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焼津市都市計画マスタープラン 

第３回検討会 議事録 

日時：平成 27年 8月 28日（金）14：00～16：00 

場所：焼津市役所会議室棟 101号室 

◆出欠状況  

委員区分・所属団体等 氏名 出欠 

委 員 

学識経験者 

合同会社デザイン・アープ 会長 川口 良子 ○ 

㈲アムズ環境デザイン研究所  高木 敦子 ○ 

富士常葉大学社会環境学部 副会長 田中  聡 ○ 

静岡大学防災総合センター  原田 賢治 ○ 

各種団体 

焼津商工会議所  岡本 康夫 ○ 

大井川農業協同組合  小池 大士 ○ 

大井川商工会  斎藤 兼司 ○ 

一般社団法人 焼津青年会議所  原川 博邦 ○ 

市民代表 

公募  桑原 光子 ○ 

公募  鈴木 恵子 － 

公募  辻  幸夫 ○ 

公募  寺田 浩司 ○ 

オブザーバー 静岡県島田土木事務所都市計画課長  高塚  博 ○ 

※資料説明者：事務局（市都市計画課） 

 

●議事進行 

（川口会長） 

・ 皆さま、こんにちは。いっとき涼しくなってふっと息をついたら、今日は随分また暑いなと感じますが、

この暑さに負けないように、熱い議論をお願いしたいと思います。 

・ それでは、お手元の次第に沿って議事を進めたいと思います。焼津市都市計画マスタープラン全体

構想（案）について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

●資料説明（事務局（市都市計画課）） 

 

●意見交換 

（川口会長） 

・ どうもありがとうございました。では、意見交換に入るわけですが、本日は 3回目の委員会で、土地利

用、都市交通、都市環境、都市防災という分野別のまちづくり方針を特に議論いただきたいと今思

います。今までのご説明に対しまして何かご意見がございましたら、ぜひよろしくお願いします。 

・ 議事録の関係上、発言に際してはマイクを使っていただきたいものですから、挙手いただいて、指名

させていただいたら、マイクを持って発言いただきますようにお願いいたします。では、どなたか。 
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（辻委員） 

・ 9 ページから、市民のアンケート調査やそこから出た課題が出て、「誰もが安心して生き生きと暮らせ

るまちづくり」とか、「活力ある産業と活発な交流を生み出すまちづくり」とか、「自然災害に強いまち

づくり」、「環境にやさしいまちづくり」というふうにまとめてくれてあるわけですが、そのあとに、今度は

分野別まちづくり方針ということで、土地利用、都市交通、都市環境、都市防災ということで、これは

主にインフラ系の話になると思います。前段で挙げられた課題を克服、実現させていくためには、こ

のインフラ系の整理と同時に、いろいろな仕掛けづくりとかソフト面での対応も必要だと思います。都

市計画マスタープランということなので、インフラ中心で考えていくんだよということなのか、そういう仕

掛けづくりとかソフト的な対応については、またこの次に検討するということなのか、どうでしょうかとい

う質問です。 

（川口会長） 

・ 課題と目標、まちづくりの大きな目標をまず掲げたわけですが、具体的なまちづくりの方針となると、

都市計画のマスタープランという特性を踏まえて、どうしてもやはりハード系、インフラ系のものになる。

しかし、それだけではちょっと片手落ちではないか、というご指摘ではないのかなと思います。そうい

ったところは、この都市計画のマスタープランの中でフォローをしていくのか、それとも他計画との連

携の中でやっていくという位置付けで考えていくのか、この辺りはいかがでしょうか。焼津市としての

お考えをお聞きしたいと思います。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ 住民参加ということで考えますと、これと並行しております地域別協議会というのがございます。その

中では、地域の方がいろいろな意見を出して、まちづくりについてもやっているところでございます。

地域別については、ソフトのことについても出てまいりますので、インフラだけではない、地域のかた

ちというものを市民との協働でやっているということでございますので、地域別の中でも、インフラ以

外のことについてはお話をしているところです。 

（辻委員） 

・ 防災とか、自然環境づくりとか、効率的な産業連携とか、そういうところにインフラづくりが役立つし、

具体的なイメージもわいてくるんですね。ただ、市民の中からあった、「にぎわいのある中心市街地を

つくる」とか、「地域独自の資源を活かした個性あるまちづくり」とか、「にぎわい創出」とか、「交流促

進」とか。「拠点」と、さっき出てきた「市街地」、「漁港周辺」、「観光交流拠点」、そこをつなげた連続

的なにぎわい空間の創出とかいうことを美辞麗句的に書いてありますが、それを実現させるためには、

おそらく地域別に検討していっても答えは出てこないのではないかと思うんですね。 

・ だから、こういうところを具体的に何か方策を検討するには、やはり地域ではなくて全体を見渡すこと

ができる、こちらにおられる団体の方とかが中心になって案を作っていくということが必要ではないか

なと思います。 

（川口会長） 

・ そもそもが、都市計画マスタープランだと、主要な範疇というのはどうしてもインフラとかハード系のと

ころになってきます。もちろんそこでは片手落ちになるものですから、どこの市町村もそうですが、焼

津市の場合はさまざまな計画をつくっています。そいうかたちの中できちっと都市計画マスタープラ
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ンとの連動が図られていって、その中で特に都市マスではこういったところを中心にやっていくといっ

たところの説明が最初とかにきちっとないと、確かにご指摘のとおり、これを住民の皆さんが見てもな

んかピンとこない、片手落ちというところがある。 

・ ですから、この都市マスの位置付けのところをきちっとわかりやすく。ソフトの部分については、中心

市街地の活性化の計画とか、もろもろ、行政の方はたくさんやってみえますので、その関係をきちっ

とお示しするといったところが大事になるのかなというふうに、ご意見を聞いて思います。その辺り、よ

ろしくお願いしたい。 

・ あと、進めるに際しての進め方、住民の方との協働の進め方とか、役割分担といったところをきちっと

整理することで、どう進めるのかというところもイメージしやすいかと思いますので、その辺の書き込み

とか、ご検討をしていただければなと思います。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ ご意見ありがとうございます。この次の節で、マスタープランンの実現に向けた、協働に向けた取り組

みを行っていきます。今、会長がおっしゃったように、まちづくりは本当に市民と、団体も含めて事業

者、それと行政が協力し合って、まちづくりを築いていくというなかで、そういった推進の体制をこの

次のクールの中でまた検討をしていきます。 

・ 個別の事業といいますと、ちょっとわかりやすく言いますと、今、都市計画マスタープランで市の方針、

あるいは取り組み方を示していますが、この中にぶら下がる個別の計画として、同時進行的に進め

ている中心市街地活性化基本計画という計画がありますが、これはまさしく、この都市マスにぶら下

がる事業として、区域が示されて、その取り組みに基づいて個別の計画を立てている。そこについて

は、さまざまな団体、あるいは市民、行政が合わせて、実現に向けて携わるというところでございま

す。 

・ 会長が言っていただいたように、この都市計画マスタープランは、あくまでも、都市計画の骨格となる

考え方、取り組みをまとめるというところで、なかなか細かいところの事務事業ベースの取り組みはこ

ういったところには出てこない。その辺ちょっともどかしさは感じるかもしれませんが、そういうものであ

るということをご理解いただきたいと思います。 

（川口会長） 

・ とは申しましても、報告書だけ見て、住民の方がしっかり、これをやらなければと思うには、そういった

イメージを抱かれないようなきちっとした説明には努力してもらいたいなと思います。ほかにいかがで

しょうか。 

（原田委員） 

・ 今日ご説明いただいた中にも、少しいろいろ出てきたところですが、津波の対策の、防災の関係の

お話です。以前、津波防災地域づくり推進計画というのを焼津市は全国に先駆けて検討いただいて

策定いただいていますが、その中を見ますと、「津波に対して危ない地域を考える際に、土地利用の

話をその計画の中で検討をするもの」と、記載が残っています。 

・ そこの検討の話を、今回のマスタープランの中に入れるのかどうか、入れたほうがいいのかどうかとい

うのは、検討している内容の大小がありますのでわからないのですが、一応、その先行する一つの計

画の中で、「土地利用の限定的な見直しの検討をする」というような文言があります。それが今回の

説明には具体的には出てこなかったという点があります。その辺、具体的にもし既に検討がされたう
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えで今回のマスタープランの中には入れませんよということであれば、そういうふうな記述なり、説明

みたいなものをいただければいいなと思いましたので質問させていただきました。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ 今のご意見につきましては、津波防災地域づくり推進計画に位置付けられています、「和田地区周

辺の用途地域の容積率の変更等を見直す」といった文言の指摘だと思います。 

・ これは計画の中では長期的な計画ということで検討はしてはおりますが、L1（津波）対応の整備を行

えば居住系の浸水区域がほぼなくなるというところのなかで、現状では具体的に進める検討までは

踏み込んでいません。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ ちょっと補足しますが、推進計画策定時点では、沿岸部の堤防の整備、漁港の整備、大井川港の整

備、これがまだ全く具体化しておりませんでした。ですので、最大クラスの津波が来たときの浸水想

定をそのまま用いているようなかたちのなかで検討が進んでいったというところでございまして、不明

確な点につきましては、この推進計画の中でも今後検討するよというようなかたちで位置付けをして

いるところでございます。 

・ そうしたなかで、この間、漁港、あるいは大井川港、そして田尻といいますか、焼津漁港から大井川

港にかけての海岸部の堤防の整備、その方針の検討を進めてまいりました。そのうち、焼津漁港から

大井川港にかけての海岸線の堤防整備については、ある一定の方向性が先日出まして、それによ

る減災効果も明記されてきている状況でございます。それに合わせたなかで、浸水想定区域もほと

んど解消されてきますよという、その整備効果も示されておりますので、あえて、土地利用の変更等

しなくてもまちづくりを進めていけるという状況に入っております。 

・ これらの結果につきましては、推進計画も今後修正をかけるというかたちで進めてまいりたいと思い

ますし、また、新たな堤防整備につきましては、間もなく市民の皆さまにも公表していくということで今

考えているところでございます。 

（原田委員） 

・ 私は今、インターネットで焼津市のホームページを見ているのですが、ここに示されている推進計画

のレポートは、L2 の津波が来たときの浸水エリアに対して浸水深が 2ｍを超えるような地域に関して

は土地利用の見直しを検討しますよというようなレポートが書かれています。 

・ 先ほどご説明いただいたのは、「L1 対応の堤防ができたら浸水エリアはなくなりますよ」。L1 対応で

すから、当然、L2 が来ると、それを乗り越えて浸水する範囲ができます。先ほどご説明いただいたよ

うに、L1 対応の施設ができたら、その整備効果を含めて、効果の計算結果は、先ほど配っていただ

いた大きな広報の内側の面に描いてある絵だと思います。この、色のついている中の土地利用、危

険な区域はかなり限定的になっている。そういった中での土地利用がどうなのかというような説明をし

ていただかないといけないのかな。「L1 対応で施設ができるから、L1 については浸水エリアがなくな

るから、まちづくりでは考えません」というだけだと、ちょっと条件が違うのかなというところがあるので、

少し追加のお話をさせていただきました。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ 併せてちょっと補足説明させていただきますが、ちょうど本日、浸水想定のアニメーション等を新たに
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作っているところでございます。本日持ってくるのにちょっと間に合わなかったのですが、堤防整備

に当たりましては、L2の津波が来ても 2ｍ以上の浸水深が発生しないようなL2対策を構築してまいり

ます。 

・ そうしたなかで、2ｍを超えるような浸水深が発生するようなところはなくってくるということで、将来的

なまちづくりにおいて、土地利用の見直しをしないという方向で進めていきたいということでございま

す。以上でございます。 

（田中副会長） 

・ これはあまりにも東日本大震災の教訓をおそらく生かしてない、と彼は言いたいのだと思います。こ

れで本当にやりますというのなら、保証するのですか、というようなことになってきてしまうと思うのです。

これでまちづくりをやるのだったら、「焼津市は堤防がありますから津波では浸水しません。だから、こ

こに土地を買っていただいても結構です」というような保証までして都市計画を進めていくのかという、

多分問題だと思うんですね。 

・ どうなるのかというのはわかりませんから多分保証はできないと思います。そうすると、やはり危険なと

ころは出てくる可能性があって、そこに対しては、先ほどの津波防災地域づくり推進計画にあるよう

に、ある程度そういうことも将来的に考えますということを入れておかないと（いけない）。どうなるか知

りませんが、これを市役所が保証してまちづくりを進めた結果、浸水したということになると、いろいろ

と問題が発生していくような気がする。やはり危険性はゼロではありません。そこに対しての対策は津

波防災地域づくり推進計画があるわけですから、そこはある程度織り込んで表示をしていく必要があ

るのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ 保証できるかどうかというご質問をいただきました。それについては、焼津市の場合は津波避難施設、

避難ですね、ハード、ソフト両面で行っていきますから、本当に万が一の万が一に備えた避難体制

を現に整備してあるし、津波避難タワー、あるいは高台等の整備、それも併せてやっていくということ

でございます。 

（田中副会長） 

・ そういうことを申し上げているのではなくて、危険性があるので示さなければいけないのではないかと

いうことを言っているだけなんですよ。それを、この対策により必要がなくなったからマスタープランに

は書き込まない、ということがいかがなものかというのが先ほど来からのご意見であって、それを津波

避難タワーがあるからいいとか、そういう問題ではないし、津波避難タワーがあったところで財産その

ものは基本的にみんな損失を被るわけですから、そういう危険性も含めて、まず「ある」ということを知

らせ、啓発する必要はあって、先ほどの津波防災地域づくり推進計画に移転希望者にはそれを斡

旋するみたいなこともそこに書いてありますが、そういうようなことも考えた上位計画ですから、あって

もいいのではないかということです。いかがでしょうか。 

（川口会長） 

・ おっしゃっている内容をかみ砕いて、具体的にここで言うなら――違うならまた指摘していただきた

いと思いますが、少なくとも、レベル 2 で対策後はこうなりますよ、というのは広報では出されていて、

皆さんご存じ。でも、計画を見たら、その表示は実はありませんでした、というのが今の状況かな、と
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は。 

（田中副会長） 

・ ちょっと違う。ではなくて、これは単なる計算結果であって。そういうのは彼のほうが全然詳しいので、

言っていただければ（と思いますが）、本人の口からは多分言いにくいと思いますのであれですが、

こうではない可能性も十分ある。それが、東日本大震災の教訓であって。 

・ 今のお話をずうっと聞いていると――岩手県田老町で万里の長城と言われるものをつくりました。震

災前は、あれがくれば大丈夫です。訓練もやっていて大丈夫ですと言っていましたが、来たらああな

ってしまいました。ということで、やっぱりそういう危険性があるということは、可能性があるものは示さ

なければいけなくて、「これは保証されたものではない」ということを示して、いろいろなものを。そうい

うことが実は津波防災地域づくり推進計画に入っているわけですから、そこはマスタープランの中で

ある程度踏襲してもいいのではないかということです。 

（川口会長） 

・ 防災に対する基本的な考え方ですよね。いろいろデータが出て、計算されて、表明はされているけ

れども、それが必ず正しいわけでもないし、それこそ、あのときに散々言われた想定外といったことも

起こり得る状況であるということを基本に踏まえながら、きちんとここの都市防災の基本方針というとこ

ろが書き込まれてないといけないのかなといったご指摘だと私は解釈させていただきましたが、今の

内容で間違っていないでしょうか。 

（田中副会長） 

・ 大丈夫です。 

（川口会長） 

・ よろしいでしょうか。その辺りはきちっと、基本的な、理念的な、本当に防災に対する基本姿勢を問わ

れているところかと思いますので、ちょっと表現等検討いただいたほうがいいのではないかなと思い

ます。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ わかりました。ハザードについては、市民の皆さまにも、こういった広報誌等通じて、ありますよという

お知らせをしているところでございます。それに対してどんな対応をしていくかというなかで、当初の

ご質問、土地利用がどうかということもございましたので、市の考え方をちょっとお話しさせていただ

いたところでございます。今ご指摘いただいた点につきましては、ちょっと検討をしていきたいと思い

ます。 

（高木委員） 

・ それに関連するというわけではないですが、全体的にこれを見てみますと、1 ページ目に「市民ととも

に『にぎわい』を創り、地域の『くらし』に必要な機能をコンパクトにまとめた住みやすいまち 焼津」と

いう都市将来像があって、それをどう、土地利用というか、この都市マスの中で位置付けるのかという

話をしていただきました。 

・ そうしてみると、公共交通と車の交通をうまく使い分けて、そして機能的な都市をつくっていくというな

か、その辺が表現されているのが 8 ページ。インター、そして駅が位置付けられていて、「大井川生

活交流拠点」とか、市街地の生活交流拠点がある、というこれがある。これはこれでわかった。ただし、
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バスというものに対して、その使用とか、利用とか、ある意味、利用状況がわからないなかでどうなの

かなというところは、ちょっと思うところがあるので、その辺もまた教えていただきたい。 

・ では、その拠点になっている場所は、市民が集まるということは、より安全でなければいけないという

なかで、防災という、要は、焼津での大きな都市の課題として、いかに減災・防災をやるかということも

ありますが、安全だということをちゃんと市民に理解していただくというところが必要だと思います。 

・ そのなかで、27 ページの都市防災の基本方針図（案）の中に、そういった、市民がちゃんと集まる交

流拠点の場所が位置付けられていて、そこが、何かが起こったとしてもちゃんと安全だという位置付

け。どういうふうにするのかというところはまたありますが、少なくともこの中にはその拠点が落とされて

いないといけないのではないかなと思いました。 

・ それから、東西南北に関して、津波が来て、一応基本的には浸水しないということがあったとしても、

逃げる路線みたいなもの。この場合は南北の軸になりますが、そこはどこなのか。要は、そういうとこ

ろに関しては、道路に関しては、電線の地中化等々もしていかなければいけないでしょう。また、起こ

ったあとの輸送路として、どこの場所を位置付けて、いかに外からの物資をうまく市内に入れ込んで、

暮らしている人たちが不自由な思いをしないための路線というのでしょうか、軸線はどこなのかなとい

うところが入ってもいいのではないかなと思ったのですが、その点はいかがでしょうか。 

（川口会長） 

・ すみません、同感の部分があるものですから、ちょっとそれに乗ってしまって。少なくとも将来都市構

造図は、こっちの方向に持っていきたいですよ、というものがあって、それの具体的な方針として、こ

の 4 枚の地図が示されているということで、これをぶつ切りにされてしまうと、今後とのつながりが見え

ないです。少なくとも、先ほど防災のところで、拠点はせめて入れてほしいよというお話がありました

が、それはすべてに言えまして、ネットワーク、都市環境の基本方針の中でも、将来都市構造は、こ

こでなんか点線でも何でもいいので、どういう構造で、拠点がどこにあってというのがあって、それとこ

の方針との連動性が図の中で見えないと納得感が薄いな、なかなか見えにくいな、と。 

（高木委員） 

・ 言いたいことは、説明されているのはわかりますが、図に落ちたときに、とにかく、今会長がおっしゃ

ったように、1 枚ずつは完成していますが、その 4 枚が重なってないというか、レイヤーがかけられて

いないというところ。 

・ 拠点とか軸線とかいうのはやっぱり一番重要なところで、そこにこれから都市整備というか、投資もし

ていくということにもなっていくわけだし、いろいろなルールづくりなり、土地利用まではいかなくても、

何らかの地区計画なり何なりとかいうことのルールづくりをここに重ねていくときに、やっぱり位置付け

たところが基点になるので、その辺は動かさずに入れたほうがわかりやすいかなというところがあるの

で、その辺の図の連携をしていただければな、と。 

（川口会長） 

・ 表現の工夫をぜひお願いしたいなと思います。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ 何点かございました。最初に、バスの現状を知りたいというお話もありました。バスについては、焼津

市内では 3 路線。主に旧焼津市内を回っている焼津循環線、旧大井川町を循環している大井川西
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部循環線、大井川から焼津駅まで、これは縦断的に進行している焼津大井川線。利用率を端的に

言いますと、焼津循環線の収支率は 30%を超えていて、自主運行バスの中でも非常に優れているの

かな、と。持ち出しはもちろんたくさんありますが、自主運行バスという規格に関しては、非常に高い

位置付けになっています。焼津大井川線につきましては、再編の際に新たに要望のあった路線でご

ざいまして、当初は周知不足の感があって伸び悩んでいましたが、現状では、まだまだこれから伸び

る価値があるという、上昇傾向にある路線。もう一つ、旧大井川地区を回っている大井川西部循環線

は、非常に収支率が悪化して、私どもが評価基準を持っている 5%という、定量ベースの 5%があります

が、それを下回っていて、抜本的な見直しをしなければいけない。そういう状況になっている路線が

3路線。 

・ 現状、ここにも示させていただいてありますが、公共交通については、自主運行バス、路線バスも含

めて再編の必要があるというところで、冒頭、結節点という話が出ましたが、バスについては、将来的

には、結節点と結節点を結ぶシャトル構想。その周辺を、予約制のデマンド型のタクシーなんかを今

現状では考えています。今すぐにということはもちろんございませんが、時間をかけてそういうかたち

にはなっていくのかなというところです。 

・ 皆さま方も見ておわかりかもしれませんが、空気を運んでいるだけのバス、そういう状況も多々見受

けられまして、私どもだけでなくて、実際に周りを見ている市民からも、あれでいいのかみたいな声も

非常にたくさん伺っています。これについては、公共ネットワークの整備方針の中にしっかりと示させ

ていただいています。 

・ それから、それぞれの方針図の中に拠点の表示がない。これは本当に言われてみてそうだなという

ところで、拠点についてはそれぞれの連動性も当然ありますので、ばらばらに見て納得するようなも

のではございませんので、早速その拠点の表示については検討していきたいと思っています。 

・ それから、安全対策はどこまでお示しができるかわかりませんが、拠点を示している以上、関連性の

ある、連動性のある対応については、できるだけ記載をしていきたいと思います。 

・ 避難路、輸送路等については、基本的には都市交通の中の考え方には示させていただいてはおり

ますが、個別の路線として、都市マスの中に、「この路線が避難路です」、そういう表示まではちょっと

どうかなというところがございまして、そういった観点で図面のつくりはしなかったというところもありま

すので、それも含めて検討はしていきたいと思っています。 

（高木委員） 

・ 避難のことの細かいところは、個別のそれぞれの地区の話し合いの中で多分出てくるのかなというと

きに、市としてどういうふうに対応していくのかということの方針は、この上段の基本のところには押さ

えておいたほうがいいのかなと思いました。個別計画の中で入ってくることですが、全体的に見て、

住んでいる方の不安を払拭することが重要だと思いますので、その辺りは、都市防災の基本方針の

中のどこかの文言に入れていただければありがたいかなと思います。 

（川口会長） 

・ これは、ご検討いただければ、ということでよろしいですか。 

（高木委員） 

・ はい。 
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（寺田委員） 

・ 一つ確認ですが、土地利用の基本方針図（案）の中で市街化区域と市街化調整区域があるわけで

すが、この図は、地区割りというか、区域割りは、前回というか、前のマスタープランというか、あれとは

変わってきているのですか。それともそのままですか。スマートインターをつくったところの絵は変わ

っていると思いますが、それ以外のところはどうでしょうか。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ 図を比べると、その仕立ての関係で変わっているように見えるところがあるかもしれませんが、区域区

分というところでは変わってはいないと認識しております。平成13年度に（策定した）前回焼津のマス

タープラン（と比べて）、市街化区域、市街化調整区域、そういった区域区分の変更はおそらくしてい

ないと思っています。 

（寺田委員） 

・ それで関連してお聞きしますが、150 号線のバイパスができて、沿道にずっと、これから商業施設が

張り付いてくると思いますが、その関係でいくと、調整区域に入ってしまうと、とたんにそういうことがで

きなくなるといいますか。この絵でもそうですが、17 ページの絵を見ていると、なんかそんな絵を描い

てあります。どう見ても、焼津の今現在の実態から見ると、150号線バイパス沿いと、それから、この都

市計画道路の焼津駅道原線を結んだところは、かなりこれから発展するといいますか。もっと言えば、

先ほど来の議論ではないですが、新しく住宅地を求めるときに、もう沿岸に求めることはあり得ない。

そうすると、だんだん内陸といいますか、そちらのほうにシフトしてくるのではないかと考えるし、また、

そういうことを提案していかないで、より安全なまちづくりというのは、今のままで、堤防をつくったりそ

ういうことをすることだけなのかという、単純な発想ですが、そういうふうに思いました。 

・ それから、「交流」と具体的に言うなら、この 150 号は、せっかくもうそろそろ完成するというのですの

で、何かしらの提案といいますか、変える余地があるのではないかと思うのですが、その辺はどうでし

ょうか。 

（川口会長） 

・ 根本の話になると思います。線引きというのはそういうものになるものですから。その辺で、もし庁内で

議論されたり、そういうことがあれば、ご紹介等していただければと思います。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ 今、おっしゃいました、幹線道路がここで言うと南進しているところに、商店街、あるいは商業地、郊

外へ、そういった基本的に個別の立地については、立地基準に沿って商業地が、限定されるその条

件の中で建てられるものはもちろんありますが、郊外へ拡大をしていく、あるいは、住宅を市街地の

中ではなくてもっと広いスペースのあるところへ出て行って住みやすいまち、という考えにつきまして

は、冒頭、説明させていただいたように、持続可能なまちづくり、市街化の密度を高める、そういった、

これから立地適正という、市街化区域の中でもさらに絞った区域に都市機能を誘導する、あるいは

住居機能を誘導する、そういったところもありまして、現状では、そういう区域の拡大というのは、人口

減少のなか考えられない、そういう状況です。現状の市街化区域の中にも未利用地がたくさんござ

います。そういったところの土地利用を今後も図っていきたいと思っています。 

・ 郊外へ拡大するというのは、前回のマスタープランでは、平成 13 年は、まだまだ人口も緩やかに伸
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びていて、世帯数も伸びている。そういう推移のなか、区画整理を主体として面整備をどんどん、ど

んどん広げていった経緯がございます。しかし、現状では、社会情勢の急激な変化、人口減少、少

子高齢化、かつて経験したことのないようなそういう状況がこれから到来するというところのなかでは、

郊外に出て広げていくという、そういった都市計画上の考え方は、今は非常に難しいのかなと思って

います。 

（川口会長） 

・ 基本的なベースのお話をしていただきましたが、市のスタンスとしてはその考えで進めていきますよ、

というご説明があったかと思います。これはいろいろなところで議論していることなので、いろいろな

考えがあるのも実際事実です。しかし、厳然とした、人口が減っていて、人口密度はどんどん下がっ

ていくという事実もあるものですから、そういうなかで焼津市としてはどういう方向でやっていくのかと

いうところを検討されて、この方針が出されているという説明だったかと思います。 

（寺田委員） 

・ それでいいますと、感想を言って申し訳ないですが、市の中の若い人たちは海沿いに住もうと思って

ないですよね。現に藤枝が増えて焼津の人口が減っているのは、われわれのちまたで言えば、若い

人が、なにも焼津にこだわることはないといって、みんな向こうへ動いているんですよね。そういうなか

で、焼津市が今のままでいいというのはちょっと。20 年先までですから、なんか人口が減るのをその

まま見過ごしているようにも見えないことはない。 

・ というのは、もともと焼津市が発展してきたのは、港があって、その港の機能と関連して皆さんが生活

してきたから、港へ張り付くといいますか、海岸線へ張り付く。それはよくわかりますが、だんだん今の

生活状態といいますか、焼津市の社会構造が、そんな港に近付かなくても、あるいは海岸線に近付

かなくても生活できるといいますか。むしろ、安全を考えると、なかなか。 

・ 私の聞いた範囲で言いますと、ある幼稚園が港の近くにあって、そこへ園児を預ける人がいなくなっ

た。幼稚園自体をやめざるを得ない状態に今来ているということが、もう現実にあるわけですよね。そ

れでもそのままでいいということは、ちょっと考えると私は不思議に思うのですが、いかがでしょうか。 

（川口会長） 

・ なかなか難しい議論、ベースのところですが。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ その点に関しまして、実際に市街化区域という設定をしてある中でも、まだ未利用地がたくさん残っ

ているわけです。そういったなかで、特に標高の高い西焼津駅周辺は利便性。若い人ももともと多い

ということもありますが、そこに住みたいという方、希望者も大勢いらっしゃるなかで、市では、そういっ

たところの開発を誘導していきたい。特に市街化区域内でまだ未利用地がたくさんありますので、そ

ういったところの開発を誘導していきたいということで、そういった制度も今やっているところでござい

ます。多くの業者が、補助制度ではありますが、その制度を活用しまして、特に西焼津駅周辺におき

ましては、そういった開発が行われているところでもございます。 

・ いずれにいたしましても、長い将来見ますと、焼津だけでなくて、どこの都市も皆そうですが、やはり

人口減少には必ず直面してくるなかでは、むやみやたらな市街化区域の拡大は今後非常に厳しい

かなというところではございます。 
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・ また、それ以外に、焼津市におきましては、本年度 3 月に、大井川焼津藤枝スマートインターチェン

ジという、土地利用のところで点線で示しているのがございますが、そういったところの活用を図って

いきたいということで、これは今ゾーン的に示しておりますが、特に商業、あるいは工業、そういったも

のが立地できるようにということで、その中では、そういった誘導を図るための検討を進めてまいりま

す。ただ、今回、ゾーンとして示しておりますのは、調整区域が焼津市内の場合はすべて農業振興

地域になっているということで、やはり農業との調整が必要となってまいります。現時点におきまして

は、まだ農業との調整はできていない。青地の田んぼを、転用をかけるとか、非常に難しいこともござ

いまして調整ができてないということで、現時点におきましてはまだ点線というようなかたちで、ゾーン

というかたちで示しています。ただし、その土地利用につきましては、今後も引き続き検討していくと

いうところでございます。 

（川口会長） 

・ 焼津としての、海から発達したという背景があるなかで、都市のイメージの発信がどうしても海中心。

しかし、実は、焼津市内に津波の心配のない安全な宅地がまだ残っている状況も現状としてあるの

で、そこのところはやはりしっかり使っていきながら、人口を張り付けていくという発想も、この枠組み

を変えなかったりというところにはある、私はそういう認識を実は持っております。 

・ それが拡大するということは、そこの既に開発された部分についても利活用が図れない。漫然と広が

ってしまうということもありますので、そういったところで、焼津市としてそういう基本的な考え方を持た

れているというふうに理解をしております。 

・ でも、これは、本当に皆さんいろいろなお考えがある。今のようなお考えの方はやっぱり大勢お見え

になると思いますので、ぜひ、そういったところの説明をしっかりしていただければなと思います。 

（田中副会長） 

・ すごくいいことを皆さんおっしゃられていて、確かにこの海岸沿いにみんな張り付かなくても、未利用

地がいっぱいあって、そういうところを使えばいい。今会長がおっしゃられたことを、もうちょっとちゃん

と書いてほしいと思うんですね。今は、なんとなく目玉がなくて、ちょっと正攻法に見えるような部分が

やっぱりあります。おしなべて何でもやります、みたいになってしまっていますが、今、もし本当にそう

いう方針をお持ちなら、そこをこの土地利用基本方針の 20 年後に向けた目玉に持っていって、もう

ちょっと強調して書くとか。 

・ そうしたら、先ほど来われわれが言っているような、海岸から向こうに居住地をなんとなく移すような施

策的な話で防災を何とかしようというようのも見えてきますし、その辺の書き方なのか、もうちょっと今

おっしゃられたような思想を前面にここに出していくと、非常にわかりやすくていいプランになるので

はないかなと思います。 

（岡本委員） 

・ 二つほど教えていただきたいというか、ちょっと意見もあります。今の土地利用の関係。市街化調整

区域の関係。現実として、焼津から人口が減っているというこの現実を、どういうように土地利用の関

係の中で見ているのか。今、そちらのほうの説明だと、市街化区域の中にまだ未利用地がたくさんあ

るよ、と。そういうことをＰＲされているとは思いますが、現実にどんどん減っているこの現実を、市とし

て、これから都市計画の中に（どう）落とし込んでいったらいいのか、その辺をもうちょっと深掘りという

のでしょうか、考えていただいて、市民にＰＲなり、周知なりしていかないと、現実問題として、本当に
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人口が減っていってしまうのではないかなというのはあります。 

・ 今言うように、多分、未利用地がたくさんあるから、そちらのほうに誘導しているんだよという一つの理

屈は確かにあるとは思います。ではありますが、それが現実に生きているというか、市民に周知され

ていて、それが、歯止めがかかっているのかなという部分はあるかと思うんですね。理屈は理屈とし

てありますが、現実としてどうなんだろうなという部分があるので、今、副会長がおっしゃったように、も

っともっとこれをきちっとこの中に落とし込んで、もうちょっとＰＲ，アピールというのでしょうか、できるよ

うな方法をとっていただければ、焼津がまだまだこれから伸びていくのではないかなと思います。 

・ それから、もう一度教えていただきたいのは、土地利用でいろいろある中で、「市域中部生活交流拠

点」とか、「大井川生活交流拠点」というのがあります。これが、先ほど言うように、土地利用の中へ全

く反映をされてないのですが、この拠点の地域というのは、どういうようなかたちのものイメージしてい

るのか、その辺がちょっと。私が言いたいのは、この周辺の土地利用をどういうふうに考えているのか。

ただ単に点として今ある施設そのまま使って、そこへ駐車場をつくるとか、駐輪場をつくって、交通の

拠点にしていくという考えだけなのか、それとも、この辺をもうちょっとにぎわいを持たせたかたちで土

地利用を考えているのか、その辺をちょっと教えていただければ。 

 

（事務局（市都市計画課）） 

・ 生活交流拠点についですが、これは点ということではなくて周辺と考えています。今、西焼津は駅と

いうことですが、駅の周辺。また、市域中部については、病院がありまして、その病院の周辺に都市

機能等、今、医療であるとか、商業であるとか、機能が集まっています。周辺に機能を集積して、機

能を集積すれば多くの方がそこに集まってくる。多くの方が集まってくればにぎわいがまた戻ってくる

というようなことで、こちらを生活交流拠点として考えているわけでございます。拠点でございますの

で、そういった機能もあります。また、公共交通、鉄道やバスというような機能もございます。そういっ

た公共交通機能と都市機能が集積したところの周辺にどんどん集まって、にぎわいのあるまちをつく

っていくということが、「生活交流拠点の形成を図る」ということと、ここでは考えております。 

・ 大井川については、現在、大井川生活交流拠点と定めています。大井川庁舎周辺にも、大井川時

代、宗高中央地区にいろいろ住宅団地等も設置しております。また、近くには大井川グランリバーと

いう商業施設もございますので、大井川時代には大きな拠点として集めていたものですから、市街

化調整区域ではありますが、周辺地域に多くのにぎわいができるようなところでございますので、そ

ちらも同じようなかたちで周辺を生活交流拠点として定めています。 

（岡本委員） 

・ 土地利用的には何ら考慮しなくても、この辺の生活、例えば住宅地とか、いろいろなそういう施設を

新たに持ってこられるという考え方でよろしいでしょうか。団地造成とかいう考え方ではなくて。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ 土地利用的には、分野別の中に市街化調整区域の土地利用のあり方というところがあって、その中

では。さっきも言ったように、個別的にその立地基準でできるものは調整区域の中でもありますが、さ

っきのゾーニングというのは、市の位置付けとして、商業、流通、工業系も含めたそういう流通も含め

たゾーニングをしていますので、さっきの農用地の問題、そういったものが解決できれば、市街化調

整区域の中でも地区計画等を絡めて、そういった土地利用は図れるのかな。 
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・ これは、農振法の非常に厳しい状況もありますので、今、すぐにそういうかたちに移り変わるというも

のではもちろん（ありません）。ただ、位置付けだけは、今の大きな産業交流連携軸の中に新たにゾ

ーニングをしていますので、そこについては、さまざまな土地利用を考えていきたいというところでご

ざいます。 

（川口会長） 

・ 市の内の苦しい環境が若干伺えるのではないかなと思うのですが、市街化調整区域の中で土地利

用を図っていきましょうと言いつつも、ここで大井川庁舎周辺を拠点として位置付けしています。それ

は、つながりとして思われるかもしれませんが、そこのなかで私がちょっとうがって解釈をしているの

は、苦しさの中から出ているし、今の市街化調整区域の、要は、まちづくりとか土地利用を図っていく

手段として、地区計画という手段。正直言うと、極端なことを言うと、それしかないという、今の制度的

なものがあるので、（14ページ「土地利用の基本方針」の「基本的な考え方」の）一番最後のセンテン

スのところに、「市街化調整区域の地区計画の適用についての基本的な方針」、道を開くための、そ

ういったものはやっていきますよ、というのを苦し紛れにうたってあるのかなと思いながら見ておりま

す。 

・ 市民の思いとか、本当に自分たちがまちづくりをきちっとやっていこうと思ったときに、道筋は、拡大

の時代ではないから、集約だからというところはありますが、きちんと自分たちでまちづくりの方針を

決めてやっていこうという取り組みに対しては、道筋が出てくるようなイメージとして、この地区計画の

基本的な方針があるというところの説明もないと。私は都市計画をやっているので、「ここでうたって

いるんだな」とわかりますが、一般の方にはなかなかわかりにくいところもあるので、ぜひ工夫をして

いただけばなと思います。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ 1 点だけちょっと説明させていただきたいのですが、人口の減少については、さまざまなところから人

口が減っているよということでご指摘、もちろん、そういった統計もあるわけでございますが、その内容

につきまして市のほうでも調べましたところ、東日本大震災前とあとで、転出者の数は実際は変わっ

てないです。何が違うかというと、入ってくる方が少なくなってきているのです。全部の方にアンケート

をとったわけではないですが、もちろん一部には津波ということで移動という方もおりますが、やはり

一番大きいのはお仕事の関係、あるいは通学の関係で移動が多いわけです。仕事というかたちで入

ってくる方が今少なくってきているというところが見えております。 

・ 市としては、この対策として、企業とか、店舗とか工場、そういった働く職場の確保も非常に大事では

ないかなということで、一つの施策を講じているところでもございますし、また、若い世代に焼津市に

住んでもらいたい。特にお子さんがいる若い世代に住んでいただきたいということで、「Get！やいづ

230」という新たな制度も設けまして、今、転入促進を図っているところでございます。 

・ ですので、世間では、津波（が原因）でみんな逃げてしまって、人口はどんどん減っているよと言わ

れておりますが、実態は、そんなに津波で（転出する）という方が多いわけではなくて、入ってくる方

が少なくなってきている現状があるという状況がございます。これは報告まででございます。 

（川口会長） 

・ 時間も迫ってまいりましたが、まだ発言のない方でご発言される方がございましたらどうぞ。 
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（斎藤委員） 

・ 先ほどから話が出ております、大井川焼津藤枝スマートインターチェンジの新たな土地利用検討ゾ

ーンというのは、あくまでも市街化調整区域の縛りの中でのという解釈になるんですよね。 

・ 当然、用途地域というのは県の条例から下りてくるなかで、焼津市の行政として、こうします、こうでき

ますと言えない、非常に苦しいところかと思います。先ほど寺田委員から、150 号線沿いのもうちょっ

と発展とか、そういった声も出て、用途地域の変更というのは非常にハードルの高いことなのかなとは

思いますが、例えば、地元に住んでいる若者が家を建てたいよというときに、用途地域の関係で場

所的には建てられないとかいうことは、当然縛りは調整区域ではあると思いますが、用途地域は変え

られないなかで、特例措置みたいな、緩和措置というのはどうなのかな、と。今後こういったのを、県

の条例があるなかでも、焼津市議会などでもんでいただいて上程いただくとか、そうしていけば、本

当に長い時間がかかるかもしれませんが、そういった縛りがだんだん緩和されていくのかな、と。 

・ というなかで、スマートインター周辺の土地利用ゾーンというのは、本当にこの先検討していかなけれ

ばならないエリアだと思います。やっぱり用途地域の制限、あとは、用水とか、農村地域というなかで

どのように進めていくのかというのは、今は漠然と（していて）見えてこないところがあるかなという気が

しましたものですから、いかがなものかな、と。それは、取りあえずここで入れてあると。 

（川口会長） 

・ そうですね、ここに入れるところから第一歩がやっと始まるといったようなことですね、多分。そこから

徐々にロードマップは、あの手この手で考えるしかない、と。まず、最初にこれがないと、まるでない

です、ということだと思います。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ 今、会長が答えていただいたのですが、第二東名ができまして、その周辺で土地利用。これも至ると

ころ。特に、藤枝市は調整区域の近辺にインターがありまして、その周辺で土地利用という、同じよう

なことをやはり皆さん考えております。そうしたなかで、やはり農業との調整は厳しいところがございま

して、前に進んでいけないというなかで、県では内陸フロンティアの取り組みということで、国へ規制

緩和を求めていくというようなことをお願いしているところでもございます。焼津市もそういった方面も

検討して、とにかく農業の規制緩和というか、ちょっと緩和していただけませんと全く前に進まないと

いうところもございます。その第一歩が、まずここを位置付けして、そのあと、周辺の市町と連携、ある

いは県と連携するなかで、土地利用を図れるような方向で進めていきたいと考えているところでござ

います。 

（高塚オブザーバー） 

・ 島田土木事務所の高塚と申します。オブザーバーで参加させていただいております。今回、全体構

想の素案を作るということで、次回、原案を作られるということで、素案の段階で何か所か前後のペー

ジで整合してない箇所がありますので、その点について何か所かご指摘したいと思います。 

・ 3ページの①、一番下の行に、「健康に歩いて暮らすことのできるまちづくりを進めます」とあります。9

ページの「（まちづくりの実現に向けた）目標」のところに健康に関しての記述が全くございません。そ

ちらと合わせていただいたほうがいいのではないか。②の上から 4 行目、「産業の高度化・6 次産業

化」というのが 10ページの「（まちづくりの実現に向けた）目標」のところに全く出ておりません。これが

そこと整合してないものですから、ちょっとご検討いただければと思います。 
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・ 4 ページ④「環境にやさしいまちづくり」のところですが、普通エコというと自転車交通に触れます。12

ページにはその記述がないですが、19ページ、22ページには、ちゃんと「自転車交通」と書いてござ

います。その辺を統一してくださればと思います。 

・ 5 ページですが、「田園集落エリア」。こちらは、防災の面から言いますと、大雨が降ったときに、洪水

を調整する調整池としての保水機能がございますので、その表現を追加されたほうがいいのかなと

思います。 

・ 7 ページでございますが、「都市連携軸」。これは、次の 8 ページを見ると、赤い矢印で描いてあると

ころに、藤枝・島田とつながっているよと描いてありますので、この 3 行目の表現は、「藤枝市や島田

市との連携」というふうに変えていただいたほうがよろしいかと思います。 

・ 8 ページですが、大井川の中心部と焼津・藤枝、こちらは産業道路として日中使われていますが、朝

晩は藤枝・島田方面への通勤道路として使っているところがあるものですから、私のほうから見ると、

焼津市都市周辺から広幡インターへ行くように、この黄色の破線と赤の直線が交わるようなかたちで

描いたほうが実態に合っているかなという感じもします。今日、大井川からの方もいらっしゃいますの

で、ちょっとご検討いただいたほうがいいのではないかなと思います。大井川生活交流拠点から藤

枝・島田都市圏のほうに（行っている）黄色の破線の矢印の下に赤い矢印が入るようなかたち。上の

段の焼津インター周辺のところに描いてある表現と同じものではないのかなという感じもしますが、そ

ちらのほうがネットワークとしてはまだ発展性がございますので、そのようにしたほうがよろしいかと思

います。 

・ 15 ページでございます。「土地利用の基本方針」の中で、「商業系土地利用」の中の「生活商業地」

に全部列記されていますが、「生活商業地」で大井川の記述についてちょっと抜けているのではない

かなと思います。できれば、西焼津と、市域中心部の市街地と、もう一個、大井川について触れられ

たほうがよろしいかと思います。 

・ 16ページは、特に私が個人的に教えていただきたいのですが、今回、17ページで見る斜線のところ

が市街化調整区域になっていますが、今回焼津市さんのほうで頑張って、（16ページの）下から 2番

目と 1 番下の「市街地環境整備検討地」と「新たな土地利用検討ゾーン」というのを付けていただい

ております。これは第 2 回の検討委員会で出た皆さまのご意見が反映されたものだと思います。ちょ

っと聞きたいのは、一番下の、「新たな土地利用検討ゾーン」の一番下の行に、「地域振興に寄与す

る」という表現は何をイメージしているのか。この表現は正しいかどうかが、ちょっと私は理解できませ

んので、何をイメージしているかというのを、できれば教えていただければと思います。 

・ 24 ページに「富士山への眺望ポイント」ということで、眺望のいい場所にマークをしていただいてあり

ますが、初回の検討会の中では、焼津は海というのが前提条件だというご発言がありました。富士山

はいつも見えるわけではないものですから、ここは「富士山と海の眺望ポイント」という表現のほうが、

まだ焼津らしいのかなと思います。 

・ 25 ページで「地震・津波に対する備え」というのが真ん中辺にあります。先ほど部長さんからソフト対

策の話が出ましたが、11 ページに、「避難誘導情報」という記述でソフト対策を書いてありますので、

（都市防災の）基本方針の中に、やっぱり避難誘導情報の内容がわかるものを加えられたほうがよろ

しいと思います。私のほうからは以上でございます。 

（川口会長） 
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・ 非常にきめ細かいご指摘をいただいたものですから、整合性をとる作業はぜひお願いしたい。あと、

幾つかご指摘で、アイデアもいただいておりますので、それについては検討していただくということで。

1点だけご質問があったかと思いますので、その点についてもしよろしければお答えいただければ思

います。16ページの一番最後の（行）、「地域振興に寄与する」という、この内容ですよね。若干、そう

ありたいという願望の部分で書き込まれている影響もありますので、次回にでも説明を、できればして

いただくということでよろしいでしょうか。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ 16 ページ最下段の「地域振興に寄与する」、これは、説明もしたかと思いますが、商業施設、あるい

は工場も含めた工業系、そういったものを立地することによって、雇用も含めた経済効果、そういった

ものに寄与する、そういうイメージでございます。 

（高木委員） 

・ 先ほどの説明で、「転出者の数は変わらないけれども、転入者の数が少なくなっていて、だから人口

が減少している」というような説明がありましたが、それはものすごくやばいことで、要は、焼津に住ん

でいる人は、自分のまちが大好きだから居てくれるんですよ。みんな誇りを持っている。しかし、外の

人から見たら、やっぱり選ばれないまちということなんですよね。その点に関して、「だから企業を持

ってくればいいんですよ」ということではないような、もっと、危険だとか、風評被害のところもあるかも

しれませんが、何らかマイナス要因があるんですよね。それに関して、もうちょっとちゃんと分析をして、

ちゃんとそれなりの対応をしていかないと、ずうっと選ばれないまちになってしまうかな。 

・ 一つの考え方として、「もう選ばれなくてもいい。とにかくここに居る人たち、もともとの地場の人たちが

最高に幸せなまちをつくっていくんだ」というのも一つの方針だと思うんですよ。みんなが生き生きと

して、すごく満足度が高く、ライフスタイルのなかで幸せ度が高いという市民が多ければ、それにあこ

がれる人はいずれ出てくるので、そういうまちづくりもあるとは思います。 

・ そういうなかで、一番最初の、ハザードマップ（について）お二人の先生方から指摘があった表記の

仕方とか、そういうことに関しても、「まあまあ安全です。安全です」ではなくて、ちゃんと、「（ここは）安

全、（ここは）ちょっと危ないところ、（ここは）すごく大変なところ。でも、ちゃんと、ここは大丈夫」とかい

う情報公開をきちんとして、要は、「防波堤をつくったから大丈夫です」ではなくて、情報公開をして、

そして、適切な、というか、ちゃんとした情報を提供することによって、そういったイメージを払拭すると

かいうことの努力をなさらないと、なんか本当に大変なんじゃないかなというふうに思います。最後に、

すみません、老婆心ながら。 

（川口会長） 

・ 最後にちょっと言おうと思ったのですが、実は、この月曜日に「焼津未来創生総合戦略推進会議」に

参加させていただきました。そこでは、人口をいかに増やすかというのをさんざん議論しています。そ

こでは、率直に言うと、これ、できるのかしらという、きつい目標設定、合計特殊出生率とか、社会増

の実現のための、というのを議論されています。 

・ 私は、これを見ていたときに――先ほど、防災の基本的な理念のところの表現の仕方とかいったとこ

ろは、やっぱりほかと一緒で、焼津だからこそ、きちっと押さえて表現しておかなければいけないとこ

ろはご指摘いただいたなと思います。そこの表現の仕方とか、人口が減って、といったときに、そこで

強くうたわれている方向性が、全体の計画の整合のなかで、焼津市として強調したいところはどれを
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見ても一貫しているというイメージはすごく大事だなと思っています。例えばの話だと、3 ページの②

「活力ある産業と活発な交流を生み出すまちづくり」の中で、月曜日の会議では、雇用の創出がかな

り強くうたわれていましたが、そこの記述は、どちらかというと観光交流のところの主張が非常に強い。

こういったところも工夫が必要。全体として、焼津市としての意思を示すという意味での、基本的な理

念のところをきちっと表現するところの工夫が、正直言うと各所でほしいなというところがあります。そ

このところは、やはりぜひご検討願いたいと思います。いろいろな分野の方が見られて、感じられて

いることですので、そこのところをしっかり押さえていただきたいなというところがあります。さらっと言

えば、他計画とのしっかりした理念の一致ですよね。それが表現されているということをお願いしたい、

というところがあります。 

・ それは、人口が減るというなかで器としての都市のあり方を考えたときに、苦しいけれども、もう拡大の

時代ではないという基本理念、それをきちっとお伝えして、それでいくんだといったところの表明。で

も、計画的にきちんと進めるならば土地の利用も図れる、という道筋も閉ざされているわけではない

んですね。今までは都市が拡大していたから、いろいろな人が土地利用を図っていくということを、あ

る程度許容してきてやってきた時代だった。しかし、それをやっていく時代ではなくなって、きちんと

した計画に基づいてコントロールをしながらやっていかなければいけない時代のなかで、焼津市とし

てどう都市をつくっていくのかといったところが、やっぱりきちっと表現されている。そこが表現されて

いないと、何で市街化調整区域（には）できないの。もっと自由にすればどんどんできるんじゃないの

という話も、やっぱり一般の人たちは思いますよね。そこのところの、さっきも言いましたが、基本的な

理念的なところとかをきちっと表現して、なおかつ、焼津市としてのさまざまな計画の中で一貫した表

現がされる。そこの思想が、このそれぞれの計画の中できちんと表現されて、都市計画マスタープラ

ンの中でもそれが示されていくということをしていく必要があるなということを、今日、さまざまなご意見

をいただいて感じましたので。抽象的なお願いで難しい宿題かもしれませんが、ぜひ頭をひねって、

頑張っていっていただきたいなと思います。 

 

以上 


