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第５次焼津市総合計画 基本構想（案）新旧対照表 

新（第5回審議会） 旧（第3回審議会） 

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） 

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・高齢化の進展と人口減少、

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

換期にあります。 

さらに、市民の価値観や生活様式の変化により、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ました。 

今後、良質な公共サービスを持続的に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っていきます。 

 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、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」を多くの市民参画のもと策定します。

  

第２章 計画の役割 第２章 計画の役割 

 略  略 

１．略 １．略 

２．行政経営の指針 

 市財政の長期的展望を踏まえながら、行政活動を総合的かつ計画的に進

めていくための指針としての役割を果たします。 

２．行政経営の指針 

 市財政の長期的展望を踏まえながら、行政活動を総合的かつ計画的、効果

的・効率的に進めていくための指針としての役割を果たします。 

３．最上位計画としての指針 

 市の最上位計画として、福祉、教育、環境などの分野における個別計画を

３．最上位計画としての指針 

 市の最上位計画として、各種個別計画を策定する際の指針としての役割を

資料４ 
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策定する際の指針としての役割を果たします。 果たします。 

４．略 ４．略 

  

第３章 計画の構成と期間 略 第３章 計画の構成と期間 略 

  

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 

  

 略  略 

 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くことを「行政評価」といいます。

 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。 

  略   略 

  

 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（501

ｍ）、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。 

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（501

ｍ）、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、駿河湾に臨む 15.5km の海岸線を有しています。 

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。 

また、市北部には、高草山をはじめとする山地がありますが、南は海岸線

に沿って平坦な志太平野であり、可住地面積割合は 94％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、冬場でもほとん

ど降雪はなく、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。 

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、ＪＲ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交通

ネットワークが充実した地域を形成しています。 

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。 
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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」の名称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には現在の川筋に定まり、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。

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。

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日に大井川町と合併し、現在の焼津市となって

います。 

  

第３節 人口 第３節 人口 

１．総人口と世帯数の推移 １．総人口と世帯数の推移 

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 年より

1.2％増加しています。しかし、増加率は平成 7 年以降低下傾向にあり、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 人になるものと予測されます。 

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、平成 17 年の総世帯数は 47,197 世帯で、平成 7年以降増加率は低下

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

になるものと予測されます。 

このため、一世帯当たりの平均人員は平成 17 年の 3.03 人から 2.85 人に

低下するなど、着実に核家族世帯や単身世帯などの増加が予測されます。

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。 

  

２．年齢階層別人口の推移 ２．年齢階層別人口の推移 
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 昭和 60 年と平成 17 年の年齢階層別人口割合の推移を見ると、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％になるものと予測

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割合の推移を見ると、

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

イント増加するものと予測されます。 

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。 

  

第４節 産業 第４節 産業 

１．総人口と世帯数の推移 １．総人口と世帯数の推移 

本市の就業者人口は、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、平成 17 年国勢調査では 75,533 人でした。

目標年次である平成 30 年（2018 年）には、69,442 人（就業率 49.3％）

になるものと予測されます。 

 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。 

 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。 

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。

  

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。 

  

 ２．水産業（年間水揚量と水揚金額） ２．水産業（年間水揚量と水揚金額） 

 水揚量（焼津漁港と大井川港の合計）は年々減少し、平成 19 年以降は 20

万ｔを割り込んでいます。 

また、水揚金額は、平成 17 年以降増加傾向にありましたが、平成 21 年は

減少に転じています。 

 水揚量は、平成 17 年に若干増加したものの全体的には年々減少しており、

平成 19 年は 199,680ｔと 20 万ｔを割り込みました。しかし、水揚金額は、

平成 17 年以降増加傾向にあります。 

なお、全国の主要 32 港においては、焼津漁港の平成 20 年の水揚量と水揚

金額は全国２位となっています。 

なお、全国の主要 32 港においては、焼津漁港の平成 19 年の水揚量と水揚

金額は全国２位となっています。 
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３．農業（農業産出額等） ３．農業（農業産出額等） 

 農業産出額は増加傾向にありましたが、平成 18 年ではやや減少し、43 億

１千万円となっています。 

 農業産出額は増加傾向にありましたが、平成 18 年ではやや減少し、43 億

１千万円となっています。 

また、農家数は、年々減少しています。 また、農家数（販売農家）は、年々減少しています。 

  

４．工業（製造品出荷額等）  ４．工業（製造品出荷額等）  

事業所数・従業者数・製造品出荷額の推移をみると、事業所数・従業者数

は、ほぼ横ばいで推移しています。 

事業所数・従業者数・製造品出荷額の推移をみると、事業所数・従業者数

は、ほぼ横ばいで推移しています。 

製造品出荷額等は、平成 16 年以降減少傾向にありましたが、平成 19 年に

は増加に転じています。 

製造品出荷額等は、平成 16 年以降減少傾向にありましたが、平成 19 年に

は増加に転じています。 

製造品出荷額等の高い主な業種は、水産食料品製造業となっています。 製造品出荷額等の高い業種は、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業

などとなっています。 

  

５．商業（年間商品販売額等） ５．商業（年間商品販売額等） 

事業所数・従業者数・年間商品販売額の推移をみると、事業所数は、年々

減少傾向にありますが、従業者数は、平成 11 年以降、ほぼ横ばいで推移し

ています。 

事業所数・従業者数・年間商品販売額の推移をみると、事業所数は、年々

減少傾向にありますが、従業者数は、平成 11 年以降、ほぼ横ばいで推移して

います。 

また、年間商品販売額は、平成 14 年以降、ほぼ横ばいで推移しています。 また、年間販売額は、近年ほぼ横ばいで推移しています。 

  

６．観光交流客数 ６．観光交流客数 

 観光交流客数の推移をみると、平成 16 年度以降、宿泊客数・観光レクリ

エーション客数とも減少傾向にあり、平成 20 年度は約 321 万人となってい

ます。 

 観光交流客数の推移をみると、平成 15 年度以降、宿泊客数・観光レクリエ

ーション客数とも減少傾向にあり、平成19年度は約316万人となっています。

  

７．大井川港取扱貨物量 ７．大井川港取扱貨物量 

 大井川港は、県営の外国貿易港である清水港、田子浦港、御前崎港に次い

で県内第４位の取扱貨物量を誇ります。 

 大井川港は、県営の外国貿易港である清水港、田子浦港、御前崎港に次いで

県内第４位の取扱貨物量を誇ります。 

しかし、近年、減少傾向にあり、特に平成 20 年の砂利・砂・石材の貨物量

は取扱企業の撤退などにより約９割減少し、全体で約 229 万 t まで減少して

います。 

しかし、近年、減少傾向にあり、特に平成 20 年の砂利・砂・石材の貨物量

は企業の撤退等により約９割減少し、全体で約 229 万 t まで減少しています。

主な取扱貨物は石油製品・重油・ＬＰＧ で、全体の約 7割を占めています。 主な取扱貨物は石油製品・重油・ＬＰＧ で、全体の約 7割を占めています。

  

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 
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本市を取り巻く社会経済情勢は、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．人口減少社会の到来と少子・高齢化の進展 １．人口減少社会と少子高齢社会の進展 

 我が国は、平成 17 年（2005 年）から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、第５章第３節の「１．総人口と世帯数の推移」で

示したとおり、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懸念されます。 

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。 

さらに、高齢化の進展により、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 略 ２．安全・安心意識の高まり 略 

  

３．価値観の多様化 ３．価値観の多様化 

 生活水準の向上や余暇時間の増大など社会の成熟化に伴い、個人の価値観

やライフスタイルの多様化が進み、「モノの豊かさ」から「心の豊かさ」に

重きを置き、文化芸術や健康への志向などゆとりを重視した創造的な生活を

求めたり、ワークライフバランス（仕事と生活の調和）を図って生活の質を

大切にする意識が高まっています。 

 生活水準の向上や余暇時間の増大など社会の成熟化に伴い、個人の価値観

やライフスタイルの多様化が進み、モノの豊かさから心の豊かさに重きを置

き、文化芸術や健康への志向などゆとりを重視した創造的な生活を求めたり、

ワークライフバランス（仕事と生活の調和）を図って生活の質を大切にする

意識などが高まっています。 

さらに、高齢者や団塊の世代の人々をはじめとして自発的な社会貢献、社

会参加への意識も高まっています。 

さらに、高齢者や団塊の世代の人々をはじめとして自発的な社会貢献、社

会参加への意識も高まっています。 

その一方で、近年、日常的な隣近所の付き合いが浅く、地域活動へ参加す

る人が少ないなど、地域のつながりの希薄化が進んでおり、防犯や防災対策、
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地域の教育力や福祉機能の低下などへの対応として、地域のつながりの再構

築が重要視されています。 

このため、市民一人ひとりが、個々の価値観を尊重し合い、誰もが地域の

一員としての自覚を持ち、責任を果たしていく社会の実現が求められていま

す。 

このため、市民一人ひとりが、個性と能力を発揮し、さまざまな分野で生

き生きと活動できる環境づくりなど、生活の豊かさを実感できるような取り

組みを進めていくことが求められています。 

  

４．交通ネットワークの進展 ４．交通ネットワークの進展 

 本市は、国土中枢軸である東名高速道路や幹線道路である国道 150 号、ま

た交通の大動脈であるＪＲ東海道本線など、広域交通ネットワークが充実し

た地域です。 

 本市は、国土軸である東名高速道路や幹線道路である国道 150 号、また交

通の大動脈である東海道新幹線、東海道本線など、広域交通ネットワークが

充実した地域です。 

また、全国有数の遠洋・沖合漁業の基地として知られる焼津漁港と物流機

能を持つ市管理の地方港湾である大井川港を有し、これらは産業の発展だけ

でなく、多様な人や情報の交流による発展をもたらしてきました。 

また、全国有数の遠洋・沖合漁業の基地として知られる焼津漁港と物流機

能を持つ市営管理港湾である大井川港を有し、これらは産業の発展だけでな

く、多様な人や情報の交流による発展をもたらしてきました。 

さらに、開港した富士山静岡空港や新東名高速道路の整備、東名焼津・吉

田間の新インターチェンジなどの高速交通体系の整備は、さらなる生活圏の

拡大と経済、物流構造に大きな変化を与えるものです。 

さらに、平成 21 年 6 月 4 日に開港した富士山静岡空港や新東名高速道路の

整備、東名焼津・吉田間の新インターチェンジなどの高速交通体系の整備は、

さらなる生活圏の拡大と経済、物流構造に大きな変化を与えるものです。 

このため、既存の交通結節点とのアクセス強化による陸・海・空の有機的

なネットワークの形成を図り、産業立地の促進、地域資源を活用した新規産

業の創出や観光振興など地域の活力向上に結び付けていく必要があります。

このため、既存の交通結節点とのアクセス強化による陸・海・空の有機的

なネットワークの形成を図り、産業立地の促進、地域資源を活用した新規産

業の創出や観光振興など地域の活力向上に結び付けていく必要があります。 

  

５．環境意識の高まり 略 ５．環境意識の高まり 略 

  

６．情報社会の進展 ６．情報社会の進展 

情報通信技術（ＩＣＴ）の飛躍的な発達は、パソコンや携帯電話等の情報

通信機器とインターネットの急速な普及を促し、高度情報通信ネットワーク

社会の急速な拡大と人々の生活スタイルや経済活動などに強い影響を及ぼ

し、情報の重要性をますます大きなものとしています。 

情報通信技術（ＩＣＴ）の飛躍的な発達は、パソコンや携帯電話等の情報

通信機器とインターネットの急速な普及を促し、高度情報通信ネットワーク

社会の急速な拡大と人々の生活スタイルや経済活動などに強い影響を及ぼ

し、情報の重要性をますます大きなものとしています。 

情報通信基盤の整備は、地域の情報発信、教育機会や障害者の社会参加機

会の拡充、在宅医療の充実、就業機会の拡大等、社会のあらゆる分野に効果

をもたらす可能性があります。 

情報通信基盤の整備は、地域の情報発信、教育機会の拡充や障害者の社会

参加機会の拡大、在宅医療の充実、就業機会の拡大等、社会のあらゆる分野

に効果をもたらす可能性があります。 

このため、情報通信技術を地域づくりや交流の活発化に積極的に活用し、

まちの魅力と活力を高める取り組みをしていく必要があります。 

このため、情報通信基盤のより一層の整備により、地域づくりや交流の活

発化に積極的に活用し、まちの魅力と活力を高める取り組みをしていく必要

があります。 

  

７．地方分権の進展 ７．地方分権の進展 
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 地方分権の進展に伴い、様々な権限が国や県から市町村に移譲され、政策

の自己決定権が拡大し、自らの権限と責任のもとに、地域の実情やニーズを

踏まえた個性豊かなまちづくりを進める必要があります。 

 地方分権の進展に伴い、様々な権限が国や県から市町村に移譲され、政策

の自己決定権が拡大し、自らの権限と責任のもとに、地域の実情やニーズを

踏まえた個性豊かなまちづくりを進める必要性が高まっています。 

 このため、まちづくりの進め方もこれまでの行政主導による手法ではな

く、市民や事業者と行政が一体となり、目的を共有しながらそれぞれの役割

を分担して取り組む「協働のまちづくり」を一層推進していく必要がありま

す。 

 このため、まちづくりの進め方もこれまでの行政主導による手法ではなく、

市民や事業者と行政が一体となり、目的を共有しながらそれぞれの役割を分

担して取り組む「協働のまちづくり」を一層推進していく必要があります。 

これにより、市職員には自ら実行する政策形成能力と協働を進めていくた

めの調整能力がこれまで以上に求められるとともに、より専門性が要求され

る事務の増加が予想されます。このため、地域の実情に即した公共サービス

が展開できる体制づくりや人材の育成・確保が必要となります。 

これにより、市職員には自ら実行する政策形成能力と協働を進めていくた

めの調整能力がこれまで以上に求められるとともに、より専門性が要求され

る事務の増加が予想されます。このため、地域の実情に即した公共サービス

が展開できる体制づくりや人材の育成・確保が必要となります。 

    

８．行財政改革 ８．行財政改革 

 人口減少や少子・高齢化の進展、市民ニーズの複雑・多様化など行政を取

り巻く状況が厳しさを増す中で、的確な公共サービスを提供していくために

は、地域で活動するさまざまな主体と行政が一層連携を密にし、地域全体と

しての力（地域力）を発揮・向上させ、地域の課題解決に取り組むことが求

められています。 

 人口減少や少子高齢化の進展、市民ニーズの複雑・多様化など行政を取り

巻く状況が厳しさを増す中で、良質な公共サービスを提供していく必要があ

ります。 

このため、地域住民をはじめ、ＮＰＯや企業など、さまざまな主体が地域

づくりに一層参加できる仕組みを整えていくとともに、民間にできることは

民間に委ね、真に行政として対応しなければならない政策・課題等に重点的

に対応した簡素で効果的かつ効率的な行政経営を実現していく必要があり

ます。 

このため、民間にできることは民間に委ね、真に行政として対応しなけれ

ばならない政策・課題等に重点的に対応した簡素で効果的かつ効率的な行政

経営を実現していく必要があります。 

また、持続的に公共サービスを提供するためには、財政的に自立すること

が重要であることから、自主財源の確保対策など、財政基盤の強化を図る必

要があります。 

また、持続的に公共サービスを提供するためには、財政的に自立すること

が重要であり、企業誘致や滞納対策などによる自主財源の確保対策を講じ、

財政基盤の強化を図る必要があります。 

  

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 

    

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

 略  略 

地域資源や特性を『いかす』まちづくり 略 地域資源や特性を『いかす』まちづくり 略 

みんなに、地球に『やさしい』まちづくり 略 みんなに、地球に『やさしい』まちづくり 略 
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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

行政との協働の原動力となる市民が自ら行おうとする力を『はぐくむ』

まちづくりを進めます。 

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

政との協働のまちづくりの原動力となる市民が自ら行おうとする力を『は

ぐくむ』まちづくりを進めます。 

人と未来に『つなげる』まちづくり 

環境、文化、伝統、平和の尊さと恵まれた地域資源を次世代に引き継

ぎ、市内外へ情報発信することにより、人と人、過去・現在・未来、焼

津と世界を『つなげる』まちづくりを進めます。 

人と未来に『つなげる』まちづくり 

環境、歴史、文化、伝統、平和の尊さ及び恵まれた地域資源を次世代に

引き継ぎ、市内外に情報発信することにより、人と人、過去・今・未来、

焼津と世界を『つなげる』まちづくりを進めます。 

 略  略 

  

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．総人口と世帯数の推移」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。 

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 

    

第２章 施策の大綱 第２章 施策の大綱 

  

 まちの将来都市像「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～」 を実現するための基本方向として、次の６

つの施策の大綱を設定します。 

 まちの将来都市像「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～」 を実現するための基本方向として、次の６つ

の施策の大綱を設定します。 

  

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

 必要なときに良質な医療が受けられるよう、地域の基幹病院である市立総

合病院と診療所との地域医療連携の強化や救急医療体制の整備など、医療供

 必要なときに適切な医療が受けられるよう、地域の基幹病院である市立総

合病院を中心とした地域医療体制を確立するなど医療体制の充実を図りま
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給体制の充実を図ります。 す。  

また、少子化対策として、地域全体で子どもを安心して生み育てることが

できる環境の整備・充実を図ります。 

また、少子化対策として、地域全体で子どもを安心して生み育てることが

できる環境の整備・充実を図ります。 

さらに、就業機会の拡大や高齢者の健康づくり、介護予防など住み慣れた

地域で自立して心豊かに暮らせる環境づくりなど福祉の充実を図り、市民の

誰もが生涯を通じ、安心して、健康で幸せに暮らせる、住みたい・住み続け

たいまちづくりに取り組みます。 

さらに、高齢者の健康づくりや介護予防、就業機会の拡大など住み慣れた

地域で自立して心豊かに暮らせる環境づくりなど福祉の充実を図り、市民の

誰もが生涯を通じ、安心して、健康で幸せに暮らせる、住みたい・住み続け

たいまちづくりに取り組みます。 

  

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

交通環境の整備や公園等の公共施設の整備を図り、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 ３．豊かな心を育てるまちづくり 

子どもたちが、豊かな感性と生きる力を育み、次代を担う人材として成長

していくことができるよう、幼児教育・学校教育の充実を図ります。 

 

また、市民一人ひとりが自主的・主体的に生涯にわたって文化、学習、ス

ポーツなどの活動を行うことのできる環境づくりや人材育成など生涯学習

の充実を図ります。 

 

 さらに、長年培われてきた郷土の文化を継承し、郷土愛を醸成するととも

に、広島、長崎とともに被ばく市民を持つ焼津市として、核兵器による被ば

く体験を後世に継承し、焼津から平和の願いを発信していくなど、豊かな心

を育てるまちづくりに取り組みます。 

 核兵器による被ばく市民を持つ体験と長年培われてきた郷土の歴史や文化

の継承と郷土愛の醸成に努め、豊かな心を育みます。 

 また、生涯にわたる学習やスポーツを通じて健やかな心と体をつくること

など、焼津の未来を担う人材の育成や教育環境の充実に努め、誰もが平和を

愛し、人を思いやり、生きがいと充実感を持って暮らしていけるまちづくり

に取り組みます。 

  

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 

 基幹産業である水産業をはじめ、農林業、工業、商業の各産業における担  
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い手の育成や安定した経営の実現に向けた取り組みを支援し、地域産業の振

興を図ります。 

 また、豊かな地域資源や道路・鉄道・港のある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

流の増加を図ります。 

 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。 

さらに、産官学民の連携による焼津ブランドの確立など、一層の地域産業

の振興を図り、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。 

  

５．人と自然が調和するまちづくり ５．人と自然が調和するまちづくり 

 海・山・川の風光明媚な豊かな自然に恵まれ、その自然を背景として、風

土に根ざした生活・産業が培われており、この貴重な自然といつまでも共生

できるよう、自然環境の保全を図ります。 

 海・山・川の風光明媚な豊かな自然に恵まれ、その自然を背景として、風

土に根ざした生活・産業が培われており、この貴重な自然といつまでも共生

できるよう、自然環境の保全を図ります。 

 また、環境教育の充実やごみ減量のための３Ｒ運動の推進などにより、環

境問題に対する意識の高揚を図るとともに、環境への負荷が少ない持続可能

な循環型社会の形成を図り、人と自然が調和するまちづくりに取り組みま

す。 

 また、環境教育の充実やごみ減量のための３Ｒ運動の推進などにより、環

境問題に対する意識の高揚を図るとともに環境への負荷が少ない持続可能な

循環型社会の形成を図り、人と自然が調和するまちづくりに取り組みます。 

  

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

 市民一人ひとりがお互いの人権を尊重し、ともに支え合い、個性と能力を

十分に発揮して生きていくことができる社会を築いていくため、男女共同参

画やユニバーサルデザイン、多文化共生などの理念の普及に取り組み、市民

の意識の向上を図ります。 

 行財政改革により市民や事業者への分権を推進するとともに、市民や事業

者が責任と自覚を持って、性差や年齢、障害の有無に関わらず、誰もが能力

を十分に発揮してまちづくりに参画できるよう、男女共同参画やユニバーサ

ルデザイン、多文化共生などの理念の普及に取り組みます。 

さらに、地域全体としての力（地域力）を発揮・向上させるため、市民意

識の高揚と一層の情報公開と情報交換を推進するとともに、市民のまちづく

りへの参画と主体的な活動を促進し、協働のまちづくりを推進します。 

また、行政と市民や事業者は、お互いの不足を補い、信頼関係を構築して、

協働のまちづくりによる魅力ある地域づくりと情報発信力の強化に取り組み

ます。 

また、市職員の意識改革や資質向上などにより、成果を重視した市民目線

による行政経営を行うとともに、収入確保と経費の節減などによる健全な財

政運営に取り組みます。 

 

  

第３章 土地利用の構想 

 

第３章 土地利用の基本方向 

第 1節 土地利用の基本方針 
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土地は、現在及び将来における市民のための限られた資源であるととも

に、生活や生産活動全般に係る共通の基盤であることから、その利用のあり

方は市民の生活や地域の発展と深い関わりを持ち、市全体の活力にも大きく

影響を及ぼすものです。 

 

このため、本市の土地利用は、次に示す５つの基本方針に基づき、総合的

かつ計画的に行うものとします。 

 

 

１．自然環境を保全し、やすらぎの空間を創出するための土地利用  

豊かな自然が残る高草山、大崩海岸を含めた駿河湾に臨む 15.5km の海岸

線一帯、大井川河口などの良好な自然環境を保全する土地利用を図り、人と

自然のふれあいの場などとして、市民にやすらぎのある空間を提供します。

 

 

２．災害に強い安全な土地利用  

風水害や地震などの自然災害に対する安全性を高める土地利用を図り、災

害に強いまちづくりを推進します。 

 

 

３．市民生活の利便性を高め、安心して暮らせる空間を創出するための土地

利用 

 

土地区画整理事業などによる計画的な都市基盤の整備により、良質な住宅

地の形成や都市機能が集積する土地利用を図り、市民生活の利便性を高め、

市民が安心して暮らせる空間を創出します。 

 

 

４．経済的に安定した市民生活並びに自主財源を確保するための土地利用  

焼津漁港や大井川港などの産業基盤施設や富士山静岡空港、新設される東

名高速道路インターチェンジなどを活かし、経済的に安定した市民生活のた

めの雇用の場の確保・拡大や持続的に良質な住民サービスを提供するための

自主財源の確保を図るため、道路や排水路などの基盤整備を積極的に推進し

ながら、周辺環境との調和に配慮しつつ、優良な企業の適正な立地を促進し

ます。 

 

 

５．地域の特性を活かすとともに市民と共に創る土地利用  

自然環境や景観、歴史、文化などの特性を活かすとともに、市民の意見や

考えを積極的に取り入れ、各地域のまちづくりに活かします。 

 

 

第２節 ゾーン別の土地利用の基本方向 
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１．市街地ゾーン  

現行の市街化区域（工業ゾーン、流通業務ゾーン、港利活用ゾーンの市街

化区域を除く）と一部の外縁部を含めた地域一帯を『市街地ゾーン』として

位置づけ、無秩序な市街化を抑制するとともに、計画的な市街地整備や適正

な土地利用の誘導、都市防災機能の向上などにより、安全で快適な市街地の

形成を図ります。 

 

 

２．工業ゾーン  

現行の工業専用地域、工業地域、既存の工業施設集積地及び新規に工業施

設を導入する区域を『工業ゾーン』として位置づけ、低・未利用地等を活用

した新たな工業用地の確保・整備を進めるとともに、工業地としての環境の

維持・向上を図ります。 

 

 

３．流通業務ゾーン  

東名高速道路焼津インターチェンジ周辺を『流通業務ゾーン』として位置

づけ、流通業務施設の適正な誘導により、まとまりある流通業務地の形成を

図ります。 

 

 

４．田園集落ゾーン  

農地と住宅地、集落地が共存している現行の市街化調整区域（工業ゾーン

及び流通業務ゾーンの市街化調整区域を除く）を『田園集落ゾーン』として

位置づけ、まとまりある農用地の維持・保全を図っていくとともに、農住が

共生した良好な居住環境の維持・向上を図ります。 

 

 

５．緑の自然ゾーン  

市街地の背景となる高草山をはじめとする北部山地一帯及び小川漁港か

ら大井川港にかけての海岸一帯を『緑の自然ゾーン』として位置づけ、良好

な自然環境（森林・農地）の保全・活用を図るとともに、山地災害等に対す

る安全性を高めます。 

 

 

６．港利活用ゾーン  

焼津漁港一帯及び大井川港一帯を『港利活用ゾーン』として位置づけ、活

力ある港、災害に強い港、市民に親しまれる港づくりを進めます。 

 

 


