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焼津市職員次世代育成支援行動計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

次世代育成支援対策推進法に定められている特定事業
主行動計画として、雇用主である焼津市が、従業員である
職員に対しての尐子化対策、子育て支援に関する取組み
を積極的に推進するためのものです。

　H24

（　　　　　）

H24～H27

（　　　　　　）

次世代育成支援対策推進法
特定事業主行動計画

第2期次世代育成特定事業主行動計画として策定。 人事課

焼津市定員適正化計画

（第２次焼津市定員適正化計画）

新たな行政課題や多様化する市民ニーズに対応し、より
行政の効率化を推進するために、事務事業及び組織・機
構の見直しや計画的かつ適正な定員管理を行うためのも
のです。

H24

（　　　　）

H25～H29

(　　　　　)

地方公共団体における行政改革の推進のため
の新たな指針

前計画（H17～21）と今回の次期計画（H25～H29）の
間（H22～H24）は計画未策定。

人事課

焼津市男女共同参画プラン

（仮称　第2次男女共同参画プラン）

性別を問わず、すべての人が、それぞれの個性と能力を
十分に発揮し、いきいきと暮らすことができる男女共同参
画社会の実現を目指すために、市の考え方や施策の方向
と内容を明らかにし、数値目標の達成を目指すものです。

H19

（　H25　）

H20～H25

（　　　　　）

男女共同参画社会基本法
国（男女共同参画基本計画（第２３次））
県（第2次静岡県男女共同参画基本計画2011
年度～2020年度）

現行プランの計画期間終了がH25年度となるため、
H26年度スタートの新プランの策定を、今年度中に行
う。

市民協働課

市有公共建築物耐震対策事業計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

公共建築物のうち、耐震性能が劣る建築物について、耐
震対策を計画的に行い、地震発生時の市民の安全確保、
避難所の確保、復旧活動拠点の維持・発揮等を目指すも
のです。

H19

（　　　　　）

H20～H2７

（　　　　　　）

建築物の耐震改修の促進に関する法律
国（防災基本計画）
県(静岡県地震対策アクションプログラム2006）

政策企画課

第３次焼津市国土利用計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

焼津市の土地利用に関する基本的事項を長期的展望に
立って定めたものです。

H21

（　　    ）

基準H20
目標H30

（目標H30）

国土利用計画法第８条 政策企画課

第３次焼津市行政改革大綱

(                                             ）

焼津市の行政運営をより効果的に進める方針と具体的方
策を示したものです。

H21

（     ）

H22～H26

(            )

政策企画課

焼津市情報化推進計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

電子自治体の実現による行政サービスの多様化、行政情
報化の推進による行政事務の効率化、地域情報化の推
進による市民の利便性向上と地域の活性化を図るための
ものです。

H23

（　　　　　）

H24～H30

（      ）

高度情報化通信ネットワーク社会形成基本法
（ＩＴ基本法）

現計画期間延長　H20⇒H22
次期の推進計画はH21・22で策定する
第二版をH23に作成（情報化推進委員会で承認）
総合計画を上位計画に位置づけ、情報化の視点で計
画

情報管理課

第９次焼津市交通安全計画

(                                     　　）

第９次静岡県交通安全計画に基づき、平成２３年度から２
７年度までの５年間に講ずべき、焼津市における陸上交
通の安全に関する施策の大綱を定めたものです。

Ｈ23

（　    　）

H23～H27

（               ）

交通安全対策基本法
焼津市交通安全対策会議条例

生活安全課

焼津市特定健康診査・特定保健指導実施計
画
（仮称　第二期焼津市特定健康診査・特定保
健指導実施計画）

焼津市国民健康保険の保険者として実施する第二期の
特定健康診査・特定保健指導の計画をまとめたものです。

Ｈ19

（H24）

H20～H24

(H25～H29）

高齢者の医療の確保に関する法律 保険年金課

第２次焼津市環境基本計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

環境に関する市民・事業者・行政のそれぞれの役割を明
らかにし、相互に協働しながら積極的な取り組みを促進す
ることを目的としたものです。

H24

（　　　　）

H25～H34

（　　　　　）

環境基本法第３６条
焼津市環境基本条例第７条

環境生活課

一般廃棄物処理基本計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

廃棄物処理を取り巻く社会動向に対応するため、適切な
排出、収集、処理、処分方法を検討することにより、更に
循環型社会に向けた一般廃棄物処理システムの構築を
目指し、中・長期的な視点に立った一般廃棄物処理基本
方針を明らかにするものです。

H23

（     ）

H24～H33

（       ）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条 平成19年3月に（旧）焼津市、（旧）藤枝市、（旧）大井
川町、（旧）岡部町及び志太広域事務組合で策定した
「一般廃棄物処理基本計画」を、平成24年3月に焼津
市、藤枝市及び志太広域事務組合で見直しを行い策
定した。

廃棄物対策課

焼津市役所地球温暖化防止実行計画（第４
期計画）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

焼津市役所の事務及び事業により排出される温室効果ガス
の総排出量を平成29年度までに、平成21年度と比べて
５％削減することを目標とし、その取組計画を定めたもの
です。

H24

（　　　　）

H25～H29

（　　　　　）

地球温暖化対策の推進に関する法律第20条
第２項、第20条の３

環境生活課

焼津市高齢者保健福祉計画（第6期計画） 高齢社会をめぐる重要な課題に対して、市が目指すべき
基本的な政策目標を定め、その実現に向かって取り組む
べき施策を明らかにしたものです。

H23

(         ）

H24～H26

(             )

老人福祉法第20条の8 第6期ほほえみプラン21 長寿福祉課
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焼津市介護保険事業計画（第5期計画） 介護保険事業の円滑な運営のために、事業運営期間３年
間のサービスの必要量を推計し、安心して介護保険を利
用できる体制を整備するものです。

Ｈ23

(        ）

H24～H26

(             )

介護保険法第117条 第6期ほほえみプラン21 長寿福祉課

焼津市地域福祉計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

尐子高齢化の進行や核家族化を根底に、孤立死、児童虐
待、認知症高齢者の徘徊等、多様化した福祉問題に対応
するため、支援を必要とする人を地域全体で支え合う仕組
みを構築するためのものです。

Ｈ22

（        ）

H23～H27

(              )

社会福祉法第107条 地域福祉課

焼津市障害者計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

「障害者基本法」に基づき、計画期間中に市が取り組むべ
き障害者施策の全般的な方向性や理念目標を示したもの
です。

H24

(           ）

H25～H29

(             )

障害者基本法第11条 地域福祉課

焼津市次世代育成支援行動計画（後期）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

焼津市の尐子化対策、子育て支援に関する取り組みを推
進するための総合的な指針とするものです。

H21

（　　　　）

H22～H26

（　　　　）

次世代育成支援対策推進法 児童課

焼津市健康増進計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限されることなく
生活できる期間）の延伸が図られるよう、国の「健康日本２
１」の取り組み等に則り、生活習慣病の発症予防や重症
化予防などの取り組みを定め、関係各分野の協力のもと
推進するためのものです。

H24

（　　　　)

H25～H29

（　　　　　）

健康増進法 関連する計画として食育推進計画と一体的に策定
し、名称を「やいづ健康・食育プラン」とした。

健康増進課

焼津市食育推進計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

さまざまな体験を通じて「食」に関する知識や力を身につ
け、健全な食生活を実践することができる市民を育てるた
め、関係各分野における取り組みを示し、「食育」を推進し
ようとするものです。

H24

（　　　　　）

H25～H29

（　　　　　　）

食育基本法 関連する計画として健康増進計画と一体的に策定
し、名称を「やいづ健康・食育プラン」とした。

健康増進課

焼津市新型インフルエンザ対策行動計画

（焼津市新型インフルエンザ等対策行動計
画）

H22

（　H25　）

不定期

（不定期）

なし

（新型インフルエンザ等対策特別措置法）

「焼津市新型インフルエンザ対策行動計画」を任意で
策定済みであるが、特措法の施行に伴い、法定の計
画として策定するもの

健康増進課

焼津市中心市街地活性化基本計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

焼津市における中心市街地の問題点や役割を明確にし、
これからの中心市街地が目指す方向性や、推進組織体制
などを具体的に位置づけたものです。

H24

（　　　　　）

H25～H27

（　　　　　　）

中心市街地の活性化に関する法律 商工課

焼津市農業振興地域整備計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

概ね5年毎に見直す農業振興計画です。①農地利用計
画、②農業生産基盤の整備開発計画、③規模拡大・農用
地等の効率的利用促進計画、④農業近代化施設の整備
計画、⑤安定的な就業促進計画などを定めています。

H22

（　H27　）

H22～H26

（H27～H31）

農業振興地域の整備に関する法律 農政課

農業経営基盤強化に関する基本構想

(                                             )

農業経営の基盤を強化し、 効率的かつ安定的な農業経
営の実現」に向けた焼津市の方策等について定めたもの
です。農業経営の指標や農用地の利用集積に関する目
標などを定めています。

H22

（　H27　）

H22～H26

（H27～H32）

農業経営基盤強化促進法 農政課

焼津市森林整備計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

焼津市における森林関連施策の方向や森林所有者が行
う伐採や造林等の森林施業に関する指針等を定め、適切
な森林整備を推進することを目的とするものです。
（計画対象森林面積：３７１ｈａ）

H16

（　　　　　）

H17～H26

（　　　　　　）

森林法 農政課

焼津市都市計画マスタープラン

（焼津市都市計画マスタープラン　）

焼津市が行うさまざまな都市計画の基本的な指針となる
ものです。

H13

(H26～
H27)

H13～H32

(H27～H47)

都市計画法 焼津市総合計画、県が定める区域マスタープランと
の整合を図る必要があり、それらの計画策定の進行
に合わせて作成をしていく。
県による区域マスタープラン策定が27年度を予定して
いるため、都市計画マスタープランについてもH26～
27年度で見直し策定する計画である。

都市計画課

2
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焼津市移動円滑化基本構想

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

高齢者、身体障害者等の公共機関を利用した移動の利便
性・安全性の向上を促進するため、焼津駅及び西焼津駅
周辺地区におけるバリアフリー施設の整備構想を策定し
たものです。

H14

（　　　　　）

H15～H24

（　　　　　　）

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律

H24年度に昭和通りから福祉事務所までの視覚障害
者用誘導用ブロックを敷設し、駅周辺整備は完了して
いる。

都市計画課

焼津市都市景観形成ガイドプラン

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

美しく潤いのある都市環境を創造するための都市景観形
成の基本的考え方及び方策（指針）を示したものです。

H4

（　　　　　）

－

（　　　　　　）

都市計画法
新静岡県景観形成ガイドプラン

H25年度に景観行政団体への移行を予定しており、
H26からの都市計画マスタープラン策定と併せて、景
観計画の策定を予定する。

都市計画課

焼津市緑の基本計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する施策
を総合的かつ計画的に講ずるためのものです。

H10

（　H28　）

～H27

（H28～H48）

都市緑地法 都市計画マスタープランの見直しをＨ２６・２７で行うた
め、この計画を基に緑の基本計画の見直しを行う。

都市計画課

焼津市都市計画道路整備プログラム

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

都市計画道路で事業に着手していない部分のある道路20
路線について、限られた財源の中で、より効率的・効果的
に進めるため、評価に基づき、望まれる整備着手時期を３
つに分類し整理しています。

Ｈ19

（Ｈ28）

H19～H23

（Ｈ29～Ｈ34）

計画期間が経過しているが、現在パーソントリップ調査を県
が進めており、平成27年度に公表が予定されていることか
ら、その結果を反映した計画とすべく、平成28年度に見直し
を実施する予定。

道路課

焼津市市営住宅ストック総合活用計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

市営住宅ストックを本市の特性や住宅需要構造の変化を
考慮し、団地別の適切な手法で効率的に整備していくた
めの計画です。

H15

（　　　　　）

H15～H25

（　　　　　　）

住宅営繕課

焼津中部地区都市再生整備計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

東小川地区、会下ノ島石津地区、焼津市南部土地区画整
理区域と小川港周辺、大富地区の一部を含んだ453haを
焼津中部地区と位置付け、地域の特性を踏まえ、まちづく
りの目標と目標を実現するために実施する各種事業等を
記載した計画です。

H21

（　　　　　）

H22～H26

（　　　　　　）

都市再生特別措置法 平成25年2月の第4回変更より新制度である地方都市
リノベーション事業への移行を行った。

区画整理課

小石川・黒石川流域総合治水整備計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

焼津市・藤枝市に関わる小石川・黒石川流域における河
川整備のあり方・流域整備のあり方についての計画です。

H13

（　　　　　）

概ね30年後

（　　　　　　）

河川法 二級河川栃山川水系河川整備計画（県Ｈ１９策定）の
主要な整備箇所として、二級河川黒石川全線が位置
づけられた。

河川課

焼津市総合治水計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

市内を流下する河川流域の治水基本計画です。 H6

（　　　　　）

H6～H36

（　　　　　　）

河川法 河川課

焼津市公共下水道全体計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

市民の生活環境の向上を図るために基盤的施設として下
水道整備を目的とするものです。上位計画は、大井川・瀬
戸川流域別下水道整備総合計画です。計画面積1811ｈ
ａ。

Ｈ19

（　　　　　）

～Ｈ35

（　　　　　　）

下水道法 下水道課

焼津市公共下水道事業計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

「焼津市公共下水道全体計画」のうち認可を受けた702ｈａ
についての下水道整備計画です。

H21

（　　　　　）

～H26

（　　　　　　）

下水道法　都市計画法 現在の事業認可がH26年度末となっていることから、
期間延長、処理場施設変更、区域の見直し等の変更
を計画している。

下水道課

焼津市公共下水道事業会計中期経営計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

国及び静岡県の社会資本整備重点計画、静岡県の大井
川・瀬戸川流域別下水道総合計画を上位計画とし、居住
環境の改善、水洗化の促進、公共用水域の水質保全、浸
水防除を目的として公共下水道事業を推進するためのも
のです。

H21

（　　　　　）

H22～H26

（　　　　　　）

下水道課

大井川港港湾計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

「産業活動への支援と、人々の交流機会の創出により活
気あふれる“みなとまち”の創造と、人々の生活の安定・向
上に貢献する港湾」を目指して、大井川港の運営方針を
定めたものです。

H17

（　　　　　）

～H30

（　　　　　　）

港湾法 大井川港管理
事務所

焼津市国民保護計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

国民保護法に基づき、武力攻撃事態等に備えてあらかじ
め政府が定める基本指針、県が作成する「静岡県国民保
護計画」に準拠し、市が作成したものです。

H18

（　　　　　）

随時

（　　　　　　）

武力攻撃事態等における国民の保護のため
の措置に関する法律（国民保護法）

危機管理課
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焼津市地域防災計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

風水害等の災害及び予想される東海地震及び南海トラフ
巨大地震、原子力災害に対して、焼津市関係機関及び市
民が総力を結集し、平常時からの災害に対する備えと、警
戒宣言が発せられた場合の対応及び災害発生時の適切
な対応を定め、市域及び市域に存する人々の生命、身体
及び財産を地震等による災害から守ることを目的としてい
ます。

S47

（　　　　　）

随時

（　　　　　　）

災害対策基本法 危機管理課

焼津市水道事業中期経営計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

水道事業の指針となる焼津市水道ビジョンに基づき、事業
推進の方向性を定め、事業者としての責務と経営の安定
性・効率性を確保するために策定したものです。

H21

（　　　　　）

H22～H26

（　　　　　　）

平成３１年度（平成２７年度から５ヶ年）を目標年度と
した中期経営計画を策定予定である。

水道総務課

水質検査計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

水質検査の適性化・透明化を図るために作成したもので、
検査項目を明示しています。

H20

（　　　　　）

毎年

（　　　　　　）

水道法（施行規則） 毎年更新し、ホームページに掲載している。 水道工務課

焼津市生涯学習大綱

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

焼津市民が時代の変化に対応して、充実した生涯を送る
ことができ、さらに魅力ある地域づくりを推進し、市民一人
ひとりが積極的に学習し、幸せな家庭を築き、充実した生
活を送り、職場や地域に自分の力を生かしていくための基
本構想です。

H2

（　　　　　）

－

（　　　　　　）

社会教育課

焼津市子ども読書活動推進計画

（第２次焼津市子ども読書活動推進計画）

「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき、市が
関係各所の現状と課題を整理し、子どもの読書活動推進
のための取り組みを進めていく施策をまとめたものです。

H19

（　H27
）

H20～H24

（目標H37：
H27～H36 ）

子どもの読書活動の推進に関する法律 平成３７年度（平成２７年度から１０ヶ年）を目標年度と
した第２次計画を策定予定である。

図書館

花沢地区伝統的建造物群保存地区保存事業
計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

花沢地区の歴史的な景観を伝統的建造物群保存地区制
度により保全し、住環境の整備やまちづくりに資するため
の計画です。

H25

（　　　　　）

H26～

（　　　　　　）

文化財保護法
都市計画法
焼津市伝統的建造物群保存地区保存条例

H25焼津市指定、H26国重要伝統的建造物群保存地
区選定の予定。

歴史民俗資料
館

学校施設中期保全計画 各小・中学校、幼稚園の校舎（園舎）の屋上防水や外壁、
給排水設備、電気・機械設備及び屋内運動場やプール設
備等の老朽化が進んでおり児童、生徒の安全と環境衛生
維持のために改修が必要となっている。学校施設の改修
を計画的に進めるために策定を予定しています。

H25

（　　　　　）

H25～H40 教育総務課

焼津市耐震改修促進計画

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

市内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るた
め、１．建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する
目標の設定、２．建築物の耐震診断及び耐震改修の促進
を図るための施策　３．建築物の地震に対する安全性の
向上に関する啓発及び知識の普及　４．特定建築物の所
有者に対する耐震診断又は耐震改修の指導等のあり方
５．その他耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事
項　を定めています。

H18

（　　　　　）

H18～H27

（　　　　　）

建築物の耐震改修の促進に関する法律第５条
第７項

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正によ
り、同計画を見直す可能性があります。

建築指導課
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