

公園が少ない

新インター周辺の整備

市民活動への参加意識が希薄

行政情報発信力が弱い

総花的施策の見直し

２．「時代の潮流」の検討結果
市民会議（６月１３日）及び庁内合同会議（５月１４日）のまとめ

【焼津市にとっての機会（チャンス）】

健康で元気な高齢者が増え、地域活動に貢献できる人
材の充実と就業機会の拡大

安全・安心のまちづくりや環境に対する意識が高まる

防災意識が高まり、地域ボランティアの増加と地域力や
コミュニティが強化される

健康意識 高ま と地場産 魚食 消費拡大健康意識の高まりと地場産品（魚食）の消費拡大

地方分権による市の独自性の発揮と市民活動への参加
機会の増加による市民協働が進展する

情報社会の進展による情報発信力の向上
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２．「時代の潮流」の検討結果
市民会議（６月１３日）及び庁内合同会議（５月１４日）のまとめ

【焼津市にとっての機会（チャンス）】

富士山静岡空港の開港に伴う地場産品の消費拡大と観
光・交流人口の拡大

高速道路網・空港・漁港・港湾のネットワーク形成による
企業誘致・イベント招致の機会の拡大

２．「時代の潮流」の検討結果
市民会議（６月１３日）及び庁内合同会議（５月１４日）のまとめ

【焼津市にとっての脅威】

少子高齢化の影響（労働人口の減少、税収減、社会保
障費等の増大、市民サービスの低下等）

人口減少の影響（まち全体の衰退、税収減、市民サ－ビ
スの低下

東海地震説以来の長期化による防災意識の低下

病院医師の不足による地域の基幹病院としての機能の
低下と救急医療の崩壊

情報化によるいじめや不登校、学力低下、犯罪等への
影響
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２．「時代の潮流」の検討結果
市民会議（６月１３日）及び庁内合同会議（５月１４日）のまとめ

【焼津市にとっての脅威】

新型インフルエンザ等の感染症の拡大

マグロの水揚げ量の減少に伴う、水産業の衰退

交通事故のさらなる増加

３．「まちづくりの課題」の検討結果
策定委員会（５月22日）の検討結果

合併基本計画の基本理念を検討の起点とし 幹部層合併基本計画の基本理念を検討の起点として、幹部層
による「まちづくりの課題」抽出を行う。

【合併基本計画の基本理念】

① 地域の資源や特性を「いかす」まちづくり

② みんなに地球に「やさしい」まちづくり

③ 市民の力を「はぐくむ」まちづくり
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３．「まちづくりの課題」の検討結果
策定委員会（５月22日）の検討結果

【基本理念①】【基本理念①】

『地域の資源や特性を「いかす」まちづくり』

地域資源や特性を産業や市民生活に「いかす」研究が

不足している。

各産業 事業者間 お 地域資源や特性を「 か各産業、事業者間において、地域資源や特性を「いか

す」連携が希薄である。

新規企業の進出する条件が整っていない。

３．「まちづくりの課題」の検討結果
策定委員会（５月22日）の検討結果

【基本理念②】【基本理念②】

『みんなに、地球に「やさしい」まちづくり』

他人に対する思いやりが希薄である。

福祉や環境に対して無関心な人々が増えている。

生活環境や自然環境が悪化していく恐れがある。
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３．「まちづくりの課題」の検討結果
策定委員会（５月22日）の検討結果

【基本理念③】【基本理念③】

『市民の力を「はぐくむ」まちづくり』

人間関係が希薄化しており、地域共同体の意識が薄い。

市民の力を「はぐくむ」行政側の能力が不足している。

市民の活動を支えるネットワーク作りが足りない。

4．市長マニフェストにおけるまちづくり
の考え方

市長 ト は 『強い焼津 やさしい焼津』を目指市長マニフェストでは、『強い焼津、やさしい焼津』を目指
す４つの目標を掲げている。

①市民が安心して住み子供を育てられる「安心のまち」

②地域経済が活発で人が集まる「活力と魅力のまち」

③市民と行政が協働してまちづくりを進める「人が輝く市民③市民と行政が協働してまちづくりを進める「人が輝く市民

参加のまち」

④災害に強い「安全なまち」
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4．市長マニフェストにおけるまちづくり
の考え方
市長マニフェストでは、特に重点的に実施していく項目と市長マ フェストでは、特に重点的に実施していく項目と
して、７つの重点項目を掲げている。

①市立総合病院を頼れる病院に変える

②市長自らトップセールスで焼津を売り込む

③ 「笑顔、親切、テキパキ」サービスの実現

④ 3年で学校耐震化実現④ 3年で学校耐震化実現

⑤テッテイ的に行財政改革

⑥アクアスやいづのテッテイ検証

⑦子育て、人づくりを全力支援

5．将来都市像に関する市民意識調査
結果について
合併基本計画に示す『人が輝き活気にあふれ 海・山・川の合併基本計画に示す『人が輝き活気にあふれ 海 山 川の
恵みと歩むまち 焼津』が新市の都市像としてふさわしいか、に
ついては、

ふさわしい

どちらかといえば

ふさわしくない

3.0%

ふさわしくない

1.1%

不明

6.6%

「ふさわしい、どちらかといえば
ふさわしい」が、６５．９％

「ふさわしくない、どちらかといえ
ばふさわしくない」が、４．１％

ふさわしい

32.9%

どちらかといえば

ふさわしい

33.0%

どちらとも

いえない

23.5%

居住地区別では、
焼津中学校区が、７３．８％
大井川中学校区が、５８．７％
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5．将来都市像に関する市民意識調査結果
これからのまちづくりにおいて、重要だと思うまちづくりの項目
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5．将来都市像に関する市民意識調査結果
これからのまちづくりにおいて、特に重要だと思うまちづくりの項目
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６．これまでの総合計画の将来都市像、基本理念

焼津市総合計画（１次）・第２次

『青い海と緑の自然の中に
生きがいとやすらぎのある街』

第５次焼津市総合計画

将来都市像
基本理念生きがいとやすらぎのある街』 基本理念

『人が輝き活気にあふれ
海・山・川の恵みと歩むまち 焼津』

・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

合併基本計画

『潤いと活力に満ちた
海と生きるまち焼津』
～波の彼方に大いなる夢を

つかもう～

第３次焼津市総合計画 第４次焼津市総合計画

『人が輝き活気にあふれ
海の恵みと歩むまち焼津』

いかす、やさしい、はぐくむ


