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Ⅰ 基本的な考え方 

 
１ 人口減少と地域経済縮小の克服 
  西伊豆町の人口は、昭和 31 年の旧町村の合併当時（18,649 人）以降減少を

続け、平成 22 年の国勢調査では 9,469 人とピーク時の約半数（△9,180 人）

となっている。これは戦後の高度成長期における都市部への就職や、主要な

産業であった農林水産業の低迷などが大きな要因であると考えられる。 

  人口減少は、地域経済に、消費市場の規模縮小だけでなく、深刻な人手不

足を生み出しており、それゆえに事業の縮小を迫られるような状況も広範に

生じつつある。こうした地域経済の縮小は住民の経済力の低下につながり、

地域社会の様々な基盤の維持を困難としている。 

 

 

 2009 年 2012 年 2009 年／2012 年比 

企業数 639 社 557 社 ▲12.8％

事業所数 759 事業所 657 事業所 ▲13.4％

従業員数 4,387 人 3,831 人 ▲12.6％

（出典：地域経済分析システム） 

 

 

  このように西伊豆町では人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮

小が人口減少を加速させるという負のスパイラル（悪循環の連鎖）が極度に

進んでいる。人口減少問題は、西伊豆町の存続をかけた最重要課題であり、

町全体で問題意識を共有しながらこれまでにない危機感を持って、人口減少

の克服と地方創生に取り組む必要がある。 

 
 
２ まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立 

 
  地方創生は、言うまでもなく「ひと」が中心であり、「ひと」が暮らしをす

るためには、まず「しごと」がなくてはならない。そのために、まず「しご

と」を創出し、「ひと」が暮らせる状況を作り出し、さらに「ひと」が「しご

と」をつくり、「まち」をつくるという流れを確かなものにしていく必要があ

る。 
  その上で、現在の課題の解決に当たって重要なのが、負のスパイラル（悪
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循環の連鎖）に歯止めをかけ、好循環を確立する取組である。都市部には、

仕事等の条件がかなえば地方への移住を希望する人が約４割いるという調査

もある。悪循環を断ち切るためには、そうした流れを積極的に呼び込み、「し

ごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込むなど、好循環に変

化させるための環境を整えていくことが急務である。 
  このため、以下に示すような、まち・ひと・しごとの創生に、同時かつ一

体的に取り組むことが必要である。 

 
(1) しごとの創生 

   地域資源を最大限活用するとともに、地域特性を生かし都市部にはない

魅力を活かした産業づくりに注力していく。 

 

 (2) ひとの創生 

   新しい人の流れをつくるため、しごとの創生を図りつつ、都市部の若者

の就労を促すとともに、町内外の有用な人材を積極的に確保・育成し、都

市部からの移住・定着を促進するための仕組みを整備する。 

   くらしの環境を心配することなく、しごとにチャレンジでき、安心して

子どもを産み育てられるよう、結婚から妊娠・出産・子育てまで、切れ目

のない支援を実現する。 

 

 (3) まちの創生 

   「しごと」と「ひと」の好循環を支えるためには、人々が本町での生活

やライフスタイルの素晴らしさを実感し、安心して暮らせるよう、生活基

盤の充実が必要となる。このため、災害への備えや、公共交通や救急医療、

また教育体制の充実を推進していく他、近隣自治体と連携した取組を推進

していく。 

 

   これらの取組は、個々の問題事象への対症療法的なものではなく、「しご

と」、「ひと」、「まち」の間における自立的かつ持続的な好循環の確立につ

ながらなければならない。このためには、本町の実態の正確な把握と分析

に基づき、各政策がバラバラになることなく一体的に取り組み、相乗効果

を発揮していくことが重要である。 

 

   そこで、「西伊豆町まち・ひと・しごと創生長期人口ビジョン」（以下「西

伊豆町人口ビジョン」という。）において示された長期的な展望を踏まえな

がら、国の総合戦略（まち・ひと・しごと創生総合戦略）や静岡県の総合
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戦略（美しい“ふじのくに”まち・ひと・しごと創生総合戦略）などと連

携して、平成 27 年度から５か年の目標や施策の基本的方向、具体的な施策

をまとめた総合的な戦略を策定するため、「“ふるさと”と言いたくなる夕

陽のまち西伊豆町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「西伊豆町総合

戦略」という。）をとりまとめるものである。 
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Ⅱ 政策の企画・実行に当たっての基本方針 

 

１ 従来の政策の検証 

   平成 17 年４月１日に新西伊豆町が誕生し、これまで過疎対策をはじめ人

口減少対策には積極的に取り組んできたが、人口減少の流れを克服するに

は至っていない。このため、これまでの取り組みについて検証し、状況に

応じた見直しを進めながら、将来に向けて必要となるものについては、大

胆に実行していく必要がある。 

 

２ 国の「総合戦略」における４つの基本目標と政策５原則 

   国の総合戦略では、以下の４つの基本目標を設定し、地方における様々

な政策による効果を集約し、人口減少の歯止め、「東京一極集中」の是正を

確実に進めていくこととしている。 

 

 ＜基本目標＞ 

①地方における安定した雇用を創出する 

  ②地方への新しいひとの流れをつくる 

  ③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

  ④時代にあった地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域

を連携する 

 

   また、人口減少の克服と地方創生を確実に実現するため、政策５原則（自

立性・将来性・地域性・直接性・結果重視）を掲げており、この趣旨をし

っかりと受け止め、関連施策の展開を図っていく。 

 

３ 事業の取組体制と PDCA の整備 

(1) ５か年戦略の策定 

   国及び静岡県の総合戦略を踏まえ、西伊豆町人口ビジョンの状況を勘案

しながら、西伊豆町総合戦略を策定する。また、その成果を上げていくた

めには、中長期的にわたって取り組む必要があることから、短期・長期の

目標を設定し、常に個々の取り組みの成果を検証しながら、適宜この西伊

豆町総合戦略を見直していく。 

 

 (2) PDCA の整備 

   地域課題に基づく短期・長期の政策目標を設定し、西伊豆町総合戦略の
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進捗を検証し改善する PDCA サイクルを確立させる。これにより適宜政策を

見直し、一体的かつ効率的な推進を図っていく。 

 

 (3) 成果（アウトカム）を重視した目標設定 

   政策の効果の検証においては、取り組みの実施だけではなく、成果（ア

ウトカム）をしっかりと検証し、政策の効果を積み重ねていく必要がある。

各政策においては社会動向や様々な要因から当初想定した状況とは異なっ

た成果を生み出す可能性があるため、状況に応じて柔軟に対応していくこ

とが求められる。 
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Ⅲ 今後の施策の方向 

   西伊豆町総合戦略における基本目標及び数値目標を次のとおり設定する。 

【基本目標】 

１．地域資源を活かした魅力ある産業の育つまちづくり（しごと） 

   

   地域の活力を生み出すために、観光業などの基幹産業を守るとともに、

農村環境を活用した都市との交流などによる新たな産業の創出など、地域

資源を活かした魅力ある産業を創出する。 

 

   （国の基本目標① 地方における安定した雇用を創出する） 

   （国の基本目標② 地方への新しい人の流れをつくる） 

 

【2020 年成果目標】 

1-(1) 農林水産業の振興 

〇農業経営基盤強化資金利子助成金制度の新規利用

者：１人（H26 １人⇒H31 ２人） 

〇農林水産業への新規就業者数：５人（H26 １人⇒

H31 ６人） 

〇間伐により保全された森林面積：150ha 

〇都市との森林交流体験イベントの開催：３回／年 

〇森林体験交流イベントによる交流者数：50 人／回 

1-(2) 地場産業の振興 

〇中小企業事業資金融資制度の継続（H26 28 社） 

〇地域総合整備資金貸付制度の継続（H26 0 社） 

〇ふるさと納税制度による納税数：44,000 件（H26

20,521 件⇒H31 44,000 件） 

〇ふるさと納税制度による地域経済効果：330,000 千

円（H26 189,000 千円⇒H31 330,000 千円） 

○町内食料品生産額：3,500,000 千円（H22 3,200,000

千円 ⇒ H31 3,500,000 千円） 

1-(3) 企業誘致・起業促進 

〇共同研究事業により生み出された新産業数：１事業

〇共同研究事業により生み出された新雇用者数：５人

〇企業進出（サテライトオフィス）数：１企業（H26

０企業⇒H31 １企業） 

〇地域おこし協力隊員数：６人（H26 ０人⇒H31 ６

人） 

1-(4) 観光の振興 
〇観光交流客数：10％増加（H26 861,832 人⇒H31

948,015 人） 
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〇外国人宿泊者数：8,500 人（H26 4,322 人⇒H31

8,500 人） 

1-(5) ICT の利活用 

〇光ファイバ網利用世帯数：５年間で町内全世帯の

1/2 

〇光ファイバ網の整備による進出企業（サテライトオ

フィス）数：１企業（H26 ０企業⇒H31 １企業）

〇町内公共観光施設数の Wi-Fi 設備設置率：100％ 

 （H26 0％ ⇒ H31 100％） 

1-(6) 移住の推進 

〇空き家情報バンクを利用した移住件数：５年間で 10

 件 

〇お試し住宅を利用した移住件数：５年間で５件 

〇移住体験ツアーを利用した移住件数：５年間で５件

〇移住相談を利用した移住件数：５年間で５件 

 

【基本目標】 

２．地域で支え合う安心とやすらぎのあるまちづくり（くらし・子育て） 

 

   健やかに安心して子育てができるよう、地域で支え合う社会づくりを推

進するとともに、特色ある学校づくりにより学力向上とふるさとを愛する

子どもを育成する。 

 

   （国の基本目標③ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる） 

 

【2020 年成果目標】 

2-(1) 
子ども・子育て支援の

充実 

〇町内の年間出生数：30 人以上 

〇合計特殊出生率の上昇：2040 年までに 1.81、2040

年以降早急に 2.07 に上昇させる。 

2-(2) 教育の振興 
〇全国学力テスト平均値を上回る小中学校：５校（全

校） 

2-(3) 

ESD（持続可能な社

会の担い手を育て

る教育・学習）の推

進 

〇西伊豆町に住んでいたいと思う中学生、高校生の割

合：５割以上 
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【基本目標】 

３．個性ある地域の発展と快適な生活のできるまちづくり（安心・安全） 

 

切迫性が一段と増している東海地震等への危機管理体制の更なる強化

を図ることで、地震及び津波に対する町民や企業等の不安を払拭し、誰も

が住みやすく快適な生活を過ごすことができるまちをつくる。 

 

   （国の基本目標④ 時代にあった地域をつくり、安心なくらしを守ると

ともに、地域と地域を連携する） 

 

【2020 年成果目標】 

3-(1) 
防災・防犯・交通安全

対策 

〇消防団員条例定数の確保：282 人／282 人（100％）

（H26 273 人／282 人（96.8％）⇒H31 282 人／282

人（100％）） 

〇津波防災ステーションの整備率：100％（H26 62％

⇒ H29 100％） 

 

 

【基本目標】 

４．住民と行政がつくる協働のまちづくり（地域づくり） 

 

    これまで住民と行政が協働により取り組んできた「夕陽のまちづくり」

事業など、本町の豊かな自然環境や歴史・文化などを活かした魅力ある

地域（暮らし）をつくり、首都圏在住者等との交流を図ることにより、

本町への新しい人の流れをつくりあげていく。 

 

   （国の基本目標② 地方への新しい人の流れをつくる） 

   （国の基本目標④ 時代にあった地域をつくり、安心なくらしを守ると

ともに、地域と地域を連携する） 

 

【2020 年成果目標】 

4-(1) まちづくりの推進 

〇まちづくり協議会組織数：４団体（H26 ４団体⇒

H31 ４団体） 

〇まちづくり協議会が運営する交流拠点施設：１施設

（H26 １施設⇒H31 ２施設） 

〇地域住民との交流を図る学生数：延べ 300 人／年間
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〇学生の移住定住相談件数：２件／年 

〇大学生移住者数：2020 年までに１名 

4-(2) 
行政サービス体制の

確保 

〇設置する広域連携数：１件以上(H27～31 累計) 
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基本目標 １．地域資源を活かした魅力ある産業の育つまちづくり（しごと）

取り組み (1) 農林水産業の振興 

●現在の課題 

 ○ 農業就業人口は、高齢化と後継者不足により、年々減少しており、それ

に伴う耕作放棄地の増加が問題となっている。面的にまとまった農地もな

いため、大規模農業の参入も難しく、農業を取り巻く環境は、非常に厳し

いものとなっている。 

 〇 西伊豆町面積の７割以上を占める森林が、近年林業従事者の減少ととも

に荒廃し、防災上の観点からも早急な森林保全事業を行う必要がある。 

 〇 平成 25年漁業センサスにおける漁業経営体数は 142 戸と年々減少してお

り、漁業従事者の高齢化とあいまって、次代の担い手の確保が課題となっ

ている。 

 

●必要な対応 

 ○ 施設園芸などの集約的経営を展開する農家を中心とした産業振興を図り、

農業生産展開の基礎となる優良農地の確保、農村地域の秩序ある土地利用

の確保に努め、農地中間管理機構と連携し、担い手への農地の集積を図る

とともに、都市部からの農業者の受入体制の充実に努める。 
また、農産物のブランド化、他産業との連携による６次産業化を推進し、

競争力の向上を図る。 

 ○ 林業への新規就業を促進するとともに、森林の管理や木材生産などの専

門的な知識、技術を有する人材の育成・確保を図っていく。 
また、森林整備により得られた間伐材の利用を促進するとともに、環境

保全林におけるイベントや野外活動などの森林体験を通じて都市との交流

を図り、林業の活性化に努める。 
 ○ 地元海産物のブランド化と都市部への PR を積極的に推進するとともに、

地域における消費を促し、漁業従事者の生活の安定化と担い手の確保を図

る。 

 

計画項目 行動内容 

農林水産業の振興 

・農業経営基盤強化資金利子助成金制度の利用促

 進 

・間伐材利用促進事業の推進 

・グリーンツーリズム推進事業の推進 

・若者人材育成支援制度創設の検討 

 



 
 

13 
 

●短期・中長期的の行程表 

 
2016 年度まで 

2017 年度以降 

（2020 年まで） 

取組内容 

農業経営基盤強化資金利子助

成金制度の利用促進 

農業経営基盤強化資金利子助

成金制度の利用促進 

間伐材製材及び机・椅子等の制

作 

間伐材製材及び机・椅子等の制

作 

森林体験イベントの開催 森林体験イベントの開催 

若者人材育成支援制度の検討 若者人材育成支援制度の導入 

2020 年 KPI 

（成果目標） 

〇農業経営基盤強化資金利子助成金制度の新規利用者：１人

（H26 １人⇒H31 ２人） 

〇農林水産業への新規就業者数：５人（H26 １人⇒H31 ６人）

〇間伐により保全された森林面積：150ha 

〇都市との森林交流体験イベントの開催：３回／年 

〇森林体験交流イベントによる交流者数：50 人／回 
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基本目標 １．地域資源を活かした魅力ある産業の育つまちづくり（しごと）

取り組み (2) 地場産業の振興 

●現在の課題 

 ○ 後継者不足、労働力不足、資金不足、マーケティング戦略など、様々な

課題が複雑に重なりあっているため、産業を継承する、あるいは現状を維

持するにとどまっており、新たな地場産業の発展や販路開拓に結びつける

ことが困難な状況にある。 

 ○ 生産性の向上には、マーケティングと販路開拓を強化し、域外からの稼

ぐ力の向上を図っていくことが不可欠であるが、これらのプロジェクトの

組成をリードできる優れたリーダーが不足している。 

 

●必要な対応 

 ○ 第１次産業をはじめ、第２次産業、第３次産業それぞれが地域の特性を

生かし、地場産品の潜在的な付加価値を高めるよう支援を行う。（地域ブラ

ンド化） 

 ○ 地域資源を活用した６次産業化を推進し、地域の発展と活力を高める。

（コストパフォーマンス） 

 ○ 産業間連携の仕組みをつくり、地産地消を支援する。（生産・加工・販売・

観光間での連携消費） 

 ○ 地産外商を支援し、首都圏に向けた販路開拓を積極的に進める。（販路開

拓） 

 ○ 農産品、工芸品など地域に眠る魅力ある産品やサービスの販路を、生産

者に代わって新たに開拓し、市場から従来以上の収益を引き出す役割を担

う地域商社を設立し、地域の稼ぐ力を強化する。 

 ○ 町民がより快適な生活を求めて行う住宅リフォームへの支援と、町内の

建築関連業界の振興を目的に、住宅リフォーム補助制度を制定する。 

 

計画項目 行動内容 

中小企業の支援 

・中小企業事業資金融資制度の利用促進 

・地域総合整備資金貸付制度の利用促進 

・ふるさと納税制度の推進 

・地場産品販路開拓の推進 

・地域商社事業の推進 

・住宅リフォーム制度の制定 
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●短期・中長期的の行程表 

 
2016 年度まで 

2017 年度以降 

（2020 年まで） 

取組内容 

中小企業事業資金融資制度の

利用促進 

中小企業事業資金融資制度の

利用促進 

地域総合整備資金貸付制度の

利用促進 

地域総合整備資金貸付制度の

利用促進 

ふるさと納税制度の推進 ふるさと納税制度の推進 

アンテナショップの開設 販路開拓事業の推進 

地域商社事業設立準備 地域商社設立及び事業の充実 

 住宅リフォーム制度の制定 

2020 年 KPI 

（成果目標） 

〇中小企業事業資金融資制度の継続（H26 28 社） 

〇地域総合整備資金貸付制度の継続（H26 ０社） 

〇ふるさと納税制度による納税数：44,000 件（H26 20,521 件

⇒H31 44,000 件） 

〇ふるさと納税制度による地域経済効果 330,000 千円：（H26

189,000 千円⇒H31 330,000 千円） 

○町内食料品生産額：3,500,000 千円（H22 3,200,000 千円 ⇒

H31 3,500,000 千円） 
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基本目標 １．地域資源を活かした魅力ある産業の育つまちづくり（しごと）

取り組み (3) 企業誘致・起業促進 

●現在の課題 

 ○ 平坦地が少ないことや、労働力不足、また輸送コストの増加など、立地

条件が不利な状況にあるため、企業誘致が困難となっている。 
   また、高齢化や後継者不足、経済不況等により廃業する企業が多く、既

存の企業も大変厳しい状況にある。 
 〇 依然として景気低迷が続き、中小企業を取り巻く環境は大変厳しく、事

業の縮小や廃止する企業が多い。 

 
●必要な対応 

 ○ 企業誘致は雇用の場の確保、若年層の定住に繋がることから人口減少対

策として最も重要である。企業の進出条件を整えながら、既存産業との連

携や地域特性を生かした企業誘致の方策を検討していく。 
 ○ 雇用機会の拡大、安定的な就業機会の確保のための小規模零細な事業者

を含めた民間事業者による投資促進を通じた内発的発展を図るため、税制

上の支援措置を積極的に活用していく。 
〇 道路や電気通信施設などのインフラ整備を推進し、起業に向けた環境を

整えるとともに、地域特性や地域資源を生かした多様な創業の促進を図る

ため、きめ細かな支援を実施する。 
 

計画項目 行動内容 

新事業・新産業と雇用を生

み出す地域イノベーショ

ンの推進 

・共同研究事業（大学連携）の検討 

遠隔勤務（サテライトオフ

ィス・テレワーク）の促進 

・移住・定住、交流促進事業（移住体験（サテラ

イトオフィス見学）ツアーの開催）の検討 

地域おこし協力隊の活用 ・地域おこし協力隊の活用促進 

固定資産税等特例措置活

用の推進 

・産業振興促進計画の策定 

・半島振興法における支援措置の適用 

・過疎対策自立促進法における支援措置の適用 
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●短期・中長期的の行程表 

 
2016 年度まで 

2017 年度以降 

（2020 年まで） 

取組内容 

共同研究に向けた大学との協

定締結及び事業の検討 

共同研究に向けた大学との協定

締結及び事業の検討 

光ファイバ網の整備（1-(5)）

空き家調査 

空き家調査 

移住体験（サテライトオフィス

見学）ツアーの検討 

地域おこし協力隊の活動支援 地域おこし協力隊の活動支援 

半島振興法に基づく産業振興

促進計画案の策定 

設備投資等に係る国税及び地方

税の減免等支援措置の適用 

2020 年 KPI 

（成果目標） 

〇共同研究事業により生み出された新産業数：１事業 

〇共同研究事業により生み出された新雇用者数：５人 

〇企業進出（サテライトオフィス）数：１企業（H26 ０企業⇒

H31 １企業） 

〇地域おこし協力隊員数：６人（H26 ０人⇒H31 ６人） 
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基本目標 １．地域資源を活かした魅力ある産業の育つまちづくり（しごと）

取り組み (4) 観光の振興 

●現在の課題 

 ○ 物見遊山的な旅行が減少し、体験・交流や写真撮影など目的意識を持っ

た旅行へと顧客ニーズが変化してきており、その対応が求められるが、担

い手の高齢化が進んでいる。 
 〇 過疎によるバス路線の減少や光回線の未整備など、受け入れ環境の脆弱

性が若年層や外国人から敬遠される要因となりうるため、過疎地域全体で

のインフラ整備に早急な対応が求められる。 
 〇 来客が夏場に集中する度合いが依然として高く、町民就労の主な受け皿

になっている観光業の経営維持のためにも、通年型への転換が必要である。 

 

●必要な対応 

〇 町民又は観光業者による観光ガイド、観光ボランティアの育成を図る。 

 ○ 顧客ニーズの変化に伴い、より広い視点での施策が必要であり、ジオパ

ーク等を活用した伊豆半島広域での周遊観光の確立や、周辺市町との連携

を強化した、効果的な PR や協力体制の構築を図る。 
 

計画項目 行動内容 

観光資源を生かした地域

づくり 

・誘客支援事業（海の体験型観光支援）への助成

・誘客宣伝事業（イベント実行委員会）への助成

観光施設整備 

・公園整備（Wi-Fi 環境整備）事業の推進 

・観光施設（堂ヶ島・黄金崎クリスタルパーク・

やまびこ荘・公衆浴場等）整備事業の推進 

・ユニバーサルデザイン事業の推進 

・公共施設指定管理事業の推進 

広域観光ルートの形成 
・伊豆半島ジオパーク推進事業 

・南伊豆・西伊豆地域公共交通活性化事業 

インバウンド事業 
・外国人の誘客宣伝 

・国際交流事業 
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●短期・中長期的の行程表 

 
2016 年度まで 

2017 年度以降 

（2020 年まで） 

取組内容 

誘客支援事業（海の体験型観光

支援）の実施 

誘客支援事業（海の体験型観光

支援）の実施 

誘客宣伝事業（イベント実行委

員会）の実施 

誘客宣伝事業（イベント実行委

員会）実施 

公園（観光トイレ）の整備 公園の Wi-Fi 環境整備 

観光施設（林産物販売所改修

等）の整備 

観光施設の管理 

 

 

 

ユニバーサルデザイン（観光案

内板、段差解消等）事業の実施

公共施設指定管理業務の実施 公共施設指定管理業務の実施 

伊豆半島ジオパークの推進 

 

伊豆半島ジオパークの推進（観

光看板・誘導板の設置） 

南伊豆・西伊豆地域公共交通活

性化計画の策定 

南伊豆・西伊豆地域公共交通活

性化計画に基づく公共交通の

整備 

友好公園の提携 外国人誘客宣伝及び国際交流

の推進 

2020 年 KPI 

（成果目標） 

〇観光交流客数：10％増加（H26 861,832 人⇒H31 948,015 人）

〇外国人宿泊者数：8,500 人（H26 4,322 人⇒H31 8,500 人）
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基本目標 １．地域資源を活かした魅力ある産業の育つまちづくり（しごと）

取り組み (5) ICT の利活用 

●現在の課題 

 ○ 山間部、半島地域という地理的な特徴や、人口密度が低い、高齢者が多

いという社会的な特徴を有し、光ファイバなどの情報通信サービスを提供

する電気通信事業者は採算性等を理由に、情報通信基盤の整備に慎重であ

る。このため、情報通信基盤の普及が遅れ、地域の発展の阻害要因となっ

ている。 
 

●必要な対応 

 ○ 情報通信分野の技術革新が進展している現在において、「いつでも・ど

こでも・誰でも」が簡単に情報の受信・発信が可能になる情報通信基盤の

整備は、過疎地域における情報格差是正や新たな情報受発信機会の創出に

寄与し、行政の情報化による住民サービスの向上や医療・教育分野などに

おける利活用、場所にとらわれない就業や起業を可能とする取り組み、地

域情報の発信等などいろいろな分野での効果が期待できる。  

そこで、光ファイバ網など情報通信基盤の積極的な整備を進めていくと

ともに、災害時における情報伝達網等の通信ネットワークの整備も引き続

き進める。 

 

計画項目 行動内容 

ICT の利活用 
・光ファイバ網の整備の推進 

・公共施設 Wi-Fi 整備事業の推進 

 

●短期・中長期的の行程表 

 
2016 年度まで 

2017 年度以降 

（2020 年まで） 

取組内容 

光ファイバ網の整備  

 

 公共施設への Wi-Fi 整備 

 

2020 年 KPI 

（成果目標） 

○光ファイバ利用世帯数：５年間で町内全世帯の 1/2 

〇光ファイバ網の整備による進出企業（サテライトオフィス）

数：１企業（H26 ０企業⇒H31 １企業） 

〇町内公共観光施設数の Wi-Fi 設備設置率：100％ 

 （H26 ０％ ⇒ H31 100％） 
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基本目標 １．地域資源を活かした魅力ある産業の育つまちづくり（しごと）

取り組み (6) 移住の推進 

●現在の課題 

 ○ 少子高齢化による本格的な人口減少社会を迎え、集落機能やコミュニテ

ィ機能の低下などの課題を抱える本町においては、移住・定住策の推進や

交流人口の増加による地域活力の維持向上に努めていく必要がある。 

 
●必要な対応 

 ○ 農林漁業体験、自然景観、地域の伝統文化等、地域資源を活用した都市

との地域間交流を促進する。 

 〇 空き家情報バンクの活用、お試し住宅の整備、移住体験ツアー及び首都

圏における移住相談会の開催を、町のホームページやメディアにより積極

的に周知し、移住者の増加を図る。 

 

計画項目 行動内容 

空き家対策 ・空き家情報バンク活用の推進 

お試し住宅整備 
・移住・定住、交流促進事業（お試し住宅整備）

の推進 

移住体験ツアー 
・移住・定住、交流促進事業（移住体験ツアー）

の推進 

移住に関する情報発信 

・首都圏等における移住相談会の開催及び参加 

・町ホームページのリニューアル 

・移住・定住、交流促進事業（メディアによる情

報発信）の推進 
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●短期・中長期的の行程表 

 
2016 年度まで 

2017 年度以降 

（2020 年まで） 

取組内容 

空き家情報バンクの更新 空き家情報バンクの更新 

お試し住宅調査、整備及び提供 お試し住宅の提供 

 

移住体験ツアーの開催 移住体験ツアーの開催 

ホームページリニューアル  

首都圏等に向けた移住関連の

情報提供 

首都圏等に向けた移住関連の

情報提供 

2020 年 KPI 

（成果目標） 

〇空き家情報バンクを利用した移住件数：５年間で 10 件 

〇お試し住宅を利用した移住件数：５年間で５件 

〇移住体験ツアーを利用した移住件数：５年間で５件 

〇移住相談を利用した移住件数：５年間で５件 
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基本目標 ２．地域で支え合う安心とやすらぎのあるまちづくり（くらし・子

育て） 

取り組み (1) 子ども・子育て支援の充実 

●現在の課題 

 ○ 若年層の都市への流出や出生率の低下に伴う少子化の進行により、０～

14 歳までの人口比率は平成 12 年には 12.4％、平成 16 年には 9.6％、平成

22 年には 9.1％と、このまま漸減傾向が続くことが予想される。 

 〇 多様化する子育て家庭へのさらなる支援が必要となる。 

 

●必要な対応 

 ○ 次代を担う子どもを安心して生み、すべての子どもが等しく心身ともに

健やかに育ち、子育てに誇りと喜びを感じることができるよう、平成27年

度に策定した「西伊豆町子ども・子育て支援事業計画」をもとに、質の高

い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育環境の充実、地域の子ど

も・子育て支援の充実に向けた取り組みを推進する。 

 

計画項目 行動内容 

新生児出産支援 ・新生児出産祝金の支給 

医療対策 

・すくすく医療費助成事業の推進（高校生までの

医療費無料化） 

・母子家庭等医療費の助成 

子育て支援の充実 

・放課後児童クラブの設置 

・子育て支援センターの土曜日開放 

・一時預かり保育事業の充実検討 

・図書館の利用促進 

経済的支援 

・幼保園保育料の負担軽減 

・園及び学校給食費の負担軽減 

・幼稚園通園バスの運行委託 
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●短期・中長期的の行程表 

 
2016 年度まで 

2017 年度以降 

（2020 年まで） 

取組内容 

新生児出産祝金の支給 新生児出産祝金の支給 

すくすく医療費助成事業の実

施 

すくすく医療費助成事業の実

施 

母子家庭等医療費の助成 母子家庭等医療費の助成 

保育園における保育時間の延

長 

保育園における保育時間の延

長 

放課後児童クラブの設置 放課後児童クラブの設置 

幼稚園・保育園・保育ママ保育

料の無料化 

幼稚園・保育園・保育ママ保育

料の無料化 

子育て支援センターにおける

土曜日開放 

子育て支援センターにおける

土曜日開放 

一時預かり保育事業における

受け入れ基準の緩和 

一時預かり保育事業における

受け入れ基準の緩和 

図書館の利用促進 図書館の利用促進 

幼稚園給食費の無料化 幼稚園給食費の無料化 

幼稚園通園バスの運行委託 幼稚園通園バスの運行委託 

2020 年 KPI 

（成果目標） 

〇町内の年間出生数：30 人以上 

〇合計特殊出生率の上昇：2040 年までに 1.81、2040 年以降早急

に 2.07 に上昇させる。 
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基本目標 ２．地域で支え合う安心とやすらぎのあるまちづくり（くらし・子

育て） 

取り組み (2) 教育の振興 

●現在の課題 

 〇 西伊豆町内には外部の教育を受ける環境が少なく、更なる学力向上のた

め町外の民間学習塾等へ通う子どもも多い。このことから、子どもの将来

への不安や教育費への負担が増大し、出生率低下や転出への引き金のひと

つとなっている。 

 ○ 技術革新、情報化、国際化等により、学習活動への関心が高まり、人々

の要求はますます多様化、高度化している。 

 〇 住民ニーズの多様化に応えるため、図書館や公民館、体育施設等の社会

教育施設の環境整備の充実が求められている。 

 

●必要な対応 

 〇 各小中学校が「特色ある学校づくり」として、外部人材、機関等を活用

し、教育環境の整備、教職員の研修体制を充実し、もって学力の向上を図

ることにより、安心して教育を受ける環境を整える。 

 ○ 図書館、公民館、スポーツ施設等の社会教育施設の整備・充実は、生涯

にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習したり、スポー

ツに親しんだりすることができる環境づくりの推進において不可欠であり、

地域の社会教育の拠点として積極的に活用されるよう整備する。 

 

計画項目 行動内容 

学力向上対策 

・特色ある学校づくり A～Z プラン 

・国際教育の充実 

・国際交流の推進 

・賀茂地区指導主事の共同配置検討 

教育環境の整備 
・幼稚園・保育園・認定こども園、小学校、中学

校、給食センターの統廃合の検討・整備 

不登校対策 
・適応指導教室設置の検討 

・心理カウンセラーの体制の充実 
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●短期・中長期的の行程表 

 
2016 年度まで 

2017 年度以降 

（2020 年まで） 

取組内容 

特色ある学校づくり事業の充

実（学力向上に向けた学校裁量

予算の拡充） 

光ファイバ網や Wi-Fi 活用に

よる ICT 環境の整備 

外国語指導助手の充実（２名増

員し、幼児から中学生までの英

語教育を拡充） 

英語、中国語と日本語能力の高

い国際交流員を配置 

スポーツ国際交流員の配置（一

流のスポーツ指導員との交流

を図ることにより、技術の向上

と国際交流を図る） 

 

賀茂地区指導主事の共同設置

に向けた段階的取り組み 

教育委員会の共同設置に向け

た段階的取り組み 

幼稚園・保育園・認定こども園、

小学校、中学校、給食センター

の統廃合の検討 

幼稚園・保育園・認定こども園、

小学校、中学校、給食センター

の統廃合の検討・整備 

2020 年 KPI 

（成果目標） 
○全国学力テスト平均値を上回る小中学校：５校（全校） 
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基本目標 ２．地域で支え合う安心とやすらぎのあるまちづくり（くらし・子

育て） 

取り組み (3) ESD（持続可能な社会の担い手を育てる教育・学習）の推進 

●現在の課題 

 ○ 南伊豆地域に大学・専門学校がないため、高校卒業後、進学により一定

規模の転出は避けられない状況下にある。 

 ○ 静岡県が、賀茂地域の全小中高校最高学年を対象に行ったアンケート調

査では、小学生の 51.6％、中学生の 70.5％、高校生の 59.6％（西伊豆町：

小学生 46.9％、中学生 75.0％）の児童・生徒が、今から 15 年後に賀茂地

域を離れたいと考えている。 

 

●必要な対応 

 ○ 地域に誇りを持って地域づくりを担っていく人材を育成する。 

 ○ 小・中・高校が地域や大学等と連携し、「地域（西豆）学」を推進する。 

 ○ 町内からの大学、専門学校等進学者のＵターン及び町外学生のＩターン

を推進する。 

 

計画項目 行動内容 

ESD（持続可能な社会の担

い手を育てる教育・学習）

の推進 

・立教大学 ESD 研究所との ESD 研究連携の推進 

・「地域（西豆）学」の推進 

・ＥＳＤ推進計画書の策定 

・持続可能な社会の担い手養成事業の実施 

 

●短期・中長期的の行程表 

 
2016 年度まで 

2017 年度以降 

（2020 年まで） 

取組内容 

「立教大学ESD研究所と静岡県

賀茂郡西伊豆町とのESD研究連

携に関する覚書」の締結 

ESD をテーマとした講演会・交

流会等の開催 

「西豆学」（西豆を体験しよう、

職場体験等）の実施 

「西豆学」（西豆を体験しよう、

職場体験等）の実施 

 

（仮称）ＥＳＤ推進協議会の設

立並びにＥＳＤ推進計画書の

策定 

 
持続可能な社会の担い手養成

講座の開催 
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2020 年 KPI 

（成果目標） 

○西伊豆町に住んでいたいと思う小・中学生、高校生の割合：

５割以上 
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基本目標 ３．個性ある地域の発展と快適な生活のできるまちづくり（安心・

安全） 

取り組み (1) 防災・防犯・交通安全対策 

●現在の課題 

 〇 非常備消防については、若年人口の減少により消防団員の高齢化が進み、

団員定数の確保が難しい状況となっている。 

 ○ 背後に急峻な山を控える立地条件から、地震をはじめとした自然災害の

被害を受けやすい。 

 〇 山地が海岸まで迫り平地が少ないため、海岸沿いに居住地域が散在して

おり、地震及び津波被害に極めて脆弱であり、過去に大きな被害をもたら

した地震が度々発生している。 

 

●必要な対応 

 〇 新たに設けられた機能別分団の組織の充実を図るとともに、分団再編成

の検討を行い、更に消防力の強化を図る必要がある。 

 ○ 消防活動が円滑に行えるよう、老朽化が進んでいる消防ポンプ自動車及

び小型動力ポンプ付積載車の計画的な更新、消防水利の計画的な設置及び

詰所の高台移転等を実施する。 

 〇 防災拠点や組織体制の整備など、地域の特性に応じた防災・減災対策を

ハード・ソフト両面から広域的な視野を持ちつつ充実・強化することによ

り、地域の安全・安心を確保する。 

 〇 津波対策として大型陸閘の自動化及び遠隔化を進め、突発的な地震によ

る津波などに対する水門・陸閘の閉鎖時間の短縮を図り、地域住民の安全

で円滑な避難を確保する。 

 

計画項目 行動内容 

多機能型防災拠点施設の

形成 

・安良里診療所の移転 

・コミュニティ防災センター、詰所の整備 

住民が地域防災の担い手

となる環境の確保 

・消防団ポンプ車等の整備 

・自主防災組織育成補助 

・自主防災組織資機材の整備 

・自主防災用ポンプの更新 
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地震・津波対策の強化 

・防災行政無線のデジタル化 

・配水池の耐震化（安良里赤地山、宇久須） 

・TOUKAI-0 総合支援事業 

・土砂災害ハザードマップの作成 

・仁科川浸水ハザードマップの作成 

・同報無線子局の更新 

・ビジネストランシーバーの整備 

・町有防災資機材の整備 

・備蓄用食料の整備 

・救護所用医療資機材の更新 

・津波防災ステーション整備事業の推進 

防犯対策の強化 
・青色防犯パトロール隊との連携 

・防犯意識の啓発 

交通安全対策 
・カーブミラー等の交通安全施設の点検・整備 

・交通安全意識の高揚 

 

 

●短期・中長期的の行程表 

 
2016 年度まで 

2017 年度以降 

（2020 年まで） 

取組内容 

安良里診療所新築に係る設計

及び新築移転 

安良里診療所運用開始 

安良里コミュニティ防災セン

ター（詰所・避難所）新築に

係る設計、施工 

安良里コミュニティ防災センタ

ー（詰所・避難所）運用開始 

 

 消防団ポンプ車等の整備（大型

ポンプ自動車１台、小型ポンプ

積載車３台） 

34 自主防災組織への助成 34 自主防災組織への助成 

自主防災用ポンプの更新（２

台） 

自主防災用ポンプの更新（８台）

 防災行政無線のデジタル化整備
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 配水池（安良里赤地山、宇久須）

の耐震化 

TOUKAI-0 総合支援事業 TOUKAI-0 総合支援事業 

 土砂災害ハザードマップの作成

 仁科川浸水ハザードマップの作

成 

同報無線子局の更新 

 ビジネストランシーバーの整備

町有防災資機材の整備 町有防災資機材の整備 

備蓄用食料の整備 備蓄用食料の整備 

救護所用医療資機材の更新 救護所用医療資機材の更新 

津波防災ステーション整備事

業の推進 

津波防災ステーション整備事業

の推進 

青色防犯パトロール隊との連

携 

青色防犯パトロール隊との連携

交通安全街頭広報の実施 交通安全街頭広報の実施 

2020 年 KPI 

（成果目標） 

〇消防団員条例定数の確保：（H26 273 人／282 人（96.8％）⇒

H31 282 人／282 人（100％） 

〇津波防災ステーションの整備率：100％（H26 62％⇒ H29

100％） 
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基本目標 ４．住民と行政がつくる協働のまちづくり（地域づくり） 

取り組み (1) まちづくりの推進 

●現在の課題 

 〇 65 歳以上の人口が 50％以上を占める山間地域では、基幹産業である農業

の担い手の減少や高齢化などにより、生産活動が低下し、耕作放棄地が増

加している。 

 〇 空き家の増加、商店の閉鎖など、住民生活に関する問題が多く、持続可

能な集落とするための活性化策が課題となっている。 

 

●必要な対応 

 〇 行政運営の効率化、効果的な事業展開、積極的な情報公開に努め、住民、

企業、団体・NPOなどと行政による協働のまちづくりを目指す。 

 〇 集落の「集約」と「ネットワーク化」など、「集落ネットワークの形成」

を推進し、日常生活支援機能を確保するとともに、まちづくり協議会活動

等へ主体的、組織的に参加する環境づくりや、地域おこし協力隊などの外

部人材の活用により、集落機能の強化を図る。 

 

計画項目 行動内容 

まちづくり活動 
・協働によるまちづくりの推進 

・協働促進事業の推進（食部会活動） 

夕陽のまちづくり 
・夕陽コンシェルジュの活用 

・夕陽のまちづくりの推進 

ガラス文化の里づくり ・ガラス文化推進事業の推進 

周辺等の交通ネットワー

ク形成 

・自主運行バスの運行 

・南伊豆・西伊豆地域公共交通活性化事業（1-(4)）

交流拠点施設の整備 

・旧田子中学校等体育施設耐震化事業 

・移住・定住、交流促進事業（大学拠点施設整備）

の推進 

集落支援員制度の活用 ・集落支援員の任命 

町内地域公共交通の再編 
・町内地域公共交通（自主運行バス等）の再編検

討 
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●短期・中長期的の行程表 

 
2016 年度まで 

2017 年度以降 

（2020 年まで） 

取組内容 

地域課題解決に向けたまちづ

くり協議会活動への支援 

地域課題解決に向けたまちづ

くり協議会活動への支援 

協働促進事業による食文化の

研究 

「食」をテーマとした居場所

（交流拠点施設）づくり 

「夕陽のまちづくり」「ガラス

文化の里づくり」事業の推進 

「夕陽のまちづくり」「ガラス

文化の里づくり」事業の推進 

南伊豆・西伊豆地域公共交通活

性化協議会の発足（1-(4)）及

び計画の策定 

南伊豆・西伊豆地域公共交通網

形成計画の実施 

大学拠点施設（旧田子中学校）

の整備 

旧田子中学校等体育施設耐震

化事業の実施 

大学拠点施設を活用した交流 

 集落支援員の任命 

 町内地域公共交通（自主運行バ

ス等）の再編検討 

2020 年 KPI 

（成果目標） 

〇まちづくり協議会組織数：４団体（H26 ４団体⇒H31 ４団

体） 

〇まちづくり協議会が運営する交流拠点施設：１施設（H26 １

施設⇒H31 ２施設） 

〇地域住民との交流を図る学生数：延べ 300 人／年間 

〇学生の移住定住相談件数：２件／年 

〇大学生移住者数：2020 年までに１名 
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基本目標 ４．住民と行政がつくる協働のまちづくり（地域づくり） 

取り組み (2) 行政サービス体制の確保 

●現在の課題 

 〇 住民の生活はますます多様化し、社会は急速に情報化が進展している。

これらの社会変動は、人と人との結びつきが希薄になる一方で、行政に対

する住民ニーズの多様化、高度化、複雑化をもたらしている。 

 

●必要な対応 

 〇 消費生活相談、教育委員会事務、観光振興などに関して安定的に行政サ

ービスが提供できるよう、広域連携による事務の共同処理を行う。 

 

計画項目 行動内容 

行政分野の連携 

・消費生活センターの共同設置 

・教育委員会の共同設置 

・税の徴収事務の共同設置 

・監査事務の共同化 

・災害時における人的・技術的支援体制の構築 

・地籍調査の共同設置 

・地域包括ケアシステムの構築・運用 

・基幹系システムのクラウド移行 

官民・民民の連携 ・地方創生「伊豆はひとつ」の具体化策の検討 
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●短期・中長期的の行程表 

 
2016 年度 

2017 年度以降 

（2020 年まで） 

取組内容 

消費生活センター等共同設置

の設置（H28 年度） 

 

教育委員会の共同設置の検討 教育委員会の共同設置の検討 

税の徴収事務の共同設置の設

置（H28 年度） 

 

監査事務の共同化の検討 監査事務の共同化の検討 

災害時における人的・技術的支

援体制の構築にかかる検討 

災害時における人的・技術的支

援体制の構築にかかる検討 

地籍調査の共同設置の検討 地籍調査の共同設置の検討 

地域包括ケアシステムの構築

検討 

地域包括ケアシステムの構築

検討 

基幹系システムのクラウド移

行（H28 年度） 

 

地方創生「伊豆はひとつ」の具

体化策の検討 

地方創生「伊豆はひとつ」の具

体化策の検討 

2020 年 KPI 

（成果目標） 
〇設置する広域連携数：１件以上(H27～31 累計) 

 

 


