
- 0 - 

 

 

 

藤枝市長  北村 正平  様 

 

 

 

 

 

 

提提提提        言言言言    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤藤藤藤    枝枝枝枝    市市市市    議議議議    会会会会    

 

 

 

 

 



- 1 - 

 

はじめにはじめにはじめにはじめに     

 

安倍内閣は、2020 年に向けた経済成長の推進力として、「希望を生み出す強い

経済」「夢を紡ぐ子育て支援」「安心につながる社会保障」を、新たな３本の矢と

して示しました。  

大震災からの復興を加速させるとともに、デフレからの脱却を確実なものとし、

経済再生と財政健全化双方の同時実現を目指しています。  

少子高齢化といった構造的課題への取り組み、誰もがより活躍できる一億総活

躍社会の実現に向けた地方創生を本格化させるべく、その対策や安定した財政措

置等も期待するところです。  

 

このような状況下、本市においては、真に“選ばれるまち  藤枝”ならではの創

生実現に向け、「ふじえだ健康都市創生総合戦略」を県内でも一早く策定され、

『都市の健康で未来を拓く』をテーマに、各施策の展開が進められています。  

特に、本市の「４Ｋ施策」の重点的な取り組みや、健康マイレージをはじめと

した４つのマイレージ事業などは市民参加型の取り組みとして、本市の特徴ある

事業であり全国的にも注目を浴びているところです。  

 

平成２８年度は第５次総合計画の後期基本計画のスタートの年度となります。 

本市の基本理念である「元気共奏・飛躍ふじえだ」のもと、７つの柱を基本目

標としたまちづくりを着実に進めていくことが求められます。  

こうしたことから、本市議会においても各常任委員会における所管事務調査、

あるいは主要事業等の状況調査等も把握する中で、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を提言としてまとめました。 

本提案が、今後の本市の行政施策推進の一端に資するよう提言いたします。  

 

 

                       平成２７年１２月１７日  

                       藤  枝  市  議  会  
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１１１１    財政運営財政運営財政運営財政運営のののの安定化安定化安定化安定化にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ 

(1) 平成２８年度は第５次総合計画の後期計画のスタートの年度となる。引き

続き財源確保を図りつつ、歳出の適正化を進め、市債残高の縮減については、

年利率３％以上の市債の繰上げ償還や低利借換えに努められたい。 

(2) 未収金対策については、公平性の観点から効果的な調査と適切な納税相談

及び滞納整理を進めるとともに、担当職員の育成を図りつつ、債権対策室と

連携した収納率の向上に努められたい。 

(3) 市民にとって納付しやすい環境づくりに向け、解りやすい情報提供と工夫

された納付方法を研究されたい。 

(4) 公共施設の長寿命化については、現有施設の的確な評価と分析のもと策定

された「公共施設等総合管理計画」に基づく事業の平準化と、適正な予算措

置等、安全・安心な施設管理を進められたい。 

    

    

２２２２    人材育成人材育成人材育成人材育成・・・・組織組織組織組織へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

(1) 市民から信頼される藤枝市を目指し、常に質の高い市民サービスが提供で

きる組織体制の構築に努められたい。 

(2) 中堅・若手職員の人材育成を更に進められたい。 

(3) 「日本一の職員づくり」にあたっては、新たに条例も制定し、取り組むと

しているが、職員のより一層のモチベーション向上に寄与するものとされた

い。 

(4) 職員の過度な時間外勤務や深夜帯での時間外勤務削減に努め、過労死等に

つながることのないよう、職員の勤務実態に配慮し、必要に応じた職員数を

確保されたい。 

    

総務文教委員会 
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３３３３    危機管理体制危機管理体制危機管理体制危機管理体制のののの更更更更なるなるなるなる強化強化強化強化    

(1) 自然災害等における住民避難等の的確な発令に努めると共に、ハザードマ

ップの時宜を得た見直し等を行われたい。また、防災関係情報の積極的発信

のもと、より一層の市民の防災意識向上を図るよう努められたい。 

(2) 「地域防災計画（原子力対策編）」に基づくＵＰＺ圏内の避難方法等の早

期確立及び、安定ヨウ素剤の保管・配送や具体的取扱いなど、市民への啓発

活動を推進し、いつでも対応できる体制の構築に努められたい。 

(3) 自助・共助の実践となる自主防災活動への積極的な支援と有事の際の地域

住民の安全な避難所の確保と災害備品の確保等に常に備えられたい。 

    

    

４４４４    シティ・プロモーションのシティ・プロモーションのシティ・プロモーションのシティ・プロモーションの推進推進推進推進    

(1) 各部局間のシティ・プロモーション事業を統括した組織を確立し、来訪人

口・定住人口増に向けた情報戦略推進のため、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

強化を図られたい。    

(2) 国内外で活躍している藤枝市出身の著名人等を通じた、市のイメージアッ

プ戦略によるシティ・プロモーションを検討されたい。 

    

    

５５５５    市民市民市民市民とのとのとのとの協働協働協働協働によるまちづくりにによるまちづくりにによるまちづくりにによるまちづくりに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ    

(1) 藤枝市の新たな魅力となる花回廊事業については、市民協働により一人で

も多くの市民参加のもと、市内全域で展開されるよう取り組まれたい。 

(2) 市民活動の地域拠点となる地区行政センターについて、試行結果の適切な

評価を行うとともに、更なる充実を図られたい。 

(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) 市民サービスの向上に向け、オープンデータ化の充実を図られたい。 
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６６６６    安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のまちづくりへののまちづくりへののまちづくりへののまちづくりへの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

(1) 犯罪が起こりにくいまちづくりに向け、「防犯まちづくり条例」を基本と

し、引き続き関係機関とも密に連携し、市民の防犯意識の高揚を図る効果的

な施策を推進されたい。 

(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。  

(3) 「交通安全日本一」の理念に基づき、高齢者の交通事故防止対策等の交通

安全活動の更なる強化と、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。 

    

    

    

７７７７    スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ・文化芸術振興文化芸術振興文化芸術振興文化芸術振興へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

(1) 「サッカーのまち藤枝」を更に強く標榜するため、オリンピックをはじめ、

国内外で活躍するプレーヤーを輩出すべく環境づくり育成強化策を積極的

に推進されたい。 

(2) 市民と一体となった女子サッカー選手の育成・支援と、全国規模による女

子サッカー大会の誘致を図られたい。 

(3) 藤枝市の有する史跡・名勝の発掘と保存を積極的に推進し、後世への文化

継承を着実に図られたい。 

(4) 姉妹都市及び友好都市との交流事業にあたっては、その目的を適切に踏ま

え推進されたい。また、新たに友好都市締結が予定されている北海道恵庭市

とは、その締結目的に沿った行政・市民レベル等での都市間交流事業の早期

実現に向け取り組まれたい。 
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８８８８    消防救急体制消防救急体制消防救急体制消防救急体制のののの充実充実充実充実    

(1) 地域消防団による防火啓発活動の継続的な実施と地域の消防活動として、

自治会、自主防災会等と連携を密にし、地域住民と一体となった消防団活動

となるよう、団員の確保に対し支援されたい。 

(2) 広域による消防救急体制の充実を進められたい。また、日々の緊急事案等

に対し、迅速かつ的確な対応に努められ、市民の安全・安心の暮らしを守ら

れたい。 

    

    

    

９９９９    教育日本一教育日本一教育日本一教育日本一にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ    

(1) 地域に愛着を持つきっかけづくりとして、学校・家庭・地域・産業界の連

携による、小・中・高校生キャリア教育を実施されたい。 

(2) 小中一貫教育の拡大に向けて更に取り組まれたい。また、地域の実情に応

じた学区の見直しについても、適切に対応されたい。 

(3) グローバル社会を迎えている現在、英会話能力は必須の教育課題である。

更なる小中学校の円滑な英語教育の強化を進められたい。 

(4) 藤枝教師塾は質の高い教員育成に繋がっている。引き続き教育人材の育成

事業としてより積極的に取り組まれたい。 

(5) 学校サポーターズクラブの活動を推進し、地域の力を学校経営に生かされ

るよう努められたい。特に地域コーディネーターの育成に努められたい。 
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１１１１    障害者福祉施策障害者福祉施策障害者福祉施策障害者福祉施策のののの推進推進推進推進    

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、施策を充実されたい。 

(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でわかりやすい指導をされたい。 

 

 

 

２２２２    発達支援体制発達支援体制発達支援体制発達支援体制のののの充実充実充実充実    

「藤枝型発達支援システムの基本指針」に基づいた行動計画による施策推進

を図られたい。 

 

(1) 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、一貫性を持った支援情報の継続と支援体制についても研究された

い。 

(2) 発達支援センター設置に伴う行動計画の中で事業の充実に努められたい。 

健康福祉委員会 
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３３３３    少子化対策及少子化対策及少子化対策及少子化対策及びびびび子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの推進推進推進推進    

(1) 子ども・子育て支援新制度に対応した計画「スマイルプラン２１」に基づ

き、保育所・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計画的かつ着実に努められたい。    

(2) 不育症治療への支援を研究されたい。 

(3) 乳幼児・小学生・中学生への医療扶助制度の充実に努め、こども医療制度

における中学生の現物支給制度への早期移行に努められたい。 

(4) 児童相談所との連携強化による児童虐待の早期発見・早期対応に努められ

たい。 

 

 

４４４４    高齢者福祉及高齢者福祉及高齢者福祉及高齢者福祉及びびびび介護施策介護施策介護施策介護施策のののの推進推進推進推進    

(1) 介護予防から事業及び介護予防給付の一部が、新しい介護予防・日常生活

支援総合事業への移行が図られる中で、その事業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) 介護予防給付が新しい介護予防・日常生活支援総合事業へ移行した場合で

も、従来よりサービスが低下することのないように、充分な選択肢を構築さ

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) 地域包括ケアシステムの充実に向けた医療・介護の連携を深め、第４次地

域福祉計画の中で、地域との連携の強化を着実に進められたい。併せて、要

介護者の在宅歯科訪問指導を促進されたい。 

(5) 認知症の早期発見のため物忘れチェックシートの活用を広く周知された

い。 

(6) 認知症サポーター養成の更なる発展に努められたい。 
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５５５５    健康健康健康健康・・・・予防日本一予防日本一予防日本一予防日本一のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる推進推進推進推進    

(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、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。 

(3) 新たな食育計画策定に基づき、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。 

(4) 健康マイレージ等、現在推進している健康施策を更に促進し、医療費の抑

制に努められたい。 

 

    

    

６６６６    市立総合病院市立総合病院市立総合病院市立総合病院へのへのへのへの提言提言提言提言    

(1) 安定した診療体制の構築を目指し、医師招聘策をさらに進められたい。と

りわけ、現在の救急センターから地域の３次救急を担う救命救急センターに

なるためには救急専門医の招聘は不可欠であることから、当該専門医の招聘

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の把握に努め、若手プロジェクトチーム

の活動を促進し、業務の向上を目指されたい。 

(3) 急性期病院としての役割をより高めるために、慢性期に対応する病院・診

療所、介護施設等との連携を更に進めるとともに、地域包括ケアシステムの

確立による医療と福祉の充実に努められたい。 

(4) 災害拠点病院として、発災時におけるトリアージから診療までの迅速な対

応ができる体制づくりに努められたい。 
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７７７７    病院支援局病院支援局病院支援局病院支援局へのへのへのへの提言提言提言提言    

(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、努められ

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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１１１１    地域経済地域経済地域経済地域経済のののの活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けたけたけたけた企業支援企業支援企業支援企業支援のののの推進推進推進推進についてについてについてについて 

(1) ｢エコノミックガーデニング事業」については、支援センター「エフドア」

を拠点に関係団体との連携をより強固なものとして、企業支援と創業・起業

支援の総合窓口の専門性を高め、推進強化を図られたい。また、実績づくり

により努力され、全国的に発信できるようなエコノミックガーデニング事業

の成功事例づくりに取り組まれたい。 

    

２２２２    企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致のののの推進推進推進推進についてについてについてについて    

(1) 多様化する企業側のニーズや要請に対して、迅速かつ適切に対応する実効

的な支援策や補助金の拡充を検討され、地域経済の活性化と、雇用の拡大に

つながる企業誘致を図られたい。 

(2) 内陸フロンティア構想における企業誘致の実現にむけて鋭意努力された

い。 

    

３３３３    商業及商業及商業及商業及びびびび観光観光観光観光のののの振興振興振興振興についてについてについてについて    

(1) 本市および近隣市町と連携する「観光地域づくりと観光産業づくり」の可

能性を進め志太榛原地域の新たな観光インフラの創出に向けた研究に取り

組まれたい。 

(2) 国内外の姉妹・友好都市との商業・観光の連携強化に取り組まれたい。 

(3) 商店街振興を積極的に考える人材を掘り起こし、官・民・学で研究する制

度を構築するなど、協働体制の確立を早急に図られたい。 

(4) 商店街活性化のための空き店舗対策や後継者・開業者への支援強化を求め

る。 

(5) 市民の憩いの場である蓮華寺池公園を、市内でも指折りの観光資源として

の付加価値をさらに高めると同時に、市内各所の「藤の花」の育成に鋭意努

力し、日本一の藤のまちを目指すと共に花回廊のさらなる拡大支援を求める。 

建設経済環境委員会 
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４４４４    持続的発展持続的発展持続的発展持続的発展にににに向向向向けたけたけたけた農林業農林業農林業農林業のののの振興振興振興振興についてについてについてについて    

(1) 自然を活かした藤枝らしいブランドづくりに向け、本市の強みを生かした

農商工連携・６次産業の推進を図り、特産物であるお茶、しいたけ等のＰＲ、

酒どころ藤枝の発信事業のさらなる推進を求める。 

(2) 新たな就農者の育成のため、国の奨励金制度にとどまらず、就農の準備段

階から就農直後、さらに経営発展期まで農業経営の各段階に応じた市独自の

就農支援策を実施されたい。 

(3) 耕作放棄地の実態調査を早期に行うとともに、新たな担い手の育成強化と

耕作地の利活用促進を図られたい。 

(4) 産業振興と雇用促進が期待できる薬用農産物や特産品の開発奨励を求め

る。 

(5) 国が進めている農業改革、環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）に適応し

た農業委員会制度の確立と事務局体制の構築を求める。 

(6) 「地産地消の推進に関する条例」を活かし、市内農産物生産者、事業者、

ＪＡ大井川、商工会議所等の関係機関と連携を深め、本市農産物の消費拡大

に努めると同時に、学校等の公共施設においては、藤枝茶の振興とあわせ積

極的な地産地消を図られたい。 

(7) 本市の基幹産業である茶業の再生・振興には、児童生徒に安全で健康にも

良い“美味しい藤枝茶”を飲ませることが大事であることから、今一度、現

状の把握と課題を抽出され、改善されたい。今後は、茶業振興の重要な施策

として、あるいは消費喚起の原点として、学校給食へ相応の予算化を図って

いただきたい。 

    

５５５５    鳥獣被害対策鳥獣被害対策鳥獣被害対策鳥獣被害対策についてについてについてについて    

(1) 鳥獣被害対策の更なる強化を進めるため、食肉センターの設立など、イノ

シシの食肉としての活用を検討されると共に「鳥獣駆除実施隊」の設置や防

護・防除活動への支援拡充、獣肉買い取り制度等の様々な支援制度の充実を

図られたい。 

(2) 鳥獣被害防止計画に基づく鳥獣対策を積極的に進めるとともに、シカ・イ

ノシシ・サル・クマなど、より効果的な防除対策を進める上での個体別生態

系調査実施を検討されたい。 
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６６６６    竹林対策竹林対策竹林対策竹林対策についてについてについてについて    

(1) 益々悪化する放置竹林問題の解決策として、本市には、キノコ栽培が古来

行われ、その原木となるコナラ、サクラ、クヌギをはじめとした落葉広葉樹

を植栽する事で、有害鳥獣の棲息を阻む緩衝帯形成になるとともに、キノコ

栽培をはじめとした就農の機会創出にもつなげたい。 

(2) 放置竹林等の実態調査を早急に進めるとともに、地域住民が意欲的に取り

組めるよう、先進事例である「高崎市里山元気再生事業」を参考に特段の補

助金制度を設立されたい。 

    

７７７７    中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの活性化活性化活性化活性化についてについてについてについて    

(1) 中山間地域における集落生活圏の新たな形成に向け、宅地供給の可能性調

査をスタートされたが、移住・定住の促進が行政サービスや生活の利便性を

向上させる構想に、地域住民の理解と積極的な啓蒙協力が得られるよう図ら

れたい。 

(2) 地域おこし協力隊の更なる増員、活用を図られたい。また、活用にあたっ

ては、それぞれの地域の主眼による選定をなされたい。 

(3) 地域の魅力を発信する情報提供を充実すると共に、各方面へ直接ＰＲする

機会を充実するよう検討されたい。 

    

８８８８    インターチェンジインターチェンジインターチェンジインターチェンジ周辺周辺周辺周辺のののの土地利用土地利用土地利用土地利用についてについてについてについて    

(1) 新東名「藤枝岡部ＩＣ」周辺及び東名「大井川焼津藤枝スマートＩＣ」周

辺の土地利用計画等について、国や県との連携をさらに強められたい。 



- 13 - 

 

９９９９    安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のののの道路道路道路道路・・・・河川環境等河川環境等河川環境等河川環境等のののの整備整備整備整備についてについてについてについて    

(1) 志太中央幹線の旧東海道以南の早期着工に向けた取り組み及び大覚寺藤

岡線等、各地域計画道路未着手区間の早期整備を求める。 

(2) 国道１号線藤枝バイパス４車線化の早期実現に向けた取り組みと、事業効

果の高いと見込まれる都市計画道路等に関し、国・県への要望強化を積極的

に行い、円滑な事業進捗を図るとともに、将来展望にあたっては費用対効果

を十分に検討されたい。 

(3) 都市計画道路に関し、事業効果が高いと見込まれる進捗中の事業や未着手

の事業については、国・県への要望強化を積極的に行い、財源確保と事業着

手を早急に進められたい。反面、効果が低いと見込まれる事業で、将来展望

を検討中の事業に関しては、方向性を早急に見いだし、整理統合等を実施さ

れるよう求める。 

(4) 本市全域における通学路および歩行者・自転車専用道を再調査の上、防犯

灯未整備区間へのＬＥＤ防犯灯の設置を優先して進められたい。 

(5) 地域の主要道路の整備にあたっては、自転車・歩行者等の交通安全対策に

も十分配慮された取り組みを進めるとともに、道路照明灯の整備及びＬＥＤ

化を推進されたい。 

(6) 市民の安全な移動手段である自転車の利用促進を図るため、利用可能な歩

道の整備や駐輪場の確保を図られたい。 

(7) 市民の日常生活に必要な生活道路について、通学路の危険個所及び狭隘道

路対策等、さらなる整備推進に取り組み、安全・安心の道路環境に努められ

たい。 

(8) 渋滞緩和策の一つとして、ラウンドアバウト等による解消策を研究された

い。 

(9) 近年の異常気象による集中豪雨などに備え、国・県と連携し、緊急性の高

い急傾斜地の整備､河川の浚渫や護岸の改修整備等、水害による災害対策強

化に努めるとともに、橋梁の耐震化及び長寿命化を計画的に進められたい。 
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１０１０１０１０    市民市民市民市民のためののためののためののための公共交通確保公共交通確保公共交通確保公共交通確保についてについてについてについて    

(1) 持続可能な公共交通を確立するため、デマンドタクシーの本格的な導入に

向け、地元負担を求める取り組みやタクシー業者と連携した取り組みなど、

市民、事業者、行政が一体となった取り組みを推進されたい。 

(2) 公共交通確保に向けては、十分な意向調査を重ねるなど、少しでも利便性

の期待できる手法を選択し、常にその運行状況に応じた路線見直しを図られ

たい。 

(3) 富士山静岡空港アクセスバスの、更なるＰＲと利用促進を図られたい。 

    

１１１１１１１１    安全安全安全安全なななな住宅確保住宅確保住宅確保住宅確保へのへのへのへの支援支援支援支援    

(1) 木造住宅の補強をはじめとした耐震改修、家具転倒防止対策、耐震シェル

ター・ベッドの設置等、地震被害を軽減するための支援について助成額の拡

充を検討し、より一層の啓発と実績向上を図られたい。 

 

１２１２１２１２    循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指すすすす環境環境環境環境へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて    

(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る。清

掃工場等の施設見学会をはじめ、町内会などへのごみ分別説明会、また、子

どもたちへの環境教室の開催など、環境日本一に向けた環境啓発に積極的に

取り組まれたい。 

(2) （仮称）クリーンセンター〔ただし、これは志広組が整備するもの〕には、

環境について学べる施設の設置などを含め、環境を学ぶ交流拠点となるよう

な施設を検討されたい。 

(3) 「無駄のない暮らしの実現・低炭素社会の実現・地球市民としての行動」

の基本理念に基づいた官民一体となった地域づくりを目指すとともに、エコ

マイスターの育成等「もったいない運動」の更なる充実のため、人材育成を

図られたい。 

(4) 「まちをきれいにする条例」の周知徹底を図り、市民の協力を得て進めら

れたい。 
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１３１３１３１３    生生生生ごみごみごみごみ回収事業回収事業回収事業回収事業についてについてについてについて    

(1) 本市の当面の数値目標は、２万世帯と設定されているが、俄かに発生して

いる諸問題として臭気発生、住民の反対、高コスト等を捉えた時、本事業の

目標完遂は極めて難しい状況にあると判断できる。計画中の新クリーンセン

ターの焼却設備選定に当たっては、生ごみ焼却も十分に考慮されているよう

であるから、本事業の目標値を現状値程度もしくは市民および事業者に無理

のないレベルに軌道修正され、顕在化している諸問題の解決に向かわれたい。 

 

１４１４１４１４    エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの有効活有効活有効活有効活用用用用についてについてについてについて    

(1) 住宅用太陽光発電システムの設置促進に向け、現行の助成制度だけでなく、

金融機関と設置業者との連携による、低利融資や割賦購入が可能となるサー

ビスの導入を研究されたい。 

(2) 自然エネルギーの小規模発電、木質バイオマス資源の活用など、「再生可

能エネルギー」への取り組みを啓発されたい。 

(3) 公共施設のＬＥＤ化を加速させ、グリーン電力等の更なる促進で省エネル

ギー化の促進とＣＯ2 の削減を図られたい。 

(4) 電気自動車など低公害車の導入促進について、公用車や買い物不便地区を

中心に検討されたい。充電設備の早期設置を検討されたい。 

 

１５１５１５１５    安定安定安定安定したしたしたした上下水道事業上下水道事業上下水道事業上下水道事業についてについてについてについて    

(1) 公共下水道事業・簡易水道事業・農業集落排水事業等について、国の方針

により企業会計化を進めるよう要請があったことから、早期に企業会計の具

現化と各特別会計の経営基盤強化を目指すよう強く求める。 

(2) 水道基本計画に基づいた施設の早期整備充実と耐震対策、石綿管敷設替え

事業の推進等、安全対策を求める。 

(3) 公共下水道事業及び農業集落排水事業の未接続事例を早急に改められる

よう、接続率向上促進を強く求める。 

(4) 計画的な導水管・送水管の耐震化及び長寿命化を図り、有事の際の被害軽

減や早期復旧など、ライフライン確保をされたい。 


