
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

　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

　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

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

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

　現在の将来都市像が市民意識調査でも６
５％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。
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　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。

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。

メージした。 「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。

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。

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。

①生き甲斐を感ずるまちづくり 地域資源や特性を「いかす」まちづくり 人々が安心して暮らせるまち 健康で活気のあるまち 海と自然環境を守る心
支え合いながら、安全安心に暮らせるまちづ
くり

②自然と共生し、育てるまちづくり みんなに、地球に「やさしい」まちづくり 誰もが健康に暮らせるまち 安全・安心保障宣言のまち その人らしい人生を送ることができるまち 地域の伝統を守り活かす
人・自然・歴史文化や地域の特性をいかすま
ちづくり

③人や地域がつながるまちづくり 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 歴史・伝統を活かすまち やる気と活気のある地域づくり
自然（海 山 ） 人 ながり 安全 安心

将来都市像

（以上、合併基本計画のもの） 水（地域資源）とともに暮らせるまち
自然（海・山・川）、人のつながり、安全・安心
のまち

新しい産業創造

暮らしや自然を未来に｢つなげる｣まちづくり 自然・活気を発信するまち やいづブランドを育てよう
平和、文化、伝統、資源を「つたえる」まちづく
り

協働システムを広げよう

道徳マナーの見直しが必要

＜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。

＜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。

＜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。

＜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。

＜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。

＜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。

＜補足説明＞
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。

精神文化を高める
子どもを安心して育てられる環境づくりを進め
る

教育環境を推進する 医療サービスの充実 港の活用 環境先進都市 人材育成を充実する

バリアフリーの充実 地域コミュニティを自ら守り、つくり上げる。 挨拶ができるまちにする 安心して子育てができる 産業・にぎわい 自然の保護(海・山・川) 産・学・官・民の連携を強化する
福祉 環境 教育など 協働のまちづくりを進

基本理念

水産資源の活用100％
福祉、環境、教育など、協働のまちづくりを進
める

子育て支援に特化する 災害、防犯、地域防災対策の徹底 自然の力再認識 海、山、川、空のエコ活用を拡大 情報発信を工夫する

市民交流・産業交流の機会を設ける
ごみゼロをめざし、持続可能なまちづくりをす
る

福祉大を活用し医療・健康・福祉の連携を推
進する

弱者や老人を思いやる心を育てる 地域コミュニティの活性化 人の心を育むシステムを作る 海水浴場を活性化する

いろんな地域・文化の人と触れ合える機会を
つくる

積極的な情報発信をする 市民協働を推進する 伝統・文化の伝承 教育環境の充実
地域のことをもっと知る
（「焼津検定」の実施など）

住民主導のまちづくりが必要 公共交通機関の充実 まちの案内人の養成 福祉医療サービスの充実
居場所づくり
（子ども・大人・お年寄）

わかりやすい情報の発信 漁業と農業が協働し特産物をＰＲする 海・山・川の魅力を活かしたまちづくり 子育て環境の整備 ごみゼロのまち
他県や海外の人の心をつかむ情報発信力と
研究

行政、住民、企業の交流を進める 防災対策の充実(耐震化急務)

世代間のつながりが希薄
市民が積極的にまちづくりに取り組める仕組
みづくり

地元の文化を守り続けるまち

先輩の知恵を借りながらも、若者が中心に
なって引っ張る

焼津ブランドの発信 県・国との協同事業の創造

人が喜ぶような言葉を出し、他者優先を心が
ける

情報網を有効に活用する。

＜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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