
第四次葉山町総合計画
平成 27 年度～平成 36 年度

【概要版】
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第四次葉山町総合計画とは

総合計画とは、まちの目指すべき将来像を定め、観光・産業・福祉・
まちづくりなど、計画の期間中（10年間）に町が進めるすべての
政策の根拠となる重要な計画です。

計画の構成と期間

将来の人口の推計

葉山町の特性
まちの将来像と、これを実現するためのまちづくりの基本目標や
取り組みの方向を示すものです。期間は、平成27年度（2015年度）
を初年度とし、36年度（2024年度）までの10年間とします。

基本構想

基本構想で掲げた基本目標を実現するために取り組む施策を体系的
に示し、施策ごとのめざす姿を明らかにしたもので、実施計画を
策定する際の基礎となるものです。

基本計画

基本計画に示した取り組みによりめざす姿を実現するために具体的
に実施していく事業を示したもので、各年度の予算編成や事業実施
の指針となります。

実施計画

立地：大都市に近接し、相模湾を臨む

自然：美しい海とみどりが保全・活用される

歴史：保養地から調和のとれた住宅都市へ

立地

自然 歴史

4,579(13.6%) 4,417(13.3%) 4,234(12.9%) 3,981(12.4%)

19,369
(57.6%)

18,883
(56.7%)

18,676
(56.9%)

18,444
(57.5%)

33,632 33,316 32,849 32,068
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※平成20年と25年を基礎としたコーホート法による住民基本台帳人口推計値。
※構成比は小数第２位を四捨五入しており、計数の合計が100.0％にならないところがある。 
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まちの将来像 基本理念

美しい海とみどりに 笑顔あふれる

こころ温かな ふるさと 葉山

世界遺産の富士山や伊豆半島を望む
風光明媚な海岸や、四季折々に豊かな
表情を見せてくれる山々の深い緑の
ように、葉山町の自慢である豊かな自然
環境をイメージしています。

美しい海
“安心”や“心の豊かさ”を連想させる
笑顔があふれているまちをイメージして
います。

笑顔あふれる

温かみのある人々のふれあいや地域
社会の存在が、町民一人ひとりに、心の
やすらぎや癒しなをもたらす、こころを
大事にする社会をイメージしています。

こころ温かな ふるさと

だれもが快適で住みやすいまちの中で、楽しく豊かな時間を
過ごせ、笑顔あふれる生活が展開される“活力を創造する”
葉山をめざす

“活力を創造する”葉山

豊かな自然環境を守りつつ、相互の支えあいと心がけに
よって、だれもが生き生きと自分らしく、心穏やかに安心した
生活を送ることができる“暮らしを守る”葉山をめざす

“暮らしを守る”葉山

だれもが地域のことに関心を持ち、地域活動に参加・
協力し、町民と行政が協働でまちづくりを進める“みんなで
つくる”葉山をめざす

“みんなでつくる”葉山

まちの将来を担う子どもたちの育ち・学びが地域ぐるみで
支えられるとともに、だれもが生涯にわたり学び合い、
活躍できて、交流できる“人を育てる”葉山をめざす

“人を育てる”葉山

本計画では、次の４つを基本理念に掲げ、
まちづくりを進めます。

先人の方々から大切に受け継がれた
「葉山」への誇りや愛着により築かれる
まちの姿をイメージしています。
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“人を育てる”葉山

学校・家庭・地域が密に連携・協力して、児童・生徒一人ひとりへのきめ細かな
教育・支援が推進され、多様で変化の激しい社会で主体的に行動できる「生きる力」
が育まれています。

基本施策1　学校教育の充実

子どもの豊かな自己実現力
（生きる力）をはぐくんでいるまち1基本

目標

豊かな芸術文化にふれる機会が町民の身近にあり、それらが次世代へと大切に継承
されるとともに、意欲的な芸術文化活動により、世代間や地域間の交流が盛んになっ
ています。

基本施策5　芸術文化活動の振興

草津町、ホールドファストベイ市と相互の人的・文化的交流が進み、葉山町民が交流
を通じて多くのことを学んでいます。

基本施策6　姉妹都市交流の推進

差別や偏見、いじめ、暴力等がなく、一人ひとりがお互いを思いやり、認め合い、
共に生きる平和な暮らし・社会を安定的に続けています。

基本施策7　人権と平和の尊重

多くの町民がスポーツに親しみ、心身ともに健やかに暮らし、スポーツを通じた交流
が盛んな明るく活気のあるまちが実現しています。

基本施策4　生涯スポーツ活動の推進

町民一人ひとりが、それぞれの年代やライフスタイルに応じて、学習活動を楽しみ、
個人の生活や仕事だけでなく、まちづくりにも活かされています。

基本施策2　生涯学習の振興

幅広い層の利用者が、本や資料に気軽に親しむとともに、知識を深めることにより、
知的ニーズを満たすことができています。

基本施策3　図書館サービスの充実

だれもがいつでも学べ、交流し、
心身ともに豊かに暮らしているまち2基本

目標

○地域ぐるみで子ども・子育て支援を行い、子どもたちがのびのび元気に育ち、保護
者の育児不安への支援が十分にできています。

○発育・発達に不安のある子どもへの療育・支援をきめ細かく行い、一人ひとりの
可能性を最大限に引き出しています。

基本施策8　子ども・子育て支援の充実

子どもが健やかに育ち、安心して
子育てができているまち3基本

目標

まちの将来を担う子どもたちの
育ち・学びが地域ぐるみで支えられると
ともに、だれもが生涯にわたり
学び合い、活躍できて、交流できる
“人を育てる”葉山をめざす
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“暮らしを守る”葉山

町民一人ひとりが自らの健康づくりに高い関心を持ち、楽しみながら健康づくり活動
に取り組んでいます。

基本施策9 健康づくりの支援・推進

一人ひとりが大切にされ、自立し、
健康で生き生きと暮らしているまち4基本

目標

ごみの資源化・減量化の意識が高まり、町民一人ひとり
がそれを実践し、適正に処理されています。

基本施策15 循環型社会の形成

行政・事業者・町民それぞれが、エネルギー使用量の
無駄をなくすための方法を見出し、実践しています。

基本施策16 地球温暖化対策の推進

事業計画に基づき公共下水道が整備され、川や海の水質が目標値を保っています。

基本施策17 公共下水道事業の推進

合併処理浄化槽により、下水道区域外の生活排水が適切に処理されています。

基本施策18 合併処理浄化槽の整備

良好な緑が適切に保全され、健全な生態系が保たれています。

基本施策14 緑の保全

大規模災害発生時にも、迅速に対応できる体制が整っています。

基本施策20 災害に強いまちづくりの推進

地域ぐるみで防犯対策・交通安全対策を進め、犯罪・交通事故の発生が限りなく減少
しています。

基本施策21 防犯・交通安全対策の推進

消費生活相談をはじめ、各種専門相談の体制を確保し、
町民の生活課題の解決につながっています。

基本施策22 各種相談体制の確立

複雑多様化・大規模化する火災・災害による被害を最小限に抑え、増大する救急需要
に対応するため、町の規模に対して十分な消防・救急力が整っています。

基本施策19 消防・救急体制の確立

障害のある人もない人も住み慣れた地域で共に安心して自分らしく暮らしています。

基本施策13 障害児者福祉の充実

高齢者が介護予防や生きがいづくりに精力的に取り組むとともに、要介護状態に
なっても安心して住み慣れた地域で暮らしています。

基本施策12 高齢者福祉の充実

町民が身近な地域で、安心して適切かつ良質な医療を受けられる体制が整っています。

基本施策10　地域医療体制の充実

子ども、高齢者、障害者など地域に暮らすだれもが、孤立することなく、日頃から、
相互に支え合って暮らしています。

基本施策11 地域福祉の充実

豊かな自然に囲まれた中で、環境に配慮
しながら、安全で快適に暮らしているまち5基本

目標

だれもが生命と財産を守られ、
安全で安心して暮らしているまち6基本

目標

豊かな自然環境を守りつつ、
相互の支えあいと心がけによって、
だれもが生き生きと自分らしく、
心穏やかに安心した生活を
送ることができる
“暮らしを守る”葉山をめざす
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“活力を創造する”葉山

地域の特性や地域住民のニーズに応じたまちづくりが推進されています。

基本施策23 地域特性を生かしたまちづくりの推進

恵まれた自然と一体となった様々な町民の営みが地域の魅力となり、多くの人が
葉山を訪れています。

基本施策31 観光の振興

各産業間のつながりが深まることで、葉山の産品の魅力の相乗効果が発揮され、
生産者の所得向上につながっています。

基本施策30 農業・水産業・商業の振興と連携の促進

町道の安全性・快適性が確保されています。

基本施策27 安全で快適な町道の確保

町内の橋りょうの維持管理・修繕が適切に行われています。

基本施策28 適切な橋りょうの維持管理

通勤や通学、また観光などで葉山に訪れる人など、だれもが利用しやすい公共交通環
境が整っています。

基本施策29 公共交通の環境整備

都市計画道路の整備が、都市計画決定に即して着実に進んでいます。

基本施策26 計画的な幹線道路の整備

地域住民のニーズにあった公園の利用方法や維持管理が行われ、多くの人から高い
満足感が得られています。

基本施策24　魅力ある公園の創出

水辺環境の安全性が確保され、健全な生態系が保たれています。

基本施策25 水辺環境の整備促進

7基本
目標

だれもが住みやすく、暮らしやすい
環境が整っているまち

8基本
目標

地域が元気や活力にあふれ、
生き生きとしているまち

9基本
目標

地域の魅力が住んでいる人や
訪れる人を惹きつけているまち

だれもが快適で住みやすいまちの中で、
楽しく豊かな時間を過ごせ、
笑顔あふれる生活が展開される
“活力を創造する”葉山をめざす
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“みんなでつくる”葉山

○有益な情報、重要な情報が町民に漏れなく伝えられ、町民と行政のコミュニケー
ションが図られています。

○町民の意見をきめ細かく行政運営に反映しています。

基本施策32 広報・広聴活動の充実

様々な行政課題に対応するための効果的・効率的な行政組織体制・人材配置が行われ
ています。

基本施策36 行政組織の充実

計画(Plan)・実行(Do)・評価(Check)・改善(Action)サイクル※の活用によって
施策や事業を見直す習慣がすべての職員に浸透し、町民の満足度・納得度の高い
行政サービスが提供できています。

基本施策35 計画的な行政の推進

町職員が、常に前向きに考え、行動し、町民との信頼関係を築きながら、職務に
対する責任を全うしています。

基本施策37 人材育成・人材管理の充実

めざすまちづくりに必要な財源を確保し、健全な財政運営を維持しています。

基本施策38 健全な財政運営の維持

公共施設の維持保全等が計画的に進められています。

基本施策39 公共施設の有効かつ適切な管理

県や他自治体との連携・協力による取り組みによって、得られる利点が活かされ、
町民の利便性が向上し、経費節減にもつながっています。

基本施策40 県・他自治体との連携・協力

非営利・公益的な活動を行いたい町民が増え、これらの人々と町が協働で様々な事業
を推進しています。

基本施策33　協働によるまちづくりの推進

各地域で地域コミュニティ活動が活発に行われ、生活課題の解決につながっています。

基本施策34 地域コミュニティの活性化

10基本
目標

町民と行政の中にお互いを支えあう
関係や情報の連携ができているまち

11基本
目標

町民の満足・納得度の高い
行政サービスを常に提供しているまち

だれもが地域のことに関心を持ち、地域活動に参加・協力し、
町民と行政が協働でまちづくりを進める“みんなでつくる”
葉山をめざす

※PDCA サイクルとは、計画（Plan）を実行し (Do)、その結果や成果を評価し（Check）、
　改善を加え（Action）、次の計画（Plan）へつなげるサイクルのこと。
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総合計画の進行管理

総合計画の体系

PDCAサイクル

まちの将来像
まちの基本理念

基本目標（政策分野）

基本施策（基本施策がめざす姿）

単位施策 単位施策

実
施
計
画
事
業

実
施
計
画
事
業

実
施
計
画
事
業

実
施
計
画
事
業

実
施
計
画
事
業

実
施
計
画
事
業

実
施
計
画
事
業

実
施
計
画
事
業

実
施
計
画
事
業

単位施策

基
本
構
想

基
本
計
画

実
施
計
画

行政評価

○ 施策の振り返り
（基本計画の進行管理）

● 事務事業の振り返り
（実施計画の進行管理）

○ 施策の推進
● 事業の実施

実施
Do

○ 基本計画の策定
● 予算編成

計画立案
Plan

○ 事業計画の見通し
● 予算への反映

改善
Action

Check
評価

総合計画の進行管理

○施策を推進した結果、「基本施策が
めざす姿」にどれだけ近づいたのかを
評価します。

○基本構想に掲げる「基本目標」に対する
「基本施策」の寄与・貢献度を評価します。

基本計画の見直しにつなげます。
「施策の振り返り」基本計画

見直し時

「事務事業の振り返り」
予算への反映につなげます。

毎 年

○事業実施による活動結果を中心に事業目
標の達成状況を評価します。

○効率性を重視した事業の実施状況確認に
より、事業成果の最大化を図ります。


