
選挙 口当 言

何 市長 市民 信頼 一番

選挙 市民 選 市長 責任 持 政策 実行 民主主義 原点

以下 約束

約束 後援会活動中 進化

市長就任後 財源 期日 含 市役所 皆 検討 平成 年度中 最終決定 公表

作業 経過 結果 広報誌 通 公開

成果 毎年評価 権限 責任 明確

●牧之原市 国 変

戦後続 全国一律 国 従 方 国 地方 借金 増大 財政破 引 起

以上借金 付 次世代 押 行 少子高齢化社会 迎 年金 医療 考 日本

構造改革 待

私 平成 年 年間 県議会議員 静岡空港 御前崎港 道路整備 力 入

県議会副議長 県全体 今後 県 方 検討 行財政改革 更 合併 広域連

合 県 市 共通 大 課題

一方 市民 皆 心配 病院 救急 消防 介護保険 環境問題 身近 榛原病院 消防署

課題解決 御前崎市 吉田町 連携 欠 静岡空港 御前崎港 活用 力強 自立

牧之原市 目指 前例 打破 先進的 市政運営 求

牧之原市 発足後 速 広域連合 合併 協議 自立性 効率性 高 必要

将来 静岡空港 御前崎港 核 中核的都市機能 持 大 市 目指 牧之原市 誇

市 周辺地域 発展 地方 国 変 力 確信

進 自 責任 権限 持 立場 今 県議会 多 経験 人的

生 課題 挑戦 決断 一緒 考 行動 下

何卒 願

市民参画 協働 推進

財政的自立 環境 保全 郷土 誇 伝統文化 歴史 継承

情報公開 徹底 市民 共有 図

官主導 市民本位 行政 転換

市民団体 自主性 自立性 尊重 人材育成 図

●市制運営基本条例 制定

市民 主体 言 基本理念 市民 街 活動 市民 情報共有 市民 市政参画 条例

定

● 作成

市役所 市民 市政運営 方向性 明示 市民 達成状況

● 検証

市 議会 市民 皆 第三者機関 設 検証 平成 年度予算 本格的 反映

●行政評価制度 導入



行政主体 評価 市民 評価 市制 反映 成果主義 取 入 効果的 効率的 市政運営

図

●官 民

民間 期限 定 外部委託

● 張 市政

情報公開 最先端

●公共事業 住民 視点

地域 身近 河川工事 道路工事 公共事業 住民本位 検討

●市民 意向調査

情報公開 説明責任 市民 考 変化 検証 政策 執行 反映

● 実施

市長 幹部 出前講座 積極的 開催

●行財政改革 検証

機構改革 化 行財政改革 第三者機関 検討

●職員 縮減

退職減 新規採用 見直 職員 削減 図

●行政 制度 採用

市役所 仕事 市民 関 市民参画 経費削減 図

●市長 職員 研修会 実施

市長 職員 意思疎通 図 意識改革 図

●組織 化

縦割 必要 行政需要 合 柔軟 職員配置 行

一方 専門家 養成 図

●男女 隔 能力本位 登用

男女 年齢 能力本位 登用

●入札執行 透明性 確保

入札 透明性 説明責任

● 充実

相談事 電話一本 機能 充実

●市長専用車 廃止

公用車 効率的使用 利用 地球温暖化防止対策 財源 確保 図

●行政 利便性 向上

早朝 夜間 届 実施

● 支 防災 街

建物耐震化 推進

公共施設 順位付 民間 補助枠 拡大 図

家具 転倒防止 業界 協働 進

災害図上訓練 全市実施 災害 団体 化 支援 充実

●地域 根 消防防災体制 確立

常設消防 広域再編 図

静岡空港 東名高速 対応 牧之原台地 配備 検討

風水害対策 対策 見直 検討 行

消防団 活動支援 充実 図

●地域 安全安心 暮 確保

警察 連携 ｢地域防犯 ｣ 徹底

交通安全対策 緊急危険箇所 改善 作成 緊急性 県 対策 講

市民生活 困 消費生活相談 専門家 協働 設置

●原子力防災体制 充実強化

災害 実践的 対応 充実



国 県 周辺自治体 中部電力 安全防災体制 連携 強化

原子力発電 学習 機会 充実

●地球温暖化防止推進

市民 自治会 企業 団体 地球温暖化防止 推進 努力目標 定 数値 公表 二酸化

炭素 削減 徹底

● 取得

牧之原市 取得

●海 川 里山 保護 復元

環境 大切 姿勢 明確 人材 育成 拠点設置 支援

● 処理 抜本的改革

処理費用 自治体財政 圧迫 循環型社会 目指 基本原則 製造排出責任 強 訴

処理 広域化 外部委託 低減 図

●資源 自然 採用

資源 風力発電 太陽光発電 可能性調査

●良好 景観 作

自然環境 保全 同時 景観 配慮 道路 河川 公園 町並 整備 花 緑 景観 作 景

観行政団体 目指

●静岡空港 御前崎港 世界 玄関

県 力 静岡空港 開港 御前崎港 利活用向上 図

●幹線道路 整備

 静岡空港 御前崎港 道路 早期 整備 強力 県 働 南北軸 東西軸 連携 地域

融合基幹道路 都市計画道路 整備 進 道路 進捗度 今後 見通 公表

●土地利用 推進

遊休地 開発中断土地 利活用 市 積極的 関与 土地利用 方向性 定 適切 土地利用

誘導 図

● 導入

道路河川公園 観点 整備

●公共交通 充実

通学通院 買 物 次世代 住民生活 足 低 効果的 運行 交通 検討

●情報基盤 整備

最先端 情報受発信 出来 県 進 情報基盤整備 連携 光 無線 事業化 向 検討

情報発信 市民 市民 放送局 設立 目指

●上水道 下水道 整備

県 水道事業者 協力 水道水源 安定供給 農業用水 転換 新 水源確保 図

下水道計画 生活廃水対策 再検討 国 汚水処理交付金 活用 河川 海 水辺環境水質向上 図

●榛原病院 地域 総合救急医療 整備

榛原病院 三師会 医師 歯科医師 薬剤師 連携 救急 含 医療体制 充実 図

県 浜松医大 連携 医師 確保 図 周辺病院 連携 図

●健康

病気 環境 整備 図 特 受動喫煙 防止 徹底

歳 本 歯 市民 協働 進



生活習慣病 改善 情報提供 総合的 相談機能 充実 図

温泉 茶 地元 健康 推進

●高齢者福祉 充実

介護 福祉施策再評価委員会 作 大幅 見直 介護保険制度維持 図 良質 提供

支援 福祉団体 活動支援 協議会 設置 介護予防 力点 置 施策

市民参画 立場 展開

●障害者福祉 推進

障害 人 地域 安心 普通 暮 福祉 供給基地 整備 就労 場 確保 図

地域 密着 小規模授産所 経営強化 支援

 ●乳幼児医療費助成 所得制限撤廃

未就学児童 医療費 助成

 ●次世代育成支援対策 推進

国 交付金 積極的 活用 子育 子育 財政支援 不妊治療助成 母子父子家庭支援 病気中病後

保育 優先付 出来 平成 年度

 ●育 企業環境

企業 子育 環境支援 応援 利用者 調査 実施

 ●子供 安全 学校 地域

子供 安全 守 組織体制 再整備 図 実効性

 ●保護 支援 必要 子供 家庭

児童虐待防止対策 家族 支援策 充実

 ●少人数 導入

小学校低学年 〜 年 人程度学級 導入 検討

●外部講師 交流講師

地域 暮 専門分野 講師 学校支援 地元 伝統 文化 自然 教 伝

●牧之原市 教育力 向上

牧之原市 教育力 向上 為 従来 枠 超 学 提案 幼保一元化 小中連携 中高一

貫 高大連携 民営化

● 教室 無料学習塾

放課後 希望者 補習 行 子供 教師 組織 委託

● 読書 学習環境 充実

本 読 習慣作 推進 学習 場所 情報 図書館 建設

 ●地域 伝 伝統 文化 支援

伝統的 有形 無形文化財 保護継承 支援策 提案

 ●芸術鑑賞 機会 提供

地域文化 貢献 団体 企画 支援 芸術鑑賞 企画 実施 含 市民 中

心 企画

 ●牧之原市民大学 開講

大学 連携 市民 主宰 市民大学 開講

 ●地域 文化団体 支援

市民 文化施策 振興 体育協会 文化協会 協議 団体 組織経営強化 支援

●地域 創設

総合型地域 設立 支援

●芝 場 建設

芝 建設調査 芝生化 推進



●海辺 利活用

活用 青少年 育成 観光振興 観点 水辺教育 進 施設 人材 育成 力

入

●各種 誘致

大会 文化芸術 他 自治体 団体 共催 含 誘致促進 図

●農業 振興

茶業 応援団 生産者 収入確保 向 施策 展開 特 小規模基盤整備 積極的 支援

牧之原 販売 経営促進 支援 茶 経営塾 若手経営者 育成支援

空港立地 生 戦略 樹立 図

食 安全 環境問題 追求

生産者 農協 市場 消費者 連携強化 役 担

●漁業 振興

磯焼 対策 推進 継続

放流事業 継続推進 漁協 経営基盤強化 支援

環境 観光 融合政策 推進

●商工業 振興

商工団体 協働 地域 観光 効果 商店街 積極的 支援 評価 指

標 設 公開 次年度以降 予算 繁栄

国 県 他産業政策 積極的 連携 企業団体 支援

研究機関 大学 共同研究 支援

●観光 振興

牧之原 自然 産業 農業 漁業 商工業 観光 茶 中心 食材 効果

田沼意次 歴史的評価 再確認 戦略的 活用

民間活力 遊休地利活用 水辺 体験型観光 推進

●勤労者 福祉行政 充実

商工会 労福協 連携 勤労者 生活安定 生涯 生活設計 福祉 充実強化 支援

●国際交流 推進

市内 在住 外国人 住 住環境 目指

牧之原市 訪 外国人 温 迎 国際交流都市 目指

諸国 文化 青少年交流 推進

以上 政策 約束 一部

不足 提案 考 違 議論 風通 大切 思

基本指針 政策実現 市民 力

過程 人

政策 実現 一緒 汗 流

誇 市民 育


