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平成 26 年度の主な事業

ぬまづの宝推進事業（予算額

•「ぬまづの宝
シティープロモーションを効果的に展開していくため、「ぬまづの宝推進課」を設置し、
全国に向けた本市のＰＲを行い、本市の活性化や魅力の向上を狙う。

スマートインターチェンジ設置事業（

•東名愛鷹スマートインターチェンジは平成
チェンジは平成
査、道路の改良工事などを実施するものです。

コンベンション関連事業（予算額

•平成26 
デ」の周辺整備やグランドオープン記念イベントの開催、全国規模の会議やイベントなど
のコンベンションの誘致を図るものです。

新市民体育館建設事業（予算額

•平成25 
と連携を取り、新市民体育館に導入する機能、整備スケジュールなどを基本計画として策
定するものです。

香陵公園周辺整備基本計画策定事業（予算額

•新市民体育館の建設予定地となっている香陵公園及びその周辺について、一体的な整備計
画を策定するものです。施設の配置計画の検討、香陵グラウンドの試掘調査、測量などを
行います。

中間処理施設整備事業

•平成25 
基準など、より具体的な方針を決定する基本計画を策定するものです。

学力保証プログラム事業（予算額

•児童生徒の基礎的な知識の確実な定着を図るため、小学校５年生、中学校２年生に対する
学力調査の実施や小学校３年生を対象とする放課後等学習支援員の配置などを行うもので
す。
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シティープロモーションを効果的に展開していくため、「ぬまづの宝推進課」を設置し、
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シティープロモーションを効果的に展開していくため、「ぬまづの宝推進課」を設置し、
全国に向けた本市のＰＲを行い、本市の活性化や魅力の向上を狙う。
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児童生徒の基礎的な知識の確実な定着を図るため、小学校５年生、中学校２年生に対する
学力調査の実施や小学校３年生を対象とする放課後等学習支援員の配置などを行うもので

２ ０ １ ４ 年 初 春

２ ０ １ ４ 年 ５

梶 や す ひ さ 後 援

勝一 討議資料

たところ、幼

した方が良い」と勧められ、

ホクロそのものは問題ないと診断されましたが、手術口を数

か月間の片足生活の中で様々な方に助けていただきましたが、足が不自

困っている人を見かけ

 

選」を初めとした、沼津にあるさまざまな魅力を持つ資源を活用した
シティープロモーションを効果的に展開していくため、「ぬまづの宝推進課」を設置し、

年度、新東名駿河湾沼津スマートインター
年度の開設をそれぞれ目指し、事業用地の取得や埋蔵文化財の発掘調

デ」の周辺整備やグランドオープン記念イベントの開催、全国規模の会議やイベントなど

年度に策定した新市民体育館整備基本構想に基づき、香陵公園周辺整備基本計画
と連携を取り、新市民体育館に導入する機能、整備スケジュールなどを基本計画として策

新市民体育館の建設予定地となっている香陵公園及びその周辺について、一体的な整備計
画を策定するものです。施設の配置計画の検討、香陵グラウンドの試掘調査、測量などを

年度にとりまとめた基本構想に基づき、施設の配置や規模、事業手法、公害防止

児童生徒の基礎的な知識の確実な定着を図るため、小学校５年生、中学校２年生に対する
学力調査の実施や小学校３年生を対象とする放課後等学習支援員の配置などを行うもので

２ ０ １ ４ 年 初 春 号 

５ 月  

梶 や す ひ さ 後 援 会 

討議資料 



 

♪♪第 12 回定例会（3 月議会）における梶議員の一般質問要旨を以下に報告いたします。 

★消防団の人手不足等の課題に、政策提言っ！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【 以 上 】 

私の所属する会派「市民クラブ」のホームページにて、活動報告や後援会報、一般質問の録画

放送のリンクなど掲載しております。ぜひご覧ください。 

ホームページもご覧ください！ 

沼津市 市民クラブ 

Q：消防団を強化する必要性と具体的な取り組みについて 

A：地域防災力の重要性が増大している中で、地域の実情に精通した消防団は、地域密着性、要員動

員力及び即時対応力の面ですぐれた組織であり、大規模災害発生時の対応や身近な災害への取

り組み等、地域の安心安全の確保の上で不可欠な組織であると認識しております。また、消防

団詰所及び消防団車両の計画的な整備、チェーンソーなどの資機材、ライフジャケットを配備

し、団員の安全確保を図るとともに、知識と技術の強化に努めております。 

Q：商工業者のサポートによる消防団への加入促進策について 

A：現在、消防団への加入促進の取り組みとして、広報ぬまづ及び成人式での団員募集や、団員が勤

務する事業所へ市長及び団長名で消防団への協力依頼書を送付し、団員が活動しやすい環境づ

くりに努めております。今後は、消防団員のさらなる加入促進を図るため、団員とその家族に

対し、福利厚生の充実を目的とした商工業者の協力について、他市町の状況や問題点などを調

査研究してまいります。 

Q：機能別団員制度の活用による事業者への協力要請について 

A：大規模事業所等の自衛消防隊は、火災等の災害に対して訓練された組織であり、機能別消防分団

として協力していただくことは有効であると認識しております。今後は、機能別消防団員制度

の活用について、消防団員としての身分や活動内容及び事業所への協力要請などについて検討

してまいります。 

Q：災害救助活動等で起こり得る消防職員や団員の惨事ストレス対策について 

A：災害時における惨事ストレス対策は、隊員同士が素直に自分の気持ちを話し合える場をつくるこ

とが有効であることから、現在、活動終了後にグループミーティングを実施し、いち早く惨事

ストレスのケアに努めることとしております。大規模災害発生時においては、総務省消防庁が

組織する緊急時メンタルサポートチームの派遣を要請し、より専門的なカウンセリング等を実

施することにより、惨事ストレス緩和やストレス障害の軽減を図ることとしております。 


