
【１班】 

「だったらいいね！」 

・若い人たちが焼津を誇りと思って、支援してく

れる 

・若い人が住みやすいまちづくり 

・防犯・防災 安全・あんしんなまちづくり 

・庁舎建設資金に 

・ふるさと納税の返礼品を取り扱う企業の審査を

しっかりするべき 

・（ふるさと納税の）お金を住みやすい町づくりに

使ってほしい、産業活性化しやすい 

・若い人(子ども)が住みやすい 

・税金を納められる子どもになってほしい 

・ボランティアを増やす 

・PRをもっとしっかり発信する 

・もっと関心を自分たちで持つ心を育てる

 

「だったらこうしよう！」 

・子育て支援手厚く（サービス・金銭） 

・制度の PR、市民目線（主体）での行政 

→情報伝達のシステム 

→企業の活性化→求人に→焼津に住む 

・若い人たちに子育て支援金を挙げたい、キャッ

シュがものをいう時代  



【2班】 

「だったらいいね！」 

・ふるさと納税≠販売＝納税 

・焼津の事業者だからと言って、焼津の物がある

とは限らない→注目されるほど、周囲の目は厳し

く ex)高級腕時計 

・大事なのはプラスの行政改革 

・昔は漁師が札束で買い物をしていた 

→今は寂しく、若い人を呼び込めない 

・県外からの人を連れていく場所がない 

→一日遊べる場所、子どもと遊べる場所 

・飲み屋があったらいいな 

・焼津に来て「行く場所」「（県外の人、友達、家

族を）連れて行きたい場所」 

→場所があれば、できればいいな… 

・焼津の良いところ 

→温泉、ディスカバリーパーク 

・焼津の絶景 

→小川港からの富士山、高草山からの夜景

 

「だったらこうしよう！」 

・キッザニアのような施設 

→焼津ならではの職業体験ができる（魚、魚河岸

シャツ） 

・行きたいときに行ける体験施設（土日だけでも） 

・朝市 

・地元の人に愛される施設を 

・学生に町の紹介をしてもらう 

・「焼津おんぱれ」 

→体験型プログラム、着地型観光 

 →広く行えないか？ 

・「夏のあかり展」 

→市民の方々、みんなに本当に届いている？ 

 →広報のやり方を考えないと！ 

⇒地元の人に知って、愛されるイベントにしてい

きたい！ 

 ⇒広報頑張る 

  ⇒焼津市民に焼津で何が行われているか、 

何があるのかを知ってもらう  



【3班】 

「だったらいいね！」 

・車で観光しやすく（駐車場） 

・市外の人が来るショッピングモール、 

県内にないもの→魅力的なお店 

・港の活性化、水産以外でも 

・年配の人が元気！ 

・大井川港の活用（スマート IC） 

・景色が良い 

・浜通り 

・石津の公園 

・相撲の国際大会を焼津で、女子も 

→焼津神社横の相撲場で可能（宿は民泊） 

・磯自慢→水産物とのリンク 

・サッポロビール→夜も楽しく 

・大崩海岸の復興→（海から見る）景観素晴らし

い 

・高齢者が元気になったら 

・若い人が増えたらよいな 

・昔の賑わいが戻ったらよいな 

・人がいい！ 

・地元企業＋地場産品、地元イベントを活用した

賑わい

 

「だったらこうしよう！」 

・アクアス焼津を起点、商店街まで歩ける 

・公共交通機関を変える 

・バス、足を作る、デマンド型乗合タクシー 

・地域資源を活用する 

・PRをうまくやる 

・人が来たときに丁寧な対応 

・海でバーベキューできる 

・子育て世代に優しいまち 

・見学会、ツアー 観光ルートの開発 

・ふるさと納税を活用 

・船を出す 

・ビルは作らない、景観を生かしたまちづくり 

・回遊するようなルート 昔の焼津 

食、景観、焼津らしく  



【４班】 

「だったらいいね！」 

・魚をモチーフにしたものがあるといいな→魚の

形のベンチなど 

・買い物をするところがあるといいな 

・街の第一印象が良くなるといいな 

・魚を食べるところがあるといいな（おいしいお

店（駅前に）） 

・こどもたちに明るい未来を残せるといいな 

・活気が戻ってくるといいな 

・水産業が再活性するといいな 

・人が集まるといいな（焼津駅前、ウェルシップ

横の公園） 

 

「だったらこうしよう！」 

・駅周辺を笑顔で歩く 

・楽しく歩けるまち 

・新庁舎最上階に展望レストラン 

・駅周辺の道路事情 

→一方通行、商店街の住宅、お土産どこで買って

いい？駐車場がない、日曜日にお店が閉まってい

る 

→呼び込む対象を高齢者にする、ベンチを置く 

・PRするところを「さかな」に絞る！ 

→「さかなロード」をつくる 

・工場見学 

・イベント 

・ふるさと納税証明書の提示で割引 

→観光客 UP！＝直接やいづに来てもらうことで

良さを知ってもらう  



【５班】 

「だったらいいね！」 

・駅前の賑わい 

・子育てしやすい街でありたい 

・子どもと触れ合う場所（拠点）をもっと欲しい 

・駅キャン（居場所）高齢者対応 焼津の駅キャ

ンも増やしていく。世代フリーを広げていきたい 

・高齢者施設が世代フリー（世代間交流）の居場

所になったらいいな 

・二世代だと孫も、じいじも、ばあばも、パパも

ママも助かる！ 

・地域が支えるコミュニティ 

・孤独の無い社会 

・地域のコミュニティ 子育てや日頃の生活の近

所の代わり 

・まちづくり、市民活動がもっと進むといいな。

みんなで地域を支えていく 

・誰もが余暇を楽しめるように 

・図書館から様々なことを発信（交流、情報、拠

点、居場所、保育（預かり） 

 

「だったらこうしよう！」 

・世代間交流コミュニティ 

 場所づくり 

 フィールドづくり 

 気軽で自由な集まり 

 若者の参加 

 話をする場所、聞く場所 

 →ネットワークを使って問題解決に！ 

  →新たなつながり 

 はじめは小さな集まりから、少しずつの積み重

ね  



【６班】 

「だったらいいね！」 

・若者と子ども、大人の交流 

・まちづくり 

・防災 

・（淡路島ホクタン町） 

・復興ルネッサンス 

・責任、失敗しても大丈夫 

・若者が積極的に活動できるまち 

→仲良く！ 

→若者が帰ってくるまちに！ 

・採用 

・継承 

・「SOS！」「HELP！」「助けて！」が言いやすい

街 

・迷惑をかけあえる街→助け合い（自己責任では

なく） 

・「向こう三軒両隣」の絆 

・「祭」 

・自衛力、防災力（津波） 

 

 

「だったらこうしよう！」 

・青年の会 

・挨拶 

・提案の「言葉化」「予算化」 

・まちのなかに縁側的な装置  

  



【７班】 

「だったらいいな！」 

・人がつながり住みやすい街 

・物理的に住みやすい街 

・経済的に住みやすい街 

・人が来る街 

…だったらいいな 

・田尻北→避難タワーが欲しい、災害に強い街だ

ったら… 

・商業特区―テーマパーク（水族館、タワー）が

あるまちだったらいいな 

・昭和通りの復活！ 

・屋根の復活！ 

・今は寂しいな…→元西友、元モチヅキから昭和

通りへの活性化 

・KEYは月１のイベント開催 

・災害に強い焼津 

→インフラ整備× 空から整備○ 

 →ヘリコプター配備 

  →航空祭、観光アイテムに 

・海の玄関口 

 3つの港、客船軍艦、ゴジラ、施設を作る。 

 ロープウェイ、コンパクトな街 

・海に関する仕事があれば 

例）ヨットハーバー、釣り堀 

 人を呼び込むもの 

 海辺、浜、砂、自然を活かして

 

「だったらこうしよう！」 

・経済的に住みやすい、物理的に住みやすい、人

がつながり、あつまり、住みやすい街 

・人が来るまち 

→海から練り物まで、のテーマパーク（水族館） 

 →高い建物（避難タワー） 

 →周辺の活性化（商業特区） 

  



【８班？】 

「だったらいいね！」 

・地元の人が来る 

・年齢層を広めたい 

・ふるさと納税を増す 

・座れる場所づくり 

・浜通り 

・観光客を増やしたい 

・防災対策 

・宿泊チケット

 

「だったらこうしよう！」 

・見せ方を変える 

・子育て支援へ 

・清水港、沼津港に負けない何かを！（焼津港・

小川港・大井川港） 

・ソウルフードを作る、海の近くで店舗多め 

・観光ランキング 

・魚センターで遊べる 

・バスツアーをしよう！ 

・だきあわせ宿泊+α 

・新港の空き地を利用したい  



【９班】 

「だったらいいね！」 

・自治基本条例をきちんと理解していただけてな

い。地域活動に協力が得られていない 

・津波対策を第一に動いている（安全第一）第二

として商店 

・水族館ができたらいいな 

・家族で遊べる海水浴場などできたら 

・体験型↔バーベキュー、はんぺん、米 

・TVに売り込み PR 

・個々の商店を集めたような企画 

・グランドゴルフ（高齢者） 

・歩行者天国（藤枝） 

・大井川で野菜、焼津で魚、全体を円でつなぐ 

・家を建てたいが、土地が… 

・ヨットハーバーができたら良いな 

・海岸まで人が来てほしい 

・買い物バスが欲しい 

・農地→宅地にしたい 

・さかなセンターと地元の水産業が共に発展でき

たら良いな 

・自治会の編成 

 

「だったらこうしよう！」 

・公民館を PRの場所に→コミュニティ活用 

話す場とする 

・逃げられる体力、健康づくり 

・スマートインターチェンジなどを活用 

・9月定例会で市長発言 

・市外から人が集まる！ 

・本場で体験、しかも一泊！ 

→テーマパーク化 

・魚河岸シャツ  



【１０班】 

「だったらいいね！」 

・マスコット（ゆるキャラ）やいちゃん→「カツ

オのやいちゃん」に名称変更 

・焼津駅シャッター通り、もっと活かせるように。

昭和通りも同様に→観光的配慮を 

・浜通り…あかり展 

・歌（市民歌）→今、潮騒の町へ 

・原田昇左右邸、540万円市で購入したら… 

→観光協会 

・ふるさと納税、いつまでやるのか？設備投資で

きるのか？ 

・浜のライト整備、潮風グリーンウォーク（一色

北↔大井川港） 

・景色を楽しめる場所、道路の整備 

・高草山のロープウェイ 

・何度も行きたくなるような場所づくり 

・浜の堤防周辺を皆が集える場所に（富士山が見

える海浜公園） 

・さかなセンターを地元の人が行く場所に

 

「だったらこうしよう！」 

・浜周辺を活かして、人の集まる場所をづくる 

グリーンウォーク～港～橋～ロープウェイ 

市内を巡れるように  



【11班】 

「だったらいいね！」 

・外から来た人へオープンに 

・田舎に住みたい 

・お礼品が多くてすごい（産業がある） 

・（寛容） 

・企業が無い→通勤可！→住む＝交通の便 

・地元愛 

・子育て支援・補助 

・多様性―文化 

・大学！がある 

・海・港・魚（新鮮） 

・明るい 

・伝統↔新 

・声を掛け合えたら… 

・外から来た方がなじめるところ、聞く耳、若い

人 

 

「だったらこうしよう！」 

・外からのニーズ 

・長期プラン 

・どんな人に来てほしい→合う施策 

・若い人にとってのメリット提示 

・長い年月が必要 

・意識改革 

  



【１２班？】 

「だったらいいな!」 

・高齢者の独り暮らしの方に声掛けをする若者が

増えると良い 

・コミュニティーバスがあったらいい 

（スタートしている！実験） 

・大井川と焼津がもっと一体化 

・子どもが遊べる場所づくり 

・商店街の活性化 

・海を生かしたまちづくり

 

「だったらこうしよう！」 

・自治会の活動、みんなに声を掛けるような 

→防災活動 

・地域交流の場として図書館を利用する 

（カフェ、ツタヤ） 

・お年寄りも子どもも集まるイベント開催 

・海の魅力を伝える 

（遊ぶものとか、バーベキューとか） 

  



【１３班】 

「だったらいいね！」 

・インター（大井川、東名、第二東名）、新幹線（車

で 20分）→便利！ 

・富士山普通に見える 

・魚がどこに行ってもおいしい、お酒もおいしい 

・シャッター通り、駅前通りが賑わうと良い

 

「だったらこうしよう！」 

・漁協の建物 観光拠点に 

・朝食～呑み 飲み食い、フードコートイメージ 

・チケット制、一カ所でみんなで食べる 

・若い子が好む食事、飲み屋 

・ラーメン、魚、ピザ、コーヒー 

・黒はんぺんフライ丼 

・商店街 一部貸出し  



【１４班】 

「だったらいいな！」 

・子ども達が地域に関わる 

・散歩がしやすい街 

・活気のある駅から漁港！ 

・新鮮な魚（鮪・鰹） 

・お酒（磯自慢） 

・遊べる公園・飲食スペース 

・ショッピングモール 

・お嫁さんが笑顔でニコニコ過ごすことができる

 

「だったらこうしよう！」 

・焼津を知る、小学生～高校生つながる 

・焼津高校ボランティア 

・人が集う、いる、滞る “繋がる” 

・足湯に人が絶えない 

・若者・子ども会議 コーディネート 

・観光スポット、外から人が来る 

・ハードだけあっても仕方ない、想いがあっても

方法論が分からない？ 

  



【１５班？】 

「だったらいいな！」 

・働く場所 

・海から見る観光 

・大型ショッピングモールがあればよい 

・駅から徒歩圏内にお店が少ない 

・西焼津駅も寂しい、食べ物屋さんがいない 

・駅前が寂しい、お店が減ってきた 

→賑わいを取り戻してほしい 

・静岡まで 10 分、買い物静岡に行ってしまう。

焼津にお客が来るようなスポットが欲しい

 

「だったらこうしよう！」 

・食事、ショッピング、映画等 1カ所でできるよ

うな場所（モール）を作る 

・駅近で楽しめる場所を作る 

・駅前にカフェ（時間をつぶせる場所） 

・港まつりなど海のイベントで観光船で焼津の景

色を楽しむ 

・海岸にウォーキングパーク 

・キャンプ場を作る（家族で楽しめる場所） 

・高草山ハイキングコースの充実、他県からツア

ーでハイキングに来る  



【１６班】 

「だったらいいね！」 

・“若者が集まるまち”昔は映画館もあった！ 

・“魚” 

・コミュニケーションの取り方を“昔”みた”に

してみる 

・現代版寺子屋 

・人 to人 世代を超えて 

・じいちゃん、ばあちゃんの助け 

・近所づきあい 

・見守り隊 

・共通・共有スペース 

“お年寄りに優しい”福祉の充実 

→子育て世代にも

 

「だったらこうしよう！」 

無し  



【１７班】 

「だったらいいな！」 

・働きたい仕事があると良い 

→企業努力と小・中・高・大学生の力 

・今住んでいる子どもたちが戻って働けるように 

・高草山、花里 里山文化をアピール 

・落ち着いて暮らしたい 

・ビジネスパークを作ろう 

・景観をアピール 

→海岸線を整備しよう 

・富士山と海と船、ゆりかもめ 

・新港でバーベキューができると良い 

・水とトイレの整備を！ 

・若い人に魅力があるように！/就職があるよう

に！会社誘致

 

「だったらこうしよう！」 

・次世代のためにU・Iターン 

・真の地元の産業振興→ビジネスパークを作ろう、

海岸線に海の見える職場を作る 

・新港活性化 

→東京水産大学、水族館、マグロの養殖、バーベ

キューができるよう整備を 

→焼津サテライトキャンパスの誘致 

・統一した共通のロゴマークをつくろう「メイド

イン焼津」 

・雇用 小・中・高校生にもいろいろな職場体験

の機会を沢山！福祉体験を！  



【１８班】 

「だったらいいね！」 

・海がきれい 

・規模が中くらい、落ち着いた街 

・港町 情緒が無い 

・特産物（まぐろ） 

・商店街工夫 

・“シャッター通り”リノベーション 

・今ある場所の活用！ 

・外人さんは？ 

・人と人のつながり 

・港町としてのらしさ 

・地元愛 

・見学 

・焼津を通る！ 

・おいしい 焼津のにおい 

・海を利用する、港を見せる

 

「だったらこうしよう！」 

・「港」らしさ→遠くの人に見せる 

・焼津らしさ ビルが大切ではない 

・焼津駅―魅力がない 

・「焼津らしさ」を残す→通りとなる商店街活用

（例）体験、宿場、ごはん、伝統工芸、リノベー

ション→「人が集まる焼津」 

・“港”と“通り”を活性化 

・「見せる港」→地引網、船、競り、工場見学※外

からのお客様を 

・「食べる港」→かまぼこ屋根復活！ 



【１９班】 

「だったらいいな！」 

・ふるさと納税を→ 

子育てする場所、環境づくり… 

焼津の歴史を子どもたちに… 

・駅前がさみしい（カフェが無い） 

・暗い（ライトも少ない）（イメージも） 

→安全に、明るく！ 

・水族館が欲しい 

・「英語」が話せる→外国人との交流を深める 

・市内の賑わい 

・焼津らしい街づくり 

・外国人とのつながり（コミュニケーション） 

・また戻ってきたい！と思える焼津に！ 

・街の活性化⇔津波がある 

（商店街の人） （防災） 

・避難タワーが無い場所がまだまだある

 

「だったらこうしよう！」 

テーマ「うみとともに生きる市民」 

・地震、津波を受け入れる 

Activiting 

・水族館、キャンプ場、津波タワーの下にカフェ 

Communication 

・外国人とのつながり、英語 

 

 

 

 

 

 

 

  



【２０班】 

「だったらいいね！」 

・地元愛 

・海の近くの良さ、観光、暮らしやすい良い所 

・おいしい水、鰹三昧、昔の大正町 

・地域のまとまり、地域との交流 

・駅前商店街の賑わい→藤枝？ 

・空き店舗の活用 

・焼津ブランド 

・生産関係 

・焼津好き 

・ベースを守り、伝える、残す 

・郷土愛、地元愛 

・ふるさと納税で駅前活性化 

・静岡おでん横丁 原料を活かす 

・食べ歩きしにくい 

・若い人が寄れる駅前 

・若い人たちが参加するよう防災訓練とかお祭り

に―

 

「だったらこうしよう！」 

・若者も上の世代も参加しやすいイベント 

・お祭りの活用 歩けること 

・ふるさと納税のビジュアルを市内でも活用 

・黒石川周辺の活用 

・若者が playできる 例）新城の盆踊り 

・若い女性に参加してもらう 

・成功体験を見せる 

・社員のお祭り参加→盆踊りの若者主催で開催 


