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 平成２４年４月より平成３３年度までの１０年間を

計画期間とする「第５次東伊豆町総合計画」の策定が

完了いたしました。今後１０年間の政策展開の基礎と

なりますまちづくりの指針として活用して参ります。 
 

 総合計画の策定は、町民の皆さんへのアンケート調

査・ワークショップによる町の現状把握を実施し、町

内各地域の各種団体から各年代層の男女２０名の皆さ

んに「第５次東伊豆町総合計画審議会」に参加を頂き、

慎重審議を重ね計画原案が取りまとめられ、計画原案

をパブリックコメントに付し、広く町民の皆さんのご意見を伺った後に答申を頂

いたところであります。 
 

 まちづくりの目標（将来像）は、「満点の海・山・空は東伊豆」と定められ、目

標を達成するために「３項目の基本方向（姿勢）」・「３項目の重点施策」・「７項目

の施策の大綱」を定めました。 

 今回の計画から、基本計画に定められた７大綱に「数値目標」を設定し政策展

開の推進状況評価を具体化する事と致しました。また「施策の担当部署」も示さ

せて頂きました。 
 

 社会経済は急激に変化を致しておりますので、施策の推進につきましては、毎

年、向こう３年間を対象とした実施計画（ローリングシステム）により社会経済

情勢の変化への対応をして参ります。また、基本計画内容により前期・後期の見

直しをして参ります。 
 

 なお、喫緊の課題となっております「町内経済の活性化」につきましては、主

幹産業であります観光産業の活性化による他産業への波及効果（６次産業化）に

より、雇用問題・人口減少・少子高齢化など重要課題に相乗効果を創出したいと

考えております。その為には、弾力的な施策展開を図り着実な効果を得る事が必

要であり、町民の皆さんと協働でまちづくりを推進して参りたいと考えますので、

引続きご理解とご協力をお願い致します。 
 

 最後に、総合計画の策定にご尽力を頂きました審議会委員の皆さんに心よりお

礼を申し上げます。 
 

平成２４年３月 

東伊豆町長東伊豆町長東伊豆町長東伊豆町長    太田 長八



    

    



 

 

目目目目    次次次次 

    

第第第第１１１１部部部部    総論総論総論総論 

第１章 計画策定にあたって ................................................... 3 

第１節 計画策定の趣旨 ..................................................... 3 

第２節 計画の構成と期間 ................................................... 4 

第２章 町の現状と社会の潮流 ................................................. 5 

第１節 町の現状........................................................... 5 

第２節 地区別の状況 ...................................................... 11 

第３節 社会の潮流とまちづくりの課題 ...................................... 13 

    

第第第第２２２２部部部部    基本構想基本構想基本構想基本構想 

第１章 基本理念・目標・基本方針 ............................................ 19 

第１節 まちづくりの基本理念 .............................................. 19 

第２節 まちづくりの目標（将来像） ........................................ 20 

第３節 まちづくりの基本方向 .............................................. 20 

第４節 将来人口の目標 .................................................... 21 

第５節 土地利用構想 ...................................................... 22 

第６節 まちづくりの重点施策 .............................................. 24 

第２章 施策の大綱 ......................................................... 27 

第１節 自然と共生する快適なまちづくりの推進 .............................. 27 

第２節 安心できる暮らしを支える福祉・医療の充実 .......................... 27 

第３節 災害に強く安心できる体制の充実 .................................... 29 

第４節 活力ある地域産業の振興 ............................................ 29 

第５節 豊かな人間性を育む教育の推進 ...................................... 30 

第６節 文化と交流による地域の活性化 ...................................... 31 

第７節 効率的な行財政運営と計画の推進 .................................... 31 

    

第第第第３３３３部部部部    基本計画基本計画基本計画基本計画 

第１章 自然と共生する快適なまちづくりの推進 ................................ 35 

第１節 よりよい生活環境の整備 ............................................ 35 

第２節 道路・交通網の整備 ................................................ 38 

第３節 上下水道の整備 .................................................... 40 

第４節 ごみ・し尿処理体制の充実 .......................................... 43 

第５節 自然環境の保全と有効活用 .......................................... 46 



 

 

第２章 安心できる暮らしを支える福祉・医療の充実 ............................ 49 

第１節 地域福祉の充実 .................................................... 49 

第２節 児童福祉・子育て支援の充実 ........................................ 52 

第３節 母（父）子福祉 .................................................... 55 

第４節 障がい児（者）福祉の充実 .......................................... 57 

第５節 高齢者保健福祉・介護保険の充実 .................................... 59 

第６節 健康づくりの推進 .................................................. 62 

第７節 国民健康保険・医療体制 ............................................ 65 

第８節 国民年金.......................................................... 67 

第３章 災害に強く安心できる体制の充実 ...................................... 68 

第１節 消防体制の充実 .................................................... 68 

第２節 防災体制の充実 .................................................... 71 

第３節 交通安全・防犯体制の充実 .......................................... 74 

第４章 活力ある地域産業の振興 .............................................. 76 

第１節 観光産業の充実 .................................................... 76 

第２節 商工業の振興 ...................................................... 79 

第３節 農業の振興........................................................ 81 

第４節 林業の振興........................................................ 84 

第５節 漁業の振興........................................................ 86 

第５章 豊かな人間性を育む教育の推進 ........................................ 88 

第１節 幼児教育の充実 .................................................... 88 

第２節 学校教育の充実 .................................................... 90 

第３節 子ども・青少年の健全育成 .......................................... 93 

第６章 文化と交流による地域の活性化 ........................................ 95 

第１節 生涯学習の充実 .................................................... 95 

第２節 文化・スポーツ活動の振興 .......................................... 98 

第３節 コミュニティづくりの推進 ......................................... 101 

第４節 地域交流・国際化・情報化の推進 ................................... 104 

第７章 効率的な行財政運営と計画の推進 ..................................... 106 

第１節 行財政運営の効率化 ............................................... 106 

第２節 開かれた行政の推進 ............................................... 109 

    

第第第第４４４４部部部部    資料資料資料資料編編編編 

１ 第５次東伊豆町総合計画策定経過 ....................................... 113 

２ 第５次東伊豆町総合計画審議会諮問・答申 ............................... 114 

３ 東伊豆町総合計画審議会規則 ........................................... 117 



 

 

４ 第５次東伊豆町総合計画審議会委員名簿 ................................. 119 

５ 東伊豆町総合計画策定委員会等設置要綱 ................................. 120 

６ 第５次東伊豆町総合計画策定委員会委員名簿 ............................. 122 

７ 第５次東伊豆町総合計画係長会議委員名簿 ............................... 123 

 



 

 

   

   



 

 

   

   

   

   

   

 

第第第第第第第第        １１１１１１１１部部部部部部部部                総総総総総総総総        論論論論論論論論 
    

 

 

第１部 総論 



 

 

 
 



 

 3

第第第第１１１１章章章章    計画策定計画策定計画策定計画策定にあたってにあたってにあたってにあたって    

第第第第１１１１節節節節    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

総合計画は、長期的なまちづくりの基本的な方向性を定めたものであり、町政運営の

指針となるものです。 

町では平成１４年度から平成２３年度にかけて、“輝き・やすらぎ・集えるまち・東伊

豆”をまちづくりの目標（将来像）に「第４次東伊豆町総合計画」を推進してきました。 

この間、自主運行バスの運営による交通弱者への対策、クリーンエネルギーの導入に

よる環境対策、長寿社会における生涯を通した健康づくりへの支援、地域福祉活動の推

進とコミュニティづくり、防災対策の充実などに取り組んできました。 

現在、わが国における社会潮流は急速に変化しており、今後、本格的な人口減少・少

子高齢化の進行や地球規模での環境問題の深刻化、情報通信技術の発達、そして地域主

権改革の進展など、町を取り巻く環境は大きく変化していくことが予想されています。 

このような状況下において、高度化・多様化する住民ニーズに適切に対応していくた

めには、今後１０年のまちづくりの基本的な方向性を明確に示し、住民と行政が一体と

なってまちづくりを進めていく必要があります。 

「第５次東伊豆町総合計画」は、これまでの町政の成果を踏まえつつ、町の基幹産業 

である観光産業を核とした６次産業

※1

化の推進による町経済の復興と地域の活性化を図 

るとともに、自然豊かな東伊豆のふるさとを守り、安らぎと魅力あるまちづくりの実現

を目指して策定するものです。 

 

                                                   
※
1
 ６次産業：農業や水産業などの第一次産業が食品加工・流通販売にも業務展開している経営

形態。町では、農林水産業や商工業が基幹産業である観光産業と連携することで、６次産業

化を推進し、地場産品の消費拡大による地域経済の活性化を図ることを目的とする。 
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第第第第２２２２節節節節    計画計画計画計画のののの構成構成構成構成とととと期間期間期間期間    

第５次東伊豆町総合計画は､平成３３年度を目標年次とし、それに至る１０年間を計 

画期間とするもので、基本構想、基本計画及び実施計画で構成され、それぞれの役割は

次のとおりです。 

 

１１１１    基本構想基本構想基本構想基本構想    

 基本構想は､「町の将来像」を定め､その実現のための諸施策の目標を示すものです。

目標年次は平成３３年度(西暦２０２１年度)とします。 

 

２２２２    基本計画基本計画基本計画基本計画    

 基本計画は、基本構想実現のための基本的な施策を総合的かつ計画的に示し、実施計

画の基礎となるものです。目標年次は、平成２４年度から平成２８年度までの前期計画

と平成２９年度から平成３３年度までの後期計画とします。 

 

３３３３    実施計画実施計画実施計画実施計画    

 基本計画において定めた基本的施策を効果的に実施するため､財源の裏付けを伴う具

体的な町政の計画で､毎年度の予算編成及び事業実施のガイドラインとなるものです。 

計画期間を３ヵ年とし､毎年ローリングシステムとします。 

    

《《《《計画計画計画計画のののの期間期間期間期間》》》》    

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

平成24年度 25 26 27 28 29 30 31 32 33

基本構想

基本計画（前期） 基本計画（後期）

3ヵ年ローリングシステム
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第第第第２２２２章章章章    町町町町のののの現状現状現状現状とととと社会社会社会社会のののの潮流潮流潮流潮流    

第第第第１１１１節節節節    町町町町のののの現状現状現状現状    

１１１１．．．．自然環境自然環境自然環境自然環境    

・東伊豆町は、伊豆半島東海岸の中央

に位置し、東南は相模灘に面し、東

北は伊東市に接しています。北西は

天城連山の万二郎・万三郎岳を境に

伊豆市に接し、南西は河津町に接し

ています。 

・東西１５.０４ｋｍ、南北１３.７８ｋ

ｍ、総面積は７７.８３ｋ㎡で、地形

は主として丘陵をなし、海に面して

いくつかの平地が点在しています。

また、町のほぼ中央には白田川が東

南に流れ､町を二分しています。 

・鉄道は伊豆急行が海岸沿いに走り､

国道１３５号が同じく海岸線を通っ

ています。 

・町は豊かな自然に恵まれています。

天城山系の山々と相模灘に囲まれ、

風光明媚な町が形成されています。 

・町は、山地や丘陵地が海岸近くまで迫っており、この丘陵地により６つの地域が形成

され、川沿いの平地や丘陵斜面に沿って、住宅地や農地が形成されています。 

・漁港や温泉街の周辺に集中して発展してきた地区は、路地状の狭小な土地に家屋が密

集しています。 

 

 

 

東伊豆町東伊豆町東伊豆町東伊豆町 

伊豆大川 
伊豆北川 
伊豆熱川 
片瀬白田 
伊豆稲取 
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２２２２．．．．人口人口人口人口・・・・世帯世帯世帯世帯    

町の人口は減少傾向が続いており、国勢調査による平成２２年の人口は１４,０６４人

で、平成１７年の前回調査より１,１０１人（７.３％）の減少となっています。世帯数

については、ほぼ横ばいで推移しています。 

人口と世帯の推移

17,033

16,719 16,747

15,807

15,165

14,065

5,585 5,698
6,018 6,010 5,959 6,004

0

5,000

10,000

15,000

20,000
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資料：国勢調査（各年１０月１日現在） 

 

年齢構成別人口割合の推移

20.9

16.7
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67.5
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資料：国勢調査（各年１０月１日現在） 
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３３３３．．．．出生出生出生出生のののの状況状況状況状況    

人口千人あたりの出生率をみると、町の出生率は全国や静岡県を大きく下回って推移

しています。 

出生率（人口千対）の推移の比較

8.7
8.6

8.5

8.8

8.6 8.6

6.0

4.1

5.3

4.5
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8.7
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8.1
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8

10

平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年

（‰）

全国

静岡県

東伊豆町

    

資料：静岡県人口動態統計 

    

４４４４．．．．学校学校学校学校のののの状況状況状況状況    

町の幼稚園は３園、小学校は３校、中学校は２校で、少子化の影響で幼稚園と小学校

での園児・児童数の減少が顕著となっています。 

園児・児童・生徒数の推移

726
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603

383 386
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幼稚園

 

資料：学校基本調査（各年５月１日現在） 
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５５５５．．．．要介護要介護要介護要介護（（（（要支援要支援要支援要支援））））者者者者    

要介護（要支援）の数は、平成１９年度以降は６００人台の前半で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

資料：健康づくり課 

６６６６．．．．産業産業産業産業    

（（（（１１１１））））就業者数就業者数就業者数就業者数    

町の就業者数は、第三次産業が７割以上を占めていますが、平成７年以降、全体的に

減少傾向にあります。 

就業者数の推移

1,122
925 817 722 710

1,290
1,422

1,368
1,250

985

6,555 6,673
7,162

6,478

6,019

2
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資料：国勢調査（各年１０月１日現在） 

※平成２２年の数値は平成２４年１１月に公表予定。 

 

要介護（支援）者数の推移（各年度末現在）
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（（（（２２２２））））農林漁業者農林漁業者農林漁業者農林漁業者    

農業従事者及び漁業・水産業従事者は平成１２年にかけて大きく減少し、林業従事者

については一桁にまで減少しています。 

農林漁業者の推移

929

738

652

581 589

177

162 160

128
115

616 25

5
13

0

200

400

600

800

1000

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

（人）

農業

漁業・水産業

林業

 

資料：国勢調査（各年１０月１日現在） 

※平成２２年の数値は平成２４年１１月に公表予定。 

    

（（（（３３３３））））商業商業商業商業    

商業の従業者数、店舗数ともに減少傾向にあります。 

商業の推移

1,252

1,123
1,108

1,085

1,004
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0

500

1,000

1,500

平成9年 平成11年 平成14年 平成16年 平成19年

従業者数（人）

商店数（店）

 

資料：商業統計調査 
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（（（（４４４４））））工業工業工業工業    

工業の従業者数、事業所数ともに減少傾向にあります。 

工業の推移

117

101 102

93

97

27 26 26

22 22

0

50

100

150

平成１７年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

就業者数 (人)

事業所数（か所）

 

資料：工業統計調査 

 

（（（（５５５５））））観光観光観光観光    

宿泊人員数については、平成２０年度までは毎年１０８万人前後で推移していました

が、平成２１年度以降は大幅に減少しています。 

宿泊人員数の推移

1,087,997

1,069,807

1,087,547

1,010,067

985,561

950,000

1,000,000

1,050,000

1,100,000

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

（人）

 

資料：税務課  
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第第第第２２２２節節節節    地区別地区別地区別地区別のののの状況状況状況状況    

１１１１．．．．大川地区大川地区大川地区大川地区【【【【人口人口人口人口８６５８６５８６５８６５人人人人、、、、世帯数世帯数世帯数世帯数３８０３８０３８０３８０世帯世帯世帯世帯（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年３３３３月末日現在月末日現在月末日現在月末日現在）】）】）】）】    

この地区では、丘陵地が海岸線まで迫り、その傾斜地に住宅や旅館が建てられていま

す。山間地には「ゲンジボタル」の生息する竹が沢公園、向田川沿いの遊歩道や自然の

椿を活用した椿園があります。２月には椿祭りが開催され、さらに向田川ではアマゴ釣

りが楽しめます。６月になると竹が沢公園では「ほたる祭り」が開催され、多くの見物

客で賑わいます。地区では農地保全事業が実施され、施設園芸を中心とした農業が主な

産業となっています。また、観光業は家族的雰囲気の旅館があります。 

    

２２２２．．．．北川地区北川地区北川地区北川地区【【【【人口人口人口人口２４５２４５２４５２４５人人人人、、、、世帯数世帯数世帯数世帯数１１０１１０１１０１１０世帯世帯世帯世帯（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年３３３３月末日現在月末日現在月末日現在月末日現在）】）】）】）】    

この地区では、海岸沿いのわずかな平坦地に住宅や旅館が建ち並び、背後には急峻な

山地が迫っています。大型旅館を中心にした観光業が主な産業で、定置網等の漁業も行

われています。また、海岸線の波打ち際には、相模灘に面し入浴しながら大島が一望で

きる露天風呂があり人気を得ています。さらに「ねこさいの日」（さかな祭り）には、

定置網漁で獲れた新鮮な魚が観光客にふるまわれます。秋には鹿島神社の秋の大祭が行

われ、町の無形文化財に指定されている鹿島踊りが奉納されます。 

 

３３３３．．．．奈良本奈良本奈良本奈良本地区地区地区地区【【【【人口人口人口人口３３３３，，，，４９９４９９４９９４９９人人人人、、、、世帯数世帯数世帯数世帯数１１１１，，，，６７６６７６６７６６７６世帯世帯世帯世帯（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年３３３３月末日現在月末日現在月末日現在月末日現在）】）】）】）】    

天城山系の丘陵に平坦地が広がり、役場の支所、図書館、幼稚園・小学校・中学校と

いった地区行政施設としての中心的役割を担っています。この地域では、農地整備をは

じめ、かんがい排水整備、果樹貯蔵施設、多目的研修集会施設、奈良本けやき公園（農

村公園）の整備がなされ、農業生産活動が活発な地域で周辺には観光農園（みかん狩り・

いちご狩り）が点在しているなど、良好な居住環境が整い、町の住宅地として発展が見

込まれています。 

さらに、熱川海岸には古くから熱川温泉として温泉街が形成され、稲取温泉とともに

町の６温泉郷の中心的な存在となっています。海岸には町で唯一砂浜の海水浴場があり、

夏場は大勢の海水浴客で賑わいます。 
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４４４４．．．．片瀬地区片瀬地区片瀬地区片瀬地区【【【【人口人口人口人口１１１１，，，，２４５２４５２４５２４５人人人人、、、、世帯数世帯数世帯数世帯数６１５６１５６１５６１５世帯世帯世帯世帯（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年３３３３月末日現在月末日現在月末日現在月末日現在）】）】）】）】    

地区の中心部においては、土地区画整理事業が完了し、道路、排水路、公園等の生活

環境施設が整備され、町の住宅地域として発展しています。また、海岸線には温泉旅館

が建ち並び片瀬温泉街を形成しています。山間地では果樹やわさびを中心とした農業が

行われています。 

    

５５５５．．．．白田地区白田地区白田地区白田地区【【【【人口人口人口人口１１１１，，，，４６４４６４４６４４６４人人人人、、、、世帯数世帯数世帯数世帯数６６６６６６６６６６６６世帯世帯世帯世帯（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年３３３３月末日現在月末日現在月末日現在月末日現在）】）】）】）】    

片瀬地区と同様に土地区画整理事業が行われ、居住環境の整備された住宅地域である

とともに、保健福祉センターや特別養護老人ホーム、親水公園、白田中央公園があり、

町の保健福祉活動の拠点となっています。また、海岸線には民宿などの宿泊施設が点在

しています。農業は山間部を中心に、果樹やわさび栽培が営まれています。 

    

６６６６．．．．稲取稲取稲取稲取地域地域地域地域【【【【人口人口人口人口６６６６，，，，７６３７６３７６３７６３人人人人、、、、世帯数世帯数世帯数世帯数２２２２，，，，８８８８８８８８８８８８世帯世帯世帯世帯（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年３３３３月末日現在月末日現在月末日現在月末日現在）】）】）】）】    

入谷地区、田町地区、西町地区、東町地区の４地区で構成される地域で、役場庁舎を

中心として、東伊豆町いきいきセンター、幼稚園、小学校・中学校及び県立稲取高校な

どがあり、町の行政機能の中枢を担っています。 

また、海岸線には、町を代表する稲取温泉があり、早春の「雛のつるし飾りまつり」

や、新鮮な海産物・農産物を販売する「港の朝市」には、大勢の観光客が訪れます。さ

らに、稲取漁港ではキンメダイをはじめとした沿岸漁業が営まれ、「稲取キンメ」、「テン

グサ」は品質において高い評価を得ています。 

国道１３５号の山側には丘陵地が広がり、農業の中心地となっています。昔からの露

地での柑橘栽培や、施設栽培のミカン、イチゴ、キヌサヤエンドウ等を生産しています。 

また、花き栽培も盛んでカーネーション、キンギョソウ等が栽培されています。 

三筋山麓の広大な細野高原は、春の山菜狩り・秋のススキの観賞やパラグライダーの

飛行エリアとしても知られています。また、稲取高原エリアでは浅間山一帯に町営風力

発電施設３基が稼動しているほか、総合グラウンド、体育センター、クロスカントリー

コース、ゴルフ場、テニスコート、伊豆アニマルキングダムなどがあり、スポーツ・レ

クリエーションゾーンとして利用されています。 
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第第第第３３３３節節節節    社会社会社会社会のののの潮流潮流潮流潮流とまちづくりのとまちづくりのとまちづくりのとまちづくりの課題課題課題課題    

わが国の社会経済環境は、今後も大きな変化が予想されますが、本計画の策定にあた

り、配慮すべき主な社会の潮流とまちづくりの課題については、以下のとおりです。 

 

１１１１．．．．人口減少人口減少人口減少人口減少とととと少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化のののの進行進行進行進行    

わが国の人口は、平成１６年をピークに総人口が減少に転じ、少子高齢化が一層進行

しています。このような状況下で、労働力人口の減少による経済の停滞、地域コミュニ

ティの衰退など様々な影響が懸念されます。 

町においても人口の減少傾向が続いており、年少人口（０～１４歳）の減少や、若者

が町外へ流出していく傾向がみられます。特に、生産年齢人口（１５～６４歳）の減少

が地域経済に及ぼす影響が大きく、また、平成２３年３月末の高齢化率が３３％に達す

るなど、雇用の場や福祉、医療面でのサービスの確保を図るための対応が必要となって

います。 

 

２２２２．．．．安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心にににに生活生活生活生活できるまちづくりへのできるまちづくりへのできるまちづくりへのできるまちづくりへの要請要請要請要請    

平成２３年３月の東日本大震災の発生にみられるように、予想を超える地震や風水害

が多発しています。町の沿岸は、発生が想定されている東海地震や神奈川西部地震など、

地震に伴う津波被害等の防災対策への配慮が必要です。 

また、地震、津波、土砂災害等の大小の自然災害に加えて、武力攻撃事態、新型ウイ

ルスによる感染症などの発生も懸念されることから、防災対策や危機管理体制のさらな

る強化が求められています。 

 

３３３３．．．．地域主権改革地域主権改革地域主権改革地域主権改革のののの進展進展進展進展    

地域のことは地域に住む住民が、責任をもって決めることのできる活気に満ちた地域

社会をつくっていくことを目指して、地域主権改革が進められています。平成２３年４

月には、国と地方の協議の場の法制化や義務付け・枠付けの見直しなどを内容とする地

域主権３法

※2

が成立しました。 

国と地方の関係が上下関係から対等なパートナーシップの関係へと転換していくこと

で、今後は、国から地方への権限委譲や地方税財源の充実確保の検討が行われるなど、

地方公共団体を取り巻く環境が大きく変化していくことが予想されます。 

                                                   
※

2
 地域主権３法：「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」、「国と地

方の協議の場に関する法律」及び「地方自治法の一部を改正する法律」。 
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４４４４．ＩＣＴ．ＩＣＴ．ＩＣＴ．ＩＣＴ社会社会社会社会のののの進展進展進展進展    

パソコンや携帯電話をはじめとした情報端末の普及や情報通信ネットワークの拡がり

により、インターネットを活用したクラウド

※3

やＳＮＳ

※4

などの多様なサービスが民間 

や行政機関によって提供されています。 

こうした情報化や技術の進歩は、産業の高度化を促進するとともに、医療、福祉、教

育、消費など生活の様々な分野に大きな影響を及ぼし、今後も広く住民生活に浸透して

いくことが予想されます。 

住民の利便性の向上、産業の振興、町外との活発な交流などに向け各分野で情報通信

技術の積極的な活用を図っていくとともに、情報セキュリティや情報モラル

※5

の強化、

情報格差の解消などに努めていく必要があります。 

 

５５５５．．．．生活交流圏生活交流圏生活交流圏生活交流圏のののの拡大拡大拡大拡大    

世界経済のグローバル化や多様化が進む中で、経済・文化・科学・技術など様々な分

野で人・物・金・情報などあらゆる面で国境を越えた交流が進展しています。地域にお

いても、幹線道路や公共交通機関の整備、情報化の進展等により、地理的、時間的な制

約を超えて、人々の生活交流圏が飛躍的に拡大しています。 

広域化・多様化する住民ニーズに適切に対応するとともに、観光業や地場産業の活性

化を推進するためにも、基盤となる道路ネットワークの整備や、近隣市町との連携を推

進していく必要があります。 

 

６６６６．．．．地球規地球規地球規地球規模模模模でのでのでのでの環境問題環境問題環境問題環境問題のののの深刻化深刻化深刻化深刻化 

地球を取り巻く環境問題がますます深刻化し、世界的に地球温暖化など環境を改善す

るための取り組みが行われています。このような状況下において、わが国では、公平か

つ実効性のある国際的枠組みの構築や意欲的な目標の合意を前提として、温室効果ガス

の排出量削減に向けた取り組みを進めています。 

町においても、地球環境保全に向けた意識啓発を図りつつ、環境調和型の生活様式の

確立や循環型社会の構築を目指すとともに、自然との共生を図りながら次代に引き継い

でいくことが求められます。 

                                                   
※

3
 クラウド：コンピューター処理をネットワーク経由で行うサービス。 

※
4
 ＳＮＳ：ソーシャル・ネットワーキング・サービス。社会的ネットワークをインターネット

上で構築するサービス。 

※
5
 情報モラル：情報を扱う上で必要とされる道徳やマナー、または、情報社会において注意す

べきこと。  
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７７７７．．．．就労就労就労就労のののの確保確保確保確保とととと健康健康健康健康・・・・生生生生きがいづくりきがいづくりきがいづくりきがいづくり    

非正規雇用者が増加するなど雇用情勢が悪化し、経済活動が停滞している中で、町は

観光業の活性化をさらに推進し、異業種が連携した新たな地域産業を創出するなど、働

く場を確保するために産業の振興を進める必要があります。 

情報化の進展などにより人々の価値観もますます多様化していく中で、住民が生涯を

通して文化やスポーツに親しむことができるよう、身近な地域での場や機会の充実を図

っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

   

   

   

   

                                                                                                                                           

 

第第第第第第第第        ２２２２２２２２部部部部部部部部                基基基基基基基基本本本本本本本本構構構構構構構構想想想想想想想想 
    

 

 

第２部 基本構想 

 



 

 

 

 



第第第第１１１１章章章章    基本理念基本理念基本理念基本理念・・・・目標目標目標目標・・・・基本方針基本方針基本方針基本方針    

第第第第１１１１節節節節    まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの基本理念基本理念基本理念基本理念    

基本構想は、まちの将来ビジョンを表すものとして基本理念と将来像を示すとともに、

これを達成するための基本方針を明らかにし、総合的かつ計画的な行政運営の指針とな

るべきものです。 

町では、豊かな自然と温泉に恵まれた郷土に限りない愛情と誇りをもって、うるおい

のあるまちづくりを目指し、「東伊豆町民憲章」を定めています。 

本計画においては、町民憲章の考え方を基本理念として、住民、企業、行政の協働に

よるまちづくりを推進します。 

  

「「「「東伊豆町民憲章東伊豆町民憲章東伊豆町民憲章東伊豆町民憲章」」」」（（（（昭和昭和昭和昭和５９５９５９５９年年年年１１１１月月月月１０１０１０１０日制定日制定日制定日制定）））） 

私私私私たちたちたちたち町民町民町民町民はははは 

１１１１    郷土郷土郷土郷土のののの自然自然自然自然をををを守守守守りりりり、、、、美美美美しいしいしいしい町町町町をつくりますをつくりますをつくりますをつくります。。。。    

２２２２    心心心心のふれあいをのふれあいをのふれあいをのふれあいを大切大切大切大切にしにしにしにし、、、、明明明明るいるいるいるい町町町町をつくりますをつくりますをつくりますをつくります。。。。    

３３３３    教養教養教養教養をたかめをたかめをたかめをたかめ、、、、文化文化文化文化のののの香香香香るるるる町町町町をつくりますをつくりますをつくりますをつくります。。。。    

４４４４    元気元気元気元気でででで働働働働きききき、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな町町町町をつくりますをつくりますをつくりますをつくります。。。。    

５５５５    きまりをきまりをきまりをきまりを守守守守りりりり、、、、住住住住みよいみよいみよいみよい町町町町をつくりますをつくりますをつくりますをつくります。。。。 

 

 将来、どのようなまちになってほしいか（上位１０項目）
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病院など医療機関が充実したまち

温泉や自然を利用した観光が盛んなまち

自然と調和して暮らせるまち

商業が盛んで買い物が便利なまち

福祉（高齢者・障がい者など）が充実したまち

子どもの教育が充実したまち

農林漁業を大切にするまち

高齢者が元気に活躍するまち

バスなど公共交通機関が充実したまち

健康づくり・スポーツが盛んなまち

(％)

 
資料：平成２２年度 総合計画策定に伴うアンケート調査 
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第第第第２２２２節節節節    まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの目標目標目標目標（（（（将来像将来像将来像将来像））））    

町民憲章に謳われている５つの基本理念を踏まえ、郷土の豊かな自然の中で、心のふ

れあいと人のつながりを基本に、うるおいのある豊かな地域社会を目指して、まちづく

りの目標（将来像）を次のように定め、住民、企業、行政の協働による実現を図ります。 

 

満点満点満点満点のののの海海海海・・・・山山山山・・・・空空空空はははは東伊豆東伊豆東伊豆東伊豆 

 

第第第第３３３３節節節節    まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの基本方向基本方向基本方向基本方向    

基本理念に基づいて掲げた町の将来像を実現するために、次の３つの基本方向を定め

て、まちづくりを展開します。 

 
◆◆◆◆夢夢夢夢とととと笑顔笑顔笑顔笑顔がががが溢溢溢溢れるれるれるれる元気元気元気元気なまちなまちなまちなまち◆◆◆◆ 

 

 

◆◆◆◆自然自然自然自然とととと文化文化文化文化をををを育育育育むむむむ交流交流交流交流とつながりのまちとつながりのまちとつながりのまちとつながりのまち◆◆◆◆ 

 

 
◆◆◆◆自主自主自主自主・・・・自立自立自立自立・・・・連帯連帯連帯連帯のまちのまちのまちのまち◆◆◆◆ 

 

 

地地地地方分権時代方分権時代方分権時代方分権時代におけるにおけるにおけるにおける自主自主自主自主・・・・自立自立自立自立のまちづくりをのまちづくりをのまちづくりをのまちづくりを実現実現実現実現していくためしていくためしていくためしていくため、、、、住住住住

民民民民、、、、企業企業企業企業、、、、行政行政行政行政がががが役割役割役割役割をををを分担分担分担分担しながらしながらしながらしながら、、、、みんなのみんなのみんなのみんなの知恵知恵知恵知恵とととと力力力力をををを合合合合わせわせわせわせ連帯連帯連帯連帯にににに

よるまちづくりをよるまちづくりをよるまちづくりをよるまちづくりを進進進進めますめますめますめます。。。。 

豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然をををを活活活活かしかしかしかし、、、、地域地域地域地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした郷土郷土郷土郷土のののの文化文化文化文化やややや産業産業産業産業をををを育育育育みながらみながらみながらみながら、、、、まままま

ちのちのちのちの魅力魅力魅力魅力をををを高高高高めめめめ、、、、多多多多くのくのくのくの人人人人がががが集集集集うううう交流交流交流交流とつながりのまちをとつながりのまちをとつながりのまちをとつながりのまちを目指目指目指目指ししししますますますます。。。。 

子子子子どもからどもからどもからどもから高高高高齢者齢者齢者齢者までまでまでまで、、、、互互互互いをいをいをいを尊重尊重尊重尊重しながらあらゆるしながらあらゆるしながらあらゆるしながらあらゆる世代世代世代世代がががが共生共生共生共生しししし、、、、未来未来未来未来

へのへのへのへの夢夢夢夢とととと希望希望希望希望をもってをもってをもってをもって生生生生きるきるきるきる豊豊豊豊かなかなかなかな地域社会地域社会地域社会地域社会をををを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。 
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第第第第４４４４節節節節    将来人口将来人口将来人口将来人口のののの目標目標目標目標    

町の将来人口は、地域経済の低迷や少子化の進行などの要因により、平成２３年３月

末日現在の１４，０８１人から平成３３年には１２，０６８人まで、約２，０００人の

減少が予想されます。 

しかし、本計画期間においては、平成３３年の目標人口を推計される予想よりも１，

０００人多い１３，０００人を将来人口の目標として設定し、大幅な人口減少に歯止め

をかけることを目指します。 

そのためには、地域経済の振興をはじめ、雇用・住宅の確保、子育てのしやすい環境

整備などとともに、町の特性を生かし、憩いと交流のある住みよいまちづくりを推進し

て、人々の定住意向を高めることが重要です。 

特に、今後は町の基幹産業である観光産業を核に６次産業化を推進し、農林水産業や

商工業が観光産業と連携することで、地域経済の活性化と雇用の確保を図り、交流人口

の拡大から人口の地域定着へとつなげていくことで目標の達成を目指します。 

 

目標目標目標目標人口人口人口人口        平成平成平成平成３３３３３３３３年年年年 １３，０００人 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊住民基本台帳人口を基にコーホート要因法による推計人口。ただし、平成２３年は実績値。 

＊小数点以下を四捨五入しているため、合計人数があわない場合がある。 

《参考》　今後10年間に予想される町の人口推移
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第第第第５５５５節節節節    土地利用構想土地利用構想土地利用構想土地利用構想    

１１１１．．．．都市的土地利用都市的土地利用都市的土地利用都市的土地利用 

町民生活の利便性や土地利用効率の向上を図るため、市街地内に点在する未利用地の

活用、魅力ある商業地形成のための基盤整備、道路・公園等の公共施設の充実を図り、

適切かつ有効な土地利用を推進します。 

 
２２２２．．．．農村的土地利用農村的土地利用農村的土地利用農村的土地利用 

中山間地域総合整備事業を柱とした農地造成、農道整備等を実施し、農業基盤の整備

充実を図るとともに、中山間地域等直接支払制度や農地流動化地域総合推進事業等を活

用し、農地の有効利用や農林業地の保全、耕作放棄地等の適正な利用を図ります。 

 
３３３３．．．．自然的土地利用自然的土地利用自然的土地利用自然的土地利用 

大規模地震・津波の発生への対応や気候変動の影響への適応を考慮し、被災時の被害

の最小化を図る減災の考え方を踏まえた、安全で安心できる土地利用を図ります。 

山腹の崩壊や沢の土砂流失などの防止のため、治山事業を実施することで健全な森林

状態の維持に努め、国土の保全を図ります。 

 

４４４４．．．．地区別土地利用地区別土地利用地区別土地利用地区別土地利用 

町は平坦地が少なく、各地域に密集して市街地や集落が形成され、土地利用上の制約

があることから、自然環境との調和を図りながら、各地域の実情にあった整備方針を具

体的に策定し、地域の実情に応じた創意工夫のある土地利用を進めます。 

 
（（（（１１１１））））大川地区大川地区大川地区大川地区 

道路や水路をはじめとする生活環境基盤整備の推進と、主産業である観光の振興及び

漁業振興とともに防災対策を含めた漁港整備等を促進し、伊東市側へのアクセス道路の

確保に努めます。 

    

（（（（２２２２））））北川地区北川地区北川地区北川地区    

道路や水路をはじめとする生活環境基盤整備の推進と、主産業である観光の振興及び

漁業振興とともに防災対策を含めた漁港整備等を促進し、修復型のまちなみ整備

※6

を図

ります。 

 

                                                   
※

6
 修復型のまちなみ整備：基本的なまちの形を変えないで、少しずつ改善できるところから 

改善を重ね、より良好な環境をつくること。 
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（（（（３３３３））））奈良本地区奈良本地区奈良本地区奈良本地区    

奈良本：道路整備や生活環境基盤整備を推進し流通ルートの確立を図り、地元の農産

物を活用した地産地消を推進し、観光業の振興へと結びつけるとともに、中山間地域総

合整備事業等の実施により農業振興を図ります。 

熱川：自然環境の保全と調整を図りながら修復型のまちなみ整備を推進するとともに、

濁川などを活用

※7

して人と車の流れをつくり、道路、河川及び海岸線の公園や、豊富な

温泉を利用した観光施設整備等の総合的な観光振興を推進し、魅力ある観光地づくりを

進めます。 

    

（（（（４４４４））））片瀬地区片瀬地区片瀬地区片瀬地区    

中山間部の豊かな自然を活用し、農業と観光が一体となった産業振興を推進するとと

もに、海岸線の防災対策及び公園、道路、水路等の住環境整備を推進します。また、海

岸部と内陸部を円滑に結ぶ道路網の形成を図ります。 

    

（（（（５５５５））））白田地区白田地区白田地区白田地区    

白田川沿いの整備や山間部の遊歩道整備を促進し、自然とのふれあいを体験できる観

光地づくりを目指し、また、道路や水路等の整備により、一層の住環境整備促進並びに

海岸部と内陸部を円滑に結ぶ道路網の形成を図ります。 

    

（（（（６６６６））））稲取稲取稲取稲取地域地域地域地域    

入谷地区入谷地区入谷地区入谷地区：：：：交通安全施設、排水路整備、河川改修等を実施し、よりよい生活環境基盤

の整備を図ります。 

    

田町地区田町地区田町地区田町地区：：：：稲取温泉の玄関口としての駅前再開発事業や、県道稲取港線の改良、道路・

排水路等の生活環境基盤の整備を進めます。また、県営稲取漁港整備事業を推進し、水

産業の発展とともに地域の活性化を図ります。 

    

西町地区西町地区西町地区西町地区：：：：多くの観光客が訪れる稲取温泉に相応な環境整備を推進し、訪れた人々が

「もう一度訪問したい」と感じられるような温泉街づくりを目指します。また、道路・

水路整備を行い、住宅地としての基盤整備を推進するとともに、路地や密集したまちな

みを活かした修復型のまちづくりを推進します。 

    

東町地区東町地区東町地区東町地区：：：：稲取漁港整備と併せた道路の新設、既存道路の改良を進め、よりよい住環

境整備を図るとともに、路地や密集したまちなみを活かした修復型のまちづくりを推進

します。 

                                                   
※

7
 濁川などを活用：濁川に沿って遊歩道をつくる。 
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第第第第６６６６節節節節    まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの重点重点重点重点施策施策施策施策    

今後のまちづくりにおいて、人口減少、少子高齢化、雇用問題などは避けて通ること

のできない課題であり、改善に向け波及効果のある施策の推進が必要です。 

そのため、本計画では、次の３つの重点施策を定め、分野別の事業を相互に関連させ

ながら、住民、各種団体、企業、行政が連携したまちづくりを推進し、基幹産業を軸と

した町の活性化と住みよい地域社会の実現を目指します。 

    

    

 

町は、自然・温泉・地場産品など観光資源に恵まれていますが、観光ニーズの変化な

どにより来遊者が年々減少し、他産業にも波及して町内経済が厳しい状況にあります。

そのことが、町の雇用や人口の減少につながっていることから、基幹産業である観光産

業を核に地元産業との連携を図り、町内経済の再生を図っていくことが急務となってい

ます。 

今後は、観光産業を中心とした６次産業化を推進し、町の各種産業との連携を図りな

がら魅力ある施設等の整備を行い、雇用の場の確保とともに広く町内外からの人々の交

流を促し、魅力と活気あるまちづくりを推進します。 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

１１１１    産業産業産業産業とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる観光振興観光振興観光振興観光振興 

＜＜＜＜関連施策関連施策関連施策関連施策＞＞＞＞ 

○観光産業を核に６次産業化を推進し、町の諸産業の複合化を図りつつ新たな商工

業の振興、雇用の場の確保、地場産品の消費拡大、交流人口の拡大を図ります。 

○海と山の美しい自然環境や、温泉、歴史などを活かした観光振興を推進します。 

○農林水産業と連携を図り、滞在型、体験型観光の受け入れ施設整備を推進します。 

○町の地域資源を活用しての着地型観光商品の開発と定着を図ります。 

○観光施設のバリアフリー化を推進し、人にやさしい観光地づくりを推進します。 

○町民や企業・地域それぞれに「おもてなしの心」の意識づくりを進め、ホスピタ

リティのある観光地づくりを推進します。 

○観光産業や第一次産業と連携した各種イベントの開催を推進します。 

○荒廃農地や遊休農地について、観光資源としての活用を図ります。 

○地産地消を視野に入れた直売所等の開設を推進します。 
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長寿社会がますます進展していく中、高齢者をはじめすべての住民がそれぞれの経験

や立場を生かしながら、生涯を通して健康で生きがいのもてる地域社会の実現を目指し

ます。 

そのため、身近な健康づくりと地域福祉を推進し、相互に支えあう体制づくりととも

に、誰もが地域の一員として様々な活動に参加できる環境づくりを進め、ともに生きる

豊かなまちづくりを推進していきます。 

 

 

２２２２    生生生生きがいときがいときがいときがいと支支支支えあいのまちづくりえあいのまちづくりえあいのまちづくりえあいのまちづくりのののの推進推進推進推進 

＜＜＜＜関連施策関連施策関連施策関連施策＞＞＞＞ 

○健康づくりや介護予防に関する教室を充実し、住民の参加を積極的に推進します。 

○町の健康関連施設を利用した健康増進事業を推進します。 

○温泉などの地域資源の活用や食育を推進し、町民の主体的な健康づくりを支援し

ます。 

○高齢者が健康で生きがいをもって活躍できる環境づくりを進めます。 

○地域福祉意識の高揚を図り、住民の主体的なボランティア参加を促します。 

○住民・関係団体・社会福祉協議会・町が連携し、地域の子育てや高齢者、障がい

のある人を支える体制づくりを目指します。 

○家庭と地域、学校が連携して子どもを見守り育むための取り組みを推進し、子ど

もを生み育てやすいまちづくりを推進します。 

○防犯・防災体制、交通安全、地域の見守りが機能するまちづくりを推進します。 

○高齢者や障がいのある人が、様々な活動に参加できる環境づくりを推進します。 
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相模灘に面し、美しい豊かな自然と伝統文化、温泉街を中心としたまちなみ等の町の

景観を保全し、より魅力あるものとして「誰もが暮らしたい、訪れたい」と感じるまち

の形成を図ります。 

そのため、地域住民の環境美化や景観形成に対する意識を高めるとともに、町の環境

美化や自然環境の保全と景観形成に協働して取り組み、魅力ある美しいまちづくりを推

進していきます。 

 

 

 

 

 
 

３３３３    魅力魅力魅力魅力あるあるあるある美美美美しいまちのしいまちのしいまちのしいまちの形成形成形成形成 

＜＜＜＜関連施策関連施策関連施策関連施策＞＞＞＞ 

○商工会と連携し魅力ある商店街の形成を図ります。 

○居住環境、まちなみ等についてユニバーサルデザインの実現された快適な社会環

境の整備を推進します。 

○住民参加による清掃作業などで、環境美化意識の高揚を図ります。 

○生け垣づくり事業を推進し、景観の向上に努めます。 

○狭隘道路の拡幅や歩道設置、バリアフリー化を推進します。 

○不法投棄等をなくし、ごみのない美しいまちづくりを推進します。 

○自然保護意識の高揚とともに、海、河川、森林等の自然環境の保全、海岸や川岸

の景観整備を推進します。 

○人や生物にやさしい自然を生かした川づくり、清潔でやすらぎのある水辺空間の

形成を目指します。 

○クリーンエネルギーの導入を推進するとともに、観光資源としての活用を図りま

す。 
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第第第第２２２２章章章章    施策施策施策施策のののの大綱大綱大綱大綱    

第第第第１１１１節節節節    自然自然自然自然とととと共生共生共生共生するするするする快適快適快適快適なまちづくりのなまちづくりのなまちづくりのなまちづくりの推進推進推進推進    

町の賑わいの中心となる魅力的な商業地の形成と生活環境の整備を図るとともに、美

しい町の自然環境を守り、次代に継承するために、町民と行政が一体となって、暮らし

の中で環境保全に対する意識を高め、自然と共生する快適なまちづくりを推進します。 

    

１１１１．．．．よりよいよりよいよりよいよりよい生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備    

魅力ある商業地の形成に向けて基盤整備を推進します。また、公共施設等の整備とバ

リアフリー化、住宅防災対策の推進等により生活環境の整備・向上を図ります。 

 

２２２２．．．．道路道路道路道路・・・・交通網交通網交通網交通網のののの整備整備整備整備    

広域幹線道路や生活道路の整備を促進するとともに、鉄道やバスの利便性の向上など

公共交通の充実を図ります。 

    

３３３３．．．．上下水道上下水道上下水道上下水道のののの整備整備整備整備    

効率的な水道事業の推進とともに安全で良質な水道水の安定供給に努めます。また、

合併処理浄化槽の整備を中心とした汚水・生活排水対策を推進し、良好な水環境を構築

します。 

    

４４４４．．．．ごみ・しごみ・しごみ・しごみ・し尿処理体制尿処理体制尿処理体制尿処理体制のののの充実充実充実充実    

ごみの減量化に向け、町民一人ひとりの意識高揚を図るとともに、環境負荷の少ない

循環型社会の構築に向けた取り組みを進めます。 

    

５５５５．．．．自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全保全保全保全とととと有効活用有効活用有効活用有効活用    

クリーンエネルギー導入を推進し、エコタウンを目指します。また、町の資源でもあ

る美しい海や河川の汚染防止に努め、安全で親しみやすい水辺空間の創出を図ります。 

 

 

第第第第２２２２節節節節    安心安心安心安心できるできるできるできる暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを支支支支えるえるえるえる福祉福祉福祉福祉・・・・医療医療医療医療のののの充実充実充実充実    

生涯を通して誰もが健やかで安心できる暮らしが実現できるよう、子育て支援サービ

ス、高齢者や障がいのある人への福祉サービス、介護予防や健康づくりに向けた取り組

みを充実するとともに、救急医療等に対応できる医療体制の構築を図ります。 
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１１１１．．．．地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの充実充実充実充実    

行政、社会福祉団体、ＮＰＯ

※8

、ボランティアなどの連携による地域福祉の体制を整

備し、また、福祉の新たな担い手の育成に努め、ともに支えあう地域福祉社会の形成を

図ります。 

    

２２２２．．．．児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉・・・・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実    

家庭や子育てに関する相談及び情報提供の充実を図るとともに、保育サービスの充実、

地域における児童環境づくりの推進などによる子育て支援を進めます。 

    

３３３３．．．．母母母母（（（（父父父父））））子福祉子福祉子福祉子福祉    

年々増加する母子・父子・寡婦などのひとり親家庭に対し、生活の安定や自立を促進

するための支援・援助を行います。    

    

４４４４．．．．障障障障がいがいがいがい児児児児（（（（者者者者））））福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実    

保健・在宅サービスの充実により障がいのある人が地域で安心して生活できる体制を

整備するとともに、障がいのある人が地域社会の一員として活躍できる仕組みを整えま

す。 

    

５５５５．．．．高齢者保健福祉高齢者保健福祉高齢者保健福祉高齢者保健福祉・・・・介護保険介護保険介護保険介護保険のののの充実充実充実充実    

高齢者の健康と生きがいづくり、介護予防の推進など自立支援対策を進めるとともに、

要介護・要支援を必要とする高齢者に対する介護サービスの充実を図ります。 

    

６６６６．．．．健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進    

町民の健康増進のための各種検診・保健指導を充実するとともに、温泉などの地域資

源の活用や食育を推進し、町民の健康づくりを支援します。 

    

７７７７．．．．国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険・・・・医療医療医療医療体制体制体制体制    

医療費の適正化に向けた取り組みを進めるとともに、救急医療にも対応できる医療体

制を構築し、町民が安心して健康な生活を送れる医療体制の確保に努めます。 

    

８８８８．．．．国民年金国民年金国民年金国民年金    

    年金制度の周知に努めるとともに、被保険者の利便性を確保するために年金窓口の充

実を図ります。 

 

                                                   
※

8

 ＮＰＯ：「Nonprofit Organization」の略で、非営利での社会貢献活動や慈善活動を行う市

民団体。 
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第第第第３３３３節節節節    災害災害災害災害にににに強強強強くくくく安心安心安心安心できるできるできるできる体制体制体制体制のののの充実充実充実充実    

緊急時の防災体制が整った災害に強いまちづくりを進めます。また、町民一人ひとり

の交通安全意識の高揚を図り、地域ぐるみで犯罪を未然に防止する取り組みを進めるな

ど、町民が安心して暮らせる環境づくりに努めます。 

    

１１１１．．．．消防体制消防体制消防体制消防体制のののの充実充実充実充実    

消防装備・消防施設の整備充実及び人員の確保により消防体制を整え、火災発生時へ

の対応を充実します。また、医療機関等との連携により救急医療体制を充実します。 

    

２２２２．．．．防災体制防災体制防災体制防災体制のののの充実充実充実充実    

大規模災害の発生に備えて、防災拠点となる公共建築物等の耐震化を進めるとともに、

町民の防災意識の高揚と、要援護者への支援体制の強化を図ります。 

 

３３３３．．．．交通安全交通安全交通安全交通安全・・・・防犯体制防犯体制防犯体制防犯体制のののの充実充実充実充実    

高齢者や子どもの交通事故の防止を重点に交通安全対策を強化します。また、行政と

地域が一体となって防犯のための取り組みを推進します。 

    

第第第第４４４４節節節節    活力活力活力活力あるあるあるある地域産業地域産業地域産業地域産業のののの振興振興振興振興    

これまで町が発展してきた温泉を活かした観光産業の基盤をもとに、町独自の地元商

業の振興、商業地の形成、魅力ある農業の振興、森林資源の有効活用、新たな水産資源

の開発等を相互に関連づけ、６次産業化を推進し活気あるまちづくりを目指します。 

    

１１１１．．．．観光産業観光産業観光産業観光産業のののの充実充実充実充実    

町民や企業・地域に対し、「おもてなしの心」の醸成を図り、それが実践されるよう

意識啓発を進めるとともに、温泉をはじめとした様々な資源を活用し、それぞれの魅力

が融合した観光地づくりを推進します。 

また、親子がともに楽しみ憩いの場となる施設の整備を図り、広く町外からも人を呼

び込むなど、ふれあい交流と町の観光拠点ともなるよう整備を推進し、町の活性化につ

なげます。 

    

２２２２．．．．商工業商工業商工業商工業のののの振興振興振興振興    

商工会と連携し魅力ある商店街の形成を図り、農業や観光産業と連携した商業及び新

たな工業の振興を図り、町の活性化につなげます。 
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３３３３．．．．農業農業農業農業のののの振興振興振興振興    

優良農地の確保に努め、農地の有効利用を推進して農業基盤の整備を図るとともに、

後継者の育成や他産業との連携による農業の振興を図ります。 

    

４４４４．．．．林林林林業業業業のののの振興振興振興振興    

町民との協働による森林管理の体制を整備し、森林資源の保護に努めるとともに、観

光資源としての森林景観を守りながらその有効活用を図ります。 

    

５５５５．．．．漁漁漁漁業業業業のののの振興振興振興振興    

「つくり・育てる漁業」の推進と新たな水産資源の開発、また、生産物に付加価値を

つけた１.５次産業

※9

の拡大により、漁業の活性化を図ります。 

 

第第第第５５５５節節節節    豊豊豊豊かなかなかなかな人間性人間性人間性人間性をををを育育育育むむむむ教育教育教育教育のののの推進推進推進推進    

幼稚園においてはしつけや基本的な生活習慣を身につけ、学校教育では「生きる力」

とともに豊かな人間性を育む教育を推進し、少子化が進む中で家庭や地域、学校が一体

となり一人ひとりの子どもを育む環境づくりを推進します。 

    

１１１１．．．．幼幼幼幼児児児児教教教教育育育育のののの充実充実充実充実    

遊びや体験活動を通した幼児期にふさわしい教育の推進と、家庭と連携したしつけや

生活習慣の確立により、生涯にわたる人間形成の基礎を培う幼児教育の充実を図ります。 

    

２２２２．．．．学校学校学校学校教教教教育育育育のののの充実充実充実充実    

知識基盤社会

※10

における子どもの「生きる力」の育成に向け、明るく楽しく学べる

教育環境の充実を図るとともに、学校、家庭、地域の連携による教育力の向上を進めま

す。    

    

３３３３．．．．子子子子ども・ども・ども・ども・青青青青少年少年少年少年のののの健全育成健全育成健全育成健全育成    

家庭や地域が一体となり、子どもや青少年の健全育成を図るとともに、健全な社会環

境づくりにより犯罪などから子どもを守る対策を進めます。    

                                                   
※

9
 １.５次産業：第１次産業に付加価値を付けて高度化を目指すもの。加工、流通をさらに複 

合化させたものを６次産業という。 

※
10
 知識基盤社会：新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域 

での活動の基盤として飛躍的に重要性を増す社会。 



 

 31

第第第第６６６６節節節節    文化文化文化文化とととと交流交流交流交流によるによるによるによる地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化    

町民が、誰でも生涯を通して学習やスポーツにおいて能力を発揮し、町の歴史文化を

守るとともに新たな町の特色ある文化を育て、町内外との交流や地域のコミュニティ活

動を活発化することによって、誰もがいきいきと暮らすまちを目指します。 

    

１１１１．．．．生生生生涯涯涯涯学学学学習習習習のののの充実充実充実充実    

生涯学習の推進体制の整備と生涯学習関連機関のネットワーク化を進め、生涯学習施

設の有効活用を図り、町民の学習ニーズに応じた多様な学習機会の提供を図ります。 

    

２２２２．．．．文化文化文化文化・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ活活活活動動動動のののの振興振興振興振興    

町民が文化・芸術活動に参加する機会を拡充し、またスポーツ・レクリエーション活

動を生涯にわたって楽しめる環境整備を進めます。 

    

３３３３．．．．コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティづくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進    

 地域のコミュニティ活動への支援とともに、まちづくりを推進していくためのリーダ

ーの育成、各種ボランティア活動の活性化を図ります。 

    

４４４４．．．．地域交流地域交流地域交流地域交流・・・・国国国国際際際際化化化化・・・・情報情報情報情報化化化化のののの推進推進推進推進    

広く国内外との交流を推進し、国際化・情報化に対応できる地域づくりを進めていく

とともに、交流による新たな町の魅力づくりに努め情報発信していきます。 

    

第第第第７７７７節節節節    効率的効率的効率的効率的なななな行財政運営行財政運営行財政運営行財政運営とととと計画計画計画計画のののの推進推進推進推進    

基本構想を着実に実現するため、行財政改革の推進により行政サービスの向上を図る

とともに、効率的な行財政の運営を行い、町民に信頼され、自己決定と自己責任により

明日を拓く仕組みのあるまちづくりを目指します。 

 
１１１１．．．．行行行行財財財財政政政政運営運営運営運営のののの効効効効率率率率化化化化    

多様化する行政ニーズに柔軟に対応できるよう、行政能力の向上と行政事務のスリム

化や組織・機構の見直しを図るとともに、自主財源を確保するための施策を推進します。 

    

２２２２．．．．開開開開かれたかれたかれたかれた行政行政行政行政のののの推進推進推進推進    

地方分権に対応し、自己決定と自己責任による適切な行政運営を目指すとともに、町

民の信頼を確保するため、より一層の情報公開と開かれた町政を推進します。 



 

 

 
 



 

 

   

   

   

   

                                                                                                                                           

 

第第第第第第第第        ３３３３３３３３部部部部部部部部                基基基基基基基基本本本本本本本本計計計計計計計計画画画画画画画画 
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第第第第１１１１章章章章    自然自然自然自然とととと共生共生共生共生するするするする快適快適快適快適なまちづくりのなまちづくりのなまちづくりのなまちづくりの推進推進推進推進    

第第第第１１１１節節節節    よりよいよりよいよりよいよりよい生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・町民生活の利便性や土地利用効率の向上を図るため、市街地内に点在する未利用地の

活用、魅力ある商業地形成のための基盤整備、道路・公園等の公共施設の充実を図り、

適切かつ有効な土地利用を推進していく必要があります。 

・人口減少化により新市街地の整備は困難な状況にあります。既成市街地の改善を目指

す方向を推進し、住環境の改善のため狭隘道路の改良を図っていく必要があります。 

・坂のまち、路地のまちを活かした修復型の整備を推進し、町の豊かな自然環境と調和

した景観形成を図っていく必要があります。 

・農林業的土地利用については、適正な保全と耕作放棄地等の適正な利用を図っていく

必要があります。 

・大規模地震・津波の発生への対応や気候変動の影響への適応を考慮し、被災時の被害

の最小化を図る減災の考え方を踏まえた、安全で安心できる土地利用を図っていく必

要があります。 

・町営住宅は築３０年以上が経過し、老朽化が進んでいます。また、入居者の高齢化も

進んでいることから、バリアフリー対策等住みよい構造への対応が課題となっていま

す。 

・町の公共施設は、各地区に整備されている地区集会施設、保健福祉センター、図書館

などがあり、地域住民の自治会活動、文化活動などの活動拠点となるとともに、区民

同士の交流の場として利用されています。また、各地に整備されている老人憩いの家

は、お年寄りの交流の場・ふれあいの場として利用されています。 

・誰もが安心して活用できる公共施設の実現を目指し、ユニバーサルデザイン化の推進

を図っていく必要があります。 

・公衆衛生や環境衛生では、そ族昆虫の駆除や合併処理浄化槽の普及を目指し、快適な

生活環境づくりに努めていく必要があります。 

・核家族化に伴い、墓園の利用希望者も増え、今後整備の必要があります。    
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【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・魅力ある商業地の形成とともに、文化、地場産業等の生活文化環境の充実を図ります。 

・バリアフリー化を推進し、生活環境や道路環境に関する問題の解消に努め、誰もが住

みやすいまちづくりを目指します。 

・高齢者や幼児・子どもが暮らしやすい町営住宅の整備に努めます。 

・町民の活動拠点となる公共施設について、誰もが利用しやすい施設となるよう整備 

を推進します。 

・公衆衛生や環境衛生に関する対策を推進し、快適な生活環境づくりを進めます。 

 

【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．土地利用土地利用土地利用土地利用とととと市市市市街街街街地地地地のののの整備整備整備整備    

（（（（１１１１））））商業拠点商業拠点商業拠点商業拠点・・・・商店街商店街商店街商店街のののの整備整備整備整備（（（（観光商工課観光商工課観光商工課観光商工課・・・・建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・近代的かつ魅力ある商業地形成のため基盤整備を推進し、商業拠点や商店街の整備・ 

再開発の充実を図ります。 

・商店街の活性化を図るため、コンパクトな商業集積並びに道路及び駐車場の整備を 

図ります。 

 

（（（（２２２２））））既成市街地既成市街地既成市街地既成市街地のののの整備整備整備整備（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・住宅密集地における居住環境の向上及び狭隘道路の解消に努めます。 

・空き地を利活用した小公園等オープンスペース整備を促進します。 

・基盤整備のための用地取得を推進します。 

 

（（（（３３３３））））生活生活生活生活しやすいしやすいしやすいしやすい社会環境社会環境社会環境社会環境のののの整備整備整備整備（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・居住環境、まちなみ等についてユニバーサルデザインの実現された快適な社会環境 

の整備を推進します。 

・不特定多数の人が利用する公的な施設等についてはバリアフリー化を進め、公共施 

設及び公共公益施設の多目的トイレ、スロープ等の設置、改善を推進します。    
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２２２２．．．．住住住住みよいみよいみよいみよい居居居居住住住住空間空間空間空間のののの整備整備整備整備    

（（（（１１１１））））町営住宅町営住宅町営住宅町営住宅のののの住環境住環境住環境住環境のののの整備整備整備整備（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・町営住宅の耐震整備、雨漏り防止対策、手すりの設置等の住環境の整備を促進します。 

 

（（（（２２２２））））住宅防災対策住宅防災対策住宅防災対策住宅防災対策（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・老朽家屋や木造住宅の耐震診断や補強工事を促進します。 

・生け垣づくり事業を推進し、ブロック塀等の倒壊による被害を無くし、景観の向上 

に努めます。 

 

（（（（３３３３））））公衆衛生対策公衆衛生対策公衆衛生対策公衆衛生対策のののの充実充実充実充実（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・公衆衛生や環境衛生では、関係機関の協力を得ながら、そ族昆虫の駆除や合併処理浄

化槽の普及に努め、快適な生活環境づくりを図ります。 

・町営上野墓園を整備します。 

 

３３３３．．．．公公公公共施共施共施共施設設設設のののの整備整備整備整備・・・・充実充実充実充実（（（（企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課））））    

・地区集会施設等を、子どもから高齢者までが安心して利用できるように整備充実 

を図り、地域活動の拠点としての機能強化に努めます。 

・住民の活動拠点となる公共施設の充実を図るとともに、将来は文化活動の拠点とな 

る施設の整備を検討していきます。 

    

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

計画的な土地利用への満足度＊ 60.4% 70% 

良好な市街地整備への満足度＊ 56.9% 60% 

住宅・宅地整備への満足度＊ 63.8% 70% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 

【バリアフリー化の図書館】 
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第第第第２２２２節節節節    道路道路道路道路・・・・交通網交通網交通網交通網のののの整備整備整備整備    

    【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・町の主要幹線道路は、東海岸沿いを南北に縦断する国道１３５号１路線のみで、週末

や観光シーズンには慢性的な交通渋滞を引き起こし、救急患者の搬送や消防活動等の

緊急車両の通行に支障をきたすなど住民生活にも影響を及ぼしています。 

・国道１３５号は急峻な海岸線に沿って建設されているため、地震や集中豪雨による土

砂崩れの危険性があることから、伊東市への国道１３５号に代わる代替道路の確保を

検討していく必要があります。 

・伊豆スカイラインの南進については、実現性が乏しく、またアクセスルートが恒常使

用できる道路ではないことから、今後は伊豆横断道路の推進と大川地区からの同道路

のアクセスルートを早急に検討する必要があります。 

・山間部と海側の市街地のつながりが課題となっており、町道湯ヶ岡赤川線道路整備計

画を推進していく必要があります。 

・住民生活に直結した町内の道路は幅員が狭く、歩行者にとっても大変危険な個所が多

く見受けられることから、早急な改善が必要です。 

・町の生活交通には「伊豆急行」による鉄道、「南伊豆東海バス」によるバス路線があ

りますが、利用者が年々減少傾向にあり、引き続き公共交通の活性化に努めるととも

に、その他の移動手段についても検討する必要があります。 

・稲取－大川間で自主運行バスを運営しており、公共施設や医療機関等への交通手段と

して地域住民に活用されていますが、バスの運行本数や利便性等については、ニーズ

に応じた改善を図っていく必要があります。 

・稲取駅前周辺の交通、歩行機能の整備については、駅舎の建替えも含み、一体的な駅

前再開発の手法で活性化を図っていく必要があります。 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・渋滞がなく、災害に強く、安全で短時間に近隣都市部と結ばれる伊豆縦貫自動車道の

整備を推進します。 

・国道１３５号の渋滞解消について、近隣市町と連携し推進します。 

・町道湯ヶ岡赤川線の継続や入谷地区農業集落道の延長、既存道路の拡幅を実施し、渋

滞時や緊急時の迂回路としても効果を発揮する道路として整備します。 

・町内の狭隘道路の拡幅や歩道設置、バリアフリー化を進め、人々が親しみやすく安全

で、快適な道路づくりに努めます。 

・民間会社が行う生活交通網整備を支援するとともに、自主運行バスの充実を図りま 

す。 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．広広広広域域域域幹線幹線幹線幹線道路道路道路道路のののの整備整備整備整備    

（（（（１１１１））））伊豆縦貫自動車道路及伊豆縦貫自動車道路及伊豆縦貫自動車道路及伊豆縦貫自動車道路及びアクセスびアクセスびアクセスびアクセス道路整備道路整備道路整備道路整備のののの促進促進促進促進（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・伊豆縦貫自動車道路の早期完成とアクセス道路の整備促進に努めます。 

 

（（（（２２２２））））国道国道国道国道１３５１３５１３５１３５号号号号のののの防災対策防災対策防災対策防災対策のののの強化強化強化強化とととと渋滞解消渋滞解消渋滞解消渋滞解消のののの推推推推進進進進（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・国道１３５号については、防災対策の強化と円滑な交通誘導による渋滞解消を重点 

的に推進します。 

 

２２２２．．．．生活道路生活道路生活道路生活道路のののの整備整備整備整備    

（（（（１１１１））））国道国道国道国道１３５１３５１３５１３５号号号号のののの代替代替代替代替ルートのルートのルートのルートの整備促進整備促進整備促進整備促進（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・国道１３５号の代替ルートとして、町道湯ヶ岡赤川線、入谷地区農業集落道等、町 

内主要道路の整備促進に努めます。 

 

（（（（２２２２））））生活道路生活道路生活道路生活道路のののの機能充実機能充実機能充実機能充実（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・町道、県道等生活道路については分節、閉塞区間の重点的な整備を進め、狭隘道路 

の拡幅や歩道設置、バリアフリー化を推進します。 

 

３３３３．．．．交通網交通網交通網交通網のののの整備整備整備整備    

（（（（１１１１））））鉄道鉄道鉄道鉄道・バス・バス・バス・バス路線路線路線路線のののの利便性利便性利便性利便性のののの向上向上向上向上（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課・・・・企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課））））    

・鉄道については駅等の施設の改良を支援します。 

・バス路線については、他の機関等とも連携した利便性の向上、体系の整備を要請し 

 ます。 

 

（（（（２２２２））））自主運行自主運行自主運行自主運行バスのバスのバスのバスの充実充実充実充実（（（（企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課））））    

・町が運行委託している自主運行バスの利便性の向上を図ります。 

 

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

公共交通機関への満足度＊ 42.1% 50% 

交通機関に不便を感じている人の割合＊ 27.1% 25% 

機能的な道路体系への満足度＊ 43.7% 50% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 
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第第第第３３３３節節節節    上下水道上下水道上下水道上下水道のののの整備整備整備整備    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・町の水道事業は昭和５年に創設され、町村合併後の昭和３８年に第３次拡張事業認可

を得て、上水道事業として歩みをはじめました。現在第５次拡張事業を実施していま

すが、バブル崩壊後の景気低迷や給水人口の減少などにより、厳しい財政環境に直面

し、第５次拡張事業については推進が困難な状況にあります。 

・効率的事業運営の一部事業として、平成２２年度より水道検針業務を民間に委託して

実施しており、今後も事業や業務を洗い出し、さらなる経営の合理化を進める必要が

あります。 

・老朽配水管については、道路整備と並行し水道管改良工事を実施し、経費の削減に努

めています。 

・取水場、浄水場の改良計画大要は作成済みですが、今後の施設改修を考慮すると現行

の水道料金体系では不十分であり、計画的な料金体系を検討していく必要があります。 

・水質管理計画に基づき水質管理の体制を整備して、適正な実施を図っています。 

・大規模災害への対応については、町内の指定工事店と連携し、災害時の応急復旧体制

を整備していく必要があります。 

・町の公共下水道は未整備で、各家庭・事業所からの雑排水や浄化槽処理水等は側溝に

より河川・海洋に直接排水されていることから、総合的な汚水・生活排水対策が課題

となっています。 

・下水道について全町的な整備は困難であることから、地域の特性を考慮し、合併処理

浄化槽の普及推進に努めていく必要があります。 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・経営合理化推進計画の見直しと着実な推進により、経営の効率化及び経営の安定化を

図ります。 

・事業実施にあたっては、必要性と投資効果を十分検討し、計画的な施設整備を図りま

す。 

・整備計画に沿った取水場改良事業を推進し、各水源の安定した取水対策及び計画的な

給水能力の向上に努めます。 

・中・長期的観点に立った水道事業を推進し、経営の効率化と水質管理体制の充実を図

り、安全・安心な水道事業の運営に努めます。 

・汚水・生活排水対策により、地域の実情にあった改善計画を立て、適正な維持管理の

推進により、生活排水による公共用水域の水質汚濁防止に努めます。 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．上水道上水道上水道上水道のののの整備整備整備整備    

（（（（１１１１））））水道事業水道事業水道事業水道事業のののの効率化効率化効率化効率化のののの推進推進推進推進（（（（水道課水道課水道課水道課））））    

・平成２１年度に策定された「水道ビジョン」に基づき経営の合理化を進め、効率的な

水道事業を推進します。 

・水道料金の適正化を推進します。 

 

（（（（２２２２））））浄水場浄水場浄水場浄水場のののの整備整備整備整備・・・・水源水源水源水源のののの確保確保確保確保（（（（水道課水道課水道課水道課））））    

・平成２８年度までに、大川簡易水道を上水道に統合するとともに、浄水濁度軽減化事

業を推進し、水質管理体制の充実を図ります。 

・有事対応も兼ねた浄水場補修事業を推進します。 

・平成２３年度より実施している「新たなる水源を確保する事業」を推進します。 

 

（（（（３３３３））））施設施設施設施設のののの整備整備整備整備・・・・維持管理維持管理維持管理維持管理のののの充実充実充実充実（（（（水道課水道課水道課水道課））））    

・道路整備と並行し水道管改良工事を実施し、事業の合理化及び工事費用の削減に努め

ます。 

・未給水区域解消事業を推進します。 

・大川地区・北川地区災害時連絡管整備事業を実施します。 

・管路の耐震化率を高めます。 

 

２２２２．．．．汚汚汚汚水水水水・・・・生活生活生活生活排排排排水水水水対対対対策策策策のののの推進推進推進推進    

（（（（１１１１））））排水対策整備排水対策整備排水対策整備排水対策整備（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・下水道基本計画を見直し、総合的な汚水・生活排水対策のもとで下水道の整備を推進

します。 

 

（（（（２２２２））））合併処理施設合併処理施設合併処理施設合併処理施設のののの導入推進導入推進導入推進導入推進（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・合併処理施設補助制度の充実を図り、合併処理浄化槽への切り替えと適正な維持管理

の推進に努めます。 
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数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

普及率（現在給水人口/行政区域内人口） 98.5% 98.8% 

新規拡張区域における給水人口 0 人 10 人 

水の安定供給への満足度＊ 81.9% 90% 

合併処理施設の設置率 15.2% 21.1% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 
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第第第第４４４４節節節節    ごみ・しごみ・しごみ・しごみ・し尿処理体制尿処理体制尿処理体制尿処理体制のののの充実充実充実充実    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・町の１人１日あたりのごみの排出量は、県下ワースト２と深刻化しており、ごみ減量

化が重要な課題となっています。 

・ごみ処理基幹施設「エコクリーンセンター東河」は、河津町との共同施設（ミニ広域

化事業）として平成１５年に稼動し、町のダイオキシン類対策やリサイクル促進に大

きく貢献しています。今後は、県のごみ処理広域化計画の進捗をみながら「エコクリ

ーンセンター東河」のさらなる充実を図っていく必要があります。 

・町のし尿処理施設（東河環境センター）は、河津町との共設で昭和４１年に設置し、

昭和６３年に改築して利用していますが、老朽化が懸念される中、補修等により平成

２９年度までは維持・延命を図っていく必要があります。 

・環境への負荷ができる限り低減される「持続可能な社会」いわゆる「循環型社会」の

形成に向けて、県民、事業者及び行政の主体的行動を促進するために「３Ｒスリーア

ール

※11

」及び適正処理の推進が図られています。また、第２次静岡県循環型社会形

成計画では、『「もったいない！！」“さらに１割”ごみ削減』運動を展開しており、

町でもこれらの取り組みを推進していく必要があります。 

・町では年１回のクリーン作戦及び各区独自でのクリーン作戦が行われており、また３

２名の環境衛生監視員が各地区内を巡視し、ごみ置場の維持管理に努めています。今

後も、明るいきれいなまちづくり推進のため環境美化の取り組みを進めるとともに、

不法投棄対策等の普及啓発を図っていく必要があります。 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・清潔で快適な生活環境づくりを推進するため、公害防止対策等に万全を配したごみ処

理施設の充実に努めます。 

・効率的・経済的なごみ処理体制を図るため、伊豆半島５市５町を一つのごみ処理シス

テムとした計画に積極的に参入し、広域的なごみ処理体制の整備を図っていきます。 

・現有のし尿処理施設の維持管理及び施設整備の充実を図っていきます。 

・ごみの減量化や容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、食品リサイクル法等の主

旨を十分理解した分別、搬出・収集の周知徹底を図ります。 

・不法投棄等をなくし、ごみのない美しいまちづくりを推進していきます。 

                                                   
※

11

 ３Ｒスリーアール：発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイク

ル）。 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．資資資資源循源循源循源循環環環環のののの推進推進推進推進    

（（（（１１１１））））ごみのごみのごみのごみの減量化減量化減量化減量化のののの推進推進推進推進（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・水分を多量に含んでいる生ごみを、生ごみ処理機（家庭用・業務用）による堆肥化利

用を奨励し、ごみの減量化と廃棄物処理施設や最終処分場の延命に努めます。 

 

（（（（２２２２）「）「）「）「１１１１割割割割ごみごみごみごみ削減運動削減運動削減運動削減運動」」」」のののの推進推進推進推進（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・住民、事業者及び行政が一体となって、『「もったいない！！」“さらに１割”ごみ

削減』運動を推進し大切な自然との共生を図ります。 

 

（（（（３３３３））））広域的広域的広域的広域的なごみなごみなごみなごみ処理施設処理施設処理施設処理施設のののの整備促進整備促進整備促進整備促進（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・県ごみ処理広域化計画による広域的なごみ処理体制の整備と足並みをそろえつつ、 

「エコクリーンセンター東河」の施設整備を促進します。 

 

（（（（４４４４））））分別収集計画分別収集計画分別収集計画分別収集計画のののの推進推進推進推進（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・容器包装リサイクル法に基づく分別収集計画を推進し、さらなる啓発等を行い容器包

装廃棄物の分別・収集の確立を図り、資源の再利用や減量化を推進します。 

    

２２２２．．．．しししし尿処理尿処理尿処理尿処理のののの充実充実充実充実（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・東河環境センター（プラント）の施設の延命化を図りつつ、合併処理浄化槽等の普及

に伴い増加する汚泥処理の効率化を図ります。 

 

３３３３．．．．不法投棄対不法投棄対不法投棄対不法投棄対策策策策のののの推進推進推進推進    

（（（（１１１１））））不法投棄撲滅不法投棄撲滅不法投棄撲滅不法投棄撲滅にににに向向向向けたけたけたけた普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの充実充実充実充実（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・住民に、不法投棄の実態及び犯罪性を十分認識してもらい、自らも投棄者にならない

よう、また、地域で不法投棄が行われないよう広報と普及啓発を図ります。 

・環境衛生監視員によるゴミステーションの状況や不法投棄の情報、報告等の環境美化

運動を推進します。 

 

（（（（２２２２））））行政処分等行政処分等行政処分等行政処分等のののの厳格厳格厳格厳格なななな適用適用適用適用（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・不法投棄等不適正処理を行った者に対しては、撤去指導を強力に行うとともに、廃棄

物処理法に基づく行政処分を行います。 
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数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

リサイクル率（総資源化量／ごみ発生量） 10.4% 15% 

ごみの減量化・資源化への満足度＊ 68.8% 70% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 

 

 

 

 

【エコクリーンセンター東河】 
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第第第第５５５５節節節節    自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全保全保全保全とととと有効活用有効活用有効活用有効活用    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・町を流れる河川には、未浄化の家庭雑排水などが流れ込み、浜辺や港へと流下して海

を汚染していることから、下水排水整備を推進していく必要があります。 

・市街地では、都市下水路事業により５地区１２３ヘクタールを整備し、道路上の雨水

処理及び生活排水管路として機能を果たしていますが、地形上の制約から排水の放流

先がなく、地下浸透に頼っている地域への対応が課題となっています。 

・都市下水路についても、排水の放流先では河川や海の水質汚濁が目立つようになって

きていることから、排水浄化機能を設けるなどして放流先の水質浄化に努めていく必

要があります。 

・今後は、このような地域を重点に、排水路を整備して、浸水防止や公衆衛生の向上に

努めることが重要です。特に奈良本地区の浸透枡処理地域については、早急な生活排

水対策が望まれています。 

・現在、温室効果ガスの増加、地球温暖化（気候変動）や人体へ及ぼす影響が懸念され

ていますが、町では風力発電にも積極的に取り組み、クリーンエネルギー（太陽光・

風力等）対策を推進しています。 

・公共施設においても、庁舎の防水対策並びに町内幼稚園、小・中学校の防水・耐震対

策とともに太陽光発電を導入しており、今後も省電力化に向けた調査研究を行い、さ

らなるエネルギー対策を推進していく必要があります。 

・風力発電事業で得られた収益の一部を還元することにより、住宅への太陽光発電の普

及促進を図っています。クリーンエネルギーの啓発に努めるとともに、全町を対象に

廃食用油のＢＤＦ化

※12

を推進していく必要があります。 

・災害時における電力ラインを確保するなど、災害時における電力の供給確保と復旧体

制の整備についても検討していく必要があります。 

    

                                                   
※

12
 ＢＤＦ化：バイオディーゼル燃料化。植物油や、天ぷらなどに使った後の廃油から軽油代 

替燃料を精製すること。 
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【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・自然保護意識の高揚とともに、海、河川、森林等将来へ引き継ぐ財産となる自然環境

の保全を図ります。 

・災害に強く、人や生物にやさしい自然を生かした川づくり、下水・排水施設の整備や

浄化槽の適正管理を推進し、清潔でやすらぎのある水辺空間の形成を目指します。 

・排水対策が遅れている地域を重点的に、都市下水路事業などを活用し、地域排水対策

に努めます。 

・公共施設における太陽光発電等のクリーンエネルギー対策の一層の推進を図ります。 

・クリーンエネルギーの活用に関する助成制度のさらなるＰＲに努めます。 

・災害時における電力の供給体制の確保について検討します。 

    

【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．美美美美しいしいしいしい海海海海やややや川川川川のののの汚染汚染汚染汚染防防防防止止止止    

（（（（１１１１））））水質管理水質管理水質管理水質管理のののの推進推進推進推進（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・水質検査を実施し、汚染状況を調査します。 

    

（（（（２２２２））））雨水雨水雨水雨水・・・・排水路排水路排水路排水路のののの整備整備整備整備（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・都市下水路などの単独事業だけでなく、複合的な地域の基盤整備などに合わせて、排

水対策未整備地区の解消に努めます。 

    

２２２２．．．．安全安全安全安全でででで心心心心やすらやすらやすらやすらぐぐぐぐ水水水水辺空間辺空間辺空間辺空間のののの創造創造創造創造    

（（（（１１１１））））災害災害災害災害のないのないのないのない川川川川づくりづくりづくりづくり（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・乱開発を防止し、植林・保育などによる森林保全を図ります。 

・自然と共生した治水事業、河川の整備を推進します。 

    

（（（（２２２２））））景観整備景観整備景観整備景観整備のののの推進推進推進推進（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課・・・・住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・海岸や川岸の景観整備を推進します。 

・住民参加による清掃作業などで、環境美化意識の高揚を図ります。 

 

３３３３．．．．資資資資源源源源のののの有効利用有効利用有効利用有効利用のののの推進推進推進推進    

（（（（１１１１））））クリーンエネルギークリーンエネルギークリーンエネルギークリーンエネルギー導入導入導入導入のののの推進推進推進推進（（（（企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課））））    

・太陽光発電等の導入研究を民間と協力して行い、効率のよいクリーンエネルギー導入

研究を行い、庁舎等の公共施設での省電力化に向け導入促進を図ります。 

・住民のクリーンエネルギー（太陽光発電）システム設置に対する公的補助制度利用の

ＰＲを推進します。 
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（（（（２２２２））））啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動のののの実施実施実施実施（（（（企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課））））    

・地球温暖化（気候変動）、エネルギーセキュリティ等について正しい知識を提供し、

クリーンエネルギーの重要性を啓発します。 

・風力発電施設を活用した視察・見学会の開催等に加え、モデル地区を設け廃食用油の

ＢＤＦ化を推進します。 

 

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

自然環境の保全と景観づくりへの満足度＊ 71.8% 75% 

資源・エネルギーの新たな活用への満足度

＊ 

68.8% 75% 

環境の保全への満足度＊ 74.3% 80% 

廃食用油回収量（年リットル) 3,280 リットル 5,000 リットル 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 

 

 

 

 

【町営風力発電所】    
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第第第第２２２２章章章章    安心安心安心安心できるできるできるできる暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを支支支支えるえるえるえる福祉福祉福祉福祉・・・・医療医療医療医療のののの充実充実充実充実    

第第第第１１１１節節節節    地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの充実充実充実充実    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・地域社会の交流が減少し、人々の結びつきが希薄化していく中で、福祉教育や地域 

活動への参加を促進し、また、高齢者や障がいのある人に対する支援活動や交流活動、

世代間交流等への積極的な参加を通し、町全体の福祉意識の高揚を図ることが重要で

す。 

・町には、福祉に関係する関係機関・団体として、町社会福祉協議会や自治会、民生委

員・児童委員、各種サークル・ボランティア団体などが多く存在しており、町社会福

祉協議会を中心に活発に活動しています。今後は、これらの関係機関や各種団体が連

携し、総合的な地域福祉の推進を図る必要があります。 

・町社会福祉協議会がボランティアセンターを立ち上げ、地域福祉に携わる人材の育

成・確保に努めており、団体の登録数は増加していますが、個人登録ボランティアの

高齢化や、新規のボランティアの育成が課題となっています。 

・民生委員・児童委員については、自治会や老人会の活動支援や、子育て相談、周辺の 

障がい者施設への奉仕活動を積極的に実施しています。 

・今後は、地域活動やボランティア活動に興味・関心のある人が参加しやすいよう、ボ 

ランティアに関する情報の発信、相談・活動の場の提供、機会の確保等、活動へのき

っかけづくりや環境整備を推進する必要があります。 

・地域福祉を町全体で推進していくためには、隣近所の付き合いを拡大した活動につ 

いても展開する必要があります。そのため、地域サロン活動等、既存の組織や活動を

有効に活用し、地域福祉コミュニティを形成する必要があります。 

    

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・福祉教育や情報の提供、福祉にふれる機会を充実し、地域福祉意識の高揚を図ります。 

・ボランティア等の活動に参加しやすい仕組みづくりを進め、住民の主体的な参加が根

づくような環境を目指します。 

・住民・関係団体・町社会福祉協議会・町が連携し地域を支える体制づくりを目指し 

 ます。 

・地域の中で、誰もが必要なときに安心して福祉サービス等が利用できるよう、サー 

ビス利用支援体制やサービスの質の確保、情報提供体制を整備します。 

・防犯・防災体制、交通安全、地域の見守りが機能するまちづくりを推進します。 

・高齢者や障がいのある人が自由に外に出て、就労や趣味、地域活動、ボランティア、

スポーツ・レクリエーション等、様々な活動に参加できる環境づくりを推進します。 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉意識意識意識意識のののの高高高高揚揚揚揚    

（（（（１１１１））））広報広報広報広報・・・・啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動のののの推進推進推進推進（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課）））） 

・地域福祉に関する広報・啓発に努め、地域内における交流活動の大切さや、地域での

支え合い・助け合いの意識を高めます。 

 

（（（（２２２２））））福祉教育福祉教育福祉教育福祉教育のののの推進推進推進推進（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・学校教育をはじめ、社会教育における福祉教育を充実します。 

    

２２２２．．．．福祉福祉福祉福祉にににに関関関関するするするする情報提供情報提供情報提供情報提供・・・・相談相談相談相談のののの充実充実充実充実    

（（（（１１１１））））情報提供情報提供情報提供情報提供のののの充実充実充実充実（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・誰もが福祉サービスに関する必要な情報が入手できるよう、適切な情報提供の充実を

図ります。 

    

（（（（２２２２））））相談支援体制相談支援体制相談支援体制相談支援体制のののの充実充実充実充実（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・地域ぐるみで、悩みや問題を解決できる仕組みづくりを進めるとともに、必要に応じ

て、行政や関係機関が様々な問題に対応できるよう相談体制の充実を図ります。 

    

３３３３．．．．地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成とととと活活活活動動動動のののの支支支支援援援援    

（（（（１１１１））））ボランティアのボランティアのボランティアのボランティアの育成育成育成育成（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・ボランティアに関する啓発活動や、活動している団体の活動情報等についてＰＲし、

ボランティア活動への関心を高め、ボランティアの育成を図ります。 

    

（（（（２２２２））））地域活動団体等地域活動団体等地域活動団体等地域活動団体等のののの活動支援活動支援活動支援活動支援（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・既存の地域福祉推進に関する地域活動団体・ＮＰＯ団体等に対し、さらなる活動の充

実に向けた支援を行います。 

・地域の中で福祉活動を行っている団体同士が情報や資源を共有し、地域の多様な福祉

ニーズに対応するための協力や連携を図れるよう、環境づくりを進めます。 

 

（（（（３３３３））））地域地域地域地域のリーダーののリーダーののリーダーののリーダーの育成育成育成育成（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・地域福祉活動を一層推進していくために、町社会福祉協議会等と連携して、地域で身

近な福祉活動を行うリーダーの人材育成を支援します。 
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４４４４．．．．地域交流地域交流地域交流地域交流のののの促促促促進進進進（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・祭りや運動会等といった地域行事への参加を促すなど、地域交流の機会を創出します。 

・地域内での交流を活性化するため、住民の誰もが気軽に集い、交流を深めることので

きる場の充実を図ります。 

・移動が困難な人が外出や通院の際に困らないよう、交通手段を確保し、外出に対する

支援を推進します。 

    

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

ボランティア登録団体数 24 団体 26 団体 

ボランティア登録人員 292 人 350 人 

地域福祉への満足度＊ 68.2% 80% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 

 

 

 

【ボランティア活動（サマーボランティアスクール】 
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第第第第２２２２節節節節    児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉・・・・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・子どもにやさしいまちづくりを推進し、児童福祉に関する各種施策の充実を図ってい

ますが、地域子育て支援センターなどの施設の整備が課題となっています。 

・乳幼児訪問・乳幼児相談・健診、パパママ教室などにおいて、出産、育児に関する情

報の啓発や知識の普及に努めています。 

・育児サークル等においては、地域ボランティアによる支援が行われていますが、さら

に、子育て世代を取り巻く周囲の人々への子育てに関する理解と啓発を図っていくこ

とも重要です。 

・町内３つの幼稚園では、親と子がふれあいともに学習する場として活発な活動が展開

されており、子育てセミナー等も開催されています。 

・保健福祉センターで実施している育児相談については、引き続き、乳幼児に関する様 

々な事業を通し、ＤＶ

※13
や児童虐待も含め相談しやすい体制をつくっていく必要が

あります。 

・保育サービスに関しては、平成２２年度に保育所の増築と定員増を図ることにより待

機児童の解消に努めています。平成２０年度には、熱川小学校と稲取小学校に放課後

児童クラブを開設し、指導員の資質の向上に努めています。 

・諸団体の代表や学識経験者からなる児童環境づくり推進委員会により、児童環境づく

りの円滑な実施のための助言や提言を行っています。今後も、変化する子育て環境に

臨機応変に対応し、子どもの健全育成を図っていく必要があります。 

・小学校の新１年生の保護者に対し、入学説明会時に講師や校長先生が「親学」につい

て教材を使って講義をしており、今後も、家庭の教育力向上に向けた取り組みを推進

していく必要があります。 

・子ども医療費助成制度は平成２２年から対象児童を「未就学児まで」から「中学３年

生まで」に拡大して実施しています。また、１８歳未満の子どもを同伴した保護者等

が使える「子育て優待カード」を実施しています。保護者の負担軽減について、今後

も必要な支援策を実施していく必要があります。 

                                                   
※

13
 ＤＶ：ドメスティック・バイオレンス。同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家 

庭内暴力のこと。 
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【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・子育て家庭を地域一体となって支援し、子育てに対する孤立感の解消を目指し安心し

て子育てのできる環境づくりに努めます。 

・保育所や保育ママ、放課後児童クラブ（学童保育）等の保育サービスを充実させます。 

・子育て支援センターを充実させ、地域の子育て支援体制を強化します。 

・学童保育の対象とならない子どもの居場所を確保するために、児童館の設置について

検討していきます。 

    

【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．子育子育子育子育てててて支援体制支援体制支援体制支援体制のののの強強強強化化化化    

（（（（１１１１））））家庭家庭家庭家庭やややや子育子育子育子育てにてにてにてに関関関関するするするする啓発啓発啓発啓発・・・・普及普及普及普及（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課・・・・健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・乳幼児に関する様々な事業を通し、子育て支援に関する情報の普及・啓発に努めます。 

 

（（（（２２２２））））子育子育子育子育てにてにてにてに関関関関するするするする相談体制相談体制相談体制相談体制のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・パパママ教室・乳幼児訪問・乳幼児相談・健診・育児サークルを通し、定期的に子育

て相談に対応し、ＤＶや児童虐待に関する相談も含め、さらなる相談体制の充実を図

ります。 

 

（（（（３３３３））））子育子育子育子育てセミナーてセミナーてセミナーてセミナー等等等等のののの開催開催開催開催（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・親や学生等を対象に、「親はどうあるべきか」などについて学びの場を提供する子育

てセミナーを開催します。 

 

２２２２．．．．保育保育保育保育サービスサービスサービスサービスのののの充実充実充実充実    

（（（（１１１１））））保育所保育所保育所保育所のののの充実充実充実充実（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・保護者が就労や疾病等で保育できない就学前の児童を保育所で保育します。 

 

（（（（２２２２））））放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラクラクラクラブのブのブのブの充実充実充実充実（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・教育委員会と連携し、就労等により昼間保護者が家庭にいない児童が、放課後や土曜

日や長期休業日に家庭に替わる生活の拠点として、遊びを中心とした活動を行い、心

身ともに健全に育つことを支援します。 

 

３３３３．．．．児童環境児童環境児童環境児童環境づくりのづくりのづくりのづくりの充実充実充実充実        

（（（（１１１１））））児童環境児童環境児童環境児童環境づくりづくりづくりづくり推進委員会推進委員会推進委員会推進委員会のののの活動活動活動活動のののの推進推進推進推進（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・児童環境づくりのための施策（放課後児童クラブや次世代育成支援行動計画等）につ

いて委員会を開催し協議を行います。 
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（（（（２２２２））））児童環境児童環境児童環境児童環境づくりづくりづくりづくり指導者指導者指導者指導者のののの育成育成育成育成（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・子どもの福祉、保健、教育、健全育成等地域における児童環境づくりの実践家として

活動する指導員を育成し、研修等への参加を通して指導員の資質の向上に努めます。 

 

４４４４．．．．子育子育子育子育てにてにてにてに関関関関するするするする経済経済経済経済的支援的支援的支援的支援    

（（（（１１１１））））子子子子どもどもどもども医療費助成制度医療費助成制度医療費助成制度医療費助成制度（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・保護者の負担の軽減を図るとともに、子どもの養育と治療を促進し、健やかな成長に

寄与することを目的とし、未就学児は自己負担無し、小・中学生は入院１日５００円、

通院１回５００円を自己負担の限度とし、保険内診療分の医療費を助成します。 

 

（（（（２２２２））））子育子育子育子育てててて優待優待優待優待カードカードカードカード（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・県と合同で、１８歳未満の子どもを同伴した保護者等が、県内すべての事業協賛店舗・ 

協賛施設で一定の特典が受けられる「子育て優待カード」を実施します。 

 

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

放課後児童クラブ利用者数（通年） 37 人 50 人 

子育て環境づくりとひとり親家庭への支援へ

の満足度＊ 

63.9% 70% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 

 

 

 

【パパママ教室】 
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第第第第３３３３節節節節    母母母母（（（（父父父父））））子福祉子福祉子福祉子福祉    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・生活スタイルの多様化や結婚に対する意識の変化などにより、結婚によらない出産や

離婚が増え、ひとり親家庭が増加傾向にあります。 

・母子福祉協力員を設置し、ひとり親家庭の抱える様々な相談に対応するほか、専門的

な相談については賀茂健康福祉センター内の相談係を案内し対応しています。また、

ひとり親家庭等のための福祉制度や相談窓口一覧を記載した冊子を配布しており、今

後も情報提供・相談体制を充実していく必要があります。 

・ひとり親世帯が年々増え、また、平成２２年８月より父子家庭の児童扶養手当も支給

されるようになったことから、受給者も急速に増加しています。ひとり親家庭の安定

した生活の確保が課題となっています。 

・ひとり親家庭の就労支援・自立支援のため、静岡県母子家庭等就業・自立支援センタ

ーへの案内等を行っていますが、町近辺には求人が少ないことが課題となっています。 

・保護者の負担の軽減と、ひとり親世帯の子どもと両親のいない子どもが健やかに成長

できる社会環境づくりを整備していく必要があります。 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・ひとり親家庭に対する福祉制度等の情報提供に努め、相談体制を充実します。 

・ひとり親家庭の自立を支援するための自立支援プログラムを策定し、就労支援を推 

進します。 

・ひとり親家庭の生活の安定と自立を促すための経済的支援を充実します。 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．情報提供情報提供情報提供情報提供・・・・相談相談相談相談体制体制体制体制のののの充実充実充実充実（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・ひとり親家庭のための福祉制度等の情報提供に努めるとともに、相談窓口や母子福祉

協力員について周知し、相談体制のさらなる充実を図ります。 

 

２２２２．．．．ひひひひとりとりとりとり親家庭親家庭親家庭親家庭のののの自立支援自立支援自立支援自立支援のののの推進推進推進推進        

（（（（１１１１））））自立支援自立支援自立支援自立支援プログラムのプログラムのプログラムのプログラムの策策策策定定定定（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・ひとり親家庭の状況やニーズに応じた支援プログラムを策定し、きめ細かで継続的な

自立・就労支援を実施します。 

 

（（（（２２２２））））就労就労就労就労にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援のののの推進推進推進推進（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・静岡県母子家庭等就業・自立支援センターと連携し、ひとり親家庭の就労支援・自立

支援を推進します。 

 

３３３３．．．．ひひひひとりとりとりとり親家庭親家庭親家庭親家庭のののの経済経済経済経済的支援的支援的支援的支援のののの充実充実充実充実    

（（（（１１１１））））児童児童児童児童扶養手当扶養手当扶養手当扶養手当のののの支支支支給給給給（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・ひとり親家庭の生活の安定と自立を促すため、１８歳に達する日以後の最初の３月３

１日までの児童がいるひとり親家庭等に児童扶養手当が支給されます。 

 

（（（（２２２２））））母母母母子家庭等医療費子家庭等医療費子家庭等医療費子家庭等医療費のののの助成助成助成助成（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・所得税非課税世帯であって、２０歳未満の児童を扶養している母（父）子家庭の母 

（父）と子、両親のいない２０歳未満の児童が医療機関で受診した費用のうち、保険

内診療分の医療費自己負担分を助成します。 

    

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

低所得者福祉と社会保障の充実への満足度

＊ 

61.7% 70% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 
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第第第第４４４４節節節節    障障障障がいがいがいがい児児児児（（（（者者者者））））福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・障がいのある人自身と介護者の高齢化が進んでおり、介護が困難となってきている世

帯が増えています。また、障がい児（者）数とともに障がいの重度化、重複化も増え

ています。 

・障がいのある人々の自立を支えるために、障がい児（者）福祉サービスを提供してい

ますが、サービスを提供できる事業所数が少ないことが課題となっています。 

・地域のふれあい広場等で障がい児（者）がつくった作品を展示・販売するなど、地域

の人々との交流を図っているほか、地域生活支援事業を利用して障がいのある人の社

会参加を目指していますが、さらなる利用促進のための広報啓発を推進していく必要

があります。 

・町社会福祉協議会ではボランティアの確保に努めていますが、障がい児（者）が地域

で自立し社会参加できるよう、障がい児（者）、家族、関係諸団体及び機関の連携の

もと、総合的な福祉サービス体制を充実していくことが重要です。 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・障がい児（者）が地域で自立した生活を送り、各分野において交流や活動ができるよ

うな社会を目指し、障がい児（者）に対する理解を促します。 

・障がい児（者）やその家族が地域で安心して生活することができるよう、保健・福祉

サービスを充実します。 

・保健・福祉サービスやその他様々な場面で、障がい児（者）の社会参加を支援するボ

ランティアの確保に努めます。 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．障障障障がいのあるがいのあるがいのあるがいのある人人人人にににに対対対対するするするする理理理理解解解解のののの促促促促進進進進（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・障がい児（者）の特性や活動状況などを、地域の交流の場等を通して広く理解しても

らう取り組みを推進します。 

 

２２２２．．．．保健保健保健保健・・・・福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスのののの充実充実充実充実    

（（（（１１１１））））在在在在宅支援宅支援宅支援宅支援のののの充実充実充実充実（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・居宅介護事業や短期入所事業などの在宅福祉サービスを充実させ、障がい児（者）や

その家族が安心して生活できる在宅支援を目指します。 

 

（（（（２２２２））））健康医療健康医療健康医療健康医療のののの充実充実充実充実（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・重度障害者医療費助成制度等で障がいのある人の健康、医療費の負担軽減を図ります。 

 

３３３３．．．．社会社会社会社会参加参加参加参加にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援    

（（（（１１１１））））社会社会社会社会参加参加参加参加のののの推進推進推進推進（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・移動支援事業や地域活動支援センター事業など、地域生活支援事業の利用により、障

がい児（者）の社会参加を推進します。 

 

（（（（２２２２））））ボランティアのボランティアのボランティアのボランティアの確保確保確保確保（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・障がい福祉サービス以外の場面で活用できるボランティアの確保に努めます。 

    

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

障がいのある人の自立と社会参加への満足

度＊ 

59.5% 70% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 
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第第第第５５５５節節節節    高齢者保健福祉高齢者保健福祉高齢者保健福祉高齢者保健福祉・・・・介護保険介護保険介護保険介護保険のののの充実充実充実充実    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・急速な高齢化の進行により、ひとり暮らし高齢者、老々世帯、認知症高齢者が増加し

ており、地域包括ケアの考えに基づき、高齢者が要介護状態になっても、可能な限り

住みなれた地域において継続して生活ができるよう、高齢者の生活上の安全、安心、

健康を確保するために介護、医療、生活支援サービス、住まいの４つを一体化して提

供していく必要があります。 

・地域包括支援センターは、公正・中立な立場から①総合相談支援、②虐待の早期発見・

防止などの権利擁護、③包括的・継続的ケアマネジメント支援、④介護予防ケアマネ

ジメント、⑤福祉・保健・医療と介護との連絡調整という５つの機能を担う、地域の

中核機関として位置付けています。 

・総合相談件数は平成２２年度に１，２０３件あり毎年１，０００件を超し、ひとり暮

らし高齢者の生活破綻や虐待といった支援困難な事例が増えています。 

・高齢者安心見守りネットワークは、平成２２年度に新聞・牛乳販売店、マンション・

別荘管理事務所等の協力を得て実施しています。認知症高齢者見守り事業については、

登録者数の拡大を図っていく必要があります。 

・平成１２年にスタートした介護保険制度は、要介護者、中でも要支援や要介護１の軽

度要介護者が増加し、制度から給付される費用も年々増大しており、制度を安定的に

運営するためには、要介護者を増やさない、重度化させない取り組みが課題となって

います。 

・いきいきセンター、保健福祉センターで介護予防事業を行っていますが、参加者の固

定化や参加人数の伸び悩みがみられ、教室への新たな参加者の拡充が課題となってい

ます。 

・基盤整備については、在宅介護に関してはある程度進んでいますが、施設について老

人保健施設は町内になく、特別養護老人ホームについても待機者がいるため、下田市

を含む賀茂郡の伊豆圏域で考えていく必要があります。 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・高齢者が健康で生きがいをもって活躍できる環境と、要援護高齢者の自立促進並びに

介護家族への支援が図られるよう、地域の支援体制の整備を推進します。 

・介護を必要とする場合でも可能な限り住みなれた地域での生活を継続することができ

るよう、介護保険サービスや高齢者保健福祉サービスの充実を推進します。 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．高齢者保健福祉高齢者保健福祉高齢者保健福祉高齢者保健福祉のののの充実充実充実充実    

（（（（１１１１））））高齢高齢高齢高齢者保健福祉計画者保健福祉計画者保健福祉計画者保健福祉計画のののの推進推進推進推進（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・「第５期東伊豆町 高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画」を推進し、当該計画に

定める福祉サービス事業の円滑な推進を図ります。 

 

（（（（２２２２））））地域地域地域地域包括包括包括包括ケケケケアアアア体制体制体制体制のののの充実充実充実充実（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・地域包括支援センターを中核とした高齢者の総合相談、虐待の早期発見や防止に向け

た支援、介護予防、地域におけるネットワークづくり等の事業を推進します。 

 

（（（（３３３３））））保健福祉保健福祉保健福祉保健福祉ササササーーーービビビビスススス及及及及びびびび医療医療医療医療とのとのとのとの連携連携連携連携（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・行政、医療機関、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、警察、法曹関係者、介護事

業所間の連絡調整会議（地域包括ケア会議）を実施します。 

 

２２２２．．．．介護保険介護保険介護保険介護保険サービスサービスサービスサービスのののの充実充実充実充実    

（（（（１１１１））））基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備のののの充実充実充実充実（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・平成２４年度～２６年度の「第５期 高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画」の中

で、 

国の方向性を勘案しつつ在宅サービスや施設サービスに関する必要な基盤整備を図

ります。 

    

（（（（２２２２））））介護予介護予介護予介護予防防防防のののの推進推進推進推進（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・介護保険の基本理念である「自立支援」をより徹底する観点から、介護予防の事業内

容（プログラム）を充実させ、参加者の増加を目指します。 

・高齢者が要介護状態になることや、状態がさらに悪化することを予防するための事業

を行う拠点を充実し、介護予防拠点へのアクセス並びに広報の充実を図ります。 

 

（（（（３３３３））））高齢高齢高齢高齢者者者者安心見守安心見守安心見守安心見守りりりりネネネネッッッットトトトワワワワークのークのークのークの充実充実充実充実（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・介護保険の地域支援事業において、新聞販売店、宅配便、郵便局などの協力団体、マ

ンション・別荘の管理事務所等が、業務の中で安否確認を行い、地域包括支援センタ

ーに連絡する高齢者安心見守りネットワークを充実します。 
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（（（（４４４４））））認知症高齢認知症高齢認知症高齢認知症高齢者者者者見守見守見守見守りりりり事業事業事業事業のののの推進推進推進推進（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・認知症高齢者が徘徊により所在不明となった場合に、地域包括支援センターからの連

絡により、交通機関、郵便局、介護事業所、民生委員・児童委員等が協力機関となり

捜索を行います。 

 

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

認知症サポーター養成数 1,137 人 1,500 人 

高齢者の生きがいと社会参加への満足度＊ 68.0% 75% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 

 

 

 

【認知症サポーター養成講座】 
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第第第第６６６６節節節節    健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・本格的な高齢時代を迎える中で、各種保健事業や健康づくり事業等を、保健福祉セン

ターやいきいきセンターなどを中心に実施し、各世代に対応した総合的な地域保健体

制の整備を図り、住民の健康づくりを推進しています。 

・平成２０年４月より、特定健診・保健指導が保険者に義務付けられ、保健予防係と連

携し事業を推進していますが、受診率の向上が課題となっています。 

・がん検診についても、特定健診との同時実施など受診しやすい体制を整えたことで受

診者は年々増加していますが、目標受診率には達成していません。さらなる受診勧奨

を図っていく必要があります。 

・町内の医療機関の協力のもとに、各種検診、予防接種、生活習慣病の講話や相談を実

施するほか、各種団体に出向いて健康教室を実施しています。各種保健事業のさらな

る推進のためにも、医療機関との連携が必要です。 

・心の健康問題を抱えている方の増加がみられることから、心の健康づくり対策を充実

していく必要があります。 

・町内民間施設においては、ファルマバレー構想

※14

で推進されているかかりつけ湯登

録をなされた施設があります。今後は支援体制を確立し、温泉の健康づくりへの活用

を図っていく必要があります。 

・地域の健康づくりの担い手として健康づくり食生活推進員、健康づくりボランティア

等が活動していますが、今後食育推進を含めたさらなる活動の支援と人材育成が必要

となっています。 

    

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・生活習慣病やがん予防のための相談・教育・支援体制の充実を図ります。 

・住民一人ひとりの健康を実現するため、自分の健康は自分で守るという意識づくりと

ともに、住民が主役の健康づくりの推進体制の充実を図ります。 

・あらゆる世代を通した食育推進事業を実施し、そのための支援体制を充実します。 

 

    

                                                   
※

14
 ファルマバレー構想：県が推進している医療と健康をテーマとして、産業の活性化を図る 

事業。町では、かかりつけ湯など、温泉や食材などの観光資源を組み合わせた健康サー 

ビスと癒しの提供による地域づくりを推進している。 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり事事事事業業業業のののの推進推進推進推進    

（（（（１１１１））））各種検診各種検診各種検診各種検診・・・・保健指導保健指導保健指導保健指導のののの充実充実充実充実（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・年１回の健康診断を奨励推進します。 

・４０歳以上７４歳以下の方を対象として、糖尿病等の生活習慣病に着目した特定健康

診査・特定保健指導を実施します。 

・特定健康診査とがん検診の同時実施など受けやすい検診体制を整備し、疾病の早期発 

見、早期治療を推進し、各種検診の受診率の向上を図ります。 

・保健師・栄養士による各家庭への訪問指導（乳幼児～高齢者）を実施します。 

・心の健康づくり対策事業として、うつ病などの精神疾患に関する正しい知識の普及啓

発及び早期発見を通した自殺予防対策活動を推進していきます。 

 

（（（（２２２２））））健康健康健康健康意識意識意識意識のののの向上向上向上向上（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・主体的に生活習慣改善を行うことができるような支援事業を推進します。 

・心身の健康に関する健康相談、栄養相談を充実します。 

・健康増進法に基づき、健康増進に関する正しい知識の普及のために健康づくり教室を

充実し、住民の参加を積極的に推進します。 

 

（（（（３３３３））））温泉温泉温泉温泉をををを利用利用利用利用したしたしたした健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・町内の健康関連施設を利用した健康増進事業を推進します。 

・町内民間施設のかかりつけ湯制度を利用した健康プログラム開発及び支援を推進し 

ます。 

 

２２２２．．．．健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進体制推進体制推進体制推進体制のののの充実充実充実充実    

（（（（１１１１））））健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・保健・医療関係者と連携し、生活習慣病予防に重点を置いた体制づくりに努めます。 

・災害時の医療救護、新型インフルエンザ対策や予防接種事業などの感染症対策につい

て、町内医療機関との体制づくりを図ります。 

 

（（（（２２２２））））健康健康健康健康づくりボランティアのづくりボランティアのづくりボランティアのづくりボランティアの育成育成育成育成（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・健康づくり食生活推進員などの健康づくりボランティアを育成・支援をします。 
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３３３３．．．．食食食食育育育育のののの推進推進推進推進    

（（（（１１１１））））食食食食育推進体制育推進体制育推進体制育推進体制のののの整備整備整備整備（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・「えがお食育推進計画（東伊豆町食育推進計画）」に基づき、子どもから大人までの

あらゆる世代を通した食育推進事業を実施します。 

・食育に関わる人材の輪を広げ、住民参加の食育を推進します。 

 

（（（（２２２２））））食品食品食品食品衛生衛生衛生衛生のののの充実充実充実充実（（（（住民住民住民住民福祉課福祉課福祉課福祉課））））    

・関係機関の協力のもと、食中毒防止について食品管理の指導をします。 

 

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

各種検診受診率（胃がん検診） 22.7% 30% 

（肺がん検診） 42.1% 50% 

（大腸がん検診） 31.4% 40% 

定期予防接種受診率 93.9% 95% 

健康づくりへの満足度＊ 82.4% 87% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 

 

 

 

【食育プロジェクト事業】 
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第第第第７７７７節節節節    国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険・・・・医療医療医療医療体制体制体制体制    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・国民健康保険は、被保険者の６０歳～７５歳未満の年齢構成割合が５割を占めるな 

ど、医療費増加の構造的要因が課題となっています。 

・町内経済状況が厳しい中で、加入世帯のうち２割が現年度分を滞納するなど、保険税

の収納率の低下が問題となっており、収納率の向上を目指していく必要があります。 

・後期高齢者医療制度が創設され、県下の全市町が加入する静岡県後期高齢者医療広域

連合が運営し、平成２０年よりスタートしています。 

・医療費の適正化を図るため、平成２３年度より国保連合会に委託しレセプト点検の充

実を図っています。 

・町には現在、医療機関２ヶ所、一般診療所９ヶ所、歯科診療所５ヶ所が開設されてお

り、平日及び休日夜間の第１次救急は賀茂医師会の協力のもと、輪番制での実施とな

っています。 

・耳鼻科、産婦人科、小児科などの専門診療科目や、平日夜間の第１次救急体制の整備

などが課題となっています。 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・高齢になっても健康に生活できる環境づくりを推進し、自分の健康に関心をもち健康

管理意識を向上させ、疾病の早期発見・早期治療へとつなげ、医療費の抑制を図りま

す。 

・保健・医療の専門家の協力のもとに保健・医療体制の整備を促進し、すべての住民が

健やかで、心豊かに生活できるように努めます。 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．国民健康国民健康国民健康国民健康保険保険保険保険    

（（（（１１１１））））医療費医療費医療費医療費のののの軽軽軽軽減減減減（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・疾病の早期発見・早期治療を奨励するとともに、重複・頻回受診の防止や、ジェネリ

ック医薬品

※15

の普及を推進し、医療費の軽減に努めます。 

    

（（（（２２２２））））医療費適医療費適医療費適医療費適正正正正化対策化対策化対策化対策のののの推進推進推進推進（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・医療費適正化のためレセプト点検の充実強化を図り、再審査請求を推進します。 

 

（（（（３３３３））））収収収収納納納納率率率率のののの向上向上向上向上（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・悪質な滞納者に対し、短期保険証や資格証明書を交付し、納税意識を促し収納率向上

を目指します。 

・臨宅徴収を強化するとともに、口座振替を推進し収納率の向上に努めます。 

 

２２２２．．．．医医医医療療療療体制体制体制体制    

（（（（１１１１））））医療体制医療体制医療体制医療体制のののの充実充実充実充実（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課・・・・消防消防消防消防署署署署））））    

・賀茂医師会、町内医療機関の協力体制のもと、医療体制のさらなる充実に努めます。 

 

（（（（２２２２））））診診診診療療療療科科科科のののの創創創創設設設設とととと病院病院病院病院のののの誘致誘致誘致誘致（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・既存の病院との協力体制を図るとともに、専門診療科目（耳鼻科、産婦人科、小児科）

の新設を要請します。 

 

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

一人あたり医療給付費 224,672 円 213,000 円 

国民健康保険税収納率（現年分） 87.5% 90% 

地域医療への満足度＊ 26.2% 50% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 

 

                                                   
※

15
 ジェネリック医薬品：製薬会社が開発した医薬品の特許が切れた後に、別のメーカーが同 

じ有効成分でつくる薬のこと。 
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第第第第８８８８節節節節    国民年金国民年金国民年金国民年金    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・国民年金は、老後の所得保障の主柱として、高齢者の生活を実質的に支えていくこと

をその役割としています。全国的な保険料の収納率低下や、少子化の進行などから、

将来の年金制度への影響が懸念されています。 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・年金制度の周知をはじめとして、被保険者の利便性を確保するために年金窓口の充実

を図ります。 

    

【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．国民年金国民年金国民年金国民年金窓窓窓窓口口口口のののの充実充実充実充実（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・窓口では国民年金制度全般についての各種届出や申請手続などの受付及び相談を行い、

被保険者の利便性の確保に努めます。 

 

 

 

【国民年金窓口】 
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第第第第３３３３章章章章    災害災害災害災害にににに強強強強くくくく安心安心安心安心できるできるできるできる体制体制体制体制のののの充実充実充実充実    

第第第第１１１１節節節節    消防体制消防体制消防体制消防体制のののの充実充実充実充実    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・常備消防は、現在人員３３名、消防車両９台で組織されていますが、消防職員の高齢

化が進み、消防体制の整備及び確立を図る観点からも、広域化の推進に取り組む必要

があります。 

・非常備消防は、９個分団、定員３３０名で編成されていますが、少子化の影響により、

消防団員数の確保が困難な地区がみられ、分団統合による組織体制の強化を図る必要

があります。 

・女性消防団員により火災予防、応急手当の普及啓発活動を実施していますが、団員数

が減少しています。 

・消防団組織については、今後の常備消防広域化や人口減少等を考慮し、地域に応じた

組織改革を行っていく必要があります。 

・現状では、災害に対応する十分な初動体制が構築できていないため、職員増員により

１次出動体制を増強し、消防力の向上を図る必要があります。 

・常備、非常備において、消防車両の更新整備が延伸しています。また、消防団器具置

場の耐震化、大規模災害時等に必要な特殊資機材の充足が急務となっています。 

・救急業務については、一次的には、まず、町内の医療機関に搬送し、その医療機関の

判断により、必要に応じて高度医療機関へ搬送する仕組みになっています。 

・町内には第２次救急医療施設がなく、約４割の患者が町外搬送されている現状であり、

医療体制の充実が望まれています。 

・近年は高度な救急治療を要するものが多く、直接町外の医療機関に搬送する事案が増

えているため、高規格救急自動車や静岡県東部ドクターヘリを有効活用し、地域医療

機関と密接に連携した、高度救急体制の構築が必要となります。 

・心臓突然死を防ぐため、公共施設等へのＡＥＤ(自動体外式除細動器)の設置が進んで

いますが、今後、より多くの施設への設置と、住民に対してＡＥＤの使用方法を含め

た救命講習の普及啓発に努めていくことが重要です。 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・消防装備・消防施設の充実や消防署員・消防団員の確保、消防救急広域化等により火

災発生時への対応を充実します。 

・救命率向上のため、救命救急士の養成等により病院前救護体制の充実を図ります。 

・高度救急医療にも対応できるよう医療機関との協力体制を整え、安心して暮らせるま

ちづくりを進めます。 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．消防消防消防消防装装装装備備備備・・・・消防施消防施消防施消防施設設設設のののの充実充実充実充実    

（（（（１１１１））））消防車消防車消防車消防車両両両両・・・・資器材資器材資器材資器材のののの整備整備整備整備（（（（消防消防消防消防署署署署））））    

・老朽化した消防車両及び資機材について、中長期的な整備計画に基づき更新整備を図

ります。 

 

（（（（２２２２））））消防施設消防施設消防施設消防施設のののの整備整備整備整備（（（（消防消防消防消防署署署署））））    

・災害発生時に各地区の活動拠点となる消防施設について耐震化を図り、消防団器具置

場については、整備計画を策定し改善を図ります。 

 

２２２２．．．．消防体制消防体制消防体制消防体制のののの強強強強化化化化    

（（（（１１１１））））消防消防消防消防職職職職員員員員及及及及びびびび消防団員消防団員消防団員消防団員のののの確保確保確保確保（（（（消防消防消防消防署署署署））））    

・消防職員数の充足率の向上を図るとともに、今後の消防団を取り巻く社会情勢を考慮

し、消防団の組織力の強化を図るため、分団の統廃合を含めた消防団組織、体制の見

直しや女性消防団員の加入促進に努めます。 

 

（（（（２２２２））））消防消防消防消防技術技術技術技術のののの向上向上向上向上（（（（消防消防消防消防署署署署））））    

・常備消防と消防団による合同訓練を行い、相互の消防技術の向上と災害時における消

防活動の円滑化を図ります。 

 

（（（（３３３３））））消防消防消防消防救急救急救急救急広域化広域化広域化広域化にににに伴伴伴伴うううう関関関関係係係係機関機関機関機関とのとのとのとの連携連携連携連携強化強化強化強化（（（（消防消防消防消防署署署署））））    

・消防救急広域化により、町防災部局及び消防団との関係が希薄とならぬよう連携の維 

持、強化に努めます。 

 

（（（（４４４４））））住宅用住宅用住宅用住宅用火火火火災災災災警警警警報報報報器器器器のののの設設設設置置置置推進推進推進推進（（（（消防消防消防消防署署署署））））    

・設置義務化された「住宅用火災警報器」の設置推進による住宅防火対策を展開し、火

災件数及び死者数の減少を図ります。 
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３３３３．．．．救急救急救急救急医療体制医療体制医療体制医療体制のののの充実充実充実充実    

（（（（１１１１））））高高高高度度度度救急救急救急救急業業業業務務務務体制体制体制体制のののの充実充実充実充実（（（（消防消防消防消防署署署署））））    

・さらなる救命率向上のため、救急救命士を養成し、救急車への２名搭乗を図るととも 

に、病院前救護体制の充実を図ります。 

 

（（（（２２２２））））救急救急救急救急業業業業務務務務のののの質質質質のののの向上向上向上向上（（（（消防消防消防消防署署署署））））    

・救急救命士を医療機関での再教育及び救急研修会等へ積極的に参加させ、地域住民サ

ービスの向上を図ります。 

 

（（（（３３３３））））医療機関等医療機関等医療機関等医療機関等とのとのとのとの連携連携連携連携（（（（消防消防消防消防署署署署・・・・健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・県、地域ＭＣの協力を得て、傷病者の症状に適した医療機関の選定及び搬送に時間を

要することが無いような体制を確立します。 

 

（（（（４４４４））））第第第第２２２２次次次次救救救救急急急急体制体制体制体制のののの充実充実充実充実（（（（消防消防消防消防署署署署））））    

・町外の第２次救急医療機関へ搬送されている入院を必要とする救急患者に対応する 

ため、関係機関の協力を得て第２次救急医療機関の確保に努めます。 

    

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

消防団員数 330 人 330 人 

消防施設耐震化率 70% 100% 

住宅用火災警報器設置率 59.2% 100% 

火災件数 14 0 

消防・救急体制への満足度＊ 71.8% 82% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【防火・防災広報活動】 
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第第第第２２２２節節節節    防災体制防災体制防災体制防災体制のののの充実充実充実充実    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・地震、津波、台風等の大規模な自然災害が発生した際の地域の協力体制の重要性が再

認識され、全国的に災害への対応力の強化が課題となっています。 

・「東伊豆町地域防災計画」や「東伊豆町水防計画」に基づき、東海地震や神奈川県西

部地震等の大規模地震災害や大雨、台風による風水害を想定し、防災施設等の充実を

図っています。 

・公共建築物については耐震化を行い、国基準を満たしていますが、県が進める東海地

震に耐える耐震化が進んでいないことが課題となっています。 

・平常時を含め、病院、診療所及び、在住している医師が少なく、災害時の医療救護に

支障が出る可能性があることから、町内の医療機関との連携を図るとともに、住民ト

リアージ

※16

等の普及を図っていく必要があります。 

・町では「自らの命は自ら守る。自らの地域は皆で守る。」を基本に、「黄色いリボン

運動

※17

」など、地域に適合した独自の自主防災組織体制づくりを進め、住民の防災

意識の向上、地域防災力の強化に努めています。 

・災害時要援護者避難支援においては、「災害時要援護者避難支援プラン」に基づいて、 

手上げ方式で要援護者の把握を行い、災害時の避難対策を進めていますが、対象者で

ある障がいのある人や高齢者などの個人情報が得にくいため、地域として支援体制の

構築が困難となっています。 

・過去の大きな地震から３０年を経過し、住民の中には、大きな地震を経験していない

住民も多く、また、経験した住民の多くが高齢となり、地震に対する防災意識の低下

もみられることから、引き続き防災意識の高揚を図っていく必要があります。 

・自然災害のみならず、武力攻撃事態の非常事態から住民の生命及び財産を守るため、

防災対策のさらなる充実強化を図っていくことも重要です。 

 

【【【【基基基基本方針本方針本方針本方針】】】】    

・大規模災害の発生に備えて、防災拠点等となる公共建築物の耐震化を図ります。 

・医師会と連携した災害時の医療体制を構築するとともに、住民トリアージ等の普及を

図ります。 

・自主防災組織の体制を強化し、災害時における要援護者等への支援体制づくりを進め

ます。 

・防災訓練やその他の機会を積極的に活用し、住民の防災意識の高揚を図ります。 

                                                   
※

16
 トリアージ：災害時医療。 

※
17
 黄色いリボン運動：毎月１日に、各家庭でリボンを掲げ、定期的に安否確認訓練を実施 

している。 



 

 72

【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．耐震耐震耐震耐震化化化化のののの推進推進推進推進    

（（（（１１１１））））公公公公共共共共建建建建築物築物築物築物のののの耐震耐震耐震耐震化化化化（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・防災拠点等となる公共建築物や、それに類する施設について、東海地震に耐えること

ができるよう耐震化（Ｉｓ値＝１．０以上）を進めます。 

 

２２２２．．．．災災災災害害害害時時時時におけるにおけるにおけるにおける支援体制支援体制支援体制支援体制のののの充実充実充実充実    

（（（（１１１１））））医療体制医療体制医療体制医療体制のののの充実充実充実充実（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課））））    

・賀茂医師会、医療機関と、町保健師などが連携し、支援体制の構築を目指します。 

・仮設救護所、救護病院の確保及び、医師等の確保とともに、住民に対する住民トリア

ージ、応急救急法などの知識・技能の習得を進めます。 

 

（（（（２２２２））））自主防災自主防災自主防災自主防災組織組織組織組織のののの体制強化体制強化体制強化体制強化（（（（総務総務総務総務課課課課））））    

・自主防災組織を中心とした防災力強化のため、防災委員をはじめとする、自主防災組

織役員への研修、講習等の開催を積極的に進めます。 

 

（（（（３３３３））））避難避難避難避難支援体制支援体制支援体制支援体制のののの整備整備整備整備（（（（総総総総務務務務課課課課・・・・住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・福祉部局を中心に、地域自主防災会、民生委員・児童委員、介護サービス事業者と連

携した避難支援体制の構築を目指します。 

・必要な地域のハザードマップ

※18

の作成を行うほか、避難計画の周知を行い、災害時

や緊急時の避難体制を確立します。 

・災害時には、災害ボランティア本部の設置を社会福祉協議会と連携して行います。 

 

（（（（４４４４））））要援要援要援要援護護護護者者者者へへへへのののの支援体制支援体制支援体制支援体制のののの強化強化強化強化（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・高齢者や障がいのある人などの要援護者の避難支援に対しては、「黄色いリボン運動」 

の推進や隣組の声かけ運動などを推進し、地域、隣組単位の支援体制づくりを進めま

す。 

・災害時要援護者登録制度による台帳の作成を進めるとともに、要援護者マップづくり

を自主防災組織と継続して実施していきます。 

                                                   
※

18
 ハザードマップ：洪水、土砂災害、津波などの自然災害による被害を予測し、被害範囲を 

地図化したもの。 
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（（（（５５５５））））防災防災防災防災意識意識意識意識のののの高揚高揚高揚高揚（（（（総務総務総務総務課課課課））））    

・住民の防災意識の高揚を図るため、各種団体、ＰＴＡ、学校における防災訓練、防災

講座・研修を積極的に開催します。 

    

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

公共建築物等耐震化率 76%（県基準） 85% 

住民トリアージ 

応急救急法等知識・技能習得者数 

306 人 

（応急処置） 

400 人 

（応急処置） 

防災講座受講者数 1,240 人 3,500 人 

 

 

 

 

【要援護者マップ】 
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第第第第３３３３節節節節    交通安全交通安全交通安全交通安全・・・・防犯体制防犯体制防犯体制防犯体制のののの充実充実充実充実    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・交通事故件数は全国的に減少傾向にありますが、高齢化が進む中、高齢者の関係する

事故が大きな割合を占めるようになっています。また、駐車場不足から路上駐車によ

る交通障害の問題も深刻化しています。 

・高齢者事故対策、路上駐車対策及び未来を担う児童・園児を中心とする交通安全教育

の充実を重点とし、警察、町交通安全対策委員会、地区交通安全協会等と協力し、交

通安全思想の高揚と交通事故防止に努めていく必要があります。 

・町内には歩道が確保されていない道路もあることから、交通弱者である子どもや高齢

者・障がいのある人に配慮した交通安全対策が重要となっています。 

・最近では高齢者を狙った悪質商法や詐欺、子どもを狙った犯罪が頻発しており、それ

らの犯罪を未然に防止するため、地域における防犯ネットワークの構築が求められて

います。 

・町における犯罪の発生は減少傾向にありますが、情報等の氾濫により青少年の犯罪は

低年齢化が進み、増加傾向がみられます。 

・地域や関係機関と連携し防犯の啓発やパトロール等を行い、家庭や地域を含め住民全

体での防犯活動や非行防止の取り組みを推進していく必要があります。 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・高齢者及び児童・園児の交通事故防止を重点に、交通安全思想の普及と交通安全意識

の高揚を図ります。 

・歩行者のみならずドライバーも安心して通行できるよう、交通安全施設の整備充実や

違法駐車対策に係る施策を推進します。 

・地域・家庭・関係機関と連携し、防犯意識の啓発を推進します。 

・日々の地域活動や近所付き合いを通して、地域の中でのつながりを深め、防犯活動や

見守り活動を行います。 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．交通安全交通安全交通安全交通安全対対対対策策策策のののの強強強強化化化化    

（（（（１１１１））））交通安全交通安全交通安全交通安全施設施設施設施設のののの整備整備整備整備・・・・充実充実充実充実（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課・・・・住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・歩行者、ドライバーが安心して通行できる道路の整備・充実を図ります。 

・カーブミラー、街路灯などの交通安全施設の整備・充実を図ります。 

 

（（（（２２２２））））交通安全意識交通安全意識交通安全意識交通安全意識のののの高揚高揚高揚高揚（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・年４回の交通安全運動の充実と、交通安全ポスターや標語等交通安全啓発活動を推進

します。 

・各幼稚園、小学校における交通安全教育の徹底と反射材等の配布を行います。 

・交通安全指導員と連携し、高齢者を対象とした交通安全指導を実施します。 

 

（（（（３３３３））））違違違違法法法法駐駐駐駐車対策車対策車対策車対策のののの推進推進推進推進（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・違法駐車に対しては、さらなる取締り強化を警察等に依頼するとともに、住民に対し

て周知徹底を図ります。 

 

２２２２．．．．防犯体制防犯体制防犯体制防犯体制のののの充実充実充実充実    

（（（（１１１１））））防防防防犯意識犯意識犯意識犯意識のののの高揚高揚高揚高揚（（（（住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・行政と地域が一体となり、防犯意識の高揚を図ります。 

 

（（（（２２２２））））防防防防犯犯犯犯運動運動運動運動のののの推進推進推進推進（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会事事事事務局務局務局務局・・・・住民福祉課住民福祉課住民福祉課住民福祉課））））    

・イベントの実施や広報等の活用により防犯運動を推進します。 

・関係機関と協力しパトロール等を実施します。 

 

 

 

 

【交通安全街頭指導】 
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第第第第４４４４章章章章    活力活力活力活力あるあるあるある地域産業地域産業地域産業地域産業のののの振興振興振興振興    

第第第第１１１１節節節節    観光産業観光産業観光産業観光産業のののの充実充実充実充実    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・日本人の旅行スタイルが、従来の通過型、団体型の物見遊山的な旅行から、訪れる地

域の自然、生活文化、人とのふれあいを求める体験型、個人型への旅行へと転換し、

旅行者ニーズが多様化しています。 

・観光産業は、農林水産業や製造業など幅広い産業分野と関連し、町を含む伊豆地域の

主要産業となっており、団体から個人・小グループ客への旅行形態の変化や観光ニー

ズの多様化に対応していく必要があります。 

・町は自然環境や豊かな温泉資源に恵まれていますが、現在増加している滞在型観光の

受け入れや修学旅行の誘致につながる体験農業や体験漁業などの体験型観光、人とふ

れあい心を癒す観光等の可能性を追求していくことが求められています。 

・高齢社会の進展や健康ブームの中、療養や保養を目的とした旅行が増大することが予

想されるため、温泉を利用したウエルネス・療養や、外国人の受け入れができる保養

型観光地づくりへの取り組みも必要となってきます。 

・駅の昇降階段、観光トイレ、道路の段差等のバリアフリー化を推進し、障がいのある

人や高齢者等が容易に旅行できるようハード面の整備も課題となっています。 

・観光ガイドや介護・介助を必要とする方の観光を支援する外出支援専門員の育成など

ソフトの面で整備も重要です。 

・急速に利用者が増加しているＳＮＳ

※19

を活用し、交流人口の増加を図る必要があり

ます。 

・観光の原点である「おもてなしの心」、ホスピタリティの精神を育み、観光関係者 

のみならず住民全体で旅行者を温かく迎える観光地づくりを推進していく必要があ

ります。 

・個々の施設においては、提供するサービスの詳細な情報を伝達する手段としてＩＴを

積極的に活用するとともに、平成２１年に開港した富士山静岡空港を活用し、国内遠

隔地や外国人観光客の誘客に向けてのＰＲ等を推進していく必要があります。 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・各地域の特色を活かした観光地づくりを推進します。 

・観光産業を核に６次産業化を推進し、町の諸産業の複合化による活性化を図ります。 

                                                   
※

19
 ＳＮＳ：人と人とのつながりをサポートするインターネット上のサービス。 
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・農林水産業と連携を図り、グリーンツーリズム

※20

やブルーツーリズム

※21

に対応でき

る滞在型、体験型観光への受け入れを支援します。 

・町の地域資源を活用しての着地型観光商品の開発と定着を図ります。 

・観光施設のバリアフリー化を推進し、高齢者や障がいのある人が旅行しやすい観光地

づくりを推進します。 

・おもてなしの心とホスピタリティのある観光地づくりを推進します。 

 

【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．特色特色特色特色をををを生生生生かしたかしたかしたかした観光地観光地観光地観光地づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進（（（（観光商工課観光商工課観光商工課観光商工課））））    

・豊かな温泉を利用した療養・保養型観光地づくりに取り組みます。 

・稲取高原の活用に取り組みます。 

・熱川温泉内の町有地を活用した温泉街づくりに取り組みます。 

 

２２２２．．．．他他他他のののの産業産業産業産業とのとのとのとの連連連連携携携携によるによるによるによる振興振興振興振興（（（（観光商工課観光商工課観光商工課観光商工課））））    

・観光産業を核に６次産業化を推進し、町の諸産業の複合化を図りつつ新たな商工業の

振興を図ります。 

・市民農園（クラインガルテン）を開設し、農業や観光での交流を促します。 

・観光来誘客が地域の人とふれあいながら、地場産品を購入できる仕組みづくりに取り

組みます。 

 

３３３３．．．．観光施観光施観光施観光施設設設設整備整備整備整備のののの推進推進推進推進（（（（観光商工課観光商工課観光商工課観光商工課））））    

・自然環境、歴史を活かした観光施設整備を推進します。 

・観光トイレ等のバリアフリー化を推進します。 

・観光施設におけるユニバーサルデザインの浸透を図ります。 

・ジオパーク構想の実現を目指し、ジオサイトの整備を図ります。 

 

４４４４．．．．組織組織組織組織体制体制体制体制のののの強強強強化充実化充実化充実化充実（（（（観光商工課観光商工課観光商工課観光商工課））））    

・観光関係団体の組織・体制の強化充実への支援を積極的に行います。 

・各単位協会の連携を強化し、情報発信やイベントの相互活用を図ります。 

・国や県、周辺市町や民間団体との連携を強化し、広域的なネットワークの構築を図ります。 

    

                                                   
※

20
 グリーンツーリズム：農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の

余暇活動。 

※
21
 ブルーツーリズム：島や沿海部の市町村の活性化を図り、国民に余暇活動の場を提供でき 

る漁村滞在型余暇活動。 
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５５５５．．．．おもてなしのおもてなしのおもてなしのおもてなしの観光地観光地観光地観光地づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進（（（（観光商工課観光商工課観光商工課観光商工課））））    

・観光関連事業者のおもてなし・接客対応力の向上、住民へのおもてなし意識の啓発に

より、ホスピタリティあふれる観光地づくりを推進します。 

・観光ボランティアガイド、観光インストラクターの育成を図ります。 

・介護が必要な方の旅行を支援するため、介護経験のある方を外出支援専門員として育

成します。 

 

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

観光振興への満足度＊ 56.6% 65.0% 

入湯客数 98.5 万人 100 万人以上 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 

 

 

 

【どんつく祭り】 

 

 

【熱川桜まつり】 
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第第第第２２２２節節節節    商工業商工業商工業商工業のののの振興振興振興振興    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・商業は町内６地域に小規模な商店街を形成し、地域に密着して発展してきましたが、

商店数、年間販売額、従業員数のいずれも減少しています。 

・経済不況による購買意欲の減少や町内及び近隣市町の大型店への消費流出、コンビニ

エンスストアの進出、通信販売やインターネットなどを通した購買方法の多様化で商

業圏の確保が困難な状況にあります。 

・車の運転ができない高齢者など「買物難民」といわれる方たちも増えてきており、地

元の商店の存在は不可欠であることから、各地域にあった商店街づくりを進め、住民

が集い楽しめる場所にしていくこととが重要です。 

・商業振興のため、ＩＴの積極的活用による特色ある販売方法の研究や販売圏域拡大、

現在導入している「Ｈｉｐカード」の利用拡大、地域通貨の研究や波及を図るなど、

観光客や住民の要望に応えられる環境づくりを推進していく必要があります。 

・産業団体連絡会を中心とした「夢市広場」「花見の宴」などのイベントを開催してお

り、地元の商店等の参加を促しながら引き続き推進していく必要があります。 

・町では観光業と密接に関わる地元企業が多く、景気の低迷とともに観光産業の不振の

影響を直接受けているのが現状です。 

・製造業は、食料品製造が主なもので、稲取地区で昔から食べられてきた「さんが」や、

商工会青年部らで開発した「ニューサマーサイダー」などの特産品が生まれており、

さらなる展開を図っていく必要があります。 

・建設業は、経済の低迷等により公共事業、民間事業とも受注量が減少しており、この

ため事業所数、従業者数ともに減少傾向にあります。 

・新たな企業誘致は立地的に難しいことから、廃業に追い込まれた旅館やホテルについ

ては、社屋など多様な用途としての利用についても検討していく必要があります。 

・製造業、建設業等工業の発展は、雇用確保など地元経済に果たす役割が大きいため、

商工会の指導による経営の合理化及び体質強化を図っていくことが必要です。 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・地域住民の購買ニーズに適応した商店や商店街づくりを進めます。 

・他産業と連携した商業の振興を図ります。 

・商工会や関係団体と連携して既存事業所の育成と経営の安定化を図ります。 

・第一次産業と連携した地場産品の加工、製造など、新たな工業の振興を図ります。 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．商業商業商業商業のののの振興振興振興振興    

（（（（１１１１））））魅力魅力魅力魅力ああああるるるる商店街商店街商店街商店街のののの形形形形成成成成（（（（観光商工課観光商工課観光商工課観光商工課））））    

・商工会と連携し魅力ある商店づくりを目指し、既存商店街の再整備等を推進します。 

・商店街空き店舗対策を推進します。 

 

（（（（２２２２））））ｌＴｌＴｌＴｌＴをををを活用活用活用活用したしたしたした特色特色特色特色ああああるるるる商業商業商業商業のののの振興振興振興振興（（（（観光商工課観光商工課観光商工課観光商工課））））    

・特色ある販売方法の研究や販売圏域拡大の推進等、ＩＴの活用による商業の振興を支

援します。 

・「Ｈｉｐカード」の利用拡大や、地域通貨の研究と波及による商業振興を図ります。 

 

（（（（３３３３））））イベイベイベイベントントントント開催開催開催開催にににによよよよるるるる商業商業商業商業のののの振興振興振興振興（（（（観光商工課観光商工課観光商工課観光商工課））））    

・観光産業や第一次産業と連携した各種イベント開催を推進します。 

 

（（（（４４４４））））宿泊客宿泊客宿泊客宿泊客等観光等観光等観光等観光来遊客来遊客来遊客来遊客にににに対対対対するするするする販売販売販売販売促進促進促進促進（（（（観光商工課観光商工課観光商工課観光商工課））））    

・朝市や地場産品直売施設の新設を推進します。 

 

２２２２．．．．工業工業工業工業のののの振興振興振興振興    

（（（（１１１１））））地地地地元元元元企業企業企業企業のののの育成育成育成育成（（（（観光商工課観光商工課観光商工課観光商工課））））    

・経営の合理化及び体質強化を進めます。 

 

（（（（２２２２））））特特特特産産産産品品品品づくりにづくりにづくりにづくりに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ（（（（観光商工課観光商工課観光商工課観光商工課））））    

・地場産品の加工、製造など新たな特産品づくりに努めます。 

 

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

商業振興への満足度＊ 50.3% 65.0% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 

 

 

 

 

 

【ニューサマーサイダー】 
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第第第第３３３３節節節節    農業農業農業農業のののの振興振興振興振興    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・農業就業者の高齢化、後継者問題、耕作放棄地の増加、販売価格の低迷等による他産

業への転職が進み、農家数及び農業就業者数ともに減少傾向にあります。 

・農業就業者の確保に向けて、新規就農事業や認定農家の推進等を図っていく必要があ

ります。 

・小規模な兼業農家、生きがい農業を行う高齢農家、農業経営に対する女性の参画、土

地もち非農家等との間で補助労働力の提供、第６次産業としての農業の展開など、農

業生産者に対し、新たな魅力ある農業生産体制の整備が必要となっています。 

・山林原野が多く、耕地面積が限定されている中で、町の農業は柑橘から花き、イチゴ

等の栽培に一部の農家が移行するなど、施設園芸の導入が進んでいます。 

・柑橘については、高品質生産を目標に品種更新と栽培管理の徹底を図るとともに、そ

の他農作物についても、新品種の導入により生産性の向上と、農業経営の安定に努め

ていく必要があります。 

・平成１７年度に農業振興地域整備計画を策定しましたが、農地法の改正により農地等

の規制が厳しくなっています。 

・中山間地域総合整備事業を柱とした農地造成、農道整備等を実施し、農業基盤の整備

充実を図るとともに、中山間地域等直接支払制度や農地流動化地域総合推進事業等を

活用し、農地の有効利用や保全を進めています。農地流動化地域総合推進事業につい

ては見直しを行う必要があります。 

・町内における耕作放棄地について、農業委員会と連携し、所有者に対する再生指導や

ＪＡによる農地利用集積を図っていく必要があります。 

・農免農道の整備は経営体育成基盤整備事業として県営で実施しており、早期完成が課

題となっています。 

・サル、イノシシ、シカ、タイワンリス等の有害鳥獣による生活被害が拡大しているた

め、駆除等の対策を推進していく必要があります。 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・中山間地域総合整備事業を柱に農地造成、農道整備等を実施し、農業基盤の整備充実

を図ります。 

・新品種の導入による産地化、農業環境の変化に対応した新たな農業生産体系の見直し

などを行うことにより、やりがいのある農業の環境づくりに努めます。 

・農業の多面的な機能を利用し、第二次・第三次産業との連携を図ります。 

・有害鳥獣による被害の防止に努めます。 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．農業基農業基農業基農業基盤盤盤盤のののの整備整備整備整備    

（（（（１１１１））））優良優良優良優良農農農農地地地地のののの確保確保確保確保（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・農業振興地域整備計画に基づき、農地の適正管理・運営と農地転用の規制等による優

良農地の確保に努めます。 

・中山間地域等直接支払制度の活用により、耕作放棄等の発生を防止し、農地面積の確

保に努めます。 

 

（（（（２２２２））））農農農農地地地地のののの有有有有効利用効利用効利用効利用のののの推進推進推進推進（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・荒廃農地や遊休農地について、グリーンツーリズム等の観光資源としての活用を図り

ます。 

・農地流動化地域総合推進事業などを利用し、農地の有効利用を図ります。 

 

（（（（３３３３））））農農農農業環境等業環境等業環境等業環境等のののの整備整備整備整備（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・中山間地域総合整備事業を中心に各種事業（市民農園整備・農道整備）を展開し、農

業基盤整備を積極的に推進します。 

・農免農道の整備を進め、流通経路の確保を図ります。 

 

２２２２．．．．農業生産体農業生産体農業生産体農業生産体系系系系のののの見直見直見直見直しししし    

（（（（１１１１））））新品種新品種新品種新品種のののの導入導入導入導入とととと高品高品高品高品質質質質作物作物作物作物のののの生産推進生産推進生産推進生産推進（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・収益性の高い新品種の導入と、消費者要望にあった高品質作物の生産を促進します。 

 

（（（（２２２２））））農農農農業業業業就就就就業者業者業者業者のののの確保確保確保確保（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・新規就農事業の補助金を活用し、かつ認定農家制度を推進し、後継者の育成も含め就

農者の確保を図ります。 

・農業経営に対する女性の参画を進めます。 

・高齢者にやさしい農業を推進します。 

 

（（（（３３３３））））他他他他産業産業産業産業とのとのとのとの連携連携連携連携（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・漁業や林業等第一次産業をはじめ、第二次・第三次産業と連携した朝市の充実と、新

たに地産地消を視野に入れた直売所等の開設を推進します。 
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３３３３．．．．有有有有害鳥獣対害鳥獣対害鳥獣対害鳥獣対策策策策のののの推進推進推進推進（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・サル、イノシシ、シカ、タイワンリス等による農作物の被害防止のため、継続的な駆

除対策を図ります。 

    

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

耕作放棄地（調査による耕作放棄地面積） 151ha 141ha 

認定農業者数 75 人 75 人 

農業従事者数 440 人 385 人 

 

 

 

 

【カーネーション栽培】 

 

 

    



 

 84

第第第第４４４４節節節節    林業林業林業林業のののの振興振興振興振興    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・森林は水を育み、土砂災害を防止するなどの機能とともに、美しい景観や保養休養な

どの場を提供してくれる地域の財産です。広葉樹林は大切な観光資源（地域資源）と

して、森林景観を守りながら活用を図っていくことが求められています。 

・町の林野面積は町面積の約７割を占めていますが、林家数は年々減少し、専業の経営

林家が１戸もいない状況が続いています。 

・「森林整備計画」を中心とした間伐事業の実施や、林道の開設、改良事業等を行い、

将来へ引き継ぐ財産として森林資源の保護及び育成を行いながら、安定した林業の振

興を図ることが必要です。 

・保安林等の町有林は一部で施業

※22

を実施していますが、山林の管理に精通した人材

不足など管理監視の体制づくりが課題となっています。 

・松くい対策は、地上散布と抜倒駆除により実施し、被害の拡大防止に努めています。 

・治山事業は県営にて地区を絞り実施しています。 

・木質バイオマス

※23

など山林や森林にある資源を活用する取り組みについても、今後

の実施を検討していく必要があります。 

・ふれあいの森は再生整備等により、利活用の促進を図っています。今後は森林レクリ

エーションの取り組みを推進していく必要があります。 

・林道の維持・管理に努めていますが、林道熊口線の開設事業や林道改良事業の推進を

図っていく必要があります。 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・「森林整備計画」に基づき各種事業を実施し、森林の整備充実と林業振興を図ります。 

・森林を活用したレクリエーションの充実や放任竹林の有効活用などに取り組みます。 

・森林管理の人材育成を図るとともに、地域住民と協働し、保安林や竹林の管理を推進

します。 

・林道の整備充実を推進します。 

 

                                                   
※

22

 施業：目的とする森林を育成するために行う造林、保育、伐採等の一連の森林に対す 

る人為的行為を実施すること。 

※

23

 バイオマス：木材、海草、生ゴミ、紙、動物の死骸・糞尿、プランクトンなど再生可 

能な生物由来の資源のこと。 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．森林森林森林森林のののの整備整備整備整備    

（（（（１１１１））））森林資森林資森林資森林資源源源源のののの保保保保護護護護（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・「森林整備計画」に基づき流域森林総合整備事業を実施し、森林の整備充実を図りま

す。 

・保安林整備の推進や松くい虫の防除対策事業の実施により、森林資源の保護を図りま

す。 

・「森の力再生事業」の活用を図り、本来あるべき森林機能の再生に努めます。 

 

（（（（２２２２））））森林資森林資森林資森林資源源源源のののの有有有有効活用効活用効活用効活用（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・「シラヌタの大杉」「ふれあいの森」など、豊かな森林資源を有効に活用し、住民に

レクリエーションの場として提供します。 

・森林レクリエーションの振興を図ります。 

・放任竹林を地域資源として有効活用を図ります。 

 

（（（（３３３３））））森林森林森林森林管理体制管理体制管理体制管理体制のののの推進推進推進推進（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・山林の管理に精通し、総合的な森林管理ができる人材の育成を図ります。 

・地域に密着した保安林について、地域住民との協働による管理を推進します。 

・竹林の適正な管理を進めるため、竹林保有者及び地域住民への意識啓発に取り組みま

す。 

 

２２２２．．．．林林林林道道道道のののの整備充実整備充実整備充実整備充実（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・林道熊口線の開設事業により林業の振興を図るとともに、稲取細野高原へのアクセス

道路として活用します。 

・林道改良事業等を活用し、緊急性の高い既設林道から逐次整備を行い、災害防止等、

管理の万全を図ります。 

 

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

林業振興への満足度＊ 67.0% 70.0% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より    
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第第第第５５５５節節節節    漁業漁業漁業漁業のののの振興振興振興振興    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・稲取漁港を中心に栄えてきた町の漁業は、豊かな漁場に恵まれ、生鮮キンメダイの水

揚げやテングサを中心に発展をしてきました。これらの新鮮で豊富な海の幸は観光に

おいても重要な役割を担っています。 

・水揚げ量の減少とともに、後継者不足等から漁業従事者や漁家数も減少しており、こ

うした漁業の現状に歯止めをかけるとともに、新たな漁業の振興が課題となっていま

す。 

・漁獲高の減少に対応して地域ブランドの確立に努め、稲取キンメにより漁業の振興を

図っており、１．５次産業のさらなる振興を図っていく必要があります。 

・漁港漁場整備長期計画による大型魚礁整備や、マダイ、アワビなどの放流事業も継続

して推進し、「獲る漁業」から「つくり・育てる漁業」への転換を積極的に図ってい

く必要があります。 

・観光関連産業等との連携を図りながら、ブルーツーリズムの推進や朝市の活用をはじ 

めとして観光イベント等へ参画するなど、多様化している消費者ニーズに対応してい

くことが必要です。 

・漁港整備事業による基盤施設整備とともに、周辺地域の活性化を図っていく必要があ

ります。 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・「獲る漁業」から「つくり・育てる漁業」を目標に、マダイ・ヒラメの放流や、イセ

エビ・アワビ等の種苗放流などの漁業振興事業を実施します。 

・観光産業との連携によるイベントの実施等により、多様な消費者ニーズヘの対応に努

めます。 

・大型魚礁等の整備や漁港の基盤整備を行い、漁業経営の安定と周辺地域の活性化を目

指します。 

 

【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．漁漁漁漁業業業業のののの推進推進推進推進    

（（（（１１１１））））つつつつくり・くり・くり・くり・育育育育てるてるてるてる漁漁漁漁業業業業のののの推進推進推進推進（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・マダイ・ヒラメの放流や、イセエビ・アワビ等の種苗放流を進めるほか、キンメダイ

の資源確保を図るなど、「つくる漁業」を推進します。 

・漁港漁場整備長期計画により大型魚礁の設置を進め、「育てる漁業」を推進します。 

・「つくり・育てる漁業」の一環として、稲取志津摩海岸沖に「東伊豆地区広域型増殖

場」が設置されており、このエリアを採捕禁止区域とし魚類の保護培養を図ります。 
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（（（（２２２２））））新新新新たなたなたなたな水産水産水産水産資資資資源源源源のののの開発開発開発開発（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・養殖イカダを使用したワカメ等の育成促進調査事業など、新たな水産資源の開発を検

討し、漁業の活性化を図ります。 

 

（（（（３３３３））））害害害害となるとなるとなるとなる魚魚魚魚等等等等のののの駆除駆除駆除駆除（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・沿岸漁業における漁場と資源の保守等を目的として、はえ縄を用いたサメ、バラムツ、 

イルカ等の駆除を行い、キンメダイやムツなどの食害防止、安全操業の確保を図りま

す。 

 

２２２２．．．．漁漁漁漁業基業基業基業基盤盤盤盤のののの整備整備整備整備    

（（（（１１１１））））１１１１....５５５５次次次次産業産業産業産業のののの拡拡拡拡大大大大（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・各種補助事業等の活用により安定的な漁業を目指すとともに、地場産品による新たな

加工品の普及を図り、生産物に付加価値を付けた１.５次産業の拡大を進めます。 

・産業団体と連携しながら、イベントの開催や参画等を行うとともに、朝市などの活用

により販路拡大と地産地消を図ります。 

 

（（（（２２２２））））後後後後継継継継者者者者のののの育成育成育成育成（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・漁協との連携を密にして、後継者の育成・確保や女性部の活用を図ります。 

 

（（（（３３３３））））漁港漁港漁港漁港のののの整備整備整備整備（（（（建設産業課建設産業課建設産業課建設産業課））））    

・漁港漁場整備長期計画により、漁港機能の基盤整備を逐次進めるとともに、整備後の

周辺地域の活性化を図ります。 

 

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

水揚高数量 1,280 トン 1,300 トン 

漁業振興への満足度＊ 68.6% 70.0% 

漁業従事者数 112 人 110 人 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 

 

【稲取キンメ】 
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第第第第５５５５章章章章    豊豊豊豊かなかなかなかな人間性人間性人間性人間性をををを育育育育むむむむ教育教育教育教育のののの推進推進推進推進    

第第第第１１１１節節節節    幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育のののの充実充実充実充実    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・幼児期は生涯にわたる人間形成の基礎を培う時期であり、家庭教育の場とともに集団

教育の場が重要です。少子化・核家族化が進み、家庭の教育機能の低下が指摘される

中で、家庭や幼稚園での子育て、教育のあり方が問われています。 

・町内には３か所の幼稚園があり、遊びや体験活動を通した指導を行い、園同士の交流

による指導も展開しています。また、各幼稚園にそれぞれ家庭教育学級があり、親と

子がふれあい、ともに活動や学習をする機会を設けています。 

・園では、３年保育の充実を図るため、計画的な園運営の推進を図っていますが、少子

化による園児の減少が切実な問題となってきています。 

・稲取高校や中学生及び老人会等の各種団体や地域の方がボランティア活動で園児との 

交流を推進していますが、今後、少子化問題への対応や地域との関わりをさらに増や

していくなど、幼稚園教育の充実に努めていく必要があります。 

    

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・遊びや体験活動を通して幼児期にふさわしい教育を推進します。 

・教員の資質及び専門性の向上を図り、幼児一人ひとりの発達や学びの連続性を踏まえ

た保育を充実します。 

・幼稚園と家庭、また幼保小の連携を密に、「生きる力」の基礎や小学校以降の生活・

学習の基礎を培います。 

 

 

 

【幼稚園】 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．幼稚園教幼稚園教幼稚園教幼稚園教育育育育のののの充実充実充実充実    

（（（（１１１１））））教育教育教育教育内容内容内容内容のののの充実充実充実充実（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・遊びや体験活動を通した総合的な指導を行う中で、人を思いやる心と集団生活におけ

る基本的ルールを身につけさせていきます。 

・協同する経験や関わりを重ね、規範意識の芽生えを培っていきます。 

 

（（（（２２２２））））教教教教職職職職員員員員のののの資資資資質質質質のののの向上向上向上向上（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・幼児一人ひとりの個性や発達段階に応じた適切な指導ができるよう、教職員の資質向

上を図ります。 

・幼児一人ひとりに対して、明確な課題をもち教育実践できるよう、研修を積んでいき

ます。 

 

（（（（３３３３））））幼幼幼幼保保保保小連携小連携小連携小連携のののの推進推進推進推進（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・幼児・児童の発達や学びの連続性を踏まえ、幼稚園・保育所と小学校の連携を図りま

す。 

 

２２２２．．．．家庭教家庭教家庭教家庭教育育育育のののの充実充実充実充実    

（（（（１１１１））））基本的基本的基本的基本的なななな生活生活生活生活習慣習慣習慣習慣やしやしやしやしつつつつけけけけ（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・幼稚園と家庭の連携を密にし、基本的な生活習慣の習得やしつけを家庭でもできるよ

う支援していきます。 

・食に関する知識の充実など、たくましく生きるための健康や体力づくりについて支援

していきます。 

 

（（（（２２２２））））幼幼幼幼保保保保一元一元一元一元化化化化

※※※※24242424

（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・国の幼保一元化構想を見据えながら、教育環境に合った施策を図ります。 

    

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

家庭づくりと幼児教育への満足度＊ 70.7% 80% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 

                                                   
※

24

 幼保一元化：国では幼稚園と保育所を統合し「こども園（仮称）」とする幼保一体化構想 

を掲げ、2013年度の実施を目指している。 
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第第第第２２２２節節節節    学校教育学校教育学校教育学校教育のののの充実充実充実充実    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・学校教育においては、子どもたちの「生きる力」となる確かな学力、豊かな心、健や

かな体を育む教育の推進と、地域の教育力を生かした特色ある学校づくりが必要とさ

れており、地域の教育資源を活用するための環境整備が求められています。 

・学ぶ意欲や体力の低下、いじめや不登校の増加、規範意識や人間関係の希薄化などの

問題とともに、経済・社会のグローバル化、高度情報社会の進展、フリーターやニー

トと呼ばれる若者の増加などへの対応も重要な課題となっています。 

・いじめ等の問題行動については、スクールカウンセラーによる巡回相談を行い指導体

制の強化を図っています。また、幼稚園から中学生を対象としたＡＬＴ事業（英語）

の実施、インターネットの積極的な活用による情報教育の充実、家庭や地域と連携し

農耕作業などの体験活動を実施しています。 

・学校安全に関しては、登下校の安全指導、通学路の確認、不審者進入防止訓練、防災・

避難訓練等を実施し、安全体制の確立を図っており、今後も家庭・地域と連携した取

り組みを推進していく必要があります。 

    

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・確かな学力、豊かな心、健やかな体を育むことを基本に、児童・生徒に「生きる力」

を育む教育を推進します。 

・知識基盤社会への対応やコミュニケーション能力の向上、キャリア教育の推進など、

時代の変化に対応するための教育を推進します。 

・地域に開かれ、地域の教育力を生かした特色ある学校づくりに努めます。 

    

    

【ALT の授業】 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．「「「「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」をををを育育育育てるてるてるてる学校学校学校学校教教教教育育育育のののの充実充実充実充実    

（（（（１１１１））））確確確確かかかかなななな学力学力学力学力のののの育成育成育成育成（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・個の能力・適性に応じた学習方法の工夫・改善や、基礎的・基本的な内容の定着に努

め、確かな学力を育みます。 

 

（（（（２２２２））））豊豊豊豊かかかかなななな人間人間人間人間性性性性のののの育成育成育成育成（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・学校における基本的な生活習慣、モラルやマナーの形成、人を思いやる豊かな人間性

の育成を図ります。 

 

（（（（３３３３））））体体体体力力力力のののの向上向上向上向上にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進（（（（教育委員教育委員教育委員教育委員会事会事会事会事務局務局務局務局））））    

・児童・生徒の体力の向上を図るため、小・中学校での体育の充実や、中学校での運動

部活動の改善・充実を図ります。 

 

２２２２．．．．時代時代時代時代のののの変変変変化化化化にににに対応対応対応対応するするするする教教教教育育育育のののの推進推進推進推進    

（（（（１１１１））））情報教育情報教育情報教育情報教育のののの充実充実充実充実（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・インターネットの活用等、情報化の進展に対応した主体的情報活用能力の育成に努め 

 るとともに、情報を扱う上でのモラルや責任感を育てる教育を推進します。 

 

（（（（２２２２））））ココココミミミミュニケュニケュニケュニケーーーーショショショションンンン能能能能力力力力のののの育成育成育成育成（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・言語活動を大切にし、日常生活における美しい言葉遣いやコミュニケーション能力の

向上を図ります。 

 

（（（（３３３３））））キャキャキャキャリアリアリアリア教育教育教育教育のののの推進推進推進推進（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・児童・生徒一人ひとりの勤労観、職業観を育てるため、発達段階に応じた組織的・系

統的なキャリア教育を推進します。 

・「総合的な学習の時間」等において自然体験や社会体験、環境教育、国際理解教育等

を推進します。 
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３３３３．．．．教教教教育指育指育指育指導導導導のののの充実充実充実充実    

（（（（１１１１））））教教教教職職職職員員員員のののの資資資資質向上質向上質向上質向上（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・子どもの多様な学ぶ意欲に応えるため、すべての教員の教科指導力の向上を図りま 

す。 

・子どもの心の問題に的確に対応できるよう教職員の研修活動を推進します。 

 

（（（（２２２２））））きめきめきめきめ細細細細かかかかなななな指導指導指導指導のののの充実充実充実充実（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会事事事事務局務局務局務局））））    

・いじめ、暴力、不登校等の早期発見と適切な対応を図るため、家庭や地域との連携を

強化するとともに、相談指導体制のより一層の充実に努めます。 

 

４４４４．．．．安全安全安全安全でででで開開開開かれたかれたかれたかれた教教教教育環境育環境育環境育環境のののの整備整備整備整備    

（（（（１１１１））））子子子子どものどものどものどもの安全安全安全安全とととと防災教育防災教育防災教育防災教育のののの推進推進推進推進（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・学校施設の改善・充実を図り、学習しやすい環境づくりを推進します。 

・災害や危害等、非常時における適切な対応ができるよう安全教育の向上を図ります。 

 

（（（（２２２２））））開開開開かれかれかれかれたたたた学校学校学校学校づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・学校施設の充実と有効活用を進めるとともに、保護者や地域住民の学校運営への参加

を促進し、地域に開かれた学校づくりを図ります。 

 

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

学校教育への満足度＊ 73.5% 80% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 
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第第第第３３３３節節節節    子子子子ども・ども・ども・ども・青少年青少年青少年青少年のののの健全育成健全育成健全育成健全育成    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・家庭や地域の教育力の低下とともに、子ども・青少年の規範意識の低下や、コミュニ

ケーションの不足などによる孤立化の問題が指摘されています。 

・町では青少年健全育成会の地域活動等を通して「あいさつ運動」を実施しており、今

後さらに、礼儀等の習慣付けを推進し、青少年の健全育成を図っていく必要がありま

す。 

・国では、子どもたちが健やかに成長していくことを目指して「早寝早起き朝ごはん」

国民運動

※25

が推進されており、この取り組みを推進し、子どもの基本的生活習慣の

確立や生活リズムの向上を図っていくことが重要です。 

・町独自の取り組みとしてはじまった「ふるさと学級」は３６年目を迎え、青少年の健

全育成に向けて豊かで様々な体験活動が実施されています。 

・青少年健全育成会による地域運動事業では、地域ぐるみで青少年を見守ると同時に町

の将来を担う健全な人材の育成が図られており、今後も青少年リーダーの育成等に取

り組んでいく必要があります。 

・将来を担う子ども・青少年の健やかな成長のために、「こころの教育」を重視し、家

庭や地域・学校が連携し、子育て支援・青少年団体の育成や、世代を超えた様々な人々

とふれあう事業、誰もが気軽に相談できる体制づくりが課題となっています。 

・情報化社会の進展により、インターネットや携帯電話などのメディア上に氾濫する有

害情報から青少年を守ることが課題となっています。 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・「あいさつ運動」を推進し、子ども・青少年に礼儀等の習慣付けを促します。 

・青少年活動の体験活動等を充実するとともに、青少年リーダーの育成を図ります。 

・青少年健全育成地域指導者の育成により、活動の活性化を図ります。 

・青少年や保護者が気軽に相談できる体制づくりを図ります。 

・インターネット上の有害情報等から子どもや青少年を守る取り組みを推進します。 

 

                                                   
※

25

 「早寝早起き朝ごはん」国民運動：子どもの基本的生活習慣の確立や生活リズムの向 

上に向け文部科学省等が推進している運動。 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．礼儀等礼儀等礼儀等礼儀等のののの習慣付習慣付習慣付習慣付けのけのけのけの推進推進推進推進    

（（（（１１１１）「）「）「）「ああああいいいいさつさつさつさつ運動運動運動運動」」」」のののの推進推進推進推進（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・家庭・地域及び学校ぐるみでの「あいさつ運動」の輪を広げ、失われつつある礼儀等

の習慣付けを推進します。 

 

２２２２．．．．青青青青少年活少年活少年活少年活動動動動のののの充実充実充実充実    

（（（（１１１１））））体体体体験験験験活動等活動等活動等活動等のののの推進推進推進推進（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・「ふるさと学級」など地域における青少年活動の拡充を図り、豊かな体験活動を推進

します。 

・青少年のボランティア意識や社会参加への意識の向上を図るとともに、地域活動への

参加を促します。 

 

（（（（２２２２））））青少年青少年青少年青少年リーダーのリーダーのリーダーのリーダーの育成育成育成育成（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・国際的な視野をもち、地域活動の中核となる青少年リーダーを育成します。 

 

３３３３．．．．青青青青少年少年少年少年をををを見守見守見守見守るるるる体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり    

（（（（１１１１））））相談体制相談体制相談体制相談体制のののの充実充実充実充実（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・「子育ての悩み相談」「青少年の悩み相談」など、保護者や青少年が気軽に相談でき

る体制の整備を図ります。 

 

（（（（２２２２））））子子子子どものどものどものどもの安全安全安全安全をををを守守守守るるるる体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・地域ぐるみで青少年を守り育て、環境浄化や非行防止、さらには非常時における子ど

もの安全を守る体制づくりを図ります。 

    

（（（（３３３３））））有有有有害環境対策等害環境対策等害環境対策等害環境対策等のののの推進推進推進推進（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・インターネット上の有害情報の氾濫をはじめとする、子ども・青少年を取り巻く有害

環境への対策を推進します。 

・非行防止や薬物乱用防止キャンペーンを推進します。 

    

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

ふるさと学級生 126 人 150 人 

青少年の健全育成への満足度＊ 75.3% 80% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 
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第第第第６６６６章章章章    文化文化文化文化とととと交流交流交流交流によるによるによるによる地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化    

第第第第１１１１節節節節    生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの充実充実充実充実    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・自由時間の増大、高齢化の進行など社会の成熟化とともに、科学技術の高度化、国際

化の進展などに対応するため、生涯を通した学習活動の重要性はますます高まってい

ます。 

・町では「東伊豆町生涯学習大綱」に基づき、多様な学習機会や生涯学習の拠点となる

施設等の整備・充実に取り組んでいますが、平成１８年の教育基本法の改正、平成２

０年の社会教育法の改正により、大綱の見直しを図っていく必要があります。 

・社会教育においては、乳幼児・青少年・成人教育等の充実、各種講座の開設、年代に

応じた新たな講座の開設など、行政内の連携を強化した中で事業を展開していく必要

があります。 

・学習講座に関しては、生涯学習推進委員と協議・検討を重ね、毎年１０種類程度の講

座を開催しています。講師については他市町より依頼している現状から、学習指導者

の育成を図っていく必要があります。 

・学習施設については、新たな施設整備は困難であるため、図書館等現存する公共施設

を有効的に活用していく必要があります。 

・活字離れ、少子高齢化、学習要求の高度化・多様化など図書館を取り巻く環境も急速

に変化しつつあり、これからの図書館は、住民の学習機会についてのインフォメーシ

ョンセンターとしての役割を果たすため、新たな図書館サービスを展開することが課

題となっています。 

・図書館に地域公共ネットワークを活用した広報閲覧用の端末を設置しましたが、今 

後は町の図書館情報をインターネットで検索できる仕組みを検討していく必要があ

ります。 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・多様な生涯学習講座の提供を図り、学習情報提供を充実します。 

・「東伊豆町生涯学習大綱」を見直し、より一層の多様な学習機会の充実や各世代の課

題に対応できるような推進体制の充実を図ります。 

・生涯学習指導者の育成・確保に努めます。 

・生涯学習推進の体制づくりと生涯学習推進機関のネットワーク化を推進します。 

・図書館サービス・運営の充実とともに、図書館を基盤とした学習情報提供の充実を図 

ります。 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．多多多多様様様様なななな学学学学習機習機習機習機会会会会のののの充実充実充実充実    

（（（（１１１１））））学習講座学習講座学習講座学習講座のののの充実充実充実充実（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・知識豊かな講師を招請し、幅広い年代に対応した各種講座を開設します。 

 

（（（（２２２２））））学学学学びのびのびのびの場場場場のののの拡拡拡拡充充充充（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・町内幼稚園にそれぞれある家庭教育学級や「ふるさと学級」を通して、親と子・大人

と子どもがともに学びあう機会をつくり推進します。 

    

２２２２．．．．生生生生涯涯涯涯学学学学習習習習推進体制推進体制推進体制推進体制のののの整備整備整備整備    

（（（（１１１１））））生生生生涯学習涯学習涯学習涯学習大大大大綱綱綱綱のののの見直見直見直見直しししし（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・平成１８年の教育基本法の改正、平成２０年の社会教育法の改正に応じ、生涯学習大

綱の見直しを行います。    

 

（（（（２２２２））））    生生生生涯学習涯学習涯学習涯学習施設施設施設施設のののの充実充実充実充実（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・生涯学習の拠点となる図書館等の社会教育施設の有効活用に努めます。 

 

（（（（３３３３））））推進体制推進体制推進体制推進体制のののの整備整備整備整備・ネ・ネ・ネ・ネッッッットトトトワワワワークークークーク化化化化のののの推進推進推進推進（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・生涯学習推進のための組織づくり及び生涯学習推進機関のネットワーク化を推進しま

す。 

 

３３３３．．．．生生生生涯涯涯涯学学学学習習習習施施施施設設設設のののの充実充実充実充実    

（（（（１１１１））））図書館図書館図書館図書館ササササーーーービビビビス・ス・ス・ス・運営運営運営運営のののの充実充実充実充実（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・図書館サービスの促進を図ります。 

・情報通信技術の活用により、図書館運営の充実を図ります。 

・図書館資料の充実やブックスタート、読み聞かせ教室等の活動を推進します。 

 

（（（（２２２２））））情報化情報化情報化情報化時時時時代代代代にににに対対対対応応応応できできできできるるるる情報情報情報情報網網網網のののの整備整備整備整備（（（（企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課・・・・教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・各公共施設に機器を設置し、生涯学習情報とともに町の情報を提供していきます。 

・書籍では得ることのできない電子化された各種情報を、インターネット上で自由に 

アクセスし、調査・研究に役立てることができる利用環境を提供します。 
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数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

図書館利用者 延べ 15,000 人 延べ 17,000 人 

生涯学習への満足度＊ 79.4% 80% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 

 

 

 

【生涯学習講座（陶芸）】 

 

 

【図書館無線ＬＡＮ】 
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第第第第２２２２節節節節    文化文化文化文化・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ活動活動活動活動のののの振興振興振興振興    

【【【【現状現状現状現状とととと課課課課題題題題】】】】    

・町には多くの有形・無形の文化財・伝統芸能があり、広い範囲での自主的な文化・芸

術活動が行われています。 

・町民文化祭など文化交流を促すイベント等を実施し、創造的な文化・芸術活動の振興

を図るとともに、文化を活かしたまちづくりを推進していく必要があります。 

・文化遺産の保護・保存・継承については、歴史民俗資料や古文書などの管理体制の整

備が課題となっています。 

・社会教育施設の整備については、既存施設の有効活用を図っていく必要があります。 

・スポーツ・レクリエーションに対する住民のニーズは高まる一方で、各年齢層の体力

格差やスポーツに対する意識の低下が懸念され、これらを解消することも重要な課題

です。 

・スポーツ推進委員とともに、子どもから高齢者まで、誰もが気軽に楽しめるグラウン

ドゴルフ・ペタンク等のニュースポーツの大会を、年間を通して実施しています。 

・幅広い人々が参加し、自主的な運営による総合型地域スポーツクラブ

※26

の設立につ

なげていくことが望まれます。 

・ユニバーサルデザインを取り入れた全国規模のクロスカントリー大会、マウンテンバ

イク大会などのスポーツイベントを開催しています。 

・スポーツによる青少年の健全育成を目的に、現在８団体のスポーツ少年団が活動して

おり、今後も学校とスポーツ団体との連携を推進していくことが重要です。 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・文化・芸術活動への参加促進と関係団体の指導・育成に努めます。 

・住民が舞台芸術に参加し鑑賞する機会を提供し、文化・芸術愛好の気運を醸成します。 

・文化財等の保護・保存・継承のための体制の整備・充実を図ります。 

・日常生活の中で実践する生涯スポーツの推進を図るため、各世代にあったスポーツの

振興を図ります。 

・総合型地域スポーツクラブの育成や推進・支援を図ります。 

・学校運動部とスポーツ関係団体等との連携を図りながら、スポーツを通して青少年の

健全育成を図ります。 

                                                   
※

26
 総合型地域スポーツクラブ：文部科学省が実施するスポーツ振興施策の１つで、幅広い世

代の人々が、各自の興味関心・競技レベルに合わせて、様々なスポーツにふれる機会を提

供する、地域密着型のスポーツクラブ。 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．文化文化文化文化・・・・芸術芸術芸術芸術活活活活動動動動のののの振興振興振興振興    

（（（（１１１１））））文文文文化施設化施設化施設化施設のののの充実充実充実充実（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・文化活動の拠点となる社会教育施設について、既存施設の有効活用を図ります。 

・社会教育施設の維持管理に関わる人材養成を図ります。 

 

（（（（２２２２））））文文文文化化化化・・・・芸術芸術芸術芸術活動活動活動活動のののの促進促進促進促進（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・自主的に活動している各種団体の指導・育成について、町文化協会を通して支援し、さ

らなる参加促進に努めます。 

・住民が自ら演じ、歌い、舞い、交歓する機会の創設や、優れた舞台芸術鑑賞の機会の

提供に努めます。 

 

（（（（３３３３））））文文文文化化化化遺遺遺遺産産産産のののの保保保保護護護護・・・・保保保保存存存存・・・・継承継承継承継承（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・文化財、歴史民俗資料の調査、研究及び保存施設の整備を図ります。 

・有形・無形文化財及び伝統芸能の保護・育成に努めます。 

・重要古文書類等の保護・保存に努めます。 

 

２２２２．．．．スポーツスポーツスポーツスポーツのののの振興振興振興振興    

（（（（１１１１））））生生生生涯涯涯涯ススススポポポポーーーーツツツツのののの推進推進推進推進（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・日常生活の中で実践する生涯スポーツの推進を図るため、各世代にあったスポーツの

振興を図ります。    

    

（（（（２２２２））））総総総総合合合合型型型型地域地域地域地域ススススポポポポーーーーツツツツクラブのクラブのクラブのクラブの育成育成育成育成（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・各世代のニーズに応じた総合型地域スポーツクラブの育成・支援を図ります。 

・総合型地域スポーツクラブのインストラクターを養成します。 

 

（（（（３３３３））））各種各種各種各種ススススポポポポーーーーツツツツ大会大会大会大会のののの開催開催開催開催（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・学校、スポーツ関係団体と連携し、競技スポーツの振興とスポーツ人口の拡大を図り

ます。 

・グラウンドゴルフ・ペタンク・ミニテニスなど、誰もが参加しやすいニュースポーツ

の大会を年間を通して開催します。 
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（（（（４４４４））））ススススポポポポーーーーツをツをツをツを通通通通ししししてててて青少年青少年青少年青少年のののの健健健健全全全全育成育成育成育成（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・学校、スポーツ関係団体等と連携・融合を図りながら、スポーツを通して青少年の健

全育成に努めます。 

    

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

文化祭入場者数 1,260 人 2,500 人 

文化祭出展数 約 1,000 作品 1,500 作品 

スポーツ施設利用者数 延べ 51,561 人 延べ 55,000 人 

地域文化の継承・創造への満足度＊ 76.0% 80% 

スポーツ・レクリエーションへの満足度＊ 75.1% 80% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 

 

 

 

【文化祭】 

 

 

【クロスカントリー大会】 
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第第第第３３３３節節節節    コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティづくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・少子高齢化、核家族化に伴う子育て支援、高齢者の介護や災害時における支援の必要

性などから、各地区の自治会活動の一層の充実を図るとともに、各地域のコミュニテ

ィ活動を推進し、地域の連帯感の醸成を促進していく必要があります。 

・地域のコミュニティ活動を活性化していくためには、活動のリーダーとなる人材の育

成・確保と、地区集会施設等の運営支援、活動拠点の整備推進が重要です。 

・ともに生きる地域社会、コミュニティづくりを推進していくうえで、ボランティア活

動への期待はますます高くなっています。 

・既存のボランティア団体の一層の活性化を図るとともに、ボランティア活動に関する

体験・学習の機会や情報提供を充実し、新たな住民のボランティア活動への参加を図

っていく必要があります。 

・高齢社会の進展、家事や子育て、介護など生活環境が変化していく中で、男女がとも

に家庭や地域、職場において個性と能力を発揮できる社会づくりが求められています。 

・町では、平成１８年度に策定した「男女共同参画推進プラン・輝いてひがしいず」に

基づき今後も啓発を図り、「みんなが主役のまちづくり」を推進していく必要があり

ます。 

 

【【【【基本基本基本基本方針方針方針方針】】】】    

・地域のコミュニティ活動を支援し、活動拠点となる施設の整備・充実を推進します。 

・まちづくりリーダー等の確保を図るとともに、地域づくりに意欲をもったグループへ

の支援に努めます。 

・住民のボランティア活動に対する理解を深めるとともに、体験の場を提供し、自ら参

加できる体制を整えます。 

・男女共同参画についての情報を住民に提供し、男女共同参画の推進による新しい社会

づくりに努めます。 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティづくりづくりづくりづくり    

（（（（１１１１））））地域地域地域地域ののののココココミミミミュニュニュニュニティティティティ活動活動活動活動のののの支援支援支援支援・・・・推進推進推進推進（（（（企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課））））    

・各コミュニティ単位でのスポーツ・文化活動をはじめ、福祉活動、交流活動、地域づ

くり等幅広い分野での活動を支援します。 

・小規模なコミュニティ単位での福祉活動等、高齢化社会のニーズに応えうる人材の育

成に努めます。 

 

（（（（２２２２））））ココココミミミミュニュニュニュニティティティティ活動活動活動活動リーダーのリーダーのリーダーのリーダーの育成育成育成育成（（（（企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課））））    

・出張コミュニティカレッジ

※27

の活用及び参加促進を図り、地域のリーダーとなりう

る人材を積極的に育成します。 

 

（（（（３３３３））））ココココミミミミュニュニュニュニティティティティ活動拠点活動拠点活動拠点活動拠点のののの整備整備整備整備・・・・充実充実充実充実（（（（企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課））））    

・コミュニティ活動の拠点となる地区集会施設等の運営を支援するとともに、新たな拠

点となる多目的施設等の整備・充実を推進し、ふれあいの場や交流の場を創造します。 

    

２２２２．．．．まちをまちをまちをまちをリードリードリードリードするするするする地域地域地域地域リーダーリーダーリーダーリーダーのののの育成育成育成育成    

（（（（１１１１））））若手人材若手人材若手人材若手人材のののの登登登登用用用用（（（（企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課））））    

・実践を通してリーダー育成を図るため、若手人材の登用を進めます。 

・町産業団体連絡会に所属する各団体（商工会、観光協会、農協、漁協）の青年部を横

断する組織を立ち上げ、各種イベントの実行や講演会などを通して地域リーダーとな

るべき人材の育成を図ります。 

 

（（（（２２２２））））住民住民住民住民参加参加参加参加のののの推進推進推進推進（（（（企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課））））    

・各種計画等の立案に住民の意見を反映させていきます。 

・地域づくりに意欲をもったグループへの支援や地域の隠れた人材を発掘し、まちづく

りへの参加を促します。 

・まちづくりの体験活動の機会や、まちづくりに関する各種講座を創設していきます。 

    

                                                   
※

27

 コミュニティカレッジ：様々な世代が学びを通して仲間づくりを進めながら、地域活 

動を行うために必要な知識や技術を身につける人材育成の場。 
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３３３３．．．．ボランティアボランティアボランティアボランティア活活活活動動動動のののの推進推進推進推進    

（（（（１１１１））））ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動のののの普及普及普及普及（（（（企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課））））    

・ボランティア活動に対する理解を深めるため、体験・学習の機会をつくります。 

・ボランティア活動に関する情報提供を促進します。 

 

（（（（２２２２））））ボランティアボランティアボランティアボランティア組織組織組織組織のののの支援支援支援支援（（（（企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課））））    

・福祉、教育、文化等幅広い活動ができる体制と組織づくりを支援します。 

・ＮＰＯ組織として活動できるよう情報提供をし、団体を育成します。 

 

４４４４．．．．男女男女男女男女共共共共同参同参同参同参画画画画のののの推進推進推進推進    

（（（（１１１１））））男女共同参男女共同参男女共同参男女共同参画推進画推進画推進画推進プランのプランのプランのプランの推進推進推進推進（（（（教育委員会事教育委員会事教育委員会事教育委員会事務局務局務局務局））））    

・男女共同参画についての学びと教育の推進を図ります。 

・就業における男女平等、母性の尊重と福祉の充実、方針決定への女性の登用と参画を

推進します。 

    

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

男女共同参画社会づくりへの満足度＊ 77.4% 80% 

町内会等コミュニティの活性化 63.5% 70% 

審議会など女性委員の割合 22.0% 30% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 
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第第第第４４４４節節節節    地域交流地域交流地域交流地域交流・・・・国際化国際化国際化国際化・・・・情報化情報化情報化情報化のののの推進推進推進推進    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・情報網の整備や国際化が進展し、人、物、情報等が国や地域の境界を越えて活発に行

き交う大交流の時代を迎えています。他地域との交流の拡大は、経済的効果のみでな

く、地域の魅力を高めていく新たな視点やきっかけづくりとなる点で重要です。 

・交流を活発化するためには、町の特性を生かした個性的な地域づくりを進めるととも

に、スポーツ、産業、文化をはじめ幅広い分野において住民と一体となった交流活動

を推進していくことが求められます。 

・町では現在、長野県岡谷市と姉妹都市を締結し、住民と一体となった交流活動を続け

ています。平成２１年度より児童交流を再開していますが、中学生の参加についても

検討していく必要があります。 

・国内のみならず海外へも目を向けた交流活動を積極的に進め、住民が主体となった国

際交流を促進するとともに、広く国際的な分野で活躍できる人材の育成を図っていく

必要があります。 

・インターネット、携帯電話（携帯端末）等の情報活用が進みつつある中、情報網の一

層の整備を図り、町の魅力を国内外に積極的に情報発信していくことも重要です。 

・平成２３年７月の地上デジタル放送完全移行に伴い、地上デジタル放送難視エリアの

解消を図っていく必要があります。 

    

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・地域間交流や国際交流の拡大に努めるとともに、幅広い知識をもち国際感覚にあふれ

た人づくりを推進します。 

・国内外の情報を提供できる体制を整え、国際化・情報化に対応していきます。 

 

 

 

【姉妹都市交流】 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．国国国国内外内外内外内外とのとのとのとの交流交流交流交流のののの推進推進推進推進（（（（教育委員会事務局教育委員会事務局教育委員会事務局教育委員会事務局・・・・企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課））））    

・国内のみならず海外の都市とスポーツ、産業、文化をはじめ幅広い分野での交流を目

指します。 

 

２２２２．．．．国国国国際際際際化化化化・・・・情報情報情報情報化化化化へのへのへのへの対応対応対応対応（（（（教育委員教育委員教育委員教育委員会事務局会事務局会事務局会事務局・・・・企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課））））    

・国内外の情報を提供できる体制を整え、国際化・情報化に対応していきます。 

・学校等それぞれの場に応じた情報化に対応する情報教育の推進を図ります。 

 

３３３３．．．．国国国国際際際際化化化化にににに対応対応対応対応できるできるできるできる人人人人材材材材のののの育成育成育成育成（（（（教育委員会事務局教育委員会事務局教育委員会事務局教育委員会事務局・・・・企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課））））    

・外国語講座等を開催し、住民の生涯学習の講座を兼ね、国際化に対応できる人材の育

成に努めます。 

 

４４４４．．．．姉姉姉姉妹妹妹妹都市交流都市交流都市交流都市交流のののの推進推進推進推進（（（（教育委員会事務局教育委員会事務局教育委員会事務局教育委員会事務局・・・・企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課））））    

・小・中学生の姉妹都市交流活動を推進するとともに、将来は諸外国との交換留学生事

業を検討していきます。 

 

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

地域情報化への満足度＊ 66.5% 70% 

交流の推進への満足度＊ 72.1% 80% 

情報提供の充実への満足度＊ 69.1% 75% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 
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第第第第７７７７章章章章    効率的効率的効率的効率的なななな行財政運営行財政運営行財政運営行財政運営とととと計画計画計画計画のののの推進推進推進推進    

第第第第１１１１節節節節    行財政運営行財政運営行財政運営行財政運営のののの効率化効率化効率化効率化    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・複雑化する行政需要や行政課題に対し、より質の高い行政サービスの提供を図るため、

多様化する住民ニーズへの弾力的な対応や、高度 

・専門的能力を高めるため、職員の適切な研修等への参加を推進していく必要がありま

す。 

・町では、平成２３年度に新行政改革大綱を策定し、社会経済の変化に対応した簡素で

効率的な行財政運営を図るための組織・機構の見直しに取り組んでいますが、少子高

齢化や住民ニーズの高度化・多様化などへのより一層の対応が求められています。 

・長引く景気低迷等の影響により税収の大幅な伸びは見込めず、新たな税財源や国・県

からの補助金等、依存財源の確保についても厳しい状況が予想されます。 

・財源の確保・拡充による財政基盤の安定はもとより、施策の選択による限られた財源

の有効的な活用を図っていく必要があります。 

・住民の生活圏が拡大し、住民ニーズに対しても広域的対応が課題となっているため、

単一自治体で整備・運営すると莫大な経費がかかるものを広域施設として整備し、経

費負担の軽減を図っていく必要があります。 

・東河環境センター組合をはじめとする一部事務組合、そのほか協議会等を設置し、共

同で事業運営している組織が数多くあり、消防、病院、観光等の分野においても広域

行政を推進していく必要があります。 

・市町村合併については、平成の大合併による成果と問題点を踏まえつつ、再検討して

いく必要があります。 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・多様化する住民ニーズを的確に把握し、住民の立場に立った質の高い行政サービスを

推進します。 

・社会情勢の変化等を踏まえた新たな行政需要を勘案しながら、「東伊豆町行政改革推

進本部」において、新行政改革大綱に基づき行政改革を推進します。 

・歳出の徹底した見直しと、町税の収納体制の強化・確立に努めるとともに、限られた

財源で最大の効果をあげるための計画的・効率的な財政運営を図ります。 

・日常生活圏の拡大や住民ニーズの多様化に対応するため、効率的な広域行政について

の検討を推進します。 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．行政行政行政行政機能機能機能機能のののの向向向向上上上上    

（（（（１１１１））））    職職職職員員員員のののの資資資資質向上質向上質向上質向上（（（（総務総務総務総務課課課課））））    

・職場内の日常的業務におけるＯＪＴ、全職員対象の職場内研修会、国・県の研修機関

での職場外研修、他機関との派遣・交流の充実により、職員個々の能力向上を図りま

す。 

・人事評価システムの導入、活用による人材育成を推進します。 

 

（（（（２２２２））））職職職職員員員員のののの適適適適正配置正配置正配置正配置（（（（総務総務総務総務課課課課））））    

・機構改革等により、各部署に適切な人員・人材を配置していきます。 

・類似団体との比較による分析を踏まえ、将来の行政需要も勘案し適正な定員管理を図

っていきます。 

 

２２２２．．．．行政改革行政改革行政改革行政改革のののの推進推進推進推進    

（（（（１１１１））））行行行行政事政事政事政事務務務務のスリムのスリムのスリムのスリム化化化化（（（（総務総務総務総務課課課課））））    

・各種施策や事業について、内容や費用・事業効果等を見直し、行政事務のスリム化を

推進します。 

 

（（（（２２２２））））組織組織組織組織・・・・機機機機構構構構のののの見直見直見直見直しししし（（（（総務総務総務総務課課課課））））    

・総合的な行政機能が発揮できるよう、課の統廃合などの組織・機能の見直しを行い、

行政の意思決定の迅速化を図ります。 

 

３３３３．．．．財財財財政政政政運営運営運営運営    

（（（（１１１１））））計画的計画的計画的計画的・・・・効率的効率的効率的効率的なななな財財財財政運営政運営政運営政運営のののの推進推進推進推進（（（（総務総務総務総務課課課課））））    

・住民が事業について評価をするために、わかりやすい指標づくり、次年度以降の予算

編成に活用できる指標づくりを進めます。 

・行政評価システムの導入、公会計で作成したバランスシートの活用、町の財政事情の

公表、財政健全化指標を利用した中長期の財政運営方針の作成を推進します。 

 

（（（（２２２２））））財財財財源源源源のののの確保確保確保確保（（（（税務税務税務税務課課課課・・・・総務総務総務総務課課課課））））    

・町税収納体制の強化、税外収入の確保対策を推進します。 

・悪質滞納者、徴収困難案件については、静岡地方税滞納整理機構へ移管し対応します。 

・町有財産の施設、未利用地、遊休地等の有効活用を図り、処分可能なものについては

売却するなど財源の確保に取り組みます。 
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４４４４．．．．広広広広域行政域行政域行政域行政のののの推進推進推進推進（（（（企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課））））    

・生活圏の拡大に伴う住民ニーズへの対応と、効率的な財政運営のため、広域行政の検

討を推進します。 

・住民とともに市町村合併について検討していきます。 

    

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

広域行政の推進への満足度＊ 68.5% 70% 

収納率（現年分） 93.5% 97% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 

 

 

 

【職員研修】 
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第第第第２２２２節節節節    開開開開かれたかれたかれたかれた行政行政行政行政のののの推進推進推進推進    

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

・地方分権の流れの中で、行政と住民がそれぞれの役割と責任を果たしながら、地域の

課題解決を図る協働によるまちづくりを推進していくことが求められています。 

・協働のまちづくりを進めるためには、行政に対する住民参加の機会をさらに設けると

ともに、住民との意見交換を図ることができるシステムを構築する必要があります。 

・町の広報・公聴活動については、広報ひがしいず、ホームページ、回覧等の多様な方

法により、行政情報の積極的な提供を行うとともに、区長会、住民相談その他様々な

機会を活用し住民意見の把握に努めています。 

・さらなる行政情報提供の充実に努めるとともに、住民からの要望を的確に把握・検討

し、施策に生かす体制を整備していく必要があります。 

・町政の公正な執行と住民の信頼の確保を図るため、行政情報の積極的な公開等による

開かれた町政を推進するとともに、文書管理事務の充実を図る必要があります。 

・行政の情報化については、情報機器等の積極的な利活用を図るとともに、ＩＴ化に関

連する職員の能力開発、総合行政情報システムの構築を推進し、行政と地域産業が一

体となった情報システムの整備・活用に取り組む必要があります。 

・行政が行うべき業務や役割のスリム化、重点化を図るため、公共施設や事務事業等の

外部委託についても検討し、推進していく必要があります。 

 

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

・地方分権に対応できる行政組織を確立し、人員や財源の効果的な運営に努めます。 

・行政と住民との意見交換により、住民の要望を的確に把握し、行政運営に反映させて

いきます。 

・町政の公正な執行と住民の信頼の確保を図るため、より一層の情報公開と開かれた町

政を推進します。 

・行政や地域間の情報網の整備・充実を図り、住民に対する行政サービスの向上に努め、

産業などの幅広い分野の情報化の支援を進めます。 

・個人情報保護条例に基づき、個人情報の適正な取り扱いを図ります。 

・公共施設については、管理のあり方について検証し、指定管理者制度の活用や民間委

託等を推進します。 
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【【【【主要施策主要施策主要施策主要施策】】】】    

１１１１．．．．地方分権地方分権地方分権地方分権にににに対応対応対応対応できるできるできるできる行政行政行政行政組織組織組織組織のののの確立確立確立確立（（（（総務総務総務総務課課課課））））    

・地方分権に伴う国・県からの権限委譲に対し、自己決定と自己責任による適切な行政

運営のための組織を確立します。 

・限られた人員や財源を効率的に活用するため、事務の協同処理を推進します。 

 

２２２２．．．．住民要望住民要望住民要望住民要望にににに対応対応対応対応したしたしたした施策施策施策施策のののの推進推進推進推進    

（（（（１１１１））））広報広報広報広報・・・・公公公公聴聴聴聴活動活動活動活動のののの充実充実充実充実（（（（企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課））））    

・区長会、住民相談その他様々な機会を活用し、住民の意見を取り入れ、行政運営への

活用を図ります。 

・毎月、一日町長室を設置し、住民との情報交換の場を設け、意志の疎通を図ります。 

 

（（（（２２２２））））情報公開情報公開情報公開情報公開のののの推進推進推進推進（（（（企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課・・・・総務総務総務総務課課課課））））    

・広報紙の充実に努めるとともに、ホームページを活用した情報公開、行政情報のメー

ル配信サービス、ＣＡＴＶ等の積極的な活用を図ります。 

・行政情報及び地域情報を集約する組織の充実に努め、ホームページの充実を図ります。 

・情報公開に対応するため、文書管理事務の改善を図るとともに、職員の資質向上に努

めます。 

 

（（（（３３３３））））行政及行政及行政及行政及びびびび地域地域地域地域のののの情報化情報化情報化情報化のののの推進推進推進推進（（（（企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課））））    

・行政や地域間の情報網の整備・充実を図り、住民に対する行政サービスの向上に努 

め、産業などの幅広い分野の情報化支援を進めます。 

・情報化の進展に伴うプライバシーの保護及びシステムのセキュリティ対策を講じま 

す。 

 

３３３３．．．．公公公公共施共施共施共施設設設設のののの運営運営運営運営改改改改善善善善（（（（総務課総務課総務課総務課））））    

・住民の福祉を増進する目的が最大限発揮できるよう、公の施設の管理形態、運営の効

率化を図ります。 

 

数値目標等 

指    標 

現状値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

ホームページアクセス数 103,877 件 110,000 件 

開かれた行政への満足度＊ 64.7% 70% 

＊平成２２年度「総合計画策定に伴うアンケート調査」より 



 

 

   

   

   

   

   

 

第第第第第第第第        ４４４４４４４４部部部部部部部部                資資資資資資資資        料料料料料料料料        編編編編編編編編 
    

 

 

資料編 



 

 



 

113 

１１１１    第第第第５５５５次東伊豆町総合計画策定経過次東伊豆町総合計画策定経過次東伊豆町総合計画策定経過次東伊豆町総合計画策定経過    

    

年年年年    月月月月    日日日日    内内内内    容容容容    

平成２２年１１月２日～ 

１１月１５日 

計画策定に伴うアンケート調査の実施 

平成２２年１２月 団体等ヒアリング調査の実施 

平成２３年２月２４日 第１回まちづくりワークショップの実施 

平成２３年３月１０日 第２回まちづくりワークショップの実施 

平成２３年４月１４日 第３回まちづくりワークショップの実施 

平成２３年６月６日 第１回策定委員会／第１回係長会議 

平成２３年７月２６日 第２回係長会議 

平成２３年８月１８日 

町長ヒアリングの実施 

第２回策定委員会 

平成２３年９月６日 第１回審議会・諮問 

平成２３年９月２８日 第３回係長会議 

平成２３年１０月１１日 第３回策定委員会 

平成２３年１１月８日 第２回審議会 

平成２３年１１月２２日 第４回係長会議 

平成２３年１２月１２日 第４回策定委員会 

平成２４年１月１６日 第３回審議会 

平成２４年１月２０日～ 

１月３１日 

パブリックコメントの実施 

平成２４年２月１５日 第４回審議会・答申 
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２２２２    第第第第５５５５次東伊豆町総合計画審議会諮問次東伊豆町総合計画審議会諮問次東伊豆町総合計画審議会諮問次東伊豆町総合計画審議会諮問・・・・答申答申答申答申    

（（（（１１１１））））諮諮諮諮問問問問書書書書    

    

    

東伊企第３０２号 

平成２３年９月６日 

 

 

東伊豆町総合計画審議会 

 会 長  鈴 木  優  様 

 

 

東伊豆町長 太 田 長 八 

 

 

第５次東伊豆町総合計画の策定について（諮問） 

 

 

第５次東伊豆町総合計画策定に関し、東伊豆町附属機関設置条例及び東伊豆町総合計

画審議会規則に基づき、貴審議会にまちづくりの指針となる基本構想（案）並びに基本

計画（案）について諮問します。 
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（（（（２２２２））））答申書答申書答申書答申書    

    

平成２４年２月１５日 

 

東伊豆町長  

太 田 長 八  様 

 

東伊豆町総合計画審議会 

会 長  鈴 木  優 

 

 

第５次東伊豆町総合計画（案）について（答申） 

 

 

 平成２３年９月６日付け東伊企第３０２号をもって、当審議会に諮問のあった、第５

次東伊豆町総合計画の基本構想（案）並びに基本計画（案）については慎重に審議した

結果、下記のとおり答申いたします。 

 

記 

 

１ 人口増加策の推進 

 我が町の人口は、昭和５０年の１７，３２４人をピークに年々減少し、平成２３

年１１月末では１３，９０７人と激減が顕著である。本総合計画の数値目標である

１３，０００人の確保が懸念される。よって、町政運営の根幹をなす人口増加策は、

最も重要かつ急務の施策であるため、実現に向け努力されたい。 

 

２ 経済対策の推進 

 経済の語源は「経世済民」である。経済を活発にして余力を以て民を幸せにする。

このことを踏まえたとき、当町の経済状況は非常に厳しく、地域経済の盛衰は町行

財政に多大な影響を与えることは必至である。 

当町基幹産業である観光業の低迷をはじめとし、地域経済が疲弊している昨今、

町独自による自助努力は勿論であるが、伊豆広域圏及び県内外の市町・関係諸団体

との連携強化、さらには海外等を視野に展開する施策の実施。また、新たな産業の

創設に商工会・産業団体ともども知恵の相互扶助を支援されたい。一方、多様化す

る情報社会に対応した、ＳＮＳやツイッター等の媒体を積極的に活用研究すること

を検討されたい。 
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３ 人づくり(リーダー)の推進 

 教育の語源は「教学徳育」である。教えを学び、徳を育む。ものごとを成す原動

力は、人である。教育には学校教育と社会教育等が考えられるが、ここでの答申は

「実学」である。本総合計画を円滑に推進し数値目標を達成するために、牽引的役

割を担う町職員には、職場におけるＯＪＴ(オンザジョブ トレーニング)、ＴＱＣ(ト

ータル クオリティ コントロール)、ＣＳ(カスタマーズ サテスファクション)など

の積極的な導入と先進地への派遣。民間には産業団体連絡会を主体とした「企業人

づくり塾(仮称)」等、また生涯学習をはじめとした文化の助長策など、官民一体と

なり人づくりに取り組むことを望む。 

 

４ 民生(政)の充実 

 民生には、医療をはじめ健康保険、またはひとり暮らし高齢者及び高齢世帯など

への福祉政策や要援護者支援をはじめとする災害対策等など、およそ町の暮らしす

べてが民生といわれても過言ではない。よって民生の推進にあたっては従来、縦割

り組織であった町・町議会・区長会、民生委員・児童委員が一体となった「推進連

絡会(仮称)」を設置し、相補性のもとに充実した民生施策に反映され数値目標が達

成されることを切望する。 

 

５ まちづくり条例(仮称)の制定を検討 

 本総合計画の推進をはじめ、すべての町の規範姿勢である条例が制定されていな

いことを憂慮する。 

 まちづくりの条例制定は、この条例を基にすべての政策が整備されるところに意

義があり、町民の心を一にするものである。よって、条例制定の研究と検討を望む。 
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３３３３    東伊豆町総合計画審議会東伊豆町総合計画審議会東伊豆町総合計画審議会東伊豆町総合計画審議会規則規則規則規則    

 
  

（平成１２年５月１０日規則第１８号） 

 

（目的） 

第１条 この規則は、東伊豆町附属機関設置条例（昭和４７年東伊豆町条例第６号）に

基づき、東伊豆町総合計画審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し、

必要な事項を定めることを目的とする。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。 

（１） 公共的団体等の代表 

（２） 学識経験者 

（会長及び副会長） 

第３条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、又は欠けたときは、その職務を

代理する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、当該諮問にかかる答申の終了によって満了するものとし、補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

５ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意

見を聞き、資料の提出を求めることができる。 

（報酬等） 

第６条 委員の報酬及び費用弁償額は、東伊豆町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び

費用弁償に関する条例（昭和４３年東伊豆町条例第１３号）の規定に基づき、支給す

るものとする。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、企画調整課において処理する。 
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（補足） 

第８条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定め

る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（東伊豆町総合計画審議会規則の廃止） 

２ 東伊豆町総合計画審議会規則（昭和４７年東伊豆町規則第１号）は、廃止する。 
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４４４４    第第第第５５５５次次次次東伊豆町総合計画審議会委員名簿東伊豆町総合計画審議会委員名簿東伊豆町総合計画審議会委員名簿東伊豆町総合計画審議会委員名簿    

 
  

任期：平成２３年９月６日～平成２４年２月１５日
 
  

役 職 氏 名 役 職 名 備 考 

会長  鈴 木 優 区長会 西区町内会長  

副会長  鳥 澤 孝 雄 教育委員長  

委員 

 平 山 彌壽子 農業者 農協理事  

 稲 葉 泰 助 農業者 農協青壮年部熱川支部長  

 八 代 知 也 農業者 農協青壮年部稲取支部長  

 内 山 直 久 漁業者 漁協青壮年部長  

 岩 瀬 ち の 漁業者 漁業従事者女性代表  

 村 木 千之助 観光業者 町観光協会長  

 太 田 智 康 観光業者 町観光協会副会長  

 野 崎 秀 子 観光業者 旅館女将  

 飯 田 たけ美 商業者 商工会副会長  

 米 澤 諭 商業者 商工会青年部長  

 後 藤 博 文 商業者 商工会青年部副部長  

 松 澤 昇 老人クラブ連合会長  

 鈴 木 庄 平 民生委員・児童委員協議会長  

 森 田 安 子 食育推進作業部会副会長  

 鈴 木 和 実 体育指導委員長  

 柿 沼 悠 子 社会教育委員長  

 須 佐 衛 町議会議員 学識経験者 

 稲 岡 孝 宣 まちづくりワークショップ代表  
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５５５５    東伊豆町総合計画策定委員会等設置東伊豆町総合計画策定委員会等設置東伊豆町総合計画策定委員会等設置東伊豆町総合計画策定委員会等設置要綱要綱要綱要綱    

 

（平成１２年５月１０日要綱第９号） 

改正平成１９年３月１９日要綱第５号 

 

（設置） 

第１条 東伊豆町総合計画策定のため、総合計画策定委員会（以下「委員会」という。）

及び総合計画策定係長会議（以下「係長会議」という。）を、係長会議に総合計画策

定作業部会（以下「作業部会」という。）を置く。 

（委員会の所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 町の全般的な将来計画に関し、審議会に付託すべき事項の決定 

（２） 総合計画の原案及び、資料の検討 

（３） 計画策定のための各課の連絡調整 

（４） その他総合計画策定に必要な事項の調査、研究 

（委員会の組織及び役員） 

第３条 委員会の委員は、副町長、教育長及び管理職にある者で組織し、町長が委嘱又

は任命する。 

２ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもってあて、副委員長は総

務課長とする。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（係長会議の所掌事務） 

第４条 係長会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 具体的な総合計画の素案の策定及び資料の作成 

（２） その他総合計画策定に必要な事項の調査、研究 

（係長会議の組織及び役員） 

第５条 係長会議の委員は、課長補佐職及び係長職にある者で組織し、町長が任命する。 

２ 係長会議に委員長及び副委員長を置き、課長補佐職の委員の中から委員の互選によ

って定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、係長会議を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（分科会） 

第６条 第４条の所掌事務を分掌させる必要があるときは、係長会議に分科会を置くこ

とができる。 
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２ 分科会の会長は、分科会の委員の互選により定める。 

３ 会長は、分科会を総理し、分科会の議長となる。 

（作業部会の所掌事務） 

第７条 作業部会の所掌事務は、次に掲げるものとする。 

（１） 係長会議の委員長から付託された案件の調査、研究及び資料の作成 

（２） その他係長会議への報告に必要な事項の検討 

（作業部会の組織及び役員） 

第８条 作業部会の委員は、委員会及び係長会議の委員以外の職員２０名以内で組織し、

町長が任命する。 

２ 作業部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

３ 部会長は、会務を総理し、作業部会を代表する。 

４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（任期） 

第９条 委員会、係長会議及び作業部会の委員の任期は、委嘱された日から計画策定完

了の日までとする。 

（会議） 

第１０条 委員会、係長会議及び作業部会は、各会の長が招集し、会議の議長となる。 

２ 委員会、係長会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会、係長会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は議長が決する。 

４ 委員会、係長会議の委員長が特に必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて

説明又は意見を聞き、資料の提出を求めることができる。 

５ 委員会、係長会議の委員長が必要と認めるときは、相互に協議し、合同会議を開く

ことができるものとする。この場合の会議の議長は、委員会の委員長が行う。 

６ 係長会議、作業部会の委員長が必要と認めるときは、相互に協議し、合同会議を開

くことができるものとする。この場合の会議の議長は、係長会議の委員長が行う。 

（庶務） 

第１１条 委員会、係長会議、作業部会の庶務は、企画調整課において処理する。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年３月１９日要綱第５号） 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 
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６６６６    第第第第５５５５次東伊豆町総合計画策定委員会委員名簿次東伊豆町総合計画策定委員会委員名簿次東伊豆町総合計画策定委員会委員名簿次東伊豆町総合計画策定委員会委員名簿
    
        

 
  

役 職 氏 名 役 職 名 

委員長 鈴 木 新 一 副町長 

副委員長 田 村 正 幸 総務課長 

委 員 

金 指 善 郎 教育長 

吉 野 竹 男 企画調整課長 

鈴 木 敏 之 税務課長 

西 尾 清 住民福祉課長 

山 田 和 也 住民福祉課参事 

木 田 和 芳 健康づくり課長 

鈴 木 利 昌 健康づくり課参事 

稲 葉 彰 一 観光商工課長 

鈴 木 弥 一 建設産業課長 

山 口 誠 建設産業課技監 

遠 藤 一 司 建設産業課参事 

鳥 澤 勇 会計課長 

鈴 木 秀 人  水道課長 

齋 藤 容 一 教育委員会事務局長 

中 村 健 司 議会事務局長 

久我谷 精 消防長 
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７７７７    第第第第５５５５次次次次東伊豆町総合計画係長会議委員名簿東伊豆町総合計画係長会議委員名簿東伊豆町総合計画係長会議委員名簿東伊豆町総合計画係長会議委員名簿    

 
  

役 職 氏 名 役 職 名 

委員長 高 村 由喜彦 建設産業課長補佐兼建設企画係長 

副委員長 田 村 俊 一 水道課長補佐兼管理係長 

委 員 

梅 原 裕 一 総務課長補佐兼財政係長 

竹 内 茂 総務課防災対策係長 

村 木 善 幸 総務課行政係長 

村 上 則 将 総務課庶務係長 

鈴 木 俊 光  企画調整課情報係長 

福 岡 俊 裕 企画調整課地域振興係長 

正 木 三 郎 税務課収納係長 

前 田 浩 之 住民福祉課福祉係長 

齋 藤 匠 住民福祉課地域係長 

石 井 尚 徳 

健康づくり課長補佐兼国民健康保

険係長 

鈴 木 嘉 久 健康づくり課健康増進係長 

柴 田 美保子 健康づくり課保健予防係長 

齋 藤 和 也 健康づくり課介護係長 

森 田 七 徳 観光商工課観光商工係長 

鈴 木 伸 和 建設産業課農林水産整備係長 

山 田 義 則 建設産業課農林水産振興係長 

桑 原 建 美 建設産業課建設事業係長 

坂 田 辰 徳 教育委員会事務局社会教育係長 

梅 原 巧 教育委員会事務局学校教育係長 

山 田 浩 通 消防本部庶務係長兼警防係長 

 




