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23.11.13大ワールドカフェ（１回目） 焼津市自治基本条例・ＰＩ意見集－１

No. ○ 問：焼津市がずっと住み続けたいまちであるために大切にしたいこと 分類

1
ご近所づきあい 地域・市民・人のつなが

り

2
隣近所が仲良く住める街 地域・市民・人のつなが

り

3
地域住民との絆（ふれあい、思いやり） 地域・市民・人のつなが

り

4
地域の人とのつながり 地域・市民・人のつなが

り

5
地域コミュニティの強化 地域・市民・人のつなが

り

6
住民同士 地域・市民・人のつなが

り

7
市民のつながりがいつまでも続くように 地域・市民・人のつなが

り

8
市民同士のつながり 地域・市民・人のつなが

り

9
世代を超えた人と人とのつながり→子どもから大人まで誰もが楽しめるような季節ごとのイベ
ント （例）小学生だけで販売しているお店を出す

地域・市民・人のつなが
り

10
人とのつながり→助け合い 市民⇔行政 市民⇔市民 地域・市民・人のつなが

り

11
人のつながり 地域・市民・人のつなが

り

12
他の市町村に頼るのではなく、焼津市にしかできない信頼・信用出来る病院や学校などを
造る

地域・市民・人のつなが
り

13
人と人との距離が近い 地域・市民・人のつなが

り

14
お互いがお互いに思いあえる町 地域・市民・人のつなが

り

15
となり近所づきあい、地域のつながり 地域・市民・人のつなが

り

16
地域のつながり 地域・市民・人のつなが

り

17
向こう３軒両隣 地域・市民・人のつなが

り

18
地域を支えるネットワーク 地域・市民・人のつなが

り

19
人と人とのつながり 地域・市民・人のつなが

り

20
向こう３軒両隣精神で思いやりを持って住みたい 地域・市民・人のつなが

り

21
押しつけでない地域交流のある場所 地域・市民・人のつなが

り

22
信頼関係 地域・市民・人のつなが

り

23
コミュニケーション 地域・市民・人のつなが

り

24
地域の絆 地域・市民・人のつなが

り

25
人と人との関わりが強い町だといいと思います 地域・市民・人のつなが

り

26
きちんと機能する自治会 地域・市民・人のつなが

り

27
職業関係なく、町中で会ったら「こんにちは」や「お～い」などと気軽にあいさつができるアッ
トホームのような雰囲気が欲しい！

地域・市民・人のつなが
り

28
市民同士のコミュニケーションをとれる場をもつこと→ハード面でもソフト面でも 地域・市民・人のつなが

り

29
人との繋がりがある 地域・市民・人のつなが

り

30
人とつながる（仲間） 地域・市民・人のつなが

り

31
人と人とのつながりがあること 地域・市民・人のつなが

り
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No. ○ 問：焼津市がずっと住み続けたいまちであるために大切にしたいこと 分類

32
地域内のつながり、コミュニティ 地域・市民・人のつなが

り

33

私がずっと住み続けたいまち 「近所に子どもたちの遊ぶ笑い声が聞こえる環境がある」→
経済的に発展しているまちは住みやすいかもしれないが、条件によって移りたくなると思う
結果としてつきつめると・・・子どもたちが遊べる環境（治安の良さ）が必要！！ ☆住民同
士の交流・つながりを大切にすべき

地域・市民・人のつなが
り

34
地域コミュニティ→しくみ作り

35
人情豊か。暮らしやすさ

人のつながり

36
互いに情報交換をしやすい人の関わり

人のつながり

37
誰もが必要とされる居場所

人のつながり

38
相互交流

人のつながり

39
相互交流

人のつながり

40

焼津市の中にも、たくさんの町・地域があると思います。その地域で、それぞれ祭りなど、行
事を行って、他のところからもきてもらい小さいところからつながっていけたらいいと思いま
す。

地域

41
知り合いが多いとか

人のつながり

42
☆みんなが気軽にたちよれる場所があるといいな→災害時の安否確認にもつながる →
情報交換 人のつながり

43
他人のことを思いやること

人のつながり

44
自分の困ったことややりたいことを声に出して言える

人のつながり

45
お互いに優しく気持ちのよい接し方をすること

人のつながり

46
地域コミュニティ、機会と場

地域

47
地域文化

地域

48
親密な近所付き合い ご近所同士で団結力があると、何かあった時に協力し合うことがで
きるので安心だし、住みやすい環境になるから 地域

49
地域住民相互の信頼感

地域

50
近所の人や地域の色んな人と仲良く（交流できる）

地域

51
地域コミュニティがしっかりした・・・災害に強い地域づくり、安心につながる

地域

52
地域イベントを地域の人が（小さい地域で必要）

地域

53
となりにいる人同士に気さくに助け合える町にしたい

地域

54
地域交流が盛んに行われる事

地域

55
住んでいるところのまわりの人に無関心でない（人が多い）

地域

56
お祭りなどをたくさん開催し、地域の人と人とのつながりを深める

地域

57
挨拶

つながり

58
“風通しの良い町”

オープン

59
”あいさつ”が溢れるまち→知らない人にもあいさつをする

オープン

60
外部から来た人を受け入れる開かれたまち作り

オープン

61
よそ者を仲間にできる町

オープン
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No. ○ 問：焼津市がずっと住み続けたいまちであるために大切にしたいこと 分類

62
フレンドリーな人柄

オープン

63
人を大切にするまち 子供、働く人、中高年、老人、各々の立場で生きている人を尊重し、
支え合えるまち 人を大切にする

64
人を大切にする

人

65
住民同士助け合える、自律自立

地域

66
お互いに信頼できる関係を作りたい

人

67
子供が育つ教育環境

子ども・子育て

68
子どもを育てやすいまち

子ども・子育て

69
子ども（次世代）を大切にする

子ども・子育て

70
子育てにやさしい町（焼津市独自の条例）

子ども・子育て

71
子育て環境

子ども・子育て

72
少子高齢化の加速化に伴う特に次代を担う若者の育成（人材が国家のみならず自治体に
おいても最重要資源） 子ども・子育て

73
子どもたちが遊べる場がたくさんあるといいと思う。→子どもたちが焼津市を好きになる！！

子ども・子育て

74
あいさつが皆とできる子供達を育てるまち

子ども・子育て

75
子どもたちの笑顔

子ども・子育て

76
子どもが安心して暮らせる

子ども・子育て

77
子育てを共に

子ども・子育て

78
若い世代が集い、子育てが安心して出来る環境づくり

子ども・子育て

79
こどもを産み育て、若い父母たちが働きつづけられやすい街

子ども・子育て

80
子育てしやすいまち

子ども・子育て

81
若い人たちと交流をもつなど・・・

若者

82
若者が魅力を感じるまち（働き場所、遊び場所、動きやすさなど）

若者

83
若い世代が住みたいと思えるような施策の推進

若者

84
誇り高き志を持った人材を育てるべき、育ってほしい

人育て

85
良い学校（大学、専門学校）をつくる

教育

86

焼津市には人が訪れる魅力の文化があるか。なければ又小さければ、これから作ればよ
い。釜石市の災害教育８年間の成果が死亡児童は５～６名（３０００人）という様に、学校教
育を活用し市民を育てる文化作りを市民一人ひとりが役割を持って参加するというひとつの
文化として作りたい。

市民主体・教育

87
市民の意見を積極的に聴こうとする

市民主体

88
権利と義務の精神を全員が持つこと

市民主体

89
当事者気分

市民主体

90
話し、聞く「仕組みを持つ事」

市民主体

91
市民協議を柱に、行政に対するスタンスとして従来の「陳情型」から「問題提起」へと発想転
換 市民主体
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No. ○ 問：焼津市がずっと住み続けたいまちであるために大切にしたいこと 分類

92
自由と責任

市民主体

93
まちを良くしようとする人の想いや行動を大切にする

市民主体

94
みなさんのいろいろなアイディア等を、真剣に議論して多くの為になる、そんな場所が常に
ある 市民主体

95
みんなが「つながる」町 みんなで「決める」町 自然と共生できる町

市民主体

96
市民が意見を表明しやすい環境

市民主体

97
市民が政治や行政に責任をもって意見を言う

市民主体

98
「市民が大人」であるまちを大切にしたい

市民主体

99
存在感・活躍性の発揮

市民主体

100
町の良い所を小さい事でも知っている

地元愛

101
「生まれた場所」、「育った場所」であること

地元愛

102
愛着

地元愛

103
方言

地元愛

104
自分たちの住むまちを好きになること！！

地元愛

105
まちを好きであること

地元愛

106
市のことをよく知ること、関わろうとすること（名所や名産、ウリなど：祭とか？）

地元愛

107
愛着を持つこと、好きになること

地元愛

108
安心、親しみ、愛着

地元愛

109
心を支える故郷の景観

地元愛

110
焼津の誇り＝焼津Love

地元愛

111
焼津市として特化した産業・自然等の推進、振興への理解・支援

地元愛

112
焼津市の資源の活用

地域資源

113
今あるものを有名にする活動

地域資源

114
都会すぎず田舎すぎないまち（・コンビニの便利さ ・照明の明るさ ・田舎道の暗さは危な
い ・人とのふれあいが田舎らしい ・都会の便利さ（交通・買い物）） 地域性

115
安心できる

安心

116
医療を含め、安心なまち

安心

117
安心、安全の具体化

安全

118
安全（防災に強い町づくり）な町

防災

119
防災対策（津波対策）

防災

120
安心、安全なまち→防災、高齢者

防災

121
震災に強い防災の仕組みづくり（津波）→自分の家の耐震も・・・

防災

122
津波対策

防災
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No. ○ 問：焼津市がずっと住み続けたいまちであるために大切にしたいこと 分類

123
災害に強い

防災

124
東日本大震災を契機とした天災、加えて人災も想定（浜岡）されている不断の啓蒙活動の
強化（天災の被害を大きくするのは人災） 防災

125
安全で安心して暮らせる（犯罪が少ない、自然災害への対策、公害）

防災

126
防災←事が起こった時の為に公園内にマンホール型のトイレ設置

防災

127
地震津波に強い町

防災

128
市役所を安全な場所に

防災

129
県道市道では６ｍ以下の道路を無くす様にする

防災

130
地区単位の防災意識

防災

131
安心して住める町（安全性が高い） 地震、津波、交通、防犯、医療施設

安心

132
安心できる（犯罪がないなど・・・）

防犯

133
安全であること

安全

134
安全、安心（防災、将来的な安心）

安全

135
安らぎ

136
福祉関係施設の充実

優しさ

137
お年寄りが一人でも暮らせる

優しさ

138
こども、お年寄りに優しい

優しさ

139
安心して暮らせるまち

優しさ

140
老人問題←バス等公共交通（商店）

優しさ

141
介護問題←介護予防のための筋トレ脳トレ コミュニケーション＝人のつながり

優しさ

142
駅を含め、もう少しバリアフリーを広める

優しい

143
お年寄りがゆっくりできる場所（お茶なんか飲める、話をしたい人が集まる場所）があるとい
いなと思います。ひとりでテレビ観ているのも寂しいなぁ・・・ 優しい

144
福祉が充実している

優しい

145
弱者（子供、高齢者）にやさしい環境

優しさ

146
小さな子どもが安心して遊べるような場所であり、かつ、お年寄りも暮らしやすいバリアフリー
化のある優しいまちづくり 優しい

147
自分が誰にでも親切である？

優しい

148
生きものにも愛情をわける事ができるか

優しい

149
高齢者にやさしいまち

優しい

150
安全、安心に暮らせる人にやさしい町

優しい

151
道路の整備などをして、子育てをしやすく、高齢者も住みやすい環境を整える

優しい

152
福祉の充実

福祉

153
地域福祉（助け合いなど）

福祉
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154
町の清掃（道路・海など）

美しさ

155
富士山の見える風景

美しさ

156
美しいまち（緑が多く、環境的にもやさしい）

美しさ

157
衛生的なまち（きれいな感じが出てる）

美しさ

158
美しい景観

美しさ

159
ゴミの落ちていないきれいなまち

美しさ

160
定期的に行っている地域ごとの清掃

美しさ

161
ごみゼロのまち

美しさ

162
歴史的財産の掘り起し

歴史・文化

163
歴史、伝統があること、ふれあえること

歴史・文化

164
漁港関連は元より、多方面の文化等

歴史・文化

165
歴史や文化の伝統を尊重し、市民文化が創造されるまち

歴史・文化

166
歴史を伝えていく（地域住民が中心）

歴史・文化

167
焼津神社大祭 自分も友人も祭りのために一年がんばっています

歴史・文化

168
歴史、伝説を大切にする町

歴史・文化

169
焼津まつりや花火大会等、昔からあるイベントを大切にしていってほしい

祭・イベント

170
祭り

祭

171
行事参加（お祭りやボランティア）

祭・イベント

172
伝統あるお祭りがずっと続いてほしい（イベントも含む）

祭・イベント

173
海を美しく、市民とのつながりをつくれる港へ

港、海

174
自然環境

自然

175
食（海・山・里）の豊かさと重複するが自然の豊かさ

自然

176
適正（切）な自然保護

自然

177
四季を通しての花の見所の多さ

花

178
まちのハード面よりもソフト面の充実を

179
夢をかなえられる仕組みやサポートや絆

180
東海道本線を境に市が二分化されているように感じるので、公共施設を平準化させて、効
率よく施設を配置する 公共施設

181
生産人口には安心できる職＝収入源があり、幼児にはより良い（少人数）保育の環境が、こ
どもには水準の高い教育が（２番では×）、老人には家族により近い生活が、そして十分な
医療が保障されていること

182
このまち、くに、ほしはこどもたちのものだという視点

183
議会、行政、事業家・市民（活動団体）

184
活性化に向けての各種組織「集める会」が「集まる会」へ
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23.11.13大ワールドカフェ（１回目） 焼津市自治基本条例・ＰＩ意見集－１

No. ○ 問：焼津市がずっと住み続けたいまちであるために大切にしたいこと 分類

185
お年寄りの方が生きがいを見出せるような制度

生きがい

186
定年後も自分の得意なことを活かして働ける

生きがい

187
さいごまで自分らしく生きることができる

生きがい

188
「走る」のが好きなので「走りやすい環境」→車が通らない道、自然の中（河川敷とか）、狭く
ない、明るい→・走るだけで終わらず大会や集まりがあるといい（つながり、他の領域と）

189
いつでもスポーツができる町

190
外に出掛けたくなる町づくり（活気・産業など）

191
世代によって出かける場所がある

192
焼津のまちなみ（昔ながらの店等）

まちなみ

193
買い物とかに行きやすいと離れたくないかも！！

利便性

194
便利だけど穏やかなまち

利便性

195
安心感と利便性のバランス

196
アジアのリバプールをめざす

港

197
豊かな税収確保の為に、産業（観光等）の育成

産業

198
市で出来る失業者対策を行う 例：生活保護者に環境保全を行ってもらう

雇用（産業）

199
地場産業（働く場所）

産業

200
地場産業の活性化（水産業、農業）

地場産業

201
商工業の発展

商工業

202
世界一の水産業の歴史伝統を活かす

水産業

203
魚の町のイメージ

水産業

204
魚の町（清水に負けそう）の回復へ

水産業

205
新鮮な魚

水産業

206
駅前通りをもう少し発展させたい

商業

207
駅を中心とした経済的に活気のあるまち

商業

208
商店に入ったときなど、会話が弾む、会話を交わす

商業

209
商店街→会話しながら買い物ができる

商業

210
店側と消費者がコミュニケーションを取ることによって、人と人との輪を作っていく

商業

211
観光施設の充実拡充

観光業

212
田んぼが減らないでいてほしい→遊ぶ場所なし

農業

213
外出しやすい交通機関があるまち

交通

214
交通ルール（子どももそうだが、大人・高齢者の方に対しても）

交通

215
移動しやすい

交通
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23.11.13大ワールドカフェ（１回目） 焼津市自治基本条例・ＰＩ意見集－１

No. ○ 問：焼津市がずっと住み続けたいまちであるために大切にしたいこと 分類

216
一時駐車場の問題解決！！

交通

217
いつも笑顔で楽しいまち

よいまちのイメージ

218
夜道を安心して歩ける街。例えば子育てをしたりだとか、心配せず暮らすことのできる街。自
然豊かで、人々が温かいことが大切。街にゆとりがあり、きれいであれば、住みたいと感じ
る。

よいまちのイメージ

219
子どもから老人まで楽しく快適に生活できること

よいまちのイメージ

220
志太を活かす

広域
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No. ○ 問：焼津市をよりよいまちにするために、私達ができること・していること 分類

221
ボランティアなどに参加して地域の交流を深める

ボランティア・交流

222
１人でも多くの人と仲良くすること（親切に）

交流

223
出会いを大切にする

出会い

224
地元での交流・サポート

交流

225
別の世代との交流→ボランティア（小学生・おじいちゃん・おばあちゃん）

交流

226
お互い人に環境などに優しい気持ちで接する

227
近所づきあいを良好にする（人の和）

228
近所の人とコミュニケーションを取る

229
人と関わる

230
ご近所付き合い

231
今後、地域コミュニティに参加

232
地域のつながりがあって、こどもたちにとって皆声をかけあえる大人であったら信頼できる、
安心できる街に

233
親密な近所付き合い

234
コミュニティの深まり

235
まずは地域での自分（基礎）

236
市内の組織をつなぐこと、関係作り

237
地域発のイベントの開催 ・発表などオープンに ・子供に対する発表の場を設ける（地
域のよいところ）

238
地域のまちづくり委員会に発足当時から参加、コミュニティづくり、災害に強いまちづくりに
役立っている

239
地域の人達が話し合い、合意形成が得られる。組織をしっかりして税金（自分のお金だか
ら）の使い方を皆が真剣に考える場所（自由な発想から）

240
自分の住んでいる近所の方々と少しでも顔見知りになり、そこから小さくても輪を広げていく

241
他の地域の祭りや行事にも参加して、知って行くこと これを全員で出来れば人間関係の
輪が広がっていくと思います

242
職業や年齢関係なく町中で会ったら「こんにちは」や「お～い」など気楽に話せるような町に
する→アットホームな関係づくり コミュニケーション

243
旧き物を活用し、新しい息吹を入れる 知り合う

交流・つながり

244
さわやかクラブ全員加入に努めている

地域活動

245
職として役をはなれた時、地域住民として地域の事に参加すること

地域社会

246
〈していること〉地域の活性化の一助として公民館活用（中国語）

地域

247
異世代交流の推進、体験交流事業

交流

248
街と村の交流推進

交流

249
人と人（若い人、高齢者）何かを通してのつながり

つながり・仲間づくり

250
仲間づくり

つながり・仲間づくり

251
専門職による地域を支えるネットワーク作り

つながり・仲間づくり
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23.11.13大ワールドカフェ（１回目） 焼津市自治基本条例・ＰＩ意見集－1

No. ○ 問：焼津市をよりよいまちにするために、私達ができること・していること 分類

252
男女協働の仲間づくりをする

つながり・仲間づくり

253
人のつながり

つながり・仲間づくり

254
何かのコミュニティに参加する（町内会など）

つながり・仲間づくり

255
サークルなどで繋がりを広める

つながり・仲間づくり

256
知り合いづくり

つながり・仲間づくり

257
トロ箱カレッジとして、世代を超えた縦横のつながりを作ろうとしている

つながり・仲間づくり

258
つながり

つながり・仲間づくり

259
近所の人とのつながりをつくる

つながり・仲間づくり

260
子育てお母さんが集まる場所などコミュニケーション、隣近所の人を大切に、あいさつ

あいさつ

261
あいさつをする

声かけ・あいさつ

262
声かけ運動（地域の声かけを青少年、高齢者含めて）

声かけ・あいさつ

263
あいさつはいい気持ち、地域の輪、すがすがしい、孤独死対策（黄色い旗やリボン）

声かけ・あいさつ

264
明るいまちにするために、あいさつをする（コミュニケーションの密接さ、近隣のつきあい、災
害の減災へ） 声かけ・あいさつ

265
職場や集合住宅であいさつを心がけている

声かけ・あいさつ

266
出会った人に笑顔であたたかくことばがけをする

声かけ・あいさつ

267
笑顔であいさつをする

声かけ・あいさつ

268
あいさつ・・・近所の人などなど・・・となりの人がわからないことも

声かけ・あいさつ

269
人にやさしく声を掛けること

声かけ・あいさつ

270
朝、昼、晩は人と会ったりすれ違ったりするときは必ずあいさつをする あいさつプラス一
言 声かけ・あいさつ

271
あいさつ

声かけ・あいさつ

272
夜勤中に声かけ

声かけ・あいさつ

273
あいさつ、近所のつながり

声かけ・あいさつ

274
地域イベント参加

イベントへの参加

275
地域の行事には積極的に参加する、参加させる

イベントへの参加

276
お祭りやイベントに積極的に参加し、人との交流をしている（もっとしたい）

イベントへの参加

277
地域の活動に参加する（講座、まつり、レクリエーション）

イベントへの参加

278
行事に参加する

イベントへの参加

279
地域のイベントに参加する

イベントへの参加

280
地域の行事に積極的に参加する

イベントへの参加

281
イベントへの参加等 NPO

イベントへの参加

282
様々なイベントに参加し、思ったことはしっかりと伝える

イベントへの参加
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23.11.13大ワールドカフェ（１回目） 焼津市自治基本条例・ＰＩ意見集－1

No. ○ 問：焼津市をよりよいまちにするために、私達ができること・していること 分類

283
できるかぎり地域の行事には参加している

イベント参加

284
オータムフェストin焼津

イベント

285
焼津祭→つながりの１つ

286
各イベント等に顔を出して、更にすばらしいモノとできるようにリサーチしている

287
〈していること〉お祭り、イベントのボランティアへ参加しています。トロ箱ナビ発信していま
す。 イベント参加・焼津のPR

288
焼津神社deマルシェというイベントの開催メンバーとして成功させた

イベントの開催

289
イベントの企画、実行

イベントの開催

290
町を知る為（まちの案内人の会で勉強してます） 焼津を知る・焼津を好き

になる

291
地域を知る・・・おべんきょう 焼津を知る・焼津を好き

になる

292
市のことを知ろうとする（名産、名所、町のイベントなど参加をする）→人にPRできるようにな
ど

焼津を知る・焼津を好き
になる

293
市に愛着を持つ。自分の町という意識をもって暮らす 焼津を知る・焼津を好き

になる

294
まずはまちのことをよく知る→情報を受け取る 焼津を知る・焼津を好き

になる

295
焼津の歴史的背景を含めて、焼津のまちを知りたいと思っている 焼津を知る・焼津を好き

になる

296
焼津市の良さを知り、もっと好きになる事 焼津を知る・焼津を好き

になる

297
〈できること〉焼津に興味を持つ、知る、伝える 焼津を知る・焼津を好き

になる

298
焼津市民が焼津市のことについてよく知る 焼津を知る・焼津を好き

になる

299
焼津市の広報をよく読む 焼津を知る・焼津を好き

になる

300
市民として語れる力を持つように学ぶこと 焼津を知る・焼津を好き

になる

301
焼津のモノを購入する（地産地消）

地産地消

302
焼津市でとれたものを食べる

地産地消

303
地産地消の努力

地産地消

304
地元の物を買う、利用する

地産地消

305
地元の物を買う（特産品など、その土地にしかないもの）→経済が回る（地元の人も、外から
入ってきた人も満足する） 人の交流ができる 特産品のアピールにつながる（内にも外
にも）

地産地消

306
まちゼミ参加～商店街の活性化

地域経済の活性化

307
（していること）なるべく市内で買い物をする（市内で経済を回す）

地域経済の活性化

308
商店街の活性化

地域経済の活性化

309
商店街利用してます！

地域経済の活性化

310
まちづくり塾（商工会議所）として、中心市街地をメインとした取組みをしている

地域経済の活性化

311
焼津神社deマルシェ

312
駅前から魚市場に通じる道路の活性化

313
ひとつずつから魅力ある店作り、今はシャッター通りです
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23.11.13大ワールドカフェ（１回目） 焼津市自治基本条例・ＰＩ意見集－1

No. ○ 問：焼津市をよりよいまちにするために、私達ができること・していること 分類

314
土日の休みには駅前で小さい祭をやる

315
農業と水産業のコラボ、他産業とのコラボ運動

産業

316
実際に焼津に人を連れてくる（友人など）

焼津のPR

317
焼津の良さ・魅力を沢山の人に知ってもらう

焼津のPR

318
焼津のPR（個人的ですが）

焼津のPR

319
地場産品のPR

焼津のPR

320
仕事の中で焼津のまちをPRする

焼津のPR

321
魚がしシャツや魚がしグッズ等、デザインもかわいいものが多く、若い人からご年配の方ま
で、楽しめるものがいっぱいあることを何かの折にいろいろな人達に話す 焼津のPR

322
まちなか案内人→ウォーキングをしながら名所を説明する人？←焼津をよく調べて外部から
人が来てくれるように。 「いいところさがし」 焼津のPR

323
ネット上などで、自分の地域のいいところをアピールする

焼津のPR

324
焼津について情報発信

焼津のPR

325
現在、ふじえだ市民活動支援センターを運営しているが、焼津市でも同様な組織を作る様
な時は、少しお手伝いをしたい。 NPO・ボランティア活動

326
地域でミニデイサービスを１３年前から、子育てサロンを今年の９月から月１回ずつ開いてい
ます。（高齢者や小さい子どもと顔見知りになって声を掛け合える関係をきづく） NPO・ボランティア活動

327
NPOで子供へのネット安全の啓発活動に参加（保護者）

NPO・ボランティア活動

328
まちづくり勉強中、PTA、ボランティア

学ぶ

329
大井川児童センターで催し物がある時に、ボランティア（楽器の演奏）で参加している こ
れからも地域での、または共通する仲間どうしのつながりが深められるよう一助となればいい
と思う

ボランティア活動

330
スポーツクラブチームへの参加

地域活動

331
第１５自治会山の手区にて、山の手未来の会で、河津系さくら保在、のろし揚げ、ふるさと保
在に活動 ボランティア活動

332
第１５自治会山の手区方ノ上でエンマ堂保在会にて活動

ボランティア活動

333
ひきこもり者へのサポート→フリースペース→ボランティア→就労活動

ボランティア活動

334
人的な支援

ボランティア活動

335
余暇を利用した自分の得意分野を活かしたボランティア

ボランティア活動

336
市民活動の応援

市民活動支援

337
〈していること〉地域の活性化（山の手未来を考える会）

NPO・市民活動

338
NPO法人生きる生きる設立→「疲れている人に元気を」をモットーに親子コンサート、あそび
の広場の提供などしています・・・ NPO・市民活動

339
フットサル、障がい児音楽療法、俳句とか。

特技を活かす

340
焼津市自治基本・・・に応募した（W)

市政への参加

341
参加には、自分自身で義務と権利を意識して行動する

市政への参加

342
〈できていること〉市民協働の推進への参画

市政への参加

343
行政と市民等の対話集会があれば、可能であれば出席する事

市政への参加
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No. ○ 問：焼津市をよりよいまちにするために、私達ができること・していること 分類

344
（できること）問題提起を周囲に行うこと

問題提起

345
「よいまち」とする為に、「子供にツケをまわさない」というキャッチフレーズをうたっえている
（市議選に出たので） 問題提起

346
地域のこども育成のために、学校と連携をとって活動すること（積極的に）

子育て環境づくり

347
幼児の保護環境向上のために活動する 少人数保育の実現など

子育て環境づくり

348
子どもをまきこむ

子育て環境づくり

349
子どもたちが安全で安心して暮らせる街にしたい

子育て環境づくり

350
思春期の性のピアカウンセラー養成

子育て環境づくり

351
チャイルドライン子ども専用電話

子育て環境づくり

352
子どもと楽しむ！！（虫探し、外で遊ぶこと）

子育て環境づくり

353
子育て支援

子育て環境づくり

354
高齢者の生きがいの見付け方。地域によって方法はいろいろ

高齢者

355
地域のミニデイサービス

福祉系

356
一人暮らしの老人に月に一度、食事を作らせて頂いている。老人が明るく元気になってい
る。 福祉系

357
高齢者や障害者が暮らしやすいまち

福祉系

358
障害者とのかかわり

福祉系

359
高齢者がネットワークをつくり、お互いの見守りなど危機管理のできる生活を望む ネットワーク・高齢者・見

守り

360
ネット上でツイッターやチャット等のツールを利用した、焼津市の人達が自由に語り合えるよ
うなイベントを開催してみる 情報

361
回覧板などで終わらず、若い世代の人々へのPRとして、インターネットを活用する（HPやブ
ログなど、手軽に見られるもの） 情報

362
皆がいろいろな情報を持っている

情報

363
新聞折り込みで情報を知ってもらうことができれば、各々が自分の判断をすることができる。
その場作りが必要 情報

364
自然と共生するまち（海、山、川）

自然

365
自転車のレンタル

環境

366
海岸清掃

清掃

367
家のまわりの清掃

清掃

368
きれいなまちづくりのため、クリーン作戦等に積極的に参加する

清掃

369
職場、家の前の道路の掃き掃除

清掃

370
ゴミの減量化（ゴミの分別の徹底）→ゴミのポイ捨て、路上喫煙の禁止、レジ袋の有料化（エ
コバッグの浸透） ゴミの減量化

371
ゴミの減量化、出来れば東京都のようにがれき処理受ける

ゴミの減量化

372
ごみの減量は実施中、生ごみの資源化への取り組み中

ゴミの減量化

373
ごみの減量化など環境を守ること

ゴミの減量化

374
ごみ問題へのとり組み

ゴミの減量化
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23.11.13大ワールドカフェ（１回目） 焼津市自治基本条例・ＰＩ意見集－1

No. ○ 問：焼津市をよりよいまちにするために、私達ができること・していること 分類

375
ゴミの量を減らす

ゴミの減量化

376
捨てられるゴミ（使えるゴミを再利用） ぜひ考えて、カサの布や器など・・・

ゴミの減量化

377
３０年間古紙の回収をしている

ゴミの減量化

378
節電、ゴミを出さない

ゴミの減量化

379
勉強中です

学ぶ

380
勤務外にも自主的に勉強

学ぶ

381
若い世代が集まる“元気なまち焼津”実現のため

活性化

382
朝おきて海がきれいだと感じること（海の町に生まれてよかったと思うこと）

まちのイメージ

383
冬にゆりかもめが飛ぶ演歌の町

まちのイメージ

384
歩きたくなるようなまちにする→きれいなまち 人情にあついまち

よいまちのイメージ

385
上の世代から伝えてもらう

歴史継承

386
上の世代からひきついだものを下の世代につなげていくこと

歴史継承

387
今ある環境を残す（温かい人々、おいしい名産品など）

地域の継承

388
焼津の歴史に伝統文化の継承

地域文化

389
〈まちづくりでしていること）・自治会の町内会長を受け持っている ・町内会の旧家名の由
来を調べるために町内の文化財等を有志で調べている 地域・文化

390
文化の伝承（焼津まつり等）

文化

391
野菜ソムリエの資格を活かして、食の面からも豊かになれる手伝いを！！

食・健康

392
健康管理をする

健康

393
安心、安全の食料生産

食・健康

394
日本一健康なまち（食（魚）を活かした健康づくり）

健康

395
献血

健康・ボランティア的

396
焼津高校の非常勤講師１０年、植物の育て方

教育

397
〈していること〉環境指導教育（globalな観点から科学者として科学のための科学から社会の
ための科学への傾斜 市民の目線に立って） 教育

398
シンポジウムに積極的に参加し、周りに呼びかける

学ぶ・広げる

399
市民の「こうしたらどうか」という意見を聞き、行政活動に反映できるようにする（条例や要綱
の企画等） 市民と行政のつなぎ

400
市民の意見を市に提言している（議員として）

市民と行政のつなぎ

401
住民の意見を聞いて市へ進言している

市民と行政のつなぎ

402
主体的に動ける場を作る事

参加の場づくり

403
「よい」は人によってそれぞれ。何が「よい」のかみんなで考え、話し合い、出来ることをやる

話し合い

404
顔の見える行政、情報の発信、行政つながり、市民の顔

行政

405
事件や犯罪が少ない町は良いと思います

防犯
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23.11.13大ワールドカフェ（１回目） 焼津市自治基本条例・ＰＩ意見集－1

No. ○ 問：焼津市をよりよいまちにするために、私達ができること・していること 分類

406
母などPTAの人が買い物に行くときは「防犯パトロール」の腕章をつけている

防犯

407
安心安全の具体的なものを１つずつ改善

安心安全

408
交通安全に配慮

安全

409
なるべく移動は徒歩又は自転車を使う

環境

410
緑豊かにするために、ブロック壁にしない（植木）、気温・地震対策

環境・防災

411
安全な町にする為に自分から津波水門を必要とする

防災

412
自然災害に強いまち（市民の命を守る）

防災

413
〈できていること〉“天災の被害は人災（文明災）を大きくする” 啓蒙・普及・支援

防災

414
災害時いざという時に役に立つ

防災

415
楽しいことがある

楽しむ

416
衣食住が楽しくなればいい

くらし全般・楽しみ

417
納税の義務をしっかり果たす

納税

418
「自存・自立」

自分がしっかりする

419
“公共の利益”という意識をもつ

公共人

420
会社の経営をがんばる

企業経営・民の力

421
人口を増やす

人口増
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子育て・アンケート回答 焼津市自治基本条例市民会議・ＰＩ意見集－２

No. ○ 問：焼津市がどのような町だったら子育てがしやすいか 分類

422
保育園の受け入れ人数が増えれば、子育てと仕事の両立ができいいと思う 保育園

423
教育に熱心。 教育費・医療費の補助 子ども施策

424
共働きの家庭等、子供に充分手をかけてあげることができない人達の為に、手厚いサービス
等充実させていただけたらよいと思います

子育て支援

425
子供をサポートできる環境作り 子育て支援

426
働く母親にも子育てがしやすい町 仕事両立

427
子どもがいても働ける所が増える 仕事両立

428
もっと子育て中でも働きやすくしてほしい 仕事両立

429
再就職しやすい 仕事両立

430
仕事と子育て両方がしやすい環境があればと思う 仕事両立

431
子育ての補助がもう少し多いと助かります 子育て施策

432
市立の幼稚園や保育園を充実させてほしい 幼稚園・保育園

433
保育所（子どもを預かってくれる所）の増加や、職場内に子どもを預けられるようになれば（各
会社に任せるのではなく、焼津全体で取り組んでほしい） 今の状況だともっと子どもを産み
たくても、働くことを優先して産むのを躊躇してしまう

保育施設・仕事
両立

434
待機児童がなくなる 保育委施設

435
保育園がもっとあったらいいなー（働きたくても、預けられるところがない） 保育園

436
もっと保育園の充実をしてほしい 保育園

437
医療費などの補助。 子供を預かる場所の充実 子育て施策

438
大きな室内で遊べたり、情報が取りやすい施設があると良い。 駐車場が広い公園 子育て施設

439
ボランティアが集える集会所、キャンプ場施設 施設

440
子どもが楽しめる施設がある 施設

441
スポーツ少年団等、それぞれの子供にあった活動の場を提供して、子供の特性を伸ばしてい
く事ができる町

子ども活動

442
地域の住民が協力して、自分の子供だけでなく地域の子供を育てることができる町 地域子育て

443
近所に同じくらいの子がたくさんいて、子ども同士の触れ合いがあったり、親同士の会話があ
れば嬉しい

地域子育て

444
どこに行ってもみんなが同じように子どもをかわいがってくれると助かる 地域子育て

445
地域ぐるみで子どもを育てていくような町 地域子育て

446
もっと町全体で子育てを応援する町 地域子育て

447
大人と子供、お年寄りの交流がある町。 備えが万全な町 世代間交流

448
近所の方との交流 地域交流

449
自然が多い。 遊び場がある 自然

450
里山があり、のびのびと泥んこ遊びが出来る場所がある。 誰もが子供に声を掛け、子供が
その声に応えられる様な関係

自然・人的環境

451
外でものびのびと遊ばせられる町 遊び環境

452
公園がどこにもいっぱいあればよい 公園・遊び場
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子育て・アンケート回答 焼津市自治基本条例市民会議・ＰＩ意見集－２

No. ○ 問：焼津市がどのような町だったら子育てがしやすいか 分類

453
子どもを預けられるところや遊べるところがもっとたくさんあったらうれしい 保育・遊び場

454
東益津の公園や土手をきれいにしてほしい 自然・公園

455
公園の遊具の安全管理 遊び環境

456
施設の十分整っている公園がひとつでもほしい 遊び環境

457
もっと公園が欲しい（特に東益津地区） 遊び環境

458

私が今暮らしている所では感じませんが、私の知り合いの暮らしている場所は公園が少なく、
子ども連れで行く場所があまりないと言っていました。車で行ったとしても駐車場が少なく・・・
と。東益津方面には特に公園が少ないと感じています

遊び環境

459
だれでも参加できる行事を増やしてほしい。（参加できる行事・イベントがあっても、抽選で参
加できないことが多い）

行事・イベント

460
気軽に参加できるイベントがたくさんあればよいと思う 行事・イベント

461
公園や小児科など子育てに必要なマップがほしい 子育て情報

462
店内に入っても（ベビーカーなどで）買い物がしやすいとうれしい ユニバーサルデ

ザイン

463
公共交通機関が充実している。 小さい子どもものりやすい。 子育て支援センターまでバ
ス１本でいける。ベビーカーを乗せられるバスだと尚助かる

交通便利

464
１人１台車が無くても生活できる 交通便利

465
不安の解消。 全員が安全に避難できるタワーの完成（→行政に期待）が早期実現されれ
ば。 もう少し考えられる町。 安心感がないと・・・

防災・安全

466
防災対策がしっかりされて、子供の安全が確保される事。 交通整備がされる事 防災・安全

467
地震・津波対策。海に近い幼稚園、保育園は入園する園児が減っていると聞きました。それ以
外の園でも安心して預けられるといいです。

防災・安全

468
津波の心配がない 防災・安全

469
安心して通える産婦人科があること 医療

470
きれいで、福祉サービスが充実しているまち 福祉サービス

471
子供だけに近視眼的に注目するのではなく、全世代にとって住みやすい市町を作ることが、
子育て支援につながると思う

全体的

472
他の地域から来てもなじみやすい町。 子育ての情報がわかりやすく、まとまって発信できて
いれば良いと思う

なじみやすさ

473
合併して時間が経ちましたが、まだなじめない部分もあり、もう少し時間が必要。 焼津市民
の意識が子供達にも伝わること

その他

474
「子育てしやすい」という質問に悩みます その他

475
まだ子育てしてないからわかりません その他
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子育て・アンケート回答 焼津市自治基本条例市民会議・ＰＩ意見集－２

No. ○ 焼津市を子育てしやすい町にするためにあなたがしていること、また、できること 対象

476
「しやすい・しにくい」って自分が思うことで、他人に求めることではないのかと・・・ ボーイスカウト

大井川３団

477
預ける場所がなく困っている方には協力する（自分のできる範囲内で） ボーイスカウト

大井川３団

478
園、学校行事への参加・協力 ボーイスカウト

大井川３団

479
家族間の連絡方法の確認。 子供への交通指導 ボーイスカウト

大井川３団

480
子供と一緒に多くの行事・イベントに参加（子供をはげます為） ボーイスカウト

大井川３団

481
自分が子供に対してしてあげられる事を精一杯にするだけです ボーイスカウト

大井川３団

482
食育活動をしています ボーイスカウト

大井川３団

483
スカウト活動。 町内会・自治会等で・・・できることを積極的に行う ボーイスカウト

大井川３団

484
地域の活動などには出来るだけ参加したい ボーイスカウト

大井川３団

485
ボーイスカウト、スポーツ少年団などの父兄として協力してきた ボーイスカウト

大井川３団

486
ボーイスカウト活動により地域に参画 ボーイスカウト

大井川３団

487
ボーイスカウト活動をしています。 子供達と共に遊びます ボーイスカウト

大井川３団

488
ボーイスカウト指導者 ボーイスカウト

大井川３団

489
ボーイスカウトの指導者 ボーイスカウト

大井川３団

490
支援センターへ遊びに出掛ける たかくさ利用者

491
いろいろなサポートセンターへ行って、知り合いを作って「○○な店は子どもに優しい」など情
報交換をしている

たかくさ利用者

492
近所の人と積極的に話をして、つながりを深めていく たかくさ利用者

493
近所を散歩してあいさつをかわしたり、コミュニケーションをとってみる たかくさ利用者

494
具体的な活動はしていません たかくさ利用者

495
こういったアンケートや署名・・・ たかくさ利用者

496
公園内で危険な場所や物があった時には、連絡などをして対処してもらうこと たかくさ利用者

497
公園の近所に散歩に行き、なるべく顔見知りをつくる たかくさ利用者

498
子育てサークル（すくすく）に入ってます たかくさ利用者

499
子どもと一緒に参加できるイベントに行ったり、インターネットや保健センターなどで情報を集
める

たかくさ利用者

500
子どもの預かりのできる職場をさがしている たかくさ利用者

501
清掃活動への積極的な参加（２名） たかくさ利用者

502
選挙へ行く たかくさ利用者

503
地域の行事にはできるだけ参加する たかくさ利用者

504
地域の奉仕作業やイベントごとにはなるべく参加するようにしてみる たかくさ利用者

505
駐車場のある公園や子育て支援センターを活用しています たかくさ利用者

506
特にしていません たかくさ利用者

507
バスの沿線上に住む？ たかくさ利用者

508
避難ルートの確認、R１５０以北への引っ越しを検討中 たかくさ利用者

509
他の地域から来て情報がない人に会った時は、参加しやすいイベントや遊びに行きやすい所
などを紹介する

たかくさ利用者

18／60



子育て・アンケート回答 焼津市自治基本条例市民会議・ＰＩ意見集－２

No. ○
子育てしやすい町にするためにあなたがしていること、またできることをする上で、

必要な事やこれがあったらやりやすいなと思うこと
対象

510
形だけでない本当の防災対策。 避難場所の確保計画。現状だけでは絶対助かりません ボーイスカウト

大井川３団

511
今のところありません ボーイスカウト

大井川３団

512
いろいろな活動を紹介できる場があったらいいと思う ボーイスカウト

大井川３団

513
行事・イベントの積極的、わかりやすいインフォメーション（参加方法など） ボーイスカウト

大井川３団

514
行政から父兄が参加しやすい環境作りを。 高齢者の活用を含め、制度化するなど ボーイスカウト

大井川３団

515
仕事をする上では保育園等、預ける場。病気の子を病院で預かってくれる。 ボーイスカウト

大井川３団

516
自由参観日を増やす ボーイスカウト

大井川３団

517
諸団体（青少年健全育成を主体に考える）が、本当の連携を取れると良いと思います ボーイスカウト

大井川３団

518
地域の教育活動の場（野外活動、宿泊できる）があるといいと思います ボーイスカウト

大井川３団

519
もっと地域の理解が必要だと思います。 学校などの協力があれば、なおさらです ボーイスカウト

大井川３団

520
ゴミステーションの充実。あまり規制しすぎると不法投棄がますます増加するのでは？ たかくさ利用者

521
「何かあったらこちらまで」という連絡先がすぐわかると、後回しにしたり放っておかずにいれる
と思う

たかくさ利用者

522
お父さんたちに、自分の子どもだけじゃなく、よその子にも気配りしてもらいたい。自分の子が
遊んでいる横によその子が来たら声をかけるなど。何もしないお父さんをよく見かけるので。

たかくさ利用者

523
お店、銀行、病院、役所（出張所）などがなるべく一か所にまとまってくれていると、子どもを連
れての外出がしやすくなる。バスでも車でも。

たかくさ利用者

524
近所に公園があると嬉しい たかくさ利用者

525
公共の場におむつ替えのできるトイレがあればいいなぁ たかくさ利用者

526
子育て支援センターとお店、ATMなどが隣接していてくれるのも助かる（何度も子どもを乗り降
ろししなくていいので楽）

たかくさ利用者

527
子連れでできる習い事があると、再就職の準備がしやすい？同じ目的を持った親同士が出会
える

たかくさ利用者

528
支援センターなどで呼びかけがあったり、他のママ達と協力してできることがあればやりやすい たかくさ利用者

529
市外から引っ越してきた方を対象に仲間作りやサークルなどを企画してほしい たかくさ利用者

530
市のHPがもう少し見やすくなるといいな たかくさ利用者

531
職場復帰を考えている子育て中の方を対象に研修などがあればと思います たかくさ利用者

532
土曜日、家族で参加できる行事を増やしてほしい たかくさ利用者

533
乳幼児が遊べる公園などを増やしてほしい たかくさ利用者

534
花沢地区にもバスが通るようになってくれると、車の利用を控えることが出来る。生活費の節約
にもなるし、環境への負担減。

たかくさ利用者

535
保育園（所）の充実 たかくさ利用者

536
もっと集まる回数が増えたら良いと思います（子育てサークル） たかくさ利用者

537
もっと市の方で親子の企画を沢山作ってもらえると情報が広まると思う たかくさ利用者

538

私がびっくりしたことは、幼稚園が２年ということ。特に公立。公立で３年というのが当たり前とい
うか、普通だと思ってきたので（自分の実家では公立は３年）。驚いている。 私立・・・お金も
かかると思うし、公立３年になってほしいと思う人は多いはず。そこはどのようにお考えでしょう
か？

たかくさ利用者
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539
「オール焼津」にするための合言葉のようなもの。スローライフや、一人一ボランティアなど。
「オール焼津」でもいい

オール焼
津

H24.8.8

540
総花的なら、他市町村の良い部分を集めればいい。焼津市独自なら、特徴的なものだけでい
いのでは 焼津らしさ

H24.8.21

541
各条例の上位条例となるので、事務事業を進める場合に順守すること

上位条例
H24.7.11

542
きずな、連携ができるよう市民が主体的に動くようになることを望みます

市民主体
H24.7.13

543
多くのもの言わぬ（言えぬ）市民の声を吸い上げるシステムがあったらいい

市民参加
H24.7.11

544
安全、安心のまちづくりの参加の意識の高揚を

安全安心
H24.6.21

545
自治会の組織、存在の明確化。市（行政）との関わり、団体としての関係。“協働”の実効性を
高める内容。何よりも意識改革 自治会

H24.6.21

546
名前だけの条例にならない様にしたい

実効性
H24.8.17

547

プライバシーの問題からと思いますが、現在のコミュニケーションの状態では、個々であって結
束して事に当たるといった状況が作れない。まちづくりが「心」をもつことができるかどうかが人
間らしい街ではないでしょうか。基本条例が美文調で形式的にならぬようのぞみます

実効性

H24.8.17

548
行政も縦割りの仕方で動いているが、縦割りだけではなく縦と横と両方を取り入れなければ良
い行政の内容はできないので、その点を考えて下さい 行政あり方

H24.8.17

549
議会・議員のあり方をぜひ入れて下さい

議会あり方
H24.8.21

550
「人」「人格」づくりを、どうすれば向上するか検討して入れたら？と思う。すべての基本は「人」
であると考える 人

H24.8.8

551
「条例」という用語：他の表現にしたい。一番大切なことは、「一人一人の意識」だと思う。条例
や約束事を決める以前の問題として、「意識化」がある。意識を高めることがあるように思う 人

H24.8.21

552
私たちは法律や条例以前の常識やエチケット、悪い事、他人に迷惑をかける事はしてはいけ
ない、等々で生活しているが、難しい事やイヤな事を避けることを、積極的に参加する、雰囲
気作りが大切

人

H24.8.21

553
まずはあいさつ。東益津地区で人に会うと大きい声であいさつがかえってくる。３町内会に住
む私の所では、誰もあいさつを交わさない。市役所職員の９０％は知らん顔をしている。如何
なものか

人

H24.8.21

554
自分が生まれ育った町焼津が好きだが、災害が一番心配なので、その辺のもっと安心がほし
い 防災

H24.8.8

555
まずは命あっての物種である防災について！！

防災
H24.8.21

556
緊急性のあるものから取り上げてほしい。津波対策

防災
H24.8.21

557
私はまちづくりと聞いた時、住み良い町＝きれいなゴミのない町が、最初に行う事だと思ってい
ます。ニューヨークも落書きの清掃からまちづくりを始めた きれいな街

H24.7.11

558
学問・学習の場が少ない。若者が出て行ってしまい、帰ってこない

若者
H24.8.21

559
高齢者はもっと遠慮して、若い人の意見がたくさん出るような工夫をして下さい。高齢者があま
り出しゃばりすぎると若者は逃げてしまう 若者

H24.8.17

560
子どもたちの意見を取り入れたいね

子ども
H24.8.21

561
子供を宝に思うから、まず老人が良い例を出そう。実際に親父の会で農業を中心に子供会とと
もに米作り、野菜作り、花作りにつとめています。これからも大井川地区にあったまちづくりをお
おいに発展させてほしい

子ども

H24.8.17

562
叱ることができる学校教育、芯のある教師を育てる。子供から根性を入れなきゃダメ。「焼津市
式」があってもいいじゃないか 子ども

H24.8.17

563
子育て世代のフォロー（育てやすい、子供らしく育つ）を考えてほしい

子ども
H24.8.17

564
環境衛生（ゴミ問題等）

環境
H24.8.21

565
スポーツに力を入れる条例

文化
H24.8.8

566
企業誘致をもっとさかんに！！

企業
H24.7.11

567
漁業の活性化（漁業の町といわれているから）

漁業
H24.8.17
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568
見守り隊として協力しています。一人暮らしの方の窓の開け閉めにも気を使っています。みん
なが助け合える町づくりにしていきたいと思います。昔のように！ 助け合い

H24.8.17

569
１００円タクシー検討して欲しい。愛知県江南市で名鉄タクシーが行ってます。行政ではタク
シー乗り場を作るのみです。市立病院まで、市役所まで、駅まで、など、設定する。１人でも１０
０円、４人の場合４００円

交通

H24.8.17

570
バイパスを渡るためには地下道を使用しなければならないのですが、自転車ではとても無理
です。年寄りの出ていく機会が少なくなります 交通

H24.8.17

571
さわやかクラブの会員減少が進んでいます。似たような組織を一括していただきたい

高齢者
H24.8.17

572
さわやかクラブと小・中学生との交流

高齢者
H24.8.17

573
老人会への入会を義務付ける ６０～７０→自由に ７０～→義務化

高齢者
H24.8.17

574
基本条例に第２の人生はさわやかクラブに入会できる条例を検討していただきたい

高齢者
H24.8.17

575
市民会議の土台作りをしっかり整え、着実に力をつけ進めて下さい

市民会議
H24.8.21

576
もっと一般市民の目線に立った課題の例を作って欲しい

市民会議
H24.8.17

577
アンケート集計結果を各単位老人クラブにフィードバック

市民会議
H24.8.17

578
実施主体がわからないので、部門別実施者を明記して欲しい

市民会議
H24.7.11

579
夏休みのラジオ体操は休み中行う様にした方がよい

その他
H24.8.17

580
コストの件。 サポーターの件

その他
H24.7.28
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581
大変よい条例だと思いました。今後は私達もいろいろなことを発進したいと思います H24.6.21

582
市民が参加するこの会議には、魅力を感じます。頑張ってください H24.8.8

583

今の財政危機は行政サービスの行き過ぎにあると思います。一般は収入が減ったらその分支
出を控えますが行政はそう簡単にはいかないのが当たり前。始めれば簡単にやめられない。
皆わがままですから次々に甘えてきます。 次世代への土産は「余裕」だと思います。現代の
わがままにまともに付き合っていたら余裕はのこりません

H24.8.8

584

一回だけの説明を聞いただけでは内容が解っていないので、残念ながらわかりません。いい
質問内容だと思いましたので、是非考慮して欲しいと思いました。もっとPRをして、事後報告の
ような感じがしています。旧大井川の人にも参加して欲しかったと思います

H24.7.28

585
今日ではまだよく理解出来ませんでした H24.7.28

586
まだ解らない H24.7.11

587
初めてなのでわからない H24.6.21

588
少なくともあと２～３年フリーに意見を取り入れるべきで、もう枠は決まっているように思う。興味
はない

H24.7.11

589
もっと度々話し合いの場を作った方が良い H24.7.28

590
メンバー人数、焼津市だけでやっていけるか。市民へのアピールが全然ない H24.7.28

591
３０名の構成員で今後大丈夫か、増員の予定は？ H24.8.8

592
自治会長、町内会長、組長、まちづくり委員の多くが参加していると思ったが、これが地元の
現状では、まずこれから考えていかねば。

H24.7.28

593
具体的な方向への発展を望む H24.8.21

594
焼津市は静岡市のベットタウンでもある面がある。この市民の中間層が抜けた意見交換では
大事なところが抜けている

H24.8.8

595
議会との関係についてあまり良く理解できない。市議を中心とした進め方は・・・？ H24.7.11

596
人口減少の時代になって来るその理由は？海岸が数キロある町の災害も一理あると思われ
る。ソフト面では各自主防も協力して参加している現在だが、ハード面の海岸端の長期計画も
知りたい

H24.7.11

597
資料をもっと早く欲しかった。読んでから考えたい H24.6.21

598
推進体制を明示して欲しかった H24.6.21

599
「わからない、と書くと、理由を書かなけりゃ―ならないもんで・・・」と話しているのを聞いた。わ
からないのに大体わかったに○をしているのでは？

H24.8.8

600
今後の検討とさせていただきます H24.6.21

601
今日は質問させていただきました H24.6.21

602
６．３０平和宣言の文にもあるように、浜岡の原発を考える事をもっと市民も含めて討議すべき
である

H24.6.21

603
予算がとれるか心配 H24.8.17

604
環境生活課 電話 隣近所の電話等で惑わされないように、現状を良く見てから来て下さい。
迷惑してます

H24.8.17
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605 静岡県の中部に位置していて、交通の便がいい点 位置・交通
H24.6.22商工会

606 東海道線、東名等交通アクセスが確立している 位置・交通
H24.6.22商工会

607 静岡市から近い。 交通網の整備 位置・交通
H24.8.9焼津信金

608 港や空港が近く便がいいこと 位置・交通
H24.8.9焼津信金

609 東京と名古屋の中間にあり、車での交通の便が良い 位置・交通
H24.8.9焼津信金

610 周辺市町村へのアクセス 位置・交通
H24.8.9焼津信金

611
官公庁が集まっている静岡市に近いため、届出や手続き等において他自治
体に比べるとスムーズに行える 位置・交通

H24.8.9焼津信金

612 東名、鉄道等交通の便が良い 位置・交通
H24.8.7JA焼津

613 交通、道路事情が良いと思う 位置・交通
H24.8.7JA焼津

614 業務に限らないが、東名インター、JR駅など交通の便が良い 位置・交通
H24.8.7JA焼津

615 鉄道に対し高架化された道が多く、踏切が少なく便利 交通
H24.8.7JA焼津

616 車での移動が便利 交通
H24.8.7JA焼津

617 JR駅に近い 交通
H24.8.7JA焼津

618 高速道路が近くにあるので、運搬業務に便利である 交通
H24.9.14焼津漁
協

619 交通 交通
H24.9.14焼津漁
協

620 交通の便が良い 交通
H24.9.14焼津漁
協

621 知名度がある 知名度
H24.8.9焼津信金

622 有名であること。 古くからの取引が多いこと。 知名度
H24.8.9焼津信金

623 認知度の高さ 知名度
H24.8.9焼津信金

624 焼津の良さを発信 知名度
H24.8.9焼津信金

625 海産物などの地域の特産品が豊富にあること 特産品
H24.8.9焼津信金

626 水産加工、機械関連事業が発達しているため、様々な需要がある 水産業
H24.8.9焼津信金

627
インフラが整備されている（駅・インターチェンジがある）。 魚関連の企業が
集積しており、適正価格での仕入れ・販売が可能 交通・水産業

H24.8.9焼津信金

628
職場から比較的、市役所及び駅が近くて便利であること。 焼津市に、焼津・
小川・大井川漁港の３つの漁港を抱えていること 利便性

H24.9.14焼津漁
協

629 水産加工などの知識が高まる 水産業
H24.8.9焼津信金

630 新鮮な魚が手に入る。 さかなが美味しい 水産業
H24.8.7JA焼津

631 基幹産業として水産業が完成されており、業界内での知名度が高い事 水産業
H24.9.14焼津漁
協

632
漁港施設が充実され、加工業者が多く、内容がバラエティー。 民間の水揚
関係会社（荷役、車両、冷蔵庫、仕込み、船修繕会社、ドック等）もしっかりし
ている所

水産業
H24.9.14焼津漁
協

633 漁業に関連する水産業等が盛んな点 水産業
H24.9.14焼津漁
協

634 大きな漁港がある事 水産業
H24.9.14焼津漁
協

635 水産振興事業の充実。 漁港利用 水産業
H24.9.14焼津漁
協

636 大井川港の利便性 水産業
H24.9.14焼津漁
協

637 水産加工技術研究所があり、企業の商品開発が行いやすい 研究所
H24.8.9焼津信金

638
人縁、地縁が一定程度活かせる。 企業同士の横のつながりが強く、体系的
に地域の商流の把握ができる つながり

H24.8.9焼津信金

639
元来地域を対象として業務を行っているので、便利だと思える点は特にあり
ません。 今や焼津としてという点は無く、不自由だとする点も焼津としてみれ
ばありません

なし
H24.8.7JA焼津
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640
地域自治会活動に参加した時 H24.6.22商工会

641
自治会役員を担っている時 H24.8.9焼津信金

642
地元の奉仕活動に参加したとき H24.8.9焼津信金

643
バザーなどの収益金を地域に寄付したとき。 出前授業の実施 H24.8.9焼津信金

644
地域の清掃活動への参加 H24.8.9焼津信金

645
地域の清掃活動への参加や、献血への参加をした時 H24.8.9焼津信金

646
清掃活動等、社会貢献活動 H24.8.9焼津信金

647
奉仕作業 H24.8.9焼津信金

648
奉仕作業に参加 H24.8.9焼津信金

649
奉仕活動に参加、及び地元のお祭りへの参加 H24.8.9焼津信金

650
地元の清掃活動、スポーツ祭、町内の寺社のお祭りに参加した時 H24.8.9焼津信金

651
清掃活動、祭り等 H24.8.9焼津信金

652
地元の祭りへの参加。 清掃活動への参加 H24.8.9焼津信金

653
地域イベントに参加する時 H24.8.9焼津信金

654
社会貢献活動への参加。 地元イベントへの参加 H24.8.9焼津信金

655
地域の祭り、体育祭等への参加 H24.8.7JA焼津

656
地域の催事、防災訓練、奉仕活動等に参加した時 H24.9.14焼津漁

協

657
自治体の行事。 地域貢献活動 H24.8.9焼津信金

658
自治会費等の受払い。 祭、自治会事業への招待あり H24.8.7JA焼津

659
交差点での交通安全の立哨指導への参加。 瀬戸川の清掃活動、年２回 H24.8.7JA焼津

660
危険物収集日、川掃除等により H24.8.7JA焼津

661
JA主催のグランドゴルフや感謝の集いなど、地域の方々や組合員を集めて
のイベント等。 また、小学生の帰宅の際の見守り隊などの奉仕の際など

H24.8.7JA焼津

662
女性部組織と合同でディスカバリー海岸清掃。 小中学校の朝通学時の立
哨。 地元幼稚園児とのトマト作り

H24.8.7JA焼津

663
１支店１協同活動。 JA女性部と地元保育園とのさつまいも栽培～収穫～加
工

H24.8.7JA焼津

664
寄付をしたとき H24.8.9焼津信金

665
地元老人ホームのイベントへのボランティア活動参加 H24.8.7JA焼津

666
いろいろなイベントがあった時、協力している H24.9.14焼津漁

協

667
海上花火大会への協賛等 H24.6.22

668
水産事業イベント等への参加 H24.9.14焼津漁

協

669
各イベントへ参加した時 H24.9.14焼津漁

協

670
漁港施設利用者の受け入れ時等 H24.9.14焼津漁

協

24／60



産業・アンケート回答 焼津市自治基本条例市民会議・ＰＩ意見集－４

No. ○ 企業人として日常活動で地域コミュニティと関わっていると感じる時 実施日・相手先

671
小中学生を対象にした職場見学 H24.9.14焼津漁

協

672
インターンシップの受け入れ H24.9.14焼津漁

協

673
社会見学者の受け入れ H24.9.14焼津漁

協

674
学校や企業からの見学者の受入れや、ホームページへの水揚げ情報の掲
載等

H24.9.14焼津漁
協

675
漁業施設を利用したイベントの相談にのったり、調整をたのまれた時 H24.9.14焼津漁

協

676
小川港さば祭り。 市場、冷蔵庫の見学者受け入れ H24.9.14焼津漁

協

677
青年会議所活動に参加 H24.8.9焼津信金

678
税理士の集まりに参加した時 H24.8.9焼津信金

679
地元企業の方々との交流会への参加時 H24.8.9焼津信金

680
数多くの団体との関わり H24.8.7JA焼津

681
焼津魚河岸シャツを会社のユニフォームにした際、地域住民から大変好評
だった

H24.6.22商工会

682
行政と連携して地場産品や地域活性化に取り組んでいるとき H24.8.9焼津信金

683
地元の資源（食品・技術・文化）を使って新商品等を考えたとき H24.8.9焼津信金

684
中老会 H24.6.22商工会

685
地元の商店で買い物をする H24.6.22商工会

686
お客様に喜ばれた時 H24.8.9焼津信金

687
業務の対象顧客が地域住民の為、常に思う H24.8.7JA焼津

688
自治会の会計担当者が支店へ来店された時 H24.8.7JA焼津

689
感じない H24.8.9焼津信金
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690
自然災害（地震・津波）の不安 H24.6.22商工会

691
津波の脅威 H24.8.9焼津信金

692
津波が一番心配（半分あきらめている） H24.8.9焼津信金

693
地震、津波等 H24.8.9焼津信金

694
津波の脅威 H24.8.9焼津信金

695
地震、津波 H24.8.9焼津信金

696
地域力が減っていくこと H24.8.9焼津信金

697
津波の脅威。 避難場所の確保 H24.8.9焼津信金

698
津波 H24.8.9焼津信金

699
津波・地震→帰宅困難 H24.8.9焼津信金

700
津波が気になる H24.8.9焼津信金

701
地震、津波等の防災対策 H24.8.9焼津信金

702
東海地震、津波 H24.8.9焼津信金

703
東海地震、津波 H24.8.9焼津信金

704
津波。 少子高齢化、老人の一人住まい H24.8.9焼津信金

705
津波が心配。 海岸線沿いに産業・工場が集積している H24.8.9焼津信金

706
津波、地震 H24.8.9焼津信金

707
津波。 産業の衰退 H24.8.9焼津信金

708
地震、津波 H24.8.9焼津信金

709
津波危険区域の地価の下落。 津波による仕入れ・販売先の喪失。 津波の
脅威

H24.8.9焼津信金

710
東海地震（津波）。 産業の空洞化（地場産業の衰退） H24.8.9焼津信金

711
津波被害の心配。 津波脅威により焼津市から他所へ移り住む、又は焼津へ
の転入を避けることによる人口の減少

H24.8.9焼津信金

712
津波 H24.8.7JA焼津

713
海に近いため、住民が避難する高台など場所が整備されていない H24.8.7JA焼津

714
津波。 社会整備（道路など）地域に片寄りがある H24.8.7JA焼津

715
地震、津波、塩害など自然災害に対する準備ができていない H24.8.7JA焼津

716
津波の脅威 H24.8.7JA焼津

717
地震による津波（職場が海岸に近く海抜が低いため）に対しての避難 H24.8.7JA焼津

718
津波。 高草山中心に発生するイノシシ被害に対する市の姿勢（補助金等） H24.8.7JA焼津

719
不安はやはり津波です H24.8.7JA焼津

720
津波被害の範囲等。 旧住宅街の道路が狭い。 農地の減少（固定資産税
に見合う農作物がない）

H24.8.7JA焼津
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721
支店が海岸に近いので、津波が心配。 津波対策を充実してほしい（早急
に！！）

H24.8.7JA焼津

722
津波は当然ですが、市民の地元企業の利用度 H24.8.7JA焼津

723
産業を守るための津波対策の具体的な計画が示されていないこと H24.9.14焼津漁

協

724

職場が海の前面にあり、常に津波の脅威にさらされている。 H23.3.11の東
日本大震災を契機に、沿岸地域から住民等が内陸地へ流出している。この
ような現象に対して、県・市などの行政機関が全く対応策をとっていないこと
に対して非常に不満である

H24.9.14焼津漁
協

725
津波の心配。 ここなら大丈夫だ思われる避難場所が無い事。 人命が第
一、早急にやってもらいたい。 新規の水産加工業者が無い事。 減る一方

H24.9.14焼津漁
協

726
津波の脅威。 漁業・水産業に対する焼津市の姿勢 H24.9.14焼津漁

協

727
東海地震による津波で、海の近くに避難場所が少ない H24.9.14焼津漁

協

728
津波発生時の避難場所が見当らない事 H24.9.14焼津漁

協

729
津波の脅威による市民の減少や高齢化 H24.9.14焼津漁

協

730
津波の脅威。 水産業の衰退（後継者等） H24.9.14焼津漁

協

731
津波。 合併後の大井川地区への対応 H24.9.14焼津漁

協

732
基幹産業である水産業が年々衰退してきている H24.9.14焼津漁

協

733
水産加工業の低迷（地場産業の低迷） H24.8.9焼津信金

734
地場産業の衰退 H24.8.9焼津信金

735
大手企業の参入による地元企業の衰退（バロー等） H24.6.22商工会

736
サービス業があまり発達していない。 地元企業より外部大手企業が運営し
ている店舗がはやっていること

H24.8.9焼津信金

737
商売が全くなりたたない H24.6.22商工会

738
消費の低迷（人口減少） H24.6.22商工会

739
人口の流出 H24.8.9焼津信金

740
工場建設適地が少ない（国・県も方針を出さないと思うので、助成の方法を
探って頂きたい）

H24.6.22商工会

741
食品加工一大集積地であるのに、おいしい食事処が少ない H24.8.9焼津信金

742
発展性がないこと H24.8.9焼津信金
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743 明確な方針に基づいた施策 H24.8.9焼津信金

744 地域の一体感 H24.8.9焼津信金

745 異業種交流の場を市主導で定期的に設ける H24.8.9焼津信金

746 地元企業に対する利子補給制度の拡充 H24.8.9焼津信金

747 金利の補助の拡大 H24.8.9焼津信金

748 事業者向けの融資制度の拡充（利子補給率のアップなど） H24.8.9焼津信金

749 水産加工業向けの利子補給貸付金 H24.8.9焼津信金

750 漁船油代への補助 H24.9.14焼津漁
協

751 漁船建造利子補給の継続 H24.9.14焼津漁
協

752 加工、流通に手間ひまがかかる（換金までの時間）水産加工業種に助成制
度

H24.9.14焼津漁
協

753
水揚げ船の誘致に対する産地間競争が激化している中、全市をあげて取り
組んでいる姿勢を対外的に前面に出せるような恒久的支援策（水揚数量に
応じた助成）が必要

H24.9.14焼津漁
協

754 外地船が水揚げしやすい環境や、補助金制度 H24.9.14焼津漁
協

755 補助金や減税制度 H24.8.9焼津信金

756 住民税の軽減 H24.8.9焼津信金

757 新事業に対しては最初の数年は税制面で優遇する H24.8.9焼津信金

758
空き店舗入居事業者に対する補助金。 スタートアップ企業に対する経営サ
ポート及び、補助金制度

H24.8.9焼津信金

759 雇用の拡大に取り組む企業に特別補助金 H24.8.9焼津信金

760 融資（借入）時の利子補給制度の充実 H24.8.9焼津信金

761 固定資産税の優遇策 H24.8.7JA焼津

762
市街化区域内農地に対する固定資産税（相続を含む）の引き下げ（特例措
置の制定）

H24.8.7JA焼津

763 集客施設や集客イベントの補助。 水産業に対する優遇税制 H24.8.9焼津信金

764 官民一体によるイベント等開催、情報ネットワーク構築 H24.8.9焼津信金

765 官民一体となったイベント開催、企業誘致、情報提供 H24.8.9焼津信金

766 地場産品購入時の補助金 H24.8.9焼津信金

767 焼津産製品を購入した場合の定率補助金制度等 H24.8.9焼津信金

768
地元の商品、サービスを購入したら助成をする。 または他地域の物に関し
て関税のようなものをかける

H24.8.9焼津信金

769
例にあげられた焼津産製品を購入した場合の定率補助金制度の創設は良
いと思いますが、事務が面倒な気がします

H24.8.7JA焼津

770 焼津ブランド購入ポイント制度 H24.8.9焼津信金

771 焼津ブランド商品 H24.8.7JA焼津

772 以前やっていた「焼津で使える商品券」を行ってほしい。 良かった H24.8.7JA焼津

773
外地船の船員に対して地元商店で使える金券を発行する。 外船誘致、地
域商店の活性化につなげる

H24.9.14焼津漁
協

774
市民から地元企業に対しての貢献要望は高いが、市民の地元企業に対する
利用、活用等

H24.8.7JA焼津

775
事業を継続している会社や組織に、１０年刻みで、市から記念品等を作り、感
謝の意を表す

H24.8.7JA焼津

776
担い手育成のための教育制度、補助金制度（農林漁業に関わるいろいろな
業種）

H24.8.7JA焼津

777
聞くところによると、転出者が少し増えているという事もあり、転入して家を建
てる時の助成など

H24.8.7JA焼津

778 他市から移転した方には土地取得税免除 H24.6.22商工会

779
法人税の軽減措置。 焼津へ産業進出するにあたっての「産業進出褒賞制
度」の創設

H24.9.14焼津漁
協

780 焼津市への貢献度が高い企業・商品等が、市民に感謝されるような制度の
創設

H24.9.14焼津漁
協
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781
東北の企業が焼津に進出する場合には、不動産取得税・固定資産税等を大
幅に優遇する

H24.8.9焼津信金

782 不動産取得税・固定資産税の優遇 H24.6.22商工会

783 税の優遇 H24.8.9焼津信金

784 不動産取得税、固定資産税の優遇等 H24.8.9焼津信金

785 税制優遇。 誘致後のバックアップ体制強化 H24.8.9焼津信金

786
税率の優遇。 補助金。 焼津市に来た企業について、行政からの積極的
PR活動

H24.8.9焼津信金

787 税制の優遇 H24.8.7JA焼津

788 税の優遇 H24.8.7JA焼津

789 税金の優遇 H24.9.14焼津漁
協

790 税の優遇 H24.9.14焼津漁
協

791 不動産取得税、固定資産税の優遇など H24.9.14焼津漁
協

792 固定資産税の優遇。 市県民税の優遇 H24.8.7JA焼津

793 津波に対する対策をとっていただきたい H24.6.22商工会

794 有休地の効率利用。 津波対策 H24.8.9焼津信金

795 土地の提供 H24.8.9焼津信金

796 津波対策を万全にした上で、沿岸部の遊休地を低価格で販売する H24.8.9焼津信金

797
津波対策。 事業用地の確保（市が民地を買い上げ、誘致企業へ低価格で
貸し出す）

H24.8.9焼津信金

798 市有地の低価格販売 H24.8.9焼津信金

799
懸念される津波から産業を守るための具体的な整備計画を早急に構築する
こと、及び、現在未利用になっている漁港区域を市自らが率先して利活用推
進を図ること

H24.9.14焼津漁
協

800
津波避難施設と兼用の産業道路の整備。 特に沿岸部埋立地の有効活用を
図るため、占用料（土地使用料）の減免措置

H24.9.14焼津漁
協

801 地震に対する不安をなくす。 沿岸地区の住民に対し固定資産税等の優遇 H24.9.14焼津漁
協

802
家庭菜園の拡大（農地に対する固定資産税の特例）。 津波対策の構築。
農地を公園・憩いの広場等（転用特例等）

H24.8.7JA焼津

803 休農地の有効活用。 津波対策のPR H24.9.14焼津漁
協

804
津波避難ビルを兼ねた家賃安価な複合施設の建設（津波が来た時にしか利
用しない避難ヤグラの建設取りやめ）

H24.9.14焼津漁
協

805
無害で、クリーン産業を誘致するための用地確保や、地震・津波に影響され
ない建物造りに助成金を出す

H24.8.7JA焼津

806
個に対する助成ではなく、集積に対する助成（系列一体での進出に対する
助成）

H24.8.9焼津信金

807 企業家の支援を手厚くし、様々な業種間で連携できるシステム H24.8.9焼津信金

808 各業界間のネットワーク H24.8.7JA焼津

809 地産地消を基本とし、他県地方公共団体の成功事例を参考にする H24.8.9焼津信金

810 誘致前に地元市民の税の見直し！ H24.8.9焼津信金

811
焼津港周辺に新産業特区。 蓄養漁業に特化した開発を支援し、「魚の種」
を独占する

H24.8.9焼津信金

812 優秀な人材の提供。 土地の利用制限が小さいこと H24.8.9焼津信金

813 地域雇用の助成金 H24.8.9焼津信金

814 本社を置いたり、地元の人間を雇うと税制面で優遇する H24.8.9焼津信金

815 インフラの整備 H24.8.9焼津信金

816 主要道路整備、交通アクセス H24.8.9焼津信金

817 東名インター、スマートインター、交通アクセス H24.8.7JA焼津

818 ヨットハーバーを作る H24.8.9焼津信金

819 電気料金の値下げ H24.8.9焼津信金

820 大型プロジェクト H24.8.9焼津信金

821 市街化調整区域の見直し H24.8.9焼津信金

822 調整区域の早急な対策 H24.8.7JA焼津

823 必要なのでしょうが、判断できません H24.8.9焼津信金
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824
焼津ブランドの確立及びPR

焼津ブランド
H24.6.22商工会

825
焼津ブランドの確立

焼津ブランド
H24.8.9焼津信金

826
焼津ブランドの確立。 企業の誘致

焼津ブランド
H24.8.9焼津信金

827
焼津らしさの追及。 オンリーワンになること

焼津ブランド
H24.8.9焼津信金

828
地域の特性を生かした独自のブランドの開発

焼津ブランド
H24.8.9焼津信金

829
独自商品の開発

焼津ブランド
H24.8.9焼津信金

830
他の港町等との差別化。 焼津の独自性の発揮

焼津ブランド
H24.8.9焼津信金

831
需要の拡大。 官民一体となった産業のアピールを全国・全世界へ

焼津ブランド
H24.8.9焼津信金

832
各種ブランド認定品を使用した、多様な「焼津丼」「焼津ラーメン」「焼津むす
び」「焼津茶漬け」の開発 焼津ブランド

H24.8.9焼津信金

833
ブランド化の強化

焼津ブランド
H24.8.9焼津信金

834
焼津ブランド。 企業誘致。 テレビ（取材）の誘致

焼津ブランド
H24.8.7JA焼津

835
何かを目指す為の売りとなる統一テーマ

焼津ブランド
H24.8.7JA焼津

836
全国に向け、さらに水産都市「やいづ」のPR。 やいづブランドの新規開発

焼津ブランド
H24.9.14焼津漁
協

837
新港を中心としたまちづくり（商業施設、飲食の充実）

水産業
H24.6.22商工会

838
漁業をもっと前面に出していく

水産業
H24.8.9焼津信金

839
漁業の再生（魚の町、まぐろの町）。 漁業・農業・魚がしシャツ等。 大きな
ショッピングビルの建設（港の近くに津波対策のとれた建物） 水産業

H24.8.7JA焼津

840
市場の活性化（外地船の誘致）。 特産のPR

水産業
H24.9.14焼津漁
協

841
サンフランシスコにある「フィッシャーマンズワーク」のような、港を拠点にした
観光複合施設による着地型観光 水産業・観光

H24.8.9焼津信金

842
地場産業と観光の融合（市外からの来街者をいかに増やすか）

地場産業・観光
H24.8.9焼津信金

843
観光インフラの確立

観光
H24.6.22商工会

844
屋号（歴史）を活かしたまちづくり

歴史を活かす
H24.8.9焼津信金

845
津波のイメージを無くしてからでないと産業は来ない。 それほど焼津に魅力
はないし、魅力はすぐにはできない。 新しいことが活気を生むわけではな
い。 ベースを大切にする心を育てることが大事

歴史を活かす
H24.8.7JA焼津

846
地場産業の確立→商店街の見直し。 沼津港のような地場産業の集地・販
売。 地場産業

H24.8.9焼津信金

847
地産地消

地産地消
H24.8.9焼津信金

848
住みやすい町作り！！ 若い世代に喜んでもらえる市を作る。（子供達への
福祉への助成、補助の充実化） 若者

H24.8.7JA焼津

849
若者に働きやすい職場をつくり、応援する

若者就業
H24.9.14焼津漁
協

850
次世代の方に焼津に就職して住みたいというような施策が必要かと思います

若者就業
H24.6.22商工会

851
焼津に産業の良さを、若い世代に伝えるための機会を作る

若者
H24.8.9焼津信金

852
子育て支援策の拡大

子育て支援
H24.8.7JA焼津

853
漁協、企業、行政の連携を再構築する。 それぞれの団体が一人歩きしない
こと 連携・協力

H24.9.14焼津漁
協

854
企業の提携

企業提携
H24.8.9焼津信金
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855
企業誘致。 地元商店、地場産業にお金が落ちるしくみづくり（保護等）

企業誘致
H24.8.9焼津信金

856
企業誘致（ただし、津波に対する安心・安全施策を前提）。 安心・安全宣言
を前提とした水産都市「やいづ」のPR 企業誘致

H24.9.14焼津漁
協

857
大企業誘致

大企業誘致
H24.8.9焼津信金

858
焼津駅周辺の再開発（駅前通り他）

駅周辺
H24.6.22商工会

859
駅前通り商店街を全て飲食店にする

駅周辺
H24.8.9焼津信金

860
飲食店を誘致する。 駅前、港周辺

駅周辺・港
H24.9.14焼津漁
協

861
この質問に適しているかわかりませんが、高草山の公園（レジャー施設）また
は遊歩道の整備。 高草山からの景観の利用 高草山

H24.8.7JA焼津

862
大井川地区の産業を差別せず、やいづの魅力として宣伝していくこと

大井川一体化
H24.9.14焼津漁
協

863
焼津だけでなく志太地区の協力

広域
H24.8.9焼津信金

864
近隣の市と役割分担を明確にした産業振興の実施

広域
H24.8.9焼津信金

865
若年層から高齢者までの段階的なまちづくり組織の確立（世代により意見が
異なることから、多くの意見を吸い上げる為、別組織を３～５段階程度組織す
る）

まちづくり組織
H24.8.9焼津信金

866
テーマパーク

大型施設
H24.8.9焼津信金

867
大型高層施設、テーマパークの建設や、スポーツで盛り上げる方法

大型施設
H24.8.9焼津信金

868
藤枝では土曜日PM6：00～Kmixで藤枝の情報番組を放送している。 聞くと
おもしろい。 広報活動 情報・広報

H24.8.7JA焼津

869
省力エネルギー事業への参画

新エネルギー
H24.8.7JA焼津

870
市民の意識改革

市民意識
H24.8.7JA焼津

871
今後の焼津市としての産業に対する方向性を示すこと（水産なのか、脱水産
なのか） 大きな方向性

H24.9.14焼津漁
協

872
焼津行政の今以上のやる気。 市長のトップセールス

行政
H24.9.14焼津漁
協

873
津波の脅威を極力解消する事

防災
H24.9.14焼津漁
協
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874 魚市場がある 魚

875 お魚がおいしい 魚

876 海産物がおいしいところ 魚

877 海産物が新鮮でおいしい 魚

878 漁業が盛んなところ 魚

879 魚 魚

880 魚 魚

881 魚 魚

882 魚 魚

883 魚がいっぱい 魚

884 魚がいっぱい（祭も） 魚

885 魚がいっぱいいるところ 魚

886 魚がうまい 魚

887 魚がうまい 魚

888 魚が旨い 魚

889 魚がうまい！ 魚

890 魚がおいしい 魚

891 魚がおいしい 魚

892 魚がおいしい 魚

893 魚がおいしい 魚

894 魚がおいしい 魚

895 魚がおいしい 魚

896 魚がおいしい 魚

897 魚がおいしい 魚

898 魚がおいしい 魚

899 魚がおいしい 魚

900 魚がおいしい 魚

901 魚がおいしい 魚

902 魚がおいしい 魚

903 魚がおいしい 魚

904 魚がおいしい 魚

905 魚がおいしい 魚

906 魚がおいしい 魚

907 魚がおいしい 魚

908 魚がおいしい 魚

909 魚がおいしい 魚

910 魚が美味しい 魚

911 魚が美味しい 魚

912 さかながおいしい 魚

913 魚が美味しい 魚

914 魚が美味しい 魚

915 魚が美味しい 魚

916 魚がおいしい（おでん） 魚

917 魚がおいしい。 イベントなどが多い 魚

918 魚が美味しい。 活気がある 魚

919 魚がおいしい。 住みやすい。 人が優しい 魚

920 魚がおいしいこと 魚
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921 魚が美味しいとこ 魚

922 魚がおいしいところ 魚

923 魚がおいしいところ 魚

924 魚が美味しいところ 魚

925 魚がおいしい所。 静岡に近い所 魚

926 魚が新鮮でおいしい 魚

927 魚がたくさん食べられる 魚

928 魚が豊富 魚

929 魚が有名 魚

930 魚が有名 魚

931 魚くさいところ♡ 魚

932 さかなセンター。 活気がある 魚

933 魚センター♡ 魚

934 魚中心に特色がある 魚

935 魚のおいしい所 魚

936 まぐろがおいしい 魚

937 まぐろのりょうりがすきです 魚

938 昔は船がたくさんで活気があった。 魚が美味しい。 海、山、富士山が見える 魚、海

939 さかな。 海。 人がら 魚、海、人

940 魚がおいしいところ。 自然（海、山）に恵まれているところ 魚、自然

941 魚がおいしい。 自然環境がよい。 昔ながらの伝統が守られている 魚、自然、伝
統

942 のんびりして、魚がおいしい。 人が良い 魚、人

943 お魚がおいしい。 人が温かい 魚、人

944 魚がおいしい。 気さくな人が多い 魚、人

945 魚。 方言 魚、方言

946 磯の香 海

947 海 海

948 海 海

949 海 海

950 海 海

951 海 海

952 海 海

953 海 海

954 海、海産物 海

955 海があって温暖、暮らしやすい 海

956 海があってきれい 海

957 海がある 海

958 海がある 海

959 海がある事 海

960 海があるところ 海

961 海があるところ！ 海

962 海が近い 海

963 海が近い 海

964 海が近くていい 海

965 海が見えてよい 海

966 海に面している 海

967 海の景色 海
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968 海辺 海

969 海を身近に感じられるところ 海

970 魚が美味しいところ。 活気があるところ。 お祭りで一丸となるところ 海、活気、祭

971 海がある。 魚がおいしい 海、魚

972 海が近く、魚料理が豊富で美味しい点 海、魚

973 海、さかな 海、魚

974 海。 魚がおいしい 海、魚

975 海をはじめ、自然に恵まれている。 食物がおいしい 海、自然、食

976 海の物、食べ物が美味しい 海、食

977 海と食べ物 海、食

978 海がきれい。 町のイベントや人々がおもしろくあったかい 海、人

979 海とそれに関連する産業。 市民が市をもりあげようとしているところ 海、人

980 海、踊り、祭 海、祭

981 海と緑、田んぼ 海、緑

982 海、港がある 海、港

983 海が近く港が好き 海、港

984 海。 港 海、港

985 海があり、焼津を愛している人が多い所 海、焼津

986 海、山 海、山

987 海が有る事。 山が有る事 海、山

988 海、山があるとこ 海、山

989 山、海があり、きれいなところ 海、山

990 海と山があるところ 海、山

991 海、山、魚がおいしい 海、山

992 海があり、山がある 海、山

993 海と山にかこまれている 海、山

994 海も山もある 海、山

995 海、山、魚、温泉 海、山、魚

996 海、山、自然にめぐまれている所 海、山、自然

997 海、川、山があるところ。 おいしいものがたくさんあるところ 海、山、食

998 逆境感がうすい人種。 その割にモンクを言う。 海、川、里、山がある。 人柄が良い 海、山、人

999 海があり山があり、地域の方言がある 海、山、方言

1000 自然の多いところ 自然

1001 自然が多く、住みやすい 自然

1002 自然が多い所。 景観が素晴らしい所 自然

1003 自然がすばらしい 自然

1004 全体的に自然である 自然

1005 自然いっぱい 自然

1006 自然がいっぱい 自然

1007 環境が良い 自然

1008 自然がたくさんある 自然

1009 自然。 人柄 自然、人

1010 海 港

1011 旧港 港

1012 全体港 港

1013 港 港

1014 港 港
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1015 みなと 港

1016 みなと 港

1017 港 港

1018 港、和田浜 港

1019 港があり、魚がほうふ 港

1020 港がある 港

1021 港がある 港

1022 港があるところ 港

1023 港町 港

1024 港町 港

1025 焼津港 港

1026 港町。 魚介類が美味しい。 文化センターの活動は良い 港、魚

1027 メシがうまい 食

1028 食べ物がおいしい♡ 食

1029 ごはんがおいしい♡ 食

1030 食べ物が美味しい 食

1031 食べ物が美味しい 食

1032 食べ物 食

1033 活き活きした人 人

1034 気さくなところ 人

1035 きっぷうが良いところ！ 人

1036 けっこういいかげんなところ 人

1037
地域交流が薄れてきてはいるがまだまだ良さは残っています。 防災の事も考えれば昔の良さを
もっともっと育むこと

人

1038 仲の良い所 人

1039 人間性 人

1040 人間のキシツ 人

1041 ノリがいい。 団結力があるところ 人

1042 人、気質 人

1043 人があたたかいところ 人

1044 人があったかくて、人が良いところ 人

1045 人がいい所。 海が近い。 魚のまち 人

1046 人がやさしい 人

1047 人が優しい 人

1048 人が良い 人

1049 人が良い。 みんな優しい 人

1050 人が良いところ 人

1051 人柄が良い 人

1052 人柄が良いところ 人

1053 人とのつながり 人

1054 １人１人がこいところ。 意志が強く、志が高いとこ 人

1055 １人１人の性格が明るい。 みんな元気 人

1056 みなさんがとてもやさしい所。 ディスカバリーパークが近くにできたところ 人

1057 みな人がなつっこいところ 人

1058 みんなやさしい 人

1059 焼津人の気質 人

1060 優しい人が多い所 人

1061 のんびりした人が多い 人
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1062 人情がある。 魚がおいしい 人、魚

1063 人々が温かい。 魚が美味しい 人、魚

1064 焼津人はおっとりしていて優しい。 魚が名産 人、魚

1065 みんな優しい。 魚がうまい 人、魚

1066 人が良い。 自然が多い 人、自然

1067 人。 街並み 人、まち

1068 人の和。 港の文化 人、港

1069 少し活気がある 活気

1070 活気があるところ 活気

1071 元気なところ！ 活気

1072 元気はある 活気

1073 一部しかわからないけど、にぎやかくていろんなことをやっていると思う 活気

1074 焼津だから 地元愛

1075 生まれ育ってるから全部 地元愛

1076 焼津のことを好きな人が多いところ 地元愛

1077 焼津を好きな人が多い。 住みやすい 地元愛

1078 ブランド化出来る商品がいっぱいある 焼津ブランド

1079 温泉 温泉

1080 観光資源がたくさんあるところ 観光

1081 小さいところ 規模

1082 人口が比較的多い上、コンパクトなところ。 全国的に知られた産業（水産）がある 規模

1083 まとまってるし、住みやすい 規模

1084 住み良い 住みよさ

1085 住みやすいところ 住みよさ

1086 住みやすい 住みよさ

1087 生活しやすい 住みよさ

1088 みんなでまちづくりをしている みんなでまち
づくり

1089 地域でまとまった活動があるところ 地域

1090 市民が一体となっている。 地元が好きな人が多い 地域

1091 適度な田舎具合？ のどか

1092 のどか のどか

1093 田舎くさいところ のどか

1094 町がきれいなところ きれいな街

1095 風光明媚。 食べ物美味 景色、食

1096 屋号、水産、自然と共生 地域性

1097 学校が楽しい。 ディスカバリーパーク 学校

1098 いろいろなイベントをやっている イベント

1099 オータムフェスト イベント

1100 イベントが多いため、災害対策に力を入れている所 イベント

1101 東京、名古屋の真中 位置

1102 いろいろ好き いろいろ

1103 おもしろいところがいっぱいある おもしろいとこ
ろ

1104 先輩から見る現在は、ネット社会となり、住民との距離感が広がったと感じている その他

1105 連れ その他
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1106 お年寄りの交通が不便だと思う 交通

1107 車がないと移動が大変 交通

1108 車が無いと移動が不便 交通

1109 車がないと移動できない地域がある 交通

1110 車がないとどこにもいけない 交通

1111 車がないと不便 交通

1112 車が無いと不便 交通

1113 公共交通機関が整っていない 交通

1114 公共交通機関に不便を感じる。 市バスのあり方をもう少し工夫した方が良い 交通

1115 公共交通網が少ない。 焼津市が一体となった事業がない 交通

1116 高速道路の立地 交通

1117 交通 交通

1118 交通が不便 交通

1119 交通が不便 交通

1120 交通きかん 交通

1121 交通機関 交通

1122 交通機関 交通

1123 交通きかんが少ない 交通

1124 交通の不便さ 交通

1125 交通の便 交通

1126
交通の便。 あぶないところがけっこうある。 情報の集約、公開がされていない。 オータムフェ
ストの広告すら届いたのが前日

交通

1127 交通の便があまりよくないイメージがあります 交通

1128 交通の便がよくない 交通

1129 交通の便がわるい 交通

1130 交通の便が悪い 交通

1131 交通の便が悪い 交通

1132 交通の便が悪い 交通

1133 交通をもっと充実させてほしい 交通

1134 静岡からの交通 交通

1135 市内の公共交通（バス・路面電車等） 交通

1136 信号がスムーズではない 交通

1137 どこか出かけようとなると車での移動になってしまう 交通

1138 バス。 病院の駐車場 交通

1139 バスがあまり通らない 交通

1140 バスが少ない 交通

1141 バスが少ない 交通

1142 バスが少ない 交通

1143 バスが少ない？ 交通

1144 バスが不便 交通

1145 バスの運行が少ない。 不便 交通

1146 バスの便が悪。 飲み屋がいかない 交通

1147 バスの便がない 交通

1148 バスの便がよくない 交通

1149 バスの便が悪い 交通

1150 バスの本数が少ない 交通

1151 バスの本数が少ない 交通

1152 病院とバスの本数が少ない 交通

1153 ホームライナーがとまらない 交通

1154 公共バス等、移動に不便。 公園等、子どもが外で遊ぶところがない 交通、遊び
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1155 移動（バス等公共）。 駅前→食が足りない。 淋しい 交通、市街地

1156 交通の便が悪い。 昭和通り、駅前通りが元気でない 交通、市街地

1157 交通。 人柄の悪い人が多い 交通、人

1158 せまい道が多い 道路

1159 でこぼこ道 道路

1160 道路 道路

1161 道路 道路

1162 道路 道路

1163 道路が悪 道路

1164 道路が狭い 道路

1165 道路が狭い（自転車に危険） 道路

1166 道路が狭い、少ない 道路

1167 道路が狭い所がある。 街灯が少ない 道路

1168 道が狭い 道路

1169 道が狭い 道路

1170 道が細くて危ない所 道路

1171 道路がわかりづらい 道路

1172 道路がわかりにくい 道路

1173 歩道を通っていると、車が大きい道に出ようとして止まらずに出るから、たまに危ない 道路

1174 道が多く出来過ぎていてわかりにくくなっている。 新しくハザードマップもできていない 道路

1175 道が複雑。 津波が心配 道路

1176 道がわかりにくい所 道路

1177 区画整理が進んでいないので、行き止まりの道が多い 道路

1178 道路が複雑。 下水道の普及不足 道路、インフラ

1179 道がわかりにくい。 バスが少ない 道路、交通

1180 文化センター等の周辺道路がせまい。 他人をかんしょうしすぎる市民性 道路、人

1181 インフラの整備、福祉サービスの充実してほしい 道路、福祉

1182 駅周辺が静か 市街地

1183 駅の近くがさみしい・・・ 市街地

1184 駅ビルが汚い 市街地

1185 駅前が焼津らしくない 市街地

1186 駅前に店舗が少なく、活気が感じられない 市街地

1187 駅前の発展性のなさ？ 市街地

1188 お店がバラバラ。 駐車場が少ない 市街地

1189 街灯のないまっくらなところがある 市街地

1190 きたない 市街地

1191 旧市街地の空洞化 市街地

1192 栄えているところがところどころにちらばっているとこ 市街地

1193 盛り場がまとまってない 市街地

1194 商店街の元気がない 市街地

1195 商店がバラバラ 市街地

1196 昭和通りがシャッター通りになってしまったこと 市街地

1197 高い建物がない 市街地

1198 建物が古い 市街地

1199 デパートが少ない 市街地

1200 デパートなど大きな店が欲しい 市街地

1201 都市開発 市街地

1202 のみ屋が少ない 市街地

1203 街活性化のアイディアが？ 市街地

1204 街ににぎわいが全くない（日曜） 市街地
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1205 むだな（あまり人がこない）たてものが、多いきがする 市街地

1206 焼津駅周辺がややさびれてしまっているところ 市街地

1207 焼津駅付近がさみしい。 古い 市街地

1208 夜の世界。 風俗がない 市街地

1209 ちょっと不景気 活気

1210 活気がない 活気

1211 活気がなくなってきている 活気

1212 買い物するところがない 買い物

1213 買い物 買い物

1214 買い物の場所がない。 公園が少ない。 駅前が淋しい（若い人にとって） 買い物

1215 店が少ない（買い物に不向き） 買い物

1216 スーパーが少ない 買い物

1217 もっとお店がほしい 買い物

1218 山付近にショッピングモールとかないので買い物に行くのに不便 買い物

1219 お店が遠い 買い物

1220 ショッピングモールがない 買い物

1221 駅周辺に買い物場所（コンビニ）が少ない 買い物

1222 お店が少ない 買い物

1223 駅周辺に魅力のある商店施設がない 買い物

1224 遊ぶところが少ない 遊び

1225 若者の遊ぶ場所がない。 焼津駅南口の活気が全くない。 海をいかした観光が無い 遊び

1226 子供が遊べる施設がもっとほしい 遊び

1227 しょっぱくないプールが遠くにある。 近くに欲しい 遊び

1228 若い人がくる場所がない 遊び

1229 アクアス焼津の裏の公園。 人が集まる公園にしてほしい 公園

1230 子供の児童館が少ない 子育て環境

1231 田舎すぎるところ 田舎

1232 いなかと都会の差が大きい 田舎

1233 観光地が少ない 観光

1234 観光資源が上手に利用されていない（海） 観光

1235 観光客が少ない。 企業が少ない 観光

1236 遠方から来た人に案内できる観光スポットがない 観光

1237 観光するところ。 他市から見えた時食事処がない 観光

1238 観光地がバラバラ。 古いしきたり（どにん衆）などがはびこっている 観光

1239 名所がない。 明るくないところ 観光

1240 海、山、魚etc・・・すばらしい所を生かせていないと思う 観光

1241 かんこう地があまりない 観光

1242 観光地が少ない 観光

1243
観光する所が少ない。 深層水が売りなのに、祝日が月曜日でもお休みなのでみんながっかりし
てしまう

観光

1244 観光資源を生かしきれていなくて、もったいない 観光

1245 友だちが来ても、一緒に行けるスポットがない。 イベントはあっても観光的なものがない 観光

1246 観光ポイントがまとまっていない 観光

1247 観光地を面でつなぐ 観光

1248 観光意識がない。 連携していない 観光

1249 行政サービスが悪い 市政

1250 “入るを計る”政策をいっさい行っていない。 こんなことで、税不足なのにどうするつもりなのか 市政

1251 市役所がわかれたところ 市政

1252 所得税が高い 市政

1253 街作りのビジョンがわからない。 目標が見えない。 一環した行政 市政

1254 縦割り行政。 起保守的体制 市政
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1255 市政、考えが狭い 市政

1256 津波の事が心配 災害

1257 津波が怖い 災害

1258 津波の対策 災害

1259 津波等の地震対策 災害

1260 津波の情報が遅い 災害

1261 災害に対してよわいところ 災害

1262 津波がこわい 災害

1263 大井川町に住んでいるのですが、津波対策etc・・・考えてもらいたい 災害

1264 津波が怖い 災害

1265 津波の危険が大きい 災害

1266 つなみがくる 災害

1267 地震の際、逃げる場所（高台）がもっとほしい 災害

1268 海こわい 災害

1269 津波が恐い 災害

1270 津波 災害

1271 津波がすぐ来る 災害

1272 津波 災害

1273 アクアスヤイヅ 施設

1274 会議室を借りるとき、夜９時以降使えるところがない 施設

1275 市立病院が利用しにくい 病院

1276 病院関係 病院

1277 風が強い 自然

1278 海が近い 海

1279 かつおぶしの匂い 匂い

1280 魚くさい 匂い

1281 魚くさい 匂い

1282 魚くさいところ 匂い

1283 市内が魚くさい 匂い

1284 ときどき変なにおいがする（魚くさい） 匂い

1285 市民 人

1286 古いしきたりに縄われている（よい面もあるけど） 人

1287 焼津市以外の人の受け入れ 人

1288 他人に無関心になってきたところ 人

1289 テニスプレーヤーがテニス場の草かりを役所にやれというところ 人

1290 他のまちから来た人いわく、「排他的」 人

1291 外向きじゃないところ 人

1292 皆の意見が統一しない 人

1293 かなり大雑把 人

1294 気性が荒い人がいる 人

1295 PC社会となり、住民との直接対話が欠けている 人

1296 外から市内に越してきた人に対して冷たい 人

1297 人の集まる場所がない。 もっとデザインを取り込む 人

1298 自治会活動をもう少し活発に 地域

1299 伝統を重んじない 伝統

1300 焼津まつりを楽しく（昔の様な・・・） 祭

1301 あまり行かない その他

1302 ここに住んでいないから、来るとよくまよう その他

1303 考えたことがない その他

1304 工事が長すぎる その他
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1305 駅前が少し暗いので、明るい町にして欲しい 明るい

1306 明るい町 明るい

1307 明るく元気な町 明るい

1308 明るい町 にぎわい

1309 いきいきとした町。 デントウを大切にする にぎわい

1310 いつまでも活気あふれているように にぎわい

1311 多くの人が（県外も含め）いきかう活気あるまち にぎわい

1312 活気溢れる親切な町。 人に優しい心 にぎわい

1313 活気あふれる街になってほしい にぎわい

1314 活気あるあかるい町に！！ にぎわい

1315 活気あるまち にぎわい

1316 活気ある町 にぎわい

1317 活気ある町 にぎわい

1318 活気ある町。 交流の場 にぎわい

1319 活気ある町。 人とのつながりを大切にしたい にぎわい

1320 活気ある街づくり にぎわい

1321 活気ある街にしたい。 産業を活発にしたい にぎわい

1322 活気がないので駅前が淋しい。 焼津の踊りをもっと多くの人に知らせる、覚えてもらう にぎわい

1323 活気のある市 にぎわい

1324 活気のある街 にぎわい

1325 活性して欲しい にぎわい

1326 きれいで活気がある にぎわい

1327 元気があるまち。 駅周辺の開発 にぎわい

1328 元気な明るい楽しい町 にぎわい

1329 元気なまち にぎわい

1330
港湾を整備して、人が集まる港づくりをしてほしい（イベントの開催等）。 焼津と港の歴史を学ぶ
機会を設ける

にぎわい

1331
魚の街としてもっと街がにぎやかになる様、楽しい店づくりを考えたり、ちょっと藤枝の街の方法も
参考に

にぎわい

1332 昭和通りのふっかつ にぎわい

1333
他県他市の人が訪れたくなるような街。 身内だけの街でなく、無関心の人を引き込むこと。 情
報の公開が宣伝

にぎわい

1334 にぎわいのあるまち。 市民が話し合える場を増やす にぎわい

1335 人が集まる。 明るいまちに にぎわい

1336 みんな元気な活気があるまち にぎわい

1337 もっと元気にしていきたい にぎわい

1338 もっともっと活気の有る町にしたい にぎわい

1339 豊かな町。 もっと市から活発な活動を にぎわい

1340 より元気で明るい街に！ にぎわい

1341 駅前、神武・昭和通りの活性化 市街地

1342 駅前開発 市街地

1343 郊外型でなく、まんべんなく活気のあるまちにしていってほしい まちづくり

1344 街並み整備 まちなみ

1345 イベント等の交流 イベント

1346 イベントのさかんな イベント

1347 イベントを（市民参加できる）増やして欲しい イベント

1348 イベントをたくさんやって、活気がある町にしてほしい イベント

1349 イベントをたくさんやれば良い イベント
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1350 イベントを増やし交流人口を増やす イベント

1351 いろいろなイベントがもっとあったら来たいと思う イベント

1352 活性化イベントや祭りを増やしてほしい イベント

1353 冬も盛り上がるイベントがほしい イベント

1354 もっと市民が楽しめるイベントがたくさんほしい イベント

1355 色々な事に参加できるおまつり 祭

1356 （旧大井川地区）古くからの祭りを大切にしたい 祭

1357 自治会のまつりなどを続けていける 祭

1358 遊ぶところをもっと欲しい 遊び

1359 安全で安心のできる街。 誰もが差別なく幸せに暮らせる 安全安心

1360 東北大震災を教訓に、１１Ｋの海岸線の防災対策を検討されたい 安全安心

1361 津波等に対しての防災対策 安全安心

1362 安心して住める町。 避難タワーをたくさん作って！！ 安全安心

1363 災害をこわがらずに、複合的なしせつでカバーしてほしい 安全安心

1364 安心してくらせる（特にこれからの子供達に） 安全安心

1365 安心安全で、うるおいの有る町へ 安全安心

1366 防災がしっかりされていれば良いと思います 安全安心

1367 津波のたいさく 安全安心

1368 安全な街 安全安心

1369 生活安心。 清掃活動を増やす 安全安心

1370 安全に避難でき、安心して暮らせる街 安全安心

1371 震災に一人一人が危機感をもって欲しい。 東北にもっと目を向けていくこと 安全安心

1372 安心して住める。 高い建物をたてる 安全安心

1373 地震、津波対策 安全安心

1374
浜辺を守る土手を作って、住民の命と財産を守る事を積極的にやってもらわないと、企業もみな
市外に出て行ってしまう。 税がおちないし雇用もなくなってしまう

安全安心

1375 電信柱など多すぎて、避難にも危険と思えるので、もっと住みやすい町にして欲しい 安全安心

1376
今年二月頃大井川ミュージコで津波のパネルディスカッションをした。 そのとき、市長は「志太
海岸線を堤防がわりにつくる」としてスライドで説明したのに、全く進んでいない。 無責任このう
えない

安全安心

1377 津波に強いまち 安全安心

1378 安全、安心で他市より多くの人がみえる街に 安全安心

1379 安心、安全な街 安全安心

1380 安全なまち 安全安心

1381 防災対策（避難場所） 安全安心

1382 海にそってる市なので、人の命を大切にするために津波対策をしっかりやってほしい 安全安心

1383 防災の町。 ノアの町 安全安心

1384
海岸に近い人達の安全のために、防災シェルター等の話をしたらいいと思う。 自分の身は自分
で守る心がけが必要だと思う

安全安心

1385 津波対策 安全安心

1386 海の環境保護 海

1387
海、港など、他県にまねできない様な自然をもっと活用して（大切にして）、子供達がたのしめる
様な町にしたい

海

1388 お金 お金

1389 楽しい音楽のある町。 市民参加型（近隣の市も）や協力（市）のイベントがいっぱいになってほ
しい

音楽

1390 明るく歌声がひびきわたるまち 音楽

1391 子供達の未来の為に、環境の良い町に・・・ 環境

1392 環境を大切に 環境

1393 観光場所 観光
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1394 静岡空港もあるので、もっと観光に力をいれていけたらいいと思う 観光

1395 横須賀ディスカバリーパークに人がたくさんきてほしいことです 観光

1396 魚センターをおしていく 観光

1397 観光に力を入れる 観光

1398 交流人口。 人が流れるしくみ作り 観光

1399 観光客の増加。 地元企業の増加 観光

1400 安全で海を利用したかんこうの町 観光

1401 ポイ捨てが少ないまち。 福祉に強いまち きれい

1402 とりあえず焼津駅をきれいに、活気ある店づくりを きれい

1403 きれいな焼津市。 一人一人がきれいにするようにこころがけていればいいと思う きれい

1404 ごみのないきれいな町。 水のきれいな町 きれい

1405 もっとクリーンに。 もっと活性化していってほしい！ きれい

1406 公共交通網で会社に通える町 交通

1407 市内のバスの数を増やして、市内に人を集める 交通

1408 道を静岡と道側でつなげる 交通

1409 心 心

1410 人に親切に！ 心

1411 若者が住みやすいまち 若者

1412 若者が意見を言い合い、年寄りは応援する 若者

1413 若い人が興味をひくイベントとかをやる 若者

1414 若い人に元気をだしてまちづくりを進めて欲しい 若者

1415 若い人がきたくなる場所 若者

1416 若い人達に頑張ってもらいたい 若者

1417 若い人達が、安心して子供を産み育てられる町にしたい 子育て

1418 子供達が安全に遊べる場所がほしい 子育て

1419 子どもが育っていくのに良い環境であって欲しい 子育て

1420 子育てしやすい町 子育て

1421 子育てのしやすいまち。 防災対策のしっかりしたまち 子育て

1422 子どもがすこやかにすごせるまち 子ども

1423 空地を有効活用して子供達の遊び場を増やす 子ども

1424 子どもが安全にくらせるまち 子ども

1425 子どもが生活しやすく。 保育園や学童保育等 子ども

1426 子供やお年寄りのすみやすい場所 子ども・高齢
者

1427
子ども達が住みやすい町（親が子育てしやすい町）。 老人と子どもが一緒に活動できる施設が
ほしい

子ども・高齢
者

1428
子供やお年寄りにやさしい町。 安心・安全な町。 地域の連携を密にして、住民の顔が見えるよ
うにすること

子ども・高齢
者

1429 高齢者も子供も明るい、住み良い町にしたいと思います 子ども・高齢
者

1430 魚がいっぱい多く生きていける町にしたい 魚

1431 再び魚で知名度の高い焼津市へ 魚

1432 幸せが多い町 幸せ

1433 焼津市に道の駅を 施設

1434 大きな人が集まる施設 施設

1435 自然を大切にして欲しい（緑を増やす） 自然

1436 自然を大切にしてほしい 自然

1437 自然を大切にしたい 自然

1438 海と山をいかした街で、活気がほしい 自然
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1439 海を汚さない 自然

1440 海をきれいにする 自然

1441 自然が豊かな町。 隣同士が仲良く安心して住める町 自然

1442 自然を大切に。 災害対策 自然

1443 自然を大切にしてほしい 自然

1444 市民活動の活性化 市民活動

1445 市民が作っていく焼津市 市民主体

1446
みんなが前を向いていける地域。 それぞれが、責任を持った発言・行動・周囲への配慮もでき
る、年寄りが増えて欲しい

市民主体

1447 市民がまちをかんがえていくこと。 市民が関心を持つこと 市民主体

1448 まちづくりの活発な町 市民主体

1449 テニス場の草かりを、テニスをやる人がやるまち 市民主体

1450 市民の声が反映されるようなまち 市民主体

1451 市民の声をきく 市民主体

1452 行政、市民が一体となって一方通行にならない 市民主体

1453 地元出身者が、もっともっともどってきて、生活できるようなかんきょう 地元愛

1454 もっと市民の郷土愛を育むべきだと思います 地元愛

1455 ヤイヅっていいよねと胸をはって自まんできる町にしたいと思う 地元愛

1456 子供達がこれからもこのままここに住みたいと思える街 地元愛

1457 地元を愛する心 地元愛

1458 人が集まるまち。 まちの自まんを大事にする 地元愛

1459 情報の明確さ。 広報やいづの利用 情報

1460 食を中心に、盛んに！ 市外の人がまた来たいと思うようなまち！ 食

1461 多くの人が住む街。 公園の整備 人口増

1462 人口減少をくいとめる政策 人口増

1463 人材育成、中間支援←確立した組織 人材育成

1464 水産業の活性化 水産業

1465 明るい、安全 住みよい

1466 明るい住み良い街にしたい 住みよい

1467 安心してくらせる町になってほしい 住みよい

1468 いい町にしていきたい 住みよい

1469 市外の人を受け入れ、焼津のよい所を広げたい 住みよい

1470 市民が住みやすいまち 住みよい

1471 住みやすい→自然をこわさず きれいなまち→ゴミがない 住みよい

1472 住みやすいまち。 コミュニケーション 住みよい

1473 住み良い。 思いやれること 住みよい

1474 住みよい町 住みよい

1475 住み良いまち 住みよい

1476 住む人が安心して暮らせる街。 人口の増加。 生産業以外にも、観光業等への取り組み 住みよい

1477 みんなが住んでよかったと思う。 経済、利便性、人づくりなど 住みよい

1478 もっと駅から離れた地域の人でも住み易くして欲しい 住みよい

1479 もっともっと良い市 住みよい

1480 楽しい町。 悪いことがおきないでほしい 楽しい

1481 自治会の行事に出席してゆきたい 地域

1482 海の資源を活かして、多くに人が集まるまち。 教育に力を入れて、将来有望な人材を多く出す
まち

地域資源

1483 観光資源の活用 地域資源

1484 生産資源を生かしたまちづくり 地域資源
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1485 焼津文化を大切にした町作り 地域資源

1486 今までのよいところをいかし、若い人の意見を聞き、誰でも住みやすいまちにすること 良いところ

1487 楽しいまちへ→ハード面な整備は不要→ソフト面にまちの再認識・再評価 良いところ

1488 よいところをどんどんのばしてほしい 良いところ

1489 伝統ものこしつつ、新しいものをとり入れてほしい 伝統

1490 自分たちの文化を誇れるまち。 「イベント」ではなく、日常のなかで幸せを感じられるまち 文化

1491
地域のつながりを濃くしていきたい。 地域のイベントや行事へ積極的に参加することを大切にし
たい

つながり

1492 元気の、まとまりのあるまち。 若い人たちの意見をとり入れ、おもしろいことをしよう つながり

1493 住民同士の連帯感がきはく つながり

1494 助けあえるまち。 高齢者や障害者など垣根なく助けあえるまち つながり

1495 集いが多く、明るい社会 つながり

1496 隣近所がつき合い つながり

1497 人つながりが豊かであるので、それを大切にしたい（東益津） つながり

1498 人と人が助け合い、協力し合うこと つながり

1499 人と人とのつながり つながり

1500 人と人とのつながり つながり

1501 人と人とのつながり つながり

1502 人の和がもっと広がればいい。 みんなが、笑顔であいさつする環境 つながり

1503 人々のふれあいが多い つながり

1504 皆で仲良くくらしたい。 コミュニケーションをいっぱいとる つながり

1505 みんなが安心してくらせる街。 住民どうしの付き合い つながり

1506 みんなで声をかけ合えるといいな・・・ つながり

1507 みんなで助け合いのできる町。 あいさつなど会った人にしていこう！！ つながり

1508 もう少し市のみんながきょうりょくしていくこと つながり

1509 人にやさしいまち 人にやさしい

1510 しょうがいのためにもやさしいまちづくり やさしいまち

1511 人にやさしいまち やさしいまち

1512 優しい町♡ やさしいまち

1513 高齢化率は高くても良いので、高齢者に密着した地域づくりを進めてほしい 高齢者

1514 他人を悪く言わない市民性（他人を干渉しすぎない） 人

1515 福祉関係を重要視していただきたい 福祉

1516 福祉、医療、学校が豊かで元気なところにしたい 福祉、医療

1517 へいわなまち 平和

1518 港町らしさを大切に・・・ 港

1519 港の活用 港

1520 港と合体した、総合的な町作り 港

1521 港町の風情を保つ 港

1522 “魚のまち”として全国に発信してもらいたいです。 昔ながらの浜の町並みを大切にしてください 港

1523
活性。 日本に誇れるものの広報。 日本一の拡大。 焼津の良点を見つけ広報する。 強い大
きなビジョンを打ち出す

焼津ブランド

1524 ブランドイメージが見えるまち 焼津ブランド

1525 買い物に便利な町。 スーパーが多い方がいい 利便性

1526 かせいか（海岸線） その他

1527 考えたことがない その他
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1528 LOVE 愛

1529 自市イベント（市民参加）ができるまちづくり イベント

1530 祭りを多く イベント

1531 ポイすて禁止。 信号無視をなくす 美しいまちづくり

1532 バイパス沿いのゴミのポイ捨てはやめる 美しいまちづくり

1533 ポイ捨て禁止！！ 美しいまちづくり

1534 清掃する気持ちをわすれない 美しいまちづくり

1535 ゴミを捨てないでほしい 美しいまちづくり

1536 ポイ捨てをしない 美しいまちづくり

1537 ゴミを捨てない 美しいまちづくり

1538 ゴミ０運動かなにかの活動のたちあげ 美しいまちづくり

1539 ゴミの日や時間帯を守るため、基本的な事 美しいまちづくり

1540 野焼き禁止 美しいまちづくり

1541 ゴミ出し。 駐車 美しいまちづくり

1542 ゴミの出し方。 交通ルールを守る事 美しいまちづくり

1543 ゴミがない。 イジメゼロ。 パワハラゼロ！！！ 美しいまちづくり

1544 海を大切にする 海

1545 海にゴミを捨てない 海

1546 海を大切にすること 海

1547 海をきれいにしてほしい 海

1548 音楽の楽しめる、まちのしくみが必要。 自由に市民が参加できるしくみ 音楽

1549 良い人を教育して、市を発展させる 教育

1550 小さな時から公共性の大切さを知らせていくこと。 ゴミを街にすてない 教育

1551
学校教育において、（地域）文化を伝える工夫をして欲しい（外から移住した人はわかりにくい）
自由業を大切にしたルールづくり

教育

1552 安全対策 安全

1553 交通安全 交通安全

1554 交通ルール 交通安全

1555 交通ルールの厳守 交通安全

1556 交通ルールを守って欲しい 交通安全

1557 交通ルール 交通安全

1558 治安。 交通安全 交通安全

1559 交通ルールを市民がしっかり守れるようにする 交通安全

1560 通学路の整備や、あいさつのある街づくり。 老人と子供に優先した交通ルール 交通安全

1561 一人暮らしの老人の見守り 高齢化対策

1562 老後の生活不安を無くした方法 高齢化対策

1563 病院、バス 高齢化対策

1564 年配の方が安心してくらせるまちにしたい 高齢化対策

1565 人のことを考えていってほしい 心

1566 想いを一つに 心

1567 ひとりひとりのモラル、マナーを向上したい 心

1568 子供が伸び伸びと遊べる空間を作って欲しい 子育て

1569 子供の医療費、中学くらいまでただが良いです 子育て

1570 子育てのしやすいように。 安全（地震や津波に対してのハード面） 子育て

1571 津波などの災害にみまわれた時のルールなど 災害対応

1572 津波対策 災害対応

1573 ひなんしせつを作る 災害対応

1574 津波対策 災害対応

1575 ひなん場所確保 災害対応

1576 防災 災害対応
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1577 災害に対して、対応できる。 みんなが安心して暮らせるまちづくり 災害対応

1578
企業、住民が一致団結して、土手を作るための運動をした方がよいと思う。 津波に対して、安全
な町づくりができれば、おだやかなよい町ができていくと思う

災害対応

1579 つなみ対策 災害対応

1580 防災関係 災害対応

1581 防災対策をしっかり 災害対応

1582 安全なひなん場所をつくって下さい 災害対応

1583 防災対策。 市民の意識向上 災害対応

1584 津波対策 災害対応

1585 津波対策。 地域住民で仲がいい。 道路の整備 災害対応

1586 津波対策 災害対応

1587 津波等が心配されていることから、対策をお願いしたい 災害対応

1588 防災対策をしっかりして欲しい。 特に津波の避難場所 災害対応

1589 地震対策（避難タワーをもっと造る等） 災害対応

1590 高台を沢山作ってほしい 災害対応

1591 津波対策をしっかりやってほしい 災害対応

1592 防災関係 災害対応

1593 津波の対策 災害対応

1594 津波対策して下さい 災害対応

1595 海。 津波不安 災害対応

1596 海があって、地震が来ても恐くない様、みんなに呼びかける 災害対応

1597 災害対策 災害対応

1598 災害時の情報通信のルール化 災害対応

1599 地震対策 災害対応

1600 災害時に共同し合い、助け合える仕組み 災害対応

1601 市民みんなの安住が出来る様な防災関係の強化 災害対応

1602 大災害対策。 命を守るが一番 災害対応

1603 自然を大切に。 策を皆で考える 自然

1604 市長が何もやらないときに、ペナルティーを与えることのできる条例が必要と思う 市長

1605 市民、行政の協力体制 市民協働

1606 住民の声を行政マン、議員はしっかりと聴いて欲しい 市民参加

1607 市民が気軽に参加できるまちづくりのルール 市民参加

1608 市民の声をもっと聞いて、とりいれてもらえるとうれしいです 市民参加

1609 自分が主に使用する公的施設を自分達で維持していくまち 市民主体

1610 まちをHAPPYにしたいと思って何かしたいと思っている人をフォローする仕組み 市民主体

1611 行政に従えるまち 市民主体

1612 焼津市の誇れるものへ、それを基本に安心を考える→焼津ルールを上げて検討 地元愛

1613 市民と役所が協力していろいろなイベント、告知をおこなってほしい 情報

1614 もっとわかりやすく説明できる事 情報

1615 呼びかけ 情報

1616 呼びかけが大事 情報

1617 インターネットで情報をのせる 情報

1618 情報の共有化 情報

1619 母子家庭なので、母子で入居できるアパートなどもっとふやしてほしいです 住まい

1620 町をへんに都会化するのではなく、昔ながらの住みやすい地域にもどす 住みよさ

1621 住みやすい 住みよさ

1622 税金の増税はしないでほしい 税金

1623 税金をムダ遣いしない 税金

1624 むだと思われる税金の使い道の無い様にする（これからも） 税金

1625 若い人も年よりも楽しめる町にしてほしい 楽しいまち
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1626 市民が楽しめる場所（アクアス・プール）を充実して欲しい 楽しいまち

1627 地域コミュニティをもっと大事にして頂きたい 地域コミュニティ

1628 地域の活動に沢山出る 地域コミュニティ

1629 一人ぐらしやお年寄り一人で暮らしている人が多いので、組や、町内の強化をしてほしい 地域コミュニティ

1630 隣り近所づきあいがしやすいルールづくり 地域コミュニティ

1631 近所同士コミュニティを作る 地域コミュニティ

1632 近所どうしが仲良く、助け合ってゆく事 地域コミュニティ

1633 近隣とのつながり 地域コミュニティ

1634 となり組の助け合いが必要 地域コミュニティ

1635 近所のつきあいを大切にしたい 地域コミュニティ

1636 住民が協力→地域の密着 地域コミュニティ

1637 まず、近所の声のかけ合い。 話すことが少ない 地域コミュニティ

1638 地域のつながりの強い仕組み 地域コミュニティ

1639 地域協議会を設け、地元の事は地元で解決する方策を作る 地域コミュニティ

1640 隣近所の連携 地域コミュニティ

1641
何についても、合意形成に向かって話し合える地域。 まちづくりとは、自分の回りの地域からは
じまると考える

地域コミュニティ

1642 自治会意識の充実 地域コミュニティ

1643 わかりやすく、老若男女わかりやすい具体的な案を提示する つくり方

1644 横のつながりの強化 つながり

1645 悩み相談場所や、人々が交流をもてるイベントをたくさんひらいてほしい つながり

1646 思いやりを持って接する つながり

1647 あいさつ運動 つながり

1648 人間関係を密に、何事も助け合う つながり

1649 近所づき合いの充実 つながり

1650 連帯感を作り出す。 観光客をふやし、活性化する つながり

1651 人のつながり つながり

1652 年配の方も、他人に思いやりを持っていただきたい つながり

1653 個々の交流を、サッカーのようにする つながり

1654 絆 つながり

1655 確立した組織 つながり

1656 他人の意見をみなさん聞きましょう 話し合い

1657 商店、観光、自治が何でも話し合えるよう、同じ場に集まって協力する仕組を作ること 話し合い

1658 まもる（約束ごと） 約束事

1659 ルールや仕組みを知ってもらうこと 約束事

1660 住民としての最低限守るべきことは守るようにしてほしいです 約束事

1661 基本条例に盛り込みされたい 約束事

1662 ルールを守る仕組みを 約束事

1663 誰が何をするのか？ すみわけすること。 自治基本条例だけでは良くならない 約束事

1664 市立病院等充実 病院

1665 福祉施設を多くする 福祉

1666 犯罪をなくす 防犯対策

1667 港湾付近の再整備 港

1668 区画整理が進む地区に、企業の活力を活かして欲しい 民間活力

1669 移動が便利になれば良い 利便性

1670 バスのため 利便性

1671 コンビニでのたむろを規制して欲しい 安心
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1672
自治基本条例というものが、どういうものなのかわかりやすく知りたい 自治基本条

例とは
1(1)条例の必要性

1673
全ての立場の人に有効な共通ルール（条例）がそう簡単に作ることができるのか（作
れたら素晴らしいが）

条例そのも
のへの疑問

1(1)条例の必要性

1674
人口減少と少子高齢化は、全国的な問題であり、焼津市のみでは解決しない。 条
例の位置づけが疑問 例）住民投票は妥当か？

条例の位置
付け

1(1)条例の必要性

1675
理念とかすべて大切な事だと思うが、一つ一つが大きすぎる気がして、すべて条例
として細かい所まで決めていけるのか？

条例の具体
性

1(1)条例の必要性

1676
基本条例の必要性が一般論的！！（上から） 現在の焼津をもっと見つめて具体
的に必要性を並べなければ説得力に欠ける→現行から

条例の必要
性

1(1)条例の必要性

1677
作る意図がうすい 条例の必要

性
1(1)条例の必要性

1678
災害があったら必要だと言われているが、因果関係がわからない！？ 条例の必要

性
1(1)条例の必要性

1679
今までの様な、国・県にお任せの仕組みではもたなくなってしまうので・・・というが、
というのがどうして？と思う

条例の必要
性

1(1)条例の必要性

1680
「自治基本条例」とは何か、なぜ必要なのかを焼津市民みんなに知ってもらうこと 条例の必要

性
1(1)条例の必要性

1681
市民一人一人がこの自治基本条例のできる理由、なぜ必要なのかを理解すること
→PI活動をしているが・・・

条例の必要
性

1(1)条例の必要性

1682
自治基本条例って、市民にとってどんなメリットがあるんだろう 条例の必要

性
1(1)条例の必要性

1683
絆。 （子供や孫の世代）に今より住みやすく安心して暮らせるまちにすること

つながり 1(2)①つながり

1684
市長・議員は投票で地域の代弁者として選出されている→条例化されればいらな
い？ 自治会の役割はどうなるのか？ 市民の代表委員が決まると思うか？

市長・議員、
自治会の役
割

1(2)①つながり

1685
人とのつながり→防災にせよ、日々の生活にせよ、コミュニケーションをとることは必
要 →条例では、協働や子育て支援が該当するかな

つながり 1(2)①つながり

1686
継承、つなぐ、子供達のために

継承、つなぐ 1(2)①つながり

1687
住み続けたいと思わせるまちにすること 住み続けたく

なるまち
1(2)④安心

1688
まちのグランドデザインを早く作る。 防災・災害に強いまち まちのグラン

ドデザイン
1(2)基本理念・そ
の他

1689
自治基本条例の基本理念などいくつかあったが、その優先順位や削らざるを得ない
ものがあったらどれから削るのか

基本理念
1(2)基本理念・そ
の他

1690

条例化するということは、権利と義務が生じる。権利を行使した義務を実行するのは
だれか？ 市民の定義が広すぎる。 多数の意見を誰がまとめるのか？ かたよった
方向に行かないか？

市民の定義 2(1)市民の定義

1691
市民の規定について、もしタバコのポイ捨て禁止条例などできたら、車で通り過ぎる
人には条例は適用されないの？

市民の定義 2(1)市民の定義

1692
市民の意識を高めるために納税者意識をもつことが大切（PI活動で）

納税者意識 2(3)市民の役割

1693
興味をもつ。 心からこうしていきたいと（具体的に）思い、話をしていく 市民のまち

への関心、
声を出す

2(3)市民の役割

1694
若い世代の参加 「自分たちのまち、担い手になる」という意識

市民 2(3)市民の役割

1695
「市民の意識改革」 もっと焼津に目を向ける

市民 2(3)市民の役割

1696
これからおこりうるさまざまな問題を、住民が自らの問題としてとらえ、自らが問題解
決にとり組む気持ちになること。 それに、行政・議員も積極的に協働すること

市民の役割 2(3)市民の役割

1697
市だけ、自分一人だけでなく、市民全体で一緒になってまちを良くしていこうという
考えが大切だと思った

市民の役割 2(3)市民の役割

1698
「焼津市をもっと良くしていこう」という意識を市民一人ひとりが持つことが大事！

市民の役割 2(3)市民の役割

1699
市民の活力をどのように活用するのか

市民の力 2(3)市民の役割

1700
市政に市民の協力。 市民が関心をもつ

市民の力 2(3)市民の役割

1701
市議会との関係を心配しています。 議会の事まで条例に盛り込むことは、越権行
為にならないか。 議員にどの程度理解してもらえるか心配しています

議会 3議会
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1702

市長が変わるたびに主要な改革が変わることのないように、１０年単位くらいの総合
計画や基本計画が、変わらないものが必要。 優先度を公表し、変更する場合は議
会にはかる（市のバイブルとする条例）

計画的なま
ちづくり

4(3)行政運営

1703
財源の確保

財政 4(6)財政

1704
財政面を強調することには？ 自治を取り戻すということをPRしたい

財政 4(6)財政

1705
焼津市では自治会を通していろいろな事が進んでいるが、自治会の文言がない

自治会
5(1)地域・コミュニ
ティ

1706
市民会議の中の自治会のあり方について疑問に思う

自治会
5(1)地域・コミュニ
ティ

1707
自治会のあり方をうたう（役割と責任）

自治会
5(1)地域・コミュニ
ティ

1708
近所づきあいが大切だと思いました。 でも、あまりしつこいと嫌なので距離感がむ
ずかしい

地域コミュニ
ティ

5(1)地域・コミュニ
ティ

1709
コミュニティが大切だと言うことは報告や資料でわかったが、今は実際どうなのか？ 地域コミュニ

ティ
5(1)地域・コミュニ
ティ

1710
コミュニティの場（公民館・公会堂）の有効活動などの話が出たが、“職員さんたち
が・・・”という声を良く聞く

地域コミュニ
ティ

5(1)地域・コミュニ
ティ

1711
東日本大震災から、きずなの大切さが必要。 普段から、地域（コミュニティ）のつな
がりを強くできるような活動をしていく必要がある

地域コミュニ
ティ

5(1)地域・コミュニ
ティ

1712
地域コミュニティへ参加する（人がつながること） 地域コミュニ

ティ
5(1)地域・コミュニ
ティ

1713
隣近所のつきあい 地域コミュニ

ティ
5(1)地域・コミュニ
ティ

1714
焼津ブランド

焼津ブランド 5(10)焼津ブランド

1715
産業、漁業だけで大丈夫？ 焼津はこれからはコレでいくぞというような産業を考え
る

新たな産業 5(10)焼津ブランド

1716
今ある観光資源の有効活用

観光 5(10)焼津ブランド

1717
黒潮温泉はステキな資源

観光 5(10)焼津ブランド

1718
焼津の良いところ ・地場食材が豊富 ・温暖な気候＝富士山→観光のまち

観光 5(10)焼津ブランド

1719
焼津市を知ってもらう

焼津のPR 5(10)焼津ブランド

1720
産業が元気にならないと・・・ 特に水産業！！ まちづくりをやっている余裕がなく
なる

産業活性化 5(10)焼津ブランド

1721
日本一健康長寿のまちを目指して

長寿
5(12)幸福度を高
める

1722
他県や海外の人との交流 他県・海外と

の交流
5(13)広域

1723
人口流出をくいとめるための方策は？ 人口流出対

策
5(15)仕組み・その
他

1724
人口を増やす。 住む人を増やす

人口増対策
5(15)仕組み・その
他

1725
人口を増やすこと

人口増対策
5(15)仕組み・その
他

1726
商店街が生かされていない

商業
5(15)仕組み・その
他

1727
一市民の声を行政に届ける窓口を発見した

市民参加 5(2)参加・協働

1728
行政と市民の協働（パートナーシップ）とても良いことだと思います。 負担をどのよう
にするか、その配分と、決定する仕組み作りは？

協働 5(2)参加・協働

1729
若い世代の市民会議への参加

市民参加 5(2)参加・協働

1730
協働のしくみづくり

協働 5(2)参加・協働

1731
この街に生まれて良かったという思いを集めていって、これからどうなっていったらい
いかを話し合っていく機会を設けられたら楽しいと思う

話し合う機会 5(2)参加・協働

1732
子供からお年寄りの方々の幅広い年齢層の方々が理解しやすく、参加しやすい条
例のありかた

分かりやすく
参加しやす
い

5(2)参加・協働
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1733
子どもたちがのびのび遊べ、その辺りに親が集える場所がたくさんあったらいい→そ
こから人のつながりがはじまっていくように思う

集う場 5(2)参加・協働

1734
お互いに意見を出し合って、よりよいまちづくり・・・といっているが、現実には利害は
バラバラで、結果的にいがみ合うようになるのでは？（対中国や対韓国みたいに）

合意形成 5(2)参加・協働

1735
コミュニケーション。 焼津のヒトは自分の意見をはっきり言わないような気がします。
もっといろいろなな人とたくさん話をしよう。 聞こう。 混ざろう

コミュニケー
ション

5(2)参加・協働

1736
問題点や革新的な意見を自由に発言し、実現できる場作り

市民参加 5(2)参加・協働

1737
市民と行政が一体化（協働しやすい環境づくり）

協働 5(2)参加・協働

1738
市民と行政のかかわりあいをどのように進めていくか 市民と行政

の関係
5(2)参加・協働

1739
情報の共有化が、難しいことだけど大切なことだと考えます

情報共有 5(3)情報

1740
住民投票はどこが実施するのかを決めるのか？

住民投票 5(5)住民投票

1741

これから大切だと思ったことは、津波対策だと思いました。 そして、、津波対策に対
しての地区ごとの自治会のあり方など、これからは考えていく必要があるのではない
かと思いました

災害対応 5(6)安全・安心

1742
地震対策。 地震に対する不安がなくなることはないが、極力減らすことをしないと、
人がいなくなり、町全体がダメになる

災害対応 5(6)安全・安心

1743
少子高齢化に伴う税収の減に対する対策→例）まちづくり税（コミュニティ）＝コミュ
ニティ活動への参加の必要性が持たれる ※アクションの起こし方が大事

地域コミュニ
ティ

5(6)安全・安心

1744
真の意味でのコミュニティづくり（つながる・・・）－従来のあり方を見なおす 地域コミュニ

ティ
5(6)安全・安心

1745
今の人を守るまち 防災・津波

災害対応 5(6)安全・安心

1746
今安心できる地域づくりが求められている。 人命は大切であることに変わりはない
が、生活基盤が失われない安全策が必要

安心できる
地域づくり

5(6)安全・安心

1747
災害に強いまちづくり

災害対応 5(6)安全・安心

1748
防災を家庭から。 安心が第一

災害対応 5(6)安全・安心

1749
市民の命を守る（災害に強いまち）→人口流出を防ぐことができる

災害対応 5(6)安全・安心

1750
安心して暮らせるまち 安心できる

地域づくり
5(6)安全・安心

1751
津波というハンディをどのようにクリアし、まちの魅力を高めて外から人を呼ぶかが大
切だと思いました

安心できる
地域づくり

5(6)安全・安心

1752
年老いても安心して住むことのできるまちづくり 安心できる

地域づくり
5(6)安全・安心

1753
安心・安全なまちづくり

安心できる
地域づくり

5(6)安全・安心

1754
子育てについてはあがっていましたが、教育についての文言が出てこない

教育
5(7)子ども・子育て
支援

1755
公共交通機関バス等を充実してほしい

公共交通
5(7)子ども・子育て
支援

1756
子供を守る、若い人を守ることが、地域を存続（発展？）させていくことにつながる

子ども・若者
5(7)子ども・子育て
支援

1757
待機児童がいる現実

子育て
5(7)子ども・子育て
支援

1758
少子高齢化の問題では、仕事で産休が取りやすい環境を作っていくことが人口増
加につながる上で大切だと思う

少子化対策
5(7)子ども・子育て
支援

1759
弱者が困らないまち

弱者対策
5(8)やさしいまちづ
くり

1760
弱者にやさしいまちづくり。 バス・交通

弱者対策
5(8)やさしいまちづ
くり

1761
高齢独居はどうなるのか？

高齢化対応
5(8)やさしいまちづ
くり

1762
自分の住む焼津市を愛すること。 LOVE焼津。 たった一度の人生、気に入った地
域で暮らす。

焼津LOVE 5(9)焼津LOVE
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1763
住む人が誇りを持って住めるまち（プライド）

焼津LOVE 5(9)焼津LOVE

1764
焼津の自然や文化を大切に（LOVE焼津）→人口流出を防ぐことができる

焼津LOVE 5(9)焼津LOVE

1765
子どもが、ずっと焼津を好きでいて欲しい

焼津LOVE 5(9)焼津LOVE

1766
「条例」にとどまらない、生きた「条例」→実効性のみならず、市民の理解と実行を伴
う条例であること。 「条文」ではなく「意識」が大切

実効性 6(1)条例の実効性

1767
全体的にわからない。 説明がむずかしい。 子供にもわかりやすいように、絵など
をつける

分からない その他

1768
条例というものがよくわからないので、条例という形になった時のメリットデメリットがよ
くわからない

よくわからな
い

その他

1769
罰則規定は作るの？

罰則規定 その他

1770
内容に抽象的なことがあり、旗揚げアンケート３、を上げ具体的説明が必要である。
条例必要は認める

内容が抽象
的

その他

1771
条例は具体的な数字を入れるの？ 例）何ｍ道路には何ｍの歩道を作らなければ
ならない

条例の具体
性

その他

1772
現在、大部分の住民が知らないのではないか？ 大部分の市

民は知らな
い

その他

1773
説明を理解してもらえたか不安。 自分が「市民会議」に参加していただけに 説明が伝

わったか
その他

1774
PI活動で多くの方に説明しているようですが、今日も職員が多くて、むずかしいです

参加者構成 その他

1775
PＩ活動実施グループの５種類（現行のもの）を、年代別にすれば、それぞれの世代
の考え方を聞く事ができるのではないか

PIの進め方 その他

1776
PI活動を継続していくことが重要

PIの進め方 その他
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1777
条例が市政にどのようにつながるのか 条例の必要

性
1(1)条例の必要性

1778
基本理念を記した前文を作る（規範性を有するもの）

基本理念 1(2)基本理念

1779
自治を担う各々がその役割を果たすことが住みたい、住み続けたいまちになることを
理念としてうたう

基本理念 1(2)基本理念

1780

市民からの言い分、行政からの言い分、それぞれの立場からの言い分、それらがみ
んないい街にしたいということから出ているという事をふまえての話し合いをし、理解
し合うことが必要だと思うが、どういうルールにしていけばいいか、まだよくわかりませ
ん

市民・議会・
行政の関係

1(2)①つながり

1781
市民・議員・行政のつながりがスムーズにいくようなルールにしていかなければなら
ない

市民・議会・
行政の関係

1(2)①つながり

1782
あいさつ運動

つながり 1(2)①つながり

1783
子供達を大切にするまちであり続けたい。 笑顔があふれるまち→一人一人が幸せ
に暮らせるまち

子ども
1(2)⑤幸せな暮ら
し

1784
家庭から健康を目指します。 自分の身体（健康）は自分で守ります 「健康なまち
づくり」

健康 1(2) その他・健康

1785
個人個人が権利と義務を明確に自覚できる仕組みが必要だと思う

市民 2市民

1786
広く市民から意見を集めるのは良いが、住民投票できるのは国民だけにすべきだと
思う。（外国人の人は地域に責任を持てないので。） 住民だけにすべきだと思う。在
学・在勤の人は責任を持てないので

市民の定義 2(1)市民の定義

1787
市民に焼津生まれも入れる。 出身者

市民の定義 2(1)市民の定義

1788

市民の権限と義務（範囲）を明確に！ 代表として選出されている市長・議員の権限
と義務を確実に実効させる。 市民の権限を確実実行（責任はどこに？） ☆条例化
する前にしなければならないことがあるのでは？→住民投票できめるべき

市民・議会・
市長の権限・
義務

2(2)市民の権利

1789
市民一人ひとりの助け合いを主として考える条例にしたい

助け合い 2(3)市民の役割

1790
行政が行うこと、市民が行うことを明確にする（自治会単位で） 市民・行政の

役割・関係
4(1)行政とは

1791
生活基盤（収入）、利便性、安全性（特に津波対策）、産業の発展性、等がなければ
定住しないことから、都市基盤・企業誘致・津波対策を早める財政ルールが必要

財政 4(6)財政

1792
コミュニティ作り。 あずまやを作ろう。 公民館・ナントカセンターではなくて、自由に
出入りができる柱だけの屋根つきの井戸端会議場

地域コミュニ
ティ

5(1)地域・コミュニ
ティ

1793
地域コミュニティに参加すること⇔自助・共助の体制整備←安心 地域コミュニ

ティ
5(1)地域・コミュニ
ティ

1794
施策への市民の関わり。 市民と行政の協働の仕組みづくり。 細則ではなく、行動
指針の様なもの（市民が何をするか理解し行動できるもの） 協働するかしないか、
大きな配分、協働の為の組織作り、推進方法など

協働 5(2)参加・協働

1795
まちづくりの基本原則 ・協働・市民参画 協働・市民参

加
5(2)参加・協働

1796
個々のグループの意見調整役 合意形成・意

見調整
5(2)参加・協働

1797
若い世代も積極的にまちづくりに関わっていくこと

市民参加 5(2)参加・協働

1798
若い人が参加しやすくなるといいと思います

市民参加 5(2)参加・協働

1799
市民会議をより広め、市民の声を発信出来る場を作ろう 市民の声を

活かす
5(2)参加・協働

1800

生活課題をとりあげるルートづくり
市民の声を
活かす

5(2)参加・協働

1801
焼津市をより良くしていくために、どうしたら良いか、や、こうしてほしい、という意見を
誰でも簡単に発信し、話し合える場をもつこと

市民の声を
活かす

5(2)参加・協働

1802
困っている人の声が拾えるようなしくみ 市民の声を

活かす
5(2)参加・協働

1803
意見・希望としてあがり、多勢の同意が得られたことを実現化できるシステムの構築
（検討過程を含め、明示する）

市民の声を
活かす

5(2)参加・協働

1804
焼津市に住んでいる市民の意見が聴けるように、市役所などにアンケート箱を設置
する

市民の声を
活かす

5(2)参加・協働

1805
防災対策？ 安心・・・→津波でとまるな。 コミュニケーションの場（NPO団体が活動
できる場・・・）

市民の力 5(2)参加・協働
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1806
市民の方で、これが出来るというものがあれば、集めるようなしくみ

市民の力 5(2)参加・協働

1807
具体的な案をもって話し合う（思いやりを持つ）

話し合い 5(2)参加・協働

1808
まちづくりの活動を、若者が楽しめる仕組み

若者 5(2)参加・協働

1809
一人ひとりが広報マン。 もっと焼津のよさを知ってもらいたい。 口コミなど情報発
信を市内だけでなく外へ

情報発信 5(3)情報

1810
情報の共有化

情報共有 5(3)情報

1811
情報公開・・・早く。 説明責任

情報公開 5(3)情報

1812
災害時において、近隣住民や地元企業が一緒になって動ける（助け合える）ルール
づくり

災害対応 5(6)安全・安心

1813
災害対策をする。 理解してもらうことが必要

災害対応 5(6)安全・安心

1814
地域特性にあった防災対策

災害対応 5(6)安全・安心

1815
危機管理についてルール（安心・安全なまちづくり）化する。 財源の確保 災害対応、

財政
5(6)安全・安心

1816
危機管理。 市民・・・まず、自分の命を守る。そのための日頃からの準備→他者。
行政・・・市民の手に負えない部分を担う

災害対応 5(6)安全・安心

1817
災害に強いまちづくり→地域のつながり＝広域化→コミュニティ、自治会の強化に
つながるルールづくり

地域コミュニ
ティ、災害対
応

5(6)安全・安心

1818
子どもがいじめに合うと、地元にいられなくなってしまう。 地元を愛する人を育てる
ためには、いじめの問題は大切だと思う

子ども（いじ
め）

5(7)子ども・子育て
支援

1819
出産奨励金制度

少子化対策
5(7)子ども・子育て
支援

1820
子育てがしやすいまち

子育て
5(7)子ども・子育て
支援

1821
子育て世代に安心して、子供を皆で育てていく環境作りを個別条例に盛り込むよう、
自治基本条例に盛り込む

子育て
5(7)子ども・子育て
支援

1822
若い女性が子育てを仕事と両立するための施設をつくる。 雇用を増やす。 安心し
て子育てできるように、住めるように。→津波対策についてのルールを作る

子育て、災害
対応

5(7)子ども・子育て
支援

1823
地域で子どもを守る、若い人達を守る→例えば、災害から・・・防災、犯罪から、いじ
めから。 そして育てる、つなげる

子ども、若者
5(7)子ども・子育て
支援

1824
子供が安心して遊び、住める街づくり（こどもが大切にされる街）

子ども
5(7)子ども・子育て
支援

1825
市内に移動できる交通ネットワークをつくることで、老後でも簡単に動けるようにした
い

移動手段
5(8)やさしいまちづ
くり

1826
公共交通機関（バス等）を充実させたい

移動手段
5(8)やさしいまちづ
くり

1827
高齢者が生活しやすいまち

高齢化対応
5(8)やさしいまちづ
くり

1828
高齢者に関するもの

高齢化対応
5(8)やさしいまちづ
くり

1829
地域の特色を生かしたまちづくり

焼津の特色 5(9)焼津LOVE

1830
新たなブランド。 LOVE

焼津LOVE 5(9)焼津LOVE

1831
まちに誇りをもって、文化や伝統を次の世代にうけつぐことのできるまちにしてほしい

焼津LOVE 5(9)焼津LOVE

1832
情報発信 ・焼津の良さ ・観光資源

情報発信 5(9)焼津LOVE

1833
焼津の資源を活かしたまちづくり（LOVE焼津） 自然や文化を大切に←人口流出
を防ぐことができる

焼津LOVE 5(9)焼津LOVE

1834
駅前など商店街など空き店舗が多い。 若い人達の中にはお店をやりたい人が多
いので、安く貸すなどの支援を！

市街地活性
化

5(10)焼津ブランド

1835
（子育てグループにいる自省をこめて）高等（大学）教育の充実

教育
5(15)仕組み・その
他

1836
若い人へのアピール活動

若者
5(15)仕組み・その
他

1837
教育改革

教育
5(15)仕組み・その
他
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1838
車が多いので、ガードレールなどを作った方がいいと思いました

交通安全
5(15)仕組み・その
他

1839
県外から移住して来る人へのバックアップ

人口増対策
5(15)仕組み・その
他

1840
交通安全を心がけて、交通事故ゼロを目指します（安心・安全）

交通安全
5(15)仕組み・その
他

1841
教育について盛り込む

教育
5(15)仕組み・その
他

1842
理念のみにとどまらず、実効性のあるものにする

実効性 6(1)条例の実効性

1843
基本条例そのものを定期的に取り組む必要を盛り込む

実効性 6(1)条例の実効性

1844
基本条例が実行できるような基盤づくり（継続していくことを念頭に）に関してふれて
おく必要があるのではないか！ 焼津ならではの基本条例であることの明確化！

実効性 6(1)条例の実効性

1845
自治基本条例を広める為の方法を再検討したい

条例の普及 6(1)条例の実効性

1846
誰でも理解できる基本ルール 分かりやすく

参加しやす
い

6(1)条例の実効性

1847

市民それぞれの立場でものを言うと、意見がまとまらなくなる。 その時は安易に住
民投票にするのではなく、やはり行政で調整し、議会で議決してほしい。 市民は素
人ですので、収拾がつかなくなります

市民・行政・
議会の関係

その他：市民・議
会・行政の関係

1848
地方自治の根本に関わる問題であり、発起は大事であるが、十分な時間と十分な議
論をお願いしたい

十分な検討
を

その他：つくり方
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・項目
日程・相手先（班）

1849

自分は松下先生の話をネガティブに捉えた。財政状況が悪くなったら、市
民に責任転嫁するということは納得できない。
→（松下）自分の事は自分でやってきたという長い歴史があり、この
力を思い出そうとすること。思い出してやることが自治基本条例の策
定。策定のきっかけとして、財政状況の悪化がある。

条例の目
的

1(1)条例の必要
性

H24.7.28大井川地区
（コミュニティ）

1850
条例に議会のあり方、議員のあり方や行政のあり方、仕事ぶりを盛り込むと
しているが、その内容如何によっては、この条例が議会や行政を監視する
ための条例に思える。

条例の目
的

1(1)条例の必要
性

H24.7.11豊田・大村地
区（コミュニティ）

1851
将来的に財政がひっ迫する中、めざす「まちの姿」の実現にはお金がかか
る。この条例が、めざす「まちの姿」の実現の優先順位を決めるためのもの
であるのなら（この条例の意義を）理解できる。

条例の目
的

1(1)条例の必要
性

H24.7.11豊田・大村地
区（コミュニティ）

1852

条例が出来た１０年後の達成状況はどうか。ゴールが見えてこない。
→（松下）私が携わった新城市では、「役所の人が変わった」とか
「市民同士で意見交換が活発になった」という話も聞くが、文化は劇
的に変わるものではない。１０年後に作ってよかったと思えるものを
作ってほしい。条例は役所が作ろうと思えば簡単に作れるが、これで
は作る意味がない。

条例の目
的

1(1)条例の必要
性

H24.7.28大井川地区
（コミュニティ）

1853
自治基本条例は法的拘束力があるのか。
→（回答）条例なので拘束力はある。罰則規定を設けるかどうか未
定。基本条例なので、罰則を設けて守らせるものでもないと考える。

条例の効
力

1(1)条例の必要
性

H24.8.21焼津・小川地
区（コミュニティ）

1854
全国の自治体で自治基本条例の取り組みをしているから焼津市も取り組ん
でいるのか？

条例の必
要性

1(1)条例の必要
性

H24.8.8大富・港・和田
地区（コミュニティ）

1855
自治基本条例に取り組んで条例を制定できなかった自治体の原因も検討
した上で、焼津市は自治基本条例が必要と考えているのか？

条例の必
要性

1(1)条例の必要
性

H24.8.8大富・港・和田
地区（コミュニティ）

1856

焼津市には条例がないのか。新たに条例を作るのか。
→（回答）条例はたくさんあるが、まちづくりの問題をどうするかと
いう条例を新たに作る。他の市でも作り始めている。市の憲法という
表現を使っているところもある。

条例の必
要性

1(1)条例の必要
性

H24.8.21焼津・小川地
区（コミュニティ）

1857

自治基本条例について、目的、考え方はよくわかるが、これまで社会福祉
協議会でもやってきたこと。あらためて条例をつくるのはよくわからない。
→（回答）条例により、責任や役割が明確になることにより、まちづ
くりにそれぞれが積極的に協力、関わっていくことができる。

条例の必
要性

1(1)条例の必要
性

H24.8.8障害者自立支
援ネットワーク
（福祉・高齢者）

1858
この自治基本条例はたとえ市長が変わっても、ずっと先の先まで考えていき
「きまり」として取り組んでいくものと聞き、市長も作成側に入っていると聞き、
責任を感じる。私達もしっかり考えていかなけらばならない。

条例の必
要性

1(1)条例の必要
性

H24.7.9志太歴史と文
化を楽しむ会
（市民活動）

1859
はじめの一歩案の「めざすまちのすがた」に「自然」とあるが、具体的には何
かはっきりさせた方が良い。

自然 1(2)③理念
H24.8.7JAおおいがわ
（産業）

1860

市民会議では、１０年から３０年後の家族状況、生活単位をどのように想定
しているか。例えば独居老人
→（回答）市民会議には、福祉・高齢のグループもあり、本日の意見
は持ち帰って話をします。

将来の想
定

1(2)理念・その他
H24.7.28大井川地区
（コミュニティ）

1861 歳を重ねていっても「楽しいな！」と思える街でありたい。
楽しいま

ち
1(2)理念・その他

H24.7.9志太歴史と文
化を楽しむ会（市民活
動）

1862 素晴らしい自然、大切なものを守れる仕組みをほしい。 自然 1(2)理念・その他
H24.7.9志太歴史と文
化を楽しむ会（市民活
動）

1863
焼津のまちづくりにJAとして果たす役割として、市民への農産物の提供、農
業後継者の育成などがあげられる。

ＪＡの役
割

2(4)市民・事業者
H24.8.7JAおおいがわ
（産業）

1864
JAは、農業者のための農業ではなく、地域のための農業という理念を掲げ、
農業以外の、金融業、保険業、冠婚葬祭業は、それらの利益を全て農業に
還元する目的で行っている。

ＪＡの役
割

2(4)市民・事業者
H24.8.7JAおおいがわ
（産業）

1865
JAは、そもそも地域の農業のために設立されたものであり、他の産業とは設
立要件が違う。元から地域（まちづくり）のための組織体制になっている。

ＪＡの役
割

2(4)市民・事業者
H24.8.7JAおおいがわ
（産業）

1866
この条例は、議員の定数についても取り扱うのか？
→（小柳議員）議会では、議員定数については、現在検討していな
い。

議員 3(4)議員
H24.7.11豊田・大村地
区（コミュニティ）

1867

自治基本条例に議会のあり方などを規定することについては、議会の自立
権から考えると議会が自ら決めるべきであって、越権行為ではないか？
→（回答）本日の住民を対象とした意見交換のように、今後議会と意
見交換が必要と考えている。条例である以上、最終的には議会の議決
が必要となることから、議会とも話し合い、理解を得ながら進めてい
く。

議会 3議会
H24.6.21東益津自治
会
（コミュニティ）

1868
さわやかクラブと他のミニデイもそうだが、社協と市の福祉担当と分かれてい
る。

行政組織 4(5)行政・組織
H24.8.17さわやかクラ
ブ（福祉・高齢者）
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1869

現在、保健委員を任命されているが、大きな挫折感を感じている。あらかじ
め「ここの分野だけ」と役割が決められていて、「今、こういうことが必要」と思
い、発表提言しても従来意識、縦割り組織が邪魔して相手にされないし、こ
の先も実現不可能。組織の中で無難に指示待ち人間であることだけを求め
られている。

縦割り行
政

4(5)行政・組織
H24.7.9志太歴史と文
化を楽しむ会（市民活
動）

1870

市長が住民との意見交換会に出席し、意見を市政に反映すれば良いので
はないか？
→まちづくりの市の基本姿勢は、普遍的なものであるから、あらかじ
め決めておくべきものと考える。

条例の必
要性

市長の役
割

4その他・市長
H24.6.21東益津自治
会
（コミュニティ）

1871

高齢化が進み、自治会（コミュニティ）の体制の維持が大変になってきてい
るが、市はどのように考えているか？
→（回答）自治基本条例に盛り込むかどうかは別として、コミュニ
ティのあり方については、自治会連合会で検討していく。

自治会
5(1)地域コミュニ
ティ

H24.6.21東益津自治
会
（コミュニティ）

1872
本日、これだけの人数しか集まらないのが、この地区の実情。これを評価す
べき。次の段階としては、サポーターを組織化すべきと考える。

地域コミュ
ニティ

5(1)地域コミュニ
ティ

H24.7.28大井川地区
（コミュニティ）

1873
配布資料に「自治会」という言葉が入っていない。市から自治会を通じて依
頼されることが多い。自治会をどのように考えているのか。
→（回答）市における自治会の役割を明確にすべきと考える。

自治会
5(1)地域コミュニ
ティ

H24.8.21焼津・小川地
区
（コミュニティ）

1874

（自治会に関わっている者）防災、環境等のことが行政から地域におろされ
ているが、自治会では、できることとできないことがある。舵取りは行政がや
るべき。自治会の実状としては、まだまだ横のつながりが薄い。自分達の事
は自分達でという意識もまだ薄い。

自治会
5(1)地域コミュニ
ティ

H24.8.8障害者自立支
援ネットワーク
（福祉・高齢者）

1875
条例の趣旨、理解出来た。さわやかクラブへの入会を勧めているが、若い
人（７０代）の入会に苦慮している。今取り組んでいること（入会の勧め）が、
（条例に）組み込まれるとありがたい。

老人会
5(1)地域コミュニ
ティ

H24.8.17さわやかクラ
ブ
（福祉・高齢者）

1876

さわやかクラブへの入会を自治会にお願いしているが、自治会の動きがで
きていないように思う。仲間とグループで誘っているが、今の７０歳は若くて
仕事もしたりしていて入ってもらえない。自治会でも（勧誘）活動をしてほし
い。

地域コミュ
ニティ

5(1)地域コミュニ
ティ

H24.8.17さわやかクラ
ブ（福祉・高齢者）

1877

地方分権が進んで、市にきたときにどうしたらいいか考えないといけない。
東京など４か所ほど自治基本条例を見たが、どこも絵に描いた餅になって
いる。そうならないようにしっかり考えてほしい。自治会とさわやかクラブの連
携が取れていない。自治会の協力体制が無い。それができるように条例
に。

地域コミュ
ニティ

5(1)地域コミュニ
ティ

H24.8.17さわやかクラ
ブ（福祉・高齢者）

1878
さわやかクラブの会員が減っている。自治会・社協・公民会でお願いしてい
るがバラバラ。もっとつながりを。さわやかクラブのことに、自治会も社協も公
民館も協力できるような条例にしてほしい。

地域コミュ
ニティ

5(1)地域コミュニ
ティ

H24.8.17さわやかクラ
ブ（福祉・高齢者）

1879

さわやかクラブというさわやかな名前だが、運営上はさわやかじゃない。苦
労している。さわやかクラブでやっていることと似たようなものが他でも行わ
れている。例えば、ミニデイ、かもめの会（社協？）、寿大学、東益津公民館
の高草学級等。どこかでまとめていかないといけない。さわやかクラブに
誘っても「魅力がない」とか「役員やらされてる」とかで入ってくれない。もう
一度、お年寄りが集まる老人クラブというものについて、行政としてもしっか
り考えて欲しい。平成５０年度の市の予算の話を聞くと、お金を作るのにどう
したらいいのか、心配になる。

老人会
5(1)地域コミュニ
ティ

H24.8.17さわやかクラ
ブ（福祉・高齢者）

1880

現、町内会長をやっている。自治会は行政の下請けでしかないのか？行政
はこちらが陳情しなければやってくれない。行政の部分移転のことや国保
がいつのまにか２割に上がったことなど合点がいかないことが多い。
→（回答）行政が沢山の事項を自治会に卸しているから下請けと指摘
される。行政でも今後の自治会のあり方を見直す時期と・・・検討し
ている。 地方分権の時代だから地域コミュニティの存在がますます
重要になってくる。下請けと割り切っても、ほかに町内会長の立位置
で、肩書きで出来ることがあるはず。

自治会
5(1)地域コミュニ
ティ

H24.7.9志太歴史と文
化を楽しむ会（市民活
動）

1881
焼津市は、農産物資源は豊富であるが、６次産業との連携が進んでいな
い。

産業振興 5(10)焼津ブランド
H24.8.7JAおおいがわ
（産業）

1882
焼津平和賞の今まで２回の受賞者は、いずれも市外の団体であり、この賞
の趣旨がはっきりしていないと考える。このままでいいのか？

焼津平和
賞

5(11)平和
H24.6.21東益津自治
会
（コミュニティ）

1883

志太平野全体のことを考える必要がある。自治会、議会などで、藤枝市との
協議の場があるか。
→（回答）自治会では議論していない。議会の事は存じ上げていな
い。

広域 5(13)広域
H24.7.28大井川地区
（コミュニティ）
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1884
合併ありきの話ではなく、地域の助け合いの話。
→（松下）条例にのるかどうかは別として、藤枝市との交流は議論す
べき。

広域 5(13)広域
H24.7.28大井川地区
（コミュニティ）

1885
（県担当者）行政機関の組織構造は縦割り。震災等の災害時には横のつな
がりが必要。県と市で連携した対応が求められる。

県との連
携

5(13)広域
H24.8.8障害者自立支
援ネットワーク
（福祉・高齢者）

1886

まちづくりは、総花的でなく、今、何が重要なのかを考える、いわゆる相対的
重点の下、考えるべきである。 （現在、市内にはサバ漁船が２隻しかない
実態を踏まえ、水産業の活性化を考えるべき。） （市外の企業が市内へ進
出する雰囲気が感じられない。企業が安心して進出できるような防災対策
が必要）

焼津の特
性

5(14)焼津の独自
性

H24.8.8大富・港・和田
地区
（コミュニティ）

1887

キーワードが多く示されているが、「ＬＯＶＥ焼津」と「平和」を除いて焼津の
オリジナルのものがない。 高齢化、収入源・歳出増は、全国的な問題。こ
れは焼津に特化したものではない。 例えば、生涯学習に関して言えば、
予算削減の中で公民館の講座が減少しているが、むしろ増やすべきもの。
→（回答）いろいろな考え方があるので、総花的な内容になってい
る。意見交換会により初めて何が重要かわかる。条例案が練れた時点
で、またご意見を伺う機会があるかと思う。

焼津の特
性

5(14)焼津の独自
性

H24.8.21焼津・小川地
区（コミュニティ）

1888
焼津らしさを、もっと考えるべき。漁港が廃れてきている、ではどうするか、と
いった具体的な議論が必要。

焼津の特
性

5(14)焼津の独自
性

H24.8.21焼津・小川地
区（コミュニティ）

1889
農産物の提供については、地産地消、安心安全なものをより新鮮に提供す
るということで「まんさい館」がある。

地産地消 5(15)その他
H24.8.7JAおおいがわ
（産業）

1890
焼津まんさい館では、地元だけでは補えない品もあり、他市・他県に頼らな
いといけない。

地産地消 5(15)その他
H24.8.7JAおおいがわ
（産業）

1891 市民に、地産地消のものを求めてもらえるのか心配もある。 地産地消 5(15)その他
H24.8.7JAおおいがわ
（産業）

1892
藤枝市は、市民農園、観光農園について助成制度があるが、焼津市はな
い。

農業政策 5(15)その他
H24.8.7JAおおいがわ
（産業）

1893 行政による住民の空き農園情報の提供を。 農業政策 5(15)その他
H24.8.7JAおおいがわ
（産業）

1894
塩害については、JAとしても塩害に強い作物を研究・開発する等しなけれ
ばならないが、行政にも対策を検討してもらいたい。

農業政策 5(15)その他
H24.8.7JAおおいがわ
（産業）

1895
焼津市はスポーツが盛んでオリンピックでも盛り上がった。若い人にスポー
ツを頑張ってもらえるように支援をしてほしい。

スポーツ 5(15)その他
H24.8.17さわやかクラ
ブ（福祉・高齢者）

1896

健康のことが一番心配。病院の充実を（医師の確保等）望みたい。
→（回答）医師の確保は市長も努力している。病院は焼津市だけです
べて間に合うのではなく他の市町と連携して・・・と広域的に考えた
い。

健康 5(15)その他
H24.7.9志太歴史と文
化を楽しむ会（市民活
動）

1897

昭和通り、アーケードを外して整備した結果、通りが寂れてしまった。浜通り
も3.11以来ますます軒数も人口も減る一方だ。
→（回答）（昭和通り活性化事業）決して行政だけでなく、市民（商
店街関係者も）入って検討したと思うが・・・ 今、社会情勢が大き
く変わってきている、外国人の支援活動である日本語学校も人数が
減ってきている。 自治基本条例は皆が様々な分野で活動しやすくな
る仕組みづくりです。

地域振興 5(15)その他
H24.7.9志太歴史と文
化を楽しむ会（市民活
動）

1898
静岡県は健康寿命、女性が１位・男性が２位の報道から・・・これは一人、一
人が健康を意識して体力増進、食事内容など努力している。

健康 5(15)その他
H24.7.9志太歴史と文
化を楽しむ会（市民活
動）

1899
公園をほしい。少なすぎる。 他に大井川、焼津の合併時の内容は？合併
後いろいろ聞こえてくるが。 道路拡張事業構想をもっと慎重に将来を見据
えたものにできないものか？

公園 5(15)その他
H24.7.9志太歴史と文
化を楽しむ会（市民活
動）

1900 文化遺産を大切にしたい。 文化 5(15)その他
H24.7.9志太歴史と文
化を楽しむ会（市民活
動）

1901 市民（行政）の文化に対する関心・教養（意識）を高めたい。 文化 5(15)その他
H24.7.9志太歴史と文
化を楽しむ会（市民活
動）

1902
次世代を担う子どもたちを焼津市としてどのように育てていくのか、ビジョン
がないので、「焼津市教育大綱」を策定すべきである。

教育 5(15)その他・教育
H24.8.8大富・港・和田
地区（コミュニティ）

1903 農業者の意見を吸い上げられるような仕組みがあれば良い。 市民参加 5(2)参加・協働
H24.8.7JAおおいがわ
（産業）

1904

先日、平成２４年度焼津市民公益活動事業補助金のプレゼン審査会に参
加して感じたこと・・・多くの市民活動団体が地域の問題、課題解決のため
に真剣に取り組んでいることを目の当たりにして感動した。自分もそうした市
民活動団体の一員であることに誇りを感じた。

市民活動 5(2)参加・協働
H24.7.9志太歴史と文
化を楽しむ会（市民活
動）

1905 公民館使用の件・・・やりたいことを長く続けていく方法がないか？ 市民活動 5(2)参加・協働
H24.7.9志太歴史と文
化を楽しむ会（市民活
動）
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1906
緊急性の有無を考えるべき。市からの情報を、市民としてどう展開すべき
か。 これは地域よって異なる。

情報 5(3)情報
H24.8.21焼津・小川地
区（コミュニティ）

1907

わかりやすかった。難しいけど大切だと思う。組長を８０歳過ぎてもやらされ
ている。８０歳以上はやめさせてほしい。自治会とさわやかクラブがもっと連
携して、○歳になったらさわやかクラブに入るというようなシステムを。 住民
による住民のための政治が地方自治。年齢を問わず、今日のような話を聞
くことができるようにして欲しい。大津では教育委員会と校長の対立や、役
所の隠ぺい体質みたいなものがあった。そのようなことがないように、市民会
議でも話していって欲しい。

情報 5(3)情報
H24.8.17さわやかクラ
ブ（福祉・高齢者）

1908

国保の事等、審議会で議論したと思うが市民が知らないうちに陰で決めら
れている気がする
→（回答）個人情報でない限り、審議会は審議内容を公開している。
審議会委員も公募している。 行政も含めて一般市民公募している。
関心のある部門へ応募して、市民の立場で発言する機会を自分から求
めることも必要。これも市民の権利。

情報 5(3)情報
H24.7.9志太歴史と文
化を楽しむ会（市民活
動）

1909
川ざらいのコストを評価しているのか。市民が一番わかりやすいのがコスト。
コストとして見えるやり方がいい。コストを評価することをベースにして、コスト
を下げた地域に還元する仕組みが必要。

評価 5(4)評価
H24.7.28大井川地区
（コミュニティ）

1910
東益津地区は幼稚園から中学校まである。東益津幼稚園は耐震化されて
いないため、廃園の検討もされているようであるが、幼稚園の存在意義を
はっきりさせた方が良い。

幼稚園 5(7)子育て
H24.6.21東益津自治
会
（コミュニティ）

1911
夏休みで子どもが体操しているが、元気がない。親が来なくてもきちんとで
きるような指導を。

子ども 5(7)子育て
H24.8.17さわやかクラ
ブ（福祉・高齢者）

1912
市では０歳児宅の訪問事業は行っているが、７５歳以上の一人暮らし高齢
者や障害者宅への訪問事業は行っていない。 在宅福祉を推進するので
あれば、これらのお宅を訪問し、話し相手になることも必要と考える。

高齢化対
策

5(8)やさしいまち
づくり

H24.8.8大富・港・和田
地区（コミュニティ）

1913
精神障害者に対して、一般の人は偏見がある。きちっとした理解をしていな
い人が多い。一般の人と障害者の接点がないのが原因だと思う。難しいと
は思うが、両者が接する機会をもっと増やすことが必要。

障害者
5(8)やさしいまち
づくり

H24.8.8障害者自立支
援ネットワーク
（福祉・高齢者）

1914
安心安全という意味では、海側に近い障害者施設もいくつかある。また、就
労実習等も海に近い企業に行くこともある。今後、障害者の災害対応につ
いて考えていかなければならない。

障害者
災害対応

5(8)やさしいまち
づくり

H24.8.8障害者自立支
援ネットワーク
（福祉・高齢者）

1915

1人暮らし高齢者は外出に困る。自転車にも乗れない。タクシーの割引を考
えて欲しい。民生委員として、地域を回っているが、新聞が溜まっていると
か、戸が閉まっているとかあったら、民生委員に伝えてほしい。一色のミニ
デイは１００円バスで行けるが、サービスしている人はそのバスを利用できな
い。利用できるように。

やさしい
まちづくり

5(8)やさしいまち
づくり

H24.8.17さわやかクラ
ブ（福祉・高齢者）

1916

市民の意識をどのように高めていくか。市民は条例という言葉で嫌になるの
で、「約束」や「ルール」など市民が関心を向けてくれる内容、表現にすべき
と考える。
→（回答）自治法が根拠となるので条例になる。副題として分かりや
すい名称を付ける等検討したい。

表現
7条例の名称・愛
称

H24.8.21焼津・小川地
区（コミュニティ）

1917

「基本条例」という名前が堅すぎる。老人クラブにはさわやかクラブの愛称が
ある。入会を誘う時、「老人」と言うと、７０代後半の人にも断られる。町内会
長をやった人に入ってもらうとか考えるがうまくできてない。さわやかクラブの
将来を考えた自治会の動きなども考えてほしい。

条例の名
称

7条例の名称・愛
称

H24.8.17さわやかクラ
ブ（福祉・高齢者）

1918 市民会議は、だれが発足させ、どのような位置づけなのか？
市民会議

とは
条例のつくり方

H24.8.8大富・港・和田
地区（コミュニティ）

1919
これまで団塊の世代の意見が多く出されてきたが、３０代から４０代の意見を
盛り込んだ条例を目指してほしい。

若者の意
見

条例のつくり方
H24.8.21焼津・小川地
区（コミュニティ）

1920 自治会を通じて人集めをすると、高齢者の出席が多くなる。改めるべきだ。
若者の意

見
条例のつくり方

H24.8.21焼津・小川地
区（コミュニティ）

1921
アンケートについては、この場で書いて提出が時間的に難しいので、後日
公民館に提出させてもらいたい。

アンケー
ト回答

その他
H24.8.8大富・港・和田
地区（コミュニティ）

1922
市民会議から市や議会に対して意見を出す必要がある。防災の事を考える
と「焼津ブランド」ということよりも生活基盤をもっとしっかりさせるべき。モデ
ル地区をつくることも検討したらどうか。

基盤整備 その他・インフラ
H24.7.28大井川地区
（コミュニティ）
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1923

市民会議でとりまとめた市民案がどのように行政に反映されるのか。
→（回答）市民案は条例案のような法文形式ではなく平易な言葉でと
りまとめをし、年度末に市に提出する予定である。 市は市民案をも
とに条例案を作成することになるが条例案作成過程において、市民案
の多少の変更が生じるかもしれないが、市民案での条例の理念は盛り
込んでいきたい。 なお、市民案のとりまとめにおいてはワールドカ
フェや市民フォーラムを通じて途中経過をお知らせしたいと考えてい
る。 また、条例案については、パブリックコメント等を利用して住
民の意見を聞いていく。

条例のつ
くり方

その他・つくり方
H24.7.11豊田・大村地
区（コミュニティ）

1924
このような意見交換会はいいことだが、出席者が少ない。一人でも多くの人
に集まってもらえることを考えてほしい。

ＰＩの進め
方

その他・つくり方
H24.7.28大井川地区
（コミュニティ）

1925
条例の制定については、今まで行政中心、議員立法で行われてきた。最近
は静岡市のタバコのポイ捨て禁止条例や、京都市の景観条例など地域に
特化した条例の制定もみられる

条例のつ
くり方

その他・つくり方
H24.6.21東益津自治
会
（コミュニティ）

1926
説明がタイトルの羅列で終わっている。説明の内容を詳しく知りたい。本日
の説明の内容がホームページで公開されているのか。

条例の内
容

その他・内容
H24.7.28大井川地区
（コミュニティ）

1927
「私たちの生活を守る」という趣旨は理解できるが、くだけた表現でないと市
民は理解できない。
→（回答）承りました。

分かりや
すさ

その他・分かりや
すさ

H24.8.21焼津・小川地
区
（コミュニティ）

60／60
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