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はじめにはじめにはじめにはじめに     

 

国内の経済情勢は、「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資

を喚起する成長戦略」の「三本の矢」の一体的推進により景気回復を推し進

め、株価の上昇、有効求人倍率、就業者数、賃金引上げ等の効果はみられた

ものの、消費の伸び悩みや円安による物価上昇、台風などの天候不順による

経済への影響により、地方においては中小企業者に景気上昇の実感が湧かな

いのも現状です。  

また、そのような中、新たに国で創設された「地方創生」は、少子高齢に

伴う人口減少に歯止めをかけるとともに、地方の「まち・ひと・しごと」を

創生することを目的とし関連２法案が１１月に成立しました。今後の地方創

生は地方が自ら考え、責任を持って取り組むことが重要で、本市独自の藤枝

創生総合戦略を組み立て、機動的に施策を推進していくことに大きな期待が

されるところです。  

平成２７年度は市長２期目、さらには第５次総合計画前期基本計画が最終

年度に当たるなど、大きな節目の時期を迎えます。都市創生戦略監や女性管

理職登用、定住を促す「創業支援室」、医療・介護の連携を担う「地域包括

支援室」などの組織編成、地域力を活かした行政センター・公民館のあり方

の見直し等の取り組みにより、市長の掲げる４Ｋ施策の推進はもとより、次

年度戦略方針に掲げる定住人口・来訪人口の拡大といった重点施策を確実に

進めていくことが求められます。  

こうした現状から、本議会においても各常任委員会における所管事務調査

活動による調査・研究と併せ、平成２６年度の主要事業の進捗状況調査等も

行う中で、各常任委員会の立場で協議・検討を行い、各所管における今後の

施策への取り組み要望を提言として集約しました。  

本提言が、今後の本市の行政施策推進の一端に資するよう要望いたします。 

 

 

                      平成２６年１２月１８日  

                      藤  枝  市  議  会  
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１ 財政運営の安定化に向けた取り組み 

(1) 平成２７年度は第５次総合計画の前期５ヶ年計画の最終年度となる

ため、財源確保を図りつつ、歳出の適正化や市債残高の縮減につとめ、

中長期的な財政計画の中で投資効果や財政状況などを総合的に判断し、

安定した財政運営に取り組まれたい。 

(2) 税の公平性の観点からも未収金対策として、担税力の調査の徹底を図

り、滞納処分等の収納率向上に努めると共に、税の多重債務者とならな

いよう、処分及び納税相談の判断ができる職員の育成を図られたい。 

(3) 時間や場所を問わず納付できる新たな収納対策を研究・推進されたい。 

(4) 公共施設を安全安心に長期利用するための「建物アセットマネジメン

ト事業」については、適正な予算措置による事業の平準化を図ると共に、

庁内での情報共有・連携を十分に行い推進されたい。 

 

２ 人材育成への取り組み 

(1) 新公共経営計画の着実な実行を図ると共に、市民サービス向上に繋が

る「スペシャル・ゼネラリスト」の育成強化を図られたい。 

(2) 職員一人一人の質の向上を図り、市民サービスに付加価値を生む事が

できる職員の育成に努められたい。 

(3) 民間の進んだ手法を取り入れるべく、民間からの管理職登用を検討す

ると共に、女性管理職の登用を更に進められたい。 

 

３ 危機管理体制の更なる強化 

(1) 第４次被害想定の早期対応を図られたい。 

(2) 地域防災計画（原子力対策編）に基づくＵＰＺ圏内の安全確保体制の

早期確立及び、安定ヨウ素剤の取り扱いなど市民への啓発活動の徹底を

図ると共に、いつでも対応できる体制の早期構築を図られたい。 

(3) 地震、豪雨災害等においての予知対策の強化と避難指示に対する対応

全般を市民に周知され、防災意識を高める努力をされたい。 

(4) 住民への積極的な情報発信による地域防災対策の強化として、自助・

共助の具体的且つ効果的な施策の確立と市民や学校への周知・徹底を図

られたい。 

 

総務文教委員会 
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４ シティ・プロモーションの推進 

(1) シティ・プロモーション推進のため、ターゲットを明確にした戦略を

立て、１０年後、２０年後の長期ビジョンでまちの魅力についての戦略

に取り組まれたい。 

(2) 各部局間のシティ・プロモーション事業を統括した組織確立や先進事

例等の調査・研究を更に行い、ソーシャルメディアなどの広報媒体を最

大限活用した情報発信事業の強化を図られたい。 

 

５ 新東名インターチェンジ周辺の土地利用について 

県との連携を強化する中で、ふじのくに「内陸フロンティアを拓く取組」

に係る総合特区制度の提案内容実現に向けて、地域住民の合意形成のもと、

地域特性と資源を最大限に活用した地域づくりの早期実現を図られたい。 

 

６ 市民との協働によるまちづくりに向けた取り組み 

(1) 活力あるまちづくり推進のため、地域住民活動の支援強化を図る行政

センターの支援体制を強化すると共に、先進事例等の調査・研究につい

て積極的に取り組まれたい。 

(2) 市民協働の地域の拠点となる行政センターの充実を図り、各地域から

要望がある事業や施設の整備に努められたい。 

(3) 各地区公民館のバリアフリー対策の早期実現と利用者側に立った施

設の充実を図られたい。 

(4) 地域活動のリーダー養成を計画的に実施されたい。 

(5) 市民サービスの向上に向けて、オープンデータ化の充実を図られたい。 

 

７ 安全・安心のまちづくりへの取り組み 

(1) 交通安全日本一の理念に基づき、高齢者交通事故の防止対策等の交通

安全啓発活動の更なる強化と、警察との緊密なる連携のもと、通学路を

はじめとした道路の安全施設整備を促進されたい。 

(2) 暴力団排除条例に沿って、市民への情報提供等の支援を積極的に行う

と共に、暴力団排除のための活動ができるよう、警察署と緊密に連携し

市民の安全確保に努められたい。 
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(3) 防犯まちづくり条例の目的に沿った「犯罪を起こさせない」「犯罪が

起こりにくい町・地域づくり」の更なる推進を図ると共に、オレオレ詐

欺や押し売り通販ビジネスの防止など、高齢者をはじめとした消費者の

保護を目的に、消費生活センターの充実や被害の未然防止のための啓発

活動に引き続き取り組まれたい。 

 

８ スポーツ・文化芸術振興への取り組み 

(1) 市の企画・主催・後援のイベントに際し、その開催日時・内容等の情

報を一元管理できるよう努められたい。 

(2) スポーツ施設を管理運営している指定管理者が発行する、「催しもの

案内」の編集に積極的に参加し、各種スポーツが身近に感じられるよう

努められたい。 

(3) サッカーのまち藤枝を標榜できるための、施策を講じられたい。 

(4) 藤枝市文化協会要望の、協会加盟のメリットについて早急に研究し、

本市の文化向上に繋がるよう努められたい。 

(5) 市民体育館や市民会館等の施設に一部、不具合が見られるため、定期

的な調査・点検、または改善を図られたい。 

(6) 北海道恵庭市との市民・民間レベルでの都市間交流事業の推進を図ら

れたい。 

 

９ 消防救急体制の充実 

(1) 地域消防団による防火啓発活動の継続実施と共に広域消防救急体制

の充実を図り、迅速かつ的確な対応に努められ、安全・安心の住民サー

ビス向上を図られたい。 

(2) 消防団員の確保対策において、職員にも声をかけ、地域防災に市民と

一体になって取り組み、団員の確保に努められたい。 

 

10 教育日本一に向けた取り組み 

(1) 教育日本一に向けて、更なる小中学校の円滑な英語接続教育の拡大強

化と共に、ネイティブな英会話を進める教育機関との連携について調

査・検討されたい。 
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(2) 藤枝教師塾は質の高い教員育成に繋がっており、教育人材の確保事業

としてより積極的に取り組まれたい。 

(3) 小中一貫教育は、モデル校を手始めに拡大に向けた取り組みを推進さ

れたい。また、各中学校区に合った「乗り入れ授業」を研究して活発化

に努められたい。 
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１ 障害者福祉施策の推進 

第４次藤の里障害者プランに基づき、計画の基本理念である「笑顔ある

共生社会の実現」に向けた普及啓発事業の推進を図られたい。 

 

(1) 障害者就労施設での製品の消費拡大を目指し、市施設・市行事等での

利活用を進められたい。 

(2) 障害者雇用に対して、市が積極的に働く場を提供し、障害者の自立支

援に向けた施策展開をされたい。また、市納入業者や委託業者を含む民

間企業に障害者雇用率の達成に向けて、努力するよう促されたい。 

(3) 精神障害者についても、知的障害者や身体障害者と同様に医療や社会

交流などに支援されるよう、施策を検討されたい。 

(4) 地理情報システムによる災害時要援護者マップをより効果的に活用

するための庁内連携体制づくりと、情報公開については自主防災会との

連携や協働のもと、個人情報の取り扱いを含め適切な指導をされたい。 

 

２ 発達支援体制の充実 

(1) 「ふじえだ型発達支援システムの整備指針」に基づいた施策推進を図

られたい。乳幼児期から学齢期、就労期（２５歳位）まで、教育・福祉・

保健・就労・医療の関係機関の横の連携及び個別の指導計画による縦の

連携による支援を構築し、就労期以降の相談・支援体制についても研究

されたい。 

(2) 相談センター機能の充実に向けて、専門職の配置や、将来に向けた組

織体制の検討を進められたい。 

 

３ 少子化対策及び子育て支援の推進 

(1) 新年度から始まる、子ども・子育て支援新制度に向けて行っている実

態把握と、それに基づく計画策定の迅速化を図り、保育園・幼稚園・認

定こども園・放課後児童クラブへの潜在的待機児童の確実なる根絶に向

けて努められたい。 

(2) 不育症治療への補助を研究されたい。 

 

 

健康福祉委員会 
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(3) 乳幼児・小学生・中学生への医療扶助制度の充実に努め、血液検査を

含む就学時検査への扶助やレセプト請求制度の導入など、制度のさらな

る向上に努められたい。 

(4) 児童相談所との連携協力をより強めるとともに、児童虐待の早期発

見・早期対応に努められたい。 

 

４ 高齢者福祉及び介護施策の推進 

(1) 藤枝型地域包括ケアシステムの早期構築に取り組むとともに、公民館

及び、自治会・町内会での介護予防の体制づくりに努められたい。 

(2) 介護予防給付が地域支援事業に移行した場合でも、従来通りの介護予

防給付を受ける必要がある人には受けさせるように、自己選択の余地を

残されたい。 

(3) 成年後見制度の市民への啓発に努められるとともに、弁護士や司法書

士等の法務専門職と連携を図り、市民後見人の育成に取り組み、地域全

体で高齢者を支援していく体制整備を図られたい。 

(4) 敬老会事業は、今後も継続と充実を求めたい。（敬老会事業における

祝い金は、市内商店街で利用できる商品券に移行されるよう検討された

い。） 

(5) 認知症の早期発見のためチェックシートの活用を広く周知されたい。

また、医療と介護の連携を深めながら、認知症支援ネットワークをより

強固なものとし、認知症の方とその家族支援体制の充実に努められたい。 

 

５ 健康・予防日本一のさらなる推進 

(1) 「藤枝市民の歯や口の健康づくり条例」をより活かすため、歯周病の

危険性の啓発に努められるとともに、藤枝歯科医師会や住民歯科会議等

とも連携し、要介護者の在宅歯科訪問指導や市民の歯の健康予防を市民

運動につなげられたい。 

(2) ピロリ菌胃がんリスク検査の効用について啓発するとともに、特定健

診やがん検診のさらなる受診率向上に努められたい。 
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(3) 食育施策やお茶に関する健康増進策などを研究されたい。本市には製

薬会社の工場が多いことから、連携や協力による健康施策の研究を図ら

れたい。 

(4) 健康福祉部の枠を超え、スポーツ振興課等との連携を強め、健康施策

を推進し、医療費の抑制に努められたい。 

 

６ 市立総合病院への提言 

(1) 不足する診療科克服のため、医師招聘策をさらに進められたい。とり

わけ、救急センターの運営には専門医師等の招聘は不可欠であることか

ら、当該医師招聘には一層の努力を強く求める。 

(2) 医師、看護師等の病院内の業務量を細かく調査し、現場からの提案を

募り、さらなる業務の効率化を目指されたい。なお、４月から開設され

る救急センターについては、適切な運用を図るとともに、医療従事者の

負担増にならない組織・勤務体制を図られたい。 

(3) 急性期病院としての役割をより高めるために、慢性期病院の確保及び

地域医療機関、介護施設等との連携及び、オープン病床システムの研究

に努められたい。また、健全経営をめざす上から、収入増を図り、医療

と福祉の充実化確立のため努力を図られたい。 

(4) 災害拠点病院としての体制構築に努め、発災時における遠隔地病院と

の連携も視野に入れた医療データの保全、バックアップ体制の確立等、

対応策を検討されたい。 

(5) 海外の公立病院との連携を研究されたい。 

 

７ 病院支援局への提言 

(1) 焼津市、島田市等の近隣公立病院との病病連携の推進に努め、機能分

担、補完を徹底させることで、安定した二次医療圏が確保されるよう、

首長同士が一致協力し、最大限の努力を発揮されたい。 

(2) 消費税増税は病院経営にきわめて深刻な影響を及ぼしていることか

ら、国に対し、抜本的な対策を講じるよう、要望活動を図られたい。ま

た、新会計基準の導入による財務状況を表す数値の変化に対しては、市

民への周知や説明責任、報道関係への対応に努められ、理解いただける

よう取り組まれたい。 
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１ 環境にやさしい街づくりについて 

～環境日本一、もったいない都市宣言にふさわしい街づくり～ 

(1) ごみ減量化・再資源化を進めるためには、市民の協力が不可欠であり、 

清掃工場等の施設見学会、町内会へのごみ分別説明会及び子どもたちへ 

の環境教室の開催など、さらなる啓発に積極的に取り組まれたい。 

 (2) さらなるごみ減量の推進を求めるとともに、生ゴミ資源化事業に関し、

より効率的な手法による経費削減、事業者への指導徹底、防臭対策によ

る対象地域住民への負担軽減により一層の努力を図られたい。 

(3) 不法投棄防止策に一層の努力をされるとともに、「まちをきれいに 

する条例」の周知徹底、市民参加型のより一層の推進に努められたい。 

(4) 浜岡原発に起因する、市民が不安視しているＵＰＺ圏問題における市 

民感情の建設的緩和に向けて、太陽光発電・小規模水力発電・バイオマ

ス発電等の『再生可能エネルギー』導入推進に取り組まれたい。 

(5) 一般廃棄物処理計画に基づくクリーンセンター事業に対し、最終的な

地元合意が一日も早く実現できるよう、努められたい。 

 

２ 市街地再開発事業の推進について 

(1) 駅前一丁目８街区市街地再開発事業の推進により、駅南に比べ遅れて

いる中心市街地活性化、賑わい創出を図るとともに、駅前一丁目６街区

市街地再開発事業の地元との合意形成に一層の努力をされ促進を進め

られたい。 

 

３ 公共交通政策について 

(1) 高齢化社会の到来に伴い、市民の足確保のため、市民の意向をよく調

査され、自主運行バス、デマンドバス・タクシー等、公共交通の確保に

努力されたい。 

(2) レンタサイクル「ぐるりん」の再構築とともに、低炭素社会の実現に

向け新たな公共交通『自転車市民共同利用システム』の導入検討に取り

組まれたい。併せて、自転車利用可能な歩道の整備など、自転車利用を

促進する環境整備を図られたい。 

 

 

建設経済環境委員会 



- 10 - 

 

４ インターチェンジ周辺の土地利用について 

(1) 新東名ＩＣ及び東名高速道路ＳＩＣ周辺の土地利用、主に都市計画法

の規制等に関する調査研究に努められたい。 

(2) 新東名ＩＣパーキングエリアのスマートインター化を進められたい。 

 

５ 道水路・治山事業の整備・補修について 

(1) 交通安全日本一を掲げる上から、道路の危険個所、通学道路の歩道設

置及び改修工事のより一層の促進を求める。 

(2) 各自治会、町内会から提出されている道水路の整備及び急傾斜地対策

等の要望については、できるだけ実現できるよう便宜を図られたい。 

(3) 台風１８号の教訓をふまえるとともに、近年、主に夏期に発生する局

地的豪雨への対応として、市内準用河川、普通河川の浚渫や改修等の整

備促進を求めるとともに、水害による浸水常襲地域の対応促進を進めら

れたい。 

(4) 瀬戸川、朝比奈川、栃山川の二級河川の、主に中流域河床部の草木の

除去、適正なる浚渫等を県へ強く要望されたい。 

(5) 国道１号線バイパスの早期四車線化に向けて、国への要望を強く求め、

さらに、市内渋滞解消に向け、国道１号線の渋滞緩和、志太中央幹線を

はじめとする各都市計画道路の未着工区間の早期整備や主要道路に係

る橋梁整備を求める。 

 

６ 防災対策（自助）への取り組みについて 

(1) 住宅・建築物の耐震化の一層の推進を求めるとともに、耐震シェルタ

ー・防災ベッド助成の増額等も含め、事業の啓発促進に努められたい。 

 

７ 上水道事業について 

(1) 水道基本計画に基づいた施設の整備拡充と安全対策に努められたい。 

(2) 耐震対策として、石綿管敷設替え事業の早期実現を図られたい。 

(3) 独立採算の企業会計であり、より一層の健全経営に努められたい。 
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８ 下水道事業について 

(1) 公共下水道施設整備事業の早期促進に図られたい。また、水質汚濁防

止、環境保全の上からも、小型合併浄化槽の設置や単独浄化槽からの切

り替え補助の対象地域での補助継続と促進を求めるとともに、下水道認

可区域外・農業集落排水域内の地域における弾力的な取り扱いを図られ

たい。 

(2) 事業効果をさらに高めるため、公共下水道整備区域内及び農業集落排

水事業未加入者への加入促進を強力に進められたい。 

(3) 下水道事業に関しては企業会計も視野に、両特別会計の経営基盤強化

をめざすよう強く求める。 

 

９ 企業誘致について 

(1) 新東名ＩＣ周辺の有効な土地利用、企業誘致が図られるよう、国や県

への要望活動を強力に図られたい。 

(2) 企業立地推進ビジョン『Win-Win プラン』推進による優良企業誘致を

図られたい。 

(3) エコノミックガーデニングに関し、市内事業者への周知や認知を高め、

より一層の推進が図られるよう、努力されたい。同時に、同事業の推進

により、起業者支援や育成を図られるとともに、地元事業所への経営安

定対策等に努力されたい。 

 

10 商業及び観光の振興について 

(1) 「藤」はもとより、金比羅山や瀬戸川堤の「桜」、栃山川や朝比奈の

「コスモス」、中山間地活性化策として進めている花の街道等、自然や

花を活かした観光施策に努められたい。 

(2)「まちの宝を活かす」という市長方針に従い、眠っている観光資源を

活用したガイドブックを作成するなど、さらなる情報発信に心掛けるよ

う努められたい。 

(3) 商店街活性化のため、空き店舗対策及び後継者・事業継承者・開業者

への支援強化を図るとともに、商店街自身の「やる気」を出させるため

の方策により一層の努力をされるよう努められたい。 
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(4) 富士山静岡空港を活用した国内・海外交流やイベント施策の展開によ

る来訪者拡大に努められるとともに、藤枝駅との直通定期バスの運行等、

公共交通機関乗り入れを求めるよう図られたい。 

(5) 「三市一町広域観光連携協議会」の活動をより一層促進し、さらなる

広域観光の実現に向けて努められたい。 

 

11 農業の振興について 

(1) 農商工連携・６次産業の推進を図り、本市の強みを生かした藤枝市特

産物のＰＲ、藤枝ブランドの確立、茶どころ酒どころ発信事業のさらな

る推進に努められたい。 

(2) 全国お茶サミットを契機とした「和茶」の普及と市内茶業の振興によ

り一層の努力をされるよう努められたい。 

(3) 農地転用が比較的簡便な市街化区域内での「ふれあい農園」の土地確

保の対策を講じられるよう図られたい。 

(4) 耕作放棄地、遊休・荒廃農地の対策に一層の努力をされるよう図られ

たい。 

 

12 中山間地の活性化について 

(1) 都市と農村との交流事業であるグリーンツーリズム、デュアルライフ

等の施策をより一層推進するため、首都圏、中京圏、関西圏などの大都

市部でのＰＲ活動により一層の努力をされたい。 

(2) 薬用農産物等、本市産業と密接で、産業振興と雇用促進が期待できる

特産品の開発奨励と販路拡大に努められたい。 

(3) 放置竹林対策、鳥獣害対策、林業振興策（地元材の積極的な活用等）

のより効果的な推進に努められたい。 

 

13 農業基盤整備について 

(1) 農業経営者への経営安定化を目指した指導に努められるとともに、農

業経営基盤集積や農林業従事者の確保、後継者及び新規就労者の育成支

援に努められたい。 

(2) 農業基盤強化のため、農業生産法人の促進や、農業団体の連携による

営農収益の向上対策を進められたい。 
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(3) 国による農業委員会改革に対し、柔軟な対応に努められ、農業経営者

への指導徹底を図られたい。また、流動化による農地確保、保全により

一層の努力をされたい。 

 

14 公園の整備について 

(1) 市内屈指の観光資源である蓮華寺池公園は、藤枝西高跡地との一体的

活用により、さらに付加価値が高まる期待があることから、市民憩いの

場、且つ、有力な観光名所として、効果的な事業に取り組まれるよう図

られたい。 

(2) 市内各公園の適切な管理と地域要望に対する柔軟な対応に努められ

たい。 

 

 

 


