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将来都市像の選定及び基本理念の確認結果（第 3回策定委員会） 

日時 平成 21 年７月 21 日（火）15：00～16：10 

場所 焼津市役所 本庁６階 603 号室 

 

 平成 21 年 7 月 21 日に第 3 回策定委員会を開催し、これまでに庁内合同会議と市民会議

で検討された将来都市像案から、策定幹事会において絞り込まれた３つの案を基に検討を

行いました。また、幹事会において決定した基本理念案についての確認を行いました。 

 

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案から、策定幹事会において絞り込まれた３案を基に最終的な将来都市像案の検討

を行いました。 

「市民会議の意見を尊重すべき」「他のキャッチフレーズに似たような言い回しが使われ

ているものは好ましくない」等の意見から、「市民会議案と庁内合同会議案の折衷案が良い

のではないか」ということとなり、それらを踏まえ事務局にて折衷案を作成し、後日改め

て委員会を開催し、将来都市像案を選定することになりました。 

 

なお、委員より出された意見は以下のとおりです。 

・ わかりやすくて簡単な方がよい。 

・ 案１で、「まちがキラリ」の方がよい。 

・ 「が」がない方が語呂がよい。（人キラリ 海キラリ まちキラリ） 

・ そのまちに住みたくなるというのが一番。生まれたい、住みたい、そこで死にたい

というものがよい。 

・ 焼津といえば「海」であり、最初に海をもってきてはどうか。 

（海がキラリ 人がキラリ まちをキラリ） 

・ 合併基本計画を尊重しながらもリセットして新たなものをつくるということをし

っかり共通認識しておいた方がよい。 

・ 案１は、抽象的でどんなまちなのかよくわからない。都市像としては適切でないの

ではないか。どういうまちかはっきりわかる案３がよい。 

・ 市民会議の意見を否定してよいものか。ただ、幹部職員会議の案として、案１が適

切かといわれると疑問がある。 

・ 「キラリ」を活かして、サブタイトルで具体的な説明をするなど折衷案を検討しな

いと決まらない。 

・ 案１はインパクトがあり、イベント等のキャッチフレーズとしてはよいが、８年後

の将来都市像としてはどうか。 

・ キャッチフレーズとしてインパクトがある方が良い。抽象的であるのは含みがある

ということ。考えさせられるキャッチフレーズである。具体的なことは注釈の中で

説明すればよい。 

資料４ 



2 

 

 

・ 市民会議の決定を覆すのはいかがなものか。結局、職員が決めるといかにも職員が

決めたというものにしかならない。職員もどれだけ市民の側に立って考えられるか

試されているともいえる。 

・ せっかく市民会議でインパクトのあるものを作ってくれたので、これを活かしなが

ら折衷案を考えてはどうか。 

・ 市民会議案の取り扱い、最終案の決定について、市民会議の委員にはどのように説

明しているのか。 

→あくまで参考として、市民会議案の中からよいと思うものに挙手をしていただ

き、もっとも多くの共感が得られたものが案１である。また、それが最終案で

はなく、その結果も参考にしながら最終案を検討すると説明してある。 

・ 策定委員会の位置づけは。 

→策定委員会は総合計画案を作成する最終決定機関であり、ここで決定した案を

総合計画等審議会に諮問することとなる。 

 

・ 議論の中では、以下の折衷案が検討されました。 

 

人キラリ 海がキラリ まちがキラリ 

 ～人が輝き活気とやすらぎのあるまち焼津～ 

 

海キラリ 人がキラリ まちがキラリ 

 ～人が輝き活気とやすらぎのあるまち焼津～ 

 

人・海・まちキラリ 

 ～活気とやすらぎのあるまち焼津～ 

 

 

２ 基本理念 

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、幹事会案は合併基本計画の基本理念を踏襲し、これまでの検討結果が網羅

されているため案のとおりとする、との結論となりました。 
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将来都市像の選定（第 4回策定委員会） 

 日時 平成 21 年７月 27 日（月）16：30～17：05 

 場所 焼津市役所 本庁６階 603 号室 

 

 ７月 21 日に開催された第３回策定委員会において、事務局にて将来都市像の市民会議案

と庁内合同会議案の折衷案を作成し、後日改めて委員会を開催し、将来都市像案を選定す

ることとなったことをうけて、7月 27 日に本委員会を開催しました。 

 事務局案について意見交換を行った後、多数決により将来都市像が 

「人がキラリ 海がキラリ まちをキラリ ～活力と自然の恵みに満ちたまち 焼津～」 

に決定しました。 

 

１ 意見交換等 

事務局案等について、委員より出された意見は以下のとおりです。 

・ 将来都市像としては「～のまち」という方がよく、「…キラリ」というのは将来都

市像として適切でないのではないか。 

→「～まち」というのは副題にあればよいのではないか。 

・ 案②を変形して、「海がキラリ 人がキラリ まちがキラリ」がよいのではないか。 

・ 市民会議を尊重すべきで、どういう意図、想いを込めたのか考えると、主題につい

ては、人と海が輝くことでまちを輝かせるという、まちを輝かせることを最終目標

とするという想いがあり、人・海・まちは並列に考えていないため、並列になって

いないものがよい。また同様に、副題もその想いを反映したものがよい。 

・ 原案でまち「を」としたことにより、意欲・行動が感じられる。また、助詞を除い

てしまうと他市の大会テーマと似てきてしまう。 

・ 副題については、やや抽象的な主題を補足するものとして、抽象的でなくある程度

の方向性を持ったものがよい。 

・ 焼津の産業力が低下し、これが商店街の衰退を招いている。また、少子高齢化によ

り、今後、税収は減少し、社会保障費は増大するなど、閉塞感があり、「活力」が

必要。 

これらの意見交換を踏まえ、多数決により案を決定し、適宜修正することとしました。 

 

２ 主題について 

①案の「人がキラリ 海がキラリ まちをキラリ」を出席委員 11 名、欠席委員２名

の計 13 名の賛成多数（委員の過半数）により決定しました。 

 

 

 

 



4 

 

３ 副題について 

出席委員の挙手による投票及び欠席委員の投票の結果は以下のとおりです。 

なお、a 案については、基本理念に「つなげる」を加えたことにより、将来都市像と

基本理念が重複することとなるため、選定の対象外としました。 

a 輝きを世界へ                  

b 人が輝き活気とやすらぎのあるまち 焼津    （５） 

c 人と自然が輝くやすらぎのあるまち 焼津    （１） 

d 人が輝き 海・山・川の恵みと歩むまち 焼津  （２） 

e 自然の恵みと活力に満ちた輝くまち 焼津    （７） 

f 自然の恵みと笑顔が輝くまち 焼津       （１） 

g 笑顔と自然が輝くまち 焼津          （２） 

 

この結果を踏まえ、e案をベースとし、主題とのバランスをとって、「自然の恵み」と

「活力」の順序を入れ替え、「キラリ」と重複する「輝く」を削り、「活力と自然の恵み

に満ちたまち 焼津」に決定しました。 

 

以上により、将来都市像案は 

 

人がキラリ 海がキラリ まちをキラリ 

 ～活力と自然の恵みに満ちたまち 焼津～ 
 

に決定しました。 

 

 

第 4回 幹事会 

 

 

 

 



将来都市像の検討

　将来都市像の検討にあたり、将来都市像等に「きらり」が使用された事例をインターネットで検索した結果、下記のとおりです。

◆将来都市像に「きらり」を使用した事例

千歳市 『ひと・まち☆きらり 地球の笑顔が見えるまち千歳』

富山市 『きらりと輝く・人・まち・とやま』

赤磐市 『人”いきいき” まち”きらり”「活力ある、住みよい、住みたい、赤磐市」をめざして』

御前崎市 『海と緑と笑顔が きらり輝く 御前崎』

雫石町 『キラリ輝く しずくいし』

倉吉市 『人と自然と文化がつくる「キラリと光る新中核都市」』

東栄町 『キラリと輝く 自立を育む 交流創造の郷』

大町 『美しく豊かな自然 文化の風薫る きらり輝くおおまち』

藤井寺市 『小さくてもキラリと光るまち 藤井寺』

◆大会テーマ等に「きらり」を使用した事例

日南市 海きらり ふるさときらり 夢きらり （全国豊かな海づくり大会）
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　上記事例を考慮しつつ、前回の策定委員会における意見を下に、下記の検討方針のとおり将来都市像を検討するものとします。

【原案】

案１ 人がキラリ 海がキラリ まちをキラリ ～輝きを世界へ～

案２ 海の恵み、豊かな水、みんなが笑顔で暮らせるまち

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 ： 『人が輝き 活気にあふれ 海・山・川の恵みと歩むまち 焼津』

【原案に対する委員意見】

・わかり易くて簡単な方がよい

・案１は抽象的でどんなまちなのかよくわからない

・他のキャッチフレーズに似たような言い回しは、好ましくない

・案１はインパクトがあり、イベント等のキャッチフレーズとしてはよいが、 将来像としてはどうか

・キャッチフレーズとしては、インパクトがある方がよい。抽象的であるのは含みがあるということ。

具体的なことは注釈の中で説明すればよい

・市民会議の意見を否定してよいものか

・市民会議の決定を覆すのはいかがなものか。職員もどれだけ市民の側に立って考えられるか試
【検討方針】

倉吉市 『人と自然と文化がつくる「キラリと光る新中核都市」』 日南市 海きらり ふるさときらり 夢きらり （全国豊かな海づくり大会）

将来都市像検討（案）

副題の説明

①
【原案】
人がキラリ　海がキラリ　まちをキラリ

ａ
原案であり、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くこ
とを意味します。

② 人がキラリ　海がキラリ　まちがキラリ ｂ 第３案の主題を副題とするものです。

③ 人キラリ 海キラリ まちキラリ ｃ
ｂ案には「自然」が表現されていないため、「自然」を加えるとともに「輝く」に活気

案
１
ベ
ー

ス

副　題
（主題をよりわかりやすく表現したもの）

主　題

【原案】
輝きを世界へ

人が輝き活気とやすらぎのあるまち　焼津

人と自然が輝くやすらぎのあるまち 焼津

されているともいえる

・せっかく市民会議でインパクトのあるものを作ってくれたので、これを活かしながら、折衷案を考

えてはどうか

・「キラリ」を活かして、サブタイトルで具体的説明をする折衷案が必要

【検討方針】

『市民会議案と庁内合同会議案の折衷案を将来都市像とする』

・主題は「キラリ」を活かしたインパクトのあるものとし、副題でその内容をわかりやすく表現するものを検討する。

③ 人キラリ　海キラリ　まちキラリ ｃ
気

の意を含めるものとします。

④ 人・海・まち　キラリ ｄ
主題は合併基本計画の将来都市像を抽象的にインパクトをもって、表現したもの
であるため、副題は合併基本計画の将来都市像を踏襲したものとしました。
ただし、「活気にあふれ」は、「輝き」に活気の意を含むものとし、省略しました。

⑤ 人・まちキラリ　海キラリ ｅ 上記の考えの下で、「海・山・川」を「自然」とし、表現を修正しました。

ｆ

ｇ 笑顔と自然が輝くまち　焼津

第２案に他の案と同様に「輝く」を加え、副題として修正しました。

ス

（
市
民
会
議
案

）
自然の恵みと笑顔が輝くまち　焼津

自然の恵みと活力に満ちた輝くまち　焼津

人と自然が輝くやすらぎのあるまち 焼津

人が輝き　海・山・川の恵みと歩むまち　焼津

①案 『 人がキラリ 海がキラリ まちをキラリ 』 ｅ案の修正案 『 活力と自然の恵みに満ちたまち 焼津 』
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将来都市像、基本理念（案）

人がキラリ 海がキラリ まちをキラリ
～活力と自然の恵みに満ちたまち 焼津～

＜将来都市像案＞

活力と自然の恵みに満ちたまち 焼津

「人がキラリ」 市民の誰もが心と体の健康を保ち、生きがいと幸せを感じ、お互いを思いやり、ふ
れあい、助け合いながら、いきいきと暮らしている姿は輝いています。私たちはキラリと輝くことに
よって、新たな活力が生まれ、私たちのまち焼津を輝かせるとともにその輝きを受け継ぐ次世代
を育てていきます。

「海がキラリ」 海・山・川の豊かな自然環境、豊富な水産資源や大井川の伏流水など海に象徴さ
れる地域資源を活かしてこそ輝きが増します。私たちは、これからも歴史、文化、産業の起源で
ある海をキラリと輝く状態で守り続け、未来につなげていきます。

「まちをキラリ」 住む人が郷土に誇りを持ってまちを愛し、自らまちづくりに関わりを持つことによ
り、まちはもっとキラリと輝きを放ちます。私たちは、自然と共生しながら、これまでの伝統・文化
や産業を守りつつ 新たな創造や発展により元気な焼津をつくるとともに キラリと輝く情報を世や産業を守りつつ、新たな創造や発展により元気な焼津をつくるとともに、キラリと輝く情報を世
界に発信していきます。

私たちは、「人がキラリ 海がキラリ まちをキラリ ～活力と自然の恵みに満ちたまち 焼津～」
を将来都市像として、人と自然が共に輝き、活力に満ちたまちの実現を、協働のまちづくり
により目指します。

●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。

＜基本理念案＞

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。

●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、歴史、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
れた地域資源とともに、水爆被災体験をもつ都市として平和の尊さを市内外に情報発信し、焼津
の今と過去を世界に伝えていく必要があります。人と人、過去・今・未来、焼津と世界を
『つなげる』まちづくりを基本とします。
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