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Ⅰ．調査の概要

１．調査の目的

産業、福祉、防災、教育など各施策分野における現状・課題や今後必要な取組を確認し、

令和 5年度から 12 年間を対象期間とする勝浦市の新たな総合計画の策定に反映する。

２．調査の方法

（１）調査時期

令和 3年 11 月

（２）調査対象・調査方法

オンライン面談方式（5団体）とアンケート回答方式（9団体）により、合計 14団体に対し

て調査を実施した。

※次ページ以降の「結果要旨」では上記団体名について下記の略称を使用。

調査方法 調査対象団体名 分野

オンライン面談 勝浦漁業協同組合 漁業

新勝浦市漁業協同組合 漁業

勝浦市商工会 商工業・観光

勝浦市観光協会 観光

国際武道大学 保健・スポーツ・市民参加

アンケート回答 いすみ農業協同組合 農業

勝浦朝市の会 観光

勝浦市医師会 医療

勝浦市ケアマネ部会 福祉

勝浦市消防団 防災

市野川区自主防災会 防災

勝浦市青少年相談員連絡協議会 青少年教育

勝浦市スポーツ協会 スポーツ

勝浦市音楽協会 文化

勝浦漁業協同組合 → 勝浦漁協 新勝浦市漁業協同組合 → 新勝浦漁協

勝浦市商工会 → 商工会 勝浦市観光協会 → 観光協会

国際武道大学 → 武道大 いすみ農業協同組合 → いすみ農協

勝浦朝市の会 → 朝市の会 勝浦医師会 → 医師会

勝浦市ケアマネ部会 → ケアマネ部会 勝浦市消防団 → 消防団

市野川区自主防災会→ 市野川区防災会 勝浦市青少年相談員連絡協議会 →青少年協議会

勝浦市スポーツ協会 → スポーツ協会 勝浦市音楽会 → 音楽会
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Ⅱ．ヒアリング・アンケートの結果要旨（施策分野別）

以下では各団体から得られた意見・情報を施策分野別にまとめる。

１．農業

（１）現状・課題

■市内農業の特徴

○主要生産品は「米」、「筍」、「キウイフルーツ」。【いすみ農協】

○市内農家は小規模、兼業農家が多い。【いすみ農協】

■担い手

○高齢化、後継者不足により離農者が増えている。【いすみ農協】

■農地

○有害鳥獣による被害が発生。【いすみ農協】

■高付加価値化・販路拡大

○コロナ禍で米価が下落。【いすみ農協】

（２）課題への対応・今後の取組

■有害鳥獣被害

○電気柵を販売。【いすみ農協】

■米価下落

○県の助成、全農の追加払いを要請。【いすみ農協】

■販路拡大

○いすみ米の販路拡大に取り組んでいる。【いすみ農協】

○直売所での特売実施。【いすみ農協】
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２．漁業

（１）現状・課題

■水揚げ動向

○勝浦漁港は外来船が多く入港。【勝浦漁協】

○主な水揚げ魚種は、カツオ、マグロ、カジキ類、キンメ類。【勝浦漁協】

○高齢になっても礒漁を続ける人が少なくなく、漁船は小型の割合が多い。【新勝浦漁

協】

○以前はカツオ、スルメイカ、サバが中心。近年は漁獲不振が続き、特にスルメイカは

ほとんど獲れなくなった。【新勝浦漁協】

○勝浦沖にキンメダイの漁場が見つかってからキンメダイ漁にシフトした人も多い。勝

浦のキンメダイは評価が高く、全国から注文が入り値段も上昇傾向。【新勝浦漁協】

■生魚需要の減少

○食習慣の変化により需要が減少。【勝浦漁協】

○東日本大震災以降の風評被害、アニサキス、新型コロナ感染拡大による会食自粛など

により生魚需要が回復しない。【勝浦漁協】

■採算

○燃油価格の高騰により経営環境は厳しい。【勝浦漁協】

■漁業のハード整備

○漁港施設が老朽化している。施設の長寿命化は資金負担が大きい。【新勝浦漁協】

○魚群探知機等の機器更新費用負担が大きい。【勝浦漁協】

○漁港の衛生管理が重視されるようになった。【勝浦漁協】

■担い手

○後継者は減少傾向。新規就業者確保が課題。【勝浦漁協／新勝浦漁協】

（２）課題への対応・今後の取組

■資源管理

○キンメダイは近隣市町の漁業者で操業時間・期間を制限する規約を定めている。【勝

浦漁協／新勝浦漁協】

○アワビ、サザエ、タイは県施設で育成した種苗（稚魚）を放流。【勝浦漁協】

○アワビは輪採漁場を 4か所造成し資源管理している。【新勝浦漁協】

■ブランド化・高付加価値化

○イベント開催時に婦人部がキンメ汁や刺身を観光客にＰＲ。【勝浦漁協】

○真カジキは品質に優れており、他産地との差別化を図るためＧＩ登録を目指してい

る。【新勝浦漁協】

○近隣ホテルに真カジキを提供し、知名度向上を図っていく。【勝浦漁協】
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■漁業のハード整備

○高度衛生管理施設を整備中。安心・安全な水産物供給体制を強化する。【勝浦漁協】

■担い手確保

○外国人技能実習生の受け入れを進めている。【勝浦漁協】

○国の後継者育成のための漁船リース事業により、漁船を取得しやすくなった。【新勝

浦漁協】

■観光業との連携

○イベント開催による販路拡大にあたっては観光業との連携が必要。【勝浦漁協】

○漁港の周辺に店舗があれば観光ポテンシャルが高まる。【新勝浦漁協】

○道の駅など、集客力の高い販売施設の整備を希望。【勝浦漁協】

○観光資源としてダイビングサービスや地引網を活用していきたい。【新勝浦漁協】

３．商工業

（１）現状・課題

■消費市場の縮小

○人口減少により市内の商品販売額が減少傾向。新型コロナウイルス感染拡大による観

光客の減少も売上減少に作用。【商工会】

■事業者の経営努力

○作れば売れる時代を過ごしてきた経営者は経営努力が不十分。【商工会】

○グルメ情報サイトをみると市内の飲食店はほとんど表示されず、インターネットの活

用が不十分。【商工会】

■空き店舗

○市内に空き店舗が多いが、多くは物件オーナーが住んでいる住居の一部であり、店舗

としての使用に多くの制約がある。【商工会】

■駐車場用地の確保

○平地が少なく、市街地が密集しており、駐車場用地がない。【商工会】

（２）課題への対応・今後の取組

■販売対象の拡大

○インターネットを活用した広告強化など、市外客の取り込み強化が必要。【商工会】
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○キャッシュレスキャンペーン効果で市外からも多くの利用があった。【商工会】

○商店街のＥＣモール化やドローン活用による買い物弱者対策の検討を進めたい。【商

工会】

■起業・創業促進

○「かつうら創業塾」を再開。補助金活用し開催継続していく。【商工会】

○空き店舗を創業者のトライアルの場として活用したい。【商工会】

４．観光

（１）現状・課題

■観光コンテンツ

○土産品を集約して販売する施設・場所がない。【観光協会／商工会】

○通年で観光客を呼び込めるイベントの企画が課題。【観光協会】

○新型コロナウイルス感染拡大の影響により、「かつうらビッグひな祭り」は２年連続

中止に追い込まれた。【観光協会】

■朝市

○出店者の高齢化、後継者不足を受け、平日の出店者は減少傾向。【観光協会】

○出店エリアの雨風雪対策が課題【朝市の会】

○出店者と地元の 2漁協との連携が課題。【朝市の会】

■観光客の受入体制

○トンネルや道幅の狭い道路が多く、大型バスによる周遊が困難。【観光協会】

○観光施設にＷｉ－Ｆｉ未設置のところが多い。【観光協会】

○観光資源の案内板が不十分。【観光協会】

■観光推進体制

○マーケティングデータの収集・分析が出来ていない。【観光協会】

○周辺市町との広域連携の取組ができていない。【観光協会】

○観光協会に独自財源なく、国の交付金終了後の運営費確保が課題。【観光協会】

（２）課題への対応・今後の取組

■観光タクシー（個人客への対応・狭い道路への対応）

○小回りのきくバンによる案内を充実させたい。【観光協会】
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■朝市の活性化

○「かつうらマルシェ」や「かつうら朝空マーケット」などにより気軽に出店できる環

境を整えている。【観光協会】

○「かつうらマルシェ」の回数を毎月 1回（下町通り）から 2回（下町通り・仲町通

り）に増やした。近隣の認知も広がり、県内の修学旅行の来訪が増加。【朝市の会】

○市内観光事業者へのポスター配布やのぼり旗作成によりＰＲ強化。今後は朝市で使え

るクーポンの発行を検討。【朝市の会】

■海の活用

○2019 年から海上アスレチック事業を開始。人気スポットとなっている。【観光協会】

○「ブルーフラッグ」の取得推進により、海のブランド化を図りたい。取得活動に市民

が協力することにより、地域の一体感醸成も期待できる【観光協会】

■情報発信

○観光協会ホームページの充実や、ＳＮＳサイト「日々、かつうら」などにより情報発

信に取り組んでいる。【観光協会】

■移住促進

○ワーケーション受入促進に向け、県が支援策を提供している。【観光協会】

５．保健・医療

（１）現状・課題

■医療体制

○市内では 1病院、1有床診療所、5無床診療所が地域医療を担っており、病院は病院

群輪番制救急医療を担っている。【医師会】

○看護師を含めた医療従事者の確保が課題。【医師会】

○新型コロナウイルス感染拡大により、患者の受診控えやワクチン接種協力による診療

縮小など、経営面での影響を受けた。【医師会】

○自宅医療患者への対応が課題。【医師会】

○勝浦医師会内ではオンライン診療の取扱いがない。【医師会】

■健診・予防医療

○昨年より各医療機関が個別健診を実施し、各種健診事業に協力しているが、受診率が

低いのが実情。【医師会】

○市民の健康づくり活動として、「健康ハツラツ教室」を継続開催。【武道大】

■高齢化
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○認知症、運動器疾患などの高齢者医療への対応が増加。【医師会】

（２）課題への対応・今後の取組

■医療体制の充実

○夷隅准看護師学校の運営を継続し、医療従事者の育成に努める。【医師会】

○オンライン診療について、研修機会を増やす。【医師会】

■健康づくり・予防医療

○市民の健康意識向上のための啓蒙活動を展開する。【医師会】

■高齢化

○独居老人に対する生活・医療面での支援体制の構築が必要。【医師会】

６．福祉

（１）現状・課題

■介護サービス

○要支援認定者が多く、要介護者の支援が行き届かなくなる可能性がある。【ケアマネ

部会】

○市内の社会資源、サービス提供事業所が少ない。【ケアマネ部会】

■成年後見制度

○親族、兄弟など頼れる身内が少なくなっている。【ケアマネ部会】

（２）課題への対応・今後の取組

■介護サービスの充実

○要支援者の生活支援をボランティア団体や地域が補うことで、訪問介護ヘルパーの介

護サービスを確保する。【ケアマネ部会】

○市の介護健康係と地域包括の連携。【ケアマネ部会】

○行政、社協の協力によるインフォーマルサービス提供。【ケアマネ部会】

○高齢者タクシー補助券支給。【ケアマネ部会】

■成年後見制度利用促進

○本人の能力があるうちに後見制度や自立支援制度を申請する意識づくりが必要。【ケ

アマネ部会】
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７．消防・防災

（１）現状・課題

■消防団員の確保

○人口減少やライフスタイルの変化等により団員数が減少を続けている。【消防団】

○各班の欠員や、昼間出勤時に団員が集まらない弊害が生じている。【消防団】

○団員の平均年齢が上昇しており、将来的に団機能低下が懸念される。【消防団】

○団幹部の業務負担が大きい。【消防団】

■要支援者への対応

○現状は取り決めがない。【消防団】

■自主防災会

○新たな会員、若い会員がいない。【市野川区防災会】

○市補助金により非常用発電機を設置した。【市野川区防災会】

（２）課題への対応・今後の取組

■消防団員の確保

○退団者を中心とする機能別消防団制度を令和 4年度に創設予定。【消防団】

○待遇改善が課題。【消防団】

○負担軽減のため、活動内容の見直しが必要。【消防団】

○市との協働による分団、班組織の統廃合。【消防団】

■要支援者への対応

○消防署や警察と連携した災害時の対応が必要。【消防団】

■自主防災会

○若い人材の発掘、育成が必要。【市野川区防災会】

○マンパワー確保につながる消防団との連携強化。【消防団／市野川区防災会】

■道路管理

○山間集落にとって道路が生命線。予防的伐採を進めるなど、道路沿いの森林管理が必

要。【市野川区防災会】
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８．青少年教育

（１）現状・課題

■少子化

○少子化により子どもの体験活動や交流活動が減少。【青少年協議会】

■青少年相談員の活動

○学校、地域と連携した活動（環境美化、自然体験など）を展開しているが、青少年相

談員に対する市民の認知度が低い。【青少年協議会】

（２）課題への対応・今後の取組

■体験活動・交流活動の充実

○青少年相談員、学校、地域のボランティア等が連携して体験活動や交流活動を実施。

【青少年協議会】

■青少年相談員の周知

○学校、行政、自治会等における青少年相談員の活動紹介の強化。【青少年協議会】

９．スポーツ・文化

（１）現状・課題

■スポーツ振興

○スポーツ協会、市内小中学校、国際武道大学の連携により、各種スポーツ大会が円滑

に運営されている。【スポーツ協会】

○各種スポーツ教室開催や小中学校の部活指導、スポーツクラブへの指導員派遣を通じ

て市内のスポーツ振興に貢献している。【武道大】

○大学の教員・学生が市民を対象に「大人の体力測定」を開催。今では周辺市町まで対

象を広げている。【武道大】

■芸術文化の振興

○小中学生の鑑賞機会が不十分。【音楽協会】

○活躍している音楽家の演奏を聴く機会が少ない。【音楽協会】

○文化イベント参加のための移動手段が不十分。【音楽協会】

○文化イベントを支えるスタッフの確保が必要。【音楽協会】
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（２）課題への対応・今後の取組

■スポーツ施設

○北中跡地に硬式野球場を整備すべき。【スポーツ協会】

○元勝浦高校の体育館の再利用を図りたい。【スポーツ協会】

１０．市民参加

（１）現状・課題

■ボランティア参加意識の高揚

○学生のボランティア参加意識は高まってきてはいるがまだ物足りない。【武道大】

（２）課題への対応・今後の取組

■ボランティア参加意識の高揚

○学内の各クラブの主将・主務が集まる「リーダーズキャンプ」において、地域との交

流をテーマにした議論の場を設置。【武道大】


