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ごあいさつ

本町では、令和 4 年度から 5 年間の町政の重点戦略を示

すものとして、第２期の一宮町総合戦略をここにまとめまし

た。巻頭におきまして、作成責任者としてひとことご挨拶を

差し上げる次第です。

今回の総合戦略には、１期目とは異なる特徴があります。

それは、総合計画の性格も併せ持つものだということです。

総合計画というのは、従来、自治体が計画的にまちづくりを進めていくための指針として

作ることが求められてきたものです。しかし、地方分権改革により義務付けが撤廃され、総

合計画については、策定は任意のものとなりました。一方、総合戦略というのは、地方創生

の政策遂行に伴い、政府から自治体に策定が求められたもので、より機動性が高く、戦略性

を明確にしたものです。

前回の総合計画は、10年前に住民の皆様の広範な協力のもとに優れたものが編さんされ

ました。10年を経たいま読み返しても、なお新鮮で生命力を失っていません。また、第１

期総合戦略はサーフォノミクスのキーワードを掲げた斬新なもので、色々と話題を呼びマス

コミの記事にもたびたび取り上げられました。

今回、総合計画と第１期の総合戦略とが相次いで終了時期を迎えることを受けて、本町で

は、総合計画と総合戦略を一体化したものとして、第２期目の総合戦略を策定することを決

めました。総合計画は、すでに任意のものになりましたが、前回策定のものが優れた内実を

備えていることを踏まえて、それを内容的に継承し全体を総合戦略の形に編さんしなおして、

今後の町の行政の手引書として使用していきます。もちろん、総合“戦略”ですから、実践

性・機動性により重点を置いて策定いたしました。これで、わたくしどもとしては、“戦略”

の名にふさわしい短期的施策と、“計画”の名にふさわしい中長期的目標と、併せてひとつ

の形に集約することができたのではないかと自負しています。

本総合戦略の有効期間は 5 年間ですが、この中に盛り込まれた内容が、そのあとの期間

にも有効性を発揮し、将来にわたって本町の健全で優れた行政展開の方向指示灯として機能

することを期待して、わたくしからのご挨拶といたします。

                     令和４年 3月 一宮町長 馬淵 昌也

目 次
策定の趣旨 ........................................... 1

総合戦略の体系 ..................................... 1

計画の期間 ........................................... 1

人口ビジョン ........................................2

一宮町の将来像 .....................................3

重点戦略の概要.....................................3

重点戦略..............................................5

基本施策の概要.....................................7

基本施策の体系.....................................8

基本施策............................................ 10

目 次
策定の趣旨 ........................................... 1

総合戦略の体系 ..................................... 1

計画の期間 ........................................... 1

人口ビジョン ........................................2

一宮町の将来像 .....................................3

重点戦略の概要.....................................3

重点戦略..............................................5

基本施策の概要.....................................7

基本施策の体系.....................................8

基本施策............................................ 10

19 

③行政と生活  

施施策策 3399  行行政政組組織織・・行行政政改改革革  

施策の展開 主な事業分野 

① 
定員管理・給与の適正

化と人材育成の推進 
●定員適正化計画の着実な実施 ●給与の適正化 

施施策策 4400  広広報報・・広広聴聴・・情情報報公公開開  

施策の展開 主な事業分野 

① 
分かりやすい 

情報の提供 
●広報いちのみや発行 ●ホームページ等を活用した情報発信 

② 
町民の声を 

聴く企画 

●町長への手紙、電子メール、町長室開放日 

●行政報告 

施施策策 4411  財財政政運運営営    

施策の展開 主な事業分野 

① 

健全な財政運営・

自主財源の安定的

確保 

●歳出総額の削減 ●町税収納率の向上 

●町有財産の適正な維持管理・更新 

●公共施設使用料・手数料の見直し 

② 
ふるさと応援寄附

の促進 

●ふるさと応援寄附推進事業 

●企業版ふるさと応援寄附推進事業 

施施策策 4422  住住民民協協働働    

施策の展開 主な事業分野 

① 
住民協働の促進、

区・自治会の育成 
●住民の参加機会の拡充 ●区運営事業 

施施策策 4433  自自治治    

施策の展開 主な事業分野 

① 自治基盤の強化 ●住民自治支援事業 
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策定の趣旨 

 「一宮町総合計画」（平成 23 年）、また「一宮町まち・ひと・しごと創生総合戦略」「一

宮町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」（ともに平成 27 年）を策定してから現在まで

の経済社会情勢や現時点で予想し得る今後の変化などを見据えた新たな計画として「第 2

期一宮町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定します。 

 

総合戦略の体系 

 総合戦略は、「一宮町の将来像」「重点戦略」「基本施策」で構成されています。人口ビジ

ョンを踏まえた「一宮町の将来像」を実現していくための取組として、本町が対応していく

べき主要な課題を解決するための「重点戦略」と、分野別に対処していく取組である「基本

施策」を設定しています。「重点戦略」と「基本施策」の 2つのアプローチから導出した取

組みを両輪で推進していくことで、本町が目指すべき将来像を実現していきます。 

一宮町の

将来像 

令和 8 年度における、本町が目指すべき姿です。人口ビジョンにおける目標

人口「12,000人」とそれを踏まえた町の将来像を示しています。 

重点戦略 

将来像を実現するための具体的な取組です。将来像の実現に向けて、本町が対

応すべき必要のある課題を整理し、それを解決するために特に重点的に行う

べき取組を「重点戦略」としました。重点戦略は地方創生にかかる国の基本目

標や横断的目標も踏まえたうえで決定しました。 

基本施策 
将来像を実現するための分野別の取組です。町政全般に関する各分野につい

て、現状と課題や施策の展開についての方向性を示しています。 

 

計画の期間 

 近年では、経済・社会環境の変化が著しく中長期の将来の見通しが立てづらいこともあり、

総合戦略の計画期間は、令和 4年度から令和 8年度までの 5年間とします。本計画の計画

期間の終了後、計画実施による効果を検証のうえ、時代に合わせた計画のブラッシュアップ

を検討します。 

 

 

 

 

 

 

令和4 令和5 令和6 令和7 令和8

2022 2023 2024 2025 2026

総合戦略
の期間

年度
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人口ビジョン 

①将来人口推計 

自然減少の拡大などを背景に本町の人口は減少が継続する見通しとなっており、社人研推

計では令和 12年（2030年）には 11,376人となり、令和 47年（2065年）には 9,672

人と 1万人を割り込む見通しとなっています。 

 
 

②人口の将来展望 

人口動態や将来人口推計などをふまえ、本町では本計画の目標年度である令和 8 年度

（2026年度）における目標人口を「12,000人」に設定いたします。 

 

 

 

 

 

出所：国提供の「人口動向分析・将来人口推計のためのワークシート」により推計

11,767
11,692

11,552
11,376

11,179

10,964

10,760

10,551

10,314

10,011 9,672

11,897

11,733
11,534

11,319
11,108

10,895

10,651

10,355

10,005

9,601

11,768
11,637

11,532 11,477 11,424
11,341

11,215
11,051

10,871

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2065年

(人)

①社人研推計（2015年基準）

②社人研推計（2020年基準）

③パターンA（国目標出生率）

【令和 8年度（2026年度）の目標人口】 

12,000人 



3

一宮町の将来像

○これは、平成４年より施行された町の総合計画に示された将来像をあらわす標語です。

○まちづくりにおいて掲げられる目標は、本町が有する最も基本的な財産としての、緑と海

とそしてそこに降り注ぐ太陽の恵みを基本に、生き生きとした躍動感ある暮らしの場をつ

くっていくことであるといえます。

○自然や文化など町の優れた資源を活かし、町の事業者の収益増加や町民の生活の質を上げ

ることを図ります。

○さらに町民誰もが本町を愛し、その暮らしの増進に協力し、一生住み続けたくなる生き生

きとした町をつくりあげ、持続していくことを目指します。

重点戦略の概要

①重点戦略のスローガン
本町の将来像を実現していくうえで、住民や事業者、行政など本町に関わる全ての人が心

にとめておくスローガンを下記の通り『CATCH THE WAVE』とします。

②第 2期総合戦略の構想
重点戦略は町が重点的に取り組んでいくべき最重要課題を、その解決の方向性とともに明

示するものです。まず、町の重点戦略を、攻めの方向「Ⅰ一宮町をさらに豊かで力強い町に

するために」と、守りの方向「Ⅱ一宮町をさらに住みたく住み続けたい町にするために」と

に分けて考えます。そして、Ⅰのもとには町を現在よりもさらに豊かにしていくために基本

目標①「オリンピックレガシーとしてのサーフォノミクスの拡大」及び基本目標②「パワー

スポット一宮の力の源としての農業と各種産業の拡大」を立て、Ⅱのもとには住民の命と暮

らしを守っていくために基本目標③「暮らしの充実度を上げるための子育て・教育・文化の

増進」及び基本目標④「暮らしの安全安心を確保するための防災・福祉・医療の増進」を立

てます。

躍動する緑と海と太陽のまち

ＣＡＴＣＨ ＴＨＥ ＷＡＶＥ
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②人口の将来展望 

人口動態や将来人口推計などをふまえ、本町では本計画の目標年度である令和 8 年度
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出所：国提供の「人口動向分析・将来人口推計のためのワークシート」により推計
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③重点戦略の体系 

基本目標①～④のそれぞれにおいて取り組む具体的な取組策は以下の通りです。  

・自然資源潮流等を利用した再生エネルギーの検討
　

・空き家バンク制度の創設検討

・世界サーフィン保護区に認定により一宮の海岸を世界中に発信
・新規就農者への各種研修、相談、生産規模拡大農業者への農地賃借支援
・ICT活用したスマート農業の推進
　
・統一景観形成施策リフォーム導入及び財政補助の検討
・一宮ブランドの確立による地域企業等の経営基盤強化

・草刈り実施　　・森林環境贈与税を活用した里山整備の推進
・クリーンシーズにより海岸環境保護活動実施・生物多様性戦略

・動画コンテンツYouTube動画配信のプラットフォーム活用

・室内（給食室ほか）の大規模改修

・宿泊施設やcaféなどのワーケーション可能な地域づくり
　
・無電柱化の検討
　
・ICT教育の充実
・小中学校の改築改修、給食室の増改築、統合、移転の検討
・町史編さん事業・オンライン講座の開催検討、蔵書検索システム、電子書籍導入
・中央公民館、GSS、臨海運動公園の整備

基本目標①

オリンピック

レガシーとし

てのサーフォ

ノミクスの

拡大

一
宮
町
を
さ
ら
に
豊
か
で
力
強
い
町
に
す
る
た
め
に

基本目標②

パワースポッ

ト一宮の力

の源としての

農業と各種

産業の拡大

一
宮
町
を
さ
ら
に
住
み
た
く
住
み
続
け
た
い
町
に
す
る
た
め
に

基本目標③

暮らしの充

実度を上げ

るための子

育て・教育・

文化の増進

基本目標④

暮らしの安

全安心を確

保するため

の防災・福

祉・医療の増

進

①サーフィンを軸とした新たな人の流れの創出

②防災拠点機能を備えたまちづくり拠点プロジェクト

③民間活力によるまちづくり

④自然資源等を利用した再生可能エネルギーの推進

①農林業の振興

③魅力あるまちづくりを目指した統一的景観形成

④6次産業化の推進

②先端技術を導入した農業の実現

①住民目線の情報発信強化

②子育て支援拠点の環境改善

③アフターコロナの新たな働き方の促進

⑥教育施設の環境改善

⑤新たな教育の促進

④「防災」「安全円滑な交通確保」「景観形成・観光振興」を踏ま

えた無電柱化の推進

①感染症予防体制の整備

②広域医療体制の充実

③避難所（ＧＳＳセンター）の整備

④原地区農業集落排水施設改修事業

⑥地域の防災体制、ICTを活用した防災デジタル化の整備

⑦「健康寿命」プロジェクト

基本目標 基本目標にかかる具体的な取組策

⑤自然豊かで多様性に富んだ環境保全

⑤空き家バンクの設立

⑥世界サーフィン保護区認定

⑦町の歴史・郷土・文化の増進

⑤中央ポンプ場改修事業

Ⅰ

Ⅱ

⑧公共交通の新たな展開
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重点戦略 

基基本本目目標標①①  オオリリンンピピッッククレレガガシシーーととししててののササーーフフォォノノミミククススのの拡拡大大  

基基本本目目標標②②  パパワワーーススポポッットト一一宮宮のの力力のの源源ととししててのの農農業業とと各各種種産産業業のの拡拡大大  

具体的な取組策 施策の展開 

①サーフィンを軸と

した新たな人の流

れの創出 

釣ヶ崎海岸（オリンピック開催地）に新たな拠点を創り、観光案

内やレンタサイクルなどを活用することにより町内の回遊性や滞

在期間を延ばし、駅周辺商店街と海岸部の人の流れを創出します。 

②防災拠点機能を 

備えたまちづくり

拠点プロジェクト 

地域住民が集う活動拠点の機能や九十九里地域を代表する観光拠

点の機能の他、津波などの災害時の一時避難所の機能も併せ持つ

拠点施設として、道の駅的な施設の設置に向けた検討を行います。 

③民間活力によるま

ちづくり 

企業版ふるさと納税制度を活用し、本町に対して寄附していただ

ける企業を募集し、本町の活性化につながる事業を実施します。 

④自然資源等を利用

した再生可能エネ

ルギーの推進 

本町の海岸部から沖合にかけては、年間を通じて風が強く波も高

いことから、これらを再生可能エネルギー源として利用すること

などを調査検討します。 

⑤空き家バンク 

の設立 

空き家の有効活用による良好な生活環境の保全、移住・定住の促

進のための宅地供給を図るため、空き家バンク制度を設立します。 

⑥世界サーフィン 

保護区認定 

WSR のサーフィン保護区の認定を目指し、一宮海岸の魅力を世

界中に発信していきます。 

具体的な取組策 施策の展開 

①農林業の振興 

持続可能な農業の実現に向け新規就農者の育成と担い手確保を行

い安定した収益を上げられるよう支援するとともに生産規模を拡

大したい農家を支援します。 

②先端技術を導入 

した農業の実現 

ドローンを活用した病害虫の防除などの先端技術の導入によって

スマート農業を推進し、作業効率化や省力化を図り、高品質な農

産物の安定生産を推進します。 

③魅力あるまちづく

りを目指した統一

景観形成 

町の特色を活かした統一的な街並みを形成するために、統一的景

観形成に資するリフォームに対する個別の財政的補助や他の自治

体の先進的な施策の導入を検討します。 

④６次産業化の推進 

地域産業活性化のため、販売ルートの拡大を支援するとともに、

特産物や農産物加工品などのブランド化や農業の6次産業化への

展開も視野に入れた活力ある農業の進行を図ります。 

⑤自然豊かで多様性

に富んだ環境保全 

生物多様性や恵まれた里山や海岸の景観を保全するために、森林

環境譲与税を活用した里山整備を進めるとともに住民による環境

保全の活動を推進します。 
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③重点戦略の体系 

基本目標①～④のそれぞれにおいて取り組む具体的な取組策は以下の通りです。  

・自然資源潮流等を利用した再生エネルギーの検討
　

・空き家バンク制度の創設検討

・世界サーフィン保護区に認定により一宮の海岸を世界中に発信
・新規就農者への各種研修、相談、生産規模拡大農業者への農地賃借支援
・ICT活用したスマート農業の推進
　
・統一景観形成施策リフォーム導入及び財政補助の検討
・一宮ブランドの確立による地域企業等の経営基盤強化

・草刈り実施　　・森林環境贈与税を活用した里山整備の推進
・クリーンシーズにより海岸環境保護活動実施・生物多様性戦略

・動画コンテンツYouTube動画配信のプラットフォーム活用

・室内（給食室ほか）の大規模改修

・宿泊施設やcaféなどのワーケーション可能な地域づくり
　
・無電柱化の検討
　
・ICT教育の充実
・小中学校の改築改修、給食室の増改築、統合、移転の検討
・町史編さん事業・オンライン講座の開催検討、蔵書検索システム、電子書籍導入
・中央公民館、GSS、臨海運動公園の整備

基本目標①

オリンピック

レガシーとし

てのサーフォ

ノミクスの

拡大

一
宮
町
を
さ
ら
に
豊
か
で
力
強
い
町
に
す
る
た
め
に

基本目標②

パワースポッ

ト一宮の力

の源としての

農業と各種

産業の拡大

一
宮
町
を
さ
ら
に
住
み
た
く
住
み
続
け
た
い
町
に
す
る
た
め
に

基本目標③

暮らしの充

実度を上げ

るための子

育て・教育・

文化の増進

基本目標④

暮らしの安

全安心を確

保するため

の防災・福

祉・医療の増

進

①サーフィンを軸とした新たな人の流れの創出

②防災拠点機能を備えたまちづくり拠点プロジェクト

③民間活力によるまちづくり

④自然資源等を利用した再生可能エネルギーの推進

①農林業の振興

③魅力あるまちづくりを目指した統一的景観形成

④6次産業化の推進

②先端技術を導入した農業の実現

①住民目線の情報発信強化

②子育て支援拠点の環境改善

③アフターコロナの新たな働き方の促進

⑥教育施設の環境改善

⑤新たな教育の促進

④「防災」「安全円滑な交通確保」「景観形成・観光振興」を踏ま

えた無電柱化の推進

①感染症予防体制の整備

②広域医療体制の充実

③避難所（ＧＳＳセンター）の整備

④原地区農業集落排水施設改修事業

⑥地域の防災体制、ICTを活用した防災デジタル化の整備

⑦「健康寿命」プロジェクト

基本目標 基本目標にかかる具体的な取組策

⑤自然豊かで多様性に富んだ環境保全

⑤空き家バンクの設立

⑥世界サーフィン保護区認定

⑦町の歴史・郷土・文化の増進

⑤中央ポンプ場改修事業

Ⅰ

Ⅱ

⑧公共交通の新たな展開
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基基本本目目標標③③  暮暮ららししのの充充実実度度をを上上げげるるたためめのの子子育育てて・・教教育育・・文文化化のの増増進進  

基基本本目目標標④④  暮暮ららししのの安安全全安安心心をを確確保保すするるたためめのの防防災災・・福福祉祉・・医医療療のの増増進進  

具体的な取組策 施策の展開 

①住民目線の 

情報発信強化 

自然や子育て環境などの本町の魅力を広報紙、動画コンテンツな

どを通じて広く情報発信します。 

②子育て支援拠点の

環境改善 
子育て支援拠点の老朽化に対応する為に環境修繕していきます。 

③アフターコロナの 

新たな働き方の促進 

デジタル化や DXを視野に入れた働き方の促進のほかワーケーシ

ョンが可能な地域づくりのための各種施設の整備を促進します。 

行政機関の日常的な業務にＩＣＴを導入し各種証明書の交付を検

討し、住民の利便性向上や業務の効率化を図り住民サービスの向

上に努めます。 

④「防災」「安全円滑な

交通確保」「景観形

成・観光振興」を踏

まえた無電柱化の

推進 

災害時の電柱倒壊に伴う停電防止や魅力的な景観形成のため、玉

前神社周辺において無電柱化（電線の地中化）を推進します。 

⑤新たな教育の促進 
児童生徒の「生きる力」の育成や郷土愛を大切にする心を育てま

す。また、ICT教育や情報モラル教育の更なる充実を図ります。 

⑥教育施設の 

環境改善 

小中学校や給食施設また社会教育施設（ＧＳＳセンター・公民館

など）の老朽化対策を行います。 

⑦町の歴史・郷土・ 

文化の促進 

本町の歴史や文化への理解を深めるために、『一宮町史（昭和 39

年発行）』を全面改訂し、新たな『一宮町史』を編さんします。 

具体的な取組策 施策の展開 

①感染症予防体制の整備 感染対策の啓発やワクチン接種などの対策に取り組みます。 

②広域医療体制の充実 長生郡市の医療体制を強化すべく広域的な連携を検討します。 

③避難所（ＧＳＳ 

センター）の整備 

GSSセンターの安全性や機能性を高めるために、建物の西側の崖

を掘削するとともに、非常用発電設備を整備します。 

④原地区農業集落 

排水施設改修事業 

原地区農業集落排水の機能維持を図るため、老朽化対策を実施し

ます。 

⑤中央ポンプ場改修事業 中央ポンプ場の機能維持を図るため、老朽化対策を実施します。 

⑥地域の防災体制、

ICTを活用した防災

デジタル化の整備 

自主防災組織や消防団の担い手確保を通じた機能維持、防災行政

無線デジタル化や防災アプリ、防災メールの利用を推進します。

海岸利用者へ津波警報などを迅速に伝達する体制を整備します。 

⑦「健康寿命」 

プロジェクト 

町民ができるだけ長く健康に過ごすことができるよう、「食」を含

めた健康づくりや病気予防対策、健康づくりに関する事業に参加

した町民への健康ポイント付与などの事業を実施します。 

⑧公共交通の 

新たな展開 

運転免許証を返納した高齢者への移動手段の提供および町の中心

部へのアクセスの利便性向上のため、環境にやさしいグリーンス

ローモビリティ（電動小型低速車両）などの導入に向けた調査検

討を行います。 



7 

基本施策の概要 

①「まちづくりと生活」の視点 

本町の前回の総合計画は、住民参加型で計画を練り上げることで、住民の生活目線から町

の施策をとらえ直していきました。その結果として、①生涯と生活、②地域と生活、③行政

と生活、といった住民生活に則した三本柱の下に分野別の計画を位置付ける方針を打ち出し

ました。今回もこの三本柱を踏襲し、各分野の施策を推進していきます。 

生涯と生活 

「生涯と生活」という視点は、分野・領域といった専門的観点で分断されるものではあり

えない、人の生涯というものをトータルに見つめ、人生の歩みに応じて年代別に必要とされ

る公共サービスを創出していこうとするものです。 

地域と生活 

「地域と生活」という視点は、町民の個性や地域の独自性を支える地域空間のなかで、分

野・領域を横断させていくことによって生活機能を充実させていこうとするものです。 

行政と生活 

「行政と生活」という視点は、町民の信託を受けて職務を遂行する行政組織の形態・運用

のあり方を自治の観点からとらえていこうとするものです。 

 

 

②重点戦略との関連性 

基本施策は町が対処するべき課題について、住民生活の視点を踏まえて網羅的に示したも

のです。重点戦略と基本施策はお互いに完全に独立したものではなく、両者は密接に関わり

合っています。重点戦略と基本施策を推進するにあたっては、互いに進捗状況を確認すると

もに、状況の変化に応じて方針を修正する必要が生じた際などは互いに整合を図る必要があ

ります。 

そこで、重点戦略と基本施策の間にズレが生じないよう、各基本施策について、それぞれ

が関連する重点戦略の基本目標を明確にしました。 

 

  

6 

基基本本目目標標③③  暮暮ららししのの充充実実度度をを上上げげるるたためめのの子子育育てて・・教教育育・・文文化化のの増増進進  

基基本本目目標標④④  暮暮ららししのの安安全全安安心心をを確確保保すするるたためめのの防防災災・・福福祉祉・・医医療療のの増増進進  

具体的な取組策 施策の展開 

①住民目線の 

情報発信強化 

自然や子育て環境などの本町の魅力を広報紙、動画コンテンツな

どを通じて広く情報発信します。 

②子育て支援拠点の

環境改善 
子育て支援拠点の老朽化に対応する為に環境修繕していきます。 

③アフターコロナの 

新たな働き方の促進 

デジタル化や DXを視野に入れた働き方の促進のほかワーケーシ

ョンが可能な地域づくりのための各種施設の整備を促進します。 

行政機関の日常的な業務にＩＣＴを導入し各種証明書の交付を検

討し、住民の利便性向上や業務の効率化を図り住民サービスの向

上に努めます。 

④「防災」「安全円滑な

交通確保」「景観形

成・観光振興」を踏

まえた無電柱化の

推進 

災害時の電柱倒壊に伴う停電防止や魅力的な景観形成のため、玉

前神社周辺において無電柱化（電線の地中化）を推進します。 

⑤新たな教育の促進 
児童生徒の「生きる力」の育成や郷土愛を大切にする心を育てま

す。また、ICT教育や情報モラル教育の更なる充実を図ります。 

⑥教育施設の 

環境改善 

小中学校や給食施設また社会教育施設（ＧＳＳセンター・公民館

など）の老朽化対策を行います。 

⑦町の歴史・郷土・ 

文化の促進 

本町の歴史や文化への理解を深めるために、『一宮町史（昭和 39

年発行）』を全面改訂し、新たな『一宮町史』を編さんします。 

具体的な取組策 施策の展開 

①感染症予防体制の整備 感染対策の啓発やワクチン接種などの対策に取り組みます。 

②広域医療体制の充実 長生郡市の医療体制を強化すべく広域的な連携を検討します。 

③避難所（ＧＳＳ 

センター）の整備 

GSSセンターの安全性や機能性を高めるために、建物の西側の崖

を掘削するとともに、非常用発電設備を整備します。 

④原地区農業集落 

排水施設改修事業 

原地区農業集落排水の機能維持を図るため、老朽化対策を実施し

ます。 

⑤中央ポンプ場改修事業 中央ポンプ場の機能維持を図るため、老朽化対策を実施します。 

⑥地域の防災体制、

ICTを活用した防災

デジタル化の整備 

自主防災組織や消防団の担い手確保を通じた機能維持、防災行政

無線デジタル化や防災アプリ、防災メールの利用を推進します。

海岸利用者へ津波警報などを迅速に伝達する体制を整備します。 

⑦「健康寿命」 

プロジェクト 

町民ができるだけ長く健康に過ごすことができるよう、「食」を含

めた健康づくりや病気予防対策、健康づくりに関する事業に参加

した町民への健康ポイント付与などの事業を実施します。 

⑧公共交通の 

新たな展開 

運転免許証を返納した高齢者への移動手段の提供および町の中心

部へのアクセスの利便性向上のため、環境にやさしいグリーンス

ローモビリティ（電動小型低速車両）などの導入に向けた調査検

討を行います。 
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基本施策の体系 

 

基本施策および基本施策に連なる施策の展開の体系を以下の通りに定めました。 

 

 
 

  

ままちちづづくくりりとと
生生活活のの視視点点

生生活活ととのの
かかかかわわりり

直直接接的的にに関関連連すするる
重重点点戦戦略略のの基基本本目目標標

施施策策のの展展開開

①子育て環境の整備

②子育て支援の充実

③ひとり親家庭福祉の充実

④虐待等に関する相談体制の充実

⑤母子の健康支援

①健康づくりの推進

②病気予防対策の充実

①初めての学びの場

②親子で学ぶ環境

③教育内容の充実

④教育支援体制の充実

⑤学校施設の充実

①交通安全意識の高揚・指導・教育の促進

②交通安全施設の整備・通勤の利便性の充実

③公共交通サービスの充実

①世代間交流の活性化

②社会参加の場の拡大

①宅地開発の促進

②空き家対策の実施

③定住化の促進

基本目標④ 7 消費生活 ①消費者保護対策の推進

①青少年の健全育成と子ども会の活動の推進

②更生保護女性会活動の推進

基本目標②、③ 9 就労 ①労働・雇用対策の充実

①介護予防の推進

②生きがいづくりの推進

③高齢者福祉の充実

①障がい者福祉の推進

②生きがい、働きがいのあるまちづくり

①男女共同参画の推進

②人権を尊重しあう社会づくり

③女性管理職の登用推進

基本目標④ 13 国保・年金 ①国保・年金・後期の円滑な運営

基本目標④ 14 介護保険 ①地域包括ケアシステムの推進

①生涯学習機会の充実

②まちの図書室の充実

基本目標③ 1 児童福祉

基本目標④ 2 健康

基本目標③ 5 社会参加

分分野野

生涯と生活
（当事者の視点）

幼年期
～高年期

基本目標③ 3 教育

基本目標④ 4 交通

地域と生活
（社会環境の視点）

家庭

基本目標①、② 6 住宅・土地

基本目標③ 8 青少年育成

基本目標④ 10 高齢者福祉

基本目標④ 11 障がい者福祉

基本目標③ 12 男女共同参画

基本目標③ 15 生涯学習
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ままちちづづくくりりとと
生生活活のの視視点点

生生活活ととのの
かかかかわわりり

直直接接的的にに関関連連すするる
重重点点戦戦略略のの基基本本目目標標

施施策策のの展展開開

①地域ボランティア活動支援

②区・自治会と町の連携強化

基本目標④ 17 地域福祉 ①地域福祉の推進

基本目標② 18 公園・緑地 ①適正な維持管理

基本目標④ 19 防犯 ①防犯体制の確立・防犯灯及び防犯カメラの設置

①スポーツ施設の維持管理

②スポーツ活動の充実

①芸術文化の振興

②文化財の保護

③文化施設の維持管理

基本目標② 22 土地利用 ①景観の保全

基本目標④ 24 道路 ①都市計画道路の見直し

基本目標④ 25 公衆衛生 ①合併処理浄化槽への転換の推進

①水の安定供給

②施設の維持管理

基本目標④ 27 消防・防災 ①移転候補地の検討・防災体制の確立

基本目標④ 29 広域行政 ①広域市町村圏組合の運営

①外国人の支援と国際交流

②中学生海外交流研修

①防災行政無線デジタル化の推進

②各種計画の見直し

①農業の振興

②森林維持

③水産資源の保護

①中小企業支援

②消費需要の拡大

①観光施設の整備・運営

②イベント・プロモーション活動の実施

③広域連携の構築・活用

基本目標② 36 産業と環境 ①各産業の取組み支援

基本目標② 37 環境保全 ①環境保全の推進

①自然エネルギーの推進

②再生可能エネルギー活用の普及

基本目標④ 39 行政組織・行政改革 ①定員管理・給与の適正化と人材育成の推進

①わかりやすい情報の提供

②町民の声を聴く企画

①健全な財政運営・自主財源の安定的確保

②ふるさと応援寄附の促進

基本目標④ 42 住民協働 ①住民協働の促進、区・自治会の育成

基本目標④ 43 自治 ①自治基盤の強化

地域と生活
（社会環境の視点）

近隣地域

基本目標④ 16 地域コミュニティ

基本目標③

都市環境

基本目標④ 23 河川・水路・海岸

分分野野

20 スポーツ

基本目標③ 21 文化

①中央ポンプ場の改修

基本目標④ 26 上・下水道

基本目標④ 28 墓地・火葬場 ①宮の森霊園・一宮聖苑の適正運営

①広域医療体制の充実・長生地域災害医療

基本目標③ 31 国際交流

基本目標④ 32 危機管理

地域産業

基本目標② 33 農・林・水産業

基本目標①、② 34 商工業

基本目標①、③ 35

広域連携

基本目標④ 30 医療

行政と生活
（自治の視点）

行政運営
基本目標④ 40

広報・広聴
・情報公開

観光

自然環境

基本目標① 38 自然資源

財政運営 基本目標④ 41 財政運営

住民自治
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基本施策の体系 

 

基本施策および基本施策に連なる施策の展開の体系を以下の通りに定めました。 

 

 
 

  

ままちちづづくくりりとと
生生活活のの視視点点

生生活活ととのの
かかかかわわりり

直直接接的的にに関関連連すするる
重重点点戦戦略略のの基基本本目目標標

施施策策のの展展開開

①子育て環境の整備

②子育て支援の充実

③ひとり親家庭福祉の充実

④虐待等に関する相談体制の充実

⑤母子の健康支援

①健康づくりの推進

②病気予防対策の充実

①初めての学びの場

②親子で学ぶ環境

③教育内容の充実

④教育支援体制の充実

⑤学校施設の充実

①交通安全意識の高揚・指導・教育の促進

②交通安全施設の整備・通勤の利便性の充実

③公共交通サービスの充実

①世代間交流の活性化

②社会参加の場の拡大

①宅地開発の促進

②空き家対策の実施

③定住化の促進

基本目標④ 7 消費生活 ①消費者保護対策の推進

①青少年の健全育成と子ども会の活動の推進

②更生保護女性会活動の推進

基本目標②、③ 9 就労 ①労働・雇用対策の充実

①介護予防の推進

②生きがいづくりの推進

③高齢者福祉の充実

①障がい者福祉の推進

②生きがい、働きがいのあるまちづくり

①男女共同参画の推進

②人権を尊重しあう社会づくり

③女性管理職の登用推進

基本目標④ 13 国保・年金 ①国保・年金・後期の円滑な運営

基本目標④ 14 介護保険 ①地域包括ケアシステムの推進

①生涯学習機会の充実

②まちの図書室の充実

基本目標③ 1 児童福祉

基本目標④ 2 健康

基本目標③ 5 社会参加

分分野野

生涯と生活
（当事者の視点）

幼年期
～高年期

基本目標③ 3 教育

基本目標④ 4 交通

地域と生活
（社会環境の視点）

家庭

基本目標①、② 6 住宅・土地

基本目標③ 8 青少年育成

基本目標④ 10 高齢者福祉

基本目標④ 11 障がい者福祉

基本目標③ 12 男女共同参画

基本目標③ 15 生涯学習
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基本施策 

①生涯と生活  

施施策策１１  児児童童福福祉祉  

施策の展開 主な事業内容 

① 子育て環境の整備 
●教育・保育事業 ●延長保育事業 ●病児保育事業  

●乳児保育の促進 

② 子育て支援の充実 
●地域子育て支援拠点事業 ●放課後児童健全育成事業 

●子ども医療費助成 ●就学援助費助成 

③ 
ひとり親家庭 

福祉の充実 

●ひとり親家庭等の自立、就業支援 

●ひとり親家庭等医療費の助成 

④ 
虐待等に関する 

相談体制の充実 
●子ども家庭総合支援拠点の設置 

⑤ 母子の健康支援 

●母子健康手帳交付事業 ●妊婦健康診査事業 

●新生児聴覚スクリーニング検査費用助成事業 

●産後ケア事業 ●赤ちゃん全戸訪問事業（新生児訪問） 

●乳幼児健康診査事業 ●乳幼児健康推進事業 

●育児支援事業  

●子育て包括支援センターの充実と相談支援の強化 

施施策策２２  健健康康  

施策の展開 主な事業内容 

①   健康づくりの推進 

●健康教育事業 ●健康相談事業  

●食生活改善事業（地区組織活動） ●栄養教室 

●小中学校における食育推進事業 ●健康ポイント事業 

② 
病気予防対策 

の充実 

●感染症予防対策事業 ●がん検診事業 

●健康診査事業 ●人間ドック事業 ●小中学校健診事業 
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施施策策３３  教教育育  

施策の展開 主な事業内容 

① 初めての学びの場 ●絵本貸し出し事業 

② 親子で学ぶ環境 ●保育所給食の推進 

③ 教育内容の充実 
●小中学校情操教育推進事業 ●小中学校情報教育推進事業 

●学校給食の充実 

④ 
教育支援体制 

の充実 

●非常勤講師配置事業 ●外国語指導助手配置事業 

●学校図書館学校司書配置事業 ●特別支援教育体制推進事

業 

●特別支援教育支援員配置事業 ●課外活動支援事業 

●教職員研修事業 

⑤ 学校施設の充実 ●給食施設整備事業 ●小中学校改築等事業 

施施策策４４  交交通通  

施策の展開 主な事業内容 

① 
交通安全意識の高

揚・指導・教育の促進 

●交通安全対策事業 ●交通安全指導 ●交通安全教育の促

進 

② 
交通安全施設の整備・

通勤の利便性の充実 

●交通安全施設整備事業 ●JR上総一ノ宮駅周辺整備 

●神門踏切拡幅事業 

③ 
公共交通サービス

の充実 

●路線バス運行維持事業 ●JRへの要望 

●新にこにこサービス事業 

施施策策５５  社社会会参参加加  

施策の展開 主な事業内容 

① 世代間交流の活性化 ●多世代交流の機会の検討 

② 社会参加の場の拡大 ●地域活動支援事業 
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基本施策 

①生涯と生活  

施施策策１１  児児童童福福祉祉  

施策の展開 主な事業内容 

① 子育て環境の整備 
●教育・保育事業 ●延長保育事業 ●病児保育事業  

●乳児保育の促進 

② 子育て支援の充実 
●地域子育て支援拠点事業 ●放課後児童健全育成事業 

●子ども医療費助成 ●就学援助費助成 

③ 
ひとり親家庭 

福祉の充実 

●ひとり親家庭等の自立、就業支援 

●ひとり親家庭等医療費の助成 

④ 
虐待等に関する 

相談体制の充実 
●子ども家庭総合支援拠点の設置 

⑤ 母子の健康支援 

●母子健康手帳交付事業 ●妊婦健康診査事業 

●新生児聴覚スクリーニング検査費用助成事業 

●産後ケア事業 ●赤ちゃん全戸訪問事業（新生児訪問） 

●乳幼児健康診査事業 ●乳幼児健康推進事業 

●育児支援事業  

●子育て包括支援センターの充実と相談支援の強化 

施施策策２２  健健康康  

施策の展開 主な事業内容 

①   健康づくりの推進 

●健康教育事業 ●健康相談事業  

●食生活改善事業（地区組織活動） ●栄養教室 

●小中学校における食育推進事業 ●健康ポイント事業 

② 
病気予防対策 

の充実 

●感染症予防対策事業 ●がん検診事業 

●健康診査事業 ●人間ドック事業 ●小中学校健診事業 

  

    



12 

②地域と生活  

施施策策６６  住住宅宅・・土土地地  

施策の展開 主な事業内容 

① 宅地開発の促進 ●住宅開発の促進 

② 空き家対策の実施 ●空き家バンク制度 

③ 定住化の促進 ●関係人口の創出 ●移住相談 ●テレワークの推進 

施施策策７７  消消費費生生活活  

施策の展開 主な事業内容 

① 
消費者保護対策 

の推進 

●消費生活相談体制の充実 ●品質表示等の適正化 

●適切な情報の提供 

施施策策８８  青青少少年年育育成成  

施策の展開 主な事業内容 

①   
青少年の健全育成と

子ども会活動の推進 

●２０歳記念事業 ●青少年相談員連絡協議会活動の推進 

●子ども会活動の促進  

② 
更生保護女性会活

動の推進 
●地方再犯防止推進計画 

施施策策９９  就就労労  

施策の展開 主な事業内容 

① 労働・雇用対策の充実 ●就職活動支援 ●高齢者の能力活用促進 ●労働環境向上支援 
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施施策策 1100  高高齢齢者者福福祉祉  

施策の展開 主な事業内容 

① 介護予防の推進 
●介護予防普及啓発事業 ●地域介護予防活動支援事業 

●介護予防・日常生活支援総合事業 

② 
生きがいづくりの

推進 

●老人クラブ活動促進事業 ●シルバー人材センター助成事業 

●結婚 50周年記念事業 ●敬老のつどい 

③ 高齢者福祉の充実 

●高齢者安全安心見守り事業（緊急通報装置）  

●配食サービス事業 ●外出支援事業（新にこにこサービス） 

●地域支援ネットワーク会議 

施施策策 1111  障障ががいい者者福福祉祉  

施策の展開 主な事業内容 

① 
障がい者福祉 

の推進 

●福祉タクシー事業 ●自立支援給付事業  

●地域生活支援事業 ●知的障害者生活ホーム運営費補助事業 

●グループホーム運営費補助事業 

●グループホーム等入居者家賃助成事業 

●障害児通所支援事業 ●心身障害者（児）健康指導事業 

●重度心身障害者（児）医療給付助成事業 

② 
生きがい、働きがい

のあるまちづくり 
●バリアフリー化の推進 ●住民相互支援の活性化 

施施策策 1122  男男女女共共同同参参画画  

施策の展開 主な事業内容 

① 
男女共同参画 

の推進 

●男女共同参画計画の策定 ●男女共同参画社会づくり啓発事業 

●審議会等への女性委員登用の推進 

② 
人権を尊重しあう

社会づくり 
●DV防止についての広報・啓発 

③ 
女性管理職の登用

推進 
●女性登用推進事業 

施施策策 1133  国国保保・・年年金金  

施策の展開 主な事業内容 

① 
国保・年金・後期の

円滑な運営 
●特定健康診査事業 
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②地域と生活  

施施策策６６  住住宅宅・・土土地地  

施策の展開 主な事業内容 

① 宅地開発の促進 ●住宅開発の促進 

② 空き家対策の実施 ●空き家バンク制度 

③ 定住化の促進 ●関係人口の創出 ●移住相談 ●テレワークの推進 

施施策策７７  消消費費生生活活  

施策の展開 主な事業内容 

① 
消費者保護対策 

の推進 

●消費生活相談体制の充実 ●品質表示等の適正化 

●適切な情報の提供 

施施策策８８  青青少少年年育育成成  

施策の展開 主な事業内容 

①   
青少年の健全育成と

子ども会活動の推進 

●２０歳記念事業 ●青少年相談員連絡協議会活動の推進 

●子ども会活動の促進  

② 
更生保護女性会活

動の推進 
●地方再犯防止推進計画 

施施策策９９  就就労労  

施策の展開 主な事業内容 

① 労働・雇用対策の充実 ●就職活動支援 ●高齢者の能力活用促進 ●労働環境向上支援 
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施施策策 1144  介介護護保保険険  

施策の展開 主な事業内容 

① 
地域包括ケア 

システムの推進 

●地域包括支援センター運営事業 ●総合相談・支援事業 

●生活支援体制整備事業 ●認知症施策推進事業 

●地域ケア会議推進事業 

施施策策 1155  生生涯涯学学習習  

施策の展開 主な事業内容 

① 生涯学習機会の充実 ●施設管理運営事業 ●公民館教室の開催 

② まちの図書室の充実 ●図書の充実 ●ブックスタート事業 

施施策策 1166  地地域域ココミミュュニニテティィ  

施策の展開 主な事業内容 

① 
地域ボランティア

活動支援 
●ボランティア活動啓発事業 ●ボランティア育成事業 

② 
区・自治会と町の 

連携強化 
●区運営事業 

施施策策 1177  地地域域福福祉祉  

施策の展開 主な事業内容 

① 地域福祉の推進 ●外出支援事業（新にこにこサービス） 

施施策策 1188  公公園園・・緑緑地地  

施策の展開 主な事業内容 

① 適正な維持管理 ●公園設備の適正な維持管理 
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施施策策 1199  防防犯犯  

施策の展開 主な事業内容 

① 

防犯体制の確立・

防犯灯及び防犯 

カメラの設置 

●防犯灯設置事業 ●防犯カメラ設置事業 

●「子ども１１０番」防犯ボランティア活動 

施施策策 2200  ススポポーーツツ  

施策の展開 主な事業内容 

① 
スポーツ施設 

の維持管理 
●社会体育施設管理 ●社会体育施設改修事業 

② 
スポーツ活動 

の充実 

●各種スポーツイベントの開催 ●スポーツ協会の支援 

●学校施設開放事業 

施施策策 2211  文文化化  

施策の展開 主な事業内容 

① 芸術文化の振興 ●総合文化祭（兼芸能音楽祭）の開催 ●文化団体への補助事業 

② 文化財の保護 

●文化財保存事業 ●文化財普及啓発事業 ●文化財講座 

●歴史講座 ●歴史資料展示室での企画展示 

●新『一宮町史』編さん事業 

③ 文化施設の維持管理 ●文化施設改修事業 

施施策策 2222  土土地地利利用用  

施策の展開 主な事業内容 

① 景観の保全 ●景観計画の策定 ●景観条例の制定 
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施施策策 1144  介介護護保保険険  

施策の展開 主な事業内容 

① 
地域包括ケア 

システムの推進 

●地域包括支援センター運営事業 ●総合相談・支援事業 

●生活支援体制整備事業 ●認知症施策推進事業 

●地域ケア会議推進事業 

施施策策 1155  生生涯涯学学習習  

施策の展開 主な事業内容 

① 生涯学習機会の充実 ●施設管理運営事業 ●公民館教室の開催 

② まちの図書室の充実 ●図書の充実 ●ブックスタート事業 

施施策策 1166  地地域域ココミミュュニニテティィ  

施策の展開 主な事業内容 

① 
地域ボランティア

活動支援 
●ボランティア活動啓発事業 ●ボランティア育成事業 

② 
区・自治会と町の 

連携強化 
●区運営事業 

施施策策 1177  地地域域福福祉祉  

施策の展開 主な事業内容 

① 地域福祉の推進 ●外出支援事業（新にこにこサービス） 

施施策策 1188  公公園園・・緑緑地地  

施策の展開 主な事業内容 

① 適正な維持管理 ●公園設備の適正な維持管理 

  

    



16 

施施策策 2233  河河川川・・水水路路・・海海岸岸  

施策の展開 主な事業内容 

① 中央ポンプ場の改修 ●中央ポンプ場設備更新事業 

施施策策 2244  道道路路  

施策の展開 主な事業内容 

① 都市計画道路の見直し ●都市計画道路の廃止 

施施策策 2255  公公衆衆衛衛生生  

施策の展開 主な事業内容 

① 
合併処理浄化槽へ

の転換の推進 
●一宮町小型合併処理浄化槽等設置事業 

施施策策 2266  上上・・下下水水道道  

施策の展開 主な事業内容 

① 水の安定供給 ●水の安定供給 ●水質管理の充実 ●水道事業体の統合・広域化 

② 施設の維持管理 ●農業集落排水事業 

施施策策 2277  消消防防・・防防災災  

施策の展開 主な事業内容 

① 
移転候補地の検討・

防災体制の確立 
●自主防災組織設置補助金事業 ●防災士育成事業補助金 

施施策策 2288  墓墓地地・・火火葬葬場場  

施策の展開 主な事業内容 

① 
宮の森霊園・一宮

聖苑の適正運営 
●園内維持管理事業 ●計画に基づく修繕の実施 

施施策策 2299  広広域域行行政政  

施策の展開 主な事業内容 

① 広域市町村圏組合の運営 ●広域市町村圏の連携推進 
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施施策策 3300  医医療療  

施策の展開 主な事業内容 

① 
広域医療体制の充実・

長生地域災害医療 
●公立長生病院の充実 ●かかりつけ医の普及・啓発 

施施策策 3311  国国際際交交流流  

施策の展開 主な事業内容 

① 
外国人の支援と 

国際交流 
●ホームステイ受入れ事業 

② 中学生海外交流研修 ●中学生海外交流研修事業 

施施策策 3322  危危機機管管理理  

施策の展開 主な事業内容 

① 
防災行政無線 

デジタル化の推進 
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施策の展開 主な事業内容 

① 農業の振興 

●経営所得安定等推進事業 ●農地防災事業 
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施策の展開 主な事業内容 
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宮の森霊園・一宮
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●園内維持管理事業 ●計画に基づく修繕の実施 
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施施策策 3355  観観光光  

施策の展開 主な事業内容 

① 
観光施設の 

整備・運営 

●観光拠点施設運営事業 ●海岸トイレ維持管理事業 

●海水浴場開設事業 ●海岸有料駐車場運営事業 

② 

イベント・プロモ

ーション活動の 

実施 

●観光イベント開催事業 ●観光ガイドブック作成事業 

●観光キャンペーン活用事業 ●ホームページ・SNS運営事業 

●九十九里トライアスロンの実施 ●一宮町ふるさと大使の活用 

③ 
広域連携の構築・

活用 

●長生地域観光連盟 ●中房総観光推進ネットワーク協議会 

●九十九里浜観光振興活性化連絡協議会 

●ちばプロモーション協議会 

施施策策 3366  産産業業とと環環境境  

施策の展開 主な事業分野 

① 
各産業の取組み 

支援 

●農林業分野 ●土木・建設 ●工業 ●商業・サービス業 

●商店街 ●公共機関 

施施策策 3377  環環境境保保全全  

施策の展開 主な事業内容 

① 環境保全の推進 

●里山環境の保全 ●一宮川自然環境の整備 

●九十九里海岸自然環境保全 ●水田地帯自然環境保全 

●まちなか環境整備 ●環境教育 

施施策策 3388  自自然然資資源源  

施策の展開 主な事業内容 

① 自然エネルギーの推進 ●住宅用設備等脱炭素化促進事業 

② 
再生可能エネルギ

ー活用の普及 
●再生可能エネルギーの有効活用事業 

  

    

ごあいさつ

本町では、令和 4 年度から 5 年間の町政の重点戦略を示

すものとして、第２期の一宮町総合戦略をここにまとめまし

た。巻頭におきまして、作成責任者としてひとことご挨拶を

差し上げる次第です。

今回の総合戦略には、１期目とは異なる特徴があります。

それは、総合計画の性格も併せ持つものだということです。

総合計画というのは、従来、自治体が計画的にまちづくりを進めていくための指針として

作ることが求められてきたものです。しかし、地方分権改革により義務付けが撤廃され、総

合計画については、策定は任意のものとなりました。一方、総合戦略というのは、地方創生

の政策遂行に伴い、政府から自治体に策定が求められたもので、より機動性が高く、戦略性

を明確にしたものです。

前回の総合計画は、10年前に住民の皆様の広範な協力のもとに優れたものが編さんされ

ました。10年を経たいま読み返しても、なお新鮮で生命力を失っていません。また、第１

期総合戦略はサーフォノミクスのキーワードを掲げた斬新なもので、色々と話題を呼びマス

コミの記事にもたびたび取り上げられました。

今回、総合計画と第１期の総合戦略とが相次いで終了時期を迎えることを受けて、本町で

は、総合計画と総合戦略を一体化したものとして、第２期目の総合戦略を策定することを決

めました。総合計画は、すでに任意のものになりましたが、前回策定のものが優れた内実を

備えていることを踏まえて、それを内容的に継承し全体を総合戦略の形に編さんしなおして、

今後の町の行政の手引書として使用していきます。もちろん、総合“戦略”ですから、実践

性・機動性により重点を置いて策定いたしました。これで、わたくしどもとしては、“戦略”

の名にふさわしい短期的施策と、“計画”の名にふさわしい中長期的目標と、併せてひとつ

の形に集約することができたのではないかと自負しています。

本総合戦略の有効期間は 5 年間ですが、この中に盛り込まれた内容が、そのあとの期間

にも有効性を発揮し、将来にわたって本町の健全で優れた行政展開の方向指示灯として機能

することを期待して、わたくしからのご挨拶といたします。

                     令和４年 3月 一宮町長 馬淵 昌也
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③行政と生活  

施施策策 3399  行行政政組組織織・・行行政政改改革革  

施策の展開 主な事業分野 

① 
定員管理・給与の適正

化と人材育成の推進 
●定員適正化計画の着実な実施 ●給与の適正化 

施施策策 4400  広広報報・・広広聴聴・・情情報報公公開開  

施策の展開 主な事業分野 

① 
分かりやすい 

情報の提供 
●広報いちのみや発行 ●ホームページ等を活用した情報発信 

② 
町民の声を 

聴く企画 

●町長への手紙、電子メール、町長室開放日 

●行政報告 

施施策策 4411  財財政政運運営営    

施策の展開 主な事業分野 

① 

健全な財政運営・

自主財源の安定的

確保 

●歳出総額の削減 ●町税収納率の向上 

●町有財産の適正な維持管理・更新 

●公共施設使用料・手数料の見直し 

② 
ふるさと応援寄附

の促進 

●ふるさと応援寄附推進事業 

●企業版ふるさと応援寄附推進事業 

施施策策 4422  住住民民協協働働    

施策の展開 主な事業分野 

① 
住民協働の促進、

区・自治会の育成 
●住民の参加機会の拡充 ●区運営事業 

施施策策 4433  自自治治    

施策の展開 主な事業分野 

① 自治基盤の強化 ●住民自治支援事業 
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施施策策 3355  観観光光  
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聴く企画 

●町長への手紙、電子メール、町長室開放日 

●行政報告 

施施策策 4411  財財政政運運営営    

施策の展開 主な事業分野 

① 

健全な財政運営・

自主財源の安定的

確保 

●歳出総額の削減 ●町税収納率の向上 

●町有財産の適正な維持管理・更新 

●公共施設使用料・手数料の見直し 

② 
ふるさと応援寄附

の促進 

●ふるさと応援寄附推進事業 

●企業版ふるさと応援寄附推進事業 

施施策策 4422  住住民民協協働働    

施策の展開 主な事業分野 

① 
住民協働の促進、

区・自治会の育成 
●住民の参加機会の拡充 ●区運営事業 

施施策策 4433  自自治治    

施策の展開 主な事業分野 

① 自治基盤の強化 ●住民自治支援事業 
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