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令和５年度の予算及び関係諸議案のご審議をお願いするにあたり、

私の市政運営に対する基本的な考え方と新年度における施策の大要

を申し述べ、議員各位及び市民の皆様のご理解とご協力を賜りたい

と存じます。  

 

【Ⅰ  基本的な考え方】  

 

令和４年４月の市長選挙において、再び市政の舵取り役を担うこ

ととなりました。その重責を改めて痛感するとともに、初心に立ち

返り、「誇り高い、元気なまち沼津」の実現に向けて、全身全霊を捧

げてまいります。  

昨年は、本市の夏の一大イベントである「沼津夏まつり・狩野川

花火大会」を３年ぶりに開催し、約３０万人の方にご来場いただい

たほか、公共空間を活用してヒト中心の居心地のよい都市空間を創

出する社会実験「ＯＰＥＮ  ＮＵＭＡＺＵ」の実施や、本市を舞台

とする各種団体によるイベント等が開催されました。  

さらに、本年３月には、スポーツと健康づくりの拠点であり、中

心市街地や隣接する市民文化センターとの有機的な連携によって多

様な交流の場ともなる、新総合体育館がオープンします。  

長期化するコロナ禍において、デジタル技術を活用したテレワー

クやオンライン授業等が浸透し、新しい生活様式に対応したライフ

スタイルが定着してきましたが、まちを楽しむ多くの市民の皆様の

笑顔に触れ、より臨場感や一体感を味わえるリアルな交流の重みと

いうものを改めて実感いたしました。  

新年度におきましては、沼津駅周辺総合整備事業をはじめとする

活力ある沼津を創造するまちづくりの着実な推進を図りながら、本

市ならではの魅力を活用したにぎわいや観光の創出に取り組み、ウ

ィズコロナにおける感染拡大防止と社会経済活動の両立を図ってま

いります。  

そして、本年７月には、いよいよ市制施行１００周年を迎えます。
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本市は、大正１２年７月１日に全国で８９番目の市として誕生し、

先人のたゆまぬ努力によって、県東部地域の広域拠点都市として発

展してきました。この誇り高い沼津を次世代につなぐため、「きらり

沼津。次の１００年へ」をキャッチフレーズに、「先人達への感謝と

敬意」、「誇りと愛着」、「市民との協働」、「次の１００年への新たな

一歩」の４つの基本的な考えのもと、様々な記念事業を実施してま

いります。  

また、行政運営に関しましても、この大きな節目を契機として、

施策の企画及び推進体制を強化するとともに、まちなか整備の積極

的な促進や、沼津駅周辺総合整備事業の本格化、ゼロカーボンの推

進などに伴う組織の改正等を行い、沼津の「動き出す  創り出す」

を加速させ、本市が抱える課題に力強く取り組んでまいります。  

以下、新年度において重点的に取り組むべき４つの視点について、

ご説明申し上げます。  

 

１つ目は、「暮らしやすいまちへ」です。  

都市の活力や発展を支える定住人口の確保に向けては、出生数の

減少傾向に歯止めをかけ、転出超過を解消していく必要があります。

このため、ＩＣＴを活用した教育・子育て環境の充実、中心市街地

における民間開発の支援、高齢者の生きがいづくりや居場所づくり

の推進など、沼津に愛着を感じ、住みたい、住み続けたいと思える

まちづくりを推進してまいります。  

 

 ２つ目は、「ひとが行き交うまちへ」です。  

にぎわいの創出や地域経済の活性化につながる交流人口の拡大に

向けては、本市ならではの特色を活用した魅力的な施策を進めるこ

とが求められています。このため、Ｓｅａ級グルメ全国大会の開催

をはじめ、ストリートスポーツパークの整備、スポーツイベントの

開催促進、中央公園リノベーションの推進など、地域資源等を活用

した多くの来訪者をひきつけるまちづくりを推進してまいります。  
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 ３つ目は、「産業が元気なまちへ」です。  

まちの活性化に向けては、産業構造の変化も見据えた、雇用の創

出や業務の効率化、農林水産業における６次産業化等を推進するな

ど、産業の振興を図ることが求められています。このため、企業立

地の受け皿となる新たな工業用地の確保、地産地消や農水産物のブ

ランド化の推進、複業人材の活用支援など、産業が元気なまちづく

りを推進してまいります。  

 

 ４つ目は、「安全・安心のもとで暮らせるまちへ」です。  

近年多発している大規模な自然災害や消費生活トラブルなどは、

市民生活に不安を与えています。このため、南海トラフ巨大地震に

備えた地震・津波対策、不適切な盛土への対応、特殊詐欺や悪質商

法による被害の未然防止など、誰もが安全・安心のもとで暮らすこ

とができるまちづくりを推進してまいります。  

 

新年度におきましては、これらの視点を踏まえつつ、「第５次沼津

市総合計画」に定める将来都市像「人・まち・自然が調和し、躍動

するまち」の実現に向け、「動き出す  創り出す」、「誇りとつながり」、

「心も体も元気で健康」という基本理念のもと、官民一体となって

様々な取組にチャレンジしてまいります。  

 

以下、新年度における主な取組について、「第５次沼津市総合計画」

の８つのまちづくりの柱に沿って説明いたします。
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【Ⅱ  新年度の主な取組】  

 

＜柱１  自分らしいライフスタイルを実現できるまち＞  

 

 初めに、「柱１  自分らしいライフスタイルを実現できるまち」に

ついてであります。  

 少子高齢化、人口減少の時代にあっても、地域の営みや市民生活

が充実し、誰もがいきいきと暮らせる持続可能なまちづくりを進め

てまいります。  

 市制１００周年を契機としたシビックプライドの醸成と協働のま

ちづくりの推進に向けて、７月１日の市制記念日に、本市発展に多

大な貢献をされた方への表彰や、節目を祝うセレモニーとして記念

式典を開催するとともに、７月７日、８日、９日の３日間は、本市

の自然、歴史、文化などを発信する記念イベントを実施するほか、

市民等が自ら企画し、参加する市制１００周年を記念した事業の実

施を支援してまいります。  

また、新年度は、本市とアメリカ合衆国カラマズー市との姉妹都

市提携６０周年にもあたることから、市制１００周年と合わせてこ

れを記念する交流活動を通じて、両市の関係を更に深めてまいりま

す。  

 社会のつながりやコミュニティの強化につきましては、地域住民

の活動・交流拠点である市内１８地区の地区センターのうち、西浦

地区センター及び愛鷹地区センターの更新整備を進めてまいります。 

 

＜柱２  ヒト中心で都市的魅力にあふれるまち＞  

 

 次に、「柱２  ヒト中心で都市的魅力にあふれるまち」についてで

あります。  

 沼津駅周辺の中心市街地において、ヒト中心の魅力的な都市空間

の形成や都市機能の誘導を図るとともに、道路交通体系や住環境の
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整備に取り組むなど、居心地がよく、快適で暮らしやすいまちづく

りを進めてまいります。  

 県東部地域を牽引する都市として発展していく上で欠くことので

きない、鉄道高架事業をはじめとする沼津駅周辺総合整備事業につ

きましては、本年秋には新貨物ターミナルの本体工事の着手が予定

されるなど、いよいよ施設整備が本格化してまいります。引き続き、

静岡東部拠点第二地区土地区画整理事業における建物等の移転を進

めるとともに、都市計画道路片浜西沢田線など、鉄道施設と交差す

る道路等の整備に取り組んでまいります。  

「沼津市中心市街地まちづくり戦略」の推進につきましては、本

年度策定した「沼津市公共空間再編整備計画」及び「沼津市都市空

間デザインガイドライン」に基づき、引き続き、駅前広場や街路の

再編整備及び都市空間デザインの向上に向けたヒト中心の魅力的な

まちづくりを実践するための社会実験や、地元商業者等と連携した

道路空間の利活用やまちなみ形成に向けた取組等を実施してまいり

ます。  

また、町方町・通横町第一地区第一種市街地再開発事業について

は、昨年 11 月に特定業務代行者が決定した区域の実施設計や権利変

換計画の認可取得のための支援を行うとともに、事業進捗に合わせ

たまちなみの再生に取り組み、住環境の充実を図ってまいります。  

さらに、良好な都心居住及び利便性の高い安全で快適な都市空間

を創出するため、中心市街地における土地利用の共同化、高度化等

に寄与する「優良建築物等整備事業」の活用により、民間開発を支

援してまいります。  

居心地のよい都市空間の創出につきましては、沼津駅周辺のまち

づくりと連携して、中心市街地に位置する中央公園を更に魅力ある

空間へと再整備するため、本年度に策定する「沼津市中央公園再整

備基本計画」に基づき、社会実験を通じて幅広い年代層に利活用い

ただけるよう、公園の機能及び施設配置について、検討を進めてま

いります。  
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都市の骨格を形成する幹線道路等の整備につきましては、道路と

古墳周辺を一体的な空間として設計し、質の高い意匠等を施すこと

による良好な景観形成と、円滑な道路交通の実現の両立を図るため、

全国初の橋梁とトンネルを対象とした土木設計競技方式によるデザ

インコンペを実施した都市計画道路沼津南一色線について、引き続

き、東海道新幹線北側の道路改良工事等を進めるとともに、橋梁工

事に着手してまいります。  

 快適な住環境の整備につきましては、周辺環境と調和した景観形

成や若者世帯等の入居促進を考慮した市営住宅今沢団地のＰＦＩ手

法による建て替えに向け、事業者の募集を行ってまいります。  

  

＜柱３  力強い産業を牽引するまち＞  

 

 次に、「柱３  力強い産業を牽引するまち」についてであります。 

産業を元気にすることはまちの活性化につながることから、本市

ならではの強みを活用した産業振興に取り組み、県東部地域の産業

を牽引するまちづくりを進めてまいります。  

市制１００周年を記念して、地元産業界との連携により、市内企

業によるブース展示や記念講演等を行う「沼津産業フェア」を開催

し、関係者のみならず、市民の皆様が本市産業の魅力を再認識する

とともに、未来の在り方を考える機会とし、学生等の地元企業への

就職にもつなげてまいります。  

商業の振興につきましては、通行量や属性等の把握・分析を行う

ためのＡＩカメラを設置する商店街を支援するとともに、まちなか

の個店や商店街の魅力向上に向けて、商品開発から販路開拓までを

一連で支援してまいります。  

工業の振興につきましては、新たな工業用地の確保に向けて、都

市計画道路片浜池田線沿道ゾーンの現状を把握するため、企業立地

適地調査を実施してまいります。  

 農林水産業の振興につきましては、市制１００周年を記念して、
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本市を代表する農水産物を集めたイベントを開催し、地域内での消

費拡大を図り、１次産品のブランド化及び販路拡大について、戦略

的に取り組んでまいります。  

また、意欲ある担い手に対する経営改善や就業促進を図るための

各種事業を実施し、効率的かつ安定的な経営体の育成・支援に取り

組んでまいります。  

起業創業の支援につきましては、市制１００周年記念事業として、

女性の起業に対する機運醸成を図ることを目的とした特別講演会を

開催するとともに、引き続き、起業者のニーズに沿ったセミナーや

ワークショップを開催するなど、起業の促進と事業活動の継続を一

体的に支援してまいります。  

労働人材の確保と育成につきましては、デジタル人材の需要が高

まっていることから、女性を対象としたデジタル人材育成プログラ

ムを実施し、女性の労働参画を推進してまいります。  

また、市内中小企業を対象とした複業人材活用セミナーを開催す

ることで、経営基盤の強化にも努めてまいります。  

 

＜柱４  地域の宝を活かすまち＞  

 

 次に、「柱４  地域の宝を活かすまち」についてであります。  

 本市ならではの地域資源を活用した施策に戦略的に取り組み、多

くの人が訪れたい、住みたい、関わりたいと思っていただけるまち

を目指してまいります。  

 沼津の魅力の発信につきましては、市制１００周年記念事業とし

て、「全日本フェンシング選手権大会」を誘致するほか、市制記念日

に、「沼津マッチ」として、愛鷹広域公園多目的競技場の照明改修後

初のアスルクラロ沼津のナイトゲームを開催するなど、スポーツに

よるオンリーワンブランドの形成につなげてまいります。  

また、多くの皆様からご支援をいただいているふるさと納税にお

いては、市制１００周年を迎えるにあたり、記念返礼品を加え、全



8 

 

国における更なる知名度の向上を図るとともに、ふるさと納税感謝

祭を開催し、市民の皆様にも自慢の返礼品をＰＲしてまいります。  

地域資源の創造と磨きあげにつきましては、新年度において国史

跡指定を目指す高尾山古墳の国史跡指定記念イベント等を開催する

とともに、将来的な古墳整備に向けた整備計画の検討を進めるほか、

本市における文化財の保存・活用に関する基本的なアクションプラ

ンとなる「文化財保存活用地域計画」を策定するなど、歴史・文化

資源の保存と活用に努めてまいります。  

また、地域おこし協力隊を引き続き配置し、地域協力活動や地域

のにぎわいづくり、新たな地域資源の発掘・創造など、隊員の能力

を活用した新たな視点での地域の活性化を図ってまいります。  

沼津ならではの観光の提供につきましては、市制１００周年記念

事業として、「沼津夏まつり・狩野川花火大会」において、記念パレ

ードを実施するとともに、年末には市制１００周年をお祝いする花

火を打ち上げるなど、記念となる年を盛り上げてまいります。  

また、沼津港におきましては、市制１００周年に合わせて、「第

１４回みなとオアシスＳｅａ級グルメ全国大会ｉｎ沼津」が開催さ

れます。全国のみなとオアシスから、地元の水産物を使った自慢の

グルメが大集合し、多くの誘客が見込まれることから、全国に向け

て本市の魅力を発信し、更なるにぎわいの創出につなげてまいりま

す。  

さらに、市内宿泊観光を推進するため、宿泊予約サイトを活用し

た宿泊クーポンの発行を行うとともに、市内で実施されるスポーツ

大会や、市内宿泊を伴う合宿を行う団体等に対し、開催経費の助成

を行うなど、地域資源を活用した観光コンテンツやツーリズムの創

出に取り組んでまいります。  

おもてなし態勢の整備につきましては、市制１００周年記念事業

として、中心市街地における花の装飾や花壇コンクールを実施し、

花と緑でまちを彩るほか、アフターコロナを見据えたインバウンド

の受け入れ環境を整備するため、外国人向け携帯用観光パンフレッ



9 

 

トを作成してまいります。  

移住・定住の推進につきましては、新たに近隣市と連携した現地

案内バスツアーを開催するとともに、首都圏で開催される移住相談

会等への出展や市独自の移住相談会の開催、インターネット広告を

活用したぬまづ暮らしの魅力発信など、積極的な移住支援に取り組

んでまいります。  

 

＜柱５  安心して子どもを産み育てられるまち＞  

 

 次に、「柱５  安心して子どもを産み育てられるまち」についてで

あります。  

少子化を抑制しつつ、出会いから子育てまでの切れ目のない支援

により、安心して子育てができるまちを目指すとともに、未来を担

う子どもたちの豊かな成長を、地域一丸となって支えてまいります。 

 幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に

推進し、子育てしやすいまちを実現するため、「第３期沼津市子ど

も・子育て支援事業計画」の策定に向けたニーズ調査を実施してま

いります。  

妊娠・出産を望む市民への支援につきましては、不妊・不育症治

療費の助成対象に事実婚の夫婦を追加するとともに、助成条件にお

ける子どもの人数制限を撤廃するほか、将来子どもを産み育てるこ

とを望むがん患者を対象とする温存後生殖補助医療に係る費用の助

成を行ってまいります。  

 保護者を支える子育てサービスの充実につきましては、公立保育

所等におけるＩＣＴ環境を整備し、保護者の利便性向上及び保育士

等の業務改善を図るほか、公立保育所等における使用済み紙おむつ

の保護者持ち帰りを廃止するとともに、民間保育園等において使用

済み紙おむつを処分するために要する経費を補助してまいります。  

 子どもたちの教育につきましては、教育委員会において、保護者、

地域住民、校長等で組織する学校運営協議会を全中学校区に導入し、
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学校と地域が連携・協働し、子どもの成長や学びを支える「地域総

がかりの教育」の取組を推進してまいります。  

 また、中学校部活動の地域移行については、国の動向を踏まえな

がら、地域における新たな担い手の発掘につながる取組などを検討

してまいります。  

子どもたちが安全で安心して学べる環境づくりにつきましては、

「沼津市個別施設計画（公共建築物編）」に基づき、小中学校施設の

最適化を図るために必要となる改築、長寿命化改修等を計画的に実

施してまいります。  

さらに、市制１００周年を記念して、地元食材を活用したお祝い

給食の実施や、市民を対象としたお祝い給食試食会を開催し、学校

給食を通じた郷土への誇りと愛着を感じていただく機会を創出する

とともに、物価高騰による学校給食の食材費の増額分を補助し、子

育て世帯の家計への負担軽減と質の確保を図るなど、安全・安心な

学校給食の提供に取り組んでまいります。  

生涯学習の充実につきましては、沼津市民大学において、市制１

００周年を記念した特別講演を実施するとともに、新年度は市立図

書館開館３０周年の節目にもあたることから、市制１００周年記念

事業として、市民にとって身近な存在である小学校をテーマとした

企画展を開催するなど、学びの機会の提供に努めてまいります。  

 

＜柱６  笑顔があふれ健康で心豊かに暮らせるまち＞  

 

 次に、「柱６  笑顔があふれ健康で心豊かに暮らせるまち」につい

てであります。  

誰もがいつまでも、心身ともに健康で明るく元気に生活できるよ

う、スポーツ・芸術文化の振興や健康づくりなどを推進するととも

に、互いに支え合いながら健やかに暮らせる、地域共生社会の実現

を目指してまいります。  

スポーツの振興につきましては、新総合体育館を活用し、「沼津市
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スポーツ祭」や「トップアスリート教室」等を開催するとともに、

市民が 高 い 技術 のスポ ーツ と直 接触れ 合う 機会 を創出 する など 、

様々な形で市民が参加できるスポーツ活動を推進してまいります。  

また、沼津中央高等学校グラウンド北側の市有地を活用してスト

リートスポーツを楽しむ機会を提供するなど、市民が気軽にスポー

ツに親しめる環境の充実を図るとともに、「沼津市スポーツ推進基本

計画」の次期計画の策定に取り組んでまいります。  

 芸術文化の振興につきましては、市制１００周年を契機として、

地域の特色ある芸術文化を次世代に継承するため、５０回の節目を

迎える「沼津市芸術祭」をはじめ、「ぬまづ茶会」や「市民が歌う第

九演奏会」などを、これまでの市民の芸術・文化活動の積み重ねを

祝い尊重する市制１００周年記念事業として実施してまいります。  

 さらに、市制１００周年を記念して、「ＮＨＫのど自慢」を誘致す

るほか、本市ゆかりの作家をテーマとした企画展や、写真集「写真

に見る沼津のあゆみ」の企画展を開催するなど、芸術文化を身近に

感じ親しむ機会を創出してまいります。  

こころのケアの充実につきましては、生きることを支えるための

取組を包括的に推進するため、「いのち支える沼津市自殺対策行動計

画」の次期計画の策定に取り組んでまいります。  

高齢者に優しいまちづくりにつきましては、高齢者の生きがいづ

くりや居場所づくりを推進するため、千本プラザの空調の更新工事

を実施するとともに、フレイル対策をはじめとする介護予防の取組

を拡大するほか、本市の保健・福祉・介護に係る総合的な計画とな

る「第１０次沼津市高齢者保健福祉計画」を策定してまいります。  

安定した医療提供体制の構築につきましては、医療環境のＩＣＴ

化に対応した質の高い看護実践能力を備えた看護師を育成するため、

市立看護専門学校におけるＩＣＴ環境の整備を進めてまいります。  

 

＜柱７  安全・安心のまち＞  
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次に、「柱７  安全・安心のまち」についてであります。  

 自然災害や犯罪、交通事故などの危機事象から、市民の生命・財

産を守り、誰もが安全・安心のもとで暮らすことができるまちづく

りを進めてまいります。  

 地震・津波対策の推進につきましては、県が進める津波災害警戒

区域の指定に合わせて、津波ハザードマップの更新を行うとともに、

ハード・ソフトの両面から、迅速かつ着実に地震・津波対策を推進

するため、令和５年度からの１０年間を計画期間とする新たな「沼

津市地震・津波対策アクションプラン」を策定してまいります。  

 富士山の噴火を想定した取組につきましては、「富士山火山防災対

策協議会」が進めている「富士山火山広域避難計画」の改定に合わ

せて、沼津市版の富士山火山防災マップを作成し、その周知を図っ

てまいります。  

 気候 変動 の影 響を踏 まえ た災 害対策 の推 進に つきま して は、 沼

川・高橋川流域において、井戸川雨水貯留池の築造工事及び青野排

水機場の整備を進めるとともに、大平地区において、大平江川排水

機場の築造工事を進めるなど、引き続き、常襲浸水地域の被害軽減

に取り組んでまいります。  

 また、違反盛土行為を防止するため、県と連携して行政指導及び

行政処分を実施するとともに、定期パトロールや監視カメラの設置

等により、監視体制を強化するなど、厳格に対応してまいります。  

 地域住民の災害対応力の強化につきましては、西浦地区センター

及び愛鷹地区センターの更新整備に合わせて、第１７分団及び第２

７分団詰所の移転を進めるとともに、消防団車両や活動用資機材の

更新等により、消防団組織の円滑な運営を支援してまいります。  

 市民の安全・安心の確保につきましては、複雑化・巧妙化する特

殊詐欺や悪質商法による被害を未然に防止するため、悪質電話対策

機器の購入に対する補助の年齢制限を撤廃するほか、引き続き、自

治会等の要望を踏まえ、防犯灯設置や通学路への防犯カメラ設置の

補助を行うなど、犯罪の未然防止を図ってまいります。  
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 安全で快適な交通社会につきましては、路線バスの運行水準の向

上や使いやすい利用環境の整備を促進するとともに、原駅自転車等

駐車場の拡幅及びトイレの設置工事を実施してまいります。  

 

＜柱８  環境と共生する持続可能なまち＞  

 

 最後に、「柱８  環境と共生する持続可能なまち」についてであり

ます。  

 本市の美しく豊かな環境を次世代に継承するため、市民、事業者、

行政がそれぞれの役割のもと、環境保全に向けた活動などに連携・

協働して取り組み、環境と共生する持続可能なまちを目指してまい

ります。  

 深刻化する地球温暖化への対策につきましては、昨年３月に表明

した、２０５０年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「ゼロ

カーボンシティＮＵＭＡＺＵ２０５０」の実現に向けた取組を進め

てまいります。  

新年度は、公共施設への太陽光発電設備等の導入推進を図るため、

「公共施設における再生可能エネルギー導入計画」を策定するとと

もに、太陽光発電設備の設置に対する補助について、「第三者所有

モデル」であるＰＰＡ方式を新たに対象に加えるほか、電気自動車

の導入をはじめとする脱炭素経営に意欲的な市内事業者を後押しす

るための各種取組を進めるなど、再生可能エネルギーの導入や、省

エネルギー及び資源循環の促進を図るための施策を複合的に実施し

てまいります。  

 安全で環境負荷の少ないごみ処理の推進につきましては、新中間

処理施設の整備に向けて、敷地造成工事や中継・中間処理施設の解

体工事に着手するとともに、実施方針や要求水準書を作成するなど、

事業者の選定に向けた準備を進めてまいります。   
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【Ⅲ  行財政運営】  

 

以上、令和５年度における施策の大要についてご説明いたしまし

た。  

 

新年度の予算編成にあたりましては、事業の重要性や必要性、費

用対効果等の視点を踏まえ、限られた財源を効果的・効率的に配分

するための精査や財源の確保に努めました。  

この結果、新年度の一般会計及び特別会計４会計並びに企業会計

３会計を含む予算全会計の合計は、１，５０８億３，２００万円で、

前年度に比べ、１６億４，９００万円の増となりました。  

このうち、一般会計につきましては、前年度に比べ２．４％増の

８００億９，０００万円、特別会計につきましては、前年度に比べ

０．９％減の４１３億５，３００万円、企業会計につきましては、

前年度に比べ０．４％増の２９３億８，９００万円となったもので

あり、引き続き健全な財政運営に努めてまいります。  

 行政運営にあたりましては、亡くなられた市民のご遺族が行う庁

内各種手続きを、ワンストップで対応する「おくやみコーナー」を

設置するとともに、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法

律」に基づき、国が策定する基準に適合した情報システムへの円滑

な移行手続きを進めるなど、市民の利便性向上と業務の効率化を推

進してまいります。  

組織体制につきましては、施策の企画及び推進体制を強化し、市

勢の更なる発展を図るため、「企画部」を「政策推進部」に再編いた

します。  

また、まちなか整備の積極的な促進を図るため、市街地整備課に

「まちなか創造室」を新設するとともに、沼津駅周辺総合整備事業

の本格化に伴い、整備課の「新貨物ターミナル整備係」を廃止し、

「高架関連施設整備係」を新設いたします。  

さらに、移住定住の更なる推進を図るため、政策企画課の「移住
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定住相談室」を「移住定住推進室」に変更するほか、ふるさと納税

の推進体制を強化するため、観光戦略課に「ふるさと納税推進室」

を新設するとともに、交流人口の更なる拡大の推進を図るため、同

課の「観光企画係」を「観光交流係」に変更いたします。  

加えて、脱炭素社会の実現に向けた取組を積極的に推進するため、

環境政策課に「ゼロカーボン推進室」を新設するとともに、文化芸

術を活用した取組の更なる推進を図るため、文化振興課に「文化政

策室」及び「文化施設係」を新設するほか、医療におけるデジタル

トランスフォーメーションの積極的な推進を図るため、医事課に「医

療ＤＸ推進係」を新設するなど、新たな行政課題に対応しつつ、市

民ニーズに合ったサービスを提供する効率的な組織の強化・改善を

図ってまいります。  

 

以上、令和５年度に臨む施政方針を申し上げました。  

市民の皆様には、市政に対する一層のご理解をいただくとともに、

まちづくりへの更なる参画をお願いしたいと思います。  

 最後になりましたが、今後とも、ご列席の議員各位のご指導・ご

支援を賜りますようお願い申し上げます。                     

 


