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  序論
１ 鋸南町総合計画とは
本町の目指すべき将来像を明らかにし、そのために必要なさまざまな分野の施策の方向

性や目標を定める計画です。したがって、本町が策定するすべての計画や施策は、この総
合計画が基本となっています。

２ 計画の構成と期間

本町の将来像と、それを実現するための施策の大綱を明らかにしたものです。

基本構想を実現するために、分野ごとに現状と課題を明らかにし、必要な施策を総合的、
体系的に定めたものです。前期と後期の５年間に分けて策定することとし、今回策定する
後期基本計画は、前期基本計画での成果と課題をふまえ、再構成するものです。

３ 基本構想
基本構想は、平成 32年度までを期間としているため大きな改訂は行いませんが、新し

く策定された計画との関係において、一部修正が行われました。

（１）まちづくりの基本理念・将来像
鋸南町総合計画においては、「『里山』を彩る」「『里海』に根ざす」「『里愛』で結びつく」

の３つをまちづくりの基本理念に据えています。この基本理念によるまちづくりを推進し、
本町は、次の将来像を実現することを目指しています。

基本構想　（10年間：平成23年度～平成32年度）

基本計画　（５年間：�前期　平成23年度～平成27年度�
後期　平成28年度～平成32年度�）

将来像

みんなでつくる三ツ星のふるさと・鋸南

今回の計画は、
平成 28年４月からの
後期基本計画です
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（２）将来人口の見通し
平成 23年度に策定した基本構想では、本計画の終了年度の平成 32年度には、本町の

総人口は7,442人に推移すると見込みました。平成27年度に策定した鋸南町人口ビジョ
ンにおいても、その見込みは大きくは変わっていません。同ビジョンにおいては、さらに
将来にあたる 2060年（平成 72年）の人口目標を以下のように設定しました。

（３）基本的な政策の方向
将来像の実現のために、次に掲げる大綱に基づき、まちづくりの諸施策を推進します。

2060 年目標人口　5,000 人以上
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鋸南町まち・ひと・しごと創生総合戦略
本町の特性を活かした産業振興と雇用創造 新しい人の流れをつくる

・道の駅保田小学校を中心とした産業振興
・地域資源を活かした雇用創造
・６次産業化と商工連携の促進
・集落営農の促進

・移住推進相談窓口の設置
・地域資源をつなぐ周遊ルートの整備
・移住・定住のための基盤整備

地域が連携するまちづくり 結婚・出産・子育ての希望をかなえる

・福祉・医療の充実
・ふるさとへの愛着を育む生涯学習の推進
・自主防災組織の充実

・結婚支援
・子育て支援
・母子保健支援

（４）重点プロジェクト
前期基本計画においては、分野横断的な３つの重点プロジェクトを掲げ、産業基盤の整

備や地域づくりを推進してきました。
しかしながら、平成 27年度に「鋸南町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定した

ことにより、人口減少・少子高齢化対策に重点的に取り組む必要があることから、後期基
本計画における重点プロジェクトは「鋸南町まち・ひと・しごと創生総合戦略」へ移行す
るものとします。

里山ときめきプロジェクト

・優良農地の確保
・花であふれるまちづくりの推進
・「里山」を通じた交流の推進

里愛あったかプロジェクト

・地域ぐるみの健康福祉のまちづくり
・地域ぐるみの安全・安心のまちづくり
・「里愛」を未来へつなぐふるさと教育の推進
・「里愛」あふれる観光地づくりの推進

里海きらめきプロジェクト

・美しい海洋環境の保全
・つくり育てる漁業の振興
・「里海」を通じた交流の推進

重点プロジェクト移行のイメージ
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  後期基本計画
※以下に掲載する「主な成果指標」と「住民の取組み」は、代表的なものを抜粋しています。

１ 農林業の振興

●農業経営・生産の効率化と農地の
　利用集積
●新たな担い手の確保
●森林の保全

●農産物の付加価値向上
●地域の保全と都市交流
●有害鳥獣対策への支援の強化

主な成果指標
指標の内容 実績 平成32年度目標
農地の

利用集積面積
14ha

（平成27年） 20ha

人・農地プラン
の策定地域 ― 5件

認定農業者数 32人
（平成27年） 36人

２ 水産業の振興

●つくり育てる漁業の促進
●６次産業化の推進

●漁港施設の整備、担い手の確保
●ブルーツーリズム（エコツーリズム）の推進

主な成果指標
指標の内容 実績 平成32年度目標

漁獲量（年間） 2,570ｔ
（平成26年） 3,000ｔ

水揚金額
（年間）

6億2千万円
（平成26年） 6億2千万円

6次産業分野
における
事業開始

（農水産業計）
― 2件

活力ある産業づくり

農業の持続的発展のため、土地利用の調整を図りながら農地の集約化を進めてい
きます。また、安定的な農業経営を行える環境を整備し、担い手の確保と育成を進
めるとともに、近年被害が増加している有害鳥獣対策への支援強化を行います。

主要
施策

住民の取組み
農地利用の最適化と生産効率化に努めましょう。
協力して地域の農地を守りましょう。
安心・安全な農産物生産に努めましょう。
都市住民との交流に積極的に参加しましょう。

漁業環境の変化にも対応できるよう、つくり育てる漁業を促進し、６次産業化な
ど付加価値向上や経営多角化を支援します。また、ブルーツーリズム推進により、
観光振興と将来的な担い手確保につなげます。

主要
施策

住民の取組み
協力して漁業資源を守り育てましょう。
効率的・効果的な漁港づくりに努めましょう。
都市住民との交流に積極的に参加しましょう。
鋸南町ならではの漁業を考えていきましょう。
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３ 商工業の振興

●事業所の体力づくりへの支援
●積極的な企業の誘致

●多様なビジネス展開の促進
●勤労者の就労環境の向上

主な成果指標
指標の内容 実績 平成32年度目標

製造品出荷額 12億円
（平成25年） 20億円

建設業
従業者数

197人
（平成25年）

180人以上
維持

年間商品
販売額

65億円
（平成24年） 110億円

４ 観光振興と定住の促進

●積極的な情報の発信
●観光資源の充実とネットワーク化

●イベントの振興
●定住の促進

主な成果指標
指標の内容 実績 平成32年度目標
年間観光入込

客数
95万人

（平成25年） 100万人

住宅取得助成の
累積実施件数 43件 30件

５ 地域情報化の推進

●住民の情報化の促進
●公衆無線ＬＡＮの整備
●鋸南町ホームページの更新

●行政内部の情報化の推進
●�社会保障・税番号（マイナンバー）制度の�
適正な運用

主な成果指標
指標の内容 実績 平成32年度目標

町内の高速ブロードバンド
が利用可能な世帯の割合 100％ 100％

ホームページ閲覧回数 50万回／年 150万回／年

商工会などと連携しながら、各事業所の意欲的な取組みを促進し、道の駅などを
活用した商工連携や販路拡大を支援します。

主要
施策

住民の取組み
各種制度を活用しましょう。
積極的に異業種交流を行い、アイデア交換に� �
努めましょう。

既存の観光施設や地域の魅力と本町の観光振興の起点となる道の駅保田小学校と
の連携を図りながら、花木や歴史・文化といった観光資源及び地域資源のさらなる
活用に取り組みます。また、定住促進体制の構築や空き家の活用を推進し、移住者
増加に向けて取り組みます。

主要
施策

住民の取組み
ＳＮＳなどで、町の魅力を発信しましょう。
観光客への心のこもったおもてなしに努め� �
ましょう。

誰もが自分に必要な情報を、必要なときに入手・活用し、豊かな生活の実現や活
力ある産業の振興につなげていきます。

主要
施策

住民の取組み
情報機器の習熟に努めましょう。
地域情報を発信しましょう。
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６ 交通基盤の充実

●道路環境の向上
●公共交通の維持・確保

●交通安全対策の推進
●駐車場の確保

主な成果指標
指標の内容 実績 平成32年度目標
町道の改良率 30％ 40％
循環バス
乗降者数

11,625�人
（平成26�年） 12,000�人／年

７ 子ども・子育て支援

●�妊娠・出産・育児の各期に応じた�
健康保持支援

●就学前保育・教育の充実
●ひとり親家庭支援の充実

●乳幼児・小児の感染症予防
●子育て支援サービスの強化
●青少年教育の推進
●結婚支援

主な成果指標
指標の内容 実績 平成00年度目標

乳幼児健診受診率
・妊婦一般健診
・３～６か月児健診
・９～11か月児健診
・１歳６か月児健診
・３歳児健診

�100%
96.2%
88.5%
93.8%
97.4%

（平成26年実績）

全項目
100%

子育てサロンの年間
延べ参加人数

73人
（平成26年） 100人

合計特殊出生率 1.03‰ 1.6‰

町域内の道路整備を計画的に進めるとともに、道路環境向上に努めます。また、
公共交通の利便向上に努めます。

主要
施策

住民の取組み
公共交通を利用しましょう。
交通安全の学習を積極的にしましょう。

輝く人材づくり

子育ての不安や悩みを相談できる場を充実し、安心して子どもを生み育てられる
環境づくりと子どもたちの健全育成に努めていきます。

主要
施策

住民の取組み
子育てに関する悩みや問題は、気軽
に相談機関を利用し、ひとりで悩ま
ないようにしましょう。

※�‰（パーミル）は1,000分の１を１と
する単位。�
１‰は0.1％にあたります。
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８ 学校教育の充実

●小中学校の教育内容の充実
●こころの相談・指導の推進

●小中学校の教育環境の充実

主な成果指標
指標の内容 実績 平成32年度目標

小中学校の耐震化率 100％ 100％
地元食材を

利用した給食の回数 ５回 11回

特別支援教育学習支援員 5人 5人

９ 教育施設の再編

●教育・保育・子育て支援体制づくり
●学校施設等の跡地の有効利用

主な成果指標
指標の内容 実績 平成32年度目標

幼稚園・
保育所・小学校
の集約化

鋸南幼稚園
鋸南保育所
鋸南小学校
（平成27年）

幼保一体化施設

10 生涯学習の振興

●学習活動の促進
●読書活動の促進

主な成果指標
指標の内容 実績 平成32年度目標

公民館講座・高齢者学級の開催回数 16回 50回
公民館講座・高齢者学級の参加延人数 480人 700人

自主サークル数 27�団体 40�団体
自主サークル会員数 270人 400人

学校・家庭・地域が一体となって、郷土への誇りと人を思いやるやさしさをもち、「生
きる力」を育む教育を実践します。そのための教育力向上を目指し、教職員の資質
向上を図る研修を充実します。

主要
施策

住民の取組み
地域ぐるみで学校教育活動を支援し
ましょう。

幼保一体化を実施します。また、学童保育についても一体的に提供ができるよう、
体制整備に努めます。

主要
施策

住民の取組み
新しい教育・保育体制づくりに協力しましょう。

住民一人ひとりが自己実現を図り、生きがいや心の豊かさをもって生活ができる
よう学習機会を充実します。また、個人の学習成果が社会に還元され、コミュニティ
強化につなげるため、学習機会や支援体制を整備します。

主要
施策

住民の取組み
学習活動で培った知識や技
術、経験などを地域活動に
活かしましょう。
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11 スポーツの振興

●スポーツ活動の促進
●スポーツ環境の充実

主な成果指標
指標の内容 実績 平成32年度目標

総合型スポーツクラブの会員数 100人 100人以上
町内団体主催のスポーツイベント

参加延べ人数 3,000人 3,000人

12 地域文化の振興

●歴史文化の保存と継承・活用
●文化・芸術活動の促進

主な成果指標
指標の内容 実績 平成32年度目標

子どもたちへの
伝承活動団体数 ２団体 ５団体

菱川師宣記念館の
年間入館者数 17,000人 21,000人

文化祭の参加延べ人数 3,000人 4,500人

13 共生社会づくりの推進

●人権の尊重
●国際交流・多文化共生の促進

●男女共同参画の促進

主な成果指標
指標の内容 実績 平成32年度目標

各種審議会・委員会
の女性の割合 21.4％ 30％

国際交流・多文化共生関係
事業の年間延べ参加人数 140人 100人以上

スポーツを通して心身ともに健康な状態が維持できるよう、気軽に参加し楽しむ
ことができる場所や機会の提供を行い、生涯スポーツの普及に努めます。

主要
施策

住民の取組み
スポーツやレクリエーション
を定期的に行い、心身の健
康を維持・増強しましょう。

住民一人ひとりが豊かな芸術・文化に触れ、また、自分自身が芸術・文化の担い
手となるよう、芸術・文化活動に取り組む団体を支援します。さらに、地域の歴史・
文化情報を町内外に発信し、文化の振興・発展に努めます。

主要
施策

住民の取組み
町の歴史・文化の発信に努めましょう。

差別や暴力・虐待の撤廃についての指導・啓発を行います。また、男女がお互い
に人権と能力を尊重しながら、個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現を
目指すとともに、外国人と日本人がお互いの文化を理解しあう多文化共生社会の実
現を目指します。

主要
施策

住民の取組み
すべての人の人権を尊重し、社会
的責任を分かちあいましょう。

菱川師宣記念館
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14 健康の保持・増進

●検診・予防接種等による健康管理の支援
●老人福祉センター笑楽の湯の活用
●国民健康保険・後期高齢者医療保険運営の安定化

●健康づくり事業の推進
●�地域医療体制の確保・
充実

主な成果指標
指標の内容 実績 平成32年度目標

検診の受診率（以下は一部）
・特定健診
・大腸がん検診
・乳がん検診

25.8%
12.5%
14%

65%
15%
20%

なのはな教室の年間参加
延べ人数 90人 60人以上

運動教室の年間参加
延べ人数 280人 250人以上

40～74�歳の国保被保険者
の内臓脂肪症候群の該当
者・予備群の減少率

20年度比
５％減

25年度比
１％減

15 地域福祉力の強化

●高齢者介護・福祉の充実
●低所得者福祉の推進
●年金相談の実施

●障害者福祉の推進
●地域福祉の推進

主な成果指標
指標の内容 実績 平成32年度目標
要介護認定率 19％ 18％
施設・居住系

介護保険サービス利用者数 160人 153人

認知症予防教室「笑って、楽
しく、頭と身体を動かす会」
の実施地区と参加者数

20地区 22地区
330人参加

安心生活づくり

住民一人ひとりが自分や家族の健康に意識を向け、健康づくりに取り組み、健康
で明るい生活を送れるよう、各種保険サービスを充実させ、認知症予防に重点を置
いた施策を展開します。

主要
施策

住民の取組み
栄養バランスのよい食事や定期的
な運動を行い、生活習慣の維持・改
善に努めましょう。

地域住民や地域活動・地域福祉活動を行う人、事業者、社会福祉協議会、町など
がそれぞれの役割や特性を活かしながら、支えあう関係を築き、関係性を深めてい
くことで、福祉サービスを利用しやすい仕組みづくりや、福祉サービスの内容と提
供体制の充実、交流や住民参加の機会の充実を図ります。

主要
施策

住民の取組み
地域と協力して、支援を必要とし
ている人への声かけや見守り活動
を行いましょう。

※�内臓脂肪症候群（メタボリック・シ
ンドローム）とは、高血糖・高血圧・
脂質異常症のうち、２つ以上を合併
した状態
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16 循環型社会の形成

●自然環境の保護・再生
●一般廃棄物の適切な処理の推進
●エネルギーの有効利用

●生活排水の適切な浄化の促進
●環境保全対策の推進

主な成果指標
指標の内容 実績 平成32年度目標
生活排水処理率 66％ 75％以上維持
1世帯1日あたりの
家庭ごみ排出量

1.10kg／年
（平成25年） 1kg／年

ごみリサイクル率 18.4％
（平成25年） 23.5％

17 生活環境の向上

●上水道の安定供給
●良好な住生活の確保
●公園・緑地の充実

●防犯体制の強化
●葬祭環境の充実

主な成果指標
指標の内容 実績 平成32年度目標

既設石綿セメント管
の延長 13.4km 11.9km

耐震化率 85.71％ 90％

公園箇所数 ６か所
（平成27年） ９か所

美しい自然環境を守るために、行政・住民・事業者が協働で環境保全に取り組み
ます。また、環境に負担をかけない、自然の循環メカニズムの実現のため、行政・
住民・事業者が一体となった３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の取組み
を推進します。生活排水の浄化のために、合併処理浄化槽の普及を促進します。

主要
施策

住民の取組み
使い捨ての容器の使用や過剰包装を減
らし、ごみの出ない取組みを実践しま
しょう。

安全・快適な住生活が保障されるために、良質な水道水の安定供給や、住宅環境
の向上、公園・緑地の充実、防犯対策の充実を図ります。

主要
施策

住民の取組み
良好な生活環境を維持するため、一人ひ
とりが水の有効利用や、マナーある公園・
緑地の利用などを心がけましょう。
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18 消防・防災力の強化

●防火意識の啓発と防火指導の徹底
●災害予防対策・危機管理対策の強化

●消防力の強化
●応急体制の強化

主な成果指標
指標の内容 実績 平成32年度目標

鋸南分署職員数 18人
（平成27年） 18人

消防団員数 167人
（平成27年） 199人

自主防災組織のカバー率 16％
（平成27年） 80％

19 協働のまちづくりと行財政改革の推進

●地域づくり活動の促進
●住民との協働による計画行政の推進
●財政の安定化

●まちづくり情報の共有化
●組織基盤の強化
●広域連携の強化

主な成果指標
指標の内容 実績 平成32年度目標

まちづくり支援事業
支援団体数

15団体
（累計）

25団体
（累計）

指定管理者制度
導入実施施設数

5か所
（平成27年） 8か所

鋸南町豊かなまちづくり
寄付金額

500万円
（平成26年） 1億円

地域で想定されるさまざまな災害に対し、予防・応急体制を整備します。また、
住民との協働により、地域ぐるみの消防防災対策を確立します。

主要
施策

住民の取組み
日頃から、近隣の方とのコミュニ
ケーションをとり、災害時の連絡・
避難・救助活動につなげましょう。

地方自治の基本組織である「区」を主体として、地域の助け合い、支え合いによ
る協働のまちづくりを行なうことで、本町の自治体制の確立を図ります。

主要
施策

住民の取組み
行政の仕組みや動きに関心を持ち、
自治活動へ積極的に参加しましょう。

鋸南町総合計画
後期基本計画【概要版】

平成28年３月
鋸南町

〒299–2192 千葉県安房郡鋸南町下佐久間3458
電話　0470–55–4801　FAX　0470-55-1342
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