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概 要 

○目的 

 「未来協知」の実践に向け、市民と行政が知恵を出し合い、まちづくりを進

めるため、市民からご意見等をいただくことと、様々な市民の方々が交流して

意見交換を行い、市民参加によるまちづくりへのきっかけとなることを目的

とした。 

 また、この討議会でいただいたご意見は、平成２７年度の第十次基本計画策

定に際し、活用する。 

 

○討議テーマ 

テーマを「第四次伊東市総合計画で目指している２０２０年（５年後）の

伊東市の姿（目標）に近づくために、何をするべきか、何ができるのか？」と

し、基本計画の政策目標・施策分野項目について「『市民』としてできること」、

「『市民』と『行政』との協働によりできること」を討議しました。 

 

○参加者の選定 

１ 無作為抽出（層化抽出法）により、市民１０００人に対し、参加依頼を行

いました。 

対象は、18歳以上で伊東市に住民登録のある市民。（外国人は除く）  

地区の人口、男女比率、地区の偏りが無いように抽出。 

２ 参加依頼により３１人の市民から参加希望があり、３１人を選定した。 
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○当日参加者等の状況 

参加者内訳：市民２３人（男性 10人、女性 13人） 

市職員９人（男性 7人、女性 2人） 

計３２人（男性 17人、女性 15人） 

※当日までに８人が欠席となった。 

アドバイザー：静岡大学人文社会科学部 日詰一幸教授 

事 務 局：市長公室課地域政策担当 

 

○当日スケジュール 

10：00 開会 

アドバイザー紹介／自己紹介(進行役・事務局) 

説明 討議会について／テーマ説明／討議方法説明 

グループ討議 

15：00 グループ発表 

講評 

16：30 閉会  
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政策目標・施策分野項目 一覧 
 

政策目標 １ やさしさと笑顔にあふれる健康なまち 

施策分野項目 

1-1 地域医療の充実 

1-2 健康づくり支援 

1-3 出産・子育て支援の充実 

1-4 保育の充実 

1-5 高齢者福祉の充実 

1-6 障がい者福祉の充実 

1-7 地域福祉の充実 

1-8 保険・年金制度の運営 
 

政策目標 ２ 安全・安心で快適なまち 

施策分野項目 

2-1 消防・救急体制の強化 

2-2 災害対策の充実 

2-3 総合治水対策の強化 

2-4 地域安全活動の充実 

2-5 安全な水の安定供給 

2-6 ごみ対策の充実 

2-7 環境にやさしいまちづくり 

2-8 生活排水対策の充実 

2-9 良好な住環境の整備 

2-10 潤いと活気のあるまちづくり 

2-11 公共交通体系の充実 

2-12 道路環境の整備 
 

政策目標 ３ 心豊かな人を育み、生涯にわたって学習できるまち 

施策分野項目 

3-1 教育環境の整備 

3-2 教育の充実（幼稚園） 

3-3 教育の充実（小・中学校） 

3-4 生涯学習活動の推進 

3-5 市民スポーツ活動の支援 

3-6 歴史・芸術文化の振興 

3-7 国際交流の推進 

3-8 青少年の健全な育成 
 

政策目標 ４ 場の力が創造する魅力・活力のあるまち 

施策分野項目 

4-1 観光の振興 

4-2 健康保養地づくりの推進 

4-3 広域連携による誘客の拡充 

4-4 商工業の振興 

4-5 農林業の振興 

4-6 水産業の振興 
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討議結果（まとめ） 
平成２７年度策定予定の第十次基本計画 政策目標、政策分野項目別に整理

した。 

政策目標 １ やさしさと笑顔にあふれる健康なまち 

施策分野項目 
５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？」 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

1-

1 

地域 

医療の 

充実 

●緊急時の適切な対応や医療知識を身に

付ける。 

●身近な医療機関を知り、かかりつけ医を持

つ。 

●緊急時の対応や医療知識を学ぶための

講習会・講演会を実施する。 

1-

2 

健康 

づくり 

支援 

●健康に関心を持ち、食生活に気を付け、

体を動かす習慣を身に付ける。 

●定期的に健康診断を受ける。 

●栄養バランスを考えた調理レシピの公開

などにより、食品に対しての知識を広め、

食育を充実する。  

●地域の定期検診に対しての意識を高め

る。 

●健康づくりに関する講習会等を開催する。 

●スポーツ教室やサークル等の周知を進め

る。 

1-

3 

出産・ 

子育て 

支援の 

充実 

●子育ての相談を受けるなど、知識の伝達

をする。 

●多年齢世代との交流を図るために、子育

てサークルやコミュニティに参加する。 

●父親の育児参加を進める。 

●子育てに関するセミナーを開催する。 

●子育てに関する相談窓口を設置し、周知

する。 

●地域で交流できる場づくりを推進する。 

●産休・育休のとりやすい環境づくりを進め

る。 

1-

4 

保育の 

充実 

●地域全体で保育をする意識を持つ。 

●世代間の交流を進め、経験や知識を地域

の子育てに生かす。 

●保育に関する情報を収集する。 

●子育て支援団体を育成する。 

●保育に関する話し合いの場を設ける。 

●地域で交流できる場づくりを推進する。 

1-

5 

高齢者 

福祉の 

充実 

●高齢者の外出する機会、生きがいを増や

す。 

●介護に関する知識を深める。 

●積極的な声掛けをするなど、隣近所のコミ

ュニケーションを図る。 

●安否確認、犯罪防止等のための連絡体制

の充実を図る。 

●高齢者の知識や経験を生かせる活動の

場を設ける。 

●介護サービスに関する周知を図る。 

1-

6 

障がい 

者福祉 

の充実 

●障がいについての知識を得ることにより、

障がい者への理解を深める。 

●障がい者どうしでコミュニケーションを図

る。 

●障がい者との交流の場づくりを進める。 

●障がい者雇用の充実を図る。 

1-

7 

地域福 

祉の充 

実 

●いざという時、お互いに協力できるよう、近

所付き合いを大切にする。 

●ボランティア活動へ参加する。 

●地域イベントの活性化を図る。 

●世代をこえた交流の場をつくることにより、

地域でのコミュニケーションを図る。 

1-

8 

保険・ 

年金 

制度の

運営 

●制度の理解・知識を深め、納付の義務を

守る。 

●制度に関する説明会を実施するとともに、

各世代の意見を聞く機会を設ける。 
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政策目標 ２ 安全・安心で快適なまち 

施策分野項目 
５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？」 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

2-

1 

消防・ 

救急 

体制の 

強化 

●消防団へ積極的に参加する。 

●各家庭で防火意識を高めるとともに、近所

との声掛け・助け合いを行う。 

●救急車の適正利用の意識を向上させる。 

●応急手当の知識を身につける。 

 

2-

2 

災害 

対策の 

充実 

●地域防災訓練に積極的に取り組むことに

より、防災意識を高める。 

●地域や家庭で防災用品の備蓄を充実する。 

●家族で避難場所や避難経路を決めておく。 

●町内のハザードマップを把握しておく。 

●災害時の対応について、地域住民と行政

で情報共有を行う。 

2-

3 

総合 

治水 

対策の 

強化 

●側溝の清掃等、身近な設備の管理を適正

に行う。 

●大雨時等の被害想定とその対策について

考える。 

●水害や土砂災害が起きた際の住民との連

絡体制の構築と情報の共有を進める。 

2-

4 

地域安 

全活動 

の充実 

●子どもへの声掛けやあいさつ運動を積極

的に行う。 

●防犯パトロールへ参加する。 

●犯罪発生時などの情報を市民と共有でき

るデータベースづくりを進める。 

2-

5 

安全な 

水の安 

定供給 

●水に対する知識を深め、節水に心掛ける。 ●災害時等の水の供給について、住民との

連絡体制の構築を図る。 

2-

6 

ごみ 

対策の 

充実 

●ごみの分別ルールを守る。 

●ごみの減量化、リサイクルに取り組む。 

  

2-

7 

環境に 

やさし 

いまち 

づくり 

●住民の迷惑になる騒音や煙、光などを控え

る。 

●電気等のエネルギー使用の減量化を図る。 

●資源ごみのリサイクルやエネルギー使用

の減量化によるメリット等についての環境

教育の推進を図る。 

2-

8 
生活排

水対策 

の充実 

●浄化槽の法定点検等のルールを厳守する。 

●公共下水道への接続を推進する。 

  

2-

9 

良好な 

住環境 

の整備 

●建物の耐震診断を積極的に受ける。 ●趣のある建築物は維持し、廃屋への対策

を進める。 

2-

10 

潤いと 

活気の 

あるま 

ちづく 

り 

●あいさつやおもてなしなど、ふれあいのあ

る魅力的なまちづくりを進める。 

●街並みや建物などの趣を生かした、人の

集まりやすい環境づくりを地域との協議に

より進める。 

●駐車場や人の往来、憩いの場所につい

て、充実したスペースの確保を図る。 

2-

11 

公共交 

通体系 

の充実 

●一人ひとりが可能な限り公共交通機関を

活用する。 

●電車やバスの高齢者パスの利用を促進す

る。 

●高齢者等、誰もが利用しやすい交通手段

を検討する。 

2-

12 

道路環 

境の整 

備 

●道路沿いの草刈や落ち葉清掃など美化活

動を進める。 

●補助金も活用しながら、道路の環境美化を

進める。 

●歩道を含めた道路整備について、地域と

協議する場を設ける。 
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政策目標 ３ 心豊かな人を育み、生涯にわたって学習できるまち 

施策分野項目 
５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？」 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

3-

1 

教育環 

境の整 

備 

●家庭に限らず近隣の人ともあいさつやコミ

ュニケーションを図れる環境をつくる。 

●家庭や地域で教育について考える場をつ

くる。 

●奉仕作業や行事へ積極的に参加する。 

●学校、地域、行政の三者の協働により実

践できる授業を増やす。 

3-

2 

教育の 

充実 

(幼稚

園) 

●子どもの遊べる場所を整備して、自然や

伝統のある遊びなどを教えてもらう機会を

増やす。 

  

3-

3 

教育の 

充実 

(小・中 

学校) 

●子どもの個性を生かしながら興味・関心を

育てる。 

●子どもの間の交流の場を増やす。 

3-

4 

生涯学 

習活動 

の推進 

●自分の興味のある活動に積極的に参加

する。 

●図書館やコミュニティセンターを積極的に

利用する。 

●家で読書の時間をつくる。 

●学んだ知識や技術を地域づくりに生か

す。 

●興味のある活動について幅広くアンケート

をとり情報提供する。 

●生涯学習活動への参加に対し、環境を整

える。 

3-

5 

市民ス 

ポーツ 

活動の 

支援 

●スポーツ大会に参加する。 

●自治会等を通じてスポーツの楽しさを広め

る。 

●市のスポーツ施設等を積極的に利用す

る。 

●多種目のスポーツ大会を開催する。 

3-
6 

歴史・ 

芸術文 

化の振 

興 

●歴史、芸術文化を保護するとともに継承し

ていく。 

●伊東の価値を再認識し、伝えていく。 

●地域の祭り、行事や芸術祭などのイベント

に参加する。 

  

3-

7 

国際交 

流の推 

進 

●日常でも異文化に触れる機会を増やす。 

●地域単位での交流を深めていく。 

●個人の商店などに地図等を置いてもらうな

ど協力を依頼する。 

●姉妹都市などの文化について知らせてい

く。 

●誰にでもわかる観光案内表示の設置を進

める。 

3-

8 

青少年 

の健全 

な育成 

●地域で職場体験などを進める。 

●子どもへの声掛けをする。 

●あいさつなど、地域のコミュニケーションを

深める。 
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政策目標 ４ 場の力が創造する魅力・活力のあるまち 

施策分野項目 
５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？」 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

4-

1 

観光の 

振興 

●一人ひとりが観光大使であると意識をし、

SNS等を活用し、伊東の宣伝を強化する。 

●観光イベントを周知し、積極的に参加す

る。 

●まちの美化活動を進める。 

●観光客へおもてなしの心をもつ。 

●伊東の観光資源の活用方法を創出する。 

●観光イベントを市民と行政の協働により開

催する。 

●市や観光協会のホームページを市民の手

で活性化する。 

4-

2 

健康保 

養地づ 

くりの 

推進 

●健康関連イベントへ参加する。 

●スポーツに着目した健康づくりを進める。 

●観光・宿泊施設と医療機関との連携を強

化する。 

●ウォーキングコースに標識等を整備する。 

4-

3 

広域連 

携によ 

る誘客 

の拡充 

●伊豆半島ジオパークを PRする。 ●映画、ドラマなどのロケ地の誘致を行う。 

●WiFiを整備する。 

●伊豆半島ならではの観光ルートを検討す

る。 

4-

4 

 

商工業 

の振興 

 

●地元商店で買い物をする。 

●事業者は、伊東の名産品を開発する。 

●既存の商品の PRを強化する。 

●開業支援、経営支援を行う。 

  

  

4-

5 

 

農林業 

の振興 

 

●農水産物の地産地消に努める。 

●間伐材を有効活用する。 

●農業・漁業体験の場を提供する。 

●事業者は、観光や商工業との連携を図

る。 

●生産者は、商品開発や研究に努める。 

●農林業でトライアル雇用を行う。 

●学校給食などで地産地消を行う。 

●魚市場の再整備により、直売所をつくる 

●地産木材を使用した公共施設づくりを推

進する。 

●朝市の回数を増やすなど、有効活用を図

る。 

●有害鳥獣対策を推進する。 

4-

6 

 

水産業 

の振興 
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討議の方法 

１ 討議テーマ 

「第四次伊東市総合計画で目指している 2020 年（５年後）の伊東市の姿（目標）に近

づくために、何をするべきか、何ができるのか？」 

２ 討議の流れ 

(1) Ａ～Ｆ班の６グループに分かれ、討議を行いました。 

Ａ，Ｂ班は「政策目標１」、Ｃ班は「政策目標２」、Ｄ班は「政策目標３」、Ｅ，Ｆ

班は「政策目標４」について、討議しました。 

(2) 討議テーマについて、「『市民』としてできること」、「『市民』と『行政』との協

働によりできること」をポストイット（付箋）方式により、意見交換を行いながら班

ごとにまとめた。 

 班ごと自己紹介 

 リーダー、書記、タイムキーパーを決める。 

 ポストイット（付箋）に意見を書く。 

 班内で発表し、模造紙に並べる。 

 似た意見のものを集約したものに要約した文をつける。 

 要約した文やポストイットなどから文章で清書する。 

(3) 清書した模造紙を使い、班ごとに発表した。 

３ Ｉトークのルール 

 Ｉトーク２０１４では、ルールを下記のとおり定め、実施しました。 

(1) 参加者それぞれの意見等について、否定をしない。 

(2) テーマについての討議の場であり、市への要望などを伝える場ではありません。 

(3) 班内の市の職員も市民参加者同様の立場での参加となります。 

(4) 参加者の皆さまが発言できるよう、進行にご協力をお願いします。 
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討議の状況及び内容 
【テーマ】「第四次伊東市総合計画で目指している２０２０年（５年後）の伊

東市の姿（目標）に近づくために、何をするべきか、何ができるの

か？」 

○グループ討議 
討議テーマについて、「『市民』としてできること」、「『市民』と『行政』との協働により

できること」をポストイット（付箋）方式により、意見交換を行いながらまとめた。 

A・B班 

政策目標 １ やさしさと笑顔にあふれる健康なまち 
施策分野項目 1-1 地域医療の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

○緊急時の対応 

・救急車は必要な時だけ（最小限） 

・救急車の適切な利用 

・広報等で救急法などを周知 

・救急時の応急処置のレクチャー 

○身近な医療機関を知る 

・かかりつけ医を持つ 

・地元の開業医の利用を向上 

・地元の病院を利用しやすくする 

・地域医療の実態の確認 

・受けられる医療、受けられない医療 

○一覧表（マップ等に） 

○予防医学 

・予防医学の充実 

・予防の知識を高める 

・正しい医療に関しての知識を深める 

・医師や専門家による病気の勉強会 

○対応の事 

・看護師さんは同性で・・・ 

施策分野項目 1-2 健康づくり支援 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

○生活習慣 

・規則正しい食生活 

・生活習慣の見直し 

○活動の機会を増やす 

・地域交流のできる交通手段 

・宇佐美～マリンタウン間のバス  

○体を動かす 

・体を動かす趣味をつくる 

・老人会でのラジオ体操 

・サークルの周知 

・皆で集まりやすい場を開放して進める 

○食育 

・食品に対しての知識を広める 

・調理レシピ（病人食等）の公開（広報いとう等） 

・食育（親子や夫婦）の充実 

施策分野項目 1-3 出産・子育て支援の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

○交流について 

・子育てに悩まないセミナー等 

・保育園の行事に参加 

・ママサークルの参加（子育てコミュニティ） 

・多年齢との交流、知識の伝達（アドバイスや相談にのる） 

○仕事との両立（経済的） 

・出産、子育てに対する企業の対応 

・経済的な心配をなくす 

・子育ての医療費の見直し 

・父親の育児参加の体制づくり 

・育児休暇の考え方 
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施策分野項目 1-4 保育の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

○地域との関わり 

・祖父母との交流を深める 

・障害児との交流 

・気軽に交流できる場（イベント等）をつくる（老若男女、

親子） 

・地域で育てる環境作り（子育て、出産のしやすい） 

・子育て支援団体の育成と増加 

 

施策分野項目 1-5 高齢者福祉の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

○声掛け、外に出る 

・高齢者の外出機会を増やす（作る） 

・働ける場所 

・交通機関の充実（買い物難民のために） 

・年配者の知識や経験を生かせる活動の場を設ける（産

業、事業、遊び） 

・一人暮らしのお年寄りに地域で関心を持つ（声掛け、変

化に対応する心がけ） 

○情報の充実 

・介護についての知識を深める（認知症等） 

・高齢者世帯を確認（日頃から） 

・地域における集会のお知らせ、伝達 

・広報メールや回覧板で行方不明者などの情報

共有 

・連絡体制の情報 

・詐欺防止の向上 

施策分野項目 1-6 障がい者福祉の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

○知ること 

・悩み相談などのできる場所の提供（電話対応も） 

・ボランティアへ参加 

・障がい者の作ったものを買う 

・共存するための知識や体感 

○環境づくり 

・制度の仕組みを知る 

・市民の監視見直し 

・各世代の意見を聞く 

・生活しやすい環境づくり（道路等） 

・障がい者との交流 

施策分野項目 1-7 地域福祉の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

○協力 

・いざという時に助けになるよう日頃から心がけ 

・防災対策での協力 

○コミュニケーション 

・世代をこえての交流の場つくる（地域の祭り、ボランティ

ア等） 

・近所付き合いを大切に 

・声を掛け合う 

・公園の整備 

・高齢介護者の集まり、ケアの充実 

・老人ホームなどに訪問する機会を増やす 

（子供会、婦人会、青年会） 

施策分野項目 1-8 保険・年金制度の運営 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 
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C班 

政策目標 ２ 安全・安心で快適なまち 
施策分野項目 2-1 消防・救急体制の強化 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・消防団への参加 

・各家庭の火の用心 

・隣人との声掛け、助け合い 

・救急車の適正利用の意識向上 

・応急手当の知識をつける 

・かかりつけ医を持つ 

 

施策分野項目 2-2 災害対策の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・地域防災訓練の取り組み 

・家族で避難場所を決めておく 

・避難経路を決めておく 

・災害時の対応、確認 

・警報の把握、避難場所の確認 

・災害知識を高める 

・スローガン作成（学校等） 

・道路や構造物の破損等の通報、対応 

・住居者の確認 

施策分野項目 2-3 総合治水対策の強化 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・側溝の清掃 

・道路にはみ出た枝葉の剪定 

・排水確保、見直し 

基準雨量以上の時の被害想定と対策 

 

施策分野項目 2-4 地域安全活動の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・子供に声掛け 

・あいさつ運動 

・見回り（パトロール） 

・近隣のコミュニケーション 

町内のハザードマップを知っておく 

・対行政通報システムの確立 

・地元住人からの情報提供によるＭＡＰ作成 

・発生事件、事故の広報とその時々の各家庭警

戒対策 

・学校協力（エリア告知、体験学習等） 

施策分野項目 2-5 安全な水の安定供給 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・節水 

 

・緊急時の水対策住民説明 

施策分野項目 2-6 ごみ対策の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・ゴミ出しルールを守る（分別の必要性の告知、収集への

協力） 

・定められた方法で処分 

・リサイクルの取り組み（意識の向上） 

・ゴミの減量化 

・むやみに買い込まない 

・ゴミ処理設備の見学対応 

・ゴミ処理に関する合理化設備投資、法整備 

・焼却炉の利用 

・リサイクルグッズの紹介及び補助 

・トレイの全面回収の行政指導 

施策分野項目 2-7 環境にやさしいまちづくり 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・ゴミ拾い運動 

・近所迷惑になる音、光、煙を控える 

・エネルギー使用の減量化（電気、化石燃料） 
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施策分野項目 2-8 生活排水対策の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・浄化槽の整備、定期点検と汚泥の排出 

・公共下水道への接続(古い浄化槽から新しい浄化槽へ) 

 

 

施策分野項目 2-9 良好な住環境の整備 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・建築診断を進んで受け入れる  ・趣きのある建築物は維持していき、廃屋に対し

てはできるだけ処分していく 

・害獣駆除対策 

施策分野項目 2-10 潤いと活気のあるまちづくり 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・お店の活性化 

・人が集えるスペースや場所 

 

・街並みの「古い建物」「趣き」保存 

施策分野項目 2-11 公共交通体系の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・バス等の公共交通を利用する  

 

 

・バスを小型化、頻度や経路を増やす 

・高齢者パスの利用活性化、その広報をする 

施策分野項目 2-12 道路環境の整備 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・町内清掃（草刈、落ち葉掃除） 

・補助金の有効な使用 

 

・補助金の効率運用 

・狭い道路を一方通行にする 

 

 

D班 

政策目標 ３ 心豊かな人を育み、生涯にわたって学習できるまち 

施策分野項目 3-1 教育環境の整備 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

○あいさつ 

・あいさつをしっかりする 

・あいさつ運動への参加 

・コミュニケーションをとれる場所を確保 

○考えること 

・家庭教育のあり方の考え方 

・働く親と学習する子供のコミュニケーションを 

○防犯、防災対策 

・かけこみ１１０番 

・通学路の維持管理（道路、照明、時計等） 

・災害時に避難時の提供場所とする 

○ボランティア、地域との関わり 

・町内会や自治会への積極的に参加 

・運動会や老人会等の参加 

・課外学習や社会科見学などの場所の提供 

○情報の提供 

施策分野項目 3-2 教育の充実（幼稚園） 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

○ボランティア、地域との関わり 

・行事に積極的に参加 

・奉仕作業に参加する 

・老人と子供の共通の場を設ける 

・遊具を作る（竹馬、竹とんぼ等） 

・延長保育の実現 

・社会見学、職場体験を幼稚園でも 
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施策分野項目 3-3 教育の充実（小・中学校） 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

○コミュニケーション 

・子供への声掛け 

・思春期の子供と親、教師のコミュニケーションを図る 

○個性を生かす 

・他校との交流 

・総合学習への参加 

・好きな本を読む 

・ディベートの授業を取り入れる（自己主張できる教育） 

 

 

施策分野項目 3-4 生涯学習活動の推進 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・積極的に趣味をつくる 

・生涯学習の講義等に参加 

・コミセンの活用（イベント、図書の充実） 

・古本活用のシステム作り 

・ＩＴ機器の正しい操作を学習する講義を開催する 

・学んだ知識や技術を地域づくりに生かす 

・子供とともに図書館を利用する 

・家での読書の時間を作る 

・市民が何をできるか自己確認する 

 

施策分野項目 3-5 市民スポーツ活動の支援 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

○市民参加 

・スポーツ大会に参加 

・多種目のスポーツ大会の開催 

・自治会等を通してスポーツの楽しさを広める 

・体育施設を利用する 

○参加のための環境整備 

・誰でも利用しやすい交通網 

・自然の利用 

 

 

施策分野項目 3-6 歴史・芸術文化の振興 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

○知る 

・歴史に対する知識を身につける 

・伊東の歴史を伝えることをもう少し具体的に広げる 

○参加 

・芸術祭などのイベントに参加する 

・地域の祭り、行事への参加 

・歴史、文化などのイベントを開催し文化財に親しむ機

会を持つ 

・芸術あふれる街づくりの推進を図るため芸術展の開催 

・展示会等、発表する機会を利用する 

○保護、継承 

・有形、無形文化財を保護し次世代に伝承する 

・市の財産として保護しなければならない情報を発信し

関心を持たせる 
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施策分野項目 3-7 国際交流の推進 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

○交流の機会 

・ホームステイに協力する 

・外国人との交流を深めることを具体化させる 

・地域行事に招致する 

○観光 

・困った時の手助け 

・外国語での案内・説明 

○日常での 

・外国の音楽や映画に接する 

・小さい頃から異文化に接する機会を増やせるよ

うに幼稚園や小学校でも外国人と話す機会をつ

くる 

施策分野項目 3-8 青少年の健全な育成 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・職場体験をする 

・声掛けをする 

・コミュニケーションをとる 

・近所付き合いを、あいさつをする 

 

 

 

E・F班 

政策目標 ４ 場の力が創造する魅力・活力のあるまち 
施策分野項目 4-1 観光の振興 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

○ＰＲ 

・観光大使としてＰＲできる場作り 

・市や観光協会のＨＰをまめに更新 

・市民の声をすいあげて検索しやすくする 

・観光資源のＰＲ 

○気やすく来られる工夫 

・観光地までの道のりをバリアフリーに 

・道案内の外国語表示の強化 

○街づくり（テーマに沿った） 

・花壇を作る（花の種や苗の提供） 

・交通機関の確保 

・建物の色を変える 

・自宅周りを綺麗に  

○市民や観光施設がやれること 

・輪の広がり作り 

・イベントの開催、参加 

（サーフィン、ダイビング、ヨット等） 

・花火イベントのＰＲ 

・駐車場と道路の整備 

・観光客へのおもてなし 

○市が主にやる？ 

・展望の整備 

・一碧湖の整備 

・商業施設をつくる 

・他県にないものを考える 

・「ゆったり湯めまちウォーク」の開拓とＰＲ 

施策分野項目 4-2 健康保養地づくりの推進 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

○より良い健康作り 

・伊東ならではのスポーツ観光 

・ランニングコースの掃除 

○介護者、スポーツ選手も保養に来たくなる環境作り 

・温泉資源をもっと観光化 

・温泉を利用しやすく 

・カウンセリングルーム 

・長期滞在（リハビリ）に来たくなるような施設をつくる

（美容、ＳＰＡ、マッサージ） 
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施策分野項目 4-3 広域連携による誘客の拡充 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・ジオパークのＰＲ、活用 

・２０２０年オリンピック 

「地域をつなげるアイディア」 

○ＰＲ 

・市をまたいでの観光コース 

・ＰＲ資料の集約、提案 

・通り一遍のＰＲではなく興味を引く工夫 

・女性の旅の支援策 

○仕方 

・伊豆トレイルジャーニー等のイベント 

・観光ルート、ポイントの連携したＰＲ 

・Wi-Fi 

○例 

・市で募集とアウトプットの工夫 

・竹林 

・富士山 

・たけのこ狩り 

・地域の目玉をつなげて楽しい観光コース 

施策分野項目 4-4 商工業の振興 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・ビジネス支援 

・ホテル、ペンション開業の支援など 

 

 

施策分野項目 4-5 農林業の振興 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

○ブランド作り 

・新たな野菜、果物の開発 

・伊豆ならではのオリジナルブランド 

・みかん、お茶のブランド化 

（ニューサマーオレンジ、スナップエンドウ等） 

・若い世代の農業の参加、後継者 

・農業と林業と観光の融合 

 

施策分野項目 4-6 水産業の振興 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・フィッシャーマンズワーフのような漁師のおもてなし 

・漁とダイビングのコラボレーション 

○遊びから育成 

・体験型水産業 

・子供向けのイベント 

・異業種コラボレーション 

・水産業と観光の融合した新たなビジネス 
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○グループ発表 
まとめたご意見を模造紙へ集約表記し、班ごとに発表しました。 

A・B班 

政策目標 １ やさしさと笑顔にあふれる健康なまち 
施策分野項目 1-1 地域医療の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・身近な医療機関を知る（かかりつけ医を設ける） 

・救急時の対応を知る 

・救急車の適切な利用 

・医療知識（ＡＥＤなど） 

・ホームドクターを持つ 

・医療関係者による予防医学の知識を深める 

・対応の仕方（看護師は同姓で） 

・医療知識の講習会を実施 

・診療内容を広報 

・健康診断の助成金 

施策分野項目 1-2 健康づくり支援 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・自身の生活習慣の見直し 

・体を動かす(みんなで楽しくできるサークル、保健指導) 

・地域の食材を活用しバランスの良い食事を心がける 

・定期健診を積極的に受ける 

・体を動かすことを習慣づける 

・食育について 栄養管理と調理レシピを公開 

・活動の機会を増やす為の交通手段の充実 

（宇佐美～マリンタウン間のバス） 

・朝市の機会が増えるように推進する 

・地域の定期検診に対しての意識を高める 

・スポーツをする為の施設や教室を増やす 

施策分野項目 1-3 出産・子育て支援の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・ママサークルへの参加（多年齢世代の交流） 

・積極的な地域活動への参加 

・子供医療に対しての相談者を作る 

・育児休暇のとりやすい環境づくり（父親の育児

参加） 

・産休取得がしやすい職場の推進 

・地域的に児童クラブや児童館を増やしていく 

施策分野項目 1-4 保育の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・交流を深める 

・地域で保育をしてゆく 

・保育に対する情報を収集する 

  

・地域とのかかわり 交流できる場を増やす 

・地域的に保育していく場所を増やしてゆく 

・保育に対する話し合いの場を設ける 

・遊び場所を増やす 

施策分野項目 1-5 高齢者福祉の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・高齢者の外出する機会を増やす 

 （働くこと、経験を生かす、買い物など） 

・介護についての知識を増やす 

・隣近所のコミュニケーション 

・地域活動の充実 

・連絡体制の充実 

 （安否確認、犯罪の防止、地域のコミュニケー

ション） 

・近所のコミュニケーション 

・地域活動の充実 

・介護サービスに対する周知をする 

施策分野項目 1-6 障がい者福祉の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・障がい者についての知識を深める 

・障がい者に対しての理解を深める 

・地域交流 

・障がい者同士のコミュニケーション 

・障がい者との交流の場所づくり 

・障害者雇用の充実 

・障害者との地域交流 

・障害者同士の活動の実施 

・施設の整備 

・経済支援 
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施策分野項目 1-7 地域福祉の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・近所付き合いを大切にする（お互いに協力できるよう体

制づくり） 

・地域の人とのコミュニケーション 

・世代を超えて集まれる場所づくり 

・自由参加のできるボランティア活動 

・地域の人とのコミュニケーション 

・地域イベントの活性化 

・環境整備 

施策分野項目 1-8 保険・年金制度の運営 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・制度の仕組みを知る 

・納付の義務を守る 

・理解、知識を深める 

・健康管理をして病気にならないようにする 

・各世代の意見を聞く 

・制度に対して説明会を実施 

・健康管理に対して説明会の実施 

 

 

C班 

政策目標 ２ 安全・安心で快適なまち 
施策分野項目 2-1 消防・救急体制の強化 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

○住民の防災意識の向上 

・地域のコミュニケーション 

・地域の防災活動への参加 

・地域と家庭での防災用品を充実、備蓄 

・災害時の対応の事前周知（地域の特性の説明も

含む） 

・自主防災会と行政との連携（事前の協議が必要） 

施策分野項目 2-2 災害対策の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

○住民の防災意識の向上 

・地域のコミュニケーション 

・地域の防災活動への参加 

・地域と家庭での防災用品を充実、備蓄 

・災害時の対応の事前周知（地域の特性の説明も

含む） 

・自主防災会と行政との連携（事前の協議が必要） 

施策分野項目 2-3 総合治水対策の強化 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・地域水関連設備の清掃と管理 

・その不具合の連絡 

・設備維持・管理について対処する 

・連絡体系の構築と情報の共有 

・緊急水災害発生時の市民への伝達 

施策分野項目 2-4 地域安全活動の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・地域のコミュニケーションの充実 

・地域のコミュニケーションの充実 

・ルール（一般的なもの・マナー）の厳守 

・自主パトロールへの参加 

・犯罪発生時の（情報の）市民とのデータベース共

有 

施策分野項目 2-5 安全な水の安定供給 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・節水 

 

・緊急時の水対策についての連絡体制構築 

施策分野項目 2-6 ごみ対策の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・マナー、ルールの厳守 

 ごみの分別 

・市民の意識改革 

・エネルギー及び資源ゴミのリサイクルにより市民

への還元を図る 

 （具体的な利益の提示） 
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施策分野項目 2-7 環境にやさしいまちづくり 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・省エネ 

・マナー、ルールの厳守 

○ごみの分別 

  

施策分野項目 2-8 生活排水対策の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・マナー、ルールの厳守 

○浄化槽の法定点検等 

 

  

施策分野項目 2-9 良好な住環境の整備 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・ルールを守る（たき火、騒音をしない） 

 

 

・廃屋の対応 

施策分野項目 2-10 潤いと活気のあるまちづくり 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・魅力あるふれあい（あいさつ、おもてなし） ・地域との協議により特性を生かした人の集まりや

すい環境づくり 

 （街並み、建物などの雰囲気・趣き） 

・充実したスペースの確保 

 （駐車場、人の往来、いこいの場所） 

 

施策分野項目 2-11 公共交通体系の充実 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・可能な限り公共交通を使う 

 

 

・高齢者パスの利用ＰＲ 

施策分野項目 2-12 道路環境の整備 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・補助金の適正利用 ・歩道を含め道路整備について地域と協議する 

 （街づくりのスペースづくりへ結びつくように一方

通行にすることで往来をしやすくする）→人が集

まりやすくなる 

 

 

 

D班 

政策目標 ３ 心豊かな人を育み、生涯にわたって学習できるまち 

施策分野項目 3-1 教育環境の整備 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・家庭に限らず近隣の人たちともあいさつをするなど、

コミュニケーションを築ける環境を作っていく 

・家庭や地域の中で教育について考えて、具体化して

いく 

 （話し合いの場を設ける、問題提起の場にしていく） 

・奉仕作業や行事参加などを通じて教育の場に参加

し関わりを多くしていく 

 

 

・学校、地域、行政の三者の協働により実践できる

授業を増やす 
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施策分野項目 3-2 教育の充実（幼稚園） 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・子供の遊べる環境を整備して自然や伝統のある 

遊びなどを教えてもらう場所を増やす 

・家庭に限らず近隣の人たちともあいさつをするなど、

コミュニケーションを築ける環境を作っていく 

・家庭や地域の中で教育について考えて、具体化して

いく 

 （話し合いの場を設ける、問題提起の場にしていく） 

・奉仕作業や行事参加などを通じて教育の場に参加

し関わりを多くしていく 

・学校、地域、行政の三者の協働により実践できる

授業を増やす 

施策分野項目 3-3 教育の充実（小・中学校） 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・子供の個性を生かしながら興味・関心を育てる 

・家庭に限らず近隣の人たちともあいさつをするなど、

コミュニケーションを築ける環境を作っていく 

・家庭や地域の中で教育について考えて、具体化して

いく 

 （話し合いの場を設ける、問題提起の場にしていく） 

・奉仕作業や行事参加などを通じて教育の場に参加

し関わりを多くしていく 

・子供間の交流の場を増やす 

・学校、地域、行政の三者の協働により実践できる

授業を増やす 

施策分野項目 3-4 生涯学習活動の推進 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・自分の興味のあるものに時間を使う 

・積極的に参加する 

・興味や趣味のあるものについて幅広くアンケート

等をとり情報提供する 

・参加に対して、環境を整える 

施策分野項目 3-5 市民スポーツ活動の支援 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・自分の興味のあるものに時間を使う 

・積極的に参加する 

・興味や趣味のあるものについて幅広くアンケート

等をとり情報提供する 

・参加に対して、環境を整える 

施策分野項目 3-6 歴史・芸術文化の振興 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・歴史、芸術文化を保護するとともに継承していく 

・伊東の価値を再認識して伝えていく 

・自分の興味のあるものに時間を使う 

・積極的に参加する 

 

・興味や趣味のあるものについて幅広くアンケート

等をとり情報提供する 

・参加に対して、環境を整える 

施策分野項目 3-7 国際交流の推進 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・日常でも異文化を知る機会を増やす 

・地域単位での交流の交流を深めていく 

・個人の商店などに地図等を置いてもらうなど協力を

頼む 

 

・姉妹都市などの文化について知らせていく 

・誰にでもわかる観光案内の設置 

施策分野項目 3-8 青少年の健全な育成 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 
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E・F班 

政策目標 ４ 場の力が創造する魅力・活力のあるまち 
施策分野項目 4-1 観光の振興 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・宿、テーマパーク、駐車場の料金を安く 

・街を美しく（ゴミを捨てない、清掃活動） 

・伊東の宣伝強化（フェイスブック、ツイッター等） 

・イベントへの積極的な参加 

・平日無料パスの発行 

・「伊東」→「伊豆半島東岸」の略（キャッチフレーズ） 

・また訪ねたい街づくり 

・イベント、花火の周知 

・市民観光大使（ホームページ毎日更新） 

 

 

・伊東の資源の活用方法の創出 

・伊東駅前広場の整備と地元住民の協力 

・トイレをきれいにする 

・伊豆急線の直通運転（横浜発着） 

・温泉テーマパークを作る 

・イベントの開催（協同開催、松川沿の朝市など） 

・行政からの観光宣伝の促進 

・ランドマークの作成 

・観光資源のＰＲの工夫 

・市民主役の市や観光協会のＨＰ活性化 

施策分野項目 4-2 健康保養地づくりの推進 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・健康関連イベントへの参加（体育教室） 

・健康宿泊プラン（湯治客） 

・スポーツテーマパークを作る 

○より良い健康づくり（スポーツ観光） 

（パラグライダー、サーフィン、ダイビング、ヨット等） 

 

 

 

・医療のレベルアップ 

（観光施設や宿泊施設と医療機関の連携強化） 

・旧ホテル等を有料保養施設に転換する 

・伊東分校を看護学校にする 

・市民バスを多くする 

・ウォーキング路の整備（標識等） 

○スポーツ選手、介護者等も来たくなる環境作り 

施策分野項目 4-3 広域連携による誘客の拡充 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・広域ツアーへの参加（河津桜、グルメ、ジオパーク） 

・釣りを発信 

・連泊させる工夫（安い宿、ポイント割引） 

・観光客には親切におもてなし 

・２０２０年オリンピック観光客への周知のため外国人

用ガイドブックに載せる 

・ジオパークとの連携を図る 

○伊東の財産は海と山と温泉 

 

 

 

・大島、伊豆諸島への玄関口になる 

・伊豆名所巡りプランをサポートする 

・伊東線複線化の推進（地権者への協力要請） 

・医療のレベルアップ（医療機関の組織化） 

・映画、ドラマのロケ地の誘致 

・交通アクセスを良くする（有料道路の無料化な

ど） 

・伊豆半島セット観光づくり 

・伊豆トレイルジャーニーのイベント大会（Wi-Fi を

完備する） 

施策分野項目 4-4 商工業の振興 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・地元商店での買い物 

・伊東の名産品を開発する（健康と関連づけ） 

・既存商品のＰＲ充実（デパートで販売） 

・干物市場（無料駐車場付） 

・店舗を魅力的に愛想も良く 

・専門店街を作る（ひもの、お菓子） 

・ビジネス支援図書館 

・旅館、ペンション開業支援 

 

 

・農業で生計を立てられるようなシステム作り 

・指導者の確保 

・農林業のトライアル雇用 

・地産地消の推進（学校給食に使用） 

・地産木材を使用した公共施設作り 

・観光との融合 

・地産地消農園の体験ツアー 
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施策分野項目 4-5 農林業の振興 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・おいしいみかんの開発 

・ＪＡと協力してブランド野菜の開発 

・森林、農業体験（みかん狩りツアー） 

・間伐材の有効利用（まき、ペレット） 

・伊東の既存ブランドの掘り起し 

（熱川のスナップエンドウ、ニューサマーオレンジ等） 

・農業体験 

 

・農業で生計を立てられるようなシステム作り 

・指導者の確保 

・農林業のトライアル雇用 

・地産地消の推進（学校給食に使用） 

・地産木材を使用した公共施設作り 

・観光との融合 

・地産地消農園の体験ツアー 

施策分野項目 4-6 水産業の振興 

～「市民」としてできること～ ～「市民」と「行政」との協働によりできること～ 

・市民にお中元、お歳暮などを送ってもらう（干物） 

・伊東の釣りの楽しさＰＲ 

・伊東の魚のブランド化（ごまさば） 

・遊びから楽しく育成 

・漁業体験（２５名ぐらいの漁船ツアー） 

・フィッシャーマンズワーフのような漁師のおもてなし 

 

 

○魚市場の再整備 

・漁協に直売所を作る 

○魚の地産地消の推進 

・地場産品を学校給食に取り入れる 

・観光との融合 

・異業種コラボレーション（漁師、ダイビングショッ

プ、レストラン） 
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伊東市市長公室課地域政策担当 

電話０５５７－３２－１０６２ 

koushitsu@city.ito.shizuoka.jp 


