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【訂正版】 

島田市総合計画後期基本計画策定に係る 

タウンミーティング 

 

参加者意見カードとりまとめ 

 

Ｐ.１ 意見カード取りまとめ補足資料 

Ｐ.２ 川根地区タウンミーティング意見カードとりまとめ 

Ｐ.５ 旧市内・大津地区タウンミーティング意見カードとりまとめ 

Ｐ.８ 初倉地区タウンミーティング意見カードとりまとめ 

Ｐ.10 五和地区タウンミーティング意見カードとりまとめ 

Ｐ.13 金谷地区タウンミーティング意見カードとりまとめ 

Ｐ.15 伊久身・大長地区タウンミーティング意見カードとりまとめ 

Ｐ.17 六合地区タウンミーティング意見カードとりまとめ 

別紙別紙別紙別紙    １１１１    
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【【【【意見意見意見意見カードカードカードカード取取取取りまとめにりまとめにりまとめにりまとめに関関関関するするするする補足資料補足資料補足資料補足資料】】】】    

    

①①①①タウンミーティングタウンミーティングタウンミーティングタウンミーティング参加者数参加者数参加者数参加者数    

№ 地区 開催日 参加者数 意見カード提出者数 

１ 川根地区 Ｈ25.９.18(水) 79名 67名 

２ 旧市内・大長地区 Ｈ25.９.30(月) 56名 54名 

３ 初倉地区 Ｈ25.10.２(水) 80名 71名 

４ 五和地区 Ｈ25.10.４(金) 38名 35名 

５ 金谷地区 Ｈ25.10.７(月) 35名 32名 

６ 伊久身・大長地区 Ｈ25.10.９(水) 36名 32名 

７ 六合地区 Ｈ25.10.16(水) 64名 59名 

合計 388名 350名 

 

②②②②意見意見意見意見カードカードカードカード    

    

・タウンミーティングに・タウンミーティングに・タウンミーティングに・タウンミーティングに参加参加参加参加いいいい

ただいたただいたただいたただいた方方方方のののの「「「「提案提案提案提案」「」「」「」「質質質質

問問問問」」」」についてについてについてについて、、、、次次次次ページページページページ以以以以

降降降降、、、、地区地区地区地区ごとにごとにごとにごとに取取取取りまとめをりまとめをりまとめをりまとめを

行行行行ったったったった。。。。    

・・・・市民病院市民病院市民病院市民病院のののの施設更新施設更新施設更新施設更新のののの意見意見意見意見にににに

ついてはついてはついてはついては、、、、別途関係課別途関係課別途関係課別途関係課がががが取取取取りりりり

まとめるまとめるまとめるまとめる。。。。    
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川根地区川根地区川根地区川根地区タウンミーティングタウンミーティングタウンミーティングタウンミーティング    意見意見意見意見カードカードカードカード記載内容記載内容記載内容記載内容のまとめのまとめのまとめのまとめ    

日時日時日時日時：：：：平成平成平成平成25252525年年年年９９９９月月月月18181818日日日日((((水水水水) ) ) ) 午後午後午後午後７７７７時時時時～～～～    

場所場所場所場所：：：：川根文化川根文化川根文化川根文化センターチャリムセンターチャリムセンターチャリムセンターチャリム21212121    

(1) (1) (1) (1) 総合計画章総合計画章総合計画章総合計画章ごとのごとのごとのごとの提案事項提案事項提案事項提案事項    

（（（（１１１１章関係提案事項章関係提案事項章関係提案事項章関係提案事項））））    

・抜里簡易水道の汲み上げポンプに非常時の発電機を備えてほしい。【生活環境部】 

・三倉線越地地内拡幅工事をお願いしたい。狭いため最近小学生の通学路を変更した 

【建設部】 

・救急車両が速やかに入れる、また、交流人口拡大のため大型車両がスムーズに入れる道路整

備をしてほしい【建設部】 

・病院へ通うための直通バスの運行をお願いしたい【生活環境部】 

・島田金谷ＩＣから呼び込むためにも地蔵峠を是非トンネル化してほしい (2)【建設部】 

・コミュバスを抜里、葛籠にも回送してほしい【生活環境部】 

・川根体育館（川根中）へ入る道路を拡幅してほしい【建設部】 

・子育て住宅から出られる家族の受け皿を考えてほしい【建設部】 

・ＦＭ島田を全世帯聞こえるようにしてほしい【企画部】 

・身成保育園跡地に子育て世代型住宅を建ててほしい【建設部】 

・飲料水供給施設を簡易水道にしてほしい【生活環境部】 

 

（（（（２２２２章関係提案事項章関係提案事項章関係提案事項章関係提案事項））））    

・河川整備について身成側も大切であるが、抜里側も河床が上がっているので留意してもらい 

たい【建設部】 

・同報無線がうまく聞き取れないので、対応をお願いしたい【生活環境部】 

 

（（（（３３３３章関係提案事項章関係提案事項章関係提案事項章関係提案事項））））    

・水と緑のまち島田の一番の根源となる農業・林業に目を向けてもらいたい 

【スポーツ・経済部】 

・茶業経営体質の強化に力を入れてもらいたい【スポーツ・経済部】 

・この地域で働ける、住みたいと思う施策をお願いしたい。【スポーツ・経済部】 

・川根茶の高級化・ブランド化に向けた取り組みをお願いしたい【スポーツ・経済部】 

・林業のための中間工場を新設してほしい【スポーツ・経済部】 

・笹間地区の林道の整備をお願いしたい（作業路では間に合わない）【スポーツ・経済部】 

 

（（（（４４４４章関係提案事項章関係提案事項章関係提案事項章関係提案事項））））    

・過疎化により若者が少ないので、福祉、老人ホーム関係施設を増やしてほしい 

【市民福祉部】 

・市民病院の用地がどれくらい液状化するのか調べなおしてほしい【企画部・病院事務部】 

・終末期に入所できる施設を建設してほしい【市民福祉部】 

・旧笹間中学校の利活用について、高齢者が集える場所としてほしい【市民福祉部】 
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・川根地区へ生活に密着したかかり付け病院を置いてほしい【市民福祉部】 

 

（（（（６６６６章関係提案事項章関係提案事項章関係提案事項章関係提案事項））））    

・新川根図書館についてＣＤ・ＤＶＤの充実し、地元産木材の利用した建設をしてほしい 

【教育部】 

 

（（（（７７７７章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・継続する事業と廃止する事業の具体的な説明を受ける機会がほしい【企画部】 

・川根地域の核となる施策を教えてほしい【企画部】 

・支所機能の充実を図ってほしい（できることは支所に任せる）【企画部】 

    

(2) (2) (2) (2) 市市市市へのへのへのへの質問事項質問事項質問事項質問事項    

・大井川河川身成地区環境整備事業完了後の市としての管理や利用方法について教えてほしい 

【建設部】 

・鳥獣被害対策について教えてほしい【スポーツ・経済部】 

・イルミネーションの今後の取り組みについて教えてほしい【スポーツ・経済部】 

・川根温泉ホテルの集客見込みを教えてほしい【スポーツ・経済部】 

・川根保育園民営化のメリット・デメリットを教えてほしい【市民福祉部】 

・要支援１・２の約150万人を介護保険から外し、市町村事業による動きがあるが、島田市の財

政はだいじょうぶか【市民福祉部】 

・志太地域一病院の取り組みができないか【病院事務部】 

・たかだか25年で病院を建て替えることについて教えてほしい【病院事務部】 

・家山川・大井川の残留農薬の濃度を教えてほしい（有事の際の非常用水源とするため） 

【生活環境部】 
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旧市内旧市内旧市内旧市内・・・・大津地区大津地区大津地区大津地区タウンミーティングタウンミーティングタウンミーティングタウンミーティング    意見意見意見意見カードカードカードカード記載内容記載内容記載内容記載内容のまとめのまとめのまとめのまとめ    

日時日時日時日時：：：：平成平成平成平成25252525年年年年９９９９月月月月30303030日日日日((((月月月月))))    午後午後午後午後７７７７時時時時～～～～    

会場会場会場会場：：：：島田市役所会議棟大会議室島田市役所会議棟大会議室島田市役所会議棟大会議室島田市役所会議棟大会議室    

(1) (1) (1) (1) 総合計画章総合計画章総合計画章総合計画章ごとのごとのごとのごとの提案事項提案事項提案事項提案事項    

（（（（第第第第１１１１章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・高齢者が歩きやすい道路・歩道を重点的に整備してほしい【建設部】 

・大津地区の県道について大津小学校付近のバイパス化をお願いしたい【建設部】 

・中心市街地だけでなく、周辺地域も目に見える形で整備していただきたい【建設部】 

・おび通り周辺の交通安全ミラーを設置してほしい【建設部】 

 

（（（（第第第第２２２２章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・同報無線（Ｊアラート）がうまく聞き取れない。対策を【生活環境部】 

 

（（（（第第第第３３３３章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・中心市街地に核となる商業集積施設がない【スポーツ・経済部】 

・バローとの防災協定に加え、バロー工場の横を流れる用水を利用した小水力発電を実施して

ほしい【スポーツ・経済部】 

・商業振興については、商店街個店の努力不足により、シャッター化が進んでいる。個性・特

性がある商売をしない限り難しいのではないか。商工会はアドバイザー役を果たしてほしい 

【スポーツ・経済部】 

・中心市街地活性化については、既実施の施策評価が先ではないか【スポーツ・経済部】 

・回遊型観光を発展させるため、各世代に適合した史跡・施設を指定し、島田市への集客を促

したらいかがか【スポーツ・経済部】 

・川根温泉ホテルにＧＧ場を併設してほしい【スポーツ・経済部】 

・大型店の郊外出店は規制した方がよい【スポーツ・経済部】 

・本通り街路灯のＬＥＤ化【スポーツ・経済部】 

・街中の観光案内板を設置してほしい（福泉小路・長徳寺小路・快林寺小路） 

【スポーツ・経済部】 

・商業者の話を行政が直接聞いてほしい【スポーツ・経済部】 

 

（（（（第第第第４４４４章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・高齢者の健康サロンに対する市の取り組み姿勢について、来年度からの予算減額の説明があ

り、スタッフの意欲が失われている。【市民福祉部】 

・多くの医師の確保策を考えていただきたい(2)【病院事務部】 

・高齢者対策だけではなく、健康維持対策に力を入れてほしい【市民福祉部】 

・高齢人口が増加する中、介護保険が危機的状況になるのでは？具体的な構想を示してほしい 

【市民福祉部】 
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（（（（第第第第５５５５章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・生ごみ分別を実施し、再生してもらいたい【生活環境部】 

・大井川の水をきれいにしてもらいたい【生活環境部】 

・小水力発電にもっと力を入れるべき【企画部】 

・大井川にもっと水を流してほしい【企画部】 

・環境教育を充実してほしい【生活環境部】 

 

（（（（第第第第６６６６章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・児童下校時の見回りについて具体的な取り組みを考えてほしい【教育部】 

・教育のレベルアップを図る方策を検討していただきたい(2) 【教育部】 

・旧島田地区に偏らない金谷地区・川根地区への文化施設の建設や文化事業を今より多くして

もらいたい【教育部】 

・小学生のスポーツクラブは勝負に徹している。全員参加型クラブ活動を提案する 

【スポーツ・経済部】 

・川越遺跡にもっと充実した整備を行ってほしい【教育部】 

・学校周辺の交通規制の見直しをお願いしたい【教育部・生活環境部・建設部】 

 

（（（（第第第第７７７７章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

･女性の登用、若手の登用をお願いしたい【総務部】 

・総合計画策定業務の文章化は市の職員でお願いしたい【企画部】 

・基本構想９年は民間の経営では長すぎて考えられない【企画部】 

・継続的に行われる地域イベントに対するまちづくり補助金が認められないため、イベント実

施が難しい状況である【企画部】 

・県議との連携を図り、県議とともに進めてほしい【企画部】 

・市職員の使命感づくりが必要であると思う【総務部】 

・高齢化社会に向けての計画作りをもっと掘り下げる必要があると思う【企画部】 

・道路ができて余った部分（官地）を自由に使用している人がいるが使用料をとったらいかが

か【総務部】 

・タウンミーティングのほか、老人会、自治会から意見を聴くのもいいと思う【企画部】 

 

(2) (2) (2) (2) 市市市市へのへのへのへの質問事項質問事項質問事項質問事項    

・静岡空港開港後の島田市の変化は【企画部】 

・中心市街地だけでなく、周辺地域も目に見える形で整備していただきたい【建設部】 

・都市計画税を徴収しているのに中心市街地はさびれてしまった。どのように認識しているか

【建設部】 

・島田駅周辺の土地利用（北口・南口）について、無駄な利用となっている。市は満足してい

るのか【建設部】 

・中心市街地（六丁目・七丁目・高砂町など）の区画整理をどのように考えているか。居住者

の意見を確認することはないのか教えてほしい【建設部】 

・川根温泉ホテルについて、運営はプロでも難しいのに行政が成功するはずがない。どのよう
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な内容で実施するのか【スポーツ・経済部】 

・おびりあ及び新図書館については、市民の声を取り入れたとは思わないが市の考えは 

【建設部・教育部】 

・がん・心筋梗塞・脳卒中の三大疾病を治す病院を志太３市で考えられないか【病院事務部】 

・３市病院の統合はできないか【企画部】 

・前市長から、病院が液状化により機能が失われる説明を受けたが、何が問題なのか良く分か

らない【企画部】 

・中溝町（旧国１北側）の下水道の計画はどうなっているのか【生活環境部】 

・市民会館の老朽化について説明してほしい【教育部】 

・自治基本条例は市長任期中に策定するのか【企画部】 

・今後の人口増加施策について聞いてみたい【企画部】 

・病院の建て替えについて、話題となっているが市役所の建て替えはどうなっているのか 

【総務部】 

・公共施設について耐震性に欠ける施設が多い。耐震基準が変更された年度を教えてほしい 

【建設部】 

・10年間の計画期間を９年間とした理由は【企画部】 

・前期計画施策評価の結果はどうなっているのか。足りない施策とは【企画部】 

・大学誘致経過の調査や市民への説明がほしい【企画部】 

・前期計画５年の財政状況の変化はどうなったのか【企画部】 

・計画された事業で中止、凍結なったもの、継続されている事業でどんな見直しをされている

のか説明願いたい【企画部】 

・指定管理者制度について、何でも指定管理者に任せてよいのか【企画部】 
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初倉地区初倉地区初倉地区初倉地区タウンミーティングタウンミーティングタウンミーティングタウンミーティング    意見意見意見意見カードカードカードカード記載内容記載内容記載内容記載内容のまとめのまとめのまとめのまとめ    

日時日時日時日時：：：：平成平成平成平成25252525年年年年10101010月月月月２２２２日日日日((((水水水水))))    午後午後午後午後７７７７時時時時～～～～    

会場会場会場会場：：：：初倉公民館初倉公民館初倉公民館初倉公民館    多目的多目的多目的多目的ホールホールホールホール    

(1) (1) (1) (1) 総合計画章総合計画章総合計画章総合計画章ごとのごとのごとのごとの提案事項提案事項提案事項提案事項    

（（（（第第第第１１１１章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・空港直下新幹線駅の誘致についてリーダーシップをとって実行してほしい【企画部】 

・湯日タクを利用したいが、バス停までなので、その後年寄りを一人で乗せられない。直接行

くことができる手段を考えてほしい【生活環境部】 

・初倉地区の中高校生は自転車で市外に通うため、危険箇所や電灯が消えた箇所などの整備を

進めてほしい【建設部】 

・町中に公園を増やしてほしい【建設部】 

・子どもの安全のため、用水路、通学路、遊具等の整備をしてほしい【建設部】 

・若者が住みやすい・買いやすい住宅団地を造ってほしい【企画部】 

・気持ちよく若者が共生できるまちづくりを望む【企画部】 

・マンションづくり進め、市の中心部に人が集まるまちづくり【企画部】 

 

（（（（第第第第２２２２章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・ＵＰＺ範囲内であるため、避難計画は重要な問題ではないか【生活環境部】 

・色尾西の長池川は、権現原の約2/3の雨水が流下する。維持管理不足のため、ゲリラ豪雨が非

常に怖い。準用河川であるため市の適正な管理を求める(2)【建設部】 

・長池川の氾濫に備え、救助ボートの設置をお願いしたい【生活環境部】 

 

（（（（第第第第３３３３章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・農業者の後継者不足について考えてほしい【スポーツ・経済部】 

・現在のお茶生産の担い手は70歳台がほとんどであり、５年先には耕作放棄地が相当出ること

が予想される。行政やＪＡが危機感をもって基盤整理を行い効率の良い茶園を整備、また、

法人化を進めるなど、行政の積極的な関与をお願いしたい。【スポーツ・経済部】 

・初倉地区の工業用地と商業地を明確にし、土地利用を図るべき【建設部】 

・島田汁のほか、島田名物の食べ物を開発したい【スポーツ・経済部】 

・現在の茶価低迷をどう考えているのか。生産者は一生懸命やっており、業者や市も茶業が衰

退しないようにしていただきたい【スポーツ・経済部】 

・基幹産業である茶業の法人化を進めて次代に夢を持たせてほしい【スポーツ・経済部】 

・中長期的な雇用政策を具体的に展開してほしい【スポーツ・経済部】 

 

（（（（第第第第４４４４章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・いきいき子育て勉強会のなかで、他市、他県からの親が「島田市の子育て支援が充実してい

る」と言う。これを全面的にアピールし、若者が働きやすい企業誘致、公園・エアポートタ

ウン（団地）の造成、教育の充実を図る。【企画部ほか】 

・高齢者を対象としたコミュニティタウンづくりが必要では【市民福祉部】 
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・保育園・幼稚園→小学校→中学校の一環教育システムの整備【市民福祉部・教育部】 

・高齢者向けの働く場所を充実してもらいたい【スポーツ・経済部】 

・子どもを産んだ家庭には安心して育てられる施策をお願いしたい（助成金など） 

【市民福祉部】 

・志太地域で１つの高度医療を受けられる総合病院を建設し、各地域は中核病院でよい 

【企画部】 

・市民病院の医師が変わりすぎる【病院事務部】 

・市民病院の整備の際には、将来の利用形態と需要予測を明確に示してほしい【病院事務部】 

・茶園の利用による病院建設を検討してほしい【企画部】 

・医療重視ではなく、予防（健康づくり・健康維持）施策を重視してもらいたい 

【市民福祉部】 

・初倉地区に高齢者の憩いの場を創設してほしい【市民福祉部】 

・市民病院では、かかりつけ医の診療を勧めているが、総合病院の役割を再考してほしい 

【病院事務部】 

・婚活に力を入れた方が良いのでは【市民福祉部】 

 

（（（（第第第第５５５５章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・最終処分場の説明をしてほしい【生活環境部】 

・最終処分場について民地を借りている点、構造上の問題、立地条件（蓬莱橋の近く、茶園）

をどのように考えているのか。他に最終処分場の予備地を検討してほしい【生活環境部】 

 

（（（（第第第第６６６６章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・子どもたちが利用する初倉地区へのグラウンドの整備をお願いしたい【スポーツ・経済部】 

・インフラ整備だけでなくソフト面での充実を期待する。教育力向上など「心を育てる教育」

の実現を目ざした具体策など【教育部】 

・不況の時こそ、人づくり、教育の充実が必要【教育部】 

・くららに紙芝居を毎月入れてほしい【教育部】 

 

（（（（第第第第７７７７章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・長泉町のように税金を安くしてほしい【総務部】 

・若者対象のタウンミーティングを実施してみるのは【建設部】 

・広域連携を進めてほしい【企画部】 

・志太榛原広域合併を進めてもらいたい【企画部】 

・空港周辺に大学を誘致してほしい【企画部】 

・宿場町を基本としたまちづくりは失敗例が多い（彦根など）【企画部】 

・もっと市行政の方向性を示すべきではないか【企画部】 

 

(2) (2) (2) (2) 市市市市へのへのへのへの質問事項質問事項質問事項質問事項    

・旧金中跡地利用について、市の考えを教えてほしい【企画部】 

・現東名ＩＣ周辺の土地利用とは具体的にどのようなものか【企画部・建設部】 
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・湯日川の対策は大丈夫なのか。川底が上がってきている。【建設部】 

・みどり幼稚園が液状化で心配ということで移転したが、初倉分遣所は大丈夫なのか 

【消防本部】 

・初倉小・初倉南小放課後児童クラブ整備事業の具体的な内容は【市民福祉部】 

・病院の先生がいなくなるのは、市の待遇が悪いからなのか【病院事務部】 

・市民病院に医師が来ない理由は【病院事務部】 

・市街地のまちなみがばらばらではないか【建設部】 

・仮に市民病院が新しくなっても、退院後の介護、在宅医療施策がない。国も在宅医療を推進

し、高齢者本人も家族も家で終末を迎える希望が多い中、24時間の医療、介護等について行

政はどのような考えを持っているか【市民福祉部】 

・アースキッズ事業とは？【生活環境部】 

・湯日小の今後は【教育部】 

・学力向上についてどう考えているのか、小学校教育は今のままで良いのか(2)【教育部】 

・児童生徒の学力向上対策について、市教委はどのような取り組みを行っていくのか 

【教育部】 

・市民会館は今後どのような対応をするのか。市の将来像の中に「文化」とあるが、優秀な人

材が逃げてしまうのではないか(2)【教育部】 

・前市長及び大池県議が初倉に人工芝のグラウンドを作るといったが、どのように考えている

のか【スポーツ・経済部】 

・前期基本計画の評価はどうなっているのか(2)【企画部】 

・市の職員の給与を下げた場合、議員の給与も下げるのか【総務部】 

・谷口原旧権現荘の跡地利用をどのように考えているのか【総務部】 

・大池県議の島田高校を旧東海パルプ横井工場への移転について市の考えをお伺いしたい 

【企画部】 

・前期計画の成果と社会情勢の変化に伴う新たな課題として生まれてきたものは何か 

【企画部】 

・限られた予算の中で、社会保障費の増大、経済活動の必要性、これらをどう調和させるか 

【企画部】 

・初倉地区に市の公共施設を配置することはできないか【企画部】 

・総合計画を実行していく上で、予算的な裏づけはどうか【企画部】 

・平成30年度の人口減少の理由は？(2)【企画部】 

・生産年齢人口が減少していく中、借金が増えることは働く世代の負担が大きくなると思うが

いかがか【企画部】 

・市の土地利用計画はどうなっているのか。土地の活用計画がないのでは【企画部】 

・浜岡原発は本当に必要なのか。浜岡方面からの風が吹くので不安です。【企画部】 

・借金時計の見方・とらえ方を教えてほしい【企画部】 

・後期計画を４年にした理由を教えてほしい(4)【企画部】 

・基本構想は継続されるが、島田市の目指す姿は変わらないのか【企画部】 
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五和地区五和地区五和地区五和地区タウンミーティングタウンミーティングタウンミーティングタウンミーティング    意見意見意見意見カードカードカードカード記載内容記載内容記載内容記載内容のまとめのまとめのまとめのまとめ    

日時日時日時日時：：：：平成平成平成平成25252525年年年年10101010月月月月４４４４日日日日((((金金金金))))    午後午後午後午後７７７７時時時時～～～～    

会場会場会場会場：：：：金谷北支所金谷北支所金谷北支所金谷北支所    多目的多目的多目的多目的ホールホールホールホール    

(1) (1) (1) (1) 総合計画章総合計画章総合計画章総合計画章ごとのごとのごとのごとの提案提案提案提案事項事項事項事項    

（（（（第第第第１１１１章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・(国道473号関係)五和郵便局から五和駅、北支所まで道路を拡幅してほしい【建設部】 

・(国道473号関係)五和小学校に通う児童の通学路の整備をお願いしたい【建設部】 

・(国道473号関係)横岡から福用高熊までの整備をお願いしたい【建設部】 

・(国道473号関係)島竹下線の整備を優先してほしい【建設部】 

・(国道473号関係)473号五和駅交差点に待ち時間が分かる信号をつけてほしい【建設部】 

・御前崎～473バイパス～空港～新東名～南アルプスの南北軸の整備に伴い、中心的拠点である

新東名ＩＣの土地利用について活気ある施策を要望する【建設部】 

・五和の土地利用について、地域活性化策を踏まえ明確にしてもらいたい【建設部】 

・牛尾山改築工事に伴い、牛尾～横岡間の堤防道路を作ってほしい【建設部】 

・交通アクセスの良さを活かしたまちづくり【建設部】 

・牛尾山跡地をうまく活用していただきたい【建設部】 

・国道473号横岡～川根間を紅葉並木とするのはいかがか【建設部】 

・コミュニティバスの運営を再検討して効率の良い方法を考えてほしい【生活環境部】 

・新東名周辺の土地利用に対して、地権者の意向調査をどう進めるのか【企画部・建設部】 

・新東名周辺の土地利用に対して、市の考えは【企画部・建設部】 

    

（（（（第第第第２２２２章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・大井川河川敷の利用を提案したい【建設部】 

・異常気象による災害防止のため、地域内河川の安全対策をしてほしい【建設部】 

    

（（（（第第第第３３３３章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・ＳＬと空港を活かしたまちづくり【スポーツ・経済部】 

・新東名周辺農地の農転を急いでもらいたい【スポーツ・経済部】 

・茶業の振興を図り活性化を進めてほしい【スポーツ・経済部】 

・国営農業用水を活用した小水力発電を実施したらいかがか【スポーツ・経済部】 

・八高山ハイキングコース整備事業の計画内容を教えてほしい（２） 

 

（（（（第第第第４４４４章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・金谷五和地区に市民病院分院的な施設がほしい【病院事務部】 

・障害者の自立に関して、作業所だけでは不十分ではないか【市民福祉部】 

・高齢者社会でも働ける場所を確保してほしい【市民福祉部】 

 

（（（（第第第第５５５５章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

なし 
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（（（（第第第第６６６６章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・志戸呂焼の窯元（６軒）を回る観光コースを作り、諏訪原城跡とセットで回遊コースを作っ

てほしい【教育部】 

・教育施策・学力について教えてほしい(2)【教育部】 

 

（（（（第第第第７７７７章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・旧金中跡地へ県茶業会議所の誘致はできないか【企画部】 

・原発に対する考え方を教えてほしい(2)【企画部】 

・後期基本計画の（事業の）実施率はどのくらいであるか【企画部】 

 

(2) (2) (2) (2) 市市市市へのへのへのへの質問事項質問事項質問事項質問事項    

・茶生産者への今後の方針はどのようになるのか【スポーツ・経済部】 

・耕作放棄地の補助金制度はＨ26で終了すると聞いたが、延期されないか 

【スポーツ・経済部】 

・大井川流域の観光客誘致に関し、具体的なものはありますか【スポーツ・経済部】 

・障害者が生活しやすい環境づくりに対し、具体的にはどのようなことを実施するのか 

【市民福祉部】 

・静岡県内に問題となっている歴史教科書を利用している学校が30％あると聞くが、島田市で

はどうか【教育部】 

・国語力アップに向けてどう取り組むのか教えてほしい【教育部】 

・後期基本計画実行のため、予算確保（税収）をどうしていくのか？また借金償還をどうして

いくのか【企画部】 

・新たな合併は考えているか（志太榛原地域にて）【企画部】 

・島田市がどのようなまちづくりをするか教えてほしい。政策に力強さが感じられない 

【企画部】 

・金谷庁舎は今後も現状利用を維持するのか【企画部】 

・旧金中跡地利用はどのようになるか【企画部】 
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金谷地区金谷地区金谷地区金谷地区タウンミーティングタウンミーティングタウンミーティングタウンミーティング    意見意見意見意見カードカードカードカード記載内容記載内容記載内容記載内容のまとめのまとめのまとめのまとめ    

日時日時日時日時：：：：平成平成平成平成25252525年年年年10101010月月月月７７７７日日日日((((月月月月))))    午後午後午後午後７７７７時時時時～～～～    

会場会場会場会場：：：：島田市役所金谷庁舎島田市役所金谷庁舎島田市役所金谷庁舎島田市役所金谷庁舎    大会議室大会議室大会議室大会議室    

(1) (1) (1) (1) 総合計画章総合計画章総合計画章総合計画章ごとのごとのごとのごとの提案事項提案事項提案事項提案事項    

（（（（第第第第１１１１章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・新東名島田金谷ＩＣ周辺にＳＬの駅を設けてほしい【企画部】 

・すぐやる課の機能が活かされていないので、積極的な対応をお願いしたい【建設部】 

・中心から外れた山間地へのおでかけバスの柔軟的な利用をお願いしたい【生活環境部】 

 

（（（（第第第第２２２２章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・自主防災会の強化を望みます【生活環境部】 

・大代川、新堀川の河川改修をお願いしたい(2)【建設部】 

 

（（（（第第第第３３３３章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・国立野菜茶業研究所との連携で、島田市を農業先進モデル地域にしてほしい 

【スポーツ・経済部】 

・産業の振興について重点的に取り組んでいただきたい【スポーツ・経済部】 

・観光の振興について、川根地区を中心にしているが、金谷地区の観光資源の整備が必要では

ないか【スポーツ・経済部】 

・大井川鐵道、石畳、諏訪原城、空港を利用した観光を進めてほしい【スポーツ・経済部】 

 

（（（（第第第第４４４４章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・市民病院を中西部の保健医療圏域の統合病院として後期基本計画に位置づけてほしい 

【病院事務部】 

・病院に併設する機関として、公民館、老人施設、ショッピングモール、公園、公共機関をお

願いしたい【病院事務部】 

・市民病院については建て替えの前に医療の充実をお願いしたい【病院事務部】 

・市民病院建設だけでなく、診療所の充実や島田・榛原医師会への統合等の整備が必要 

【市民福祉部・病院事務部】 

・健康づくりに係る施策について重点的に取り組む必要があるのではないか 

 

（（（（第第第第５５５５章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・藤枝市・焼津市が取り組むエコノミックガーデンについて島田市も参画してほしい 

【スポーツ・経済部】 

 

    

    

    

    



 

 
---- 14  14  14  14 ----    

    

（（（（第第第第６６６６章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・学力テストの結果が悪かったが、学力向上以前に授業に臨む態度、姿勢を改善されたい 

【教育部】 

・牧之原のコミュセンに市からの常駐の職員を置いてほしい（他の地域と差がある） 

【教育部】 

    

（（（（第第第第７７７７章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・浜岡原発に対する意思表示を市として強く表明すべき【企画部】 

・審議会には地自法改正の説明はなく、後期５年で諮問している。説明が不十分ではないか 

【企画部】 

・人口増加施策について取り組んでほしい【企画部】 

・予算配分を旧市内に偏ることなくお願いしたい【企画部】 

・財源の確保を最重要課題としてほしい【企画部】 

・未利用市有財産を有効に活用していただきたい【企画部】 

    

(2) (2) (2) (2) 市市市市へのへのへのへの質問事項質問事項質問事項質問事項    

・新東名・静岡空港周辺の農地転用についてどのように農水省を説得していくのか教えてほし

い【企画部・建設部・スポーツ・経済部】 

・横岡新田牛尾線改良事業は空港へのアクセス道路となり得るのか【建設部】 

・現行運行している市内循環バスの今後についてどう考えているか【生活環境部】 

・老人介護、生活保護、老人ホーム入所など福祉に関し問題が山積している。誰が相談に応じ

るのか【市民福祉部】 

・後期基本計画を５年から４年にした理由【企画部】 

・これまで参加したタウンミーティングの会場別の参加人員は【企画部】 

・市民会館の取扱はいつからはじめるのか【教育部】 

・現状把握で行政が行った評価は総合計画の目標に対してどうであったか【企画部】 

・金谷庁舎の利用方法について、耐震、リニューアル方法は(6)【企画部】 

・金谷庁舎は合併特例債を活用しての改修を行うのか【企画部】 



 

 
---- 15  15  15  15 ----    

伊久身伊久身伊久身伊久身・・・・大長地区大長地区大長地区大長地区タウンミーティングタウンミーティングタウンミーティングタウンミーティング    意見意見意見意見カードカードカードカード記載内容記載内容記載内容記載内容のまとめのまとめのまとめのまとめ    

日時日時日時日時：：：：平成平成平成平成25252525年年年年10101010月月月月９９９９日日日日((((水水水水))))    午後午後午後午後７７７７時時時時～～～～    

会場会場会場会場：：：：北部北部北部北部ふれあいセンターふれあいセンターふれあいセンターふれあいセンター    

コミュニティホールコミュニティホールコミュニティホールコミュニティホール    

(1) (1) (1) (1) 総合計画章総合計画章総合計画章総合計画章ごとのごとのごとのごとの提案事項提案事項提案事項提案事項    

（（（（第第第第１１１１章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・主要道が１本しかないので、迂回路が必要ではないか【建設部】 

・地区要望に対して、早期実施をお願いしたい【建設部】 

・患者が通院しやすい交通アクセスの確保を考えてほしい【生活環境部】 

 

（（（（第第第第２２２２章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

なし 

    

（（（（第第第第３３３３章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・観光産業の充実について、計画性をもってやってほしい【スポーツ・経済部】 

・青地の畑地が多く、多目的な有効活用や農地の集積、基盤整備に弊害となっている。スムー

ズな対応ができる政策をお願いしたい。【スポーツ・経済部】 

 

（（（（第第第第４４４４章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・市民病院で予約時間に行っても２時間以上待たされる。身体に余計な負担がかかる 

【病院事務部】 

 

（（（（第第第第５５５５章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

なし 

    

（（（（第第第第６６６６章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・青少年ホームがあっても良いのでは【教育部】 

 

（（（（第第第第７７７７章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・伊久美の山間地振興をお願いしたい【企画部】 

・空家バンクを設け、定住促進をお願いしたい【企画部】 

・市議会議員や幹部職員にもっと女性が登用されても良いのでは【生活環境部】 

 

(2) (2) (2) (2) 市市市市へのへのへのへの質問事項質問事項質問事項質問事項    

・定住人口の増加対策はどのような対応を考えているのか？【企画部】 

・企業の進出状況をどのように進めているのか【スポーツ・経済部】 

・外来・入院患者が減少している理由をどのように考えているのか【病院事務部】 

・病院の医師が何度も変わりすぎるが、どのような対応をしているのか【病院事務部】 

・「医療の充実」とあるが、何を指しているのか【病院事務部】 



 

 
---- 16  16  16  16 ----    

 

・神座小の耐震補強がＨ28からでは遅いのではないか【教育部】 

・Ｈ22.１頃、北中多目的ホールを使用した時、雨漏りがしていたがその後の経過は？ 

【教育部】 

・伊太田代陸上競技場整備の延期で敷地の管理はどのように実施するのか 

【スポーツ・経済部】 

・利害が相反する意見に対し、最終的に誰がどう決断するのか【企画部】 



 

 
---- 17  17  17  17 ----    

六合地区六合地区六合地区六合地区タウンミーティングタウンミーティングタウンミーティングタウンミーティング    意見意見意見意見カードカードカードカード記載内容記載内容記載内容記載内容のまとめのまとめのまとめのまとめ    

日時日時日時日時：：：：平成平成平成平成25252525年年年年10101010月月月月16161616日日日日((((水水水水))))    午後午後午後午後７７７７時時時時～～～～    

会場会場会場会場：：：：六合公民館六合公民館六合公民館六合公民館    第第第第１１１１・・・・第第第第２２２２集会室集会室集会室集会室    

(1) (1) (1) (1) 総合計画章総合計画章総合計画章総合計画章ごとのごとのごとのごとの提案事項提案事項提案事項提案事項    

（（（（第第第第１１１１章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・六合駅周辺の未利用地等の有効利用を図るため、建ぺい率・容積率の見直しをお願いしたい

【建設部】 

・六合駅周辺の市有地をもっと機能的、有効的に活用し、市の玄関としてふさわしいものとし

てほしい【企画部・建設部】 

・六合駅の周辺整備、企業誘致を積極的に実施し、人口が増える、魅力ある島田市にしてほし

い。交番の移転や駅前駐車場の再構築など(5)【建設部・スポーツ・経済部】 

・阿知ケ谷地区商業施設（マックスバリューほか）周辺の環境維持、交通安全対策をお願いし

たい。例えば、周辺は草がぼうぼう、ごみだらけ、南側進入路付近（市道）は、歩行者・自

転車が急増し、道路事情が危険極まる【建設部・生活環境部】 

・国道１号から谷口橋までの整備が含まれていないがどうなっているのか。この道路が計画に

入っていないのは不自然【建設部】 

・六合地区を南北に横断する道路をもう１本ほしい（島信六合支店を高架にする計画はどうな

っているのか）【建設部】 

・東町は幅員が狭い道路が多いので、用水路の幅を利用した道路の拡張をしてほしい 

【建設部】 

・東町の道路はすぐやる課の補修の繰り返しで小さな凸凹が多すぎる【建設部】 

・東町は公園が少ないので、老人がのんびり過ごせる広場をつくってほしい【建設部】 

・市内活性化のための具体策を検討してほしい（藤枝市の駅周辺を見てほしい） 

【スポーツ・経済部・建設部】 

 

（（（（第第第第２２２２章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・自治会、町内会の防災倉庫の役割を分けてほしい【生活環境部】 

・東光寺谷川の改修について、土手を田んぼの高さまで下げてほしい【建設部】 

・生活道路の幅員が狭い箇所、蓋なし側溝の整備をしてほしい【建設部】 

 

（（（（第第第第３３３３章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・東町に住んでいる人は、昔はほとんどが農家でしたが、昭和40年ごろから宅地化が進み、東

日本大震災後、安全面の評価が高い東町へ土地を求める人が多い。現在、非農家の割合が９

割以上と聞いている。しかし、現在農振の規制により、宅地化が制限されている。一方、高

齢化、後継ぎ不足により耕作放棄地が増加しているのが現状である。青地を規制を緩和し、

将来の東町のためにインフラ整備の中長期計画を盛り込んでもらいたい 

【スポーツ・経済部・建設部】 

・川根地域について、温泉だけでなく第二の目玉を見つけるべく後押しをお願いしたい 

【スポーツ・経済部】 



 

 
---- 18  18  18  18 ----    

・六合から島田の駅前、本通りに行くことがほとんどなくなってしまった。本通り商店街もさ

びしいし、もっと魅力的なまちになってもらいたい【スポーツ・経済部】 

 

（（（（第第第第４４４４章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・六合小校区放課後児童クラブの「りんごクラブ」が六合小近くから六合中付近に移転するこ

とになった。40名位いる児童にとって移転先が狭いこともあり、小学校の近くで運営できる

ようにしてほしい【市民福祉部】 

・りんごクラブの移転の話があった。六合東小の増築だけでなく六合小放課後児童クラブも拡

張し、りんごクラブの児童を引き受けてほしい（ロクティが開館し六合小放課後児童クラブ

が開設された時、りんごクラブは閉所する予定であったが、市からの要望により継続して運

営しています）【市民福祉部】 

・10万人規模の市では良い設備をもった総合病院の運営は難しい。志太地域で総合病院を設立

し、高度医療の充実をお願いしたい。【企画部】 

・病院建替えについて、早急な対応が必要であれば、前市長の計画を継続すればよかったので

はないか【企画部】 

・独身の人が多いので、出会いの場をつくってほしい【市民福祉部】 

 

（（（（第第第第５５５５章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・六合駅前のトイレについてもう少し明るい清潔な建物してほしい。トイレが汚い(5) 

【生活環境部】 

・六合駅前に防犯カメラを設置してほしい【建設部】 

・小水力発電の導入を【企画部】 

 

（（（（第第第第６６６６章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・小学生は雨天時には雨合羽を使用し、両手を使えるようにしてほしい【教育部】 

・学力テストで静岡県が（国語）全国ワースト１位であったが、島田市内、六合地区はどのレ

ベルだったのか。小中学生の携帯利用が多いが、使用を控え、本を読ませる教育をしてほし

い【教育部】 

・昨年まで学校の図書室に週１～２回支障の方が来て、アドバイス、指導いただきましたが、

今年はなくなり、子どもから来てほしいといわれた【教育部】 

・家族と地域の時間づくり事業は学力低下の問題がある中、４連休は不要ではないか 

【生活環境部】 

・市民会館の早急な建設計画をお願いしたい【教育部】 

 

（（（（第第第第７７７７章章章章関係関係関係関係提案事項提案事項提案事項提案事項））））    

・総合計画について総花的な計画で市の将来像が見えない。具体的な絵があったいいのでは 

【企画部】 

・このようなタウンミーティングに若い人を参加させたほうが良い【企画部】 

・市役所内の情報の共有化を図ってほしい【企画部】 

・後期基本計画六合地区関係事業に新規計画が少ない【企画部】 



 

 
---- 19  19  19  19 ----    

・市の将来像と基本構想にズレを感じる。人と産業・文化の交流をどのように進めようとして

いるのか見えない【企画部】 

・藤枝市・焼津市との連携強化に努めてもらいたい(2)【企画部】 

・市発注工事に関して、市内業者が受注できるようにしてもらいたい【総務部】 

 

((((2) 2) 2) 2) 市市市市へのへのへのへの質問事項質問事項質問事項質問事項    

・六合地区の前期で触れられた地域づくりの姿、目ざす地域づくりの方針の実現はどうか。 

【企画部】 

・六合駅周辺のまちづくりについて、後期基本計画に盛り込まないのか。駅周辺の開発計画は

何もないのか【建設部】 

・東光寺谷口道線の拡幅について自治会要望をしているが、市の対応は厳しく、県道に格上げ

しないと無理と言われている。島田市から静岡県への格上げ申請は出しているのか 

【建設部】 

・道悦旭町線の改良計画の内容を教えてほしい【建設部】 

・御請道悦線が計画決定されたが、財政上、平成28年度までの実現は無理と聞いている。どの

ように取り組むのか【建設部】 

・東町御請線の整備で公園を造るということは計画の中に入っていますか【建設部】 

・消防の広域化はどのように進んでいるのか【消防本部】 

・島田市地域防災計画の中で記載されているのはインフラ整備が中心であるが、公助について

3.11の教訓を活かした取り組みは何か【生活環境部】 

・野球場ほか市公共施設の耐震性はどうなっているか 

・川根温泉ホテルの必要性を説明してほしい。民業を圧迫するのでは【スポーツ・経済部】 

・病院施設の更新と広域病院との調整は行っているのか【企画部】 

・病院建替えについて、財政的にだいじょうぶなのか【企画部】 

・六合地区の下水道について、現在農業用水に流していますが、今後どのようにするのか(2) 

【生活環境部】 

・阿知ケ谷の旧ゴミ処理場は現状どのようになっているのか。今後どのように利用されるか。

有害な物質があるのか【生活環境部】 

・田代の郷陸上競技場は本当に必要ですか。市民のためになる投資を【スポーツ・経済部】 

・後期基本計画の中で市民会館の取り組みはどうなるか(2)【教育部】 

・島田市の現時点における他市と比較した行政コストは【企画部】 

・前期計画５年の評価はどうなっているのか【企画部】 

・蓬莱橋の利用及び周辺整備についてどのように考えているのか【スポーツ・経済部】 

・企業誘致に対する市の考えを教えてほしい【スポーツ・経済部】 

・今後人口が減らない施策をどのように考えているか【企画部】 

・平成30年の島田市総人口が平成22年に比べ4,600人減ると予想されるが、うわさでは、沿岸部

の焼津市、吉田町などから島田市へ移転してくる人が増えていると聞いている。その点は予

測に考慮されているか【企画部】 

 


