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平成平成平成平成２７２７２７２７年度施政方針年度施政方針年度施政方針年度施政方針    

    

自然豊自然豊自然豊自然豊かなかなかなかな南南南南アルプスをアルプスをアルプスをアルプスを起源起源起源起源とするとするとするとする大大大大井川井川井川井川のののの流流流流れはれはれはれは、、、、いいいい

にしえのにしえのにしえのにしえの時代時代時代時代からからからから多多多多くのくのくのくの恵恵恵恵みをもたらしみをもたらしみをもたらしみをもたらし、、、、人々人々人々人々のののの暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを

支支支支えるとともにえるとともにえるとともにえるとともに、、、、このこのこのこの地域地域地域地域のののの人々人々人々人々のののの心心心心のののの温温温温かさやかさやかさやかさや固有固有固有固有のののの文文文文

化化化化をををを育育育育んできましたんできましたんできましたんできました。。。。    

またまたまたまた、、、、大井川大井川大井川大井川のののの両岸両岸両岸両岸にににに位置位置位置位置するするするするこのこのこのこの地地地地はははは、、、、東東東東とととと西西西西をつなをつなをつなをつな

ぐぐぐぐ交通交通交通交通のののの要衝要衝要衝要衝

ようしょう

としとしとしとしてててて重要重要重要重要なななな役割役割役割役割をををを担担担担いいいい、、、、多多多多くのくのくのくの人々人々人々人々がががが行行行行きききき

交交交交うううう活気活気活気活気にににに満満満満ちたちたちたちた、、、、木材木材木材木材とととと茶茶茶茶のののの生産生産生産生産をををを主主主主産業産業産業産業とするとするとするとする地域地域地域地域でででで

したしたしたした。。。。    

河川河川河川河川のののの氾濫氾濫氾濫氾濫、、、、地震地震地震地震などなどなどなどのののの大大大大きなきなきなきな自然自然自然自然災害災害災害災害やややや二度二度二度二度のののの戦争戦争戦争戦争なななな

どのどのどのどの困難困難困難困難にににに直面直面直面直面するたびにするたびにするたびにするたびに、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの先人先人先人先人はははは、、、、手手手手とととと手手手手をををを取取取取

りりりり合合合合いいいい、、、、力力力力をををを合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、苦難苦難苦難苦難のののの時時時時をををを乗乗乗乗りりりり越越越越えてえてえてえてききききましたましたましたました。。。。    

こうしたこうしたこうしたこうした先人先人先人先人たちのたちのたちのたちの、、、、困難困難困難困難にににに立立立立ちちちち向向向向かうかうかうかう勇気勇気勇気勇気やややや将来将来将来将来をををを見見見見

通通通通すすすす知恵知恵知恵知恵、、、、暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを豊豊豊豊かにするためのかにするためのかにするためのかにするためのたゆまぬたゆまぬたゆまぬたゆまぬ努力努力努力努力があっがあっがあっがあっ

たからこそたからこそたからこそたからこそ、、、、今今今今のののの私私私私たちたちたちたち、、、、今今今今のののの島田島田島田島田市市市市があがあがあがあるのでするのでするのでするのです。。。。そこそこそこそこ

にににに暮暮暮暮らすらすらすらす人々人々人々人々のののの「「「「ふるさとふるさとふるさとふるさと島田島田島田島田をををを良良良良くしたいくしたいくしたいくしたい」」」」というというというという強強強強いいいい

思思思思いいいいがががが信念信念信念信念となってとなってとなってとなって、、、、まちづくりをまちづくりをまちづくりをまちづくりを進進進進めるめるめるめる原動力原動力原動力原動力となりまとなりまとなりまとなりま

ししししたたたた。。。。    

本年本年本年本年５５５５月月月月５５５５日日日日、、、、島田市島田市島田市島田市はははは、、、、誕生誕生誕生誕生からからからから１０１０１０１０年年年年のののの節目節目節目節目をををを迎迎迎迎ええええ

ますますますます。。。。１０１０１０１０周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えるにえるにえるにえるに当当当当たりたりたりたり、、、、私私私私はははは、、、、これまでこれまでこれまでこれまでのののの歩歩歩歩みみみみ

をををを振振振振りりりり返返返返りりりり、、、、次世次世次世次世代代代代ににににつなぐつなぐつなぐつなぐ新新新新たなたなたなたな価値価値価値価値をををを創造創造創造創造するするするする機会機会機会機会とととと

位置付位置付位置付位置付けるけるけるけるとともにとともにとともにとともに、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの暮暮暮暮らしらしらしらしのののの礎礎礎礎をををを築築築築いたいたいたいた先人先人先人先人たたたた

ちをちをちをちを尊尊尊尊ぶぶぶぶ気持気持気持気持ちをちをちをちを心心心心にににに抱抱抱抱きききき、、、、更更更更なるなるなるなる島田島田島田島田市市市市のののの飛躍飛躍飛躍飛躍をををを目指目指目指目指しししし、、、、
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力強力強力強力強くくくくリーダーシップをリーダーシップをリーダーシップをリーダーシップを発揮発揮発揮発揮してしてしてしてまいりたいとまいりたいとまいりたいとまいりたいと考考考考えておりえておりえておりえており

ますますますます。。。。    

    

そしてそしてそしてそして今今今今、、、、私私私私たちにたちにたちにたちに、、、、大大大大きなきなきなきな飛躍飛躍飛躍飛躍のののの機会機会機会機会がががが訪訪訪訪れましたれましたれましたれました。。。。

「「「「地方創生地方創生地方創生地方創生」」」」のののの名名名名のののの下下下下

も と

、、、、国国国国のののの政策方針政策方針政策方針政策方針はははは地域特性地域特性地域特性地域特性のののの尊重尊重尊重尊重へへへへ

とととと転換転換転換転換されされされされ、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて、、、、安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心でででで心豊心豊心豊心豊

かなかなかなかな生活生活生活生活をををを将来将来将来将来にわたってにわたってにわたってにわたって確保確保確保確保するするするする取組取組取組取組がががが始始始始まろうとしてまろうとしてまろうとしてまろうとして

いますいますいますいます。。。。    

過去最大過去最大過去最大過去最大となるとなるとなるとなる国国国国のののの平成平成平成平成２７２７２７２７年度予算年度予算年度予算年度予算にはにはにはには、、、、景気回復景気回復景気回復景気回復のののの

流流流流れをれをれをれを全国全国全国全国にににに広広広広げるげるげるげる地方創生関連経費地方創生関連経費地方創生関連経費地方創生関連経費がががが３３３３兆円規模兆円規模兆円規模兆円規模でででで計上計上計上計上

されされされされましたましたましたました。。。。    

人口減少対策人口減少対策人口減少対策人口減少対策をををを基本基本基本基本とするとするとするとする「「「「まち・ひと・しごとまち・ひと・しごとまち・ひと・しごとまち・ひと・しごと創生総創生総創生総創生総

合戦合戦合戦合戦略略略略」」」」がががが決定決定決定決定されされされされ、、、、地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体にはにはにはには「「「「人口人口人口人口ビジョンビジョンビジョンビジョン」」」」

やややや「「「「地方地方地方地方版版版版総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略」」」」のののの策定策定策定策定がががが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。人口減人口減人口減人口減

少少少少へのへのへのへの対応対応対応対応はまさにはまさにはまさにはまさに待待待待ったなしのったなしのったなしのったなしの状況状況状況状況にありますにありますにありますにあります。。。。地方地方地方地方のののの

人口減少人口減少人口減少人口減少にににに歯止歯止歯止歯止めをかけめをかけめをかけめをかけ、、、、成長力成長力成長力成長力をををを確保確保確保確保するするするするためためためため、、、、地域地域地域地域にににに

おいておいておいておいて若者若者若者若者のののの雇用雇用雇用雇用をををを創出創出創出創出するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、若若若若いいいい世代世代世代世代のののの結婚結婚結婚結婚・・・・

出産出産出産出産・・・・子育子育子育子育てのてのてのての希望希望希望希望をををを叶叶叶叶ええええられられられられるるるる環境環境環境環境をををを早急早急早急早急にににに整整整整えるえるえるえる必要必要必要必要

がありますがありますがありますがあります。。。。    

私私私私たちがたちがたちがたちが先人先人先人先人にににに対対対対してしてしてして抱抱抱抱くくくく思思思思いいいいとととと同同同同じようにじようにじようにじように、、、、２０２０２０２０年後年後年後年後、、、、

３０３０３０３０年後年後年後年後、、、、このこのこのこの地地地地にににに暮暮暮暮らすらすらすらす人々人々人々人々がががが敬意敬意敬意敬意をををを抱抱抱抱くくくくようようようよう、、、、ままままさにさにさにさに

「「「「ふるさとふるさとふるさとふるさと島田島田島田島田をををを良良良良くしたいくしたいくしたいくしたい」」」」というというというという熱熱熱熱いいいい思思思思いをもっていをもっていをもっていをもって、、、、

今今今今こそこそこそこそ千載一遇千載一遇千載一遇千載一遇ののののチャンスチャンスチャンスチャンスとととと捉捉捉捉ええええ、、、、全力全力全力全力でででで取取取取りりりり組組組組んでまいんでまいんでまいんでまい

りますりますりますります。。。。    
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さらにさらにさらにさらに、、、、全身全霊全身全霊全身全霊全身全霊をもってをもってをもってをもって臨臨臨臨むべきむべきむべきむべき重大重大重大重大事事事事としてとしてとしてとして、「、「、「、「リリリリ

ニアニアニアニア中央新幹線建設中央新幹線建設中央新幹線建設中央新幹線建設へのへのへのへの対応対応対応対応」」」」とととと「「「「浜岡原発浜岡原発浜岡原発浜岡原発にににに関関関関するするするする安全安全安全安全

協定締結協定締結協定締結協定締結にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組」」」」がががが挙挙挙挙げられますげられますげられますげられます。。。。    

大井川大井川大井川大井川がもたらすがもたらすがもたらすがもたらす豊豊豊豊かなかなかなかな恵恵恵恵みみみみやややや安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる心地良心地良心地良心地良

さはさはさはさは、、、、未来未来未来未来のののの子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐかけがえのないかけがえのないかけがえのないかけがえのない財産財産財産財産でででで

すすすす。。。。大井川大井川大井川大井川のののの流量減少予測流量減少予測流量減少予測流量減少予測へのへのへのへの対応対応対応対応はははは言言言言うにうにうにうに及及及及ばずばずばずばず、、、、自然自然自然自然

環境全体環境全体環境全体環境全体としてのとしてのとしてのとしての唯一無二唯一無二唯一無二唯一無二のののの財産財産財産財産をををを、、、、何何何何としてもとしてもとしてもとしても後世後世後世後世にににに引引引引

きききき継継継継ぐぐぐぐ覚悟覚悟覚悟覚悟をもってをもってをもってをもって臨臨臨臨んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

    

またまたまたまた、、、、市民市民市民市民のののの健康健康健康健康をををを保持保持保持保持・・・・増進増進増進増進させるさせるさせるさせる地域医療地域医療地域医療地域医療のののの中核施中核施中核施中核施

設設設設であるであるであるである市民病院市民病院市民病院市民病院のののの整備整備整備整備にににに向向向向けけけけ、、、、昨年昨年昨年昨年７７７７月月月月にはにはにはには、、、、３０３０３０３０年先年先年先年先

のののの地域医療地域医療地域医療地域医療のののの在在在在りりりり方方方方をををを見据見据見据見据えたえたえたえた｢｢｢｢新市立島田市民病院建設新市立島田市民病院建設新市立島田市民病院建設新市立島田市民病院建設

基本構想基本構想基本構想基本構想｣｣｣｣をををを策定策定策定策定しましたしましたしましたしました。。。。    

現在地現在地現在地現在地でのでのでのでの新病院建設新病院建設新病院建設新病院建設にににに向向向向けけけけ、、、、医療機能医療機能医療機能医療機能やややや施設整備施設整備施設整備施設整備のののの方方方方

針針針針、、、、建物建物建物建物のののの規模規模規模規模やややや配置配置配置配置、、、、事業収支事業収支事業収支事業収支などのなどのなどのなどの検討検討検討検討をををを行行行行いいいい、、、、具体具体具体具体

的的的的なななな方向方向方向方向性等性等性等性等をををを「「「「基本計画基本計画基本計画基本計画」」」」としてとしてとしてとして取取取取りまとめてまいりまりまとめてまいりまりまとめてまいりまりまとめてまいりま

すすすす。。。。    

    

加加加加えてえてえてえて、、、、市役所本庁舎市役所本庁舎市役所本庁舎市役所本庁舎のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて、、、、議員並議員並議員並議員並びにびにびにびに市市市市

民民民民のののの皆様皆様皆様皆様からからからから大大大大きなきなきなきな関心関心関心関心がががが寄寄寄寄せられていますせられていますせられていますせられています。。。。    

本庁舎本庁舎本庁舎本庁舎のののの建替建替建替建替えにえにえにえに関関関関ししししましましましましてはてはてはては、、、、公共施設公共施設公共施設公共施設マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

のののの視点視点視点視点からからからから、、、、行政機能行政機能行政機能行政機能のののの集約化集約化集約化集約化、、、、市民市民市民市民のののの利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上、、、、管理管理管理管理

コストのコストのコストのコストの軽減軽減軽減軽減などなどなどなど、、、、様々様々様々様々なななな要素要素要素要素をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ総合的総合的総合的総合的にににに検討検討検討検討しなしなしなしな

ければなりませんければなりませんければなりませんければなりません。。。。同時同時同時同時にににに、、、、発行期限発行期限発行期限発行期限がががが平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度までまでまでまで
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延長延長延長延長されたされたされたされた合併特例債合併特例債合併特例債合併特例債をををを活用活用活用活用できるできるできるできる可能性可能性可能性可能性もももも考慮考慮考慮考慮するするするする必要必要必要必要

がありましたがありましたがありましたがありました。。。。    

しかししかししかししかし、、、、財財財財政状況政状況政状況政状況がががが一層厳一層厳一層厳一層厳しさをしさをしさをしさを増増増増すすすす中中中中、、、、将来将来将来将来のののの市政運市政運市政運市政運

営営営営をををを考考考考えたときえたときえたときえたとき、、、、耐震性耐震性耐震性耐震性をををを有有有有するするするする本庁舎本庁舎本庁舎本庁舎のののの建替建替建替建替えはえはえはえは、、、、現時現時現時現時

点点点点ではではではでは必必必必ずしもずしもずしもずしも他他他他のののの事業事業事業事業にににに優先優先優先優先するものではないとするものではないとするものではないとするものではないと判断判断判断判断いいいい

たしましたたしましたたしましたたしました。。。。    

念念念念のためのためのためのため、、、、経年経年経年経年によるによるによるによる劣化劣化劣化劣化のののの程度程度程度程度などなどなどなど本庁舎本庁舎本庁舎本庁舎のののの安全性安全性安全性安全性をををを

確認確認確認確認したしたしたした上上上上でででで、、、、当面継続使用当面継続使用当面継続使用当面継続使用していくしていくしていくしていく方針方針方針方針といたしましたといたしましたといたしましたといたしました

ことをことをことをことを御報告御報告御報告御報告させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

    

さてさてさてさて、、、、年頭年頭年頭年頭からからからから島田市島田市島田市島田市のののの未来未来未来未来にににに関関関関わるわるわるわる大大大大きなきなきなきな動動動動きがきがきがきがござござござござ

いいいいましたましたましたました。。。。    

当市当市当市当市のシンボルのシンボルのシンボルのシンボルのののの１つ１つ１つ１つであるであるであるである「「「「おおおお茶茶茶茶のののの郷郷郷郷」」」」のののの県有化県有化県有化県有化につにつにつにつ

いていていていて、、、、正式正式正式正式なななな申申申申しししし入入入入れがありましたれがありましたれがありましたれがありました。。。。議員議員議員議員のののの皆様皆様皆様皆様のののの御理解御理解御理解御理解

をををを賜賜賜賜りりりり、、、、県県県県へのへのへのへの譲渡譲渡譲渡譲渡をををを進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

これはこれはこれはこれは、、、、県県県県がががが推進推進推進推進すすすするるるる「「「「ふじのくにふじのくにふじのくにふじのくに茶茶茶茶のののの都都都都しずおかしずおかしずおかしずおか構想構想構想構想」」」」

のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた大大大大ききききなななな第第第第一歩一歩一歩一歩であであであでありりりり、、、、当市当市当市当市のののの主要作物主要作物主要作物主要作物であであであであ

るおるおるおるお茶茶茶茶にににに関関関関するするするする情報集積情報集積情報集積情報集積機能機能機能機能やややや情報情報情報情報発信発信発信発信機能機能機能機能がががが更更更更にににに向上向上向上向上すすすす

ることになりまることになりまることになりまることになりますすすす。。。。旧金谷中学校旧金谷中学校旧金谷中学校旧金谷中学校のののの跡地利跡地利跡地利跡地利用用用用とととと併併併併せせせせ、、、、地域地域地域地域

全体全体全体全体のののの活性化活性化活性化活性化にににに資資資資するものとなるようするものとなるようするものとなるようするものとなるよう、、、、県県県県ととととのののの確固確固確固確固たるたるたるたる連連連連

携携携携のののの下下下下

も と

でででで進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

さらにさらにさらにさらに、、、、富士山静岡空港新駅富士山静岡空港新駅富士山静岡空港新駅富士山静岡空港新駅のののの設置設置設置設置やややや空港運用空港運用空港運用空港運用時間時間時間時間のののの延延延延

長長長長といったといったといったといった県県県県政政政政のののの動動動動きにきにきにきに対対対対しましてもしましてもしましてもしましても、、、、地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様のののの御理御理御理御理

解解解解とととと御協力御協力御協力御協力をををを得得得得ながらながらながらながら、、、、関係自治体関係自治体関係自治体関係自治体やややや経済団体経済団体経済団体経済団体などとなどとなどとなどと連携連携連携連携
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しししし対応対応対応対応してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、新東新東新東新東名名名名高速道路高速道路高速道路高速道路島島島島田金谷田金谷田金谷田金谷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

ままままちづくりのちづくりのちづくりのちづくりの方向性方向性方向性方向性をををを示示示示すすすす提言書提言書提言書提言書がががが、、、、地域地域地域地域のののの協議会協議会協議会協議会からからからから提提提提

出出出出されされされされたたたたこともこともこともことも大大大大きなきなきなきな動動動動ききききのののの１つ１つ１つ１つででででありまありまありまありますすすす。。。。これをこれをこれをこれを基基基基にににに、、、、

「「「「新東名島田金谷新東名島田金谷新東名島田金谷新東名島田金谷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まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり構想構想構想構想」」」」

をををを策定策定策定策定しししし、、、、農地転用許可農地転用許可農地転用許可農地転用許可のののの権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲をををを含含含含むむむむ地方分権改革地方分権改革地方分権改革地方分権改革のののの

動動動動きをきをきをきを追追追追いいいい風風風風としてとしてとしてとして、、、、具体的具体的具体的具体的なななな農業調整農業調整農業調整農業調整をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、都都都都

市的土地利用市的土地利用市的土地利用市的土地利用のののの進展進展進展進展にににに向向向向けけけけ、、、、スピードスピードスピードスピード感感感感をもってをもってをもってをもって取取取取りりりり組組組組んんんん

ででででまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

    

新市誕生新市誕生新市誕生新市誕生１０１０１０１０周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えるえるえるえる本本本本年年年年５５５５月月月月はははは、、、、同時同時同時同時にににに、、、、私私私私のののの市市市市

長長長長としてのとしてのとしてのとしての任期任期任期任期のののの中間中間中間中間地点地点地点地点でございますでございますでございますでございます。。。。    

市長市長市長市長にににに就任以来就任以来就任以来就任以来、、、、私私私私はははは一貫一貫一貫一貫してしてしてして、、、、「「「「公平公平公平公平、、、、公正公正公正公正でででで、、、、市民市民市民市民

のののの声声声声がががが届届届届くくくく市政市政市政市政のののの実現実現実現実現」」」」をををを基本理念基本理念基本理念基本理念にににに掲掲掲掲げげげげ、、、、そのそのそのその土台土台土台土台づくづくづくづく

りとしてりとしてりとしてりとして、、、、「「「「市民協働市民協働市民協働市民協働のののの推進推進推進推進」」」」やややや「「「「人材人材人材人材のののの育成育成育成育成」」」」にににに専心専心専心専心しししし

ててててまいりましたまいりましたまいりましたまいりました。。。。    

就任就任就任就任のののの年年年年にはにはにはには、、、、「「「「ゆめ・みらいゆめ・みらいゆめ・みらいゆめ・みらい百人会議百人会議百人会議百人会議」」」」をををを発足発足発足発足させさせさせさせ、、、、

市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様のののの声声声声にににに耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けけけけ、、、、またまたまたまた、、、、率先率先率先率先してしてしてして地域地域地域地域へへへへ赴赴赴赴きききき、、、、

対話対話対話対話のののの中中中中からからからから地域地域地域地域のののの声声声声をすくいをすくいをすくいをすくい上上上上げてまいりましたげてまいりましたげてまいりましたげてまいりました。。。。これこれこれこれ

とととと同時同時同時同時にににに、、、、「「「「平和都市宣言平和都市宣言平和都市宣言平和都市宣言」」」」やややや「「「「花花花花・・・・木木木木・・・・鳥鳥鳥鳥」、」、」、」、「「「「自治基自治基自治基自治基

本条例本条例本条例本条例」」」」のののの制定制定制定制定などにあたりなどにあたりなどにあたりなどにあたり、、、、市民参画市民参画市民参画市民参画のののの機会機会機会機会をををを積極的積極的積極的積極的にににに

設設設設けるけるけるける中中中中でででで、、、、共共共共にまちづくりをにまちづくりをにまちづくりをにまちづくりを担担担担うううう人材人材人材人材のののの育成育成育成育成にににに努努努努めてまめてまめてまめてま

いりましたいりましたいりましたいりました。。。。    

２２２２年弱年弱年弱年弱がががが経過経過経過経過しししし、、、、今今今今ではではではでは地域地域地域地域やややや団体団体団体団体のののの中中中中にににに多多多多くのくのくのくのリーダリーダリーダリーダ
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ーがーがーがーが育育育育ってきていってきていってきていってきていることをることをることをることを頼頼頼頼もしくもしくもしくもしく感感感感じていじていじていじているところでするところでするところでするところです。。。。    

人人人人づくりのづくりのづくりのづくりの先先先先ににににあるあるあるあるものものものもの、、、、それはそれはそれはそれは地域地域地域地域づくりですづくりですづくりですづくりです。。。。    

人人人人づくりでづくりでづくりでづくりで得得得得たたたた原動力原動力原動力原動力をををを、、、、地域地域地域地域づくりにづくりにづくりにづくりに活活活活かすことでかすことでかすことでかすことで、、、、

島田島田島田島田市市市市のののの大大大大いないないないなるるるる飛躍飛躍飛躍飛躍がががが確実確実確実確実なものなものなものなものとなりますとなりますとなりますとなります。。。。    

本年度本年度本年度本年度、、、、私私私私はははは、、、、地域力地域力地域力地域力のののの強化強化強化強化にににに資資資資するするするする以下以下以下以下の３の３の３の３つのつのつのつの取組取組取組取組

をををを重点的重点的重点的重点的にににに進進進進めてめてめてめてまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

    

まずまずまずまず１つ１つ１つ１つ目目目目はははは、、、、「「「「地域資源地域資源地域資源地域資源をををを活活活活かすかすかすかす取組取組取組取組」」」」でありますでありますでありますであります。。。。    

「「「「本質的本質的本質的本質的なところでなところでなところでなところで、、、、島田市島田市島田市島田市ほどほどほどほど条件条件条件条件にににに恵恵恵恵まれたまちはまれたまちはまれたまちはまれたまちは

ないないないない。。。。地域資源地域資源地域資源地域資源にににに恵恵恵恵まれたまちはないまれたまちはないまれたまちはないまれたまちはない｡｡｡｡｣｣｣｣    あるあるあるある大学大学大学大学のののの先生先生先生先生

からいただいたからいただいたからいただいたからいただいたこのこのこのこの言葉言葉言葉言葉からからからから、、、、島田島田島田島田市市市市がががが秘秘秘秘めているめているめているめている大大大大きなきなきなきな

可能性可能性可能性可能性をををを改改改改めてめてめてめて感感感感じていますじていますじていますじています。。。。    

確確確確かにかにかにかに島島島島田市田市田市田市はははは、、、、気候温暖気候温暖気候温暖気候温暖でででで住住住住みみみみやすいやすいやすいやすい環境環境環境環境にあるばかにあるばかにあるばかにあるばか

りかりかりかりか、、、、大井川大井川大井川大井川やややや牧之原台地牧之原台地牧之原台地牧之原台地といったといったといったといった暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを豊豊豊豊かにしてくかにしてくかにしてくかにしてく

れるれるれるれる自然自然自然自然をををを身近身近身近身近にににに備備備備ええええ、、、、さらにさらにさらにさらに、、、、経済活動経済活動経済活動経済活動をををを支支支支えるえるえるえる基盤基盤基盤基盤とととと

してしてしてして、、、、東海道本線東海道本線東海道本線東海道本線やややや、、、、国道一号国道一号国道一号国道一号、、、、東名東名東名東名高速道路高速道路高速道路高速道路、、、、新東名新東名新東名新東名高高高高

速道路速道路速道路速道路などのなどのなどのなどの高規格幹線高規格幹線高規格幹線高規格幹線道路道路道路道路にににに加加加加ええええ、、、、国内外国内外国内外国内外のののの遠隔地遠隔地遠隔地遠隔地をををを容容容容

易易易易にににに結結結結ぶぶぶぶ富士山富士山富士山富士山静岡空港静岡空港静岡空港静岡空港などなどなどなど、、、、高速交通結節点高速交通結節点高速交通結節点高速交通結節点としてとしてとしてとして他他他他のののの

地域地域地域地域にはないにはないにはないにはない優位性優位性優位性優位性をををを有有有有していますしていますしていますしています。。。。    

またまたまたまた、、、、全国区全国区全国区全国区のののの知名度知名度知名度知名度をををを誇誇誇誇るるるる大井川大井川大井川大井川鐵鐵鐵鐵道道道道ののののＳＬＳＬＳＬＳＬやややや川根川根川根川根・・・・

伊太伊太伊太伊太のののの温泉施設温泉施設温泉施設温泉施設、、、、蓬莱橋蓬莱橋蓬莱橋蓬莱橋などなどなどなどをはじめをはじめをはじめをはじめとするとするとするとする観光観光観光観光スポットスポットスポットスポット

だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、現在現在現在現在、、、、主流主流主流主流となっているニューツーリズムにとなっているニューツーリズムにとなっているニューツーリズムにとなっているニューツーリズムに

合致合致合致合致したしたしたしたスポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・文文文文化化化化体験体験体験体験イベントなどイベントなどイベントなどイベントなど、、、、人人人人をををを呼呼呼呼びびびび込込込込むむむむ

力力力力のあるのあるのあるのある資源資源資源資源にもにもにもにも恵恵恵恵まれていますまれていますまれていますまれています。。。。    
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私私私私たちにとってたちにとってたちにとってたちにとって宝物宝物宝物宝物ともともともとも言言言言えるこれらのえるこれらのえるこれらのえるこれらの資源資源資源資源をををを、、、、最大限最大限最大限最大限

活用活用活用活用するためにするためにするためにするために、、、、今後今後今後今後はははは、、、、それぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれを単体単体単体単体としてではなくとしてではなくとしてではなくとしてではなく、、、、

効果的効果的効果的効果的にににに連携連携連携連携・・・・連動連動連動連動させさせさせさせてててていくことがいくことがいくことがいくことが重要重要重要重要となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

豊富豊富豊富豊富なななな水資源水資源水資源水資源、、、、温暖温暖温暖温暖なななな気候気候気候気候、、、、優優優優れたれたれたれた高速輸送高速輸送高速輸送高速輸送機能機能機能機能などをなどをなどをなどを

組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせ、、、、６６６６次次次次産業産業産業産業にににに代表代表代表代表されるされるされるされる先端的新産業先端的新産業先端的新産業先端的新産業のののの立立立立地地地地やややや、、、、

既存既存既存既存のののの観光資源観光資源観光資源観光資源にににに新新新新しいしいしいしい体験型体験型体験型体験型ツーリズムをツーリズムをツーリズムをツーリズムを加加加加えたえたえたえた観光観光観光観光ププププ

ランのランのランのランの開発開発開発開発などなどなどなど、、、、新新新新たなたなたなたな魅力魅力魅力魅力をををを創出創出創出創出することですることですることですることで、、、、選選選選ばれるばれるばれるばれる

まちへとまちへとまちへとまちへと進化進化進化進化をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

    

２つ２つ２つ２つ目目目目はははは「「「「豊豊豊豊かなかなかなかな地域社会地域社会地域社会地域社会をををを実現実現実現実現するするするする取組取組取組取組」」」」ですですですです。。。。    

核家族化核家族化核家族化核家族化のののの進行進行進行進行はははは、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける人人人人とととと人人人人とのとのとのとの出会出会出会出会いやいやいやいや関関関関

わりをわりをわりをわりを希薄希薄希薄希薄化化化化させさせさせさせ、、、、子育子育子育子育てててて世帯世帯世帯世帯のののの負担感負担感負担感負担感やややや高齢者世帯高齢者世帯高齢者世帯高齢者世帯のののの孤孤孤孤

立感立感立感立感をををを増大増大増大増大させさせさせさせていますていますていますています。。。。地域地域地域地域ででででのつながりのつながりのつながりのつながりやややや地域地域地域地域がががが持持持持つつつつ

温温温温かみをよみがえかみをよみがえかみをよみがえかみをよみがえらせるらせるらせるらせる「「「「地域地域地域地域おせっかいおせっかいおせっかいおせっかい人人人人

にん

養成事業養成事業養成事業養成事業」」」」やややや

「「「「居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくり事業事業事業事業」」」」をををを充実充実充実充実させるとともにさせるとともにさせるとともにさせるとともに、、、、誰誰誰誰もがもがもがもが地域地域地域地域

のののの中中中中でででで幸幸幸幸せにせにせにせに暮暮暮暮らせるらせるらせるらせるようようようよう、、、、地域地域地域地域がががが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって見守見守見守見守りりりり、、、、

支支支支ええええ合合合合ううううシステムのシステムのシステムのシステムの浸透浸透浸透浸透をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

このほかこのほかこのほかこのほか、、、、重要施策重要施策重要施策重要施策であるであるであるである子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの取組取組取組取組にににに

つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、、、「「「「島田市子島田市子島田市子島田市子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援事業計画支援事業計画支援事業計画支援事業計画」」」」をををを

策定策定策定策定しししし、、、、家庭家庭家庭家庭やややや地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける様々様々様々様々なななな環境環境環境環境にににに応応応応じたじたじたじた子育子育子育子育てててて支支支支

援援援援をををを展開展開展開展開するほかするほかするほかするほか、、、、男性男性男性男性のののの育児育児育児育児やややや家事家事家事家事へへへへのののの参加参加参加参加をををを促促促促すすすす支援支援支援支援

制度制度制度制度をををを新新新新たにたにたにたに創設創設創設創設してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

３つ３つ３つ３つ目目目目はははは、「、「、「、「地域地域地域地域のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心をををを確保確保確保確保するするするする取組取組取組取組」」」」ですですですです。。。。    
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昨年昨年昨年昨年、、、、広島市広島市広島市広島市でででで起起起起きたきたきたきた土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害はははは、、、、私私私私のののの脳裏脳裏脳裏脳裏にににに、、、、広大広大広大広大なななな

山間地山間地山間地山間地をををを抱抱抱抱えるえるえるえる島田市島田市島田市島田市のののの状況状況状況状況とととと重重重重ななななってってってって映映映映りましたりましたりましたりました。。。。またまたまたまた、、、、

台風台風台風台風１８１８１８１８号号号号にににによってよってよってよって、、、、伊久美地区伊久美地区伊久美地区伊久美地区でででで土砂崩土砂崩土砂崩土砂崩れがれがれがれが発生発生発生発生するなするなするなするな

どどどど、、、、市内各地市内各地市内各地市内各地にににに様々様々様々様々なななな被害被害被害被害がもたらされがもたらされがもたらされがもたらされ、、、、自然自然自然自然のののの脅威脅威脅威脅威をををを改改改改

めてめてめてめて感感感感じたじたじたじたところですところですところですところです。。。。近近近近いいいい将来将来将来将来、、、、高高高高いいいい確率確率確率確率でででで発生発生発生発生がががが予想予想予想予想

されるされるされるされる南海南海南海南海トラフトラフトラフトラフ巨大地震巨大地震巨大地震巨大地震もももも、、、、日々日々日々日々のののの生活生活生活生活のののの中中中中でででで大大大大ききききなななな不不不不

安要素安要素安要素安要素となとなとなとなっていっていっていっていますますますます。。。。    

災害災害災害災害にににに強強強強いまちいまちいまちいまち、、、、安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心をををを実感実感実感実感できるできるできるできるまちをまちをまちをまちを目指目指目指目指しししし、、、、

これまでもこれまでもこれまでもこれまでも防災防災防災防災・・・・減災減災減災減災へのへのへのへの対応対応対応対応をををを最優先最優先最優先最優先ととととしてまいりまししてまいりまししてまいりまししてまいりまし

たたたた。。。。本年度本年度本年度本年度はははは、、、、原子力災害原子力災害原子力災害原子力災害におけるにおけるにおけるにおける広域避難計画広域避難計画広域避難計画広域避難計画のののの策定等策定等策定等策定等、、、、

さらなるさらなるさらなるさらなる体制強化体制強化体制強化体制強化にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

しかししかししかししかし、、、、行政行政行政行政やややや公的機関公的機関公的機関公的機関によるによるによるによる対応対応対応対応だけではだけではだけではだけでは、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる

リスクをリスクをリスクをリスクを回避回避回避回避しししし、、、、すべてのすべてのすべてのすべての市民市民市民市民をををを守守守守りきることはりきることはりきることはりきることは困難困難困難困難ですですですです。。。。

やはりやはりやはりやはり、、、、自助自助自助自助、、、、共助共助共助共助、、、、そしてそしてそしてそして公助公助公助公助がががが相互相互相互相互にににに補完補完補完補完しししし合合合合うううう体制体制体制体制

のののの構築構築構築構築こそがこそがこそがこそが、、、、市民市民市民市民をををを守守守守りりりり、、、、地域地域地域地域をををを守守守守ることにつながりまることにつながりまることにつながりまることにつながりま

すすすす。。。。    

こうしたことからこうしたことからこうしたことからこうしたことから、、、、自主自主自主自主防災組織防災組織防災組織防災組織のののの役割役割役割役割をををを集中的集中的集中的集中的にににに高高高高めめめめ

るるるる内部連絡組織内部連絡組織内部連絡組織内部連絡組織のののの構築構築構築構築やややや、、、、地域地域地域地域のののの特性特性特性特性にあったにあったにあったにあった地区防地区防地区防地区防災計災計災計災計

画画画画をををを策定策定策定策定しししし、「、「、「、「自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの地域地域地域地域はははは自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで守守守守るるるる」」」」というというというという

意識意識意識意識のののの醸成醸成醸成醸成とととと地域防災力地域防災力地域防災力地域防災力のののの強化強化強化強化のののの取組取組取組取組をををを進進進進めてめてめてめてまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

    

結結結結びになりますがびになりますがびになりますがびになりますが、、、、私私私私はははは就任以来就任以来就任以来就任以来、、、、常常常常にににに全力全力全力全力でででで市政運営市政運営市政運営市政運営

にににに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでまいりましたまいりましたまいりましたまいりました。。。。しかししかししかししかし、、、、人口減少人口減少人口減少人口減少をはじめとをはじめとをはじめとをはじめと

してしてしてして、、、、今今今今、、、、このまちをこのまちをこのまちをこのまちを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境はははは一層厳一層厳一層厳一層厳しさをしさをしさをしさを増増増増してしてしてして
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いますいますいますいます。。。。    

こうしたこうしたこうしたこうした状況状況状況状況にあってにあってにあってにあって、、、、地域地域地域地域にににに赴赴赴赴きききき、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様とととと対話対話対話対話

をををを重重重重ねるねるねるねる中中中中でででで、、、、多多多多くのくのくのくの方々方々方々方々のののの「「「「島田島田島田島田をもっとをもっとをもっとをもっと良良良良いまちにしいまちにしいまちにしいまちにし

たいたいたいたい」「」「」「」「島田島田島田島田ののののためにためにためにために、、、、自分自分自分自分たちたちたちたちもももも行動行動行動行動したいしたいしたいしたい」」」」というというというという強強強強

いいいい思思思思いがいがいがいが、、、、私私私私のののの琴線琴線琴線琴線にににに触触触触れてまいりましたれてまいりましたれてまいりましたれてまいりました。。。。    

地域地域地域地域のののの熱熱熱熱いいいい思思思思いいいいがががが、「、「、「、「負負負負けないまちけないまちけないまちけないまち」」」」「「「「生生生生きききき残残残残るまちるまちるまちるまち」」」」

のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて、、、、私私私私をををを一歩前一歩前一歩前一歩前へへへへ、、、、そしてそしてそしてそして、、、、さらにさらにさらにさらに前前前前へとへとへとへと突突突突

きききき動動動動かしてくれますかしてくれますかしてくれますかしてくれます。。。。    

市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さまのさまのさまのさまの期待期待期待期待にににに応応応応えるためにもえるためにもえるためにもえるためにも、、、、時時時時にはにはにはには市民市民市民市民のののの皆皆皆皆

さまとさまとさまとさまと歩調歩調歩調歩調をををを合合合合わわわわせせせせ、、、、またまたまたまた時時時時にはにはにはには、、、、強強強強いリーダーシップでいリーダーシップでいリーダーシップでいリーダーシップで

先頭先頭先頭先頭にににに立立立立ってってってって歩歩歩歩んでいくことをんでいくことをんでいくことをんでいくことを、、、、改改改改めてめてめてめて心心心心にににに強強強強くくくく誓誓誓誓ったったったったとととと

ころでございますころでございますころでございますころでございます。。。。    

    

以上以上以上以上、、、、市政運営市政運営市政運営市政運営にににに臨臨臨臨むむむむ所信所信所信所信のののの一端一端一端一端をををを申申申申しししし述述述述べましたべましたべましたべました。。。。    

地域地域地域地域ののののニーズをニーズをニーズをニーズを的確的確的確的確にににに分析分析分析分析しししし、、、、スピードスピードスピードスピード感感感感をををを持持持持ってってってって対応対応対応対応

することをすることをすることをすることを念頭念頭念頭念頭にににに、、、、全力全力全力全力をををを尽尽尽尽くしてまいりますくしてまいりますくしてまいりますくしてまいりますのでのでのでので、、、、皆様皆様皆様皆様

のののの御御御御理解理解理解理解とととと御御御御協力協力協力協力をををを賜賜賜賜りりりりますようますようますようますよう心心心心からおからおからおからお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げまげまげまげま

すすすす。。。。    
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平成平成平成平成２７２７２７２７年度予算年度予算年度予算年度予算のののの大綱大綱大綱大綱    

    

次次次次にににに、、、、平成平成平成平成２７２７２７２７年度予算年度予算年度予算年度予算のののの大綱大綱大綱大綱でございますでございますでございますでございます。。。。本予算案本予算案本予算案本予算案

はははは、、、、総合計画総合計画総合計画総合計画・・・・基本計画基本計画基本計画基本計画にににに掲掲掲掲げましたげましたげましたげました事業事業事業事業のののの推進推進推進推進によりによりによりにより、、、、

市民福祉市民福祉市民福祉市民福祉のののの増進増進増進増進をををを目指目指目指目指すとともにすとともにすとともにすとともに、、、、社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢のののの動向動向動向動向やややや

国国国国・・・・県県県県のののの施策施策施策施策・・・・制度改正制度改正制度改正制度改正へへへへ適切適切適切適切にににに対応対応対応対応しししし、、、、あわせてあわせてあわせてあわせて、、、、健全健全健全健全

なななな財政運営財政運営財政運営財政運営にににに努努努努めることをめることをめることをめることを基調基調基調基調としてとしてとしてとして策定策定策定策定しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

さてさてさてさて、、、、去去去去る１る１る１る１月月月月１４１４１４１４日日日日にににに、、、、国国国国のののの平成平成平成平成２７２７２７２７年度政府予算案年度政府予算案年度政府予算案年度政府予算案がががが

閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定されましたされましたされましたされました。。。。    

政府予算案政府予算案政府予算案政府予算案はははは、、、、経済再生経済再生経済再生経済再生とととと財政再建財政再建財政再建財政再建のののの両立両立両立両立をををを実現実現実現実現するするするする予予予予

算算算算 と し てと し てと し てと し て 編 成編 成編 成編 成 さ れさ れさ れさ れ 、、、、 一 般 会計一 般 会計一 般 会計一 般 会計 のののの 規 模規 模規 模規 模 はははは 、、、、 前 年 度前 年 度前 年 度前 年 度 にににに 比比比比 べべべべ            

００００....５５５５％％％％増増増増の９６の９６の９６の９６兆兆兆兆３３３３,,,,４２０４２０４２０４２０億円億円億円億円となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

またまたまたまた、、、、地方財政全体地方財政全体地方財政全体地方財政全体のののの財政規模財政規模財政規模財政規模についてはについてはについてはについては、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比

べべべべ、、、、１１１１兆兆兆兆９９９９,,,,１００１００１００１００億円億円億円億円、、、、２２２２....３３３３％％％％増増増増の８５の８５の８５の８５兆兆兆兆２２２２,,,,７００７００７００７００億円億円億円億円

とととと見込見込見込見込みみみみ、、、、国国国国のののの地方財政対策地方財政対策地方財政対策地方財政対策においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、地方税及地方税及地方税及地方税及びびびび地方地方地方地方

譲与税譲与税譲与税譲与税・・・・地方特例交付金地方特例交付金地方特例交付金地方特例交付金のののの見込額見込額見込額見込額をををを前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ、、、、２２２２兆兆兆兆        

４４４４,,,,００００００００００００億円増額億円増額億円増額億円増額していますしていますしていますしています。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、地方交付税及地方交付税及地方交付税及地方交付税及びびびび

臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債についてはについてはについてはについては、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ減額減額減額減額となっていとなっていとなっていとなってい

ますがますがますがますが、、、、地方創生地方創生地方創生地方創生のためののためののためののための財源等財源等財源等財源等をををを上乗上乗上乗上乗せしたことなどかせしたことなどかせしたことなどかせしたことなどか

らららら、、、、一般財源一般財源一般財源一般財源のののの総額総額総額総額についてについてについてについて、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べ１べ１べ１べ１兆兆兆兆１１１１,,,,９００９００９００９００

億円億円億円億円、、、、２２２２....００００％％％％のののの増額増額増額増額としていますとしていますとしていますとしています。。。。    

こうしたこうしたこうしたこうした動向動向動向動向をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて編成編成編成編成いたしましたいたしましたいたしましたいたしました本市本市本市本市のののの平成平成平成平成    

２７２７２７２７年度予算案年度予算案年度予算案年度予算案についてについてについてについて、、、、御説明御説明御説明御説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    
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初初初初めにめにめにめに、、、、各会計各会計各会計各会計のののの予算額予算額予算額予算額をををを申申申申しししし上上上上げますとげますとげますとげますと、、、、一般会計一般会計一般会計一般会計はははは、、、、

３６８３６８３６８３６８億円億円億円億円でででで、、、、前年度前年度前年度前年度のののの当初予算当初予算当初予算当初予算にににに比比比比べ４べ４べ４べ４億億億億１１１１,,,,１００１００１００１００万円万円万円万円、、、、

１１１１....１１１１％％％％のののの減減減減となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

特別会計特別会計特別会計特別会計８８８８会計会計会計会計のののの合計合計合計合計はははは、、、、２２１２２１２２１２２１億億億億１１１１,,,,２９０２９０２９０２９０万万万万８８８８千円千円千円千円でででで、、、、

前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べ１べ１べ１べ１億億億億５５５５,,,,４０２４０２４０２４０２万万万万９９９９千円千円千円千円、、、、００００....７７７７％％％％のののの増増増増となっとなっとなっとなっ

ておりますておりますておりますております。。。。またまたまたまた、、、、水道事業及水道事業及水道事業及水道事業及びびびび病院事業病院事業病院事業病院事業のののの企業会計企業会計企業会計企業会計のののの合合合合

計計計計はははは、、、、支出支出支出支出ベースで１６２ベースで１６２ベースで１６２ベースで１６２億億億億６６６６,,,,８０５８０５８０５８０５万万万万８８８８千円千円千円千円、、、、前年度前年度前年度前年度にににに

比比比比べ３０べ３０べ３０べ３０億億億億９９９９,,,,６２９６２９６２９６２９万万万万６６６６千円千円千円千円、、、、１６１６１６１６....００００％％％％のののの減減減減となっておとなっておとなっておとなってお

りますりますりますります。。。。    

これによりこれによりこれによりこれにより予算予算予算予算のののの総額総額総額総額はははは、、、、７５１７５１７５１７５１億億億億８８８８,,,,０９６０９６０９６０９６万万万万６６６６千円千円千円千円でででで、、、、

前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べ３３べ３３べ３３べ３３億億億億５５５５,,,,３２６３２６３２６３２６万万万万７７７７千円千円千円千円、、、、４４４４....３３３３％％％％のののの減減減減となとなとなとな

っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

一般会計歳出予算一般会計歳出予算一般会計歳出予算一般会計歳出予算のののの主主主主なななな特徴特徴特徴特徴でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、款別款別款別款別のののの予予予予

算額算額算額算額のののの比較比較比較比較ではではではでは、、、、３３３３款民生費款民生費款民生費款民生費がががが最最最最もももも多多多多くくくく、、、、障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービサービサービサービ

スススス費費費費、、、、介護保険事業特別会計繰出金介護保険事業特別会計繰出金介護保険事業特別会計繰出金介護保険事業特別会計繰出金、、、、後期高齢者医療費後期高齢者医療費後期高齢者医療費後期高齢者医療費、、、、

児童手当費児童手当費児童手当費児童手当費などによりなどによりなどによりなどにより、、、、１１２１１２１１２１１２億億億億４４４４,,,,３１４３１４３１４３１４万万万万５５５５千円千円千円千円とととと予算予算予算予算

全体全体全体全体のののの約約約約３３３３割割割割をををを占占占占めておりますめておりますめておりますめております。。。。    

またまたまたまた、、、、前年度前年度前年度前年度とのとのとのとの比較比較比較比較ではではではでは、、、、２２２２款総務費款総務費款総務費款総務費がががが「「「「おおおお茶茶茶茶のののの郷郷郷郷」」」」

をををを譲渡譲渡譲渡譲渡することにすることにすることにすることに伴伴伴伴うううう補助金補助金補助金補助金のののの返還金返還金返還金返還金やややや過疎地域自立促進過疎地域自立促進過疎地域自立促進過疎地域自立促進

基金基金基金基金のののの新規積立金新規積立金新規積立金新規積立金などをなどをなどをなどを計上計上計上計上したことによりしたことによりしたことによりしたことにより、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比

べ２べ２べ２べ２億億億億３３３３,,,,１５６１５６１５６１５６万万万万８８８８千円千円千円千円、、、、７７７７....００００％％％％のののの増増増増となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

歳入予算歳入予算歳入予算歳入予算につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、市市市市のののの財政財政財政財政のののの基本基本基本基本となるとなるとなるとなる市税市税市税市税はははは、、、、

軽自動車軽自動車軽自動車軽自動車のののの登録台数登録台数登録台数登録台数のののの伸伸伸伸びなどによりびなどによりびなどによりびなどにより軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税のののの増増増増がががが見見見見

込込込込まれるもののまれるもののまれるもののまれるものの、、、、平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度がががが固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税のののの評価替評価替評価替評価替えのえのえのえの
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年度年度年度年度であることであることであることであること、、、、またまたまたまた、、、、法人市民税法人市民税法人市民税法人市民税についてはについてはについてはについては、、、、法人税割法人税割法人税割法人税割

のののの税率引下税率引下税率引下税率引下げなどからげなどからげなどからげなどから、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べ３べ３べ３べ３億億億億３３３３,,,,４１０４１０４１０４１０万万万万８８８８千千千千

円円円円、、、、２２２２....４４４４％％％％減減減減の１３７の１３７の１３７の１３７億億億億４４４４,,,,３７０３７０３７０３７０万万万万８８８８千円千円千円千円をををを見込見込見込見込んでおんでおんでおんでお

りますりますりますります。。。。    

地方消費税交付金地方消費税交付金地方消費税交付金地方消費税交付金につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、消費税率消費税率消費税率消費税率のののの引上引上引上引上げにげにげにげに

伴伴伴伴うううう増収効果増収効果増収効果増収効果によりによりによりにより、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べ２４べ２４べ２４べ２４....１１１１％％％％増増増増の１４の１４の１４の１４億億億億    

３３３３,,,,００００００００００００万円万円万円万円をををを見込見込見込見込んでおりんでおりんでおりんでおりますますますます。。。。    

地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、国国国国のののの地方財政対策地方財政対策地方財政対策地方財政対策のののの推移推移推移推移かかかか

らららら、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べ０べ０べ０べ０....１１１１％％％％増増増増の５５の５５の５５の５５億億億億５５５５,,,,００００００００００００万万万万１１１１千円千円千円千円をををを

見込見込見込見込んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。    

市債市債市債市債につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、前年度前年度前年度前年度より１２より１２より１２より１２億億億億５５５５,,,,５３０５３０５３０５３０万円万円万円万円、、、、

２７２７２７２７....４４４４％％％％減減減減の３３の３３の３３の３３億億億億２２２２,,,,９７０９７０９７０９７０万円万円万円万円でででで、、、、４４４４年年年年ぶりに３０ぶりに３０ぶりに３０ぶりに３０億億億億

円台円台円台円台のののの規模規模規模規模にににに抑抑抑抑ええええ、、、、財政財政財政財政のののの健全化健全化健全化健全化にににに努努努努めたところでありまめたところでありまめたところでありまめたところでありま

すすすす。。。。    

なおなおなおなお、、、、繰入金繰入金繰入金繰入金につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、特定目的基金特定目的基金特定目的基金特定目的基金からのからのからのからの繰入繰入繰入繰入

をををを減額減額減額減額しししし、、、、全体全体全体全体ではではではでは、、、、前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べ３べ３べ３べ３....１１１１％、％、％、％、５５５５,,,,２３０２３０２３０２３０万万万万

６６６６千円減千円減千円減千円減の１６の１６の１６の１６億億億億６６６６,,,,０２８０２８０２８０２８万万万万２２２２千円千円千円千円としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。    

    

次次次次にににに、、、、特別会計予算及特別会計予算及特別会計予算及特別会計予算及びびびび企業会計予算企業会計予算企業会計予算企業会計予算につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、

それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ、、、、事業事業事業事業にににに必要必要必要必要なななな所要額及所要額及所要額及所要額及びびびび歳入歳入歳入歳入をををを計上計上計上計上しておりましておりましておりましておりま

すすすす。。。。    

    

それではそれではそれではそれでは、、、、島田市総合計画島田市総合計画島田市総合計画島田市総合計画にににに掲掲掲掲げるげるげるげる施策施策施策施策のののの大綱大綱大綱大綱にににに沿沿沿沿ってってってって、、、、    

主要主要主要主要なななな事業事業事業事業についてについてについてについて御説明御説明御説明御説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    
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はじめにはじめにはじめにはじめに、「、「、「、「都市基盤都市基盤都市基盤都市基盤がががが充実充実充実充実しししし、、、、ひとやものひとやものひとやものひとやもの、、、、情報情報情報情報がががが活活活活

発発発発にににに交流交流交流交流するまちするまちするまちするまち」」」」についてのについてのについてのについての施策施策施策施策でありますでありますでありますであります。。。。    

富士山静岡空港富士山静岡空港富士山静岡空港富士山静岡空港やややや東名高速道路東名高速道路東名高速道路東名高速道路、、、、新東名高速道路新東名高速道路新東名高速道路新東名高速道路などのなどのなどのなどの

広域高速交通結節点広域高速交通結節点広域高速交通結節点広域高速交通結節点としてのとしてのとしてのとしての優位性優位性優位性優位性をををを、、、、地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化につにつにつにつ

なげていくためなげていくためなげていくためなげていくため、、、、新東名高速道路新東名高速道路新東名高速道路新東名高速道路のののの島田金谷島田金谷島田金谷島田金谷インターチェインターチェインターチェインターチェ

ンジンジンジンジ周辺地区周辺地区周辺地区周辺地区のののの都市的土地利用都市的土地利用都市的土地利用都市的土地利用とととと道路等基盤整備道路等基盤整備道路等基盤整備道路等基盤整備のののの計画計画計画計画をををを

進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

総合的総合的総合的総合的なななな道路網道路網道路網道路網のののの整備整備整備整備につきまにつきまにつきまにつきましてはしてはしてはしては、、、、国道国道国道国道１１１１号島号島号島号島田田田田金金金金

谷谷谷谷バイパスバイパスバイパスバイパス及及及及びびびび国道国道国道国道４７３４７３４７３４７３号号号号の４の４の４の４車線化車線化車線化車線化、、、、国道国道国道国道４７３４７３４７３４７３号金号金号金号金

谷相良道路谷相良道路谷相良道路谷相良道路のののの整備促進整備促進整備促進整備促進についてについてについてについて、、、、国国国国・・・・県県県県にににに対対対対してしてしてして周辺周辺周辺周辺市町市町市町市町

とととと連携連携連携連携しししし働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、東町御請線東町御請線東町御請線東町御請線やややや谷口中河谷口中河谷口中河谷口中河

線線線線、、、、横岡新田牛尾線横岡新田牛尾線横岡新田牛尾線横岡新田牛尾線などのなどのなどのなどの幹線道路網幹線道路網幹線道路網幹線道路網のののの整備整備整備整備をををを進進進進めてまいめてまいめてまいめてまい

りますりますりますります。。。。    

またまたまたまた、、、、橋橋橋橋りょうのりょうのりょうのりょうの長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化・・・・耐震化事業耐震化事業耐震化事業耐震化事業やややや緊急輸送路緊急輸送路緊急輸送路緊急輸送路のののの

道路照明灯道路照明灯道路照明灯道路照明灯のののの修繕修繕修繕修繕をををを計画的計画的計画的計画的にににに行行行行いいいい、、、、道路道路道路道路のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心をををを確確確確

保保保保していくとともにしていくとともにしていくとともにしていくとともに、、、、横井中央線横井中央線横井中央線横井中央線でのでのでのでの電線電線電線電線共同溝共同溝共同溝共同溝のののの工事工事工事工事をををを

実施実施実施実施しししし、、、、電線類電線類電線類電線類をををを地中化地中化地中化地中化することですることですることですることで災害災害災害災害にににに強強強強くくくく安全安全安全安全なななな歩道歩道歩道歩道

をををを整備整備整備整備してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

公共交通基盤公共交通基盤公共交通基盤公共交通基盤のののの整備整備整備整備につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、コミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバス

のののの運行運行運行運行につにつにつについていていていて、、、、利用者利用者利用者利用者がががが減少減少減少減少しているしているしているしている路線路線路線路線もあることなもあることなもあることなもあることな

どからどからどからどから、、、、効率的効率的効率的効率的なななな運行形態運行形態運行形態運行形態、、、、運賃負担運賃負担運賃負担運賃負担のありのありのありのあり方方方方などなどなどなど、、、、バスバスバスバス

交通体系交通体系交通体系交通体系のののの見直見直見直見直しをしをしをしを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、大井川鐵道大井川鐵道大井川鐵道大井川鐵道につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、川根本町川根本町川根本町川根本町とととと共同共同共同共同でででで設設設設

立立立立したしたしたした協議会協議会協議会協議会がががが中心中心中心中心となってとなってとなってとなって、、、、引引引引きききき続続続続きききき利利利利用促進用促進用促進用促進とととと沿線沿線沿線沿線のののの
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活性化活性化活性化活性化にににに努努努努めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、利用者利用者利用者利用者のののの需要動向需要動向需要動向需要動向のののの変化変化変化変化をををを調調調調べべべべ

るためるためるためるため、、、、６か６か６か６か月月月月のののの試行期間試行期間試行期間試行期間をををを設設設設けけけけ、、、、鉄道運賃鉄道運賃鉄道運賃鉄道運賃をををを割引割引割引割引するするするする事事事事

業業業業をををを実施実施実施実施してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

住環境住環境住環境住環境のののの整備整備整備整備につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、中河町住宅中河町住宅中河町住宅中河町住宅などなどなどなど市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅

のののの修繕工事修繕工事修繕工事修繕工事をををを実施実施実施実施するほかするほかするほかするほか、、、、生活道路生活道路生活道路生活道路のののの維持修繕維持修繕維持修繕維持修繕やややや河川等河川等河川等河川等

のののの改修事業改修事業改修事業改修事業などをなどをなどをなどを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、水道水道水道水道事業事業事業事業ではではではでは、、、、谷口中河線谷口中河線谷口中河線谷口中河線などへのなどへのなどへのなどへの配水管布設配水管布設配水管布設配水管布設やややや、、、、

牧之原本線牧之原本線牧之原本線牧之原本線などのなどのなどのなどの配水管配水管配水管配水管布設布設布設布設

ふ せ つ

替替替替

が

えをえをえをえを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、稲荷稲荷稲荷稲荷浄浄浄浄

水場水場水場水場のののの耐震補強工事耐震補強工事耐震補強工事耐震補強工事やややや非常用発電装置非常用発電装置非常用発電装置非常用発電装置のののの設置工事設置工事設置工事設置工事をををを実施実施実施実施しししし

てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。そのほかそのほかそのほかそのほか、、、、本年本年本年本年１０１０１０１０月月月月からからからから予定予定予定予定しているしているしているしている水水水水

道料金改定道料金改定道料金改定道料金改定にににに伴伴伴伴うううう料金料金料金料金システムのプログラムシステムのプログラムシステムのプログラムシステムのプログラム改修改修改修改修などをなどをなどをなどを実実実実

施施施施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、コンビニエンスストコンビニエンスストコンビニエンスストコンビニエンスストアにおけるアにおけるアにおけるアにおける水道料金水道料金水道料金水道料金

等等等等のののの収納収納収納収納をををを開始開始開始開始いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

公園緑地公園緑地公園緑地公園緑地のののの整備整備整備整備につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、新新新新たにたにたにたに向島公園向島公園向島公園向島公園のののの整備整備整備整備

にににに向向向向けたけたけたけた調査調査調査調査をををを実施実施実施実施してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、既存既存既存既存のののの公園公園公園公園についてはについてはについてはについては、、、、公園施設長寿命化計画公園施設長寿命化計画公園施設長寿命化計画公園施設長寿命化計画にににに

基基基基づきづきづきづき、、、、老朽化老朽化老朽化老朽化したしたしたした都市公園施設都市公園施設都市公園施設都市公園施設のののの改修工事改修工事改修工事改修工事をををを行行行行いいいい、、、、市民市民市民市民

がががが親親親親しみをしみをしみをしみを持持持持ってってってって利用利用利用利用できるできるできるできる安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな公園施設公園施設公園施設公園施設のののの維持維持維持維持

管理管理管理管理にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

なおなおなおなお、、、、ばらのまちづくりのばらのまちづくりのばらのまちづくりのばらのまちづくりの推進推進推進推進についてはについてはについてはについては、、、、新市誕生新市誕生新市誕生新市誕生        

１０１０１０１０周年周年周年周年記念事業記念事業記念事業記念事業としてとしてとしてとして、「、「、「、「全国全国全国全国ばらばらばらばら制定都市会議制定都市会議制定都市会議制定都市会議」」」」をををを        

５５５５月月月月２８２８２８２８日日日日と２９と２９と２９と２９日日日日のののの両日両日両日両日にわたりにわたりにわたりにわたり、、、、当市当市当市当市においてにおいてにおいてにおいて開催開催開催開催いいいい

たしますたしますたしますたします。。。。ばらのまちづくりをばらのまちづくりをばらのまちづくりをばらのまちづくりを推進推進推進推進しているしているしているしている全全全全国国国国のののの市長市長市長市長、、、、

町長町長町長町長がががが一堂一堂一堂一堂にににに会会会会してしてしてして、、、、事例発表事例発表事例発表事例発表やややや振興策振興策振興策振興策のののの協議協議協議協議をををを行行行行うととうととうととうとと
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もにもにもにもに、、、、市民市民市民市民とととと一体一体一体一体となったばらのまちづくりをとなったばらのまちづくりをとなったばらのまちづくりをとなったばらのまちづくりを推進推進推進推進するたするたするたするた

めめめめ、、、、市内市内市内市内にににに樽花壇樽花壇樽花壇樽花壇やややや球体花壇球体花壇球体花壇球体花壇をををを設置設置設置設置してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

地域情報化地域情報化地域情報化地域情報化とととと電子自治体電子自治体電子自治体電子自治体のののの推進推進推進推進につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、「、「、「、「広報広報広報広報

しまだしまだしまだしまだ」」」」やややや「ＦＭ「ＦＭ「ＦＭ「ＦＭ島田島田島田島田」」」」をををを、、、、行政情報行政情報行政情報行政情報、、、、身近身近身近身近なななな生活情報生活情報生活情報生活情報、、、、

災害時情報災害時情報災害時情報災害時情報などのなどのなどのなどの提供手段提供手段提供手段提供手段としてとしてとしてとして活用活用活用活用していくとともにしていくとともにしていくとともにしていくとともに、、、、

オープンデータのオープンデータのオープンデータのオープンデータの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを推進推進推進推進するためするためするためするため、、、、新新新新たにオープたにオープたにオープたにオープ

ンデータプラットフォームシステムのンデータプラットフォームシステムのンデータプラットフォームシステムのンデータプラットフォームシステムの使用使用使用使用やシンポジウムやシンポジウムやシンポジウムやシンポジウム

のののの開催開催開催開催をををを行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

    

施策施策施策施策のののの大綱大綱大綱大綱の２つの２つの２つの２つ目目目目はははは、「、「、「、「市民市民市民市民がががが安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心にににに暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる

まちまちまちまち」」」」につにつにつについてのいてのいてのいての施策施策施策施策でありますでありますでありますであります。。。。    

まずまずまずまず、、、、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強化強化強化強化につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、平時平時平時平時のののの備備備備ええええ

とともにとともにとともにとともに、、、、災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時にににに的確的確的確的確なななな対応対応対応対応ができるようができるようができるようができるよう、、、、原子力原子力原子力原子力

災害広域避難計画災害広域避難計画災害広域避難計画災害広域避難計画のののの整備等整備等整備等整備等、、、、危機管理危機管理危機管理危機管理にににに対対対対するするするする体制体制体制体制をををを一層一層一層一層

強化強化強化強化していくとともにしていくとともにしていくとともにしていくとともに、、、、職員職員職員職員のののの専門的知識専門的知識専門的知識専門的知識のののの向上向上向上向上をををを図図図図るたるたるたるた

めめめめ、、、、防災防災防災防災マイスターのマイスターのマイスターのマイスターの養成養成養成養成をををを行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

同報無線同報無線同報無線同報無線につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、デジタルデジタルデジタルデジタル化推進事業化推進事業化推進事業化推進事業のののの一環一環一環一環とととと

してしてしてして、、、、プラザおおるりのプラザおおるりのプラザおおるりのプラザおおるりの統合統合統合統合

とうごう

操作操作操作操作

そ う さ

卓卓卓卓

たく

をををを整備整備整備整備いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ここここ

れによりれによりれによりれにより一度一度一度一度のののの操作操作操作操作でででで、、、、島田地区島田地区島田地区島田地区、、、、金谷地区金谷地区金谷地区金谷地区、、、、川根地区川根地区川根地区川根地区のののの

全地域全地域全地域全地域へへへへ一斉一斉一斉一斉のののの情報発信情報発信情報発信情報発信がががが可能可能可能可能となるほかとなるほかとなるほかとなるほか、、、、同報無線同報無線同報無線同報無線のののの放放放放

送内容送内容送内容送内容をををを電話電話電話電話でででで確認確認確認確認できるシステムをできるシステムをできるシステムをできるシステムを導入導入導入導入することですることですることですることで、、、、放放放放

送送送送をををを聞聞聞聞きききき逃逃逃逃したしたしたした場合場合場合場合やややや聞聞聞聞きききき取取取取りにくいりにくいりにくいりにくい場合場合場合場合にににに有効有効有効有効にににに活用活用活用活用ささささ

れるものとれるものとれるものとれるものと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

地震地震地震地震、、、、風水害風水害風水害風水害、、、、土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害対策対策対策対策につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、昭和昭和昭和昭和５６５６５６５６
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年以前年以前年以前年以前にににに建築建築建築建築されたされたされたされた木造住宅等木造住宅等木造住宅等木造住宅等のののの耐震化耐震化耐震化耐震化をををを促進促進促進促進するためのするためのするためのするための

助成事業助成事業助成事業助成事業をををを実施実施実施実施するほかするほかするほかするほか、、、、中溝町地区中溝町地区中溝町地区中溝町地区などへのなどへのなどへのなどへの耐震性防火耐震性防火耐震性防火耐震性防火

水槽整備水槽整備水槽整備水槽整備、、、、急傾斜地崩壊対策事業急傾斜地崩壊対策事業急傾斜地崩壊対策事業急傾斜地崩壊対策事業やややや治山事業治山事業治山事業治山事業をををを行行行行うとうとうとうとともともともとも

にににに、、、、災害災害災害災害にににに備備備備えるえるえるえる体制体制体制体制づくりのためにづくりのためにづくりのためにづくりのために大谷池大谷池大谷池大谷池

お お や い け

のハザードマのハザードマのハザードマのハザードマ

ップをップをップをップを作成作成作成作成いたしますいたしますいたしますいたします。。。。またまたまたまた、、、、防災防災防災防災マップのマップのマップのマップの作成支援等作成支援等作成支援等作成支援等、、、、

地域地域地域地域のののの防災力向上防災力向上防災力向上防災力向上のためのソフトのためのソフトのためのソフトのためのソフト事業事業事業事業にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりんでまいりんでまいりんでまいり

ますますますます。。。。    

消防消防消防消防・・・・救急救急救急救急・・・・救助体制救助体制救助体制救助体制のののの充実充実充実充実につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、島島島島田田田田消防消防消防消防

署初倉分遣所署初倉分遣所署初倉分遣所署初倉分遣所のののの耐震補強事業耐震補強事業耐震補強事業耐震補強事業をををを実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、島田消島田消島田消島田消

防署防署防署防署のののの救急車及救急車及救急車及救急車及びびびび井口地区井口地区井口地区井口地区とととと金谷宮崎町地区金谷宮崎町地区金谷宮崎町地区金谷宮崎町地区のののの消防団消防消防団消防消防団消防消防団消防

自動車自動車自動車自動車をををを更新更新更新更新するほかするほかするほかするほか、、、、自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織のののの運営運営運営運営やややや備品等備品等備品等備品等のののの購購購購

入入入入にににに対対対対するするするする助成助成助成助成をををを行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度からのからのからのからの静岡地域消防救急広域化静岡地域消防救急広域化静岡地域消防救急広域化静岡地域消防救急広域化にににに向向向向

けてけてけてけて、、、、消防救急消防救急消防救急消防救急のデジタルのデジタルのデジタルのデジタル無線設備無線設備無線設備無線設備のののの共同整備共同整備共同整備共同整備をををを行行行行ううううなどなどなどなど、、、、

広域消防運営計画広域消防運営計画広域消防運営計画広域消防運営計画にににに基基基基づきづきづきづき準備準備準備準備をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

施策施策施策施策のののの大綱大綱大綱大綱の３つの３つの３つの３つ目目目目はははは、「、「、「、「産業産業産業産業がいきいきとがいきいきとがいきいきとがいきいきと活発活発活発活発なまちなまちなまちなまち」」」」

についてのについてのについてのについての施策施策施策施策でありますでありますでありますであります。。。。    

まずまずまずまず、、、、基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業のののの茶業茶業茶業茶業のののの振興振興振興振興につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、新新新新たにたにたにたに、、、、茶茶茶茶

ちゃ

草場草場草場草場

ぐ さ ば

農法農法農法農法のののの継承及継承及継承及継承及びびびび活性化活性化活性化活性化をををを図図図図るためのるためのるためのるための調査調査調査調査をををを実施実施実施実施するとするとするとすると

ともにともにともにともに、、、、効率的効率的効率的効率的なななな茶生産茶生産茶生産茶生産のためのためのためのため、「、「、「、「強強強強いいいい農業農業農業農業づくりづくりづくりづくり交付金交付金交付金交付金

事業事業事業事業」」」」としてとしてとしてとして、、、、初倉阪本茶農協初倉阪本茶農協初倉阪本茶農協初倉阪本茶農協、、、、谷口原茶農協谷口原茶農協谷口原茶農協谷口原茶農協にににに対対対対するするするする荒荒荒荒

茶加工機械整備茶加工機械整備茶加工機械整備茶加工機械整備へのへのへのへの助成助成助成助成をををを行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、農業農業農業農業のののの担担担担いいいい手手手手へのへのへのへの農地集積及農地集積及農地集積及農地集積及びびびび集約化集約化集約化集約化をををを推進推進推進推進するするするする
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ためためためため、、、、新新新新たにたにたにたに、、、、農地中間管理機構農地中間管理機構農地中間管理機構農地中間管理機構へへへへ農地農地農地農地をををを貸貸貸貸しししし付付付付けたけたけたけた地域地域地域地域

及及及及びびびび個個個個人人人人にににに対対対対してしてしてして協力金協力金協力金協力金をををを支給支給支給支給するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、引引引引きききき続続続続きききき、、、、

認定農業者認定農業者認定農業者認定農業者のののの経営改善経営改善経営改善経営改善にににに対対対対するするするする支援制度支援制度支援制度支援制度「「「「がんばるがんばるがんばるがんばる認定農認定農認定農認定農

業者支援事業業者支援事業業者支援事業業者支援事業」」」」をををを実施実施実施実施してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

鳥獣被害対策事業鳥獣被害対策事業鳥獣被害対策事業鳥獣被害対策事業ではではではでは、、、、新新新新たにたにたにたに県県県県のののの補助補助補助補助をををを受受受受けてけてけてけて、、、、鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣

被被被被害防止総合対策補助金及害防止総合対策補助金及害防止総合対策補助金及害防止総合対策補助金及びびびび捕獲事業補助金捕獲事業補助金捕獲事業補助金捕獲事業補助金をををを創設創設創設創設しししし、、、、鳥鳥鳥鳥

獣獣獣獣のののの被害防止被害防止被害防止被害防止をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

農道農道農道農道、、、、用用用用

よう

排水排水排水排水

はいすい

路路路路

ろ

のののの整備整備整備整備ではではではでは、、、、蓬莱蓬莱蓬莱蓬莱

ほうらい

農道農道農道農道やややや山井山井山井山井

や ま い

用水路用水路用水路用水路などなどなどなど

のののの改良事業改良事業改良事業改良事業をををを実施実施実施実施してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。またまたまたまた、、、、林道整備林道整備林道整備林道整備ではではではでは、、、、

福用線福用線福用線福用線などのなどのなどのなどの開設事業開設事業開設事業開設事業やややや相賀小川線相賀小川線相賀小川線相賀小川線などのなどのなどのなどの舗装事業舗装事業舗装事業舗装事業をををを実施実施実施実施

してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

林林林林業業業業のののの振興振興振興振興につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、良質良質良質良質なななな大井川流域産材大井川流域産材大井川流域産材大井川流域産材をををを使使使使

用用用用したしたしたした住宅建築住宅建築住宅建築住宅建築にににに対対対対するするするする助成助成助成助成やややや、、、、間伐材搬出助成間伐材搬出助成間伐材搬出助成間伐材搬出助成によるによるによるによる間間間間

伐伐伐伐のののの促進促進促進促進によりによりによりにより、、、、林業林業林業林業のののの活性化活性化活性化活性化をををを支援支援支援支援してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、高速交通高速交通高速交通高速交通のののの利便性利便性利便性利便性、、、、豊富豊富豊富豊富なななな水水水水

資源資源資源資源などなどなどなど本市本市本市本市のののの企業立地企業立地企業立地企業立地のののの優位性優位性優位性優位性をををを活活活活かしかしかしかし、、、、市内市内市内市内にににに用地用地用地用地をををを

取得取得取得取得しししし新規雇用新規雇用新規雇用新規雇用をををを行行行行ったったったった事業所事業所事業所事業所にににに対対対対してしてしてして助助助助成成成成をををを行行行行うなどうなどうなどうなど積積積積

極的極的極的極的にににに企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致をををを進進進進めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、新新新新たなたなたなたな工業用地工業用地工業用地工業用地のののの開発開発開発開発

をををを推進推進推進推進しししし、、、、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、、、、雇用雇用雇用雇用のののの促進促進促進促進をををを図図図図ってってってってまいりまいりまいりまいり

ますますますます。。。。    

またまたまたまた、、、、産業振興産業振興産業振興産業振興につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、中小企業中小企業中小企業中小企業がががが行行行行うううう施設施設施設施設整整整整

備備備備やややや研究開発研究開発研究開発研究開発などになどになどになどに対対対対してしてしてして補助金補助金補助金補助金をををを交付交付交付交付しししし、、、、環境環境環境環境変化変化変化変化にににに柔柔柔柔

軟軟軟軟にににに対応対応対応対応できるようできるようできるようできるよう支援支援支援支援をしてまいりますをしてまいりますをしてまいりますをしてまいります。。。。    

商業商業商業商業・サービス・サービス・サービス・サービス産業産業産業産業のののの振興振興振興振興につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、商店街商店街商店街商店街のののの        
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にぎわいづくりにぎわいづくりにぎわいづくりにぎわいづくり事業事業事業事業をををを支援支援支援支援するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、島田商工会議所島田商工会議所島田商工会議所島田商工会議所、、、、

島田市商工会島田市商工会島田市商工会島田市商工会などになどになどになどに対対対対するするするする助成等助成等助成等助成等をををを行行行行うことによりうことによりうことによりうことにより、、、、商工商工商工商工

業業業業のののの総合的総合的総合的総合的なななな発展発展発展発展をををを目指目指目指目指してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、新市誕生新市誕生新市誕生新市誕生１０１０１０１０周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業としてとしてとしてとして、、、、市内市内市内市内でででで生産生産生産生産ささささ

れたれたれたれた島田島田島田島田のののの逸品逸品逸品逸品をををを選定選定選定選定しししし、、、、選定品等選定品等選定品等選定品等をををを島田島田島田島田ブランドとしてブランドとしてブランドとしてブランドとして

アピールするためアピールするためアピールするためアピールするため「「「「島田島田島田島田のののの逸品選定事業逸品選定事業逸品選定事業逸品選定事業」」」」をををを新新新新たにたにたにたに実施実施実施実施しししし

てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。    

観光観光観光観光のののの振興振興振興振興につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、大井川大井川大井川大井川、、、、牧之原台地牧之原台地牧之原台地牧之原台地などのなどのなどのなどの

自然景観自然景観自然景観自然景観やややや、、、、川越川越川越川越

かわごし

遺跡遺跡遺跡遺跡、、、、蓬莱蓬莱蓬莱蓬莱

ほうらい

橋橋橋橋、、、、旧東海道石畳旧東海道石畳旧東海道石畳旧東海道石畳などのなどのなどのなどの歴史歴史歴史歴史

資産資産資産資産、、、、川根温泉川根温泉川根温泉川根温泉ホテルホテルホテルホテル、、、、おおおお茶茶茶茶のののの郷郷郷郷、、、、川根温泉川根温泉川根温泉川根温泉、、、、田代田代田代田代のののの郷郷郷郷温温温温

泉泉泉泉をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな観光資源観光資源観光資源観光資源のののの連携連携連携連携によりによりによりにより、、、、本市本市本市本市へへへへ

のののの誘客誘客誘客誘客をををを一層推進一層推進一層推進一層推進するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、国内外国内外国内外国内外かかかからのらのらのらの観光交流人観光交流人観光交流人観光交流人

口口口口のののの増加増加増加増加とととと併併併併せてせてせてせて、、、、滞留性及滞留性及滞留性及滞留性及びびびび回遊性回遊性回遊性回遊性のののの高高高高いいいい観光拠点観光拠点観光拠点観光拠点としとしとしとし

てててて、、、、地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化をををを目指目指目指目指してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、大井川鐵道大井川鐵道大井川鐵道大井川鐵道のきのきのきのきかんしゃトーマスのかんしゃトーマスのかんしゃトーマスのかんしゃトーマスの運行運行運行運行にににに関連関連関連関連しししし

たたたた地域情報地域情報地域情報地域情報をををを発信発信発信発信しししし、、、、観光振興観光振興観光振興観光振興をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

観光交流事業観光交流事業観光交流事業観光交流事業につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、大井川大花火大会大井川大花火大会大井川大花火大会大井川大花火大会ややややＳＬＳＬＳＬＳＬ

フェスタフェスタフェスタフェスタ、、、、川根地区川根地区川根地区川根地区のののの野守野守野守野守まつりまつりまつりまつり、、、、桜桜桜桜まつりなどによりまつりなどによりまつりなどによりまつりなどにより、、、、

まちのまちのまちのまちの元気元気元気元気のののの高揚高揚高揚高揚にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

施策施策施策施策のののの大綱大綱大綱大綱の４つの４つの４つの４つ目目目目はははは、「、「、「、「だれもがだれもがだれもがだれもが健健健健やかでやかでやかでやかで幸幸幸幸せにせにせにせに暮暮暮暮らららら

せるせるせるせる健康健康健康健康・・・・福祉福祉福祉福祉のまちのまちのまちのまち」」」」についてのについてのについてのについての施策施策施策施策でありますでありますでありますであります。。。。    

子子子子ども・ども・ども・ども・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につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、「、「、「、「子育子育子育子育てコンてコンてコンてコン

シェルジュシェルジュシェルジュシェルジュ」」」」によるによるによるによる子育子育子育子育てにてにてにてに関関関関するするするする悩悩悩悩みのみのみのみの相談相談相談相談・・・・解決解決解決解決にににに向向向向
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けたけたけたけた支援支援支援支援やややや子育子育子育子育てててて支援事業支援事業支援事業支援事業のののの情報提供情報提供情報提供情報提供などなどなどなど、、、、子育子育子育子育てててて世代世代世代世代のののの

不安不安不安不安をををを減減減減らしらしらしらし、、、、子子子子どものどものどものどもの健健健健やかなやかなやかなやかな育育育育ちちちちをををを引引引引きききき続続続続きききき支援支援支援支援してしてしてして

まいりますまいりますまいりますまいります。。。。またまたまたまた、「、「、「、「地域地域地域地域おせっかいおせっかいおせっかいおせっかい人人人人

にん

養成事業養成事業養成事業養成事業」」」」をををを展開展開展開展開

しししし、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける活動活動活動活動をををを開始開始開始開始するなどするなどするなどするなど、、、、結婚結婚結婚結婚・・・・出産出産出産出産・・・・子育子育子育子育

てのてのてのての切切切切れれれれ目目目目のないのないのないのない支援支援支援支援にににに具体的具体的具体的具体的にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの施策施策施策施策についてはについてはについてはについては、、、、こどもこどもこどもこども医療医療医療医療扶助費扶助費扶助費扶助費のののの現物現物現物現物

支給支給支給支給のほかのほかのほかのほか、、、、児童手当児童手当児童手当児童手当やややや児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当のののの支給支給支給支給、、、、特定不妊特定不妊特定不妊特定不妊治治治治

療費助成事業療費助成事業療費助成事業療費助成事業やややや育児育児育児育児サポーターサポーターサポーターサポーター派遣事業派遣事業派遣事業派遣事業などのなどのなどのなどの子育子育子育子育てててて支援支援支援支援

策策策策をををを継続継続継続継続してしてしてして実施実施実施実施していくとともにしていくとともにしていくとともにしていくとともに、、、、子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援

新制度新制度新制度新制度のののの開始開始開始開始にににに伴伴伴伴いいいい、、、、民間保育所民間保育所民間保育所民間保育所やややや地域型保育施設地域型保育施設地域型保育施設地域型保育施設のののの支援支援支援支援

をしてまいりますをしてまいりますをしてまいりますをしてまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、男性男性男性男性のののの育児参加育児参加育児参加育児参加をををを促促促促しししし、、、、企業企業企業企業のののの子育子育子育子育てしやすいてしやすいてしやすいてしやすい環環環環

境境境境をををを整備整備整備整備するためするためするためするため、、、、育児休業育児休業育児休業育児休業をををを取得取得取得取得したしたしたした個個個個人並人並人並人並びにびにびにびに企業企業企業企業にににに

対対対対してしてしてして奨励金奨励金奨励金奨励金をををを交付交付交付交付するするするする「「「「企業内子育企業内子育企業内子育企業内子育てててて環境環境環境環境アップアップアップアップ事業事業事業事業」」」」

をををを新新新新たにたにたにたに展開展開展開展開していくとともにしていくとともにしていくとともにしていくとともに、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける子育子育子育子育てててて支援支援支援支援

拠点拠点拠点拠点となるとなるとなるとなる地域子育地域子育地域子育地域子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター事業事業事業事業やややや民間保育所助成民間保育所助成民間保育所助成民間保育所助成

事業事業事業事業、、、、放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラブクラブクラブクラブ運営事業運営事業運営事業運営事業をををを行行行行いいいい、、、、子子子子どもをどもをどもをどもを安心安心安心安心しししし

てててて産産産産みみみみ育育育育てることができるてることができるてることができるてることができる環境環境環境環境のののの充実充実充実充実にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

子育子育子育子育てててて支援施設支援施設支援施設支援施設のののの運営運営運営運営・・・・管理管理管理管理ではではではでは、、、、こどもこどもこどもこども館館館館にににに指定管理指定管理指定管理指定管理

者制度者制度者制度者制度をををを導入導入導入導入しししし、、、、子子子子どもをどもをどもをどもを中心中心中心中心としたとしたとしたとした多世代多世代多世代多世代交流交流交流交流のののの場場場場としとしとしとし

てててて、、、、質質質質のののの高高高高いサービスをいサービスをいサービスをいサービスを提供提供提供提供するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、五和保育園五和保育園五和保育園五和保育園のののの

耐震対策耐震対策耐震対策耐震対策にににに対対対対してしてしてして助成助成助成助成をををを行行行行うなどうなどうなどうなど多様多様多様多様なニーズになニーズになニーズになニーズに対応対応対応対応したしたしたした

支援支援支援支援をををを行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、発達発達発達発達にににに課題課題課題課題のあるのあるのあるのある子子子子どもにどもにどもにどもに対対対対してはしてはしてはしては、、、、新新新新たにたにたにたに子育子育子育子育
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てててて応援課内応援課内応援課内応援課内にににに専門専門専門専門スタッフをスタッフをスタッフをスタッフを配置配置配置配置しししし、、、、チームによるこどもチームによるこどもチームによるこどもチームによるこども

のののの発達発達発達発達にににに係係係係るるるる切切切切れれれれ目目目目のないのないのないのない相談支援相談支援相談支援相談支援をををを行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉のののの推進推進推進推進につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、敬老祝品敬老祝品敬老祝品敬老祝品のののの支給支給支給支給やややや敬敬敬敬

老会老会老会老会にににに対対対対するするするする助成金助成金助成金助成金、、、、通所通所通所通所によるによるによるによる生生生生きがいきがいきがいきがい活動支援事業活動支援事業活動支援事業活動支援事業なななな

どをどをどをどを実施実施実施実施していくとともにしていくとともにしていくとともにしていくとともに、、、、新新新新たにたにたにたに認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者のののの徘徊対徘徊対徘徊対徘徊対

策策策策としてとしてとしてとして、、、、徘徊徘徊徘徊徘徊

はいかい

感知機感知機感知機感知機

か ん ち き

やややや位置位置位置位置

い ち

検索機検索機検索機検索機

け ん さ く き

のののの利用利用利用利用にににに対対対対するするするする補助制補助制補助制補助制

度度度度をををを創設創設創設創設しししし、、、、介護者介護者介護者介護者のののの見守見守見守見守りりりり体制体制体制体制をををを補完補完補完補完しししし、、、、事故事故事故事故のののの防止防止防止防止をををを

図図図図りりりり、、、、家族家族家族家族がががが安心安心安心安心してしてしてして介護介護介護介護できるできるできるできる環境環境環境環境のののの整備整備整備整備をををを進進進進めてまいめてまいめてまいめてまい

りますりますりますります。。。。    

障害者福祉障害者福祉障害者福祉障害者福祉のののの推進推進推進推進につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会におけるにおけるにおけるにおける生生生生

活及活及活及活及びびびび就労就労就労就労のののの支援支援支援支援やややや自立自立自立自立にににに向向向向けたけたけたけた相談支援事業相談支援事業相談支援事業相談支援事業をををを行行行行うととうととうととうとと

もにもにもにもに、、、、居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護サービスやサービスやサービスやサービスや重度障害者重度障害者重度障害者重度障害者へのへのへのへの医療費助成医療費助成医療費助成医療費助成などなどなどなど

をををを行行行行いいいい、、、、障害障害障害障害のあるのあるのあるのある人人人人のののの地域生活支援地域生活支援地域生活支援地域生活支援にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診やややや妊婦妊婦妊婦妊婦健健健健

康診査等康診査等康診査等康診査等のののの母子保健母子保健母子保健母子保健、、、、定期予防接種事業定期予防接種事業定期予防接種事業定期予防接種事業、、、、がんがんがんがん検診事業検診事業検診事業検診事業をををを

実施実施実施実施するなどするなどするなどするなど、、、、乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児からからからから高齢者高齢者高齢者高齢者までをまでをまでをまでを対象対象対象対象にににに、、、、幅広幅広幅広幅広くくくく健健健健

康施策康施策康施策康施策をををを実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、市市市市のののの単独事業単独事業単独事業単独事業としてとしてとしてとして、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者

のののの肺炎球菌肺炎球菌肺炎球菌肺炎球菌ワクチンなどのワクチンなどのワクチンなどのワクチンなどの任意予防任意予防任意予防任意予防接種接種接種接種にににに対対対対するするするする助成助成助成助成をををを行行行行

いいいい、、、、市民市民市民市民のののの健康健康健康健康のののの保持保持保持保持・・・・増進増進増進増進にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、市民市民市民市民のののの健康健康健康健康づくりやづくりやづくりやづくりや生生生生きがいづくりなどをきがいづくりなどをきがいづくりなどをきがいづくりなどを応援応援応援応援すすすす

るるるる健健健健

けん

幸幸幸幸

こう

マイレージマイレージマイレージマイレージ事業事業事業事業やややや在宅医療体制在宅医療体制在宅医療体制在宅医療体制のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化をををを図図図図るるるる

在宅医療推進事業在宅医療推進事業在宅医療推進事業在宅医療推進事業をををを継続継続継続継続してしてしてして行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

地域医療地域医療地域医療地域医療のののの充実充実充実充実につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院とととと地域診療所地域診療所地域診療所地域診療所

とのとのとのとの連携連携連携連携をををを深深深深めめめめ、、、、安安安安定定定定したしたしたした医療医療医療医療のののの提供提供提供提供にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    
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市民病院市民病院市民病院市民病院においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、大井川流域大井川流域大井川流域大井川流域のののの基幹病院基幹病院基幹病院基幹病院としてとしてとしてとして、、、、質質質質

のののの高高高高いいいい医療医療医療医療をををを行行行行うことがうことがうことがうことが求求求求められておりますめられておりますめられておりますめられております。。。。引引引引きききき続続続続きききき、、、、

医師医師医師医師、、、、看護師等医療従事者看護師等医療従事者看護師等医療従事者看護師等医療従事者のののの確保確保確保確保とととと定着定着定着定着、、、、医療機器医療機器医療機器医療機器のののの整備整備整備整備

等等等等にににに努努努努めめめめ、、、、充実充実充実充実したしたしたした医療医療医療医療をををを行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、新病院新病院新病院新病院のののの建設建設建設建設につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、「、「、「、「新市立島田市民新市立島田市民新市立島田市民新市立島田市民

病院建設基本計画病院建設基本計画病院建設基本計画病院建設基本計画」」」」をををを策定策定策定策定することによりすることによりすることによりすることにより、、、、新病院新病院新病院新病院のののの医療医療医療医療

機能機能機能機能やややや施設整備施設整備施設整備施設整備のののの方針方針方針方針、、、、建物建物建物建物のののの規模規模規模規模やややや配置配置配置配置、、、、事業収支事業収支事業収支事業収支などなどなどなど

をををを具体化具体化具体化具体化しししし、、、、新病院建設新病院建設新病院建設新病院建設をよりをよりをよりをより明確明確明確明確なものにしてまいりまなものにしてまいりまなものにしてまいりまなものにしてまいりま

すすすす。。。。    

国民健康保険事業国民健康保険事業国民健康保険事業国民健康保険事業につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、保険税保険税保険税保険税のののの収納率収納率収納率収納率のののの向向向向

上等上等上等上等にににに努努努努めめめめ健全健全健全健全なななな事業運営事業運営事業運営事業運営をををを図図図図っていくとともにっていくとともにっていくとともにっていくとともに、、、、疾病疾病疾病疾病のののの

重症化予防重症化予防重症化予防重症化予防プログラムをプログラムをプログラムをプログラムを推進推進推進推進することですることですることですることで、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者がががが健康健康健康健康

へのへのへのへの関心関心関心関心をををを高高高高めめめめ、、、、安心安心安心安心してしてしてして医療医療医療医療がががが受受受受けられるようけられるようけられるようけられるよう支援支援支援支援してしてしてして

まいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

介護保険事業介護保険事業介護保険事業介護保険事業につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、新新新新たにたにたにたに策定策定策定策定するするするする第第第第６６６６期介期介期介期介

護保険事業計画護保険事業計画護保険事業計画護保険事業計画にににに基基基基づきづきづきづき、、、、保険給付費保険給付費保険給付費保険給付費のののの所要見込額所要見込額所要見込額所要見込額をををを計上計上計上計上

しししし、「、「、「、「介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業」」」」をををを実施実施実施実施するととするととするととするとと

もにもにもにもに、、、、地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシステムのケアシステムのケアシステムのケアシステムの構築構築構築構築をををを目指目指目指目指すなどすなどすなどすなど介護保険介護保険介護保険介護保険

制度制度制度制度のののの改正改正改正改正にににに適切適切適切適切にににに対応対応対応対応してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

施策施策施策施策のののの大綱大綱大綱大綱の５つの５つの５つの５つ目目目目はははは、「、「、「、「自然自然自然自然とととと共生共生共生共生するするするする資源循環型資源循環型資源循環型資源循環型のののの

まちまちまちまち」」」」についてのについてのについてのについての施策施策施策施策でありますでありますでありますであります。。。。    

まずまずまずまず、、、、環境環境環境環境へのへのへのへの負荷負荷負荷負荷をををを低減低減低減低減させるまちづくりにつきましさせるまちづくりにつきましさせるまちづくりにつきましさせるまちづくりにつきまし

てはてはてはては、、、、環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画にににに基基基基づきづきづきづき、、、、市民市民市民市民・・・・事業者事業者事業者事業者とととと一体一体一体一体となっとなっとなっとなっ
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てててて推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、家庭家庭家庭家庭におけるにおけるにおけるにおける温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス排出量排出量排出量排出量をををを削減削減削減削減するためするためするためするため、、、、

住宅用太陽光発電住宅用太陽光発電住宅用太陽光発電住宅用太陽光発電システムのシステムのシステムのシステムの設置設置設置設置にににに対対対対するするするする助成助成助成助成をををを継続継続継続継続してしてしてして

行行行行っていくとともにっていくとともにっていくとともにっていくとともに、、、、川根温泉川根温泉川根温泉川根温泉からからからから発生発生発生発生するメタンガスのするメタンガスのするメタンガスのするメタンガスの

利活用利活用利活用利活用についてについてについてについて、、、、調査研究調査研究調査研究調査研究をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの推進推進推進推進とととと生活環境生活環境生活環境生活環境のののの保全保全保全保全につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、一一一一

般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物のののの処理処理処理処理についてについてについてについて、、、、田代環境田代環境田代環境田代環境プラザでのプラザでのプラザでのプラザでの効率的効率的効率的効率的なななな運運運運

営営営営にににに努努努努めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、生生生生ごみごみごみごみ処理容器処理容器処理容器処理容器のののの購入費補助購入費補助購入費補助購入費補助などをなどをなどをなどを

行行行行いいいい、、、、更更更更なるごみなるごみなるごみなるごみ減量減量減量減量とととと再資源化再資源化再資源化再資源化のののの推進推進推進推進にににに取取取取りりりり組組組組んでまいんでまいんでまいんでまい

りりりりますますますます。。。。    

またまたまたまた、、、、生活排水生活排水生活排水生活排水によるによるによるによる公共用水域公共用水域公共用水域公共用水域のののの汚濁汚濁汚濁汚濁をををを防止防止防止防止するためするためするためするため、、、、

若松町若松町若松町若松町やややや宮川町宮川町宮川町宮川町、、、、中溝町地区中溝町地区中溝町地区中溝町地区などでなどでなどでなどで公共下水道公共下水道公共下水道公共下水道のののの整備整備整備整備をををを進進進進

めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、公共下水道計画区域外公共下水道計画区域外公共下水道計画区域外公共下水道計画区域外においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、合併処合併処合併処合併処

理浄化槽理浄化槽理浄化槽理浄化槽のののの設置者設置者設置者設置者にににに対対対対するするするする助成助成助成助成をををを行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

このほかこのほかこのほかこのほか、、、、島田浄化島田浄化島田浄化島田浄化センターセンターセンターセンター、、、、クリーンセンタークリーンセンタークリーンセンタークリーンセンター、、、、田代田代田代田代

環境環境環境環境プラザプラザプラザプラザ等等等等のプラントのプラントのプラントのプラント系施設系施設系施設系施設についてはについてはについてはについては、、、、施設施設施設施設のののの長寿命長寿命長寿命長寿命

化計画化計画化計画化計画によりによりによりにより、、、、計画的計画的計画的計画的なななな改修改修改修改修をををを実施実施実施実施してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

施策施策施策施策のののの大綱大綱大綱大綱の６つの６つの６つの６つ目目目目はははは、「、「、「、「人人人人をををを育育育育てててて、、、、歴史歴史歴史歴史をををを大切大切大切大切にににに新新新新しししし

いいいい文化文化文化文化をををを創造創造創造創造するまちするまちするまちするまち」」」」についてのについてのについてのについての施策施策施策施策でありますでありますでありますであります。。。。    

まずまずまずまず、、、、学校教育学校教育学校教育学校教育ではではではでは、「、「、「、「豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心、、、、確確確確かなかなかなかな学力学力学力学力、、、、健健健健やかやかやかやか

なななな体体体体」」」」をををを身身身身につけたにつけたにつけたにつけた子子子子どものどものどものどもの育成育成育成育成をををを目指目指目指目指しししし、、、、とりわけとりわけとりわけとりわけ「「「「心心心心

をををを育育育育てるてるてるてる」」」」ことをことをことをことを重点重点重点重点としておりとしておりとしておりとしており、、、、学習指導支援員学習指導支援員学習指導支援員学習指導支援員をををを増員増員増員増員

するほかするほかするほかするほか、、、、教育支援員教育支援員教育支援員教育支援員やスクールソーシャルワーカーをやスクールソーシャルワーカーをやスクールソーシャルワーカーをやスクールソーシャルワーカーを配配配配
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置置置置しししし、、、、教育指導教育指導教育指導教育指導のののの一層一層一層一層のののの支援支援支援支援をしてまいりますをしてまいりますをしてまいりますをしてまいります。。。。    

次次次次にににに、、、、学校施設学校施設学校施設学校施設のののの整備整備整備整備につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、川根小学校校舎川根小学校校舎川根小学校校舎川根小学校校舎、、、、

屋内運動場及屋内運動場及屋内運動場及屋内運動場及びびびび川根図書館川根図書館川根図書館川根図書館のののの建設建設建設建設についてについてについてについて、、、、本年本年本年本年７７７７月月月月のののの完完完完

成成成成にににに向向向向けてけてけてけて整備整備整備整備をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。このほかこのほかこのほかこのほか、、、、初倉小学初倉小学初倉小学初倉小学

校校舎校校舎校校舎校校舎やややや小中学校屋内運動場小中学校屋内運動場小中学校屋内運動場小中学校屋内運動場のののの天井部材等天井部材等天井部材等天井部材等のののの耐震対策耐震対策耐震対策耐震対策をををを実実実実

施施施施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、伊太小学校伊太小学校伊太小学校伊太小学校のののの校舎屋根校舎屋根校舎屋根校舎屋根のののの防水防水防水防水などのなどのなどのなどの維持維持維持維持

修繕工事修繕工事修繕工事修繕工事をををを行行行行いいいい、、、、教育環境教育環境教育環境教育環境のののの充実充実充実充実にににに努努努努めてまいりめてまいりめてまいりめてまいりますますますます。。。。    

またまたまたまた、、、、金谷地区金谷地区金谷地区金谷地区のスクールバスをのスクールバスをのスクールバスをのスクールバスを更新更新更新更新するほかするほかするほかするほか、、、、新新新新たにたにたにたに

完成完成完成完成したしたしたした中部学校給食中部学校給食中部学校給食中部学校給食センターについてはセンターについてはセンターについてはセンターについては、、、、適正適正適正適正かつかつかつかつ円滑円滑円滑円滑

なななな運営運営運営運営にににに努努努努めめめめ、、、、安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな学校給食学校給食学校給食学校給食をををを提供提供提供提供してまいりましてまいりましてまいりましてまいりま

すすすす。。。。    

生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの充実充実充実充実につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、しまだしまだしまだしまだ楽習楽習楽習楽習センターやセンターやセンターやセンターや

各公民館等各公民館等各公民館等各公民館等においてにおいてにおいてにおいて、、、、多様多様多様多様なななな学習機会学習機会学習機会学習機会のののの提供提供提供提供にににに努努努努めてまいめてまいめてまいめてまい

りますりますりますります。。。。    

またまたまたまた、、、、図書館図書館図書館図書館につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、市民市民市民市民のののの自発的自発的自発的自発的なななな学習意欲学習意欲学習意欲学習意欲

にににに応応応応えられるようえられるようえられるようえられるよう蔵書蔵書蔵書蔵書、、、、資料資料資料資料のののの充実充実充実充実にににに努努努努めていくとともにめていくとともにめていくとともにめていくとともに、、、、

整備整備整備整備がががが進進進進められているめられているめられているめられている川根図書館川根図書館川根図書館川根図書館につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、川根小川根小川根小川根小

学校学校学校学校とととと融合融合融合融合したしたしたした施設施設施設施設としてとしてとしてとして有効活用有効活用有効活用有効活用されるようされるようされるようされるよう開館開館開館開館のののの準備準備準備準備

をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

ススススポーツのポーツのポーツのポーツの振興振興振興振興につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、総合総合総合総合スポーツセンタースポーツセンタースポーツセンタースポーツセンター

をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、大井川河川敷大井川河川敷大井川河川敷大井川河川敷のののの運動施設運動施設運動施設運動施設などのなどのなどのなどの有効活用有効活用有効活用有効活用によりによりによりにより、、、、

利用者利用者利用者利用者ニーズにニーズにニーズにニーズに沿沿沿沿ったったったった満足度満足度満足度満足度のののの高高高高いサービスのいサービスのいサービスのいサービスの提供提供提供提供にににに努努努努めめめめ

るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、しまだしまだしまだしまだ大井川大井川大井川大井川マラソンマラソンマラソンマラソンinininin

イン

リリリリバティをはじめとバティをはじめとバティをはじめとバティをはじめと

するするするする各種各種各種各種のののの競技大会競技大会競技大会競技大会のののの開催開催開催開催やスポーツやスポーツやスポーツやスポーツ合宿合宿合宿合宿のののの誘致誘致誘致誘致、、、、さらにさらにさらにさらに
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は２０２０は２０２０は２０２０は２０２０年東京年東京年東京年東京オリンピック・パラリンピックのオリンピック・パラリンピックのオリンピック・パラリンピックのオリンピック・パラリンピックの合宿誘合宿誘合宿誘合宿誘

致致致致をををを推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、スポーツスポーツスポーツスポーツ施設施設施設施設のののの整備整備整備整備ではではではでは、、、、島田球場島田球場島田球場島田球場のののの耐震補強耐震補強耐震補強耐震補強やややや

金谷体育金谷体育金谷体育金谷体育セセセセンターのンターのンターのンターのＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤ電球取替電球取替電球取替電球取替などをなどをなどをなどを実施実施実施実施しししし、、、、施設施設施設施設のののの

利便性利便性利便性利便性やややや安全性安全性安全性安全性のののの向上向上向上向上をををを図図図図りりりり、、、、市民市民市民市民のスポーツのスポーツのスポーツのスポーツ振興振興振興振興をををを一層一層一層一層

推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

文化文化文化文化・・・・芸術活動芸術活動芸術活動芸術活動のののの振興振興振興振興につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、笹間地区笹間地区笹間地区笹間地区をををを会場会場会場会場

にににに開催開催開催開催されるされるされるされる国際陶芸国際陶芸国際陶芸国際陶芸フェスティバルにフェスティバルにフェスティバルにフェスティバルに対対対対してしてしてして運営費運営費運営費運営費をををを助助助助

成成成成するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、藤枝市藤枝市藤枝市藤枝市とのとのとのとの広域型文化事業広域型文化事業広域型文化事業広域型文化事業としてとしてとしてとして行行行行うううう「「「「東東東東

海道街道文化創造事業海道街道文化創造事業海道街道文化創造事業海道街道文化創造事業」」」」をををを実施実施実施実施してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、おおおお茶茶茶茶のののの郷郷郷郷につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、県県県県がががが進進進進めるめるめるめる「「「「ふじのくふじのくふじのくふじのく

にににに茶茶茶茶のののの都都都都しずおかしずおかしずおかしずおか構想構想構想構想」」」」をををを具現化具現化具現化具現化するするするする拠点拠点拠点拠点としてとしてとしてとして、、、、施設施設施設施設のののの

譲渡譲渡譲渡譲渡にににに向向向向けたけたけたけた協議協議協議協議をををを県等県等県等県等とととと行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

歴史資源歴史資源歴史資源歴史資源のののの保存保存保存保存とととと活用活用活用活用につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、国指定国指定国指定国指定史跡史跡史跡史跡

し せ き

のののの

諏訪諏訪諏訪諏訪

す わ

原城跡原城跡原城跡原城跡

はらじょうあと

についてについてについてについて、、、、整備基本計画整備基本計画整備基本計画整備基本計画にににに基基基基づきづきづきづき整備整備整備整備をををを進進進進めるめるめるめる

とともにとともにとともにとともに、、、、川越川越川越川越

かわごし

遺跡遺跡遺跡遺跡についてについてについてについて、、、、旧旧旧旧立立立立

たち

合宿合宿合宿合宿

あいやど

のののの解体調査解体調査解体調査解体調査などのなどのなどのなどの

事業事業事業事業をををを実施実施実施実施してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

施策施策施策施策のののの大綱大綱大綱大綱の７つの７つの７つの７つ目目目目はははは、「、「、「、「市民市民市民市民とととと行政行政行政行政がともにがともにがともにがともに創創創創るるるる、、、、活活活活

力力力力にににに満満満満ちたまちちたまちちたまちちたまち」」」」についてのについてのについてのについての施策施策施策施策でありますでありますでありますであります。。。。    

今年今年今年今年はははは、、、、平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年５５５５月月月月にににに旧島田市旧島田市旧島田市旧島田市とととと旧金谷町旧金谷町旧金谷町旧金谷町がががが合併合併合併合併しししし、、、、

新市新市新市新市がががが誕生誕生誕生誕生してから１０してから１０してから１０してから１０年年年年のののの節目節目節目節目をををを迎迎迎迎えるこえるこえるこえることからとからとからとから、、、、新市新市新市新市

誕生誕生誕生誕生１０１０１０１０周年周年周年周年のののの記念式典記念式典記念式典記念式典を１１を１１を１１を１１月月月月１１１１日日日日にににに開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

市民市民市民市民とととと一緒一緒一緒一緒にににに記念事業記念事業記念事業記念事業をつくりあげをつくりあげをつくりあげをつくりあげ、、、、新市新市新市新市のののの一体感一体感一体感一体感をををを盛盛盛盛りりりり
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上上上上げていくためげていくためげていくためげていくため、、、、１０１０１０１０周年周年周年周年をををを記念記念記念記念するするするする様々様々様々様々なななな事業事業事業事業をををを行行行行ってってってって

まいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

市民参加市民参加市民参加市民参加・・・・地域主体地域主体地域主体地域主体のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの推進推進推進推進につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、

市民協働型市民協働型市民協働型市民協働型のまちづくりをのまちづくりをのまちづくりをのまちづくりを推進推進推進推進するためするためするためするため、「、「、「、「島田市島田市島田市島田市ゆめ・ゆめ・ゆめ・ゆめ・

みらいみらいみらいみらい百人会議百人会議百人会議百人会議」」」」やややや「「「「市民市民市民市民アンケートアンケートアンケートアンケート」」」」をををを実施実施実施実施してまいりしてまいりしてまいりしてまいり

ますますますます。。。。    

またまたまたまた、、、、市民市民市民市民・・・・議会議会議会議会・・・・行政行政行政行政がそれぞれのがそれぞれのがそれぞれのがそれぞれの役割役割役割役割をををを認識認識認識認識しししし、、、、住住住住

民自治民自治民自治民自治によるによるによるによる協働協働協働協働のまちづくりをのまちづくりをのまちづくりをのまちづくりを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための「「「「自治基本自治基本自治基本自治基本

条例条例条例条例」」」」のののの制定制定制定制定にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組んでいくとともにんでいくとともにんでいくとともにんでいくとともに、、、、市民意識市民意識市民意識市民意識

のののの高揚高揚高揚高揚とととと一体一体一体一体感感感感のののの醸 成醸 成醸 成醸 成

じょうせい

をををを図図図図りりりり、、、、郷土郷土郷土郷土をををを愛愛愛愛するするするする心心心心をををを育育育育てていてていてていててい

くことをくことをくことをくことを目指目指目指目指すためすためすためすため「「「「市民憲章市民憲章市民憲章市民憲章」」」」をををを制定制定制定制定してまいりしてまいりしてまいりしてまいりますますますます。。。。

さらにさらにさらにさらに、「、「、「、「第第第第２２２２次島田市総合計画次島田市総合計画次島田市総合計画次島田市総合計画」」」」のののの策定策定策定策定にににに向向向向けてけてけてけて情報収情報収情報収情報収

集集集集やややや研究研究研究研究をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

公共施設公共施設公共施設公共施設のののの整備整備整備整備とととと適正配置適正配置適正配置適正配置につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、公共施設白公共施設白公共施設白公共施設白

書書書書にににに基基基基づきづきづきづき、、、、利用状況利用状況利用状況利用状況やややや費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果からからからから施設施設施設施設のののの維持維持維持維持・・・・縮小縮小縮小縮小・・・・

統廃合統廃合統廃合統廃合などをなどをなどをなどを総合的総合的総合的総合的にににに判断判断判断判断するためのするためのするためのするための公共施設等総合管理公共施設等総合管理公共施設等総合管理公共施設等総合管理

計画計画計画計画のののの策定策定策定策定をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

広域行政広域行政広域行政広域行政のののの促進促進促進促進につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、志太志太志太志太３３３３市市長会談市市長会談市市長会談市市長会談やややや静静静静

岡市岡市岡市岡市、、、、牧之原市牧之原市牧之原市牧之原市をををを加加加加えたえたえたえた中部中部中部中部５５５５市市長会議市市長会議市市長会議市市長会議のののの開催開催開催開催をををを通通通通してしてしてして、、、、

連携連携連携連携によるによるによるによる行政行政行政行政サービスのサービスのサービスのサービスの向上向上向上向上やややや、、、、一体性向上一体性向上一体性向上一体性向上にににに資資資資するするするする事事事事

業業業業をををを展開展開展開展開してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

国際交流国際交流国際交流国際交流のののの促進促進促進促進につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、韓国韓国韓国韓国東豆東豆東豆東豆

と ん ず

川川川川

ちょん

市市市市へへへへ訪問団訪問団訪問団訪問団

をををを派遣派遣派遣派遣するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、国際交流協会国際交流協会国際交流協会国際交流協会がががが行行行行うううう米国米国米国米国リッチモンリッチモンリッチモンリッチモン

ドドドド市市市市などへのなどへのなどへのなどへの学生親善使節派学生親善使節派学生親善使節派学生親善使節派遣事業遣事業遣事業遣事業をををを支援支援支援支援していくほかしていくほかしていくほかしていくほか、、、、
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中国湖州市中国湖州市中国湖州市中国湖州市からのからのからのからの代表団代表団代表団代表団のののの受入受入受入受入れにれにれにれに交付金交付金交付金交付金をををを交付交付交付交付しししし、、、、国際国際国際国際

色豊色豊色豊色豊かなかなかなかな人材人材人材人材のののの育成育成育成育成やややや市民市民市民市民レベルのレベルのレベルのレベルの交流活動交流活動交流活動交流活動のののの進展進展進展進展につなにつなにつなにつな

げてまいりますげてまいりますげてまいりますげてまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、９９９９月月月月のののの「「「「島田髷島田髷島田髷島田髷まつりまつりまつりまつり」、」、」、」、１０１０１０１０月月月月のののの「ＳＬ「ＳＬ「ＳＬ「ＳＬフェスフェスフェスフェス

タタタタ」、「」、「」、「」、「しまだしまだしまだしまだ大井川大井川大井川大井川マラソンマラソンマラソンマラソンinininin

イン

リバティリバティリバティリバティ」、」、」、」、１１１１１１１１月月月月のののの「「「「フフフフ

ォトロゲイニングォトロゲイニングォトロゲイニングォトロゲイニング大会大会大会大会」」」」などによりなどによりなどによりなどにより、、、、本市本市本市本市へのへのへのへの誘客誘客誘客誘客をををを図図図図るるるる

とともにとともにとともにとともに、、、、本市本市本市本市をををを訪訪訪訪れるれるれるれる人々人々人々人々とのとのとのとの交流交流交流交流をををを促進促進促進促進してまいりましてまいりましてまいりましてまいりま

すすすす。。。。    

国国国国がががが目指目指目指目指すすすす地方創生地方創生地方創生地方創生のののの取取取取りりりり組組組組みにつきみにつきみにつきみにつきましてはましてはましてはましては、「、「、「、「まち・まち・まち・まち・

ひと・しごとひと・しごとひと・しごとひと・しごと創生推進本部創生推進本部創生推進本部創生推進本部」」」」をををを拠点拠点拠点拠点としてとしてとしてとして、、、、国国国国のののの施策施策施策施策にににに速速速速

やかにやかにやかにやかに対応対応対応対応できるようできるようできるようできるよう事業事業事業事業をををを展開展開展開展開するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、過疎地域過疎地域過疎地域過疎地域

のののの自立促進自立促進自立促進自立促進をををを図図図図りりりり、、、、もってもってもってもって地域住民地域住民地域住民地域住民のののの福祉福祉福祉福祉のののの向上向上向上向上をををを目指目指目指目指すすすす

ためためためため、、、、新新新新たにたにたにたに「「「「過疎地域自立促進基金過疎地域自立促進基金過疎地域自立促進基金過疎地域自立促進基金」」」」をををを創設創設創設創設するほかするほかするほかするほか、、、、

中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの空空空空きききき家家家家のののの有効活用有効活用有効活用有効活用をををを通通通通してしてしてして市外市外市外市外からのからのからのからの交流拡交流拡交流拡交流拡

大大大大やややや定住促進定住促進定住促進定住促進をををを図図図図るためるためるためるため、「、「、「、「空空空空きききき家情報登録制度家情報登録制度家情報登録制度家情報登録制度」」」」をををを創設創設創設創設

いたしますいたしますいたしますいたします。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、ふるさとふるさとふるさとふるさと寄附金寄附金寄附金寄附金につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、寄寄寄寄

附者附者附者附者にににに対対対対してしてしてして魅力魅力魅力魅力あるあるあるある特産品等特産品等特産品等特産品等をををを贈贈贈贈りりりり、、、、地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化につにつにつにつ

なげていくとともになげていくとともになげていくとともになげていくとともに、、、、多多多多くのくのくのくの寄附寄附寄附寄附のののの申込申込申込申込みにみにみにみに迅速迅速迅速迅速かつかつかつかつ円滑円滑円滑円滑

にににに対応対応対応対応できるようできるようできるようできるよう、、、、記念品記念品記念品記念品のののの発送業務等発送業務等発送業務等発送業務等のののの委託化委託化委託化委託化をををを行行行行ってってってって

まいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

    

最後最後最後最後にににに、、、、平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度のののの行財政運営行財政運営行財政運営行財政運営につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、経経経経

済済済済やややや国国国国のののの施策施策施策施策のののの動向動向動向動向のののの把握把握把握把握にににに努努努努めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けけけけ

によるによるによるによる外部外部外部外部からのからのからのからの評価結果評価結果評価結果評価結果やややや、、、、中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点からのからのからのからの財政財政財政財政
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のののの健全性確保健全性確保健全性確保健全性確保をををを念頭念頭念頭念頭におきつつにおきつつにおきつつにおきつつ、、、、本市本市本市本市のののの特長特長特長特長をををを活活活活かしかしかしかし、、、、事事事事

業業業業のののの「「「「選択選択選択選択とととと集中集中集中集中」」」」をををを更更更更にににに徹底徹底徹底徹底しししし、、、、市民市民市民市民のののの満足度満足度満足度満足度やややや利便性利便性利便性利便性

のののの向上向上向上向上、、、、さらにはさらにはさらにはさらには元気元気元気元気なまちのなまちのなまちのなまちの創造創造創造創造にににに向向向向けけけけ、、、、市民本位市民本位市民本位市民本位のののの質質質質

のののの高高高高いいいい行政行政行政行政サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供にににに取取取取りりりり組組組組んでまいるんでまいるんでまいるんでまいる所存所存所存所存でありでありでありであり

ますますますます。。。。    


