


はじめに

「手をつなぎ創る未来のまちづくり」
～「活気ある街」「安心な街」焼津の創造を目指して ～

　本市は、平成 23 年３月に第５次焼津市総合計画を策定し、前期４年、後期４年の基本計
画の期間を設け、基本構想の実現に向けてまちづくりに取り組んできたところであります。
　しかしながら、この総合計画策定直後に、未曾有の東日本大震災が発生しました。この災
害を契機として、「安全」に関する市民の意識と焼津市におけるまちづくりに向けた取組を
大きく変えたと感じております。
　また、平成 23 年の推計を上回る、人口減少や少子・高齢化が進み、地域活力の低下や経済・
社会活動の担い手不足が更に深刻化していくことが予測されます。
　加えて、財政状況は、高齢化に伴う社会保障費の負担増大や、公共施設の老朽化による更
新時期を一斉にむかえること、合併による財政的優遇措置の段階的な終了などにより、ます
ます厳しくなってまいります。
　このような状況変化に的確に対応するため、前期基本計画の平成 23 年度から平成 26 年
度までの計画期間の最終年度を１年前倒しして、平成 26 年度から平成 30 年度までの５か
年の「後期基本計画」を策定することといたしました。
　後期基本計画においては、まちづくりの課題解決のために特に、「安心で安全なまちづくり」

「子育て支援と教育」「地域活力の再生」など、未来につなげるための基礎となる施策について、
重点的に取り組んでまいります。
　総合計画はつくることが目的でなく、行動を起こして実現することに意味があります。「焼
津の持つ潜在的な魅力」を市民の皆様とともに、更に磨き上げ、未来につながる「新しい焼津」
を築き上げていきます。
　結びに、後期基本計画の策定にあたり、貴重なご意見・ご提案をいただきました市民の皆
様をはじめ、熱心な議論をいただきました焼津市総合計画等審議会及び焼津市総合計画策定
市民会議の皆様に対し、心から感謝申し上げます。
 
平成 26 年３月 

焼津市長　　　　 　 　 　
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第１編　　総　論

第１章　　後期基本計画の策定にあたって

１　策定趣旨
　総合計画は、目指すまちづくりの方向や、それを実現するための施策などを定めた計画で、
まちづくりの指針となるものです。
　本市では、平成 23 年３月に第５次焼津市総合計画を策定し、この基本構想に示す将来都
市像「人がキラリ 海がキラリ まちをキラリ～活力と自然の恵みに満ちたまち 焼津～」の実
現に向けて、前期４年、後期４年の計画期間を設け、これまで前期基本計画（平成 23 年度
～平成 26 年度）に基づき、まちづくりに取り組んできていました。
　しかしながら、本計画策定直後に起こった東日本大震災等の影響を受けて、本市のまちづ
くりの課題や意識は、大きく変わってきました。
　こうした情勢の変化に的確に対応するため、「前期基本計画」の計画期間の最終年度を１
年前倒しして、「後期基本計画」を策定しました。
 
２　総合計画の構成と期間
　本計画は「基本構想」「基本計画」「実施計画」の三層で構成し、それぞれの内容と計画期
間は次のとおりです。

【計画期間】
基本構想：８年間（平成 23 年度から平成 30 年度）
基本計画：後期基本計画５年間（平成 26 年度から平成 30 年度）※１年前倒し
実施計画：３ヶ年計画とし、毎年度ローリング※方式

※ローリング：事業の実績及び計画策定後の経済、社会、
その他の情勢の変化に応じて修正、補正を行うこと。

【計画の構成】
第5次焼津市
総合計画  

基本構想 
政策(施策の大綱) 

基本計画(施策)

実施計画(事務事業)

基本構想は、大局的な見地から市が目
指すべき方向や目的を示すものとして
位置づけられています。

基本計画は、上位目的（政策）を達成
するための方策を体系的に示すものと
して位置づけられています。

実施計画は、基本計画（施策）を達成
するための具体的な手段として位置づ
けられています。

目 的

手 段

目 的

手 段

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 年度 
基本構想 

基本計画 

実施計画

基本構想（８年間）

前期基本計画（３年間） 後期基本計画（５年間：１年前倒し）

実施計画（３年間）

実施計画（３年間）

実施計画（３年間）
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３　総合計画の進行管理と行政評価
　総合計画の目標を着実に実現していくためには、事業効果を検証するとともに、限られた
行政経営の資源（人・モノ・財源）を効果的に配分し、効率的に事業を進めていく必要があ
ります。
　このため、行政評価システム※により、総合計画の施策体系に沿った進行管理と、その推
進体制を構築し、予算編成と連動した事業展開を図っています。
　行政評価システムは、基本計画（施策）と実施計画（事務事業）の段階において、「成果指標」
とその「目標値」を設定し、その達成状況を「Plan（計画）－ Do（実施）－ See（評価 )」とい
うサイクルで管理しています。
　施策の進行管理は、事業実施後の成果指標を測定し、目標の達成状況や費用対効果をチェ
ックしながら、目標の実現に向けた施策や事務事業の見直し等を行い、目標の達成状況を公
表しています。

【行政評価システム】

【推進体制】

Plan（計画）

事業実施後、結果を把握して評価を行い、次の計画と実施に反映

基本構想
基本計画
実施計画

総合計画
基本計画
実施計画

事業の目的
目標の設定

事業の実施 結果の把握 事後評価

公表

Do（実施） See（評価）

説明・公表

公表（広報・ＨＰ）事務事業所管課
（主幹・係長・担当者）

施策課長会議（課長）
【施策別予算編成会議】

行政経営会議
（市長・副市長・教育長・
政策主管部長・政策関係部長）

意見反映

行政経営推進
リーダー

推進体制（概略図）

行政経営方針予算編成方針

基本構想

基本計画

実施計画

市
民
等

ま
ち
づ
く
り

市
民
会
議

施策評価・事務
事業優先度評価

事務事業評価

第5次焼津市
総合計画

意見反映（アンケート等）

※行政評価システム：施策やそれを具体化するための事業を
対象として、目的や成果、コストなどに着目してその有効性
や効率性を評価し、その結果を予算などに反映させることに
より、効果的かつ効率的な行政運営の継続的な改善をめざす
システムのこと。
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第２章　　前期基本計画の評価と検証

　後期基本計画の策定にあたっては、前期基本計画の成果を点検・評価し、後期基本計画に
反映していく必要があります。
　施策は、毎年度「評価」を行い、その結果を公表（ホームページ）していますが、ここでは、
前期基本計画における主な取組と後期基本計画へ繋げる主な課題を掲げます。

政策１　みんなが安心して暮らせるまちづくり
・健康講座の開催、広報活動、関係機関と連携した疾病予防事業や、健診（検診）の受診勧
奨などを通して、市民の健康増進に努めてきました。しかし、各種がん検診や国保加入者の
特定健診受診率は、依然として県内では下位となっており、今後も健康意識の醸成に努める
とともに、健診（検診）受診率を向上させ、生活習慣病の発症予防、重症化予防に取り組む
必要があります。
・市立病院と地域の医療機関との適切な機能分担及び連携を図るため、紹介患者の受入れと
ともに、逆紹介の向上に努めてきました。今後も市民が必要な医療を受けることができるよ
う、地域医療連携の強化を更に図る必要があります。
・高齢者、障害者については、各種給付を始めとした支援を行ってきました。今後も自立し
た生活が送れるよう、それぞれの福祉計画を推進し、より一層の自立支援サービスの充実に
努める必要があります。
・子育て世代を支援するため、各種サービスの提供、相談対応、サポート事業の実施などを
行ってきました。今後も安心して子育てができる環境を整えていく必要があることから、相
談や保健指導体制の充実や、地域ぐるみで子育て家庭を支援する環境、保護者が安心して働
きながら子育てをすることができる支援体制の充実を図る必要があります。
・地域福祉については、民生委員・児童委員や社会福祉協議会などの団体と連携し、地域福
祉活動を実施してきました。今後更に進むと思われる少子高齢化や核家族化、人間関係の希
薄化などを受け、地域での支え合いや互助の意識を高めていく必要があります。 

政策２　安全で快適なまちづくり
・公共施設や民間施設の耐震化などの地震対策を推進するとともに、東日本大震災を背景に、
津波に対する避難場所の確保など津波対策を進めてきました。今後は、静岡県第４次地震被
害想定を踏まえて、市民一人ひとりの自助・共助の防災意識の更なる向上や、津波災害に強
いまちづくりを進めていく必要があります。
・良質な住宅地の形成として、土地区画整理事業の早期完成に向けて事業を推進してきまし
た。国庫補助事業費の確保などが大変厳しい状況となっていることから、今後は、更なるコ
スト縮減に努めるとともに、安定的な事業費の確保に向け取り組む必要があります。
・幹線道路や生活道路の整備を推進するとともに、道路の安全な通行の確保を図るため、定
期的な道路パトロール等により損傷箇所の早期発見と早期補修に努めてきました。今後は、
道路施設等の老朽化の進行に伴う更新が集中しないよう、道路橋等の長寿命化対策について、
計画的に実施していく必要があります。



・水道水の水質管理を徹底するため、水質検査を定期的に実施し、検査結果を広報紙やホー
ムページにより、水道水の安全性について情報提供を続けてきました。今後も水質検査を計
画的に行い、安全性について情報提供を続けていく必要があります。
・交通安全意識の向上のため、市、自治会、警察、交通安全協会などの関係機関や団体が一
丸となって、市民及び道路利用者に対する通年の啓発活動を実施するとともに、交通安全
施設の整備を進めました。今後も「自らの安全は自らが守る」の原点に立ち、市民一人ひと
りが交通ルールとマナーを遵守する意識を高めることが急務であり、関係機関・団体と連携、
協働したこれまで以上の交通安全の指導、啓発を実施する必要があります。
・安全安心な焼津市を実現するため、平成 24 年４月に「焼津市安全安心なまちづくり条例」
を制定し、市、市民、地域、事業者がそれぞれの役割のもとで連携し、犯罪防止に努めてま
いりました。今後も犯罪被害者となりやすい子どもの安全確保や、高齢者等に対する詐欺被
害防止などを呼び掛け、市民一人ひとりの防犯意識を更に高める必要があります。
・市民が消費者被害に遭ないための情報提供や、賢い消費者となるための意識啓発と相談体
制の充実を図ってきました。今後も多様化する消費者問題に対応するため、消費者被害防止
の更なる啓発と相談体制の充実を図る必要があります。

 政策３　豊かな心を育てるまちづくり
・「公立幼稚園あり方検討委員会」の提言を受け、幼稚園と保育所の現状と課題の検証を行
い、園児数の極めて少ない幼稚園の存廃等について検討をしてきました。今後は、国の動向
を見ながら、保育サービスの向上や幼保一体化などについても検討し、市の方針をまとめる
必要があります。
・効果的な学校教育を進めるために、地域と連携を図りながら「読み聞かせ」や「職業体験
学習」「子ども見守り隊」の活動等を実施してきました。今後は、地域と連携した防災学習
や避難訓練、子ども見守り隊の活動による安全安心な学校づくりを更に充実させる必要があ
ります。また、学ぶ環境づくりの維持・確保のために、老朽化した設備の更新や教材・備品
の整備を計画的に進める必要があります。　
・公民館の学習活動では、子ども、親子を対象にした講座を積極的に開催してきました。ま
た、自主講座等においては、参加者の偏り、固定化の解消に取り組んできました。今後は、
各講座への参加者の輪を広げ、地域の連帯感を高めるとともに、身につけた知識を地域やま
ちづくりに繋げるような、学びの循環をつくっていく必要があります。
・多くの市民に文化芸術活動に取り組んでもらうために、文化祭や音楽祭の開催、文芸作品の
募集などを実施しました。今後は、文化芸術活動のニーズを把握し、良質な催事を実施する必
要があります。また、伝統的建造物群の保存に向けて、伝統的建造物群保存地区保存条例を制
定しました。今後は、関係機関及び住民と保存対策の協議、調整を図る必要があります。
・６．30市民集会や焼津平和賞を通じて、「平和都市焼津宣言」「核兵器の廃絶を願う焼
津宣言」を広く周知することに努めました。今後は、第五福竜丸事件の被災６０周年、６．
３０市民集会３０回を迎えるにあたり、第五福竜丸事件を広く市民に正しく理解をしてもら
うよう、周知する機会を充実させる必要があります。
・健康づくりとスポーツとの関連を市民に伝えるため、健康まつりの開催時に、ニュースポ
ーツ体験会などを実施してきました。今後も、身近な場所で気軽に取り組めるニュースポー
ツなどの普及やイベントの充実を図る必要があります。
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政策 4　活力ある産業とにぎわいのあるまちづくり
・水揚げの安定確保のため、漁協と連携して船主訪問や入港時訪問などの外地船誘致に取り
組むとともに、水揚げ数量等に応じた助成などを実施してきました。今後も水揚げ数量の確
保と良質な魚の安定供給に結びつくよう、水揚げの奨励支援を継続して行うとともに、流通
施設の整備への支援を行う必要があります。
・農業従事者の高齢化が進み農業の担い手不足が深刻化する中、次代を担う農業者の参入を
促すとともに、育成のための支援を行ってきました。今後は、新たな組織化（法人化や地域
営農等）や新規就農者の育成・確保のための支援体制を更に充実させていく必要があります。                     
・中心市街地の活性化を図るために、空き店舗利活用補助事業など各種事業を実施してきま
した。また、平成 25 年度から３カ年の新たな中心市街地活性化基本計画（まちみがき計画）
を策定しました。今後の中心市街地活性化の推進にあたっては、ソフト面とハード面が一体
となったにぎわいづくりについても研究・検討する必要があります。
・観光交流拠点の一つである、さかなセンターの改築に向けて、会社・入店者組合・市によ
り構成するさかなセンターリニューアル会議を開催してきました。今後もさかなセンターを
より魅力ある施設とするため、引き続き検討を重ね、方向付けをしていく必要があります。
・東日本大震災以降沿岸部からの移転を考えている企業が複数あったことなどから、市外へ
の企業の流出防止や新たな企業誘致に全市的に取り組む必要があります。また、企業への事
業継続計画（ＢＣＰ）の啓発及び策定に対して支援する必要があります。

政策５　人と自然が調和するまちづくり
・公害等の苦情に対して、現地調査とともに、適切な指導を行ってきました。生活様式の高
度化、多様化により生活に密着した心理的な苦情（騒音、悪臭、犬猫の飼育等）が増えてき
ておりますが、今後も近隣住民同士の感情面に配慮しながら、慎重に対応していく必要があ
ります。
・市民や団体による海岸・河川などの清掃活動が定着してきており、参加者は年々増加傾向
にあります。今後も、積極的な活動を支援していく必要があります。
・自然を守るための生活排水対策として、公共下水道の整備、未接続者への普及啓発を進め
てきました。また、一般家庭からの生活排水による水質改善のため、合併処理浄化槽の設置
を推進してきました。今後は、公共下水道整備事業の見直しとともに、公共下水道の未接続
者への接続、合併処理浄化槽の設置について、引き続き推進する必要があります。
・家庭から出る燃やすごみを削減するため、紙類、容器包装プラスチック等の分別、生ごみ
処理機モデル事業、衣類の回収や、プラスチック製品のリサイクルなどに取り組んできまし
た。今後も分別の徹底や、燃やすごみの半分を占める生ごみの減量を進めるため、生ごみ処
理機器等により家庭内処理を啓発していく必要があります。
・市は一事業所として、温室効果ガスの発生抑制などを目標としたエコアクション 21 環境
経営の認証取得に取り組んできました。今後は、市の公共施設の対象範囲を拡大するととも
に、職員が一丸となった取組を強化していく必要があります。



政策 6　市民と行政がともに創るまちづくり
・人権について市民の意識が高まるようセミナー、研修会、フォーラム、キャンペーンを行
い、意識の啓発に取り組んできました。人権に対する意識が低いとの市民意識調査結果によ
り、今後も市民一人ひとりの人権意識の向上に引き続き取り組んでいく必要があります。
・広報やホームページは、よりわかりやすい紙面づくりを目指して作成に取り組んできまし
たが、市民意識調査によると、市の情報を十分得られていると感じている市民の割合が、決
して高いとは言えないことから、今後は、新たな情報提供ツールの拡充を図っていく必要が
あります。
・市民協働事業の担い手を広げる取組として、まちづくり活動をコーディネートする人材の
養成講座を実施するとともに、市民活動を支援するための活動・交流拠点を試験的に設置し、
運営を市民活動団体で組織する運営協議会に委託しました。また、市民会議を設置し、自治
基本条例制定に向けて取り組んできました。市民と行政がともに創るまちづくりを実現に向
けて、今後もまちづくり活動をコーディネートする人材の育成を更に進める必要があります。
また、自治基本条例については、市民との協働により活用・実践していく必要があります。
・市民満足度の高い行政運営を目指すため、政策立案能力や問題解決能力の向上、接遇面で
の意識の向上を図るため、職員研修を実施してきましたが、職員の更なる意識改革や接遇の
向上を図るため、引き続き研修等を充実させる必要があります。
・予算編成においては、財政見通しに基づき、後年度負担を考慮し、歳出事業の緊急度、優
先度を検討するとともに、事業の重点化や見直し等を図り健全財政に取り組んできました。
今後も増大する財政需要に対応するため、財源確保を図るとともに、将来負担をも考慮した
健全な財政運営がなされるよう、引き続き、行政評価手法を用いて重点事業・緊急度・優先
度を検討し、予算編成を実施する必要があります。

6
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第３章　　後期基本計画の前提

１　人口
（１）総人口の推移と将来予測
　本市の人口は、平成 22 年の国勢調査による
と 143,249 人となっています。
　平成 52 年には 119,186 人と見込まれていま
す。

（２）東日本大震災後の人口推移
　住民基本台帳による本市の平成 24 年度の人
口は 144,543 人で、ピーク時の平成 21 年度と
比較し、2,227 人減少しています。
　これは、平成 22 年度から出生者数が死亡者
数を下回り、加えて、東日本大震災が影響した
と思われる転出者の割合が、従来より高くなっ
たことが考えられます。

（３）年齢階層別人口の推移と将来予測
　０～ 14 歳の年少人口は、平成２年では 19.6
％となっていましたが、平成 22 年では 14.0
％となり、5.6 ポイント低下しています。また、
65 歳以上の老年人口は、平成２年では 11.4％
となっていましたが、平成 22 年では 23.5％と
なり、12.1 ポイント上昇しており、着実に少子
高齢化が進んでいます。
　既に超高齢社会（高齢化率 21％以上）の時
代に入っていますが、今後はさらに高齢化が加
速し、平成 52 年には老年人口の割合は 35.6
％になるものと推計されています。また、平成
22 年と平成 52 年の年齢階層別人口割合の推
計を見ると、年少人口は、 3.1 ポイント低下し、
15 ～ 64 歳の生産年齢人口は　8.9 ポイント低
下するものと予測されています。

総人口の推移・推計
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資料：国勢調査
　　　※平成 27年以降は、国立社会保障・人口問題研究所による
　　　「将来推計人口」（平成 25年３月推計）

資料：国勢調査
　　　※平成 27年以降は、国立社会保障・人口問題研究所による
　　　「将来推計人口」（平成 25年３月推計）
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　　　度）平成24年7月9日住民基本台帳法改正により、外国人を
　　　含んだ集計となっている。※各年度の人口は３月 31日時点
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２　産業・経済
（１）産業別就業人口の推移
　本市の就業人口は、平成７年までは増加を続けてきましたが、平成７年をピークに減少し
ており、平成 22 年の国勢調査では 72,872 人となっています。
　平成２年と平成 22 年の産業別就業人口の推移を見ると、第１次産業の割合は 2.6 ポイン
ト低下し、第２次産業も 6 ポイント低下していますが、第３次産業は 8.6 ポイント上昇して
おり、第３次産業への移行が見られます。

（２）水産業（年間水揚量と水揚金額）
　水揚量 ( 焼津漁港と大井川港の合計 ) は、年々
減少し、平成 19 年以降は 20 万ｔを割り込みま
したが、平成 22 年は、遠洋漁業の好漁に伴い水
揚量が増加しました。しかし、平成 23 年からは
再び減少に転じています。
　水揚金額は、全国の主要 32 港においては、焼
津漁港の平成 24 年の水揚量は第２位で、水揚金
額は全国第１位となっています。

（３）農業（直売所売上等）
　農家数については年々減少していますが、市内直売所の売上高は、近年の地産地消の高ま
りから、年々増加しています。
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（４）工業（製造品出荷額等）
　事業所数、従業者数、製造品出荷額は、平成
20 年まではほぼ横ばいで推移していましたが、
平成 21 年からは、リーマン・ショックの影響
と思われる要因により、減少傾向にあります。

（５）大井川港取扱貨物量
　大井川港は、県内 15 港湾中、唯一の市営港
湾ですが、取扱貨物量は、清水港、田子の浦港、
御前崎港に次ぐ第４位です。
　しかし、取扱貨物量は、近年、減少傾向にあり、
ピーク時（平成７年：419 万ｔ）の半分以下と
なっています。
　主要品種は石油製品・重油・ＬＰＧで、全体
の約７割を占めています。

（６）商業（年間商品販売額等）
　事業所数、従業者数、年間商品販売額のうち、
事業所数は年々減少傾向にありますが、従業者
数は平成 11 年以降、ほぼ横ばいで推移してい
ます。
　また、年間商品販売額は、平成 14 年以降、
ほぼ横ばいで推移しています。
　市民意識調査※によると商店街のにぎわいの
感じ方については、「大いににぎわっていると
感じる」と「ある程度にぎわっていると感じる」
をあわせた “ 身近な商店街ににぎわいを感じる
人 ” の割合は 14.9％で、「あまりにぎわいを感
じない」と「ほとんどにぎわいを感じない」を
あわせた “ 身近な商店街ににぎわいを感じない
人 ” の割合は 45.5％となっています。

※市民意識調査：総合計画に掲げた施策の成果を把握するた
めに、市が毎年実施するアンケート調査で、市内に住む満
18歳以上の3,000人を無作為に抽出して実施している。
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資料：商業統計調査（次回平成26年予定）
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（７）新築棟数
　住宅等の新築棟数は、減少傾向にありましたが、
平成 23 年は、土地区画整理事業などによって、増
加となりました。
　しかしながら、東日本大震災などの影響と思わ
れる要因により、平成 24 年は減少傾向にあります。

（８）観光交流客数
　観光交流客数のうち、観光レクリエーション客数は年々増加傾向にありましたが、平成 23
年度は、東日本大震災等の影響と思われる要因により、減少しました。
　しかしながら、平成 24 年度は、新東名の開通等により、増加しています。
　また、宿泊客数は、平成 22 年度に新規ホテルのオープンなどで増加しましたが、それ以
降はほぼ横ばいで推移しています。
　焼津料金所における出入りの通行台数は、平成 23 年まではほぼ横ばいで推移していまし
たが、平成 24 年からは、新東名藤枝岡部ＩＣの開通により、減少傾向にあります。

３　公共施設
　本市が保有する公共施設（344 施設）は、高度成長期（昭和 40 年～昭和 48 年）の後半か
ら昭和 60 年代前半にかけて建築された施設が多く、施設の老朽化が進んでいます。
　建築から 30 年以上を経過した施設が全体の約 41.6%（約 16.3 万㎡）を占めており、建
て替えが必要となる年数を建築後 60 年と想定し、既存のまま公共施設を維持することを前
提とした場合の建て替えや修繕などの費用は、平成 26 年から平成 35 年までの 10 年間で、
年間約 23.3 億円、総額で約 233 億円の費用が必要になると試算されています。特に平成 40
年代から平成 50 年代にかけて、建築後 60 年を迎える建物が増えることが予測されています。

資料：課税課調べ
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資料：NEXCO中日本高速道路　静岡資料：静岡県観光交流の動向（※数値は表示単位未満の位で四捨五入しているため、
　　　総数と内訳の合計が一致しない場合がある。）
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４　財政（平成 14 年～平成 24 年までの 10 年間の推移：平成 19 年度以前の数値は、焼津市と旧大井川町の数値を単純合計）

（１）歳入
　市税や使用料などの自主財源の額は、年度ごとに多少の増減はあるものの、大幅な減収は
ありません。ただし、歳入決算額全体に占める自主財源の比率は、減少の傾向が続いています。
　自主財源のうち、市税の決算額はほぼ横ばいで推移しています。

（２）歳出
　歳出については、道路、公園、学校の建設などの投資的経費は減少してきていますが、児
童・高齢者・障害者・生活困窮者などを支援するための扶助費は増加傾向にあり、特に平成
22 年度からは大幅に増加しています。

（３）市債
　市債については、建設地方債の発行は削減に努めていますが、臨時財政対策債（※本来な
らば地方交付税として国から交付されるものが、国も財源不足であることから、その代替措
置として特別に認められている地方債）の残高が年々増加しており、市債残高は増えている
状況にあります。
　また、積立金である基金の残高は減少しましたが、近年は特定目的基金への積立額を増や
すことなどにより増加に転じています。
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百万円
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

0

百万円
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

0

歳入の推移 自主財源比率の推移

その他

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

市債
県支出金
国債支出金
地方交付税
市税

依存財源

※グラフ上の数値は自主財源比率

自主財源

62.4 61.1 63.9 62.8 63.8 69.3
69.2

61.2 60.6 59.0
60.1

百万円
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

0

歳出の推移
16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

性質別決算額の推移

その他

H15H14 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H15H14 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

補助費
物件費
公債費
扶助費
人件費
投資的経費

人件費
扶助費
公債費
物件費
補助費
投資的経費

百万円

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

市債・臨時財政対策債残高の推移 積立金残高の推移

臨財債残高

H15H14 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H15H14 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

補建設市債等
（臨助費財債以
外）残高

減債基金残高

財政調整基金残高

百万円
14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

百万円
12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

百万円

積立金残高
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５　市民意識調査
　平成 22 年度と平成 24 年度に実施した市民意識調査の結果を比較しています。
 

（1）災害に対する意識
　【質問】災害に対し備えをしていますか。

（※この結果は、非常時の備蓄、家具の固定、避難場所などの項目ごとの回答を平均した割合で示しております。）

（2）共助に対する意識
【質問】近所に住む住民が困った際に互いに助け合うようなつきあい（子どもの見守りや単
身高齢者世帯への声かけ等の福祉活動）をどの程度行っていますか。

(3) 暮らしやすさに対する意識
【質問】焼津市は暮らしやすいところですか。それとも暮らしにくいところですか。

備えている,
44.7%備えていない,

48.3%

無回答,7%

災害に対する備えの状況（H23.3）

備えている

備えていない

無回答

備えている,
50.3%備えていない,

43.4%

無回答,6.3%

災害に対する備えの状況（H25.3）

備えている

備えていない

無回答

ほぼ毎日行っている
（週４日以上）,2.3% 週に数日程度行っている

（週１日～３日まで）,4.2% 

月に数日程度行っている
（月１日～３日まで）,8.3%

年に数日程度
行っている,
15.3%

行っていない,
66.1%

無回答,3.8%

共助についての意識（H23.3）

ほぼ毎日行っている
（週４日以上）

週に数日程度行っている
(週１日～３日まで)

月に数日程度行っている
(月１日～３日まで)
 

年に数日程度行っている

行っていない

無回答

ほぼ毎日行っている
（週４日以上）,1.6% 週に数日程度行っている

（週１日～３日まで）,3.5%

月に数日程度行っている
（月１日～３日まで）,6.2%

年に数日程度
行っている,
13.2%

行っていない,
70%

無回答,5.5%

共助についての意識（H25.3）

ほぼ毎日行っている
（週４日以上）

週に数日程度行っている
(週１日～３日まで)

月に数日程度行っている
(月１日～３日まで)
 

年に数日程度行っている

行っていない

無回答

暮らしやすい,
22.3%

どちらかといえば
暮らしやすい,39.8%

どちらともいえない,
28.5%

どちらかといえば
暮らしにくい,6.1%

暮らしにくい,2.4% 無回答,0.8%

暮らしやすさについての意識（H23.3）

暮らしやすい

どちらかといえば
暮らしやすい

どちらともいえない

どちらかといえば
暮らしにくい

暮らしにくい

無回答

暮らしやすい,
26.5%

どちらかといえば
暮らしやすい,37.7%

どちらともいえない,
25.4%

どちらかといえば
暮らしにくい,6.3%

暮らしにくい,3.2% 無回答,0.9%

暮らしやすさについての意識（H25.3）

暮らしやすい

どちらかといえば
暮らしやすい

どちらともいえない

どちらかといえば
暮らしにくい

暮らしにくい

無回答
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第４章　　後期基本計画の主な課題

　後期基本計画では、社会・経済情勢の急激な変化と前期基本計画の検証結果を踏まえ、次
の新たな視点を課題に加え、各施策を進めていく必要があります。

１　危機管理体制の強化
　平成 23 年３月 11 日に起こった東日本大震災では、これまでの想定をはるかに超えた巨
大な地震・津波が発生し、未曾有の大惨事となりました。また、原子力発電所の事故も伴い、
国内における原子力災害対策の今後のあり方にも課題を残すことになりました。
　本市においては、東日本大震災の教訓を踏まえ、これまで以上に地震・津波対策への取組
を強化するとともに、原子力施設の災害に備えた対応の取組も必要になってきています。
　また、近年の異常気象により、ゲリラ豪雨や竜巻などの風水害が全国各地で多発しており、
本市でも短時間で激しい雨が降る局地的豪雨による水害や、新型インフルエンザなどの世界
的規模で流行する感染症など「安全・安心に関する意識」が、従前とは大きく変わってきて
います。
　こうしたことから、あらゆる危機を想定した危機管理体制の強化が求められています。

２　加速する人口減少や少子 ･ 高齢化への対応
　本市の人口は、全国の地方都市と同様に、平成 22 年をピークに緩やかに減少傾向に転じ
ていくことが、国勢調査を基にした人口推計において予測されています。
　また、住民基本台帳によれば平成 22 年度からの出生者数は、死亡者数を下回り、加えて、
平成 23 年度からは東日本大震災の影響と考えられる転出者の割合が、従前より高くなって
います。
　こうしたことから、予測以上に人口減少や、少子・高齢化が進むとともに、将来の経済・
社会活動への担い手減少が深刻度を増し、現行の社会体制を維持していくことが困難になる
ことが懸念されます。
　このため、将来にわたる本市の地域活力の維持・増進に向けて、子育て支援策の充実や教
育環境の充実などにより、子どもを産み育てられる環境を整備し、子育て世代の転出抑制・
転入促進を図るとともに、高齢者に対応した地域福祉ネットワーク※の構築や、高齢者が活
躍できる環境の整備など、少子・高齢化の進行に対応していくことが必要になっています。
 
 
３　環境に配慮した経済活動の高まり
　CO2 削減のための環境対策として取り組んできたエネルギー使用量の削減に加え、東日本
大震災を契機として、電力をはじめとするエネルギー使用量の更なる削減が求められるとと
もに、再生可能エネルギー※の活用の機運が高まっています。
　このため、環境に配慮した経済活動の中で、持続可能な地域社会の形成に向けて更なる取
組が求められています。

※地域福祉ネットワーク：地域の様々な団体や個人が連携し
て互いに支え合い、助け合う仕組みを整え、ひとり暮らしの
高齢者や障がい者などの支援を必要とする方々が住み慣れた
地域で安心して暮らし続けられるよう声かけや見守りなどの
支援を行うネットワークのこと。

※再生可能エネルギー：地球環境に対して負荷の少ない自然
界のエネルギーのこと。
太陽光、太陽熱、風力、水力、地熱、バイオマスなどのエネ
ルギーを指す。



４　地域経済の活性化
　本市の経済と雇用は、リーマン・ショックのあった平成 20 年秋以降深刻な状況が続き、
加えて、東日本大震災により深刻な打撃を受け、また、円高等の影響により厳しい状況が続
いていましたが、国の経済・雇用対策により、国内景気全体の明るい兆しが好影響を与え、
一部持ち直しの動きも見られています。
　しかしながら、原材料価格の高騰など、厳しい収益環境に変わりはないものと思われ、依
然として厳しい状況がうかがわれています。
　こうした状況を受け、国の行う一律的な経済・雇用対策だけでなく、企業誘致などの一層
の推進に加え、本市の雇用状況や産業形態に合わせた地場産業の活性化による総合的な産業・
雇用対策を進めることが求められています。

５　潜在的な魅力ある地域資源の市内外への発信
　地方分権や人口減少、少子高齢化が進むとともに、地域間競争が一段と激しさを増す中で、
地域ブランドの創出やシティプロモーション※に取り組む動きが全国的に活発化してきてい
ます。
　市民意識調査によれば、本市の暮らしやすさについては「暮らしやすい」と「どちらかと
いえば暮らしやすい」をあわせた “ 暮らしやすいと感じている人 ” の割合は 64.2％を占めて
いる状況です。しかし、この割合のすべての人が、本市の現状のまちづくりに満足している
ということを意味するものではありません。
　このため、常に危機意識を持ち “ ぬるま湯につかったカエル ” ということにならないよう
に、本市が「住み続けたいまち」「訪れたいまち」「住んでみたいまち」として様々な人たち
から選ばれるようなまちづくりを進めることが必要です。
　これには、本市の持つ潜在的な魅力ある地域資源を最大限に生かしたまちづくりや、人に
やさしい個性あふれるまちづくりへの取組などを進めるとともに、これらの取組を市内外に
発信するシティプロモーションに全市をあげて取り組む必要があります。

６　地域力を活かす自治の推進
　地方分権が進む中で、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担う
ようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において、地域の諸課題に取り組むこと
ができるようにしていくことが求められています。
　本市においても地方自治の本旨に基づき、行政や市民、議会等の役割や責任のもとで、地
域の課題は自らが考え解決するという「市民の力」「地域の力」を活かすための仕組みづく
りを進め、市民が主体的に行政（公共）に関わるとともに、できることから実践し責任を持
ったまちづくりを志向していくことが必要です。

※シティプロモーション：定住人口や交流人口の拡大を図る
ため、自らの地域の魅力や優位性を効果的に伝えること。
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７　効率的な行政経営に向けて
　国の新たな経済対策による期待感から景気回復の兆しが見え始めているところではありま
すが、日本経済の先行きについては依然として不透明感を払拭できていない現状であること
から、地方財政においても厳しい状況が続いています。
　本市における歳入は、景気回復の兆しが直ちに税収に反映されないことから、その大半を
占める市税収入を中心に、引き続き厳しい状況であります。
　さらに、本市の課題として、平成の大合併による新焼津市として優遇を受けている普通交
付税が、特例措置である合併算定替※の段階的終了により、将来の財政状況の厳しさがより
一層見込まれることがあげられます。
　一方、歳出についても少子・高齢化などに伴う、社会保障費の支出増加や、高度経済成長
期に整備した公共施設、道路・橋りょうの維持・更新に要する負担が今後の大きな課題とな
っています。
　まちづくりを進めるためには、安定した財政基盤が重要であり、将来に向け継続的に課題
対応していくためには、公共施設マネジメントの取組や債務の縮小などに努め、健全な財政
運営を維持していくことが必要であります。

※合併算定替：合併後でも、別々の市町村が存在するものと
みなして、合併前の旧市町村ごとに算定した普通交付税の合
算額を保障し、合併による普通交付税の不利益を被ることが
ないように配慮された特例措置のこと。
合併後７か年度（焼津市の場合）と段階的縮減期間（５か年
度× 0.9、0.7、0.5、0.3、0.1）
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第２編　　後期基本計画

第１章　　後期基本計画の概要

１　施策別計画の構成

２　重点施策の設定
　重点施策とは、「基本構想（まちづくりのビジョン）」の実現に向け、後期基本計画期間中
に成果を重点的に向上させる施策をいいます。
　厳しい財政状況を踏まえ、効率的・効果的に課題解決を図り、他の施策に優先して資源配
分（事業費または人件費など）を行い成果の向上を図ります。

内　　　容

施策の目的は「対象」と「意図」で構成されます。「対象」は、その
施策を通じて働きかける相手（人やモノ）を指します。

「意図」は対象をどのような状態にするのか、またはどのような状態
になればよいのかを表します。

現状と今後の対応が必要とされる課題について示しています。

今後、焼津市がどのような方針で課題を解決していくのかを示して
います。

施策の目的達成度を測る指標です。
平成 24 年度の現状値を示し、平成 30 年度の目標値を示します。
この成果指標と目標値を示すことにより、市民と行政が何をどれく
らいまで実現したいのかという、明確で具体的な目標を持つことが
できます。また、目標値の達成状況をチェックすることにより、計
画の適切な進行管理を行います。

施策の目標達成のために、それぞれの施策の下に位置付けた具体的
な手段（事務事業）をまとめて示しています。
★は市長公約等関連の取組を示しています。

目指す目標達成のために、市民に期待される役割と行政（市）が果
たすべき役割を整理して示しています。

総合計画の施策を着実に推進するために、法律等に基づき各分野で
策定されている具体的な計画や方針、指針などを示しています。

区　　　分

◆施策の目的

◆現状と課題

◆施策の方針

◆成果指標

◆目標達成のための主な取組
　（基本事業）

◆市民と行政の役割分担

◆施策に関連する個別計画

１ 安心で安全なまちづくり
２ 定住人口・交流人口の増大

主要課題 ★医療体制の充実
★子育て支援の充実
★災害に強いまちづくり
★生きる力を育む学校教育の充実
★人が訪れ、消費が拡大する観光の振興
★雇用の確保と勤労者の支援

重点施策
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３　施策の体系
第５次焼津市総合計画後期基本計画　施策の体系図

（1）健康づくりの推進

対 象：市民
意 図：安心して暮らし続けられる

対 象：市民、市域
意 図：安全で快適に暮らせる

対 象：市民
意 図：豊かな感性が育まれる

対 象：自然環境、市民
意 図：保全される、共生する

対 象：市民、行政
意 図：協働してまちづくりをする

※色付きにした６つの施策が「重点施策」です。

対 象：市民、企業
意 図：活気があふれ、経済活動が
　　　活発になる

施　　策政策（施策の大綱）

（2）医療体制の充実

（3）自立支援体制の充実

（4）子育て支援の充実

（5）地域で支え合う福祉の推進

（1）災害に強いまちづくり

（2）良好な住環境の実現

（3）移動しやすい交通ネットワークの充実

（4）安全な水の安定供給

（5）交通事故のないまちづくり

（6）犯罪のないまちづくり

（1）豊かな感性をもつ幼児の育成

（2）生きる力を育む学校教育の充実

（3）生きる力を伸ばす社会教育の充実

（4）芸術文化の振興と伝統文化の継承

（5）焼津らしい平和教育の推進

（1）活気ある水産業の振興

（2）農地、水、環境を活かした農林業の振興

（3）にぎわいのある商工業の振興

（4）人が訪れ、消費が拡大する観光の振興

（1）生活環境の向上

（2）自然環境の保全

（3）ごみの減量化と適切な処理

（4）省エネ生活の推進

（5）雇用の確保と勤労者の支援

（1）互いに認め合い尊重されるまちづくり

（2）情報共有化の推進

（3）市民参画と協働の推進

（4）市民満足度の高い行政運営

（5）健全な財政運営

（6）スポーツ・レクリエーション活動の振興

（7）消費者の自立と保護

みんなが安心して
暮らせるまちづくり1

安全で快適な
まちづくり2

豊かな心を育てる
まちづくり3

活力ある産業と
にぎわいのあるまちづくり4

人と自然が調和する
まちづくり5

市民と行政がともに
創るまちづくり6

人
が
キ
ラ
リ 

海
が
キ
ラ
リ 

ま
ち
を
キ
ラ
リ

人
が
キ
ラ
リ 

海
が
キ
ラ
リ 

ま
ち
を
キ
ラ
リ

〜 

活
力
と
自
然
の
恵
み
に
満
ち
た
ま
ち 
焼
津 
〜

〜 

活
力
と
自
然
の
恵
み
に
満
ち
た
ま
ち 
焼
津 
〜

地
域
資
源
や
特
性
を『
い
か
す
』ま
ち
づ
く
り

み
ん
な
に
、
地
球
に『
や
さ
し
い
』ま
ち
づ
く
り

市
民
の
力
を『
は
ぐ
く
む
』ま
ち
づ
く
り

人
と
未
来
に『
つ
な
げ
る
』ま
ち
づ
く
り

【将来都市像】

【基本理念】



18

第２章　　施策別計画

政策１　みんなが安心して暮らせるまちづくり

意　　　　図

心身ともに健康になる

単位

％

％

人

人

現状値（平成 24 年度）

57.2

32.3

169.8（H23）

85（H23）

目標値（平成 30 年度）

65

45

152.8

73.9

対　　　象

市　民

成果指標名

健康づくりに取り組んでいる人の割合

特定健診（国保）の受診率

循環器疾患（脳血管疾、虚血性心疾患）死亡者数（人
口 10 万人あたり）

75 歳未満のがん死亡者数（人口 10 万人あたり）

※特定健診（特定健康診査）：一般的にはメタボリック健診
（メタボ健診）とも言われ、糖尿病や高脂血症、高尿酸血症
などの生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的とし
た健康診断のこと。
※メンタルヘルス：健康のなかで精神にかかわる健康を保つ
こと。

※やいづ健康・食育プラン：健康増進法第８条に基づく「市
町村健康増進計画」と食育基本法第 18条に基づく「市町村食
育推進計画」を、関連するものとして一体的に策定した計画。
※食育：生涯にわたって健康で充実した生活を送るため、食
生活の正しい理解と望ましい習慣などを身につけさせる教育
のこと。

（１）健康づくりの推進
　 施策の目的

　 現状と課題
● 健康意識は個人差が大きく、「自分の健康は自らつくる」ということを基本に、健康づ

くりの両輪である「運動」と「食生活」を改善するために健康管理を行う体制を構築し、
啓発活動を推進する必要があります。

● 生活習慣に起因する疾病が増えており、健全な食生活を送るなどの生活習慣病予防対策
が必要となっています。

● 近隣市町と比べ、国保の特定健診※や各種がん検診の受診率は、かなり低い状況（国保特
定健診受診率（平成 24 年度）：藤枝市 47.2％、焼津市 32.3%）にあります。特に 40 ～
60 歳代の受診率の向上を図るために、健康診査（検診）の必要性の周知や受診体制を充
実させることが必要です。

● ストレスなどに起因する、メンタルヘルス※対策の推進が必要となっています。
 

　 施策の方針
● 「やいづ健康・食育プラン※」の健康づくりの推進分野の重点目標である（１）生活習慣

病の発症予防と重症化予防の徹底（２）社会生活を営むために必要な心身機能の維持向
上（３）健康を支え、守るための社会環境整備及び食育※の推進を図り、市民や地域・団体、
行政の協働のもと、その取組を進め、健康寿命※の延伸を目指します。

● 「自分の健康は自らつくる」という個人意識を啓発することで、「健康づくりに取り組ん
でいる人の割合」を向上させます。また、県下でも下位レベルの各種健診の受診率につ
いても向上を目指します。

● ３大生活習慣病（脳血管疾患※、悪性新生物※、心疾患※）の患者数・死亡者数を抑制す
るよう努めます。

● 「運動の推進」と「食生活の改善」などの健康づくりに関する情報の発信や啓発に努め、
身近なところで気軽に相談したり健康づくりに取り組むことができる体制づくりを推進
します。

 
　 成果指標
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市 民

行 政

取組方針

● 健康の維持増進を気にしない人もいるなど、健康意識の個人差が大き
いことから、自分自身の健康に関心を持つよう啓発活動を推進します。
● 具体的には、健診未受診者への訪問活動や広報活動による呼び掛けを
地域住民と連携して行います。

● 子どもの時からの生活習慣が将来の疾病の原因となることから、学校
や地域・家庭と連携し、生活習慣と健康の関係を理解するための情報提
供を行います。
●学校や医師会などの関係機関と連携し、感染症予防に取り組みます。

● ★疾病の発症予防のため、予防接種法による定期予防接種の着実な実
施を図るとともに、任意ワクチン接種費助成等を推進します。
● ★疾病の早期発見と早期治療のためには、健診の受診が不可欠である
ことから、受診率の向上に向けて啓発を強化するとともに、関係機関と
協議し受診方法を見直します。
● ★健診結果データ等から適切な保健指導を行う体制を充実し、生活習
慣病の発症予防や重症化予防を強化します。

● 元気に活動できる状態を保つために運動を通じた身体機能の維持・向
上への取組を支援します。また、栄養についての助言を行い、年齢に応
じた体力の維持を支援します。

● 地域の団体や福祉・保健団体が行う健康づくり活動（ウォーキング大
会、公民館まつりにおける健康展、地域での健康講座の開催など）が幅
広く展開されるように支援します。
●健康づくり活動に積極的に取り組む人材や団体を育成します。
●市民の健康づくりの場として健康増進施設の利活用を推進します。

● 焼津の地域資源（魚、野菜など）の活用や、食品加工業者などとの連
携により、栄養バランスの良い規則正しい食生活の普及に取り組みます。
● 子どもの個食※の問題などの解決を図るため、心豊かな楽しい食生活
の実践に取り組みます。

● メンタルヘルス対策を推進するために広報活動を行うとともに、相談
体制の充実を図ります。 

基本事業名

❶ 健康意識の醸成

❷ 学校・地域・家庭と連携
　 した健康づくりの推進

❸ 疾病の発症予防・重症化
　 予防対策の充実

❹ 高齢者の健康づくり

❺ 地域における健康づくり
　 の支援

❻ 食育の推進

❼ メンタルヘルス対策の推進

　 目標達成のための基本的な取組（基本事業）

　 市民と行政の役割分担

・健全な食生活、日々の運動の実践など健康づくりに努めます。
・各種健診の受診と早期治療を実践します。
・地域ぐるみでウォ―キングなどの自主的な健康づくり活動を実践します。

・健康教育、健康相談や訪問相談、定期健診などを実施します。
・健康づくりのための啓発を行います。
・関係機関との連携を図り、市民が主体的に活動できる健康づくりのための団

体を育成します。
・健康増進施設の利活用を推進します。

　 施策に関連する個別計画
◆やいづ健康・食育プラン（健康増進法、食育基本法）
◆焼津市新型インフルエンザ対策行動計画（新型インフルエンザ等対策特別措置法）

※健康寿命：日常的に介護を必要としないで、健康体で自立
した生活のできる寿命のこと。
※脳血管疾患：脳の血管が詰まったり、破れたりして起こる
疾患で脳梗塞や脳出血に分類される。
※悪性新生物：悪性腫瘍のことで、がんや肉腫などのこと。

※心疾患：心臓病のことで、狭心症や心筋梗塞などのこと。
※個食：家族がそれぞれ好みのものを食べたり、バラバラに
食べたりすること。
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意　　　　図

必要な時に良質な医療を受けることができる

単位

％

％

現状値（平成 24 年度）

66.6

(50)

目標値（平成 30 年度）

75

58

対　　　象

市　民

成果指標名

かかりつけ医を持っている市民の割合

焼津市の医療体制が整っていると思っている人の
割合

（２）医療体制の充実（重点施策）
　 施策の目的

　 現状と課題
● 地域全体での医療水準の向上と医療サービスの充実を図るため、地域の基幹病院である

市立病院が高度な専門的医療を担い、紹介患者に対する医療提供、医療機器などの共同
利用を通じて、かかりつけ医の支援を行い、地域医療連携の強化を図る必要があります。

● 休日、夜間においても市民が必要な医療を受けることができるための救急医療体制や、
大規模災害時の医療供給体制を充実する必要があります。

● 市立病院は、一部診療科が医師不足により診療休止となっているため、必要な医師を確
保し、休止している診療科の再開など医療供給体制を立て直す必要があります。また、
市立病院は施設・設備の老朽化が進んでいます。急性期病院※や災害拠点病院など地域
の基幹病院としての機能を果たすための対策が必要です。

● 市民に対して、疾病が重症となる前に医療機関に受診する、かかりつけ医を持つなど適
切な医療受診を行うための情報提供や啓発が必要です。

 
　 施策の方針

● 病診連携や病病連携※を進め、必要なときに良質な医療を受けられる体制を構築します。
● 休日、夜間においても市民が必要な医療を受けることができるよう、地域の医療機関と

連携し、初期救急及び二次救急医療※体制を確保します。
● 大規模災害に対応するための医療供給体制を整備します。
● 市立病院については、常勤医が不足する診療科の医師確保に努めるとともに、地域の基

幹病院としての機能を維持するため病院の施設・設備の整備を図ります。
● 市民が適切な医療を受けられるよう、情報提供や啓発活動を行います。 

　 成果指標

※現状値の（　）は、前期基本計画で設定した成果指標名「身近な病院などの医療機関が整っていると思っている人の割合」
を参考値として示したものです。

※急性期病院：入院治療や手術など高度な医療機能を持ち、
患者が短期間に治癒するまで、又は症状が安定するまでの治
療を主体とする病院のこと。
※初期救急及び二次救急医療：初期救急とは、入院や手術を
伴わない医療のことで、二次救急とは、入院や手術を要する
症例に対する医療のこと。また、二次救急まででは対応でき
ない重篤な疾患や多発外傷に対する医療のことを三次救急と
いう。

※病診連携・病病連携：病診連携とは、地域医療等において、
病院と地域内の診療所が行う連携のこと。必要に応じ、患者
を診療所から専門医や医療設備の充実した病院に紹介し、高
度な検査や治療を提供する。快方に向かった患者は元の診療
所で診療を継続するしくみ。
病病連携とは、病院同士で、それぞれの特長を生かした役割
分担をして、一人ひとりの患者にふさわしい医療を行うこと。
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市 民

行 政

取組方針

●急性期病院としての役割を果たすため、高度医療機器の整備を行います。
●★老朽化した病院施設・設備の整備計画を策定します。
● ★医師が働きやすくなるため「自分の専門領域の診療に専念できる」

「学習や生活のための時間がとれる」などの環境づくりを行います。
●★必要な医師数を確保し、休止している診療科を再開します。

● 志太榛原地域救急医療センターが受け皿となり、夜間の一次救急医療
に対応します。
● 夜間・休日の二次救急医療は、志太榛原医療圏の他の公立３病院と連
携して対応します。

●★患者の紹介、逆紹介などの病診連携を進めます。
●★医療機器などの共同利用や開業医などの支援を行います。
●★地域医療連携パス※を整備し、地域医療連携の強化を図ります。
● ★市立病院で提供できない医療については、広域的な連携による医療
機能の相互補完を図ります。

● 安易なコンビニ感覚受診※をしないこと、疾病が重度となる前の医療
機関への受診を勧めるため、かかりつけ医を持つこと、救急車を適正に
利用することなどの適切な医療受診の啓発に努めます。

● 市民が安心して医療を受けることができるよう医療保険制度の維持に
努めます。
● 焼津市国民健康保険については、保険税などの財源の確保や、医療費
通知などによる給付の適正化に努め、国民健康保険の円滑な運営を図り
ます。

基本事業名

❶ 市立病院の充実

❷ 救急医療体制の充実

❸ 病診、病病連携の推進

❹ 医療の適正受診の促進

❺ 医療保険の確保

　 目標達成のための基本的な取組（基本事業）

　 市民と行政の役割分担

・かかりつけ医・かかりつけ薬局を持ちます。
・コンビニ感覚の救急受診をしないなど適切な受診を心がける、 救急車を適正

に利用するなど地域医療を支えるためのモラルを持ちます。 

・救急医療体制を整備します。
・市立病院の健全経営を行います。
・医療機関の適切な受診、救急車の適正利用に関する普及啓発を図ります。
・近隣市町の病院間の連携や病院と診療所の連携など地域医療連携を進めます。
・県と連携して、志太榛原二次保健医療圏※の医療体制を整備します。
・保健医療制度や基準が改善するよう国や県に働きかけます。

※地域医療連携パス：患者が回復の程度に応じて医療施設を
変わる場合でも、患者の病態に応じて一貫した治療やリハビ
リを行うことができるように、連携する医療施設が協同で作
成する診療計画書。
※コンビニ感覚受診：夜間や休日など一般診療時間外に軽症
患者などが救急外来を受診すること。急病ではない患者が、
仕事など自分の都合を優先させて、日中の一般診療と同じよ
うな感覚で救急外来を利用すること。

※志太榛原二次保健医療圏：簡単な処置で済む、通院できる
程度の疾病に対する一次保健医療、専門的な手術など高度・
特殊な医療を行う三次保健医療に対し、一般的な入院が必要
な医療を行うのが二次保健医療で、それぞれ医療圏（志太榛
原：島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町）
を県が定めているもの。
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意　　　　図

自立して心豊かに暮らす

単位

％

％

％

現状値（平成 24 年度）

84.7

64.5

52.6

目標値（平成 30 年度）

84.7

66

52.6

対　　　象

福祉支援を必要とする人

成果指標名

地域で自立した生活を送っている高齢者の割合

介護保険認定者で介護度が維持（又は軽度化）でき
た人の割合

自身が望む生活ができている障害者の割合

（３）自立支援体制の充実　
　 施策の目的

　 現状と課題
● 高齢化率の上昇などに伴い、福祉支援を必要とする人は年々増えています。また、社会

保障費は、福祉サービス受給者の増加に伴い、年々増加しています。
● 高齢者が生きがいを持って自立した生活ができるよう、入所・通所施設などの住宅環境

の整備や認知症対策を推進する必要があります。一方で高齢者が自ら健康を意識し、自
立に向けて個々に努力していくことが必要であるため、介護予防事業など、高齢者の自
覚を促す取組を推進する必要があります。

● 手帳を所持する障害者が増えている中で、障害者が地域で自立した生活を送るために必
要なサービスが不足している状況にあります。就労支援施設やグループホームなどの施
設の整備を促進する必要があります。

● 福祉支援を必要とする人が自立をしていくためには、経済的な安定も欠かせません。し
かし、現下の経済状況では就労先を確保することなどが困難であるとともに、障害者施
設での就労継続事業にあっても、受注先の拡大や通所者の工賃向上が課題となっていま
す。 

　 施策の方針
● 高齢者には、住み慣れた地域で周囲の支援を受けながら自立した生活ができるよう介護

予防事業などを行い、必要な介護サービスを提供し、高齢者の生活の質を高めます。また、
高齢者自身が社会貢献でき、生きがいを持てるまちづくりを進めます。

● 障害者には、必要とされる施設整備やサービスの充実のための支援を行い、事業所に理
解を求めて障害者の就労・自立的生活を支援します。「自身が望む生活ができている障害
者の割合」については施設などが不足している状況もあるため、現状維持の水準を目指
します。

● 経済的困窮者には、セーフティーネット※の構築（生活支援や就労支援など）を国の施策
と合わせて行うとともに、社会福祉協議会の実施する貸付事業との連携を図ります。 

　 成果指標

※・「福祉支援を必要とする人」とは、高齢者、障害者や経済的困窮者などで生活上なんらかの支援や介助を必要とする人
　　のことをいいます。

　・「自立」とは、必要とする福祉支援を受けながら、生きがいを持って、自己選択、自己決定に基づく生活ができた状態
　　をいいます。

※セーフティーネット：安全網」と訳され、網の目のように
救済策を張ることで、全体に対して安全や安心を提供するた
めの仕組みのこと。すなわち社会保障の一種である。
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市 民

行 政

取組方針

● 地域で自立した生活が送れるよう、要介護状態とならないための介護
予防事業を推進します。
● 地域や社会で孤立しないよう、交流を進めるとともに、必要な生活支
援サービスを提供します。
● ★高齢者が持つ能力を発揮し、積極的に社会参加をすることで、生き
がいを持てる取組を進めます。

●要介護状態が重くならないよう、適切な介護サービスを提供します。

● 障害者が必要とするサービスの充実を図るとともに、障害者の就労や
自立的生活のための支援を行います。

● 充実した福祉サービスを提供できるよう、必要とする施設整備への支
援を行います。
●事業者との連携を図り、事業者が参入しやすい環境を整備します。

● 国の施策に対応し、セーフティーネットの構築を行うとともに、引き
続き制度の適正な実施に努めます。

基本事業名

❶ 高齢者への自立した生活
　 支援及び高齢者の社会参
　 加の促進

❷ 要介護者への自立した
　 生活支援

❸ 障害者への自立支援

❹ 自立支援サービス体制の
　 充実

❺ 経済的困窮者への自立
    支援

　 目標達成のための基本的な取組（基本事業）

　 市民と行政の役割分担

【福祉支援を必要とする人】
・自立に向けて、病気の治療、リハビリ、就労に向けた積極的な取り組みを行

います。
【福祉支援を必要とする人の親族など】
・福祉支援を必要とする人への経済的・精神的な援助、生活面での手助けを行

います。
【地域】
・福祉支援を必要とする世帯の見守り、社会参加を促進します。
【事業所】
・福祉支援を必要とする人（高齢者、障害者）の雇用に努めます。
【サービス提供事業所】
・福祉支援を必要とする人に対する適切なサービスの提供を行います。
・福祉事業に携わる人材を育成します。  　

・福祉支援を必要とする人たちが、地域で安心して生活し、自立に向けた取り
組みができるよう、市民に対する意識啓発、相談体制などの充実を図るとと
もに、安定的なサービスを提供できるよう施設の充実を図ります。

・障害者就労施設等から物品及びサービスを率先して購入することにより、就
労する障害者の自立を支援します。

・静岡福祉大学など関係機関と連携しながら人材の育成を図ります。
・十分な経済的支援やサービス提供を行えるよう、国や県に制度の拡充を働き

かけます。

　 施策に関連する個別計画
◆焼津市高齢者保健福祉計画【第６期計画】（老人福祉法）
◆焼津市介護保険事業計画【第５期計画】（介護保険法）
◆焼津市障害者計画【第３期計画】（障害者基本法）
◆焼津市障害福祉計画【第３期計画】（障害者総合支援法）
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（４）子育て支援の充実（重点施策）
　 施策の目的

　 現状と課題
● 核家族化の進行や情報化社会の進行により様々な情報が溢れる中で、子育て経験の乏し

い保護者が悩みを抱え、孤立化するケースが増えています。相談や保健指導体制の一層
の充実を図るとともに、地域ぐるみで子育て家庭を支援する環境を整えていく必要があ
ります。

● 保護者の就労や女性の社会進出が進み、保育ニーズの増加への対応や、子どもの一時預
かりを民間と連携して整えるなど支援体制の充実を図る必要があります。

● 子育てに係る経済的負担の軽減のためには、国や県による諸手当や支援制度の啓発、活
用の促進を図る必要があります。

 
　 施策の方針

● 「人口 1,000 人当たりの出生数」は、減少傾向にありますが、現状維持を目指します。
● いつでも親子同士が交流できる体制、安心して相談できる体制の充実を図ります。
● 地域の子育て支援拠点を活用して、世代間の交流を推進するとともに、地域で子どもを

育てることができる環境づくりを進めます。
● 保護者・子どもに関する保健指導体制の充実、さらに保護者が安心して働きながら子育

てできる支援体制の充実を図ります。

　 成果指標

意　　　　図

安心して産み育てることができる

単位

人

％

現状値（平成 24 年度）

8.6

55.6

目標値（平成 30 年度）

8.6

67

対　　　象

● 現在の子育て世代（妊産婦・保護者）
● 将来の子育て世代

成果指標名

人口 1,000 人当たりの出生数

安心して産み育てることができると思っている人の
割合

親子ふれあい広場（アトレ庁舎内） 子育てサポートルーム（総合福祉会館内）



25

市 民

行 政

取組方針

●★いつでも親子同士や世代間の交流ができる体制づくりを推進します。
●安心して相談できる体制の充実を図ります。
●将来、子育てを行う世代への情報提供の充実を図ります。
● 幼児から児童、生徒や家庭に関わる相談、支援を効果的に進めるため、
福祉事務所、教育委員会などの関係機関や地域との連携を強化します。
● ★子育てに関わる経済的負担の軽減のため、国や県による諸手当や支
援制度が活用されるよう、その内容などについて周知を図ります。

●保護者も子どもも安心して遊べ、交流できる場の充実を図ります。

● 母親・父親への子育て教育や相談などの妊娠から出産、乳幼児期まで
の保健指導を強化します。
●★不妊治療の助成などの支援を拡充します。

● ★保育所の待機児童ゼロを目指すとともに、放課後児童クラブ※の充
実を図ります。

基本事業名

❶ 地域における子育ての
　 支援

❷ 子育てを支援する環境の
　 整備

❸ 母性・父性と子どもの
　 健康の確保および推進

❹ 仕事と子育ての両立

　 目標達成のための基本的な取組（基本事業）

　 市民と行政の役割分担

【保護者】
・子育ての第一の責任者として家族で助け合い、子どもが健やかに育つ環境づ

くりに努めます。
【地域】
・地域ぐるみで子育てを支えていくとの意識を持って保護者、子どもに接します。
【事業所】
・国などの子育て施策を認識し、労働環境整備に努めます。

・国、県と連携して保護者の支援に努め、将来子育てを行う世代への情報提供
や環境整備を行います。

・子育て世代の経済的負担の軽減が図られるよう国や県に働きかけます。

　 施策に関連する個別計画
◆焼津市次世代育成支援行動計画【後期】（次世代育成支援対策推進法）

※放課後児童クラブ：保護者が働いているなどの理由で昼間
家庭にいない児童に対して、適切な遊びや生活の場を提供し、
その健全な育成を図る事業。
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単位

％

人

人

現状値（平成 24 年度）

24.5

744

2,870

目標値（平成 30 年度）

25

780

4,000

成果指標名

近所での支え合いを行っている市民の割合

ボランティア連絡協議会の参加団体の登録者数

災害時要援護者支援に協力いただく市民の数

（５）地域で支え合う福祉の推進　
　 施策の目的

　 現状と課題
● 地域で互いに支え合うためには、日常的な隣近所の付き合いが欠かせません。しかし、

近所での支え合いを行っている市民の割合は 25% 程度となっており、市民一人ひとり
の近所付き合いがますます希薄化していくことが懸念されます。市民の日常における隣
近所のお付き合いや困った際に助け合える関係の再構築に向け、世代間交流や福祉体験、
意識啓発を行う必要があります。

● ボランティア連絡協議会に加盟していないものの、地域福祉活動を行っている団体は数
多く存在しています。社会福祉協議会と連携して、新たなボランティアの養成や活動の
活性化、活動団体間の交流などを図る必要があります。 

　 施策の方針
● 市民の日常における隣近所のお付き合いや困った際に助け合える関係の再構築に向けた

意識啓発を進め、ミニディサービスなどの地域福祉活動を支援します。「近所での支え合
いを行っている市民の割合」については、今後も近所同士の付き合いが希薄になってい
くと予想されるため、現状水準の維持を目指します。

● 福祉団体が行うボランティア活動の拠点「ふくしの広場とボランティアビューロー」の
提供を継続します。また、社会福祉協議会と連携し、ボランティア勉強会や養成講座な
どを開催するとともに、新たな団体のボランティア連絡協議会への加入を促進します。

● 大規模災害など、行政だけでは対応が困難となることが予想される際に、地域住民相互
の協力が得られるようなシステムをつくります。 

　 成果指標

意　　　　図

地域で互いに支え合う

対　　　象

市　民

福祉まつり「ふれあい広場」
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市 民

行 政

取組方針

● 近隣住民の関係の再構築に向けた意識啓発を進め、地域福祉活動を支
援します。
● 地域住民相互の協力が得られるシステムづくり（困っている人を支え
るための体制づくりと役割分担、情報提供など）を進めます。

● 社会福祉協議会と連携し、地域における福祉活動の核となるボランテ
ィアを養成します。
● 活動の場を提供するとともに、社会福祉協議会と連携し、ボランティ
ア連絡協議会への加入を促進します。

基本事業名

❶ 支え合う意識の向上

❷ ボランティア活動の推進

　 目標達成のための基本的な取組（基本事業）

　 市民と行政の役割分担

【市民】
・近所同士の声かけや助け合いなど地域福祉活動を実践します。
・福祉活動への積極的な参加や地域の福祉団体（ボランティア団体など）への

協力をします。
【社会福祉協議会】
・地域福祉のための団体の育成など組織体制づくりや人材育成を図ります。
【福祉団体】
・行政と連携し、地域福祉を広めるための市民への啓発・活動を行います。

・社会福祉協議会や福祉団体への支援をします。
・地域福祉活動に対する意識啓発、活動の場（施設）の提供や人材の育成をし

ます。
・地域福祉活動に対し経済的支援が図られるよう国や県に働きかけます。

　 施策に関連する個別計画
◆焼津市地域福祉計画（社会福祉法）
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政策２　安全で快適なまちづくり

意　　　　図

災害から生命・財産が守られている

単位
％
％
％

％

％

戸

現状値（平成 24 年度）
52.7
51.8
47.2

（住）82.5
（市）85.9

（総合）34.9
（地域）31.2
（津波）30.7

（床上）0

目標値（平成 30 年度）
59
65
57

（住）   90
（市）100

（総合）41
（地域）38
（津波）37
（床上）0

対　　　象

市民、市域

成果指標名
災害に備えている人の割合
地域における防災活動を認知している市民の割合
焼津市は災害への備えができているまちであると思っている人の割合
住宅の耐震化率 / 市有建築物の耐震化率
※ ( 住 ) は民間住宅、( 市 ) は市有公共建築物 ( いずれも建て替えを含む））

防災訓練参加者数の割合
（参加者数 / 総人口）
水害による浸水戸数（床上）

　

（１）災害に強いまちづくり（重点施策）
　 施策の目的

　 現状と課題
● 東日本大震災の教訓を踏まえた南海トラフ巨大地震の被害想定が公表され、焼津市においては、津

波浸水区域が大幅に拡大し津波到達時間も短いことから、これまでの東海地震対策に加え「津波か
ら逃げる」「津波に強い地域をつくる」津波対策を早急に進める必要があります。

● 静岡県第 4 次地震被害想定※を踏まえ、津波浸水想定区域においては、津波避難ビルや避難タワー
などの津波避難場所を早期に確保するとともに、避難路、緊急輸送路の整備を引き続き進める必要
があります。また、沿岸部の防潮堤や河口部の水門整備、港における津波対策なども引き続き進め
る必要があります。

● 建物の倒壊から命を守るため、市有公共建築物の耐震化を早期に完了させるとともに、住宅などの
民間建築物についても耐震化を促進する必要があります。

● これまでの大規模災害に見られるように自助、共助、公助の役割分担のなかで震災直後における自
助、共助の果たす役割は特に重要であることから、市民一人一人の防災意識を更に高め自主防災組
織の充実強化を図る必要があります。

● 東日本大震災によってもたらされた原発事故により原発災害対策は大きな見直しが必要となりまし
た。新たに UPZ（緊急時防護措置を準備する区域）※に指定された本市においても原発災害に対応し
た取り組みが必要であります。

● 市内には治水安全度の低い地域があり、中小河川の改修などの浸水対策を推進する必要があります。
● 北部の東益津地区には、土砂災害の発生のおそれがある箇所が存在しており、土砂災害対策を推進

する必要があります。
● 市内の海岸では侵食が進み、台風などの高波に対する海岸保全の対策が必要です。
● 平成 25 年３月 31 日に発足した志太消防本部の体制に基づき、火災予防や迅速・的確な消防活動、

災害時における被害の軽減、救急救命活動を円滑に遂行するため、消防・救急業務については、志
太消防本部と連携して、取組を進める必要があります。

　 施策の方針
● 危機管理体制のもとに、地震・津波などの災害に強い「命を守る、安心・安全なまちづくり」を進

めます。
● 静岡県第 4 次地震被害想定における被害を軽減するため、地震・津波対策を進めます。
● 住宅をはじめとした民間建築物、市有公共建築物の耐震化を進めます。
● 津波避難場所の確保を図るとともに沿岸部の防潮堤や水門などの整備を関係機関に働きかけます。
● 市民一人一人の災害に備える意識の向上や地域の防災力の向上など、自助、共助を高めます。
● 国・県と連携し原発災害対策を進めます。
● 水害に対応するため、国や県と連携して河川の整備を進めます。
● 土砂災害に関しては、県と連携して住民への周知を図り、監視を強化します。

　 成果指標

※静岡県第4次地震被害想定：駿河トラフ・南海トラフ沿い
と相模トラフ沿いで発生するレベル１とレベル２の地震･津
波による震度分布や津波高、浸水域等の自然現象の想定結果
と、その地震･津波による人的被害、物理的被害等の想定結
果がまとめられたもの。

※ UPZ（緊急時防護措置を準備する区域）：原発事故の不確
実性や急速に進展する事故の可能性等を踏まえ、避難や屋内
退避等を準備する区域。概ね原発から半径約 30キロ圏内の
地域のこと。
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市 民

行 政

取組方針

● 広報紙や防災訓練、防災講座の開催などにおいて、普段から災害に対する
備えをしてもらえるよう市民に働きかけ、自助の意識の向上を図ります。
● ★地域の自主防災組織の活動の活性化を図るとともに、活動に積極的に参
加するよう市民に働きかけ、共助の意識の向上を図ります。
●★同報無線のデジタル化を進めます。
●★災害情報を市民に伝える防災メールの普及に努めます。
● ★災害時における情報伝達手段の多重化を図るためテレビ等を通じて情報
提供します。
● ★土砂災害や水害、地震・津波、原子力災害対策としての防災訓練の充実
を図ります。
●災害時に必要な資機材の更新・整備を行います。
●地域での防災活動を担う組織や人材を育成します。
● ★自主防災組織が保有する資機材の充実を図り、災害発生時の人命救助や
避難所開設など地域の災害対応力の向上を図ります。
●★災害に備えた仕組みづくりや、国・県・他地域との連携を図ります。
●公共施設の耐震化を進めます。
● ★民間の建物については、耐震に関する補助を引き続き行い、耐震化を進
めます。
●緊急輸送路、避難路における橋梁の耐震化を進めます。
● ★津波対策として、海岸や河川の堤防整備及び河口や港口への航路水門等
の整備を国・県に働きかけます。
●★災害発生後の市民生活の安全を確保するため、避難施設を整備します。
●中小河川を改修し、治水安全度を高めます。
●急傾斜地における土砂災害対策を推進します。
●緊急輸送路、避難路の改修・整備を進めます。
● ★消防・救急体制については、迅速で適切な対応を円滑に遂行するため、
志太消防本部と連携し取り組むとともに消防団活動の活性化に取り組みます。

基本事業名

❶ 防災意識の向上

❷ 防災情報の収集伝達の
　 充実

❸ 防災体制の整備

❹ 耐震化の推進

❺ 防災インフラの整備

❻ 消防・救急体制の整備

　 目標達成のための基本的な取組（基本事業）

　 市民と行政の役割分担
【市民】
・災害に備え、日頃から各家庭でできる耐震補強や家具の固定、食料の備蓄などの

防災対策を実施します。
・津波避難経路の確認をするとともに防災訓練への参加など自主防災会の活動に参

加します。
【地域】
・災害に備え、日頃から防災活動を行います。地域の自主防災会の活動を活発化す

るとともに防災訓練等を実施し、住民の参加を求めます。また、災害発生時には、
自主防災会など地域住民の力を結集し、災害活動と復旧活動に努めます。

【事業所】
・災害に備え、日頃から各事業所内での防災対策を講じるとともに、災害発生時に

は、地域における災害活動、復旧活動に協力します。

・市民の生命と財産を守るとともに、市が管理する各種公共施設を安全な施設とす
るための施策に取り組みます。

・災害後の復旧活動に市民、地域、事業所とともに取り組みます。
・県と連携して、市民に防災情報を提供するとともに防災訓練や防災講座の開催な

どにより、市民の防災意識を啓発します。
・国や県と連携して、河川、港湾、海岸などの施設を整備し、維持します。

　 施策に関連する個別計画
◆ 焼津市国民保護計画（国民保護法）　　◆ 焼津市地域防災計画（災害対策基本法）
◆ 焼津市耐震改修促進計画（建築物の耐震改修の促進に関する法律）
◆ 市有公共建築物耐震対策事業計画（建築物の耐震改修の促進に関する法律）
◆ 小石川・黒石川流域総合治水整備計画（河川法）　　◆ 焼津市総合治水計画（河川法）
◆ 津波防災地域づくり推進計画（津波防災地域づくりに関する法律）
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意　　　　図

住みやすくなる

単位

％

％

％

％

㎡ /人

現状値（平成 24 年度）

70.7

57.8

36.2

64.3

4.8

目標値（平成 30 年度）

71

60

38

65

5.2

対　　　象

市民、市域

成果指標名

住宅の住みやすさに満足している人の割合

良好な街並みだと思っている人の割合
市街地整備率

（＝区画整理、住宅市街地総合整備事業※、比較的大規模な開発行為
の実施済面積 / 市街化区域面積）

身近に花や緑が多いと思っている市民の割合

市民一人あたりの公園面積

（２）良好な住環境の実現
　 施策の目的

　 現状と課題
● 良好な市街地形成のため土地区画整理事業などの実施により道路や公園などの都市基盤

整備を進めてきており、平成 24 年度のアンケート調査では半数以上の市民が「住宅や
街並みが良好であると感じる」状況にあります。（市街化区域に対する土地区画整理事業
施行地区の割合は 34.1%、焼津地区では 41.2% を占める。）一方で、狭隘道路※や老朽
化した住宅が残っている地域もあり、改善対策が求められています。
また、平成 24 年 8 月に内閣府より発表された南海トラフ巨大地震による津波被害想定
に伴う不安感から、市民及び企業等の沿岸部からの移転や市外への流出などが発生して
います。

● 土地区画整理事業は、良好な市街地形成とともに道路や区画の整備、移転による建築物
の耐震化の促進など防災性の向上も図られることから、事業計画に基づいた着実な事業
実施と早期完成が求められています。また、津波被害に対する不安解消や人口流出抑制
対策として、まちの魅力向上に努める必要があります。

● 公園については、平成 24 年度のアンケート調査では「満足している市民」よりも「満
足していない市民」の割合の方が多く、「近くに公園がない」ことが主な原因となってい
ます。また、特に東日本大震災以降は避難地などの防災機能を備えた身近な公園整備が
求められています。

● 市営住宅については、既存ストックの有効活用と住民ニーズに合わせた居住環境の改善
を図るとともに、住宅に困窮する高齢者などに対しては、民間賃貸住宅の借上げも含め
た住宅の確保対策を図る必要があります。

● 密集住宅市街地※などの危険な老朽住宅の除却や改善に向けた取組が必要です。
● 静岡県第４次地震被害想定による津波浸水想定区域の土地利用規制や用途変更、さらに

は、長期的な視点に立った津波対策としての土地利用の見直しが求められています。

　 施策の方針
● 良好な市街地形成と防災性の向上が図られる土地区画整理事業の早期完成を目指します。
● 密集住宅市街地に関しては、重点整備地区の早期完成を目指します。
● 災害時の避難場所ともなる防災公園や一時避難地となる地域の公園の整備を推進します。
● 開発行為などの土地利用については、適正な誘導などを行います。
● 高齢者の居住安定確保とともに、密集住宅市街地などにおける危険な老朽住宅などの解

消に努め、居住環境の向上を図ります。
● 静岡県第４次地震被害想定を踏まえ、地震・津波被害など災害リスクに対応した土地利

用の見直し等を行います。 

　 成果指標

※狭隘道路：幅員が狭く車両の通行や消防・防災活動におい
て支障となる道路のこと。
※密集住宅市街地：老朽住宅などが密集し、住環境や防災の
面で問題のある既成市街地のこと。

※住宅市街地総合整備事業：密集住宅市街地において、老朽
住宅の除却及び道路・公園施設の整備による住環境の改善と
防災性の向上を図るための事業。
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取組方針

● 良好な住環境を形成する土地区画整理事業や住宅市街地総合整備事業の
早期完成を目指します。
● 地区計画※制度の活用などにより、民間による良質な住宅地形成を図ります。
●危険な老朽住宅などの除却や改善対策に取り組みます。

●市民に生垣づくりのＰＲを行い、住宅地の緑化を推進します。
●事業者に事業敷地内への緑地の確保を指導し、緑化を推進します。
● 身近に緑がある環境づくりのため、都市公園※の整備や街路の緑化の拡
充を推進します。

● 景観計画を策定し、花沢の里など市民が誇れる景観を保全するとともに、
港町らしい景観創りに取り組みます。
● 屋外広告物条例による屋外広告物の規制と違反広告物に対する指導によ
り、良好な公共空間の形成を図ります。

● ★土地利用の構想に基づき、東名高速道路スマートインターチェンジ周
辺などに新たな産業創出エリアを設定し、にぎわいづくりを進めます。
● 開発行為などについては、関係法令などの適正な運用のもとに適切な土
地利用を推進します。
● ★静岡県第４次地震被害想定を踏まえた地震・津波に係る土地利用対策
に取り組みます。

●公営住宅における建て替えや住民ニーズに合わせた住戸改善を行います。
● 高齢者などの居住安定確保や子育て世帯の住宅確保のため、住生活基本
計画※に基づき、民間賃貸住宅の借り上げによる公営住宅や特定優良賃貸
住宅制度※、高齢者向け優良賃貸住宅制度の活用などを進めます。
●密集市街地における老朽住宅に関しては、建て替えを促進します。

基本事業名

❶ 良質な住宅地の形成

❷ 緑化の推進

❸ 良好な景観の保全と形成

❹ 適正な土地利用の推進

❺ 居住環境の向上

　 目標達成のための基本的な取組（基本事業）

市 民

行 政

　 市民と行政の役割分担

【市民、事業者】
・住んでいる地域のまちづくりには積極的に参画し、市民主体のまちづくりを

進めます。
・自宅や事業敷地の緑化などに努めます。
・公園などの公共施設の管理において、市民ができることは、市民の力で行います。
・建築物などの適切な維持管理に努めます。
【宅地開発業者】
・宅地開発関係法令などを遵守し、良好な環境の創出に努めます。

・公園整備や地域のまちづくりへの市民参画の機会を積極的に設けます。
・都市計画に関わる各種制度などを周知します。
・土地区画整理事業や公園整備事業及び住宅供給事業などの計画的な整備や密

集住宅市街地などの危険な老朽住宅対策を進めます。
・開発行為などの土地利用については、法令などを遵守させるとともに周辺環

境への影響に配慮するよう指導します。
 

　 施策に関連する個別計画
◆第３次焼津市国土利用計画（国土利用計画法）　　
◆焼津中部地区都市再生整備計画（都市再生特別措置法）
◆焼津市都市計画マスタープラン（都市計画法）
◆焼津市都市景観形成ガイドプラン（都市計画法）　◆焼津市緑の基本計画（都市緑地法）

※地区計画：都市計画に基づき、特定の地区で住民の意見を
聞きながら、建築物の用途、高さ、敷地、形態の制限や、公園・
街路などの地区施設の配置などを計画として定める制度のこ
とで、きめの細かいまちづくりのルールを設定することによ
り、地区の良好な居住環境と美しいまち並みをつくることを
目的としている。
※特定優良賃貸住宅：中堅所得者の方に優良な賃貸住宅の供
給を促進する目的で作られた賃貸住宅のこと。本来の賃貸に
対して国や自治体から補助金が出る制度が適用される。

※都市公園：都市公園法の規定に基づき設置された公園のこ
と。住民が安全で快適な生活ができるよう、街区公園などの
身近なものから国営公園などの大規模なものまで様々な種類
があり、その目的に応じて整備される。
※住生活基本計画：住生活基本法の理念に基づき、今後の焼
津市の住宅施策の展開に必要な子育て世代や高齢者などへの
住宅対策や公営住宅の供給目標などを定め、住生活の質の向
上を図ることを目的とした住宅・住まいに関するマスタープ
ラン。（計画期間・平成 23年度〜平成 32年度）
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意　　　　図

移動しやすくなる

対　　　象

市民、市域

（３）移動しやすい交通ネットワークの充実
　 施策の目的

　 現状と課題
● 幹線道路については、道路整備事業や土地区画整理事業の進展により、着実に整備率が

向上しております。しかし、国道 150 号三和交差点付近などにおける慢性的な渋滞の解消、静
岡空港へのアクセスの向上、新東名高速道路と現東名高速道路のアクセスの向上、さらには、
市内の幹線道路ネットワークの充実を図るために、国・県に対して事業の更なる推進を要望し
ていく必要があります。

● 生活道路については、市内には依然として狭小な道路が多いことから、市民からは歩道を含め
道路整備を望む意見が多数寄せられています。また、歩行者や自転車が安全に安心して通行で
きる道路の整備に関する意見や要望も多くあります。このため、優先性を見極めながら、効率
的で効果的な道路整備を推進する必要があります。

● 道路橋などの道路施設は高度経済成長期に数多く建設されたことから、今後急速に老朽化が進
むことが予想されます。このため、損傷箇所の早期発見・補修による安全性の確保とともに施
設を延命化し、道路施設の更新投資が集中しないように、長寿命化修繕計画※に基づく予防保
全による適切な維持管理を実施していく必要があります。

● バスの利用に関しては、高齢者や障害者などの日常の移動手段の確保と利便性の向上を図るた
め、長期的な視点に立った持続可能な交通ネットワークの再編に取り組む必要があります。ま
た、災害発生に備え、交通事業者（バス、タクシー、鉄道）や行政等関係機関が相互に連携・
協力し、災害により市民の移動手段の確保が困難な場合に、関係機関が迅速に公共交通サービ
スを提供し、これに関わる情報を的確に発信する必要があります。

● 東名高速道路スマートインターチェンジの設置は、地域の慢性的な交通渋滞の緩和と南海トラ
フ巨大地震等の災害時における緊急輸送路の確保、さらには地域経済の活性化や新規産業の誘
致などが図られるものと期待されています。周辺整備を含め地元住民等との調整や中日本高速
道路㈱との連携を図るとともに、計画的な事業費の確保に努めていく必要があります。

　 施策の方針
● 道路の整備においては、効率的・効果的な整備を進めるため、透明性を確保する中で整備優先

路線を定め、優先度の高い路線から整備を進めます。
● 東名高速道路スマートインターチェンジの平成 28 年 3 月の供用開始目標に向け、着実に事業

を進めるとともに、インターチェンジへのアクセスの確保や幹線道路ネットワークの充実によ
り利便性の向上を図ります。

● 生活道路や歩行者・自転車が安全に安心して利用できる道路の整備を進めます。
● 道路ネットワークの安全性と信頼性を確保するため、道路橋等の道路施設の長寿命化対策を進

めます。
● 公共交通機関に関しては、地域公共交通総合連携計画※の中で、自主運行バスの路線の再編を

含め検討し、利便性の高い移動手段の確保を目指します。 

　 成果指標
単位

％

％

％

％
％

現状値（平成 24 年度）

55.3

45.1

36

21.2
56

目標値（平成 30 年度）

60

46.3

37.2

24
57.2

成果指標名
市内の幹線道路を車やバイクで移動するときに、円滑に通行でき
ると思う市民の割合
身近な生活道路を車やバイクで移動するときに、円滑に通行でき
ると思う市民の割合
市内の道路を徒歩や自転車で通行するとき、安心して快適に通行
できていると思う市民の割合
市内のバスが利用しやすいと思っている市民の割合
市内の駅が利用しやすいと思っている市民の割合

　

※長寿命化修繕計画：道路橋などの長寿命化並びに橋梁の修
繕及び架替えに係る費用の縮減に関する事項を定めた計画。

※地域公共交通総合連携計画：「地域公共交通の活性化及び
再生に関する法律」に基づき焼津市の今後の地域公共交通の
活性化・再生を推進するための目標や方針を示すもの。
（計画期間：平成23年度〜平成30年度）
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市 民

行 政

取組方針

●東名高速道路スマートインターチェンジを新設します。
●幹線道路の未整備区間（優先整備路線）の整備を進めます。

● 歩行者・自転車の安全な通行を確保するため、歩道や自転車歩行者道
の整備進めます。
● 生活道路に関しては、交通量や通学路であることなどを考慮し、優先
度の高い道路から整備を進めます。
●道路橋等の道路施設の長寿命化対策を進めます。
● 道路の維持管理は、定期的な道路パトロールによる補修箇所の早期発
見・早期補修を行うなど適切に管理します。

● 地域公共交通総合連携計画に基づき、自主運行バスの路線の再編を行
うなど、利便性の高い公共交通ネットワークの構築に取り組みます。

基本事業名

❶ 円滑に移動できる道路
　 づくりの推進

❷ 安全な道路づくりの推進

❸ 公共交通体系の再編

　 目標達成のための基本的な取組（基本事業）

　 市民と行政の役割分担

【市民】
・道路整備などの公共事業についての必要性を理解し、必要に応じて計画策定

段階からの参画や道路の維持管理などに協力します。
・地域の公共交通を積極的に利用するとともに、そのネットワークづくりに積

極的に参加します。
【公共交通機関を運営する事業所】
・電車・路線バスの安全・安定な運行確保とサービスの向上に努めるとともに、

地域公共交通ネットワーク※づくりに参加します。

・道路整備などの公共事業の計画策定などへの市民参画の機会を積極的に設け
ます。

・幹線道路や生活道路、駅前広場などの基盤整備や補修など施設の適切な維持
管理を行います。

・市民の移動手段としての公共交通機関の維持・確保充実を図るため､ 事業者
や市民との協働による地域公共交通ネットワークづくりを進めます。

・国道・県道の整備や維持管理について県に働きかけます。

　 施策に関連する個別計画
◆焼津市移動円滑化基本構想（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）

※地域公共交通ネットワーク：地域において公共交通が果た
すべき役割を共有する中で、路線バス及びコミュニティバス、
そして鉄道等が一体的かつ効率的に機能するようなネットワ
ークを形成すること。

道路清掃
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単位

％

時間

現状値（平成 24 年度）

80.1

62

目標値（平成 30 年度）

83

50

成果指標名

水道水が安全と思っている人の割合

断水もしくは給水制限があった時間

（４）安全な水の安定供給　
　 施策の目的

　 現状と課題
● 水道水の安全性や安定供給に関しては、現時点で高い水準の成果が実現できています。

しかし、水道施設の老朽化が進み、更新時期を迎えているため、施設の更新・耐震化を
計画的に進めていく必要があります。また、水需要の伸びが期待できない中、効率的な
経営を心掛けるとともに、適正な財源の確保を図る必要があります。

● 市民意識調査などから、市民の水質に対する関心が高くなってきていることがうかがえ
ます。ホームページや広報紙など各種媒体を利用し、水道水の安全性や節水の必要性な
どを市民に伝える必要があります。 

　 施策の方針
● 現状の高い成果水準を維持することを基本とします。施設の老朽化に対応し、施設の更新・

耐震化を進めます。
● 水の安定供給に必要な財源を確保するとともに、さらに効率的な経営の実現に取り組み

ます。

　 成果指標

意　　　　図

安全な水道水を安定的に使用することができる

対　　　象

市民、市域（給水区域）

水道管工事

夏休み親子水道施設見学会
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市 民

行 政

取組方針

● 原水、浄水、給水※の水質検査を定期的に実施し、その検査結果を市
民に公表します。

● 配水場関連の施設は、日常の点検や定期的な診断を徹底することによ
り、設備の長寿命化を図ります。また、長寿命化が困難と判断された施
設については、計画的な更新を行います。
●管路についても、同様に計画的な更新を行います。

● 日常の監視と井戸ごとの経年劣化を考慮した定期的な井戸の調査を行
い、水位・水質の監視を徹底します。
● 井戸からの取水量の低下などが確認された場合には、緊急度の高いも
のから更生修繕などを行い、機能の回復を図ります。
● 複数の水源（自己水源と静岡県大井川広域水道からの受水）により、
水の安定供給を図ります。

●無駄のない事業運営のための最大限の企業努力を実施します。
● 建設改良事業については、焼津市水道事業中期経営計画※に基づいて
実施します。

● 給水管の漏水原因の多くを占める鉛製給水管の取替えや受水槽の適切
な管理など、個人が所有する給水装置などの適正利用を促進します。
●ホームページなどで節水の必要性を市民にＰＲします。

基本事業名

❶ 水質の適正管理の推進

❷ 水道施設の適正管理の
　 推進

❸ 水源の維持

❹ 経営の健全性の確保

❺ 水道の適正利用の促進

　 目標達成のための基本的な取組（基本事業）

　 市民と行政の役割分担

・給水装置（水道本管から蛇口まで）を適正に維持管理します。
・水道水を適切に利用します。

・水道施設を適正に維持管理し、市民に対し安全な水道水を安定的に供給します。
・効率的な事業運営を行い、水道事業の健全経営を維持します。

　 施策に関連する個別計画
◆水質検査計画（水道法）

※原水・浄水・給水：原水とは、地下水や表流水などを取水
し浄水処理する前の水をいう。浄水とは、原水に飲料用に供
するための処理を行い、水道法に適合するようになった水を
いう。給水とは、配水池から送られ使用者の蛇口から出る水
をいう。

※焼津市水道事業中期経営計画：焼津市水道事業の現状を踏
まえて、今後の事業推進の方向性を定め、事業者としての責
務を果たすために、経営の安定性・効率性の確保に向けて策
定されたのもので、平成 22年度から 26年度までの５年間
を計画期間としている。また、この計画は総合計画に掲げら
れた「安全な水の安定供給」を実現するための運営指針とな
るものである。

水質検査
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単位

件

件

件

件

％

現状値（平成 24 年度）

1,452

633

444

183

51.2

目標値（平成 30 年度）

1,200

512

361

130

60

成果指標名

交通事故発生件数

交差点事故件数（「交通事故発生件数」の内訳）

高齢者事故件数（「交通事故発生件数」の内訳）

児童・生徒事故件数（「交通事故発生件数」の内訳）

交通ルール・マナーを常に守っている市民の割合

（５）交通事故のないまちづくり　
　 施策の目的

　 現状と課題
● 平成 24 年における交通事故発生件数は、全国、県下ともに減少したのに対して、焼津

市では前年より増加しており、人口 10 万人当りの市町別発生件数では、常にワースト
の上位となる状況が続いています。事故の特徴として、追突事故と出合頭事故が全体の
7 割を占め、また、高齢者事故、自転車事故や児童・生徒の事故が多いことから、これ
らの事故の分析や検証結果を基に、関係機関と連携して対策を行う必要があります。

● 交通事故防止対策として、「自らの安全は自らが守る」の原点に立ち、市民一人ひとりの
交通ルールの遵守と交通安全意識の高揚を図るためには、警察、交通関係機関や自治会
などと協働した交通安全の啓発を行っていく必要があります。

● 交通安全の充実を図るために、交通安全施設（安全な歩行帯の整備やカラー標示による
注意喚起など）の整備や維持管理を行う必要があります。 

　 施策の方針
● 幼児から高齢者に至るまで段階的かつ体系的な交通安全教育や啓発を積極的に行い、市

民一人ひとりの交通安全意識のさらなる向上を図ります。
● 交通事故の要因の分析と検証を行い、警察や関係団体との連携を高め、より効果的・効

率的な交通安全施設の整備に取り組みます。

　 成果指標

意　　　　図

交通事故にあわない、起きないようにする

対　　　象

市民、市域
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市 民

行 政

取組方針

● 警察、交通安全関係機関や自治会などと協働し、市民や道路利用者に
対する交通安全啓発活動を実施します。

● 高齢者に対する自動車や自転車の安全運転と安全歩行などの啓発を推
進します。

● 交通ルールを身につける年齢の子どもから学生まで幅広く交通安全教
室を開催するとともに、自転車の安全運転指導などの充実を図ります。

● 交通事故の分析や検証結果を基に、関係機関と連携して対策を検討し、
交通安全施設の整備（安全な歩行帯の整備やカラー標示による注意喚起
など）を実施します。
● 交通安全施設は、定期的な道路パトロールを実施し、補修個所の早期
発見・早期補修による適切な維持管理を行います。

基本事業名

❶ 交通安全意識の向上

❷ 高齢者に対する交通安全
　 対策の推進

❸ 児童・生徒に対する交通
　 安全対策の推進

❹ 交通事故の起きにくい環
　 境整備

　 目標達成のための基本的な取組（基本事業）

　 市民と行政の役割分担

【市民】
・交通ルールやマナーを守り交通安全に努めます。
【地域・事業所】
・交通安全活動の実施により、交通安全意識の普及や徹底を図り、交通事故の

防止に努めます。 

・関係団体の協力を得て、交通安全街頭キャンペーンなどの事業を実施し、交
通事故防止を啓発します。

・車や自転車、歩行者の安全な通行を確保すべく、交通安全施設（歩道、交差
点内のカラー化など）の整備を進め、交通事故防止に取り組みます。

・必要に応じた交通安全施設の整備や規制がなされるよう県などに働きかけま
す。

　 施策に関連する個別計画
◆第９次焼津市交通安全計画（交通安全対策基本法）
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単位

件

件

％

％

現状値（平成 24 年度）

1,231

933

18.2

8.7

目標値（平成 30 年度）

1,000

725

35

10

成果指標名

犯罪件数（1/1 ～ 12/31 の 1 年間）

窃盗犯の発生件数

家庭で防犯対策を行っている市民の割合

地域の防犯活動を行っている市民の割合

（６）犯罪のないまちづくり　
　 施策の目的

　 現状と課題
● 焼津市における犯罪の発生件数は減少傾向にあるものの、その発生率をみると近隣に比

べ高い水準にあります。犯罪の中で最も多いのは窃盗犯で、そのうち自転車盗が最も多
く、次いで車上ねらい、万引きの順です。

● 市民に身近な犯罪の発生を防止するためには、広報などによる啓発や防犯講座の開催な
ど、市民一人ひとりの防犯意識を高めるさまざまな対策を進めていく必要があります。

● 安全で安心して暮らせる焼津市を実現するために、個人での防犯対策はもとより、地域、
行政、警察、学校、企業などが連携して防犯活動に取り組む必要があります。 

　 施策の方針
● 犯罪から市民や市民の貴重な財産を守るために、「自分のまち、自分の身は自分で守る。」

という意識啓発を図ります。
● 子どもや女性、高齢者など犯罪被害者となりやすい人を地域ぐるみで守る防犯活動を強

化します。

　 成果指標

意　　　　図

犯罪被害にあわない、犯罪が起きないようにする

対　　　象

市民、市域
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市 民

行 政

取組方針

●「自分の身は自分で守る」という意識を持ってもらうことが犯罪被害
にあわない上で重要であり、犯罪発生についての情報提供や防犯講座の
開催などを進めていきます。特に犯罪被害者となりやすい子どもの安全
確保や高齢者に対する詐欺被害防止などを呼び掛けていきます。

● 地域が行う防犯施設（防犯灯など）の設置を支援することで、犯罪が
起こりやすい暗がりを減らす取組を促進します。

● 市内全中学校区での地区安全会議※の設置を呼び掛け、地域における
防犯活動を支援します。
● 自治会やＰＴＡ、子ども会など防犯活動を行っている団体などとの連
携を働きかけることで、地域全体での防犯活動を展開します。

基本事業名

❶ 防犯意識の高揚

❷ 犯罪を起こしにくい環境
　 づくり

❸ 地域防犯対策の促進

　 目標達成のための基本的な取組（基本事業）

　 市民と行政の役割分担

【市民】
・「自分のまち、自分の身は自分で守る」という意識を持ち、自らが防犯対策を

行います。
・地域の防犯活動として防犯パトロールなどの自主的活動に積極的に取り組み

ます。　　　　

【地域】
・犯罪を起こしにくい環境とするため、防犯パトロールや防犯灯の設置など地

域としての防犯活動に取り組みます。

【事業所】
・自らが所有し管理する施設や事業活動において、安全の確保に努めるととも

に、地域の防犯活動に協力します。

・警察などの関係機関・団体からの情報を市民と共有し、焼津地区防犯協会の
活動とともに各防犯活動団体 ( 地区安全会議など ) との連携により、地域が一
丸となって防犯活動ができるよう支援します。

・市民に対する防犯意識向上のための啓発を行います。
・県（警察を含む）と連携して、犯罪の抑止と被害の未然防止を図ります。
 

※地区安全会議：犯罪の起きにくい地域づくりを目的として、
中学校区程度の範囲の地域において、自治会を中心として、
事業者、学校などにより、自主的に結成された防犯組織。
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単位

人

件

％

％

％

現状値（平成 24 年度）

2,305

631

87

84.3

83

目標値（平成 30 年度）

3,000

1,000

90

89.5

84

成果指標名

消費生活講座等参加者数

消費生活相談件数

全相談のうちの解決割合

消費者被害にあわないよう心掛けている市民の割合

クーリングオフ制度を知っている市民の割合

（７）消費者の自立と保護　
　 施策の目的

　 現状と課題
● 東日本大震災以来、市民の消費行動は、個人の満足から節電や省エネなど地球全体の生

活や環境を意識したものに変化してきています。今後はこのような消費者意識の高揚を
図る必要があります。

● 増加する高齢者の消費者被害を防止するために、さまざまな機会をとらえて意識啓発を
実施していく必要があります。

● インターネットでの消費者被害など高度化、多様化する消費者相談に対応できるよう、
相談員の研修など人材育成を図る必要があります。

　 施策の方針
● 持続可能な「消費者市民社会※」を築くため、消費者が主体的に社会参画する意識を高め、

協働による問題解決能力を養うことができるように、ホームページなどによる情報提供
を行うとともに、消費生活講座などの消費者教育を充実します。

● 消費生活相談センターの体制充実により、多様化する消費者被害の未然防止と早期解決
を図ります。

● 悪質商法の被害を受けやすい高齢者の被害防止のため､ 更なる啓発と地域における見守
り体制づくりを促進します。

　 成果指標

意　　　　図

賢い消費者となる

対　　　象

市　民

※消費者市民社会：消費者・生活者の行動を通して、公正な
市場、社会的価値の創出、心の豊かさを実現する社会のこと。
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市 民

行 政

取組方針

● 市民（特に高齢者など）が賢い消費者となるための意識啓発（表示が
読める、契約内容を理解する、地場産を買うなど）を行います。
● 複雑化、多様化する消費者被害に迅速に対処するため、PIO-NET（全
国消費生活情報ネットワークシステム）※を活用した情報提供や消費生活
相談を行います。

● 定期的に計量器の検査や適切な表示がなされているかの検査を実施し、
事業所に対する指導を行います。
●商品の適切な表示への啓発に取り組みます。

基本事業名

❶ 賢い消費者の育成

❷ 事業所への指導の徹底

　 目標達成のための基本的な取組（基本事業）

　 市民と行政の役割分担

【市民】
・自らが進んで消費生活に関する必要な知識や情報を収得し、消費者被害にあ

わないように気をつけます。
【地域】
・一人暮らしの高齢者など消費者被害にあう可能性が高い人に対して、民生委

員や介護事業従事者などと協働して、「見守り」を行います。
【事業所】
・消費者本位に立ち、消費者との取引において公正かつ適正な取引により消費

者からの信頼を確保します。

・消費者が自立した行動がとれるよう消費生活に伴う情報の提供や意識啓発を
図ります。

・消費生活相談などを通じ、消費者への助言や事業者との交渉介入により、被
害の未然防止と早期解決に努めます。

※ PIO-NET（全国消費生活情報ネットワークシステム）：
PIO-NET（パイオネット）（全国消費生活情報ネットワーク・
システム）とは、国民生活センターと全国の消費生活センタ
ーをネットワークで結び、消費者から消費生活センターに寄
せられる消費生活に関する苦情相談情報（消費生活相談情報）
の収集を行っているシステムのこと。

消費生活展
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政策３　豊かな心を育てるまちづくり

意　　　　図

基本的な生活習慣を身につける

単位

％

現状値（平成 24 年度）

92.6

目標値（平成 30 年度）

99

対　　　象

乳幼児

成果指標名

基本的な生活習慣が身に付いていると思う、小学校
１年生の割合

（１）豊かな感性をもつ幼児の育成
　 施策の目的

　 現状と課題
● 就学前の５歳児時点では、ほぼ全員が幼稚園・保育園に通っており、教育の機会を得て

いる現状にあります。基本的な生活習慣に関しては、個人差は若干あるものの、概ね小
学校入学時点で着替え、排泄、食事などの身の回りのことがほぼ自分でできる状況にあ
ります。

● 幼稚園・保育所については、国をはじめ行政の窓口が分かれていますが、多様化する幼
児教育や保育ニーズに対応するため、小学校就学前の子どもの総合的な教育・保育の提
供について、横断的に検討していくことが求められています。

● 幼稚園に関しては、少子化や共働き家庭の増加により、園児が全体的に減少傾向にあり
ます。さらに公立幼稚園の園児数は、民間と比較すると送迎サービスが無いこと、２年
保育の園があること、預かり保育を実施していないことなどから、より減少傾向にあり
ます。今後、公立幼稚園のあり方について検討を進める中で、保育サービスの向上や幼
保一体化などについても検討し、市の方針をまとめる必要があります。

● 防災計画、防災訓練を見直し防災体制の強化を図る必要があります。
● 安全な教育環境、保育環境の確保を図る必要があります。

 
　 施策の方針

● 生活習慣を身につけるために、保護者への情報提供・情報交換の機会の充実を図ります。
● 幼稚園・保育園と小学校との連携を強化し、円滑な学校教育へと結びつけます。
● 幼稚園における保育サービスの向上や幼保一体化を検討して行きます。
● 安心して遊べる保育環境の整備・充実を図ります。

 
　 成果指標
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市 民

行 政

取組方針

● 生活習慣を身につけるために保護者への情報提供・情報交換の機会の
充実を図ります。

●幼稚園・保育園による幼児教育の充実を図ります。
● 幼稚園・保育園と小学校との連携（給食体験、幼稚園・小学校教諭の
合同研修など）を強化します。
●幼保一体化について、検討をします。

●老朽化した施設の改修などを行い、教育環境の充実を図ります。
●安全な教育環境・保育環境の確保を図ります。

●幼稚園教諭、保育士の資質向上のために、研修や研究事業などに加えて、
幼稚園教諭と保育士の合同研修を実施します。

基本事業名

❶ 家庭の教育力の向上

❷ 集団保育の推進

❸ 教育環境の充実

❹ 教職員の資質の向上

　 目標達成のための基本的な取組（基本事業）

　 市民と行政の役割分担

【市民】
・家庭において、愛情あふれ、ふれあいのある家族関係を築き、基本的生活習

慣を身につけさせます。
【地域】
・地域は、家庭との連携により、子どもや保護者の相談・支援を行います。

・乳幼児の受け皿となる幼稚園や保育園の環境を整えます。
・乳幼児期に基本的生活習慣を身につけるための保護者への情報提供を行いま

す。
・円滑な学校教育へと結びつけるための幼稚園・保育園と学校との連携機会を

提供します。
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（２）生きる力を育む学校教育の充実（重点施策）　
　 施策の目的

　 現状と課題
● 基礎学力・基礎体力の定着については、概ね国や県と同様な水準にあります。今後は、

自ら学ぶ力と、知識・技能を活用し課題を解決していく力を育成していく必要があります。
● 問題行動は、県と同様に近年、件数・人数ともに増加傾向が見られます。学校生活に対

する充実感や自己肯定感を高めることで心の安定を図り「豊かな心をもち、自ら生き生
きと活動する子どもの育成」が必要です。

● 今後も、引き続き教師や支援員などの人的配置を進めるとともに、教師の指導力を高め
る必要があります。

● 安全で効果的な学習環境の充実を図る必要があります。

　 施策の方針
● 学校生活に対する充実感や自己肯定感を高めることで、児童生徒の心の安定を図ります。
● 教員の人的配置や資質向上を図ります。
● 学ぶ環境づくり（老朽設備の更新や教材・備品の整備）を進めます。
● 命を守る力を育てる安全教育及び効果的な教育活動を地域と連携して進めます。

　 成果指標

意　　　　図

知・徳（心）・体にすぐれる

対　　　象

市内小中学校の児童・生徒

単位

％

％

％

％

％

目標値（平成 30 年度）

85

80

90

男 82  女 82

男 85  女 93

成果指標名

知～授業内容を理解する小・中学生の割合

徳（心）～自己肯定感をもつ小・中学生の割合

徳（心）～学校生活に充実感をもつ小・中学生の割合

体～一定以上の基礎体力のある小学生の割合（男女別）

体～一定以上の基礎体力のある中学生の割合（男女別）

現状値（平成 24 年度）

（82）

（76）

（87）

男 77.2　女 79.4

男 82.4　女 90.4

※現状値の（　）は県の平均値です。

給食の時間 市長と語る会
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市 民

行 政

取組方針

● 確かな学力を育成するための授業改善に取り組み、一人一人の子ども
が個性を生かし、学ぶ楽しさや喜びを実感できる授業を目指します。

● 物心両面からの豊かな環境づくりに努めるとともに、命を大切にし、
他者を思いやる心豊かな「人間尊重の教育（心の教育）」の充実を図ります。
●適応指導教室の機能の充実を図ります。
● いじめや問題行動及び不登校などの未然防止、早期解決に向け、生徒
指導体制や相談体制の充実を図ります。

● 子どもが主体的に体を動かし、運動に親しむ体育活動の充実を図りま
す。
● 発達段階に応じた様々な動きを身につけるために、系統的な指導によ
る体育活動の充実を図ります。

● 学校におけるバランスのとれた教員の配置や学校が必要とする支援員
など市独自で学校職員を配置し、組織的な取組を強化していくことで指
導力を高めます。
● 教職員の資質や能力の向上を目指した取組の充実を図り、個に応じた
指導力を高めます。

● ★学校の施設設備の充実を通して安全安心な学習しやすい環境の維
持・確保をします。
● 教材教具、備品などの整備を通じて質の高い学習環境の維持・確保を
します。
● 効果的な学校教育を進めるために、「読み聞かせ」や「職業体験学習」
などの総合学習の実施、「子ども見守り隊※」などの安全安心な学校づく
りへの協力など、地域との連携を進めます。

基本事業名

❶ 基礎学力の定着

❷ 豊かな心の育成

❸ 基礎体力の定着

❹ 教職員の指導力の向上

❺ 学びやすい環境づくり

　 目標達成のための基本的な取組（基本事業）

　 市民と行政の役割分担

【市民】
・家庭において、子どもの発達段階に応じた望ましい生活・学習習慣を身につ

けさせます。
【地域】
・「読み聞かせ」や「職業体験学習」など、学校だけではできない教育活動を支

援します。また、「子ども見守り隊」などの安全安心な学校づくりへの支援を
します。

・小中学校の施設設備の充実を通して、安全安心な学習環境を維持・確保します。
・教材教具、備品等の整備を通じて質の高い学習環境を維持・確保します。
・学校が必要とする支援員の配置など、個に応じた指導を進める上での人的な

支援を行います。
・教員の配置と指導力の向上を目指した研修などが適切になされるよう県に働

きかけます。

※子ども見守り隊：ＰＴＡ、自治会、安全推進委員、民生児
童委員、老人会、地域住民などがボランティアで、登下校時
の子どもに挨拶、声かけ、交通指導などを行うとともに、不
審者対策として登下校時の様子を見守るなど子どもの安全確
保に努める活動。
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（３）生きる力を伸ばす社会教育の充実　
　 施策の目的

　 現状と課題
● 社会教育においては、公民館や図書館、天文科学館などで、講座や体験教室、星空観望

会などの活動が活発的に行われていることから、施策の目的である「社会教育が充実す
る」「家庭教育が充実する」ための社会教育がある程度なされているといえます。

● 今後も市民の学習活動を支援するため、公民館や天文科学館などにおいては、講座や体
験教室に参加した方々の輪を広げ、身につけた知識を地域やまちづくりに繋げるような、
学びの循環をつくっていく必要があります。
また、図書館においては、各種資料、蔵書の充実、情報ネットワークの推進など、社会
教育施設としての環境を整えていく必要があります。

● 家庭教育においては、改正教育基本法（平成 18 年）の中で、「家庭教育」の充実は、保
護者の義務であり、行政の務めとされています。

● 高齢化社会が進む一方で、核家族化が進みそれぞれの世代で抱える問題も多様化してい
る中で、子どもたちは、変化の激しい社会で自立していくために必要な「生きる力」の
習得が求められています。

● 今後も、当事者の学びや気づきにつながる事業を実施していくことと、それを支える地
域や関係者が家庭教育支援にかかわれるよう展開していくことが重要です。
また、子育て支援施策などとも連携して、効率的・効果的な事業を実施していく必要が
あります。

● 青少年を取り巻く環境については、有害情報環境にかかる問題やインターネットの安全
利用などの問題が新たに生じてきており、その対応が求められています。

　 施策の方針
● 社会教育については、誰もが学べる学習機会を提供するとともに、身につけた知識を地

域のまちづくりや学校教育などに繋げるような学びの循環をつくり、市民が学びの成果
を社会に波及（地域課題の解決）できるようにします。
また、図書活動においては、教育の視点に立ち各種資料、蔵書の充実、情報ネットワー
クの推進を図ります。

● 家庭教育については、当事者だけでなくより多くの市民が家庭教育支援にかかわれるよ
う展開します。

● 家庭や学校だけでなく地域社会における世代間交流活動を積極的に促進します。

　 成果指標

意　　　　図

● 社会生活が充実する
● 家庭の教育力が向上する

対　　　象

市　民

単位

％

％

％

％

目標値（平成 30 年度）

88

32

90

41

成果指標名

子どもが年齢に応じた感受性を身につけていると思
う保護者の割合

学習活動に取り組んでいる市民の割合

学習活動に取り組んでいる市民の中で学んだ成果を
活用している市民の割合

学習活動に取り組んでいる市民の中で学んだ成果を
社会のために活用している市民の割合

現状値（平成 24 年度）

80.3

28.3

84.4

31.5
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市 民

行 政

取組方針

● 家庭では、子どもに必要な生活習慣を身に付けさせるとともに、自立
心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るための家庭教育力を高める
ことが求められています。子育て支援施策や関連部局と連携して、当事
者だけでなく、より多くの市民が家庭教育支援にかかわれるよう展開し
ます。

● 社会教育について、地域の連帯感を高めるとともに、身につけた知識
を地域やまちづくりに繋げるような学びの循環をつくり、市民が学びの
成果を社会に波及（地域課題の解決）できるようにします。
● 学びの内容についても、防災・減災に役立つ学習活動など地域課題の
解決につながるような事業へシフトします。
● コミュニティ活動を通じて、地域の課題解決に対する意識を高めあう
ように働きかけます。

●社会教育施設の維持管理・更新を行います。
● 図書館や天文科学館では、専門的人材を活用し市民の利用を促進しま
す。

●異年齢集団による様々な地域活動への参加と体験の機会を提供します。
●学校と連携して青少年育成活動を推進します。
●地域の資源を活かした創造や体験の場を提供します。

● 不登校やいじめなど問題行動の早期発見と積極的な教育相談による対
応の充実を図ります。
●非行防止のためのきめ細やかな街頭補導と啓発活動を実施します。
●学校・地域・家庭や関係機関と連携し、有害環境の浄化を行います。
● インターネットを通じた非行やいじめが新たな課題となっているため、
その対応に取り組みます。 

基本事業名

❶ 保護者の教育力の向上

❷ 学習成果の社会での活用
　 の促進

❸ 学習環境の整備

❹ 青少年が主体的に参加
　 できる学習機会の提供

❺ 青少年を取り巻く社会
　 環境の浄化と啓発活動の
　 推進

　 目標達成のための基本的な取組（基本事業）

　 市民と行政の役割分担

【市民】
・家庭において、生活習慣を子どもに身に付けさせます。また、子どもの自立

とともに他人を思いやる心を育成します。
・自らの教養を高めるための学習活動を行うとともに、その成果を地域活動な

どに活用します。
【地域】
・コミュニティ活動を通じて、地域の課題解決に努めます。

・市民や団体などに対し家庭教育の向上や学習活動を行うことを奨励し、学習
機会の提供や情報提供、環境整備（社会教育施設の整備など）を行います。

・世代間を越えた交流機会を創出します。あわせてそのための人材育成を行い
ます。また、地域の課題解決に寄与します。

・広域での環境整備については、国や県に働きかけます。

　 施策に関連する個別計画
◆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）
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（４）芸術文化の振興と伝統文化の継承　
　 施策の目的

　 現状と課題
● 焼津市民で日頃から芸術文化の活動を行っている割合は 13.6％です。活動の質の面で高

いと評価されている部門もありますが、文化団体の構成員や公民館などでの文化講座参
加者が高齢化しており、若い世代の参加が少ない状況にあります。若い世代が文化活動
に取り組める環境整備について検討し、実施していく必要があります。

● 焼津文化会館及び大井川文化会館が実施する自主文化催事事業数及び収益率は、全国の
同規模の人口の市及び県内市町に比べ高い水準となっています。芸術文化の振興を図る
ためには、どんなニーズがあるかを常に把握するとともに、良質な催事の実施や市民の
文化活動を促進・支援するために鑑賞型事業だけでなく、普及型事業や市民参加型事業
を積極的に実施していく必要があります。
また、両館の地域性や施設規模の特性を生かし効果的で特徴をもった自主文化催事事業
の企画・運営が求められています。

● 伝統文化の継承に関しては、伝統文化を継承する活動をしている市民の数、文化財数と
もに現状維持の状況でありますが、継承がなされています。団体の中には継承のための
活動とともに、次世代育成に力を入れている団体があります。こうした団体が、積極的
に保護・継承に取り組めるように継続して支援する必要があります。

● 伝統文化子ども教室を資料館、公民館で開催し、年中行事にちなんだ伝統文化や小泉八
雲を通して、古きよき焼津を伝える取組を継続して行う必要があります。

● 東日本大震災を受けて、文化財の保護、保存の在り方が課題となっています。

　 施策の方針
● 若い世代や転入者が地域の芸術文化活動に取り組める環境整備について検討・実施し、

現状の水準を保つこととします。
● 芸術文化の振興を図るため、活動拠点となる公共施設では特性や地域性を活かした企画

運営するとともに、市民文化活動を促進・支援します。
● 伝統文化の継承については、現状の水準を保ちつつ、新たに花沢地区の文化的景観の保

存に積極的に努めます。

　 成果指標

意　　　　図

● 芸術文化に親しみ、豊かな心を持つ
● 伝統文化を継承し、郷土愛を醸成する

対　　　象

市　民

単位

％

人

件

目標値（平成 30 年度）

17

830

60

成果指標名

日頃から芸術文化に親しんでいる市民の割合

伝統文化を継承する活動をしている市民の数

市・県・国指定文化財数

現状値（平成 24 年度）

13.6

829

59
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市 民

行 政

取組方針

●若い世代が文化活動に取り組める環境整備について検討・実施します。
● 市保有の美術資料について適切に保護・活用できるスペースを確保し
ます。
● 老朽化している施設の改修を行い、市民の満足度を高める施設運営を
行います。

● ★花沢地区を伝統的建造物群保存地区指定し、文化的景観の保存を推
進します。
●★文化遺産所有者が、保護・継承に取り組めるように支援します。
●歴史民俗資料について、適切に保護・活用できるスペースを確保します。
●学芸員などの専門人材の育成・確保を行います。

● ★伝統文化継承団体が、保護・継承に取り組めるように継続して支援
します。

基本事業名

❶ 良質な催事と文化活動の
　 場の提供

❷ 文化遺産の調査・発掘と
　 保護・活用

❸ 伝統文化の継承

　 目標達成のための基本的な取組（基本事業）

　 市民と行政の役割分担

【市民】
・一人ひとりが芸術文化活動に積極的に参加します。また、伝統文化・文化遺

産の価値に関心を持ちます。
【団体等】
・芸術文化団体は、芸術文化活動に取り組むことにより市の芸術文化水準を高

めます。
・文化遺産所有者や無形文化財継承団体は、保護・継承に取り組みます。

・文化財を指定し、認知を図ります。
・文化遺産の調査・発掘と保護・活用のため、文化遺産所有者に対する支援な

どをします。
・伝統文化の市民の継承活動を支援します。
・国や県とともに、文化水準向上のために良質の催事や文化活動の場を提供し

ます。

　 施策に関連する個別計画
◆花沢地区伝統的建造物群保存地区保存事業計画（文化財保護法、都市計画法）
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（５）焼津らしい平和教育の推進　
　 施策の目的

　 現状と課題
● 第五福竜丸事件を知っている市民の割合は 81.3％、平和を考える学習活動やイベントに

参加した市民の割合は 6.7％となっています。学校教育や宣言（「平和都市焼津宣言※」、「核
兵器の廃絶を願う焼津宣言※」）、第五福竜丸事件６．３０市民集会※などを通じ、普及啓
発に努めているものの、若い世代や、焼津に転入してきた市民の中には知らない人が多
くいる現状にあります。学校教育（焼津らしい社会科副読本など）や社会教育の機会を
通じて「焼津らしい平和教育」をより広く実践していく必要があります。

● 第五福竜丸事件発生当時のことを直接知っている市民の年齢が 60 歳を超えてきていま
す。事件の風化が懸念されるため、当時の状況を記録・保存するとともに保存・展示場
所を検討する必要があります。

　 施策の方針
● 現在はイベントを中心とした取組になっているため、日常的な取組としても学校教育（焼

津らしい社会科副読本など）や社会教育の機会を通じて「焼津らしい平和教育」をより
広く実践します。特に、若い世代が学習する機会を増やしていきます。

● 第五福竜丸事件の風化が懸念されるため、当時の状況を記録・保存します。
● 「核や平和を考える学習活動やイベントに参加した市民の割合」及び「国内外に対する

核兵器の廃絶と平和に関する焼津からの発信件数」については、後期計画期間中も引き
続き、現状の維持を目指します。

　 成果指標

意　　　　図

第五福竜丸事件を歴史的事実として認識し、核兵器の廃絶を
希求する

対　　　象

市　民

単位

％

％

件

目標値（平成 30 年度）

88

8

15

成果指標名

第五福竜丸事件を知っている市民の割合

核や平和を考える学習活動やイベントに参加した市
民の割合

核兵器の廃絶と平和に関する国内外への焼津からの
発信件数

現状値（平成 24 年度）

81.3

6.7

11

※平和都市焼津宣言：平成7年、戦後50年を機に行った核兵
器や戦争のない世界平和を願う宣言のこと。
※核兵器の廃絶を願う焼津宣言：昭和60年、核兵器廃絶と
平和の大切さを訴えるために行った宣言のこと。

※第五福竜丸事件６．３０市民集会：昭和29年3月1日マー
シャル諸島ビキニ環礁でアメリカの水爆実験により被災した
焼津漁港所属マグロ延縄漁船「第五福竜丸」の悲劇を後世に
語り継ぎ、核兵器廃絶と平和の尊さを訴える市民集会のこと
で、市民を中心とした運営委員会が主催となり昭和60年か
ら毎年６月30日に開催されている。
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市 民

行 政

取組方針

● 催事を中心とした取組に加えて、学校教育（焼津らしい社会科副読本
など）や社会教育の機会を通じて「焼津らしい平和教育」を実践します。
● 第五福竜丸事件の風化が懸念されるため、当時の状況を記録・保存し
ます。
●「平和都市焼津宣言」、「核兵器の廃絶を願う焼津宣言」を広く周知し
ます。

●平和を考える催事や学習への参加の機会の充実を図ります。

●「焼津平和賞※」を検証し、新たな賞のもと、市内外に情報発信を図ります。
● 平和首長会議※（平成 20 年 11 月加盟）の加盟都市と連携を深め、情
報発信を行います。

基本事業名

❶ 恒久平和意識の高揚

❷ 核兵器廃絶の取組の促進
　

❸ 世界平和の促進

　 目標達成のための基本的な取組（基本事業）

　 市民と行政の役割分担

・水爆被災体験を持つ本市の住民として、核兵器の廃絶に向けた情報発信を続
けます。

・第五福竜丸事件６．３０市民集会や平和祈念式典に参加することなどを通じて、
平和を願い、他の人に伝えます。

・第五福竜丸事件について、関心を持ちます。

・市民共通の願いである恒久平和意識を高揚させます。
・第五福竜丸事件の周知・継承を図り、核兵器廃絶等に向けた取組を進めます。
・学校教育（焼津らしい社会科副読本など）や社会教育の機会を通じて平和教

育を実践します。
・焼津から平和のメッセージを国内外に発信します。

※焼津平和賞：アメリカの水爆実験により被曝した第五福竜
丸の母港を持つ焼津市は、その悲劇を後世に語り継ぎ、核兵
器廃絶と平和の大切さを訴え、世界平和の実現に向けて「焼
津平和賞」を平成 21年 10月に創設し、平成 22年から 24年、
３回の贈賞を行った。
※平和首長会議：1982 年に開催された第２回国連軍縮特別
総会において、荒木武広島市長（当時）が、世界の都市が国境
を越えて連帯し、ともに核兵器廃絶への道を開こうと「核兵

器廃絶に向けての都市連帯推進計画」を提唱し、広島・長崎
両市長から世界各国の市長宛てにこの計画への賛同を求めた。
平和首長会議は、この趣旨に賛同する世界各国の都市で構成
された団体で、1990 年国連広報局NGOに、1991 年には
国連経済社会理事会よりカテゴリーⅡ（現在は「特殊協議資
格」と改称）NGOとして登録された。
焼津市は、平成 20 年 11 月加盟した。現在（平成 26 年 2
月 1日）世界 158ヶ国・地域、5,895 都市が加盟している。
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※ニュースポーツ：子供から高齢者まで、楽しく簡単にでき
る運動・スポーツのこと。

（６）スポーツ・レクリエーション活動の振興　
　 施策の目的

　 現状と課題
● スポーツ実施率 35.8％は、県全体の水準 (24 年度 41.9%) には及ばず、平成 21 年度と

の比較でも割合が低下しています。スポーツや運動をしている理由としては、65.9％の
市民が健康や体力づくりのためと回答しています。一方で、スポーツを全くしなかった
理由としては、時間がないことや病気やけが、高齢など身体的理由の他、はじめるきっ
かけがないことをあげる市民が多く、スポーツに取り組むきっかけや動機付けが必要と
考えられます。

● スポーツを行えない人に対して、気軽にスポーツに取り組むきっかけづくりを行う必要
があります。

● 身近な場所でスポーツに取り組めるよう、地域のスポーツ環境を整備するとともに、気
軽に取り組めるニュースポーツ※などの普及やイベントの充実を図ることなどにより、健
康や体力の維持向上、異年齢、世代間、親子間の交流、地域の連帯感の高揚による子ど
もの健全育成や地域コミュニティづくりを進める必要があります。

● スポーツ施設は、施設自体の老朽化や設備の耐用年数経過等による改修・修繕が必要と
なっており、経常的な維持管理に加え、計画的な改修・修繕を行っていく必要があります。

● 東日本大震災を踏まえて、スポーツ施設の災害時の利用がますます必要となっています。

　 施策の方針
● 気軽にスポーツに取り組むきっかけづくりを行います。
● 身近な場所でスポーツに取り組めるよう、地域のスポーツ環境を整備します。
● スポーツをとおして、健康や体力の維持向上、異年齢・世代間・親子間の交流、地域の

連帯感の高揚による子どもの健全育成や地域コミュニティづくりに結びつけます。
● 市民が安全で良好な環境の中でスポーツ活動を実施できるよう、スポーツ施設は、経常

的な維持管理に加え、災害時の利用も視野に入れた複合的なスポーツ施設の改修・修繕
を計画的に行います。

● 「スポーツ・レクリエーションの実施率」の向上を図るとともに、競技スポーツの担い
手である「体育協会加盟人数」については、少子化などにより減少傾向にあることから、
減少を極力食い止めます。

　 成果指標

意　　　　図

運動習慣を身につけ体力を維持向上させる

対　　　象

市　民

単位

％

人

人

目標値（平成 30 年度）

41

11,000

4,235

成果指標名

スポーツ・レクリエーションの実施率

体育協会加盟人数（延べ）

スポーツ教室参加者数

現状値（平成 24 年度）

35.8

12,103

3,980
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市 民

行 政

取組方針

● スポーツに取り組むきっかけづくりとして、スポーツ教室やスポーツ
クラブ事業を開催します。
● 地域スポーツを推進するため、スポーツ推進委員や地域体育組織委員
のための研修と地域交流スポーツ祭の充実を図ります。
● ★ニュースポーツやラジオ体操の普及に取り組むとともに、みなとマ
ラソンなどのスポーツイベントの充実を図ります。

● 体育協会やスポーツ少年団が行う加盟団体や会員の増加に向けた情報
発信や勧誘活動を支援します。
● 地域体育組織や総合型地域スポーツクラブ※などの地域のスポーツ活
動を支援します。
● ★国際大会や全国大会出場者に報奨金を交付するとともに、優秀な成
績を収めた選手やスポーツ指導における功績が大きい指導者を表彰しま
す。

● ★スポーツ施設については、災害時の利用も視野に入れ複合的な利用
ができるよう、計画的に改修・修繕を行います。
● ★施設の管理・運営に関しては、利便性の向上と効率的な運営を図り
ます。

基本事業名

❶ スポーツ・レクリエーショ
　 ン活動への参加促進

❷ スポーツ活動への支援

❸ 安全・良好なスポーツ環
　 境の確保

　 目標達成のための基本的な取組（基本事業）

　 市民と行政の役割分担

【市民】
・様々なスポーツ・レクリエーション活動に意欲的に参加するとともに活動推

進にも協力します。
【団体等】
・体育協会やスポーツ少年団は加盟団体や会員の増加、指導者の育成、競技力

の向上に努めるとともに、体育協会は市とともに生涯スポーツの普及と推進
を進めます。

・地域体育組織や総合型地域スポーツクラブは、自主的に各種教室やスポーツ
大会などを実施します。

・生涯スポーツのきっかけづくりとして、各種事業を実施します。
・スポーツ・レクリエーション活動の普及・啓発活動を実施します。
・スポーツ施設の整備、管理・運営を行います。
・国や県とともに、大規模な各種スポーツ大会の開催と支援を行います。

※総合型地域スポーツクラブ：地域住民主体で運営し、障害
者を含み子どもからお年寄りまで、また初心者からトップレ
ベルの競技者まで、地域住民の誰にも開かれた組織で、活動
拠点となるスポーツ施設を中心に複数の種目が用意されてい
るスポーツクラブのこと。

トリム大会
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