
キーワード１ やさしさ

市民の役割
「市民」としてできること

行政の役割
「行政」が支援すること

「市民」と「行政」との協働により
できること

●救急医療や医療品等を適正利用するため正し
い知識を身につける。

●市民が救急医療や医療品等の利用法について正
しい知識を持ち、適切な行動が取れるよう正しい
知識の普及啓発に努める。

●自らの健康を維持するため、かかりつけ医を
持つ。

●かかりつけ医の必要性や救急医療に関する啓発
を行う。

●疾病の早期発見のため、定期的に健康診断を
受診する。

●疾病予防対策の充実と早期発見に努める。

●健康診断の受診率を向上させる。

●地域で継続して医療が受けられるよう、病院
経営に関心を持つ

●病院の経営状況等について、市民に分かりやす
く情報公開していく。

●安定した病院経営ができるよう第三
者（市民、有識者）による外部視点の
導入（指定管理者の選定など）

●医療の安全と信頼性を向上させるため、市民病
院の医療安全対策を強化するとともに、安定した
経営を目指す。

●市民病院が地域医療の核として、高度な医療
サービスの拡充に努める。

●市民が安心して医療を受けられるよう地域のか
かりつけ医と連携し、地域医療体制の充実を図
る。

●自ら健康に関心を持ち、運動、食事など健康
づくりに取り組む。

●市民の健康の実態に応じた保健サービスの提供
する。

●健康に関する正しい知識を習得し、より良い
生活習慣を身につける。

●健康に関する情報提供を積極的に啓発活動を行
う。

●健康づくりに関する講演会や講習会に積極的
に参加し、健康に対する意識高める。

●地域や関係団体が主体的に行う健康づくり運動
を推進する。

●地域や関係団体と行政が共催で、健
康づくりに関する講演会や講習会を企
画・開催する。

●疾病の早期発見のため、定期的に健康診断を
受診する。

●（地域・団体）健康づくりや食育に関する活
動の輪を広げる。

●医療機関や関係団体等と連携して、団体間の
ネットワーク化を支援し、健康に関するサービス
を提供できる環境を支援する。

●健康づくりの視点によるスポーツ施
設等の活用を関係団体等と計画する。

●自らの持つ知識、技能を市民の健康づくりの
ために生かす。

●地域の健康づくりリーダーやボランティアを育
成する。

●市民誰もが健康でいられるよう医療支援を充実
する。

１０年後の目標に近づくために「何をするべきか、何ができるのか？」

1
‐
2

健康づく
りの支援

市民が健康で長生きできる
まちを目指します

整
理
番
号

タイトル
（分野） 10年後に望む伊東市の姿

地域医療
の充実

安心して質の高い医療を受
けることができるまちを目
指します

1
‐
1



キーワード１ やさしさ

市民の役割
「市民」としてできること

行政の役割
「行政」が支援すること

「市民」と「行政」との協働により
できること

１０年後の目標に近づくために「何をするべきか、何ができるのか？」整
理
番
号

タイトル
（分野） 10年後に望む伊東市の姿

●子育ての関する制度や相談窓口を活用し、自
ら子育てに関するノウハウや情報を習得する。

●子育てに関する情報を積極的に提供する。

●安心して子育てできるように、相談・支援体制
を充実する。

●子育てボランティアや子育てサークル等の子
育て支援活動に参加する。

●子育て支援活動団体等に対して支援を行う。 ●地域に子育メンターを養成する。

●地域で行われている子育て支援活動に参加
し、地域全体で子供を見守る環境づくりに寄与
する。

●市民全体で子育てを支える意識の醸成に努め
る。

●地域や関係団体と行政が力を合わせ
て、地域で子供を守り育てる仕組みづ
くりを行う。

●子供が安心して遊べる場と機会を提供する。

●子育てに関する情報の提供を行うなど、地域
全体で子供を見守り、育む環境づくりに取り組
む。

●地域の親や市民が力を合わせて地域の子供を守
り育てる仕組みづくりを支援する

●自らの経験、知識、技能を地域の子育てに生
かす。

●子育て支援を担うボランティアやＮＰＯなどの
育成と活動の促進に努める。

●保護者のニーズに対応した保育事業の充実に努
める。

●保護者のニーズ調査による実態を踏
まえ保育サービスを計画する。

●事業者と協力し、就労に関する環境
や条件の整備を図り、子育てしやすい
環境を整備する。

●高齢者が地域で生きがいをもって活動する場
づくりを進める。

●高齢者の生きがいづくりための社会参加活動を
支援する。

●高齢者の持つ豊富な経験、知識、技能を地域
活動に生かす。

●高齢者の能力や経験が生かされる地域づくりを
支援する。

●高齢者を地域全体で支えあうよう。高齢者福
祉活動や地域活動に参加する

●高齢者が安心して生活していくため、地域で支
えあっていく体制を確立する。

●高齢者福祉を担うボランティアや団体の育成に
努める。

●包括介護支援センターの充実を図り、在宅福祉
等の相談やサービスが総合的に提供できるように
体制づくりを推進する。

心身共に健やかに子育てが
できるまちを目指します

出産・子
育て支援
の充実

1
‐
3

1
‐
4

保育の充
実

多様な就労形態に応じた保
育サービスが選択でき、子
どもが地域と共に健やかに
育つまちを目指します

1
‐
5

高齢者福
祉の充実

高齢者がいきいきと暮らし
続け、満足できる福祉サー
ビスを受けられるまちを目
指します



キーワード１ やさしさ

市民の役割
「市民」としてできること

行政の役割
「行政」が支援すること

「市民」と「行政」との協働により
できること

１０年後の目標に近づくために「何をするべきか、何ができるのか？」整
理
番
号

タイトル
（分野） 10年後に望む伊東市の姿

●障がいのある人や障がいに対する正しい知識
を得ることに努め、障がいのある人への理解を
深める。

●障がいのある人に対する理解や障がいに対する
正しい知識の啓発に努める。

●ボランティア活動に参加し、障がいのある人
やその家族の地域生活を支援する。

●障がい福祉を担うボランティアや団体の育成に
努める。

●障害のある人の雇用を積極的に取り組み、就
労の場を提供する。

●障がいのある人が生きがいを感じて自立した生
活が送れるよう雇用促進のための啓発活動や支援
制度を充実させる。

●事業者と協力し、就労に関する環境
や条件の整備を図り、障がいのある人
への雇用の場を提供する。

●障がいのある人が心身ともに健やかで自立した
日常生活が営めるよう障がい福祉サービスを充実
する。

●地域で支えあう地域福祉を実践するため、近
所づきあいを大切にする。

●地域福祉の必要性や重要性を積極的に啓発す
る。

●家庭や地域で思いやりや支えあいの心を伝え
る。

●「自助・共助・公助」の役割分担の理解と意識
の醸成を図る。

●支援を必要とする人を地域で支える。
●地域福祉を支える地域のリーダーやボランティ
アを育成する。

●保健、福祉、医療の連携を強化し、総合的な
サービスを提供するため、関係団体、ＮＰＯ等と
のネットワーク化を図る。

●社会保障（国民健康保険・国民年金等）制度
の趣旨を理解して、義務を果たす。

●社会保障（国民健康保険・国民年金等）制度の
趣旨の啓発に努める。

●事業者と連携し、社会保障制度の正
しい知識を周知する。

●社会保障制度の適正な運営を行い、市民の老後
の生活基盤の安定を図る。

●援護や保護を必要とする人の生活の安定に向け
た支援を行う。

障害者福
祉の充実

障害者が地域の中で安心し
て、尊厳を持って、生きが
いある生活が送れ、満足で
きる福祉サービスを受けら
れるまちを目指します

1
‐
6

1
‐
7

地域福祉
の推進

身近な地域の中で、互いに
助け合い、支えあう地域福
祉が行われるまちを目指し
ます

1
‐
8

社会保障
制度の充
実と円滑
化

市民が社会保障制度を活用
し、不安を持たずに生活で
きるまちを目指します



キーワード
２ 安全・安心

市民の役割
「市民」としてできること

行政の役割
「行政」が支援すること

「市民」と「行政」との協働により
できること

●一人ひとりが防火意識を持ち、常に火災に備
える。

●火災予防に対する啓発を行う。

●消防設備を適正に設置し、定期的に点検す
る。（事業者）

●法令に基づき防火対象物、危険物施設などの適
切な指導、検査を行う。

●救急車の役割を正しく理解し適正に利用す
る。

●消防・救急活動に必要な体制を整える。

●応急手当の知識を持ち、緊急時には迅速に通
報し、適正な応急処置や傷病者の保護を行う。

●消防職員、救急隊員の能力の向上を図る。

●食糧の備蓄や避難場所の確認など災害に備え
て迅速な行動ができるよう準備する。

●防災訓練や講習会等を開催し、市民の防災に対
する意識を向上に努める。

●自主防災組織の活動に積極的に参加する。 ●自主防災組織の育成と活動の支援を行う。

●自主防災組織が実施する活動、消防訓練、各
種講習会に参加し、防災に対する意識の向上に
努める。

●地域や市民への防災・消防・救急訓練などの実
践の場を提供する。

●木造住宅の耐震診断の実施や家具の固定化に
努める。

●TOUKAI-0事業を積極的に啓発する。

●障がいのある人や高齢者など、災害時の要援護
者の救済対策を構築する。

●災害危険箇所の調査と対策工事に取り組む。

●自治会や自主防災組織などと連携し、災害時の
情報伝達や被災者支援のための仕組みを充実す
る。

2‐
3

雨水など
の総合治
水対策の
強化

水害や土砂災害による人的
被害が無いまちを目指しま
す

●災害危険箇所を把握し、市に通報する。 ●災害危険箇所の調査と対策工事に取り組む。

●学校行事などに積極的に参加する。
●子どもが快適に安心して学ぶことができる環境
づくりに努める。

●地域での学習に活用できる人材や資源の情報
を提供する。

●授業に地域の人材や資源を活用する。

●保護者は日ごろから子どもとの会話に努め、
コミュニケーションを図る。

●子どもや保護者が気軽に相談できる体制づくり
に努める。

●スクールカウンセラーの導入

●食育について関心を持ち、子どもに正しい食
習慣が身につくように努める。

●食育を推進し、食についての正しい理解と食習
慣を啓発する。

災害対策
の充実

市民の防災意識が高く、災
害に強いまちを目指します

2‐
2

2‐
1

消防・救
急体制の
強化

2‐
4

教育の充
実

将来に夢を持ち、時代に対
応できる児童・生徒が育つ
まちを目指します

整
理
番
号

タイトル
（分野）

１０年後の目標に近づくために「何をするべきか、何ができるのか？」

10年後に望む伊東市の姿

火災が少なく、安心して住
めるまち・安心して泊まれ
るまちを目指します



キーワード
２ 安全・安心

市民の役割
「市民」としてできること

行政の役割
「行政」が支援すること

「市民」と「行政」との協働により
できること

整
理
番
号

タイトル
（分野）

１０年後の目標に近づくために「何をするべきか、何ができるのか？」

10年後に望む伊東市の姿

●交通ルールとマナーを守る。
●警察や地域と連携して、交通安全に対する取り
組みを充実する。

●地域と行政が協力して交通事故が起
きにくい環境をつくる。

●交通安全活動を行う団体に対して支援する。
●交通違反を抑制するためのパトロー
ル活動の実施

●自ら交通安全に関する活動に参加する。
●子どもや高齢者を対象とした交通安全教室を実
施する。

●交通安全施設の設置し、交通事故が起こりにく
い環境を整える。

●自ら地域の防犯に関する活動に参加する。
●警察や地域と連携して、防犯に対する取り組み
を充実する。

●地域の大人は日ごろから子どもとの会話に努
め、コミュニケーションを図る。

●防犯活動を行う団体や防犯灯を設置の自治会に
対して支援する。

●水環境に関心を持ち、水源を良好な環境に保
つよう努める。

●水源涵養林の機能向上に努める。

●水に対する知識を深め、水を大切に使用す
る。

●水環境の状況や保全活動について積極的に情報
発信を行う。

●水質の確保に努め、安全でおいしい水道水を供
給する。

●ごみとなる不要なものを買わないようにし
て、ごみの発生を抑制する。

●環境教育や啓発活動を通じて、ごみ減量に対す
る意識の啓発を行う。

●ごみ減量の重要性を理解し、ごみの分別化や
資源化を徹底する。

●市民や事業者に対して、ごみ減量化の意識の向
上を図るとともに、連携した取り組みを行う。

●資源となっていくごみの処理方法の
推進（仕組みづくり）

●地域団体やNPO、行政等が取り組むごみ減
量、リサイクルや環境美化活動に協力する。

●地域団体、NPO等が実施するごみ減量、リサイ
クルや環境美化活動を支援する。

●ごみの収集処理体制の充実に努める。

●住宅の耐震診断等を行うように努める。
●違法建築物の発生防止や是正を図るため、指
導・啓発を行う。

●耐震化の「伊東モデル」を構築

●計画策定等に関して、市民参加の機会を設け、
市民協働による住環境整備事業を推進する。

●地域の実情に合わせた地域別の協議
会の開催

●機能的な土地利用を誘導する。

●市民や事業者による良好な景観形成を誘導す
る。

●別荘分譲地の空き家、廃屋問題の取
組

●良好な住環境を整備する。 ●街路灯の整備・充実

2‐
6

安全な水
の安定供
給

2‐
5

地域安全
活動の充
実

事件・事故が少なく、安
全・安心なまちを目指しま
す

2‐
8

住環境の
整備

市内の建物の安全が確保さ
れ、良好な住環境の実現を
目指します

安心でおいしい水が安定的
に供給されるまちを目指し
ます

2‐
7

ごみ対策
の充実

ごみの少ない良好な環境を
目指します



キーワード３ 魅力

市民の役割
「市民」としてできること

行政の役割
「行政」が支援すること

「市民」と「行政」との協働により
できること

●景観保全活動に参加する。 ●環境保全活動団体の育成、支援を行う。

●地域ぐるみで緑・花環境創出の活動を行
う。

●景観や豊かな自然を保全する活動を促進する。 ●道路沿いの美化活動を進める。

●中心市街地活性化の必要性について考え
る。

●将来を見据え、景観や環境、観光に配慮した都
市計画を策定する。

●計画策定当に関して市民参加の機会
を設け、市民協働による市街化整備を
進める。

●機能的な土地利用を誘導する。

●都市景観に関心を持ち都市景観の形成に協
力する。

●景観条例などに基づき良好な景観の保全と形成
に努める。

●伊東駅周辺の再開発
●景観による観光客への演出（いで湯
に来たと感じさせる演出）

●電柱の地中化などにより都市景観を創出する。

●市民一人ひとりが公共交通の必要性を認識
する。

●公共交通の必要性、利用促進に向けた啓発を行
う。

●自家用車に依存せず、公共交通機関を利用
する。

●交通事業者と連携して、利便性の高い駅や公共
交通機関となるよう機能の充実を図る。

●市民、地域、事業者、行政が一体と
なって、誰もが利用しやすい異種交通
機関のアクセスを検討する。

●災害に強い公共交通網の整備を進める。

●移動手段の確保に向けた地域主体の取り組みを
支援する。

●生活道路に関心を持つ ●災害に強い道路を整備する。

●家の周りの道路や歩道の美化に努める。
●道路の美化清掃などボランティア活動に参加し
やすい仕組みづくりを行う。

●道普請の導入

●歩行者が安心して利用できる道路整備を進め
る。

●計画的に道路の整備、改良、維持管理を行い、
安全な交通の確保に努める。

市街地形
成

地域特性を生かした安全で
快適な市街地を形成すると
ともに、良好な街並み景観
の創出を目指します

整
理
番
号

タイトル
（分野）

3‐
3

道路網の
整備

安全・円滑・快適な道路網
づくりを目指します

１０年後の目標に近づくために「何をするべきか、何ができるのか？」

10年後に望む伊東市の姿

3‐
2

交通体系
の充実

便利で災害に強い交通体系
の実現を目指します

3‐
1



キーワード３ 魅力

市民の役割
「市民」としてできること

行政の役割
「行政」が支援すること

「市民」と「行政」との協働により
できること

整
理
番
号

タイトル
（分野）

１０年後の目標に近づくために「何をするべきか、何ができるのか？」

10年後に望む伊東市の姿

●ごみ減量の重要性を理解し、ごみの分別化
や資源化を徹底する。

●市民や事業者に対して、ごみ減量化の意識の向
上を図るとともに、連携した取り組みを行う。

●地域団体やNPO、行政等が取り組むごみ減
量、リサイクルや環境美化活動に協力する。

●地域団体、NPO等が実施するごみ減量、リサイ
クルや環境美化活動を支援する。

●地球環境に関するイベントや講習会などに
参加し、環境保全に対する理解を高める。

●環境保全活動団体の育成、支援を行う。
●市民や環境保全活動団体と共催で啓
発イベントを開催する。（ゴミフェス
ティバルの活用）

●資源のリサイクルに努めるとともに、エコ
ライフに心掛ける。

●省エネルギーシステムの市民への普及啓発を行
い、支援する。

●公共施設へ太陽光や風力による省エネルギーシ
ステムの導入を図る。

●家庭排水の問題について学習し、下水道や
合併処理浄化槽に対する理解を深める。

●下水道事業に市民の理解が深まるように啓発活
動を行い、普及率、接続率の向上に努める。

●合併処理浄化槽により水洗化を進める。
●下水道事業計画区域外における合併処理浄化槽
の普及促進を図る啓発助成を行う。

●下水道に早期に接続する。 ●公共下水道事業の計画的な推進に努める。

●都市下水路の草刈など地域活動に参加す
る。

●下水道の施設、設備の適正な維持管理を行う。

●生涯を通じて、様々な学習機会へ参加す
る。

●誰もが生涯学習に取り組む機会を得られるよう
に積極的に情報を発信する。

●公民館の運営や活動について理解し、講座
や講演などへ参加する。

●市民ニーズにあった魅力的な生涯学習講座や講
演会を実施する。

●市民、関係機関と連携して、市民の
ニーズにあった学習機会の充実を図
る

●市民が利用しやすい図書館運営と図書の充実を
図る。

●市民主体の学習活動ができるよう社会教育施設
の整備を進める。

●自らの持つ知識、技能や学んだことを地域
づくりに生かす。

●団塊世代の豊富な知識、技能を地域づくりに生
かす方策を検討し、実施する。

●市のスポーツ施設（学校・体育館など）を
有効に活用し、スポーツを楽しむ。

●スポーツ施設の整備充実に努める。

●自らの持つスポーツに関する知識、技能を
市民スポーツ活動に生かす。

●市民の誰もがスポーツを親しむことができる環
境づくりに努める。

●各種スポーツイベントや講習会の開催を推進
し、支援する。

3‐
7

市民ス
ポーツ活
動の支援

市民が気軽に快適にスポー
ツができるまちを目指しま
す

3‐
5

生活廃水
対策

生活雑排水の適正処理や水
洗化により、清潔で快適な
生活環境を目指します

3‐
6

生涯学習
活動の推
進

市民が生涯を通じて気軽に
快適に学習できるまちを目
指します

3‐
4

環境にや
さしいま
ちづくり

市民が環境に関心を持ち、
環境にやさしいまちの創造
を目指します



キーワード３ 魅力

市民の役割
「市民」としてできること

行政の役割
「行政」が支援すること

「市民」と「行政」との協働により
できること

整
理
番
号

タイトル
（分野）

１０年後の目標に近づくために「何をするべきか、何ができるのか？」

10年後に望む伊東市の姿

●郷土の歴史や文化に関心を持ち、理解と愛
着を深める。

●歴史、文化、芸術に関する施設やイベントを活
用して、新しい伊東市の魅力を創出する。

●地域ぐるみで歴史・文化を守り、伝える。 ●文化、芸術活動をしやすい場を提供する。

●様々な芸術活動に参加し、芸術文化に関す
る意識を高める。

●市民や団体などが行う文化財保護活動や芸術文
化活動を支援する。

●伊東市の歴史、文化、芸術に関する情報発信に
努め、観光化に努める。

●地域における外国人と交流に努める。
●諸外国の歴史や文化などについて理解を深める
ための機会を提供する。

●国際交流イベントなどに参加し、豊かな国
際感覚を身に付ける。

●国際交流を推進する人材や団体の育成、支援を
行う。

●観光案内版や標識への外国語表示（英語、中国
語）など外国人にも優しいまちづくりに努める。

●国内外の様々な都市との交流を継続的に推進す
る。

●家庭教育に関心を持ち、地域活動やボラン
ティア活動に参加する。

●家庭教育や青少年の育成に関する講座や研修会
など開催する。

●家庭内の会話や地域とのかかわりを通じ
て、コミュニケーションを深め「しつけ」や
生活習慣を身に付ける。

●「地域の子どもは地域で守り育てる」という意
識の醸成を図る。

●子どもへの声かけ等の見守り活動を実施す
る。

●学校、家庭地域が連携して青少年が健全に育つ
地域環境づくりに努める。

●地域で民泊や職場体験など体験活動の実施
する。

●青少年が健全に育つための体験活動事業を実施
する。

国際交流
の推進

身近な所で国内外の都市間
交流を楽しめるまちを目指
します

3‐
10

青少年の
健全な育
成

関係機関が連携し、豊かな
人間性・社会性を身につけ
た青少年が健やかに育つま
ちを目指します

3‐
8

歴史・文
化の振興

市民が気軽に芸術・文化に
触れることができるまちを
目指します

3‐
9



キーワード４ 活力・活性化

市民の役割
「市民」としてできること

行政の役割
「行政」が支援すること

「市民」と「行政」との協働により
できること

●郷土の自然や歴史文化について理解を深め
る。

●「温泉」、「自然」、「健康」、「食」、「歴
史」など魅力ある伊東ブランドの保全・活用を図
る。

●一人ひとりが観光大使の意識として、PRに
努める。

●観光客が必要とする情報や市観光情報を効果的
に発信する。

●パブリシティの活用を検討する

●観光コースなどの環境美化活動に参加す
る。

●市民や団体が実施する環境美化活動の支援す
る。

●首都圏や東アジア（中国）に向けて観光PRを
行う。

●観光資源でもある海などの自然環境や景観
の保全に努める。

●美しい景観の保全や観光施設の整備充実に努め
る。

●農業や水産業などと連携して、新たな観光
資源を発掘する。

●観光施設の安全対策を図る。

●外国人にもわかりやすい案内標識の設置に努め
る。

●観光に関わる様々分野の人と情報交換を行い、
連携した取り組みを推進する。

●地域資源を生かした料理コンペなど様々な
イベントを開催する。

●市の特徴を生かした集客性の高いイベントを開
催する。

●イベントの企画・運営

●新たな観光資源を掘り起こす。 ●地域の観光資源の掘り起しを支援する。 ●地域グルメの調査

●新たな観光資源の施設整備を行う。

●マリンスポーツやゴルフなどのイベントを誘
致、開催する。

●伊東八景を活用したイベントを開催する。 ●イベントの企画・運営

●民間と連携してターゲット（団塊世代など）を
絞り込みストーリー性のある観光ルートの創出に
取り組む。

●地域ならではの観光ルートの検討

●伊豆全体や東伊豆地域と広域的な連携による取
り組みを推進する。

整
理
番
号

タイトル
（分野）

１０年後の目標に近づくために「何をするべきか、何ができるのか？」

10年後に望む伊東市の姿

4‐
1

観光の振
興

伊東が持つ観光資源の魅力
を磨き上げ、こころとから
だがやすらぐ観光立市を目
指します



キーワード４ 活力・活性化

市民の役割
「市民」としてできること

行政の役割
「行政」が支援すること

「市民」と「行政」との協働により
できること

整
理
番
号

タイトル
（分野）

１０年後の目標に近づくために「何をするべきか、何ができるのか？」

10年後に望む伊東市の姿

●事業者は、商店街を活用した交流イベント
を開催し、市民参加交流を促進する。

●商店街の機能を高めるため、空き店舗対策や商
店街のイベント等への支援を行う。

●起業のための知識や技術を学ぶ。 ●ベンチャー企業の起業活動の支援を行う。

●事業者は、観光や農林水産業との連携を図
る。

●コミュニティビジネスなどの市民の起業活動の
支援を行う。

●賑わいのある商店街づくりを進める。

●持っている知識や技術を生かして起業する
意欲を持つ。

●新たな地場産品等の研究開発の支援を行い、地
場企業の振興を図る。

●新たな地場産品の研究開発を行う。

●事業者は、都市景観に配慮した商店街を形
成する。

●商店街活性化のための施設整備や支援を行う。

●農水産物の地産地消に努める。 ●地産地消を積極的に促進する。

●農協、漁協が中心となって地元の農水産物
を提供する場を設ける。

●地元の農水産物を学校給食に使用し、地産地消
の大切さを教える。

●地元の農水産物を使ったB級グルメ
や郷土料理等の創出

●食の大切さや農業の重要性や役割につい
て、市民農園の活用など理解と関心を深め
る

●子どもの地場産業の職業体験の機会を増やし、
にない手育成に努める。

●担い手を育成して、経営安定の助言・指導を行
う。

●農業就農者の確保と後継者対策を支援する。

●生産者は、商品開発や研究に努める。
●地域の特性に応じた農産物の生産や開発など付
加価値をつけ、伊東ブランドの確立に努める。

●事業者は、観光や商工業との連携を図る。
●水産加工品の特産化、ブランド化を促進し、
PRの強化を図る。

●食料自給率を視野に入れた農水産業の振興を図
る。

●漁業就業者の確保と後継者対策を支援する。

商工業の
振興

活発な経済産業活動が行わ
れ、多くの人の働く場が増
えるまちを目指します

4‐
2

意欲ある担い手が育成確保
され、農林水産業が安定的
に営まれるまちを目指しま
す

4‐
3

農林水産
業の振興



キーワード４ 活力・活性化

市民の役割
「市民」としてできること

行政の役割
「行政」が支援すること

「市民」と「行政」との協働により
できること

整
理
番
号

タイトル
（分野）

１０年後の目標に近づくために「何をするべきか、何ができるのか？」

10年後に望む伊東市の姿

●観光、農林水産業、商工業などの異業種交流を
図り、新たな産業と雇用の創出に努める。

●情報通信網を整備し、電子コンピューター関連
の企業立地を推進し、雇用の促進を図る。

●安定的でバランスのよい誘致計画と
協力体制づくり

●税制優遇措置など企業誘致の体制の充実を図
る。

●大学や大学の研究機関の誘致を進める。

●研究所、企業の研修所や保養所、ソフト会社な
ど誘致を進める。

●行政に関心を持ち、監視する。 ●「協働」の概念を共通認識させる。

●市ホームページを見やすく、リニューアルし、
情報発信力を強化する。

●ボランティア活動に参加する。
●アートフェスティバル、オープンガーデンの啓
発と情報発信に努める。

4‐
4

企業誘致
の取組

気候・風土に合致した企業
の誘致により、新たな雇用
の創出を目指します

その他
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