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車座トーク（自治会と市長との意見交換会）開催報告車座トーク（自治会と市長との意見交換会）開催報告車座トーク（自治会と市長との意見交換会）開催報告車座トーク（自治会と市長との意見交換会）開催報告    

対象地域：対象地域：対象地域：対象地域：本通三丁目・幸町自治会本通三丁目・幸町自治会本通三丁目・幸町自治会本通三丁目・幸町自治会    

開催場所：開催場所：開催場所：開催場所：幸幸幸幸町町町町公会堂公会堂公会堂公会堂    

開催日時：平成開催日時：平成開催日時：平成開催日時：平成 28282828 年年年年６６６６月月月月 22222222 日（水日（水日（水日（水））））19191919 時時時時 00000000 分～分～分～分～20202020 時時時時 56565656 分分分分    

参参参参    加加加加    者：自治会側【地域住民の方者：自治会側【地域住民の方者：自治会側【地域住民の方者：自治会側【地域住民の方 10101010 人】人】人】人】    

                    市市市市        側【染谷市長、側【染谷市長、側【染谷市長、側【染谷市長、牛尾理事、牛尾理事、牛尾理事、牛尾理事、鈴木市長戦略鈴木市長戦略鈴木市長戦略鈴木市長戦略部長、部長、部長、部長、杉村地域生活杉村地域生活杉村地域生活杉村地域生活部長、部長、部長、部長、三浦秘書課長三浦秘書課長三浦秘書課長三浦秘書課長、、、、秋山協働推進課長秋山協働推進課長秋山協働推進課長秋山協働推進課長、、、、山内協働推進課係長山内協働推進課係長山内協働推進課係長山内協働推進課係長】】】】    

内内内内        容容容容    

①①①① 岡田本通三丁目・幸町岡田本通三丁目・幸町岡田本通三丁目・幸町岡田本通三丁目・幸町自治会長あいさつ自治会長あいさつ自治会長あいさつ自治会長あいさつ    

・みなさん、こんばんは。お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。昨年からずっと、この車座トークというものを言われており・みなさん、こんばんは。お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。昨年からずっと、この車座トークというものを言われており・みなさん、こんばんは。お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。昨年からずっと、この車座トークというものを言われており・みなさん、こんばんは。お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。昨年からずっと、この車座トークというものを言われており

まして、まして、まして、まして、本来ならもっと早くやるべきだったのかもしれませんけれども、ずるずる来てしまいまして、本来ならもっと早くやるべきだったのかもしれませんけれども、ずるずる来てしまいまして、本来ならもっと早くやるべきだったのかもしれませんけれども、ずるずる来てしまいまして、本来ならもっと早くやるべきだったのかもしれませんけれども、ずるずる来てしまいまして、今日になってしまいました。決して、市長を吊るし今日になってしまいました。決して、市長を吊るし今日になってしまいました。決して、市長を吊るし今日になってしまいました。決して、市長を吊るし

上げるなんていうことはありませんので、まずは意見交換をさせていただいてということで、我々が思っていて、なかなか市長とは話す機会も無いという上げるなんていうことはありませんので、まずは意見交換をさせていただいてということで、我々が思っていて、なかなか市長とは話す機会も無いという上げるなんていうことはありませんので、まずは意見交換をさせていただいてということで、我々が思っていて、なかなか市長とは話す機会も無いという上げるなんていうことはありませんので、まずは意見交換をさせていただいてということで、我々が思っていて、なかなか市長とは話す機会も無いという

こともありまして、この場を使って、普段、我々が感じているとここともありまして、この場を使って、普段、我々が感じているとここともありまして、この場を使って、普段、我々が感じているとここともありまして、この場を使って、普段、我々が感じているところを、話をしていただけたらと思っていますので、よろしくお願いします。ろを、話をしていただけたらと思っていますので、よろしくお願いします。ろを、話をしていただけたらと思っていますので、よろしくお願いします。ろを、話をしていただけたらと思っていますので、よろしくお願いします。    

    

②②②②    市長からの市政報告市長からの市政報告市長からの市政報告市長からの市政報告    

■■■■はじめにはじめにはじめにはじめに    

・・・・本通三丁目のみなさん、そしてまた、幸町のみなさん、本通三丁目のみなさん、そしてまた、幸町のみなさん、本通三丁目のみなさん、そしてまた、幸町のみなさん、本通三丁目のみなさん、そしてまた、幸町のみなさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。１日の仕事を終えて、本当にお疲れのところをこうしてお出ましをいただきまして、１日の仕事を終えて、本当にお疲れのところをこうしてお出ましをいただきまして、１日の仕事を終えて、本当にお疲れのところをこうしてお出ましをいただきまして、１日の仕事を終えて、本当にお疲れのところをこうしてお出ましをいただきまして、

ありがとうございます。今日は少人数で、じっくりと話せるいい機会だと思って伺いました。忌憚のないところを、本音で話が出来たらありがたいなといありがとうございます。今日は少人数で、じっくりと話せるいい機会だと思って伺いました。忌憚のないところを、本音で話が出来たらありがたいなといありがとうございます。今日は少人数で、じっくりと話せるいい機会だと思って伺いました。忌憚のないところを、本音で話が出来たらありがたいなといありがとうございます。今日は少人数で、じっくりと話せるいい機会だと思って伺いました。忌憚のないところを、本音で話が出来たらありがたいなとい

うふうに思います。うふうに思います。うふうに思います。うふうに思います。    

    今日、伺うにあたって、本通三丁目と幸町自治会の人口とか、そういったものを見てきました。そうしましたら、これは３月末の資料になりますけれど今日、伺うにあたって、本通三丁目と幸町自治会の人口とか、そういったものを見てきました。そうしましたら、これは３月末の資料になりますけれど今日、伺うにあたって、本通三丁目と幸町自治会の人口とか、そういったものを見てきました。そうしましたら、これは３月末の資料になりますけれど今日、伺うにあたって、本通三丁目と幸町自治会の人口とか、そういったものを見てきました。そうしましたら、これは３月末の資料になりますけれど

も、も、も、も、世帯数で世帯数で世帯数で世帯数で 285285285285 世帯、人口が世帯、人口が世帯、人口が世帯、人口が 649649649649 人、人、人、人、65656565 歳以上の方の人数が歳以上の方の人数が歳以上の方の人数が歳以上の方の人数が 253253253253 人で、パーセンテージは人で、パーセンテージは人で、パーセンテージは人で、パーセンテージは 39393939％。そして、％。そして、％。そして、％。そして、15151515 歳以下の子どもが歳以下の子どもが歳以下の子どもが歳以下の子どもが 52525252 人で８％ということで人で８％ということで人で８％ということで人で８％ということで

した。これは、市平均で見ますとね、今、した。これは、市平均で見ますとね、今、した。これは、市平均で見ますとね、今、した。これは、市平均で見ますとね、今、29.329.329.329.3％の高齢化率です。ですから、％の高齢化率です。ですから、％の高齢化率です。ですから、％の高齢化率です。ですから、29.329.329.329.3％、ここは％、ここは％、ここは％、ここは 39393939％だから、％だから、％だから、％だから、10101010 ポイントくらい高齢化率が高くて、子どものポイントくらい高齢化率が高くて、子どものポイントくらい高齢化率が高くて、子どものポイントくらい高齢化率が高くて、子どもの

割合が、今、市全体で割合が、今、市全体で割合が、今、市全体で割合が、今、市全体で 13.813.813.813.8％です。ですから、ここは８％ってことは、いくら％です。ですから、ここは８％ってことは、いくら％です。ですから、ここは８％ってことは、いくら％です。ですから、ここは８％ってことは、いくらか子どもの数が少なくて、昔から住んでいらっしゃる方の多い、まさに中心か子どもの数が少なくて、昔から住んでいらっしゃる方の多い、まさに中心か子どもの数が少なくて、昔から住んでいらっしゃる方の多い、まさに中心か子どもの数が少なくて、昔から住んでいらっしゃる方の多い、まさに中心

市街地の中のど真ん中という歴史と伝統のある地域だなということを思いました。こういうことがあったものですから、私としても、今日、何をお話しし市街地の中のど真ん中という歴史と伝統のある地域だなということを思いました。こういうことがあったものですから、私としても、今日、何をお話しし市街地の中のど真ん中という歴史と伝統のある地域だなということを思いました。こういうことがあったものですから、私としても、今日、何をお話しし市街地の中のど真ん中という歴史と伝統のある地域だなということを思いました。こういうことがあったものですから、私としても、今日、何をお話しし

たらいいのかなって思ったときに、やっぱりこの人口減少だとか、高齢者が多くなってたらいいのかなって思ったときに、やっぱりこの人口減少だとか、高齢者が多くなってたらいいのかなって思ったときに、やっぱりこの人口減少だとか、高齢者が多くなってたらいいのかなって思ったときに、やっぱりこの人口減少だとか、高齢者が多くなってくる社会のことを少しお話しなければならないなというふうに思いくる社会のことを少しお話しなければならないなというふうに思いくる社会のことを少しお話しなければならないなというふうに思いくる社会のことを少しお話しなければならないなというふうに思い

ました。ました。ました。ました。実際、私も市内をあちこち回ったり、お話を聞いたりする中で、高齢者だけの世帯、それから一人暮らし、大変増えてきています。そしてまた、実際、私も市内をあちこち回ったり、お話を聞いたりする中で、高齢者だけの世帯、それから一人暮らし、大変増えてきています。そしてまた、実際、私も市内をあちこち回ったり、お話を聞いたりする中で、高齢者だけの世帯、それから一人暮らし、大変増えてきています。そしてまた、実際、私も市内をあちこち回ったり、お話を聞いたりする中で、高齢者だけの世帯、それから一人暮らし、大変増えてきています。そしてまた、

生活保護以下で暮らしているとい生活保護以下で暮らしているとい生活保護以下で暮らしているとい生活保護以下で暮らしているというような、年金だけで暮らしていらっしゃる、そういう方も増えてきているというのが実態です。一方、未婚者、結婚しうような、年金だけで暮らしていらっしゃる、そういう方も増えてきているというのが実態です。一方、未婚者、結婚しうような、年金だけで暮らしていらっしゃる、そういう方も増えてきているというのが実態です。一方、未婚者、結婚しうような、年金だけで暮らしていらっしゃる、そういう方も増えてきているというのが実態です。一方、未婚者、結婚し

ない人も実に増えてきた社会になりました。島田で、だいたい初婚の年齢が、女性でない人も実に増えてきた社会になりました。島田で、だいたい初婚の年齢が、女性でない人も実に増えてきた社会になりました。島田で、だいたい初婚の年齢が、女性でない人も実に増えてきた社会になりました。島田で、だいたい初婚の年齢が、女性で 29292929 歳、男性で歳、男性で歳、男性で歳、男性で 30303030 歳くらいです。結婚して子どもをもっている方は、歳くらいです。結婚して子どもをもっている方は、歳くらいです。結婚して子どもをもっている方は、歳くらいです。結婚して子どもをもっている方は、
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平均２人以上産んで平均２人以上産んで平均２人以上産んで平均２人以上産んでいいいいますけれども、結婚しない方も多いものですから、合計特殊出生率はますけれども、結婚しない方も多いものですから、合計特殊出生率はますけれども、結婚しない方も多いものですから、合計特殊出生率はますけれども、結婚しない方も多いものですから、合計特殊出生率は 1.511.511.511.51 とか、そういう数字になってしまうという状況でありまとか、そういう数字になってしまうという状況でありまとか、そういう数字になってしまうという状況でありまとか、そういう数字になってしまうという状況でありま

す。人口減少は、日本中で動き始めたのはす。人口減少は、日本中で動き始めたのはす。人口減少は、日本中で動き始めたのはす。人口減少は、日本中で動き始めたのは 2008200820082008 年からだと思うんですけど、島田はそれより５年くらい前から、人口が少しずつ減ってくる局面に達してい年からだと思うんですけど、島田はそれより５年くらい前から、人口が少しずつ減ってくる局面に達してい年からだと思うんですけど、島田はそれより５年くらい前から、人口が少しずつ減ってくる局面に達してい年からだと思うんですけど、島田はそれより５年くらい前から、人口が少しずつ減ってくる局面に達してい

ました。ただ、今から３年位前は、まだ、そんな人口減少だとか、ました。ただ、今から３年位前は、まだ、そんな人口減少だとか、ました。ただ、今から３年位前は、まだ、そんな人口減少だとか、ました。ただ、今から３年位前は、まだ、そんな人口減少だとか、これからこれからこれからこれから高齢者が増えて高齢者が増えて高齢者が増えて高齢者が増えて、、、、子どもが減って、すごく大変な時代になるとかって、あんま子どもが減って、すごく大変な時代になるとかって、あんま子どもが減って、すごく大変な時代になるとかって、あんま子どもが減って、すごく大変な時代になるとかって、あんま

り言わなかったです。実際、数字はそうであっても、そういうことが、あまり言われなかったです。り言わなかったです。実際、数字はそうであっても、そういうことが、あまり言われなかったです。り言わなかったです。実際、数字はそうであっても、そういうことが、あまり言われなかったです。り言わなかったです。実際、数字はそうであっても、そういうことが、あまり言われなかったです。言われ始めたのは、２年言われ始めたのは、２年言われ始めたのは、２年言われ始めたのは、２年前の５月に、日本創生会議と前の５月に、日本創生会議と前の５月に、日本創生会議と前の５月に、日本創生会議と

いうところが、消滅可能性都市というような話を出しまして、いうところが、消滅可能性都市というような話を出しまして、いうところが、消滅可能性都市というような話を出しまして、いうところが、消滅可能性都市というような話を出しまして、2040204020402040 年に年に年に年に、、、、今、約今、約今、約今、約 1111,,,,700700700700 ある自治体のある自治体のある自治体のある自治体の 49.849.849.849.8％、％、％、％、896896896896 の自治体が、の自治体が、の自治体が、の自治体が、2040204020402040 年には、もしかしたら年には、もしかしたら年には、もしかしたら年には、もしかしたら

消滅して無いかもしれない消滅して無いかもしれない消滅して無いかもしれない消滅して無いかもしれないというようなショッキングな数字を出した、そこのところから内閣府も、これまでは地方分権とか、そんな話でしたが、まさに、というようなショッキングな数字を出した、そこのところから内閣府も、これまでは地方分権とか、そんな話でしたが、まさに、というようなショッキングな数字を出した、そこのところから内閣府も、これまでは地方分権とか、そんな話でしたが、まさに、というようなショッキングな数字を出した、そこのところから内閣府も、これまでは地方分権とか、そんな話でしたが、まさに、

地方創生という言葉を出し、東京への一極集中を回避して、地方に人の流れをつくり、暮らしやすい地方で結婚して、子どもをたくさん産んでもらう、そ地方創生という言葉を出し、東京への一極集中を回避して、地方に人の流れをつくり、暮らしやすい地方で結婚して、子どもをたくさん産んでもらう、そ地方創生という言葉を出し、東京への一極集中を回避して、地方に人の流れをつくり、暮らしやすい地方で結婚して、子どもをたくさん産んでもらう、そ地方創生という言葉を出し、東京への一極集中を回避して、地方に人の流れをつくり、暮らしやすい地方で結婚して、子どもをたくさん産んでもらう、そ

ういう日本にならないと人口減少待ったなしだというとこういう日本にならないと人口減少待ったなしだというとこういう日本にならないと人口減少待ったなしだというとこういう日本にならないと人口減少待ったなしだというところから、いろんな課題が出て、そしてまた施策が出てきているというところであります。ろから、いろんな課題が出て、そしてまた施策が出てきているというところであります。ろから、いろんな課題が出て、そしてまた施策が出てきているというところであります。ろから、いろんな課題が出て、そしてまた施策が出てきているというところであります。私は、私は、私は、私は、

この人口減少に歯止めをかけるべくという意味で、まち・ひと・しごと島田市総合戦略をつくりました。今のままでいくと、この人口減少に歯止めをかけるべくという意味で、まち・ひと・しごと島田市総合戦略をつくりました。今のままでいくと、この人口減少に歯止めをかけるべくという意味で、まち・ひと・しごと島田市総合戦略をつくりました。今のままでいくと、この人口減少に歯止めをかけるべくという意味で、まち・ひと・しごと島田市総合戦略をつくりました。今のままでいくと、2060206020602060 年には６万人位の人口に年には６万人位の人口に年には６万人位の人口に年には６万人位の人口に

なってしまうという想定を、これからのさまざまな施策で、なってしまうという想定を、これからのさまざまな施策で、なってしまうという想定を、これからのさまざまな施策で、なってしまうという想定を、これからのさまざまな施策で、2060206020602060 年に８万人をキープしたいという、そういう年に８万人をキープしたいという、そういう年に８万人をキープしたいという、そういう年に８万人をキープしたいという、そういう方針を出したんです。それが、去年策定した方針を出したんです。それが、去年策定した方針を出したんです。それが、去年策定した方針を出したんです。それが、去年策定した

総合計画であります。しかしながら、現実には、増やしていくっていうことに、努力するためには、稼ぐまちをつくらなければならないと同時に、稼ぐま総合計画であります。しかしながら、現実には、増やしていくっていうことに、努力するためには、稼ぐまちをつくらなければならないと同時に、稼ぐま総合計画であります。しかしながら、現実には、増やしていくっていうことに、努力するためには、稼ぐまちをつくらなければならないと同時に、稼ぐま総合計画であります。しかしながら、現実には、増やしていくっていうことに、努力するためには、稼ぐまちをつくらなければならないと同時に、稼ぐま

ちとちとちとちと同時に、人口減少に対応していくまちづくりっていうのもしていかないと、現実には高齢者はどんどん増えていくんですね。この５年間をざっと見た同時に、人口減少に対応していくまちづくりっていうのもしていかないと、現実には高齢者はどんどん増えていくんですね。この５年間をざっと見た同時に、人口減少に対応していくまちづくりっていうのもしていかないと、現実には高齢者はどんどん増えていくんですね。この５年間をざっと見た同時に、人口減少に対応していくまちづくりっていうのもしていかないと、現実には高齢者はどんどん増えていくんですね。この５年間をざっと見た

ときに、過去５年間ですけども、ときに、過去５年間ですけども、ときに、過去５年間ですけども、ときに、過去５年間ですけども、15151515 歳以下の子どもは、この５年間で歳以下の子どもは、この５年間で歳以下の子どもは、この５年間で歳以下の子どもは、この５年間で 150150150150 人減りました。去年産まれた赤ちゃんが人減りました。去年産まれた赤ちゃんが人減りました。去年産まれた赤ちゃんが人減りました。去年産まれた赤ちゃんが 722722722722 人でありました。５年間で人でありました。５年間で人でありました。５年間で人でありました。５年間で 150150150150 人っ人っ人っ人っ

てことは、それぞれその年によりますけれど、だいたい、１年にてことは、それぞれその年によりますけれど、だいたい、１年にてことは、それぞれその年によりますけれど、だいたい、１年にてことは、それぞれその年によりますけれど、だいたい、１年に 30303030 人くらいずつ、赤ちゃんの数が減ってきている。今、人くらいずつ、赤ちゃんの数が減ってきている。今、人くらいずつ、赤ちゃんの数が減ってきている。今、人くらいずつ、赤ちゃんの数が減ってきている。今、10101010 歳位の子どもたちは、歳位の子どもたちは、歳位の子どもたちは、歳位の子どもたちは、1,3001,3001,3001,300 人人人人

くらい、くらい、くらい、くらい、1200120012001200 人くらいはいるので、だいぶ子どもの数が減ってきているなということと、一人くらいはいるので、だいぶ子どもの数が減ってきているなということと、一人くらいはいるので、だいぶ子どもの数が減ってきているなということと、一人くらいはいるので、だいぶ子どもの数が減ってきているなということと、一方で方で方で方で 65656565 歳以上の人、これは、この５年間で歳以上の人、これは、この５年間で歳以上の人、これは、この５年間で歳以上の人、これは、この５年間で 3,1883,1883,1883,188 人増えまし人増えまし人増えまし人増えまし

た。た。た。た。これが現実です。だから、市の財政的な意味でも、扶助費って言って、医療費や介護や福祉や、そういったものにかかるお金これが現実です。だから、市の財政的な意味でも、扶助費って言って、医療費や介護や福祉や、そういったものにかかるお金これが現実です。だから、市の財政的な意味でも、扶助費って言って、医療費や介護や福祉や、そういったものにかかるお金これが現実です。だから、市の財政的な意味でも、扶助費って言って、医療費や介護や福祉や、そういったものにかかるお金が、どんどんどんどん増が、どんどんどんどん増が、どんどんどんどん増が、どんどんどんどん増

えてきて、今年は、一般会計全体に占める予算のえてきて、今年は、一般会計全体に占める予算のえてきて、今年は、一般会計全体に占める予算のえてきて、今年は、一般会計全体に占める予算の 33333333％を、そういうお金が占めるようになりました。去年までは％を、そういうお金が占めるようになりました。去年までは％を、そういうお金が占めるようになりました。去年までは％を、そういうお金が占めるようになりました。去年までは 30303030％以内に収まっていましたので、３％増％以内に収まっていましたので、３％増％以内に収まっていましたので、３％増％以内に収まっていましたので、３％増

えただけでえただけでえただけでえただけで 10101010 億円以上違います。億円以上違います。億円以上違います。億円以上違います。今、そういう時代になってきたということの中で、これからのまちづくりって今、そういう時代になってきたということの中で、これからのまちづくりって今、そういう時代になってきたということの中で、これからのまちづくりって今、そういう時代になってきたということの中で、これからのまちづくりっていいいいうのが、今までみたいに、行政にお任せうのが、今までみたいに、行政にお任せうのが、今までみたいに、行政にお任せうのが、今までみたいに、行政にお任せ

しておけば何とかやってもらえるっしておけば何とかやってもらえるっしておけば何とかやってもらえるっしておけば何とかやってもらえるっていう時代ではなくなってきたということも事実だものですから、私は、いろんなところに出掛けていったときに、申ていう時代ではなくなってきたということも事実だものですから、私は、いろんなところに出掛けていったときに、申ていう時代ではなくなってきたということも事実だものですから、私は、いろんなところに出掛けていったときに、申ていう時代ではなくなってきたということも事実だものですから、私は、いろんなところに出掛けていったときに、申

し訳ないなあという気もしながらですね、これからのまちづくりっていうのは、地域の方たちが、自分の地域をどうしたいかってし訳ないなあという気もしながらですね、これからのまちづくりっていうのは、地域の方たちが、自分の地域をどうしたいかってし訳ないなあという気もしながらですね、これからのまちづくりっていうのは、地域の方たちが、自分の地域をどうしたいかってし訳ないなあという気もしながらですね、これからのまちづくりっていうのは、地域の方たちが、自分の地域をどうしたいかっていうことを、いろんな意いうことを、いろんな意いうことを、いろんな意いうことを、いろんな意

見を交わしながら、自分たちが動く、それが、行政と一緒にやっていくっていうことをしないと、なかなか地域の課題は解決できないというような話を、見を交わしながら、自分たちが動く、それが、行政と一緒にやっていくっていうことをしないと、なかなか地域の課題は解決できないというような話を、見を交わしながら、自分たちが動く、それが、行政と一緒にやっていくっていうことをしないと、なかなか地域の課題は解決できないというような話を、見を交わしながら、自分たちが動く、それが、行政と一緒にやっていくっていうことをしないと、なかなか地域の課題は解決できないというような話を、

実は、申し訳ないけれどもさせてもらっています。すぐそこに森昌也さんのお宅がありますけれども、森昌也先生はね、昭和実は、申し訳ないけれどもさせてもらっています。すぐそこに森昌也さんのお宅がありますけれども、森昌也先生はね、昭和実は、申し訳ないけれどもさせてもらっています。すぐそこに森昌也さんのお宅がありますけれども、森昌也先生はね、昭和実は、申し訳ないけれどもさせてもらっています。すぐそこに森昌也さんのお宅がありますけれども、森昌也先生はね、昭和 28282828 年でしたか、市年でしたか、市年でしたか、市年でしたか、市長になられ長になられ長になられ長になられ

たんですよ。その時に、まさに、「市民の手による市民のための市政を実現したい」たんですよ。その時に、まさに、「市民の手による市民のための市政を実現したい」たんですよ。その時に、まさに、「市民の手による市民のための市政を実現したい」たんですよ。その時に、まさに、「市民の手による市民のための市政を実現したい」っておっしゃって、その当時、ものすごく画期的なことをおっしゃったっておっしゃって、その当時、ものすごく画期的なことをおっしゃったっておっしゃって、その当時、ものすごく画期的なことをおっしゃったっておっしゃって、その当時、ものすごく画期的なことをおっしゃった

かなと思います。かなと思います。かなと思います。かなと思います。20202020 年間、市政を運営して、本当にこの町を大きく発展させた方です。道路も、どんどんどんどん良くなって、市役所や市民会館ができて、年間、市政を運営して、本当にこの町を大きく発展させた方です。道路も、どんどんどんどん良くなって、市役所や市民会館ができて、年間、市政を運営して、本当にこの町を大きく発展させた方です。道路も、どんどんどんどん良くなって、市役所や市民会館ができて、年間、市政を運営して、本当にこの町を大きく発展させた方です。道路も、どんどんどんどん良くなって、市役所や市民会館ができて、

クノールだとか、ネスレだとかいう会社の企業誘致にも成功して、クノールだとか、ネスレだとかいう会社の企業誘致にも成功して、クノールだとか、ネスレだとかいう会社の企業誘致にも成功して、クノールだとか、ネスレだとかいう会社の企業誘致にも成功して、20202020 年間市長をお勤めになられて、お辞めになる時に、「島田は小さいけれども、キラリと年間市長をお勤めになられて、お辞めになる時に、「島田は小さいけれども、キラリと年間市長をお勤めになられて、お辞めになる時に、「島田は小さいけれども、キラリと年間市長をお勤めになられて、お辞めになる時に、「島田は小さいけれども、キラリと

光る国際都市だ」ということと、「自分はこのまちを、量的に発展させてきた。だけど光る国際都市だ」ということと、「自分はこのまちを、量的に発展させてきた。だけど光る国際都市だ」ということと、「自分はこのまちを、量的に発展させてきた。だけど光る国際都市だ」ということと、「自分はこのまちを、量的に発展させてきた。だけど、本当に暮らしやすいまちというのは、その量的な発展の上に、質的、本当に暮らしやすいまちというのは、その量的な発展の上に、質的、本当に暮らしやすいまちというのは、その量的な発展の上に、質的、本当に暮らしやすいまちというのは、その量的な発展の上に、質的

な発展を遂げたまちなんだ」ということをおっしゃって退任されました。私は、森昌也さんが市長なられた時から、ちょうどな発展を遂げたまちなんだ」ということをおっしゃって退任されました。私は、森昌也さんが市長なられた時から、ちょうどな発展を遂げたまちなんだ」ということをおっしゃって退任されました。私は、森昌也さんが市長なられた時から、ちょうどな発展を遂げたまちなんだ」ということをおっしゃって退任されました。私は、森昌也さんが市長なられた時から、ちょうど 60606060 年目、しかも、森昌也さん年目、しかも、森昌也さん年目、しかも、森昌也さん年目、しかも、森昌也さん
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がお亡くなりになった月に、市長になりました。非常に、因縁を感じているし、自分自身も、いつも手元に森先生の本を置いて、読み返しているんですが、がお亡くなりになった月に、市長になりました。非常に、因縁を感じているし、自分自身も、いつも手元に森先生の本を置いて、読み返しているんですが、がお亡くなりになった月に、市長になりました。非常に、因縁を感じているし、自分自身も、いつも手元に森先生の本を置いて、読み返しているんですが、がお亡くなりになった月に、市長になりました。非常に、因縁を感じているし、自分自身も、いつも手元に森先生の本を置いて、読み返しているんですが、

まさに時代は、森さんの時代を裏側から見たような時代です。まさに時代は、森さんの時代を裏側から見たような時代です。まさに時代は、森さんの時代を裏側から見たような時代です。まさに時代は、森さんの時代を裏側から見たような時代です。森さんの時代は、明日は必ず今日より良くなったし、人口も増えていったし、税収も増えて森さんの時代は、明日は必ず今日より良くなったし、人口も増えていったし、税収も増えて森さんの時代は、明日は必ず今日より良くなったし、人口も増えていったし、税収も増えて森さんの時代は、明日は必ず今日より良くなったし、人口も増えていったし、税収も増えて

いったし、都市はどんどん大きくないったし、都市はどんどん大きくないったし、都市はどんどん大きくないったし、都市はどんどん大きくなったし、だから、将来に向けて大きな投資をいくらしていっても、それはやっぱり将来の人たちがしっかり返すことがったし、だから、将来に向けて大きな投資をいくらしていっても、それはやっぱり将来の人たちがしっかり返すことがったし、だから、将来に向けて大きな投資をいくらしていっても、それはやっぱり将来の人たちがしっかり返すことがったし、だから、将来に向けて大きな投資をいくらしていっても、それはやっぱり将来の人たちがしっかり返すことが

出来た時代だったんです。ところが、今、引き受けた私は、まちづくりの目標も、やらなきゃいけない施策も同じだけれども、でも、置かれている現状は、出来た時代だったんです。ところが、今、引き受けた私は、まちづくりの目標も、やらなきゃいけない施策も同じだけれども、でも、置かれている現状は、出来た時代だったんです。ところが、今、引き受けた私は、まちづくりの目標も、やらなきゃいけない施策も同じだけれども、でも、置かれている現状は、出来た時代だったんです。ところが、今、引き受けた私は、まちづくりの目標も、やらなきゃいけない施策も同じだけれども、でも、置かれている現状は、

人口が減っていって、税収もこれから伸び悩んできて、土地の値段も上がる時代ではない。そして高齢者が増えて、子どもの数が減ってという意味で、あ人口が減っていって、税収もこれから伸び悩んできて、土地の値段も上がる時代ではない。そして高齢者が増えて、子どもの数が減ってという意味で、あ人口が減っていって、税収もこれから伸び悩んできて、土地の値段も上がる時代ではない。そして高齢者が増えて、子どもの数が減ってという意味で、あ人口が減っていって、税収もこれから伸び悩んできて、土地の値段も上がる時代ではない。そして高齢者が増えて、子どもの数が減ってという意味で、あ

る意味、真逆の条件の中でまちづくりを進めていかなければいけないというところに、私は引継ぎをしました。やっぱり、それはすごく大きなる意味、真逆の条件の中でまちづくりを進めていかなければいけないというところに、私は引継ぎをしました。やっぱり、それはすごく大きなる意味、真逆の条件の中でまちづくりを進めていかなければいけないというところに、私は引継ぎをしました。やっぱり、それはすごく大きなる意味、真逆の条件の中でまちづくりを進めていかなければいけないというところに、私は引継ぎをしました。やっぱり、それはすごく大きな、自分にと、自分にと、自分にと、自分にと

っては、心が震えるくらい大きな重圧でもあるし、責任感を持っています。だけど、そういう時代に、何とか早くこの時代の変化をっては、心が震えるくらい大きな重圧でもあるし、責任感を持っています。だけど、そういう時代に、何とか早くこの時代の変化をっては、心が震えるくらい大きな重圧でもあるし、責任感を持っています。だけど、そういう時代に、何とか早くこの時代の変化をっては、心が震えるくらい大きな重圧でもあるし、責任感を持っています。だけど、そういう時代に、何とか早くこの時代の変化を感じとって、政策とし感じとって、政策とし感じとって、政策とし感じとって、政策とし

てててて、行政のあり方として変えていける町が、やっぱり持続できる町だっていうふうに思っています。ご町内の役を引き受け手がいなくなる、毎年、みんな、行政のあり方として変えていける町が、やっぱり持続できる町だっていうふうに思っています。ご町内の役を引き受け手がいなくなる、毎年、みんな、行政のあり方として変えていける町が、やっぱり持続できる町だっていうふうに思っています。ご町内の役を引き受け手がいなくなる、毎年、みんな、行政のあり方として変えていける町が、やっぱり持続できる町だっていうふうに思っています。ご町内の役を引き受け手がいなくなる、毎年、みんな

役員をやらなきゃいけないとか、川ざらいに出たくても、高齢になって出られないとかっていうことが、現実に出てきています。そうすると、ご町内や自役員をやらなきゃいけないとか、川ざらいに出たくても、高齢になって出られないとかっていうことが、現実に出てきています。そうすると、ご町内や自役員をやらなきゃいけないとか、川ざらいに出たくても、高齢になって出られないとかっていうことが、現実に出てきています。そうすると、ご町内や自役員をやらなきゃいけないとか、川ざらいに出たくても、高齢になって出られないとかっていうことが、現実に出てきています。そうすると、ご町内や自

治会のあり方だって、今治会のあり方だって、今治会のあり方だって、今治会のあり方だって、今 68686868 あるけれども、このままでいいんだろうかって思うし、学校も全部であるけれども、このままでいいんだろうかって思うし、学校も全部であるけれども、このままでいいんだろうかって思うし、学校も全部であるけれども、このままでいいんだろうかって思うし、学校も全部で 25252525、小学校が、小学校が、小学校が、小学校が 15151515、中学校が、中学校が、中学校が、中学校が 7777 ありますけれど、これも、ありますけれど、これも、ありますけれど、これも、ありますけれど、これも、

昔に比べたら数がうんと減って、一クラス編成の学年が多くなってきたし、湯日と昔に比べたら数がうんと減って、一クラス編成の学年が多くなってきたし、湯日と昔に比べたら数がうんと減って、一クラス編成の学年が多くなってきたし、湯日と昔に比べたら数がうんと減って、一クラス編成の学年が多くなってきたし、湯日と相賀と伊久美では複式学級て言って相賀と伊久美では複式学級て言って相賀と伊久美では複式学級て言って相賀と伊久美では複式学級て言って、、、、２年生３年生、４年生５年生が２２年生３年生、４年生５年生が２２年生３年生、４年生５年生が２２年生３年生、４年生５年生が２

学年で一クラスっていうような、勉強するようなことになりました。やっぱり、子どもを育てるために、よりよい教育環境っていうことを考えると、学年で一クラスっていうような、勉強するようなことになりました。やっぱり、子どもを育てるために、よりよい教育環境っていうことを考えると、学年で一クラスっていうような、勉強するようなことになりました。やっぱり、子どもを育てるために、よりよい教育環境っていうことを考えると、学年で一クラスっていうような、勉強するようなことになりました。やっぱり、子どもを育てるために、よりよい教育環境っていうことを考えると、どうどうどうどう

いう学校のあり方がいいんだろうかっていうことも検討しなきゃいけない時代になって、今年、学校のあり方検討会っていうので、有識者の人たちに検討いう学校のあり方がいいんだろうかっていうことも検討しなきゃいけない時代になって、今年、学校のあり方検討会っていうので、有識者の人たちに検討いう学校のあり方がいいんだろうかっていうことも検討しなきゃいけない時代になって、今年、学校のあり方検討会っていうので、有識者の人たちに検討いう学校のあり方がいいんだろうかっていうことも検討しなきゃいけない時代になって、今年、学校のあり方検討会っていうので、有識者の人たちに検討

してもらっています。そのくらいに、時代が変わったしてもらっています。そのくらいに、時代が変わったしてもらっています。そのくらいに、時代が変わったしてもらっています。そのくらいに、時代が変わったんんんんです。です。です。です。その変わった時代に、みなさんが満足その変わった時代に、みなさんが満足その変わった時代に、みなさんが満足その変わった時代に、みなさんが満足いいいいくまちづくりを推進したり、地域を豊かに、ここにくまちづくりを推進したり、地域を豊かに、ここにくまちづくりを推進したり、地域を豊かに、ここにくまちづくりを推進したり、地域を豊かに、ここに

住んでいて良かったという実感を持って暮らしていけるまちにするために、やっぱり市民と我々行政側がですね、いろんな意味で手をつないでいかなけれ住んでいて良かったという実感を持って暮らしていけるまちにするために、やっぱり市民と我々行政側がですね、いろんな意味で手をつないでいかなけれ住んでいて良かったという実感を持って暮らしていけるまちにするために、やっぱり市民と我々行政側がですね、いろんな意味で手をつないでいかなけれ住んでいて良かったという実感を持って暮らしていけるまちにするために、やっぱり市民と我々行政側がですね、いろんな意味で手をつないでいかなけれ

ばならない。例えば、これまでも協働のまちづくりとか言っていたけれども、お話を聞かせていただくんばならない。例えば、これまでも協働のまちづくりとか言っていたけれども、お話を聞かせていただくんばならない。例えば、これまでも協働のまちづくりとか言っていたけれども、お話を聞かせていただくんばならない。例えば、これまでも協働のまちづくりとか言っていたけれども、お話を聞かせていただくんじゃあなくて、計画の段階からしっかり市民の皆じゃあなくて、計画の段階からしっかり市民の皆じゃあなくて、計画の段階からしっかり市民の皆じゃあなくて、計画の段階からしっかり市民の皆

さんに説明して、御意見をいただきながらやっていくとかね、そういうことをきちっとしていかなければならない。そういう時代になりました。私は、今さんに説明して、御意見をいただきながらやっていくとかね、そういうことをきちっとしていかなければならない。そういう時代になりました。私は、今さんに説明して、御意見をいただきながらやっていくとかね、そういうことをきちっとしていかなければならない。そういう時代になりました。私は、今さんに説明して、御意見をいただきながらやっていくとかね、そういうことをきちっとしていかなければならない。そういう時代になりました。私は、今

どこに行ってもね、自分の地域を変えていくのは、その地域の皆さんたちが、どう思い、どう動くかだっていうところから、実は話をさせてもらっていまどこに行ってもね、自分の地域を変えていくのは、その地域の皆さんたちが、どう思い、どう動くかだっていうところから、実は話をさせてもらっていまどこに行ってもね、自分の地域を変えていくのは、その地域の皆さんたちが、どう思い、どう動くかだっていうところから、実は話をさせてもらっていまどこに行ってもね、自分の地域を変えていくのは、その地域の皆さんたちが、どう思い、どう動くかだっていうところから、実は話をさせてもらっていま

す。地域によっては、行政の方です。地域によっては、行政の方です。地域によっては、行政の方です。地域によっては、行政の方で 10101010 人乗りとか、そういう車と、保険と、ガソリン人乗りとか、そういう車と、保険と、ガソリン人乗りとか、そういう車と、保険と、ガソリン人乗りとか、そういう車と、保険と、ガソリンとかいうのをみて、行政の側はそれを出して、地元で、ご高齢の方たちとかいうのをみて、行政の側はそれを出して、地元で、ご高齢の方たちとかいうのをみて、行政の側はそれを出して、地元で、ご高齢の方たちとかいうのをみて、行政の側はそれを出して、地元で、ご高齢の方たち

の病院だとか、買い物だとか、そういったものを地元の方の病院だとか、買い物だとか、そういったものを地元の方の病院だとか、買い物だとか、そういったものを地元の方の病院だとか、買い物だとか、そういったものを地元の方にお世話をしていただくというようなことを始めたり、地域によっては子どもを放課後児童クラにお世話をしていただくというようなことを始めたり、地域によっては子どもを放課後児童クラにお世話をしていただくというようなことを始めたり、地域によっては子どもを放課後児童クラにお世話をしていただくというようなことを始めたり、地域によっては子どもを放課後児童クラ

ブに連れて行くのに、地元の方が送って行ってくれたりしています。これは、湯日小学校というところが、少人数で放課後児童クラブを置けないんですけブに連れて行くのに、地元の方が送って行ってくれたりしています。これは、湯日小学校というところが、少人数で放課後児童クラブを置けないんですけブに連れて行くのに、地元の方が送って行ってくれたりしています。これは、湯日小学校というところが、少人数で放課後児童クラブを置けないんですけブに連れて行くのに、地元の方が送って行ってくれたりしています。これは、湯日小学校というところが、少人数で放課後児童クラブを置けないんですけ

れども、規模として置けないんです。それでもやっぱり放課後児童クラブへ通わせたいという親御さんもいらっしゃる中で、湯日の自治会がですね、毎日れども、規模として置けないんです。それでもやっぱり放課後児童クラブへ通わせたいという親御さんもいらっしゃる中で、湯日の自治会がですね、毎日れども、規模として置けないんです。それでもやっぱり放課後児童クラブへ通わせたいという親御さんもいらっしゃる中で、湯日の自治会がですね、毎日れども、規模として置けないんです。それでもやっぱり放課後児童クラブへ通わせたいという親御さんもいらっしゃる中で、湯日の自治会がですね、毎日

交替で５キロ離れた南小学校まで、初倉南までその一年生たちを送ってくれています。そこに、行政は、いくらかですけれども、ガソリン代や車代の補助交替で５キロ離れた南小学校まで、初倉南までその一年生たちを送ってくれています。そこに、行政は、いくらかですけれども、ガソリン代や車代の補助交替で５キロ離れた南小学校まで、初倉南までその一年生たちを送ってくれています。そこに、行政は、いくらかですけれども、ガソリン代や車代の補助交替で５キロ離れた南小学校まで、初倉南までその一年生たちを送ってくれています。そこに、行政は、いくらかですけれども、ガソリン代や車代の補助

をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただいているっていうようなことを始めました。だいているっていうようなことを始めました。だいているっていうようなことを始めました。だいているっていうようなことを始めました。そういうまちづくりを推進するために、例えば、まちづくり支援交付金なんかも、これまではそういうまちづくりを推進するために、例えば、まちづくり支援交付金なんかも、これまではそういうまちづくりを推進するために、例えば、まちづくり支援交付金なんかも、これまではそういうまちづくりを推進するために、例えば、まちづくり支援交付金なんかも、これまでは

単年度で単年度で単年度で単年度で 10101010 万円、もしくは万円、もしくは万円、もしくは万円、もしくは 30303030 万円だったものを、万円だったものを、万円だったものを、万円だったものを、6666 年間継続してみましょうという形に変えてきています。全部で年間継続してみましょうという形に変えてきています。全部で年間継続してみましょうという形に変えてきています。全部で年間継続してみましょうという形に変えてきています。全部で 180180180180 万円まででるのかな。そういう体万円まででるのかな。そういう体万円まででるのかな。そういう体万円まででるのかな。そういう体

制を制を制を制を変え変え変え変えたり、あるいは、昔から付き合いがある自治会たり、あるいは、昔から付き合いがある自治会たり、あるいは、昔から付き合いがある自治会たり、あるいは、昔から付き合いがある自治会同士が同士が同士が同士が、一緒になろうということであれば、その合併のお手伝いをさせていただくようなことをさ、一緒になろうということであれば、その合併のお手伝いをさせていただくようなことをさ、一緒になろうということであれば、その合併のお手伝いをさせていただくようなことをさ、一緒になろうということであれば、その合併のお手伝いをさせていただくようなことをさ

せてもらうとか、いろいろとこれからのまちづくりに即した行政側の変化等をさせてもらいながら、今いるところですせてもらうとか、いろいろとこれからのまちづくりに即した行政側の変化等をさせてもらいながら、今いるところですせてもらうとか、いろいろとこれからのまちづくりに即した行政側の変化等をさせてもらいながら、今いるところですせてもらうとか、いろいろとこれからのまちづくりに即した行政側の変化等をさせてもらいながら、今いるところです。。。。    
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■市民会館、市民病院について■市民会館、市民病院について■市民会館、市民病院について■市民会館、市民病院について    

今、そこで市民会館の解体が始まっています。今、そこで市民会館の解体が始まっています。今、そこで市民会館の解体が始まっています。今、そこで市民会館の解体が始まっています。5555 月から始まったんですが、当初の予定は月から始まったんですが、当初の予定は月から始まったんですが、当初の予定は月から始まったんですが、当初の予定は 11111111 月の初旬までかかるということなんです。ただ、できるだけ月の初旬までかかるということなんです。ただ、できるだけ月の初旬までかかるということなんです。ただ、できるだけ月の初旬までかかるということなんです。ただ、できるだけ

早く、できれば大祭に間に合うようにしたいなと思って会社側には強く要望をしております。天候の問題やら何やらあるから早く、できれば大祭に間に合うようにしたいなと思って会社側には強く要望をしております。天候の問題やら何やらあるから早く、できれば大祭に間に合うようにしたいなと思って会社側には強く要望をしております。天候の問題やら何やらあるから早く、できれば大祭に間に合うようにしたいなと思って会社側には強く要望をしております。天候の問題やら何やらあるから、、、、きちっとお約束は出来ませきちっとお約束は出来ませきちっとお約束は出来ませきちっとお約束は出来ませ

んが、できるだけ早くに更地にして、駐車場とイベント広場、そして災害時における避難場所等に使っていただければありがたいなと思っております。市んが、できるだけ早くに更地にして、駐車場とイベント広場、そして災害時における避難場所等に使っていただければありがたいなと思っております。市んが、できるだけ早くに更地にして、駐車場とイベント広場、そして災害時における避難場所等に使っていただければありがたいなと思っております。市んが、できるだけ早くに更地にして、駐車場とイベント広場、そして災害時における避難場所等に使っていただければありがたいなと思っております。市

民の皆さんの中には、民の皆さんの中には、民の皆さんの中には、民の皆さんの中には、2222 年間も放置して取り掛かりが遅いというような年間も放置して取り掛かりが遅いというような年間も放置して取り掛かりが遅いというような年間も放置して取り掛かりが遅いというようなご批判もいただいたこともありました。でも、私の頭の中にあったのは、実は市役ご批判もいただいたこともありました。でも、私の頭の中にあったのは、実は市役ご批判もいただいたこともありました。でも、私の頭の中にあったのは、実は市役ご批判もいただいたこともありました。でも、私の頭の中にあったのは、実は市役

所も築所も築所も築所も築 53535353 年です。合併を重ねて来ていますから、非常に役所の庁舎も手狭になってきていて、合併特例債を使って建て直そうとするなら、やっぱりこの時年です。合併を重ねて来ていますから、非常に役所の庁舎も手狭になってきていて、合併特例債を使って建て直そうとするなら、やっぱりこの時年です。合併を重ねて来ていますから、非常に役所の庁舎も手狭になってきていて、合併特例債を使って建て直そうとするなら、やっぱりこの時年です。合併を重ねて来ていますから、非常に役所の庁舎も手狭になってきていて、合併特例債を使って建て直そうとするなら、やっぱりこの時

期は一つのチャンス、もし建てるとしたら、市民会館の場所しかないと思っていました。だから、そういう判断をするために、少し時間をいただきました。期は一つのチャンス、もし建てるとしたら、市民会館の場所しかないと思っていました。だから、そういう判断をするために、少し時間をいただきました。期は一つのチャンス、もし建てるとしたら、市民会館の場所しかないと思っていました。だから、そういう判断をするために、少し時間をいただきました。期は一つのチャンス、もし建てるとしたら、市民会館の場所しかないと思っていました。だから、そういう判断をするために、少し時間をいただきました。

国の補助金も、昔は、何か壊したらそこに何かを建てるっていうことが条件国の補助金も、昔は、何か壊したらそこに何かを建てるっていうことが条件国の補助金も、昔は、何か壊したらそこに何かを建てるっていうことが条件国の補助金も、昔は、何か壊したらそこに何かを建てるっていうことが条件ななななものですから、建てるなら補助金がつくんですよ。でも、ただ除去するだけものですから、建てるなら補助金がつくんですよ。でも、ただ除去するだけものですから、建てるなら補助金がつくんですよ。でも、ただ除去するだけものですから、建てるなら補助金がつくんですよ。でも、ただ除去するだけ

では、壊すための補助では、壊すための補助では、壊すための補助では、壊すための補助金っていうのはなかなかなくてですね、やっと今年から除去債という起債をすることができるようになって、市民会館を壊し始めて金っていうのはなかなかなくてですね、やっと今年から除去債という起債をすることができるようになって、市民会館を壊し始めて金っていうのはなかなかなくてですね、やっと今年から除去債という起債をすることができるようになって、市民会館を壊し始めて金っていうのはなかなかなくてですね、やっと今年から除去債という起債をすることができるようになって、市民会館を壊し始めて

いるという状況です。また少し話は長引きますが、なぜ、市役所の庁舎を建て替えるのを今しばらく様子を見なきゃいけないいるという状況です。また少し話は長引きますが、なぜ、市役所の庁舎を建て替えるのを今しばらく様子を見なきゃいけないいるという状況です。また少し話は長引きますが、なぜ、市役所の庁舎を建て替えるのを今しばらく様子を見なきゃいけないいるという状況です。また少し話は長引きますが、なぜ、市役所の庁舎を建て替えるのを今しばらく様子を見なきゃいけないかかかかって判断したかっていうと、って判断したかっていうと、って判断したかっていうと、って判断したかっていうと、

実は、病院の建て替えというのを始めています。平成実は、病院の建て替えというのを始めています。平成実は、病院の建て替えというのを始めています。平成実は、病院の建て替えというのを始めています。平成 32323232 年度末を完成目途としているんですが、今のところ、年度末を完成目途としているんですが、今のところ、年度末を完成目途としているんですが、今のところ、年度末を完成目途としているんですが、今のところ、247247247247 億円という総事業費を計上しています。億円という総事業費を計上しています。億円という総事業費を計上しています。億円という総事業費を計上しています。

445445445445 床、そして診療科目も今とほぼ同じ、建物は床、そして診療科目も今とほぼ同じ、建物は床、そして診療科目も今とほぼ同じ、建物は床、そして診療科目も今とほぼ同じ、建物は 7777 階から階から階から階から 8888 階建てになります。屋上にヘリポートがついて、ドクターヘリ階建てになります。屋上にヘリポートがついて、ドクターヘリ階建てになります。屋上にヘリポートがついて、ドクターヘリ階建てになります。屋上にヘリポートがついて、ドクターヘリがとまれるような、まっすぐ下がとまれるような、まっすぐ下がとまれるような、まっすぐ下がとまれるような、まっすぐ下

に降りて緊急処置ができるような、そういった病院を今建設しようとしていますが、そのうちのに降りて緊急処置ができるような、そういった病院を今建設しようとしていますが、そのうちのに降りて緊急処置ができるような、そういった病院を今建設しようとしていますが、そのうちのに降りて緊急処置ができるような、そういった病院を今建設しようとしていますが、そのうちの 50505050 億円くらいは、医療機器のお金です。医療機器は、減価億円くらいは、医療機器のお金です。医療機器は、減価億円くらいは、医療機器のお金です。医療機器は、減価億円くらいは、医療機器のお金です。医療機器は、減価

償却の期間が短いからでしょうか、借金をしても返すのが償却の期間が短いからでしょうか、借金をしても返すのが償却の期間が短いからでしょうか、借金をしても返すのが償却の期間が短いからでしょうか、借金をしても返すのが 5555 年以内ってことになっています。そうすると、最初の年以内ってことになっています。そうすると、最初の年以内ってことになっています。そうすると、最初の年以内ってことになっています。そうすると、最初の 5555～～～～6666 年は大変に返済も大きくて、それに年は大変に返済も大きくて、それに年は大変に返済も大きくて、それに年は大変に返済も大きくて、それに

合併特例債を使ってやるとなれば、市役所も同じ時期に建てないと、合併特例債は平成合併特例債を使ってやるとなれば、市役所も同じ時期に建てないと、合併特例債は平成合併特例債を使ってやるとなれば、市役所も同じ時期に建てないと、合併特例債は平成合併特例債を使ってやるとなれば、市役所も同じ時期に建てないと、合併特例債は平成 32323232 年までしか使えませんから、大変に事業費がいっぺんにかさんで年までしか使えませんから、大変に事業費がいっぺんにかさんで年までしか使えませんから、大変に事業費がいっぺんにかさんで年までしか使えませんから、大変に事業費がいっぺんにかさんで

くるということがございます。一方、今、金谷インター周辺の土地利用くるということがございます。一方、今、金谷インター周辺の土地利用くるということがございます。一方、今、金谷インター周辺の土地利用くるということがございます。一方、今、金谷インター周辺の土地利用ということで、内陸フロンティアでということで、内陸フロンティアでということで、内陸フロンティアでということで、内陸フロンティアで 85858585 ヘクタールを、いっぺんに農振除外が出来なヘクタールを、いっぺんに農振除外が出来なヘクタールを、いっぺんに農振除外が出来なヘクタールを、いっぺんに農振除外が出来な

いかというところで、懸命の努力を、県や国に対してしているところです。そういった、稼ぐまちをつくるための投資もしていかなければいけない。そういかというところで、懸命の努力を、県や国に対してしているところです。そういった、稼ぐまちをつくるための投資もしていかなければいけない。そういかというところで、懸命の努力を、県や国に対してしているところです。そういった、稼ぐまちをつくるための投資もしていかなければいけない。そういかというところで、懸命の努力を、県や国に対してしているところです。そういった、稼ぐまちをつくるための投資もしていかなければいけない。そう

した中で、健全財政という意味では、借金が急に重なっていくっていうことは避けたいなと思っていて、病院の建設費がした中で、健全財政という意味では、借金が急に重なっていくっていうことは避けたいなと思っていて、病院の建設費がした中で、健全財政という意味では、借金が急に重なっていくっていうことは避けたいなと思っていて、病院の建設費がした中で、健全財政という意味では、借金が急に重なっていくっていうことは避けたいなと思っていて、病院の建設費が 20202020 億も億も億も億も 30303030 億も安くなるというこ億も安くなるというこ億も安くなるというこ億も安くなるというこ

とであれば、急いでとであれば、急いでとであれば、急いでとであれば、急いで 32323232 年に間に合わせるように市役所を建てたほうが有利かもしれません。しかし病院の建設がいくらくらいで収まってくるのかっていう年に間に合わせるように市役所を建てたほうが有利かもしれません。しかし病院の建設がいくらくらいで収まってくるのかっていう年に間に合わせるように市役所を建てたほうが有利かもしれません。しかし病院の建設がいくらくらいで収まってくるのかっていう年に間に合わせるように市役所を建てたほうが有利かもしれません。しかし病院の建設がいくらくらいで収まってくるのかっていう

のは、今年いっぱいのは、今年いっぱいのは、今年いっぱいのは、今年いっぱい、ちょっと様子がかかります。それをしっかり見定めて、先の判断をさせてもらいたいなというのが、実は正直なところであります。、ちょっと様子がかかります。それをしっかり見定めて、先の判断をさせてもらいたいなというのが、実は正直なところであります。、ちょっと様子がかかります。それをしっかり見定めて、先の判断をさせてもらいたいなというのが、実は正直なところであります。、ちょっと様子がかかります。それをしっかり見定めて、先の判断をさせてもらいたいなというのが、実は正直なところであります。

さっきお話したように、ずっとずっと右肩上がりで税収が伸びていく時代ではなくなりましたから、いろんなものを造って、あとは次の人たちが返せばいさっきお話したように、ずっとずっと右肩上がりで税収が伸びていく時代ではなくなりましたから、いろんなものを造って、あとは次の人たちが返せばいさっきお話したように、ずっとずっと右肩上がりで税収が伸びていく時代ではなくなりましたから、いろんなものを造って、あとは次の人たちが返せばいさっきお話したように、ずっとずっと右肩上がりで税収が伸びていく時代ではなくなりましたから、いろんなものを造って、あとは次の人たちが返せばい

いって言うわけではないのです。いって言うわけではないのです。いって言うわけではないのです。いって言うわけではないのです。10101010 年先の島田のために、今何を選択するかっていうことだし、年先の島田のために、今何を選択するかっていうことだし、年先の島田のために、今何を選択するかっていうことだし、年先の島田のために、今何を選択するかっていうことだし、10101010 年先の島田に責任を持つ市政をすることが今の市長の役年先の島田に責任を持つ市政をすることが今の市長の役年先の島田に責任を持つ市政をすることが今の市長の役年先の島田に責任を持つ市政をすることが今の市長の役

割に、これからの市長の役割になってきているって、私はそういうふうに思いながら、実は市政運営をさせてもらっていると割に、これからの市長の役割になってきているって、私はそういうふうに思いながら、実は市政運営をさせてもらっていると割に、これからの市長の役割になってきているって、私はそういうふうに思いながら、実は市政運営をさせてもらっていると割に、これからの市長の役割になってきているって、私はそういうふうに思いながら、実は市政運営をさせてもらっているところであります。今、市民会ころであります。今、市民会ころであります。今、市民会ころであります。今、市民会

館のお話をしました。病院の話も幾らかいたしましたけれども、病院は、新しい病院を東側の駐車場の方に置こうと思っています。道も付け替えて、形は館のお話をしました。病院の話も幾らかいたしましたけれども、病院は、新しい病院を東側の駐車場の方に置こうと思っています。道も付け替えて、形は館のお話をしました。病院の話も幾らかいたしましたけれども、病院は、新しい病院を東側の駐車場の方に置こうと思っています。道も付け替えて、形は館のお話をしました。病院の話も幾らかいたしましたけれども、病院は、新しい病院を東側の駐車場の方に置こうと思っています。道も付け替えて、形は

三角形ではなくて、たぶん今の感じだと、決定ではありませんが、三角形ではなくて、たぶん今の感じだと、決定ではありませんが、三角形ではなくて、たぶん今の感じだと、決定ではありませんが、三角形ではなくて、たぶん今の感じだと、決定ではありませんが、    T T T T 字型のような形になっていくような計画を持っています。地盤のことも、実は街の中字型のような形になっていくような計画を持っています。地盤のことも、実は街の中字型のような形になっていくような計画を持っています。地盤のことも、実は街の中字型のような形になっていくような計画を持っています。地盤のことも、実は街の中

に病院を移転するっていう話があったとき、液状化で危ないからっていう話もあったんですね。それだから、市民の方々はあそこで大丈夫なのかって、とに病院を移転するっていう話があったとき、液状化で危ないからっていう話もあったんですね。それだから、市民の方々はあそこで大丈夫なのかって、とに病院を移転するっていう話があったとき、液状化で危ないからっていう話もあったんですね。それだから、市民の方々はあそこで大丈夫なのかって、とに病院を移転するっていう話があったとき、液状化で危ないからっていう話もあったんですね。それだから、市民の方々はあそこで大丈夫なのかって、と

っても心配をされておられて、議会でもそういう質問が何度も何度も出ていっても心配をされておられて、議会でもそういう質問が何度も何度も出ていっても心配をされておられて、議会でもそういう質問が何度も何度も出ていっても心配をされておられて、議会でもそういう質問が何度も何度も出ています。しかし、私もボーリング調査の結果の土も見ましたけれども、確かに岩ます。しかし、私もボーリング調査の結果の土も見ましたけれども、確かに岩ます。しかし、私もボーリング調査の結果の土も見ましたけれども、確かに岩ます。しかし、私もボーリング調査の結果の土も見ましたけれども、確かに岩
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盤までは距離があるんです。深いところは盤までは距離があるんです。深いところは盤までは距離があるんです。深いところは盤までは距離があるんです。深いところは 30m 30m 30m 30m くらいまで、岩盤まであります。だけど、上は粘土質で、少し砂が混じっているようなものです。液状化っくらいまで、岩盤まであります。だけど、上は粘土質で、少し砂が混じっているようなものです。液状化っくらいまで、岩盤まであります。だけど、上は粘土質で、少し砂が混じっているようなものです。液状化っくらいまで、岩盤まであります。だけど、上は粘土質で、少し砂が混じっているようなものです。液状化っ

ていうのは水と砂が混ざって液状化するものですから、静岡県の第四次被害想定でも、あの場所が液状化するというふうにはなっていません。液状化しにていうのは水と砂が混ざって液状化するものですから、静岡県の第四次被害想定でも、あの場所が液状化するというふうにはなっていません。液状化しにていうのは水と砂が混ざって液状化するものですから、静岡県の第四次被害想定でも、あの場所が液状化するというふうにはなっていません。液状化しにていうのは水と砂が混ざって液状化するものですから、静岡県の第四次被害想定でも、あの場所が液状化するというふうにはなっていません。液状化しに

くい場所となっています。ただ、地盤まで、岩盤まで少し深いので、杭を打ったり、そういったことはしなきゃいけないということは確かです。しかし、くい場所となっています。ただ、地盤まで、岩盤まで少し深いので、杭を打ったり、そういったことはしなきゃいけないということは確かです。しかし、くい場所となっています。ただ、地盤まで、岩盤まで少し深いので、杭を打ったり、そういったことはしなきゃいけないということは確かです。しかし、くい場所となっています。ただ、地盤まで、岩盤まで少し深いので、杭を打ったり、そういったことはしなきゃいけないということは確かです。しかし、

本当ならば、昔、平成本当ならば、昔、平成本当ならば、昔、平成本当ならば、昔、平成 19191919 年には新病院の建設計画があって、その当時の計画のままなら平成年には新病院の建設計画があって、その当時の計画のままなら平成年には新病院の建設計画があって、その当時の計画のままなら平成年には新病院の建設計画があって、その当時の計画のままなら平成 25252525 年くらいには病院が出来ていたはずですが、平成年くらいには病院が出来ていたはずですが、平成年くらいには病院が出来ていたはずですが、平成年くらいには病院が出来ていたはずですが、平成 24242424、、、、25252525 年年年年

あたりですか、大きく病院の方針が、何度もいろいろと方針転換があってですね、今病院も待ったなしの状況だというふうに私は判断をしています。ですあたりですか、大きく病院の方針が、何度もいろいろと方針転換があってですね、今病院も待ったなしの状況だというふうに私は判断をしています。ですあたりですか、大きく病院の方針が、何度もいろいろと方針転換があってですね、今病院も待ったなしの状況だというふうに私は判断をしています。ですあたりですか、大きく病院の方針が、何度もいろいろと方針転換があってですね、今病院も待ったなしの状況だというふうに私は判断をしています。です

から、病院の建設は、とにかく市民のよりどころ、市内にから、病院の建設は、とにかく市民のよりどころ、市内にから、病院の建設は、とにかく市民のよりどころ、市内にから、病院の建設は、とにかく市民のよりどころ、市内に 1111 ヶ所しか入院できるところが無いわけですから、これを何としても、皆様が安心して、かつまヶ所しか入院できるところが無いわけですから、これを何としても、皆様が安心して、かつまヶ所しか入院できるところが無いわけですから、これを何としても、皆様が安心して、かつまヶ所しか入院できるところが無いわけですから、これを何としても、皆様が安心して、かつま

た近隣の市町の人も来ていただける、そういう立派な病院を造りたい。それと同時に、医師の確保を何としてもしなければならなた近隣の市町の人も来ていただける、そういう立派な病院を造りたい。それと同時に、医師の確保を何としてもしなければならなた近隣の市町の人も来ていただける、そういう立派な病院を造りたい。それと同時に、医師の確保を何としてもしなければならなた近隣の市町の人も来ていただける、そういう立派な病院を造りたい。それと同時に、医師の確保を何としてもしなければならない。この医師の確保も、い。この医師の確保も、い。この医師の確保も、い。この医師の確保も、

島田は京大系とか言われていましたけれども、でも京都大学からは、なかなか静岡県に医師を送るのは難しいというお話をいただいています。理由は、京島田は京大系とか言われていましたけれども、でも京都大学からは、なかなか静岡県に医師を送るのは難しいというお話をいただいています。理由は、京島田は京大系とか言われていましたけれども、でも京都大学からは、なかなか静岡県に医師を送るのは難しいというお話をいただいています。理由は、京島田は京大系とか言われていましたけれども、でも京都大学からは、なかなか静岡県に医師を送るのは難しいというお話をいただいています。理由は、京

都大学と言えども関西圏域の学生さん達が多くなって、関西圏、近畿圏から抜けたくない、三重県くらいまでならば関西圏だけれども、静岡は遠いところ都大学と言えども関西圏域の学生さん達が多くなって、関西圏、近畿圏から抜けたくない、三重県くらいまでならば関西圏だけれども、静岡は遠いところ都大学と言えども関西圏域の学生さん達が多くなって、関西圏、近畿圏から抜けたくない、三重県くらいまでならば関西圏だけれども、静岡は遠いところ都大学と言えども関西圏域の学生さん達が多くなって、関西圏、近畿圏から抜けたくない、三重県くらいまでならば関西圏だけれども、静岡は遠いところ

だと。昔みたいに医局制度があって、教授が、「お前あっち、こっち」って言えれば、静岡にも配置が出来たけれども、みんな今、学生さん達が自分の研修だと。昔みたいに医局制度があって、教授が、「お前あっち、こっち」って言えれば、静岡にも配置が出来たけれども、みんな今、学生さん達が自分の研修だと。昔みたいに医局制度があって、教授が、「お前あっち、こっち」って言えれば、静岡にも配置が出来たけれども、みんな今、学生さん達が自分の研修だと。昔みたいに医局制度があって、教授が、「お前あっち、こっち」って言えれば、静岡にも配置が出来たけれども、みんな今、学生さん達が自分の研修

の場所を探す、自分の好きなところに行ける時代になったものですから、なかなかの場所を探す、自分の好きなところに行ける時代になったものですから、なかなかの場所を探す、自分の好きなところに行ける時代になったものですから、なかなかの場所を探す、自分の好きなところに行ける時代になったものですから、なかなかそれも難しいという中で、私は、これから浜松医大の方にしっかりシフそれも難しいという中で、私は、これから浜松医大の方にしっかりシフそれも難しいという中で、私は、これから浜松医大の方にしっかりシフそれも難しいという中で、私は、これから浜松医大の方にしっかりシフ

トしていきたいというふうに考えています。就任以来、トしていきたいというふうに考えています。就任以来、トしていきたいというふうに考えています。就任以来、トしていきたいというふうに考えています。就任以来、2222 ヶ月にヶ月にヶ月にヶ月に 1111 回ぐらいは学長の所に通い詰めてですね、これから、島田の市民病院を浜医系の先生た回ぐらいは学長の所に通い詰めてですね、これから、島田の市民病院を浜医系の先生た回ぐらいは学長の所に通い詰めてですね、これから、島田の市民病院を浜医系の先生た回ぐらいは学長の所に通い詰めてですね、これから、島田の市民病院を浜医系の先生た

ちに診てもらえるようにということを、ずっとお願いをしてきています。最初に行った時は、それこそ、「今頃来てなんだ」と「これまで来なかったじゃなちに診てもらえるようにということを、ずっとお願いをしてきています。最初に行った時は、それこそ、「今頃来てなんだ」と「これまで来なかったじゃなちに診てもらえるようにということを、ずっとお願いをしてきています。最初に行った時は、それこそ、「今頃来てなんだ」と「これまで来なかったじゃなちに診てもらえるようにということを、ずっとお願いをしてきています。最初に行った時は、それこそ、「今頃来てなんだ」と「これまで来なかったじゃな

いか」ってお叱りも受けたし、大変厳しいなと思いましたけれども、足繁く通う中で、やっぱり、少しずつご理解をいただけて、今いか」ってお叱りも受けたし、大変厳しいなと思いましたけれども、足繁く通う中で、やっぱり、少しずつご理解をいただけて、今いか」ってお叱りも受けたし、大変厳しいなと思いましたけれども、足繁く通う中で、やっぱり、少しずつご理解をいただけて、今いか」ってお叱りも受けたし、大変厳しいなと思いましたけれども、足繁く通う中で、やっぱり、少しずつご理解をいただけて、今 88888888 人中人中人中人中 18181818 人は、浜医人は、浜医人は、浜医人は、浜医

の先生です。これを、これからもの先生です。これを、これからもの先生です。これを、これからもの先生です。これを、これからも増やしていけるように、長期に渡ってご支援いただけるようにということをしっかりお願いしています。増やしていけるように、長期に渡ってご支援いただけるようにということをしっかりお願いしています。増やしていけるように、長期に渡ってご支援いただけるようにということをしっかりお願いしています。増やしていけるように、長期に渡ってご支援いただけるようにということをしっかりお願いしています。浜医も、来年か浜医も、来年か浜医も、来年か浜医も、来年か

らららら 6666 年前か年前か年前か年前か 7777 年前から県内の学生を優先的に取るような措置をしているので、年に年前から県内の学生を優先的に取るような措置をしているので、年に年前から県内の学生を優先的に取るような措置をしているので、年に年前から県内の学生を優先的に取るような措置をしているので、年に 70707070 人から人から人から人から 80808080 人、県内に医師が輩出できるという事を言っています。そ人、県内に医師が輩出できるという事を言っています。そ人、県内に医師が輩出できるという事を言っています。そ人、県内に医師が輩出できるという事を言っています。そ

ういうことと合わせて、しっかり島田にお医者様ういうことと合わせて、しっかり島田にお医者様ういうことと合わせて、しっかり島田にお医者様ういうことと合わせて、しっかり島田にお医者様に来てに来てに来てに来てもらえるように、研修医だけではなくて、経験のある専門医の先生方に来ていただけるようにしてもらえるように、研修医だけではなくて、経験のある専門医の先生方に来ていただけるようにしてもらえるように、研修医だけではなくて、経験のある専門医の先生方に来ていただけるようにしてもらえるように、研修医だけではなくて、経験のある専門医の先生方に来ていただけるようにして

いきたいっていうのが私の思いです。しっかりと大学と繋がっていかないと、医師の確保も安定的に難しいっていうことも、つくづく感じているところでいきたいっていうのが私の思いです。しっかりと大学と繋がっていかないと、医師の確保も安定的に難しいっていうことも、つくづく感じているところでいきたいっていうのが私の思いです。しっかりと大学と繋がっていかないと、医師の確保も安定的に難しいっていうことも、つくづく感じているところでいきたいっていうのが私の思いです。しっかりと大学と繋がっていかないと、医師の確保も安定的に難しいっていうことも、つくづく感じているところで

す。そんなことを合わせながらやっていきたいし、それから市内の開業医の先生方も実は高齢化してす。そんなことを合わせながらやっていきたいし、それから市内の開業医の先生方も実は高齢化してす。そんなことを合わせながらやっていきたいし、それから市内の開業医の先生方も実は高齢化してす。そんなことを合わせながらやっていきたいし、それから市内の開業医の先生方も実は高齢化していっいっいっいって、なかなか往診にこたえられる先生が減ってきて、なかなか往診にこたえられる先生が減ってきて、なかなか往診にこたえられる先生が減ってきて、なかなか往診にこたえられる先生が減ってき

ました。これからました。これからました。これからました。これから 5555 年経つと、もっと往診してもらえる先生が減ってくる。市内の開業医の先生方も、娘さんや息子さんはみんなドクターですけれども、年経つと、もっと往診してもらえる先生が減ってくる。市内の開業医の先生方も、娘さんや息子さんはみんなドクターですけれども、年経つと、もっと往診してもらえる先生が減ってくる。市内の開業医の先生方も、娘さんや息子さんはみんなドクターですけれども、年経つと、もっと往診してもらえる先生が減ってくる。市内の開業医の先生方も、娘さんや息子さんはみんなドクターですけれども、

なかなか戻なかなか戻なかなか戻なかなか戻って個人病院をやるという娘さん息子さんは少なくなって、みんな大きな病院に勤めていらっしゃる方が多くなってしまいました。そうした中って個人病院をやるという娘さん息子さんは少なくなって、みんな大きな病院に勤めていらっしゃる方が多くなってしまいました。そうした中って個人病院をやるという娘さん息子さんは少なくなって、みんな大きな病院に勤めていらっしゃる方が多くなってしまいました。そうした中って個人病院をやるという娘さん息子さんは少なくなって、みんな大きな病院に勤めていらっしゃる方が多くなってしまいました。そうした中

で、地域医療を守らなければいけないということを思いますので、こので、地域医療を守らなければいけないということを思いますので、こので、地域医療を守らなければいけないということを思いますので、こので、地域医療を守らなければいけないということを思いますので、この 4444 月から月から月から月から 24242424 時間訪問看護ステーションというのを開設しました。これは、これまで時間訪問看護ステーションというのを開設しました。これは、これまで時間訪問看護ステーションというのを開設しました。これは、これまで時間訪問看護ステーションというのを開設しました。これは、これまで

健康づくり課と市民病院と双方にあった訪問看護ステーションをドッキングさせて、健康づくり課と市民病院と双方にあった訪問看護ステーションをドッキングさせて、健康づくり課と市民病院と双方にあった訪問看護ステーションをドッキングさせて、健康づくり課と市民病院と双方にあった訪問看護ステーションをドッキングさせて、24242424 時間、医師の指示書というのをいただいて、時間、医師の指示書というのをいただいて、時間、医師の指示書というのをいただいて、時間、医師の指示書というのをいただいて、8888 人の看護師が待機し人の看護師が待機し人の看護師が待機し人の看護師が待機し

ていますので、夜中でも携帯で連絡を取って、川根の奥だろうがどこだろうが、直接うかがって看護師が医療行為をていますので、夜中でも携帯で連絡を取って、川根の奥だろうがどこだろうが、直接うかがって看護師が医療行為をていますので、夜中でも携帯で連絡を取って、川根の奥だろうがどこだろうが、直接うかがって看護師が医療行為をていますので、夜中でも携帯で連絡を取って、川根の奥だろうがどこだろうが、直接うかがって看護師が医療行為をし、必要ならば市民病院に入院していし、必要ならば市民病院に入院していし、必要ならば市民病院に入院していし、必要ならば市民病院に入院してい

ただくということの中で、安心して在宅の医療をしてもらおうという流れです。国も、ただくということの中で、安心して在宅の医療をしてもらおうという流れです。国も、ただくということの中で、安心して在宅の医療をしてもらおうという流れです。国も、ただくということの中で、安心して在宅の医療をしてもらおうという流れです。国も、2025202520252025 年、この年が、団塊の世代の人たちが、全員後期高齢者になる年、この年が、団塊の世代の人たちが、全員後期高齢者になる年、この年が、団塊の世代の人たちが、全員後期高齢者になる年、この年が、団塊の世代の人たちが、全員後期高齢者になる

年です。年です。年です。年です。75757575 歳以上になる年が歳以上になる年が歳以上になる年が歳以上になる年が 2025202520252025 年です。この年に向けて、国は大きく医療制度を改革しようとしています。その流れは、今までは施設とか病院で最期年です。この年に向けて、国は大きく医療制度を改革しようとしています。その流れは、今までは施設とか病院で最期年です。この年に向けて、国は大きく医療制度を改革しようとしています。その流れは、今までは施設とか病院で最期年です。この年に向けて、国は大きく医療制度を改革しようとしています。その流れは、今までは施設とか病院で最期

を迎える方が多かったですけれども、そういうのを全部在宅へという流れです。これまでは介護保険をつくったりなんだりして、できるだけ施設へ、病院を迎える方が多かったですけれども、そういうのを全部在宅へという流れです。これまでは介護保険をつくったりなんだりして、できるだけ施設へ、病院を迎える方が多かったですけれども、そういうのを全部在宅へという流れです。これまでは介護保険をつくったりなんだりして、できるだけ施設へ、病院を迎える方が多かったですけれども、そういうのを全部在宅へという流れです。これまでは介護保険をつくったりなんだりして、できるだけ施設へ、病院
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へというところを、今のままやっているとへというところを、今のままやっているとへというところを、今のままやっているとへというところを、今のままやっていると 1111 年に年に年に年に 1111 兆円ずつ医兆円ずつ医兆円ずつ医兆円ずつ医療費が伸びてきています。国も、このままではもたなくなってきて、医療費の削減と同時に、療費が伸びてきています。国も、このままではもたなくなってきて、医療費の削減と同時に、療費が伸びてきています。国も、このままではもたなくなってきて、医療費の削減と同時に、療費が伸びてきています。国も、このままではもたなくなってきて、医療費の削減と同時に、

医療制度を大きく見直して行こうという流れ、こういったものにも沿ってやっていかなければならない。志太は医療制度を大きく見直して行こうという流れ、こういったものにも沿ってやっていかなければならない。志太は医療制度を大きく見直して行こうという流れ、こういったものにも沿ってやっていかなければならない。志太は医療制度を大きく見直して行こうという流れ、こういったものにも沿ってやっていかなければならない。志太は 30303030 分以内に三つの病院があるわけですか分以内に三つの病院があるわけですか分以内に三つの病院があるわけですか分以内に三つの病院があるわけですか

ら、この病院の連携っていうのも深めていかないと、三つの病院がいつまでも今までと同じにいられる時代ではなくなってきている。ら、この病院の連携っていうのも深めていかないと、三つの病院がいつまでも今までと同じにいられる時代ではなくなってきている。ら、この病院の連携っていうのも深めていかないと、三つの病院がいつまでも今までと同じにいられる時代ではなくなってきている。ら、この病院の連携っていうのも深めていかないと、三つの病院がいつまでも今までと同じにいられる時代ではなくなってきている。これは、認識としてこれは、認識としてこれは、認識としてこれは、認識として

は三つが病院を持つ首長がみんな、その認識はあると思います。ただ、東大系だったり京大系だったり、いろいろな差異があって、すぐに一つの病院にすは三つが病院を持つ首長がみんな、その認識はあると思います。ただ、東大系だったり京大系だったり、いろいろな差異があって、すぐに一つの病院にすは三つが病院を持つ首長がみんな、その認識はあると思います。ただ、東大系だったり京大系だったり、いろいろな差異があって、すぐに一つの病院にすは三つが病院を持つ首長がみんな、その認識はあると思います。ただ、東大系だったり京大系だったり、いろいろな差異があって、すぐに一つの病院にす

るって訳にはいるって訳にはいるって訳にはいるって訳にはいかないけれども、今後いろんな意味で連携を深めて医師を相互派遣したり、機能を分担したり、そういうことは協議されていくだろうといかないけれども、今後いろんな意味で連携を深めて医師を相互派遣したり、機能を分担したり、そういうことは協議されていくだろうといかないけれども、今後いろんな意味で連携を深めて医師を相互派遣したり、機能を分担したり、そういうことは協議されていくだろうといかないけれども、今後いろんな意味で連携を深めて医師を相互派遣したり、機能を分担したり、そういうことは協議されていくだろうとい

うふうに思います。そうした置かれている条件がすごく変わってきたということも、新たな市民病院をキチっと建設していかなければという私の思いに、うふうに思います。そうした置かれている条件がすごく変わってきたということも、新たな市民病院をキチっと建設していかなければという私の思いに、うふうに思います。そうした置かれている条件がすごく変わってきたということも、新たな市民病院をキチっと建設していかなければという私の思いに、うふうに思います。そうした置かれている条件がすごく変わってきたということも、新たな市民病院をキチっと建設していかなければという私の思いに、

拍車をかけているというところであります。拍車をかけているというところであります。拍車をかけているというところであります。拍車をかけているというところであります。    

    

■特定空き家について■特定空き家について■特定空き家について■特定空き家について    

あと、街の中の大きな問題のあと、街の中の大きな問題のあと、街の中の大きな問題のあと、街の中の大きな問題の 1111 つは、特定空き家というのが、法律で特定空き家特別措置法がつくられました。特定空き家っていうのは、つは、特定空き家というのが、法律で特定空き家特別措置法がつくられました。特定空き家っていうのは、つは、特定空き家というのが、法律で特定空き家特別措置法がつくられました。特定空き家っていうのは、つは、特定空き家というのが、法律で特定空き家特別措置法がつくられました。特定空き家っていうのは、1111 年以上住ん年以上住ん年以上住ん年以上住ん

でいない、人が住んでいない、しかも、放置しておくと周辺に倒れてくるような危険があったり、あるいは環境的に、もしかしたらホームレスが住み込んでいない、人が住んでいない、しかも、放置しておくと周辺に倒れてくるような危険があったり、あるいは環境的に、もしかしたらホームレスが住み込んでいない、人が住んでいない、しかも、放置しておくと周辺に倒れてくるような危険があったり、あるいは環境的に、もしかしたらホームレスが住み込んでいない、人が住んでいない、しかも、放置しておくと周辺に倒れてくるような危険があったり、あるいは環境的に、もしかしたらホームレスが住み込ん

でしまったり、あるいは子どもたちの登下校とか、そういったところに危険が及ぶとか、そういった、何らかの危険が及ぶ可能性があるものを特定空き家でしまったり、あるいは子どもたちの登下校とか、そういったところに危険が及ぶとか、そういった、何らかの危険が及ぶ可能性があるものを特定空き家でしまったり、あるいは子どもたちの登下校とか、そういったところに危険が及ぶとか、そういった、何らかの危険が及ぶ可能性があるものを特定空き家でしまったり、あるいは子どもたちの登下校とか、そういったところに危険が及ぶとか、そういった、何らかの危険が及ぶ可能性があるものを特定空き家

といいます。景観上も非常に問題がある、衛生上も問題がある。といいます。景観上も非常に問題がある、衛生上も問題がある。といいます。景観上も非常に問題がある、衛生上も問題がある。といいます。景観上も非常に問題がある、衛生上も問題がある。それから、皆さんの生活環境の保全に著しく、それから、皆さんの生活環境の保全に著しく、それから、皆さんの生活環境の保全に著しく、それから、皆さんの生活環境の保全に著しく、放置することが不適切というような場合の放置することが不適切というような場合の放置することが不適切というような場合の放置することが不適切というような場合の

ことを、「特定空き家」と言うんです。今、このことを、「特定空き家」と言うんです。今、このことを、「特定空き家」と言うんです。今、このことを、「特定空き家」と言うんです。今、この 1111 年間をかけて、市内にそういう空き家があるかどうかっていう調査年間をかけて、市内にそういう空き家があるかどうかっていう調査年間をかけて、市内にそういう空き家があるかどうかっていう調査年間をかけて、市内にそういう空き家があるかどうかっていう調査ををををしています。特定空き家だっていうしています。特定空き家だっていうしています。特定空き家だっていうしています。特定空き家だっていう

ことでことでことでことで 1111 年間誰も住んでいなくて、放置されていて、しかも、今言ったように危険が及ぶ可能性があるということであると、市は、そこに立ち入り調査が年間誰も住んでいなくて、放置されていて、しかも、今言ったように危険が及ぶ可能性があるということであると、市は、そこに立ち入り調査が年間誰も住んでいなくて、放置されていて、しかも、今言ったように危険が及ぶ可能性があるということであると、市は、そこに立ち入り調査が年間誰も住んでいなくて、放置されていて、しかも、今言ったように危険が及ぶ可能性があるということであると、市は、そこに立ち入り調査が

できるようになって、持っている人に「家を壊してください」ということが言えるようになります。そして、何より「特定空き家ですよ」っていうふうにできるようになって、持っている人に「家を壊してください」ということが言えるようになります。そして、何より「特定空き家ですよ」っていうふうにできるようになって、持っている人に「家を壊してください」ということが言えるようになります。そして、何より「特定空き家ですよ」っていうふうにできるようになって、持っている人に「家を壊してください」ということが言えるようになります。そして、何より「特定空き家ですよ」っていうふうに

認定されると、更地と同じだけ税金がかかります。家が建ってい認定されると、更地と同じだけ税金がかかります。家が建ってい認定されると、更地と同じだけ税金がかかります。家が建ってい認定されると、更地と同じだけ税金がかかります。家が建っていると、税金が安いんです。更地よりも。ると、税金が安いんです。更地よりも。ると、税金が安いんです。更地よりも。ると、税金が安いんです。更地よりも。6666 倍違います。ですから、建っていたら倍違います。ですから、建っていたら倍違います。ですから、建っていたら倍違います。ですから、建っていたら 6666 分の分の分の分の 1111 っっっっ

て言ったらいいのかな。更地の。だけど、家が建っていても特定空き家ってなれば、更地と同じだけ税金をかけますよ。そしてまた、周辺に対して悪影響て言ったらいいのかな。更地の。だけど、家が建っていても特定空き家ってなれば、更地と同じだけ税金をかけますよ。そしてまた、周辺に対して悪影響て言ったらいいのかな。更地の。だけど、家が建っていても特定空き家ってなれば、更地と同じだけ税金をかけますよ。そしてまた、周辺に対して悪影響て言ったらいいのかな。更地の。だけど、家が建っていても特定空き家ってなれば、更地と同じだけ税金をかけますよ。そしてまた、周辺に対して悪影響

がある場合は、市長が、特定空き家の所有者に対して、撤去すること、除去すること、修繕すること、そういったことを指導や勧告や命令ができるというがある場合は、市長が、特定空き家の所有者に対して、撤去すること、除去すること、修繕すること、そういったことを指導や勧告や命令ができるというがある場合は、市長が、特定空き家の所有者に対して、撤去すること、除去すること、修繕すること、そういったことを指導や勧告や命令ができるというがある場合は、市長が、特定空き家の所有者に対して、撤去すること、除去すること、修繕すること、そういったことを指導や勧告や命令ができるという

ふうになりました。どうしてもその命令に従わなければ、市による行政代執行っていうんですか、市が代わりにその家を撤去して、撤去した費用を持ち主ふうになりました。どうしてもその命令に従わなければ、市による行政代執行っていうんですか、市が代わりにその家を撤去して、撤去した費用を持ち主ふうになりました。どうしてもその命令に従わなければ、市による行政代執行っていうんですか、市が代わりにその家を撤去して、撤去した費用を持ち主ふうになりました。どうしてもその命令に従わなければ、市による行政代執行っていうんですか、市が代わりにその家を撤去して、撤去した費用を持ち主

に請求するというに請求するというに請求するというに請求するというようなこともできるというふうになりました。この街の中に、そういう、著しく危険な空き家があるって、私はちょっと歩いている限りようなこともできるというふうになりました。この街の中に、そういう、著しく危険な空き家があるって、私はちょっと歩いている限りようなこともできるというふうになりました。この街の中に、そういう、著しく危険な空き家があるって、私はちょっと歩いている限りようなこともできるというふうになりました。この街の中に、そういう、著しく危険な空き家があるって、私はちょっと歩いている限り

は見当たらないですけれども、皆さんのお住まいの中で空き家が増えてきているっていう実感を持っていらっしゃるかもしれません。は見当たらないですけれども、皆さんのお住まいの中で空き家が増えてきているっていう実感を持っていらっしゃるかもしれません。は見当たらないですけれども、皆さんのお住まいの中で空き家が増えてきているっていう実感を持っていらっしゃるかもしれません。は見当たらないですけれども、皆さんのお住まいの中で空き家が増えてきているっていう実感を持っていらっしゃるかもしれません。そうした空き家に対そうした空き家に対そうした空き家に対そうした空き家に対

して、多少でも心配なことがある、例えば猫が住みついちゃっているとか、防犯の面で不安だとか、様々なものがありましたら、是非､して、多少でも心配なことがある、例えば猫が住みついちゃっているとか、防犯の面で不安だとか、様々なものがありましたら、是非､して、多少でも心配なことがある、例えば猫が住みついちゃっているとか、防犯の面で不安だとか、様々なものがありましたら、是非､して、多少でも心配なことがある、例えば猫が住みついちゃっているとか、防犯の面で不安だとか、様々なものがありましたら、是非､地域づくり課っ地域づくり課っ地域づくり課っ地域づくり課ってとてとてとてと

ころにご連絡をいただければありがたいなと思います。ころにご連絡をいただければありがたいなと思います。ころにご連絡をいただければありがたいなと思います。ころにご連絡をいただければありがたいなと思います。担当の方で、都市基盤部のものと一緒に現場を見させていただいて、担当の方で、都市基盤部のものと一緒に現場を見させていただいて、担当の方で、都市基盤部のものと一緒に現場を見させていただいて、担当の方で、都市基盤部のものと一緒に現場を見させていただいて、対応していきたいなと思って対応していきたいなと思って対応していきたいなと思って対応していきたいなと思って

いますので、この特定空き家のこともよろしくお願いしたいなと思います。いますので、この特定空き家のこともよろしくお願いしたいなと思います。いますので、この特定空き家のこともよろしくお願いしたいなと思います。いますので、この特定空き家のこともよろしくお願いしたいなと思います。    
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■防災について■防災について■防災について■防災について    

私の力を入れていることの中の私の力を入れていることの中の私の力を入れていることの中の私の力を入れていることの中の 1111 つに、やっぱり市民の安心な暮らしっていうか、防災面では特にこのつに、やっぱり市民の安心な暮らしっていうか、防災面では特にこのつに、やっぱり市民の安心な暮らしっていうか、防災面では特にこのつに、やっぱり市民の安心な暮らしっていうか、防災面では特にこの 3333 年、いろいろと頑張ってきたつもりでおります。年、いろいろと頑張ってきたつもりでおります。年、いろいろと頑張ってきたつもりでおります。年、いろいろと頑張ってきたつもりでおります。

やっぱりプロフェッショナルがいないと、進んでいかないなということで、今、眞部という危機管理監を自衛隊から招聘して、やっぱりプロフェッショナルがいないと、進んでいかないなということで、今、眞部という危機管理監を自衛隊から招聘して、やっぱりプロフェッショナルがいないと、進んでいかないなということで、今、眞部という危機管理監を自衛隊から招聘して、やっぱりプロフェッショナルがいないと、進んでいかないなということで、今、眞部という危機管理監を自衛隊から招聘して、2222 年目でございます。やっぱ年目でございます。やっぱ年目でございます。やっぱ年目でございます。やっぱ

り彼が来てから、すごく実践的な訓練や、地元の特性に応じた、それぞれの地域の避難計画を作ったりとか、そういうことができるようになってきたなとり彼が来てから、すごく実践的な訓練や、地元の特性に応じた、それぞれの地域の避難計画を作ったりとか、そういうことができるようになってきたなとり彼が来てから、すごく実践的な訓練や、地元の特性に応じた、それぞれの地域の避難計画を作ったりとか、そういうことができるようになってきたなとり彼が来てから、すごく実践的な訓練や、地元の特性に応じた、それぞれの地域の避難計画を作ったりとか、そういうことができるようになってきたなと

いうふうに思っています。今回の熊本地震もですね、発災直後から医療チームを派遣したり、それから眞部いうふうに思っています。今回の熊本地震もですね、発災直後から医療チームを派遣したり、それから眞部いうふうに思っています。今回の熊本地震もですね、発災直後から医療チームを派遣したり、それから眞部いうふうに思っています。今回の熊本地震もですね、発災直後から医療チームを派遣したり、それから眞部以下、視察団を送ったり、今も毎週、職員を交以下、視察団を送ったり、今も毎週、職員を交以下、視察団を送ったり、今も毎週、職員を交以下、視察団を送ったり、今も毎週、職員を交

代で現地に送り、かつまた、来週からは保健師を送るような形になっているんですけれども、そうした中で、市民の皆さんは、毎回大きな地震が来るたび代で現地に送り、かつまた、来週からは保健師を送るような形になっているんですけれども、そうした中で、市民の皆さんは、毎回大きな地震が来るたび代で現地に送り、かつまた、来週からは保健師を送るような形になっているんですけれども、そうした中で、市民の皆さんは、毎回大きな地震が来るたび代で現地に送り、かつまた、来週からは保健師を送るような形になっているんですけれども、そうした中で、市民の皆さんは、毎回大きな地震が来るたび

に、例えばに、例えばに、例えばに、例えば 3.113.113.113.11 のときは、島田にも津波が来るんじゃないかって、すごく心配されましたし、今回の地震では、のときは、島田にも津波が来るんじゃないかって、すごく心配されましたし、今回の地震では、のときは、島田にも津波が来るんじゃないかって、すごく心配されましたし、今回の地震では、のときは、島田にも津波が来るんじゃないかって、すごく心配されましたし、今回の地震では、1111 階がつぶれて下敷きになるという方が多階がつぶれて下敷きになるという方が多階がつぶれて下敷きになるという方が多階がつぶれて下敷きになるという方が多

かったものですから、やっぱり、島田の中にも、昭和かったものですから、やっぱり、島田の中にも、昭和かったものですから、やっぱり、島田の中にも、昭和かったものですから、やっぱり、島田の中にも、昭和 56565656 年よりも昔に建てられたお家は、今の耐震基準を満たしていません。耐震化率を上げたいと思って年よりも昔に建てられたお家は、今の耐震基準を満たしていません。耐震化率を上げたいと思って年よりも昔に建てられたお家は、今の耐震基準を満たしていません。耐震化率を上げたいと思って年よりも昔に建てられたお家は、今の耐震基準を満たしていません。耐震化率を上げたいと思って

いるんですが、やっぱり、いるんですが、やっぱり、いるんですが、やっぱり、いるんですが、やっぱり、100100100100 万円以上のお金がかか万円以上のお金がかか万円以上のお金がかか万円以上のお金がかかる中で、市の補助金がる中で、市の補助金がる中で、市の補助金がる中で、市の補助金が 60606060 万とか万とか万とか万とか 80808080 万とかいうことであると、なかなか持ち出しがあって、「もう万とかいうことであると、なかなか持ち出しがあって、「もう万とかいうことであると、なかなか持ち出しがあって、「もう万とかいうことであると、なかなか持ち出しがあって、「もう 80808080 もももも

過ぎたし、来た時は来た時だ。」っておしゃる方もいらっしゃるんだけれども、助かる命を、そんなことで失うっていうことが無いように、助けられる命は過ぎたし、来た時は来た時だ。」っておしゃる方もいらっしゃるんだけれども、助かる命を、そんなことで失うっていうことが無いように、助けられる命は過ぎたし、来た時は来た時だ。」っておしゃる方もいらっしゃるんだけれども、助かる命を、そんなことで失うっていうことが無いように、助けられる命は過ぎたし、来た時は来た時だ。」っておしゃる方もいらっしゃるんだけれども、助かる命を、そんなことで失うっていうことが無いように、助けられる命は

1111 人残らず助けたいっていう思いも強く持っています。そうした中で、今、おおるりの西側の方に、耐震のシェルターと防災ベットというのを展示してい人残らず助けたいっていう思いも強く持っています。そうした中で、今、おおるりの西側の方に、耐震のシェルターと防災ベットというのを展示してい人残らず助けたいっていう思いも強く持っています。そうした中で、今、おおるりの西側の方に、耐震のシェルターと防災ベットというのを展示してい人残らず助けたいっていう思いも強く持っています。そうした中で、今、おおるりの西側の方に、耐震のシェルターと防災ベットというのを展示してい

ます。これは、大きさで言うと三畳ぐらいの大きさでしょうかね。木造の古い、昭和ます。これは、大きさで言うと三畳ぐらいの大きさでしょうかね。木造の古い、昭和ます。これは、大きさで言うと三畳ぐらいの大きさでしょうかね。木造の古い、昭和ます。これは、大きさで言うと三畳ぐらいの大きさでしょうかね。木造の古い、昭和 56565656 年よりも前に建てたお家でしたら、その中にすっぽりと納めて、年よりも前に建てたお家でしたら、その中にすっぽりと納めて、年よりも前に建てたお家でしたら、その中にすっぽりと納めて、年よりも前に建てたお家でしたら、その中にすっぽりと納めて、家家家家

が壊れてもそこは必ず大丈夫だという、そういったものを、ベッドを二つを置ける大きさで、明が壊れてもそこは必ず大丈夫だという、そういったものを、ベッドを二つを置ける大きさで、明が壊れてもそこは必ず大丈夫だという、そういったものを、ベッドを二つを置ける大きさで、明が壊れてもそこは必ず大丈夫だという、そういったものを、ベッドを二つを置ける大きさで、明かかかかりりりりとりとりとりとりもあって、もあって、もあって、もあって、3333 トンの重さに耐えられるというようトンの重さに耐えられるというようトンの重さに耐えられるというようトンの重さに耐えられるというよう

な耐震シェルターです。これは、な耐震シェルターです。これは、な耐震シェルターです。これは、な耐震シェルターです。これは、30303030 万円の補助金を、市の方で出すこと、たぶん、今議会で、補正であげているものですから、最終日にお認めいただけれ万円の補助金を、市の方で出すこと、たぶん、今議会で、補正であげているものですから、最終日にお認めいただけれ万円の補助金を、市の方で出すこと、たぶん、今議会で、補正であげているものですから、最終日にお認めいただけれ万円の補助金を、市の方で出すこと、たぶん、今議会で、補正であげているものですから、最終日にお認めいただけれ

ば、ば、ば、ば、7777 月月月月 1111 日から募集をかけたいなと思っています。昭和日から募集をかけたいなと思っています。昭和日から募集をかけたいなと思っています。昭和日から募集をかけたいなと思っています。昭和 56565656 年以前のお宅で、耐震性が無いということであれば、その家の地盤のところも少し強化してか年以前のお宅で、耐震性が無いということであれば、その家の地盤のところも少し強化してか年以前のお宅で、耐震性が無いということであれば、その家の地盤のところも少し強化してか年以前のお宅で、耐震性が無いということであれば、その家の地盤のところも少し強化してか

らそのシェルターを置くということで、そんなに負担をいただかなくても、らそのシェルターを置くということで、そんなに負担をいただかなくても、らそのシェルターを置くということで、そんなに負担をいただかなくても、らそのシェルターを置くということで、そんなに負担をいただかなくても、30303030 万円の中でやれるとい万円の中でやれるとい万円の中でやれるとい万円の中でやれるというふうに思います。ご負担をいただいても数万円のとうふうに思います。ご負担をいただいても数万円のとうふうに思います。ご負担をいただいても数万円のとうふうに思います。ご負担をいただいても数万円のと

ころでやれるんではないかなと思います。と同時に、防災ベットといって、寝ている間中は、必ず、どんなことがあっても上にシェルターがあって、潰れころでやれるんではないかなと思います。と同時に、防災ベットといって、寝ている間中は、必ず、どんなことがあっても上にシェルターがあって、潰れころでやれるんではないかなと思います。と同時に、防災ベットといって、寝ている間中は、必ず、どんなことがあっても上にシェルターがあって、潰れころでやれるんではないかなと思います。と同時に、防災ベットといって、寝ている間中は、必ず、どんなことがあっても上にシェルターがあって、潰れ

ることが無いような、そういった防災ベットも展示してることが無いような、そういった防災ベットも展示してることが無いような、そういった防災ベットも展示してることが無いような、そういった防災ベットも展示していいいいます。そこは、ます。そこは、ます。そこは、ます。そこは、20202020 万円ですけれども、これも、ほぼ全額使っていただけるような措置で、今、今万円ですけれども、これも、ほぼ全額使っていただけるような措置で、今、今万円ですけれども、これも、ほぼ全額使っていただけるような措置で、今、今万円ですけれども、これも、ほぼ全額使っていただけるような措置で、今、今

議会にあげています。耐震補強の方も、これまでより、高齢者世帯も、そうでない世帯も議会にあげています。耐震補強の方も、これまでより、高齢者世帯も、そうでない世帯も議会にあげています。耐震補強の方も、これまでより、高齢者世帯も、そうでない世帯も議会にあげています。耐震補強の方も、これまでより、高齢者世帯も、そうでない世帯も 10101010 万円ずつ上げて、県内の市町の中では、万円ずつ上げて、県内の市町の中では、万円ずつ上げて、県内の市町の中では、万円ずつ上げて、県内の市町の中では、23232323 市の中では、トップ市の中では、トップ市の中では、トップ市の中では、トップ

レベルの補助率にいたしました。そういうことをレベルの補助率にいたしました。そういうことをレベルの補助率にいたしました。そういうことをレベルの補助率にいたしました。そういうことを合わせながら、使っていただいて、是非、古いお宅に住んでいる方がいらしたら、おおるりの西側の方に、合わせながら、使っていただいて、是非、古いお宅に住んでいる方がいらしたら、おおるりの西側の方に、合わせながら、使っていただいて、是非、古いお宅に住んでいる方がいらしたら、おおるりの西側の方に、合わせながら、使っていただいて、是非、古いお宅に住んでいる方がいらしたら、おおるりの西側の方に、

今展示していますから、見ていただいて、使っていただけたらありがたいなというふうに思います。熊本地震は、直下型の地震だったので、強い揺れでは今展示していますから、見ていただいて、使っていただけたらありがたいなというふうに思います。熊本地震は、直下型の地震だったので、強い揺れでは今展示していますから、見ていただいて、使っていただけたらありがたいなというふうに思います。熊本地震は、直下型の地震だったので、強い揺れでは今展示していますから、見ていただいて、使っていただけたらありがたいなというふうに思います。熊本地震は、直下型の地震だったので、強い揺れでは

あったけれども、たぶん、あったけれども、たぶん、あったけれども、たぶん、あったけれども、たぶん、10101010 数秒くらいしか数秒くらいしか数秒くらいしか数秒くらいしか揺れなかった揺れなかった揺れなかった揺れなかったと思います。こちらの地震は海溝型の地震で、と思います。こちらの地震は海溝型の地震で、と思います。こちらの地震は海溝型の地震で、と思います。こちらの地震は海溝型の地震で、3333 分、分、分、分、4444 分って言う長い時間、激しい揺れに襲われ分って言う長い時間、激しい揺れに襲われ分って言う長い時間、激しい揺れに襲われ分って言う長い時間、激しい揺れに襲われ

る。その後に、旧市街の密集したところでは、火事が起こるようなことも想定されていますので、そういったことも起こらないように、これからまた新る。その後に、旧市街の密集したところでは、火事が起こるようなことも想定されていますので、そういったことも起こらないように、これからまた新る。その後に、旧市街の密集したところでは、火事が起こるようなことも想定されていますので、そういったことも起こらないように、これからまた新る。その後に、旧市街の密集したところでは、火事が起こるようなことも想定されていますので、そういったことも起こらないように、これからまた新たたたた

な施策を考えていきたいなというふうに思っているところです。いずれにしても、とにかく、皆が助かるようにということで、私としても避難所運営会議な施策を考えていきたいなというふうに思っているところです。いずれにしても、とにかく、皆が助かるようにということで、私としても避難所運営会議な施策を考えていきたいなというふうに思っているところです。いずれにしても、とにかく、皆が助かるようにということで、私としても避難所運営会議な施策を考えていきたいなというふうに思っているところです。いずれにしても、とにかく、皆が助かるようにということで、私としても避難所運営会議

だとか、地域の防災計画を作るとか、そういうところに市の職員をしっかり出していきますので、是非、この自治会ではあった避難計画だとか、この自治だとか、地域の防災計画を作るとか、そういうところに市の職員をしっかり出していきますので、是非、この自治会ではあった避難計画だとか、この自治だとか、地域の防災計画を作るとか、そういうところに市の職員をしっかり出していきますので、是非、この自治会ではあった避難計画だとか、この自治だとか、地域の防災計画を作るとか、そういうところに市の職員をしっかり出していきますので、是非、この自治会ではあった避難計画だとか、この自治

会ではどうすればいいのかということを、危機管理課の職員を呼んでですね、話を聞いてもらったり、計画を作ってもらえたらありがたいなというふうに会ではどうすればいいのかということを、危機管理課の職員を呼んでですね、話を聞いてもらったり、計画を作ってもらえたらありがたいなというふうに会ではどうすればいいのかということを、危機管理課の職員を呼んでですね、話を聞いてもらったり、計画を作ってもらえたらありがたいなというふうに会ではどうすればいいのかということを、危機管理課の職員を呼んでですね、話を聞いてもらったり、計画を作ってもらえたらありがたいなというふうに

思いますので、よろしくお願いいたします。思いますので、よろしくお願いいたします。思いますので、よろしくお願いいたします。思いますので、よろしくお願いいたします。    
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■産業支援センターについて■産業支援センターについて■産業支援センターについて■産業支援センターについて    

しましんの向かい側に、昔、しましんの向かい側に、昔、しましんの向かい側に、昔、しましんの向かい側に、昔、島田代弁のあったところに、産業支援センターというのをつくりました。「おび島田代弁のあったところに、産業支援センターというのをつくりました。「おび島田代弁のあったところに、産業支援センターというのをつくりました。「おび島田代弁のあったところに、産業支援センターというのをつくりました。「おびサポサポサポサポ」というんですけど、これは、地元の産」というんですけど、これは、地元の産」というんですけど、これは、地元の産」というんですけど、これは、地元の産

業構造がだんだん弱くなってきて、今回の選挙もアベノミクスを進めるのかやめるのかの選挙だ、みたいな話も、実は言われています。だけど、アベノミ業構造がだんだん弱くなってきて、今回の選挙もアベノミクスを進めるのかやめるのかの選挙だ、みたいな話も、実は言われています。だけど、アベノミ業構造がだんだん弱くなってきて、今回の選挙もアベノミクスを進めるのかやめるのかの選挙だ、みたいな話も、実は言われています。だけど、アベノミ業構造がだんだん弱くなってきて、今回の選挙もアベノミクスを進めるのかやめるのかの選挙だ、みたいな話も、実は言われています。だけど、アベノミ

クスは、都会ではその通りになっているかもしれないけれど、まだまだ地方都市の中で、その景気の回復を実感できるところまでは来ていません。有効求クスは、都会ではその通りになっているかもしれないけれど、まだまだ地方都市の中で、その景気の回復を実感できるところまでは来ていません。有効求クスは、都会ではその通りになっているかもしれないけれど、まだまだ地方都市の中で、その景気の回復を実感できるところまでは来ていません。有効求クスは、都会ではその通りになっているかもしれないけれど、まだまだ地方都市の中で、その景気の回復を実感できるところまでは来ていません。有効求

人倍率も人倍率も人倍率も人倍率も 1.01.01.01.0 を越えましたけれども、それでも、県平均よりいくらか低いっていうのが、この島田の現状です。そうした中で、島田で操を越えましたけれども、それでも、県平均よりいくらか低いっていうのが、この島田の現状です。そうした中で、島田で操を越えましたけれども、それでも、県平均よりいくらか低いっていうのが、この島田の現状です。そうした中で、島田で操を越えましたけれども、それでも、県平均よりいくらか低いっていうのが、この島田の現状です。そうした中で、島田で操業している人、あ業している人、あ業している人、あ業している人、あ

るいは島田でこれから商売をしたいという人たちに対して、市の様々な、例えば販路開拓の事業の補助金を使っていただくとか、あるいは、県や国の補助るいは島田でこれから商売をしたいという人たちに対して、市の様々な、例えば販路開拓の事業の補助金を使っていただくとか、あるいは、県や国の補助るいは島田でこれから商売をしたいという人たちに対して、市の様々な、例えば販路開拓の事業の補助金を使っていただくとか、あるいは、県や国の補助るいは島田でこれから商売をしたいという人たちに対して、市の様々な、例えば販路開拓の事業の補助金を使っていただくとか、あるいは、県や国の補助

金や制度の説明をさせていただいて、お手伝いをさせていただくとか、あるいは、よその会社と組んで新しい製品を開発するとか、あるいは、建設会社な金や制度の説明をさせていただいて、お手伝いをさせていただくとか、あるいは、よその会社と組んで新しい製品を開発するとか、あるいは、建設会社な金や制度の説明をさせていただいて、お手伝いをさせていただくとか、あるいは、よその会社と組んで新しい製品を開発するとか、あるいは、建設会社な金や制度の説明をさせていただいて、お手伝いをさせていただくとか、あるいは、よその会社と組んで新しい製品を開発するとか、あるいは、建設会社な

んだけれども、これから介護事業に乗り出したいとか、そういった様々なことについてですね、一件あたりんだけれども、これから介護事業に乗り出したいとか、そういった様々なことについてですね、一件あたりんだけれども、これから介護事業に乗り出したいとか、そういった様々なことについてですね、一件あたりんだけれども、これから介護事業に乗り出したいとか、そういった様々なことについてですね、一件あたり 1111 時間ずつという形で、ご相談に応じるという時間ずつという形で、ご相談に応じるという時間ずつという形で、ご相談に応じるという時間ずつという形で、ご相談に応じるという

ことをやっているのが、あの「おびことをやっているのが、あの「おびことをやっているのが、あの「おびことをやっているのが、あの「おびサポサポサポサポ」であります。最初は、」であります。最初は、」であります。最初は、」であります。最初は、1111 年間に年間に年間に年間に 1,2001,2001,2001,200 件くら件くら件くら件くらいの目標で始めたんですけれども、だいたい、月にいの目標で始めたんですけれども、だいたい、月にいの目標で始めたんですけれども、だいたい、月にいの目標で始めたんですけれども、だいたい、月に 250250250250 件を超える件を超える件を超える件を超える

相談数があってですね、当初の予定の倍ぐらいの方に来ていただいているのかなというふうに思います。是非とも、農業をやっている方も、それから、商相談数があってですね、当初の予定の倍ぐらいの方に来ていただいているのかなというふうに思います。是非とも、農業をやっている方も、それから、商相談数があってですね、当初の予定の倍ぐらいの方に来ていただいているのかなというふうに思います。是非とも、農業をやっている方も、それから、商相談数があってですね、当初の予定の倍ぐらいの方に来ていただいているのかなというふうに思います。是非とも、農業をやっている方も、それから、商

工業だけでなくてね、何かしら相談したい、あるいは､冷やかしでもいいからちょっと寄ってみて、どんなところだか見ていくって、それだけでも結構です工業だけでなくてね、何かしら相談したい、あるいは､冷やかしでもいいからちょっと寄ってみて、どんなところだか見ていくって、それだけでも結構です工業だけでなくてね、何かしら相談したい、あるいは､冷やかしでもいいからちょっと寄ってみて、どんなところだか見ていくって、それだけでも結構です工業だけでなくてね、何かしら相談したい、あるいは､冷やかしでもいいからちょっと寄ってみて、どんなところだか見ていくって、それだけでも結構です

ので、皆さんに知っていただけたらありがたいなと思っています。たぶん街の中の人も、島田全体が、どんなもんやらと、お手並み拝見と思って、様子をので、皆さんに知っていただけたらありがたいなと思っています。たぶん街の中の人も、島田全体が、どんなもんやらと、お手並み拝見と思って、様子をので、皆さんに知っていただけたらありがたいなと思っています。たぶん街の中の人も、島田全体が、どんなもんやらと、お手並み拝見と思って、様子をので、皆さんに知っていただけたらありがたいなと思っています。たぶん街の中の人も、島田全体が、どんなもんやらと、お手並み拝見と思って、様子を

見ているのかもしれません。でも、市見ているのかもしれません。でも、市見ているのかもしれません。でも、市見ているのかもしれません。でも、市外の人たち、牧之原や吉田、焼津、藤枝、こちらから相談に来る方も大勢いらっしゃる、そういう状況になっていま外の人たち、牧之原や吉田、焼津、藤枝、こちらから相談に来る方も大勢いらっしゃる、そういう状況になっていま外の人たち、牧之原や吉田、焼津、藤枝、こちらから相談に来る方も大勢いらっしゃる、そういう状況になっていま外の人たち、牧之原や吉田、焼津、藤枝、こちらから相談に来る方も大勢いらっしゃる、そういう状況になっていま

すので、是非、地場の産業が、体力を付けていくことが、やっぱり今の島田にとても大事なことだと思ってやっていますので、そこも、知っておいていたすので、是非、地場の産業が、体力を付けていくことが、やっぱり今の島田にとても大事なことだと思ってやっていますので、そこも、知っておいていたすので、是非、地場の産業が、体力を付けていくことが、やっぱり今の島田にとても大事なことだと思ってやっていますので、そこも、知っておいていたすので、是非、地場の産業が、体力を付けていくことが、やっぱり今の島田にとても大事なことだと思ってやっていますので、そこも、知っておいていた

だけたらありがたいなというふうに思います。だけたらありがたいなというふうに思います。だけたらありがたいなというふうに思います。だけたらありがたいなというふうに思います。    

    

■■■■市政への取組実施状況評価市政への取組実施状況評価市政への取組実施状況評価市政への取組実施状況評価についてについてについてについて    

皆さん、ネットで見ていただいたかもしれないですけれども、この皆さん、ネットで見ていただいたかもしれないですけれども、この皆さん、ネットで見ていただいたかもしれないですけれども、この皆さん、ネットで見ていただいたかもしれないですけれども、この 3333 年間で、最初に年間で、最初に年間で、最初に年間で、最初に 30303030 項目ほどお約束をしたことがございました。そのことに対して、項目ほどお約束をしたことがございました。そのことに対して、項目ほどお約束をしたことがございました。そのことに対して、項目ほどお約束をしたことがございました。そのことに対して、

今、進捗状況がどうなのかということ、それから、一つ一つこの今、進捗状況がどうなのかということ、それから、一つ一つこの今、進捗状況がどうなのかということ、それから、一つ一つこの今、進捗状況がどうなのかということ、それから、一つ一つこの 3333 年間でどういうふうに進捗してきたのかっていうような細かなことをですね、データと年間でどういうふうに進捗してきたのかっていうような細かなことをですね、データと年間でどういうふうに進捗してきたのかっていうような細かなことをですね、データと年間でどういうふうに進捗してきたのかっていうような細かなことをですね、データと

して、これはホームページ上に載せていますし、支所等に行けば印刷したものもあるかと思いますから、是非、見ていただけたらありがたいなというふうして、これはホームページ上に載せていますし、支所等に行けば印刷したものもあるかと思いますから、是非、見ていただけたらありがたいなというふうして、これはホームページ上に載せていますし、支所等に行けば印刷したものもあるかと思いますから、是非、見ていただけたらありがたいなというふうして、これはホームページ上に載せていますし、支所等に行けば印刷したものもあるかと思いますから、是非、見ていただけたらありがたいなというふう

に思います。よろしくお願いいたします。に思います。よろしくお願いいたします。に思います。よろしくお願いいたします。に思います。よろしくお願いいたします。    

    

■北部緑地■北部緑地■北部緑地■北部緑地整備の要望書について整備の要望書について整備の要望書について整備の要望書について    

（最近、市へ提出したとい（最近、市へ提出したとい（最近、市へ提出したとい（最近、市へ提出したという要望書を見て）う要望書を見て）う要望書を見て）う要望書を見て）実は私もこの公園、何とかしたいとずっと思っています。というのは、せっかくあるのに、利用している人実は私もこの公園、何とかしたいとずっと思っています。というのは、せっかくあるのに、利用している人実は私もこの公園、何とかしたいとずっと思っています。というのは、せっかくあるのに、利用している人実は私もこの公園、何とかしたいとずっと思っています。というのは、せっかくあるのに、利用している人

を見ないです。を見ないです。を見ないです。を見ないです。3333 年前は、かなり、樹木が生い茂って、ホームレスの人がいたりとかして、なおのこと、近づけない、いっそのこと、あそこが芝生だったら年前は、かなり、樹木が生い茂って、ホームレスの人がいたりとかして、なおのこと、近づけない、いっそのこと、あそこが芝生だったら年前は、かなり、樹木が生い茂って、ホームレスの人がいたりとかして、なおのこと、近づけない、いっそのこと、あそこが芝生だったら年前は、かなり、樹木が生い茂って、ホームレスの人がいたりとかして、なおのこと、近づけない、いっそのこと、あそこが芝生だったら

若いお母さんたちが子どもを連れて行くだろうになと思ったり、いろいろ考えておりました。そうした中、何とかしたいっていう思いが、もちろん持って若いお母さんたちが子どもを連れて行くだろうになと思ったり、いろいろ考えておりました。そうした中、何とかしたいっていう思いが、もちろん持って若いお母さんたちが子どもを連れて行くだろうになと思ったり、いろいろ考えておりました。そうした中、何とかしたいっていう思いが、もちろん持って若いお母さんたちが子どもを連れて行くだろうになと思ったり、いろいろ考えておりました。そうした中、何とかしたいっていう思いが、もちろん持って

います。丸ごとあれを撤去して、例えば、緑地じゃないけれども、スポーツ広場みたいにして、バスケットやバレーボールを好きにやっいます。丸ごとあれを撤去して、例えば、緑地じゃないけれども、スポーツ広場みたいにして、バスケットやバレーボールを好きにやっいます。丸ごとあれを撤去して、例えば、緑地じゃないけれども、スポーツ広場みたいにして、バスケットやバレーボールを好きにやっいます。丸ごとあれを撤去して、例えば、緑地じゃないけれども、スポーツ広場みたいにして、バスケットやバレーボールを好きにやってもらっても、そてもらっても、そてもらっても、そてもらっても、そ
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れでも避難所として有効活用できれば、雑草も生えないから、それも一つですよね。樹木の伐採等もですね、だいぶ切り込んだ、刈り込んだことは確かなれでも避難所として有効活用できれば、雑草も生えないから、それも一つですよね。樹木の伐採等もですね、だいぶ切り込んだ、刈り込んだことは確かなれでも避難所として有効活用できれば、雑草も生えないから、それも一つですよね。樹木の伐採等もですね、だいぶ切り込んだ、刈り込んだことは確かなれでも避難所として有効活用できれば、雑草も生えないから、それも一つですよね。樹木の伐採等もですね、だいぶ切り込んだ、刈り込んだことは確かな

んですけども、まだまだ、実際見るとあるなということがわかりました。ここに書かれている通り、昔は、手入れをしてくださる方がいらっしゃっても、んですけども、まだまだ、実際見るとあるなということがわかりました。ここに書かれている通り、昔は、手入れをしてくださる方がいらっしゃっても、んですけども、まだまだ、実際見るとあるなということがわかりました。ここに書かれている通り、昔は、手入れをしてくださる方がいらっしゃっても、んですけども、まだまだ、実際見るとあるなということがわかりました。ここに書かれている通り、昔は、手入れをしてくださる方がいらっしゃっても、

今は今は今は今はいいいいないということでね、（ないということでね、（ないということでね、（ないということでね、（出席者から：「出席者から：「出席者から：「出席者から：「今もいるんです。今もいるんです。今もいるんです。今もいるんです。」」」」）はい、わかりました。要望書もいただきましたし、また少し、検討させてもらって、話を）はい、わかりました。要望書もいただきましたし、また少し、検討させてもらって、話を）はい、わかりました。要望書もいただきましたし、また少し、検討させてもらって、話を）はい、わかりました。要望書もいただきましたし、また少し、検討させてもらって、話を

させてください。公園の整備って、やっぱり地域の皆様のご理解をいただかないと難しいし、中には、バスケットボールのできる場所が欲しいとか、フッさせてください。公園の整備って、やっぱり地域の皆様のご理解をいただかないと難しいし、中には、バスケットボールのできる場所が欲しいとか、フッさせてください。公園の整備って、やっぱり地域の皆様のご理解をいただかないと難しいし、中には、バスケットボールのできる場所が欲しいとか、フッさせてください。公園の整備って、やっぱり地域の皆様のご理解をいただかないと難しいし、中には、バスケットボールのできる場所が欲しいとか、フッ

トサルのできる場所が欲しいとか、そういうことをおトサルのできる場所が欲しいとか、そういうことをおトサルのできる場所が欲しいとか、そういうことをおトサルのできる場所が欲しいとか、そういうことをおっっっっしゃる方もいらっしゃるし、どういうふうにしたら一番いいのかと思いながら、話をしています。しゃる方もいらっしゃるし、どういうふうにしたら一番いいのかと思いながら、話をしています。しゃる方もいらっしゃるし、どういうふうにしたら一番いいのかと思いながら、話をしています。しゃる方もいらっしゃるし、どういうふうにしたら一番いいのかと思いながら、話をしています。

それで、やっぱり公園っていうのを、しばらく、あまり公園行政を推進してこなかったものだから、いろんなところで、実は修理しなきゃいけないものや、それで、やっぱり公園っていうのを、しばらく、あまり公園行政を推進してこなかったものだから、いろんなところで、実は修理しなきゃいけないものや、それで、やっぱり公園っていうのを、しばらく、あまり公園行政を推進してこなかったものだから、いろんなところで、実は修理しなきゃいけないものや、それで、やっぱり公園っていうのを、しばらく、あまり公園行政を推進してこなかったものだから、いろんなところで、実は修理しなきゃいけないものや、

フェンスが朽ちフェンスが朽ちフェンスが朽ちフェンスが朽ちかけていたり、そういうところがたくさんたまっちゃってて、順次それを一生懸命やっているところではあります。しかしこの課題についかけていたり、そういうところがたくさんたまっちゃってて、順次それを一生懸命やっているところではあります。しかしこの課題についかけていたり、そういうところがたくさんたまっちゃってて、順次それを一生懸命やっているところではあります。しかしこの課題についかけていたり、そういうところがたくさんたまっちゃってて、順次それを一生懸命やっているところではあります。しかしこの課題につい

ては、十分ては、十分ては、十分ては、十分街街街街の中にあって、利用者が少ないということも含めて、今年も認識はしておりますので、お時間をいただけたらなというふうに思います。の中にあって、利用者が少ないということも含めて、今年も認識はしておりますので、お時間をいただけたらなというふうに思います。の中にあって、利用者が少ないということも含めて、今年も認識はしておりますので、お時間をいただけたらなというふうに思います。の中にあって、利用者が少ないということも含めて、今年も認識はしておりますので、お時間をいただけたらなというふうに思います。    

    

③質疑応答③質疑応答③質疑応答③質疑応答    

番号番号番号番号    質問内容質問内容質問内容質問内容    回答内容回答内容回答内容回答内容    

1111----1111    

■■■■北部緑地整備の要望書について北部緑地整備の要望書について北部緑地整備の要望書について北部緑地整備の要望書について    

    北部緑地なんですけれども、造り直すっていう意味じゃなくて、町北部緑地なんですけれども、造り直すっていう意味じゃなくて、町北部緑地なんですけれども、造り直すっていう意味じゃなくて、町北部緑地なんですけれども、造り直すっていう意味じゃなくて、町

内の人たちが高齢化しちゃってですね、手入れが大変だと。毎月、町内の人たちが高齢化しちゃってですね、手入れが大変だと。毎月、町内の人たちが高齢化しちゃってですね、手入れが大変だと。毎月、町内の人たちが高齢化しちゃってですね、手入れが大変だと。毎月、町

内の各組の人たちが、除草とゴミ拾いに出ているんです。それで、だ内の各組の人たちが、除草とゴミ拾いに出ているんです。それで、だ内の各組の人たちが、除草とゴミ拾いに出ているんです。それで、だ内の各組の人たちが、除草とゴミ拾いに出ているんです。それで、だ

んだん、高齢者が多くなったもんだん、高齢者が多くなったもんだん、高齢者が多くなったもんだん、高齢者が多くなったもののののですから、そこで、除草の作業と、ですから、そこで、除草の作業と、ですから、そこで、除草の作業と、ですから、そこで、除草の作業と、

それから、秋から冬にかけて落葉がきつくなるもそれから、秋から冬にかけて落葉がきつくなるもそれから、秋から冬にかけて落葉がきつくなるもそれから、秋から冬にかけて落葉がきつくなるもののののですから、そこをですから、そこをですから、そこをですから、そこを

何とか簡単にしてくれないかっていうことなんです。何とか簡単にしてくれないかっていうことなんです。何とか簡単にしてくれないかっていうことなんです。何とか簡単にしてくれないかっていうことなんです。そうすれば、まそうすれば、まそうすれば、まそうすれば、ま

だずっと公園の手入れをやっていきますよということなんです。いわだずっと公園の手入れをやっていきますよということなんです。いわだずっと公園の手入れをやっていきますよということなんです。いわだずっと公園の手入れをやっていきますよということなんです。いわ

ゆる前向きな話なんです。そのためにはですね、草が生えにくいようゆる前向きな話なんです。そのためにはですね、草が生えにくいようゆる前向きな話なんです。そのためにはですね、草が生えにくいようゆる前向きな話なんです。そのためにはですね、草が生えにくいよう

な、そんなにお金な、そんなにお金な、そんなにお金な、そんなにお金をかけなくてもいいもをかけなくてもいいもをかけなくてもいいもをかけなくてもいいもののののですから、そんな形のお願ですから、そんな形のお願ですから、そんな形のお願ですから、そんな形のお願

いと、それから、落葉樹をなるべく少なくしてもらいたい。落葉樹がいと、それから、落葉樹をなるべく少なくしてもらいたい。落葉樹がいと、それから、落葉樹をなるべく少なくしてもらいたい。落葉樹がいと、それから、落葉樹をなるべく少なくしてもらいたい。落葉樹が

少なくなれば、冬の落ち葉がかなり減るも少なくなれば、冬の落ち葉がかなり減るも少なくなれば、冬の落ち葉がかなり減るも少なくなれば、冬の落ち葉がかなり減るもののののですから、掃除が楽になですから、掃除が楽になですから、掃除が楽になですから、掃除が楽にな

るということです。それと、避難所として少し狭いということで、落るということです。それと、避難所として少し狭いということで、落るということです。それと、避難所として少し狭いということで、落るということです。それと、避難所として少し狭いということで、落

葉樹を切ってもらえればスペースがその分できるも葉樹を切ってもらえればスペースがその分できるも葉樹を切ってもらえればスペースがその分できるも葉樹を切ってもらえればスペースがその分できるもののののですから、そうですから、そうですから、そうですから、そう

いったお願いです。それともう一つ、一緒に要望させてもらっているいったお願いです。それともう一つ、一緒に要望させてもらっているいったお願いです。それともう一つ、一緒に要望させてもらっているいったお願いです。それともう一つ、一緒に要望させてもらっている

のは、同じ緑地なんですけれども、去年ののは、同じ緑地なんですけれども、去年ののは、同じ緑地なんですけれども、去年ののは、同じ緑地なんですけれども、去年の 5555 月月月月 23232323 日に日に日に日に 6666 件の火災があ件の火災があ件の火災があ件の火災があ

って、少し焦げた家を入れるとって、少し焦げた家を入れるとって、少し焦げた家を入れるとって、少し焦げた家を入れると 7777 件になるんですけども、件になるんですけども、件になるんですけども、件になるんですけども、2222 年前に今の年前に今の年前に今の年前に今の

緑地へ防火水槽を付けてくれっ緑地へ防火水槽を付けてくれっ緑地へ防火水槽を付けてくれっ緑地へ防火水槽を付けてくれってお願いをしたんです。その後、当時てお願いをしたんです。その後、当時てお願いをしたんです。その後、当時てお願いをしたんです。その後、当時

の危機管理課の課長さんが見えてくれて、お金が無いから出来ませんの危機管理課の課長さんが見えてくれて、お金が無いから出来ませんの危機管理課の課長さんが見えてくれて、お金が無いから出来ませんの危機管理課の課長さんが見えてくれて、お金が無いから出来ません

みたいな話なったんだけれども、あの時（火災の時）は消防車がたくみたいな話なったんだけれども、あの時（火災の時）は消防車がたくみたいな話なったんだけれども、あの時（火災の時）は消防車がたくみたいな話なったんだけれども、あの時（火災の時）は消防車がたく

さん来ていたんです。筒先は入ってきてるんですけれども、いつまでさん来ていたんです。筒先は入ってきてるんですけれども、いつまでさん来ていたんです。筒先は入ってきてるんですけれども、いつまでさん来ていたんです。筒先は入ってきてるんですけれども、いつまで

●非常に建設的なご意見をいただいたと思っております。落葉樹のこと●非常に建設的なご意見をいただいたと思っております。落葉樹のこと●非常に建設的なご意見をいただいたと思っております。落葉樹のこと●非常に建設的なご意見をいただいたと思っております。落葉樹のこと

も、それから防草シートのこともあわせて、要望書をしっかり見させても、それから防草シートのこともあわせて、要望書をしっかり見させても、それから防草シートのこともあわせて、要望書をしっかり見させても、それから防草シートのこともあわせて、要望書をしっかり見させて

いただいてお話を進めたいと思います。これはどこに出してくださったいただいてお話を進めたいと思います。これはどこに出してくださったいただいてお話を進めたいと思います。これはどこに出してくださったいただいてお話を進めたいと思います。これはどこに出してくださった

のでしょうか。のでしょうか。のでしょうか。のでしょうか。    

    

【【【【車座トーク実施後の車座トーク実施後の車座トーク実施後の車座トーク実施後の補足】補足】補足】補足】    

    昨年５月２３日の火災における消火活動では、消防水利の点で不足し昨年５月２３日の火災における消火活動では、消防水利の点で不足し昨年５月２３日の火災における消火活動では、消防水利の点で不足し昨年５月２３日の火災における消火活動では、消防水利の点で不足し

たということはありません（島田消防署に確認）。たということはありません（島田消防署に確認）。たということはありません（島田消防署に確認）。たということはありません（島田消防署に確認）。    

火災地点の周辺１２０ｍ消火栓が６カ所あり、使用できる防火水槽も火災地点の周辺１２０ｍ消火栓が６カ所あり、使用できる防火水槽も火災地点の周辺１２０ｍ消火栓が６カ所あり、使用できる防火水槽も火災地点の周辺１２０ｍ消火栓が６カ所あり、使用できる防火水槽も    

あることから、通常の火災であれば消防水利不足で消火活動が遅れるとあることから、通常の火災であれば消防水利不足で消火活動が遅れるとあることから、通常の火災であれば消防水利不足で消火活動が遅れるとあることから、通常の火災であれば消防水利不足で消火活動が遅れると

いったことは避けられると考えています。いったことは避けられると考えています。いったことは避けられると考えています。いったことは避けられると考えています。    

    一方、大規模震災時は、断水等で消火栓から給水できない可能性もあ一方、大規模震災時は、断水等で消火栓から給水できない可能性もあ一方、大規模震災時は、断水等で消火栓から給水できない可能性もあ一方、大規模震災時は、断水等で消火栓から給水できない可能性もあ

り、耐震性のある防火水槽を計画的に整備する必要性は認識しています。り、耐震性のある防火水槽を計画的に整備する必要性は認識しています。り、耐震性のある防火水槽を計画的に整備する必要性は認識しています。り、耐震性のある防火水槽を計画的に整備する必要性は認識しています。    

    島田市では、消防水利の設置基準に基づき、現在９４４箇所の防火水島田市では、消防水利の設置基準に基づき、現在９４４箇所の防火水島田市では、消防水利の設置基準に基づき、現在９４４箇所の防火水島田市では、消防水利の設置基準に基づき、現在９４４箇所の防火水

槽を設置していますが、地域の特性・実情に応じて、整備の優先順位を槽を設置していますが、地域の特性・実情に応じて、整備の優先順位を槽を設置していますが、地域の特性・実情に応じて、整備の優先順位を槽を設置していますが、地域の特性・実情に応じて、整備の優先順位を    

的確に判断し、的確に判断し、的確に判断し、的確に判断し、用地取得の可能性も見極めながら、用地取得の可能性も見極めながら、用地取得の可能性も見極めながら、用地取得の可能性も見極めながら、引き続き計画的に整引き続き計画的に整引き続き計画的に整引き続き計画的に整

備を進めていきます。備を進めていきます。備を進めていきます。備を進めていきます。    
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たっても水が出てこなかったんです。耐震貯水槽がどのくらいのボリたっても水が出てこなかったんです。耐震貯水槽がどのくらいのボリたっても水が出てこなかったんです。耐震貯水槽がどのくらいのボリたっても水が出てこなかったんです。耐震貯水槽がどのくらいのボリ

ュームで、どのくらいの時間使えるかちょっとわからないんですけれュームで、どのくらいの時間使えるかちょっとわからないんですけれュームで、どのくらいの時間使えるかちょっとわからないんですけれュームで、どのくらいの時間使えるかちょっとわからないんですけれ

ども、仮にども、仮にども、仮にども、仮に 60606060 トンぐらいの耐震貯水槽があれば消防車のトンぐらいの耐震貯水槽があれば消防車のトンぐらいの耐震貯水槽があれば消防車のトンぐらいの耐震貯水槽があれば消防車の 2222、、、、3333 台で台で台で台で 20202020

分やそこらは使える分やそこらは使える分やそこらは使える分やそこらは使えるののののだろうと思います。そうすると、初期消火がうだろうと思います。そうすると、初期消火がうだろうと思います。そうすると、初期消火がうだろうと思います。そうすると、初期消火がう

まくいったのかなっていうふうに思ったものまくいったのかなっていうふうに思ったものまくいったのかなっていうふうに思ったものまくいったのかなっていうふうに思ったものですから、今の緑地をもですから、今の緑地をもですから、今の緑地をもですから、今の緑地をも

し直していただけるなら、その時に、耐震貯水槽を設置してもらえれし直していただけるなら、その時に、耐震貯水槽を設置してもらえれし直していただけるなら、その時に、耐震貯水槽を設置してもらえれし直していただけるなら、その時に、耐震貯水槽を設置してもらえれ

ば、この辺は、一番最初に区画整理をやって、街の中のど真ん中なんば、この辺は、一番最初に区画整理をやって、街の中のど真ん中なんば、この辺は、一番最初に区画整理をやって、街の中のど真ん中なんば、この辺は、一番最初に区画整理をやって、街の中のど真ん中なん

ですけれども、木造密集地域なんですよ。戦前の建物がまだ残っていですけれども、木造密集地域なんですよ。戦前の建物がまだ残っていですけれども、木造密集地域なんですよ。戦前の建物がまだ残っていですけれども、木造密集地域なんですよ。戦前の建物がまだ残ってい

るんです。ですからこの間のように、一旦出火すると、かなり延焼をるんです。ですからこの間のように、一旦出火すると、かなり延焼をるんです。ですからこの間のように、一旦出火すると、かなり延焼をるんです。ですからこの間のように、一旦出火すると、かなり延焼を

する可能性が高いところなんで、いろんな順番もあるんでしょうけれする可能性が高いところなんで、いろんな順番もあるんでしょうけれする可能性が高いところなんで、いろんな順番もあるんでしょうけれする可能性が高いところなんで、いろんな順番もあるんでしょうけれ

ども、できればこちらの方を優先していただきたいと。市役所とかおども、できればこちらの方を優先していただきたいと。市役所とかおども、できればこちらの方を優先していただきたいと。市役所とかおども、できればこちらの方を優先していただきたいと。市役所とかお

おるりは、災害時の対策本部になるんですけれども、その周りが火のおるりは、災害時の対策本部になるんですけれども、その周りが火のおるりは、災害時の対策本部になるんですけれども、その周りが火のおるりは、災害時の対策本部になるんですけれども、その周りが火の

海になってしまったのでは対策本部を動かさなければならない海になってしまったのでは対策本部を動かさなければならない海になってしまったのでは対策本部を動かさなければならない海になってしまったのでは対策本部を動かさなければならないというというというという

ことで、お城と同じように、本丸の周りというのはきちんとやっておことで、お城と同じように、本丸の周りというのはきちんとやっておことで、お城と同じように、本丸の周りというのはきちんとやっておことで、お城と同じように、本丸の周りというのはきちんとやってお

かないと、一旦ここのところが延焼して、手が付けられないようになかないと、一旦ここのところが延焼して、手が付けられないようになかないと、一旦ここのところが延焼して、手が付けられないようになかないと、一旦ここのところが延焼して、手が付けられないようにな

ってしまうと、対策本部どころではなくなってしまうよということってしまうと、対策本部どころではなくなってしまうよということってしまうと、対策本部どころではなくなってしまうよということってしまうと、対策本部どころではなくなってしまうよということ

で、そういう意味では中枢中の中枢なんで、防火の対策をきちんとやで、そういう意味では中枢中の中枢なんで、防火の対策をきちんとやで、そういう意味では中枢中の中枢なんで、防火の対策をきちんとやで、そういう意味では中枢中の中枢なんで、防火の対策をきちんとや

っていただきたい。津波はこないでしょうけれども、地震の後に大きっていただきたい。津波はこないでしょうけれども、地震の後に大きっていただきたい。津波はこないでしょうけれども、地震の後に大きっていただきたい。津波はこないでしょうけれども、地震の後に大き

な火災になってしまえば、津波と全く同じことになりますので、そうな火災になってしまえば、津波と全く同じことになりますので、そうな火災になってしまえば、津波と全く同じことになりますので、そうな火災になってしまえば、津波と全く同じことになりますので、そう

いう地元の事情もありますし、島田市全体としても対策本部のあるおいう地元の事情もありますし、島田市全体としても対策本部のあるおいう地元の事情もありますし、島田市全体としても対策本部のあるおいう地元の事情もありますし、島田市全体としても対策本部のあるお

膝元なので、防災対策はやっていただきたい。今の要望書に、そうい膝元なので、防災対策はやっていただきたい。今の要望書に、そうい膝元なので、防災対策はやっていただきたい。今の要望書に、そうい膝元なので、防災対策はやっていただきたい。今の要望書に、そうい

った主旨のこった主旨のこった主旨のこった主旨のことは書いてあります。とは書いてあります。とは書いてあります。とは書いてあります。        

1111----2222    

■北部緑地整備の要望書について■北部緑地整備の要望書について■北部緑地整備の要望書について■北部緑地整備の要望書について    

    すぐやる係です。そこでちょっとエピソードがあって、その様式はすぐやる係です。そこでちょっとエピソードがあって、その様式はすぐやる係です。そこでちょっとエピソードがあって、その様式はすぐやる係です。そこでちょっとエピソードがあって、その様式は

提示された様式なんですけれども、窓口の人が何を勘違いしたのか、提示された様式なんですけれども、窓口の人が何を勘違いしたのか、提示された様式なんですけれども、窓口の人が何を勘違いしたのか、提示された様式なんですけれども、窓口の人が何を勘違いしたのか、

手書きでなくちゃダメだってことで、僕は怒ったんです。せっかく市手書きでなくちゃダメだってことで、僕は怒ったんです。せっかく市手書きでなくちゃダメだってことで、僕は怒ったんです。せっかく市手書きでなくちゃダメだってことで、僕は怒ったんです。せっかく市

長さんがこうやって一生懸命やっている長さんがこうやって一生懸命やっている長さんがこうやって一生懸命やっている長さんがこうやって一生懸命やっているののののだけれども、思いが窓口にだけれども、思いが窓口にだけれども、思いが窓口にだけれども、思いが窓口に

伝わっていないんですよ。伝わっていないんですよ。伝わっていないんですよ。伝わっていないんですよ。    

●それは絶対あってはならないことで、いつもいつも、皆さんの仕事の●それは絶対あってはならないことで、いつもいつも、皆さんの仕事の●それは絶対あってはならないことで、いつもいつも、皆さんの仕事の●それは絶対あってはならないことで、いつもいつも、皆さんの仕事の

先に先に先に先に市民市民市民市民の顔が見えるのか、市民の声が聞こえてるのかの顔が見えるのか、市民の声が聞こえてるのかの顔が見えるのか、市民の声が聞こえてるのかの顔が見えるのか、市民の声が聞こえてるのか、、、、ということをということをということをということを

言っているんです。でも、本当に昨日もその話をしているので、ずっと言っているんです。でも、本当に昨日もその話をしているので、ずっと言っているんです。でも、本当に昨日もその話をしているので、ずっと言っているんです。でも、本当に昨日もその話をしているので、ずっと

言い続けてるんですが、なかなか、まさに窓口のところまで、キチッと言い続けてるんですが、なかなか、まさに窓口のところまで、キチッと言い続けてるんですが、なかなか、まさに窓口のところまで、キチッと言い続けてるんですが、なかなか、まさに窓口のところまで、キチッと

伝えていかなければいけないってことは、つくづく思います。申し訳あ伝えていかなければいけないってことは、つくづく思います。申し訳あ伝えていかなければいけないってことは、つくづく思います。申し訳あ伝えていかなければいけないってことは、つくづく思います。申し訳あ

りませんでした。りませんでした。りませんでした。りませんでした。    

    （（（（協働協働協働協働推進課に対して）地域からの要望書を一括して受け取る場所っ推進課に対して）地域からの要望書を一括して受け取る場所っ推進課に対して）地域からの要望書を一括して受け取る場所っ推進課に対して）地域からの要望書を一括して受け取る場所っ

ていうのもしっかり決めた方がいいんじゃないですか。協働推進で受けていうのもしっかり決めた方がいいんじゃないですか。協働推進で受けていうのもしっかり決めた方がいいんじゃないですか。協働推進で受けていうのもしっかり決めた方がいいんじゃないですか。協働推進で受け

取るなり、何なり、自治会からの要望は協働推進で、とにかくどんな要取るなり、何なり、自治会からの要望は協働推進で、とにかくどんな要取るなり、何なり、自治会からの要望は協働推進で、とにかくどんな要取るなり、何なり、自治会からの要望は協働推進で、とにかくどんな要

望も受け取って、それから、必要な場所にその要望の主旨を伝えていく望も受け取って、それから、必要な場所にその要望の主旨を伝えていく望も受け取って、それから、必要な場所にその要望の主旨を伝えていく望も受け取って、それから、必要な場所にその要望の主旨を伝えていく

なり何なり、一括していかないと、皆なり何なり、一括していかないと、皆なり何なり、一括していかないと、皆なり何なり、一括していかないと、皆さんもどこへ出したらいいのかもさんもどこへ出したらいいのかもさんもどこへ出したらいいのかもさんもどこへ出したらいいのかも

迷うでしょうしね､ちょっとその辺りのことはきちっと検討してくださ迷うでしょうしね､ちょっとその辺りのことはきちっと検討してくださ迷うでしょうしね､ちょっとその辺りのことはきちっと検討してくださ迷うでしょうしね､ちょっとその辺りのことはきちっと検討してくださ

い。い。い。い。    
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2222----1111    

■防災計画について■防災計画について■防災計画について■防災計画について    

    去年、地区防災計画っていうのが、地域防災計画の下っていうのか去年、地区防災計画っていうのが、地域防災計画の下っていうのか去年、地区防災計画っていうのが、地域防災計画の下っていうのか去年、地区防災計画っていうのが、地域防災計画の下っていうのか

な、位置付けられるようになって、幸町は、去年、防災マップを作っな、位置付けられるようになって、幸町は、去年、防災マップを作っな、位置付けられるようになって、幸町は、去年、防災マップを作っな、位置付けられるようになって、幸町は、去年、防災マップを作っ

たものですから、その延長線上で地区の防災計画をたてようというこたものですから、その延長線上で地区の防災計画をたてようというこたものですから、その延長線上で地区の防災計画をたてようというこたものですから、その延長線上で地区の防災計画をたてようというこ

とで、危機管理課の方へいって、指導を仰ごうとしたんですけれどとで、危機管理課の方へいって、指導を仰ごうとしたんですけれどとで、危機管理課の方へいって、指導を仰ごうとしたんですけれどとで、危機管理課の方へいって、指導を仰ごうとしたんですけれど

も、去年は、県の説明会が流れてしまったので、そういった資料が無も、去年は、県の説明会が流れてしまったので、そういった資料が無も、去年は、県の説明会が流れてしまったので、そういった資料が無も、去年は、県の説明会が流れてしまったので、そういった資料が無

いよということだったんですけど、しかし他にも資料があるものですいよということだったんですけど、しかし他にも資料があるものですいよということだったんですけど、しかし他にも資料があるものですいよということだったんですけど、しかし他にも資料があるものです

から、そういから、そういから、そういから、そういった資料を基にして、とりあえず、今、簡単なものをった資料を基にして、とりあえず、今、簡単なものをった資料を基にして、とりあえず、今、簡単なものをった資料を基にして、とりあえず、今、簡単なものを作作作作

ってってってってあるんですけれども、今年は指導をしてもらえるのかどうかってあるんですけれども、今年は指導をしてもらえるのかどうかってあるんですけれども、今年は指導をしてもらえるのかどうかってあるんですけれども、今年は指導をしてもらえるのかどうかって

いうことなんです。いうことなんです。いうことなんです。いうことなんです。    

●（指導は）します。●（指導は）します。●（指導は）します。●（指導は）します。それはしますし、各地域に出て行くと、大きな地それはしますし、各地域に出て行くと、大きな地それはしますし、各地域に出て行くと、大きな地それはしますし、各地域に出て行くと、大きな地

域防災計画というのが壁に貼ってあるようなところもありますし、いろ域防災計画というのが壁に貼ってあるようなところもありますし、いろ域防災計画というのが壁に貼ってあるようなところもありますし、いろ域防災計画というのが壁に貼ってあるようなところもありますし、いろ

いろですが、それぞれの地域で、眞部が言うにはですね、地域と言っていろですが、それぞれの地域で、眞部が言うにはですね、地域と言っていろですが、それぞれの地域で、眞部が言うにはですね、地域と言っていろですが、それぞれの地域で、眞部が言うにはですね、地域と言って

も大きな自治会もあるものですから、できればも大きな自治会もあるものですから、できればも大きな自治会もあるものですから、できればも大きな自治会もあるものですから、できれば 20202020～～～～30303030 軒で一つの計画を軒で一つの計画を軒で一つの計画を軒で一つの計画を

作りたいと、そのぐらいにならないと、いざ発災というときに作りたいと、そのぐらいにならないと、いざ発災というときに作りたいと、そのぐらいにならないと、いざ発災というときに作りたいと、そのぐらいにならないと、いざ発災というときに機能機能機能機能しなしなしなしな

いということも言っています。いということも言っています。いということも言っています。いということも言っています。20202020～～～～30303030 軒ごとにやれているのかどうかわ軒ごとにやれているのかどうかわ軒ごとにやれているのかどうかわ軒ごとにやれているのかどうかわ

かりませんが、地域に行きますと、それぞれの住民、「ここに住んでいかりませんが、地域に行きますと、それぞれの住民、「ここに住んでいかりませんが、地域に行きますと、それぞれの住民、「ここに住んでいかりませんが、地域に行きますと、それぞれの住民、「ここに住んでい

る人はこういうふうな経路で」とかいろいろ書かれているものが、最近る人はこういうふうな経路で」とかいろいろ書かれているものが、最近る人はこういうふうな経路で」とかいろいろ書かれているものが、最近る人はこういうふうな経路で」とかいろいろ書かれているものが、最近

ですと旭町でも大きなものが壁に貼ってありましたし、初倉の方でもそですと旭町でも大きなものが壁に貼ってありましたし、初倉の方でもそですと旭町でも大きなものが壁に貼ってありましたし、初倉の方でもそですと旭町でも大きなものが壁に貼ってありましたし、初倉の方でもそ

んなものが、地元の公民館にかかっているのを見た覚えがあります。でんなものが、地元の公民館にかかっているのを見た覚えがあります。でんなものが、地元の公民館にかかっているのを見た覚えがあります。でんなものが、地元の公民館にかかっているのを見た覚えがあります。で

すから、地域の地区防災計画、地域の防災計画を作るということの支援すから、地域の地区防災計画、地域の防災計画を作るということの支援すから、地域の地区防災計画、地域の防災計画を作るということの支援すから、地域の地区防災計画、地域の防災計画を作るということの支援

は、危機管理課がしますので、要望を出してください。は、危機管理課がしますので、要望を出してください。は、危機管理課がしますので、要望を出してください。は、危機管理課がしますので、要望を出してください。    

    

【【【【車座トーク実施後の車座トーク実施後の車座トーク実施後の車座トーク実施後の補足】補足】補足】補足】    

    地域防災計画の内容について、決まった地域防災計画の内容について、決まった地域防災計画の内容について、決まった地域防災計画の内容について、決まったものはありません。防災マッものはありません。防災マッものはありません。防災マッものはありません。防災マッ

プも最も重要かつ主軸となる計画になると考えています。プも最も重要かつ主軸となる計画になると考えています。プも最も重要かつ主軸となる計画になると考えています。プも最も重要かつ主軸となる計画になると考えています。    

    消防計画、自然災害時の避難計画、原子力災害避難計画消防計画、自然災害時の避難計画、原子力災害避難計画消防計画、自然災害時の避難計画、原子力災害避難計画消防計画、自然災害時の避難計画、原子力災害避難計画、要支援者の、要支援者の、要支援者の、要支援者の

避難支援計画避難支援計画避難支援計画避難支援計画等の戸別の計画等の戸別の計画等の戸別の計画等の戸別の計画の他に、自治会としての、在宅避難・車中の他に、自治会としての、在宅避難・車中の他に、自治会としての、在宅避難・車中の他に、自治会としての、在宅避難・車中

泊、テント泊等の避難者も念頭に置いた災害対策全体の体制（対策本部泊、テント泊等の避難者も念頭に置いた災害対策全体の体制（対策本部泊、テント泊等の避難者も念頭に置いた災害対策全体の体制（対策本部泊、テント泊等の避難者も念頭に置いた災害対策全体の体制（対策本部

設置・運営、救援物資配分、救急・衛生、メンタルケア、ボランティア設置・運営、救援物資配分、救急・衛生、メンタルケア、ボランティア設置・運営、救援物資配分、救急・衛生、メンタルケア、ボランティア設置・運営、救援物資配分、救急・衛生、メンタルケア、ボランティア

受入れ、避難が長期化した場合の地区の避難所運営等）の計画作りが今受入れ、避難が長期化した場合の地区の避難所運営等）の計画作りが今受入れ、避難が長期化した場合の地区の避難所運営等）の計画作りが今受入れ、避難が長期化した場合の地区の避難所運営等）の計画作りが今

後、求められていくと考えています。危機管理課も、地区の要望に応じ後、求められていくと考えています。危機管理課も、地区の要望に応じ後、求められていくと考えています。危機管理課も、地区の要望に応じ後、求められていくと考えています。危機管理課も、地区の要望に応じ

て、計画策定の助言や作成支援をして参ります。て、計画策定の助言や作成支援をして参ります。て、計画策定の助言や作成支援をして参ります。て、計画策定の助言や作成支援をして参ります。    

2222----2222    

■防災計画について■防災計画について■防災計画について■防災計画について    

    地区防災計画というのは、防災マップだけじゃなくて、実は防災マ地区防災計画というのは、防災マップだけじゃなくて、実は防災マ地区防災計画というのは、防災マップだけじゃなくて、実は防災マ地区防災計画というのは、防災マップだけじゃなくて、実は防災マ

ップもそのうちのップもそのうちのップもそのうちのップもそのうちの 1111 つなんですけれども、避難所の運営計画だとか、つなんですけれども、避難所の運営計画だとか、つなんですけれども、避難所の運営計画だとか、つなんですけれども、避難所の運営計画だとか、

避難計画だとか、つまり地域防災計画に位置付けられたものを、町内避難計画だとか、つまり地域防災計画に位置付けられたものを、町内避難計画だとか、つまり地域防災計画に位置付けられたものを、町内避難計画だとか、つまり地域防災計画に位置付けられたものを、町内

単位に小さくするような、そういう計画なんです。おそらく、島田市単位に小さくするような、そういう計画なんです。おそらく、島田市単位に小さくするような、そういう計画なんです。おそらく、島田市単位に小さくするような、そういう計画なんです。おそらく、島田市

内で作っているところはまだないと思うんです。マップを作っている内で作っているところはまだないと思うんです。マップを作っている内で作っているところはまだないと思うんです。マップを作っている内で作っているところはまだないと思うんです。マップを作っている

んですけれどもね。そういう意味で幸町が先駆け的にやってみようとんですけれどもね。そういう意味で幸町が先駆け的にやってみようとんですけれどもね。そういう意味で幸町が先駆け的にやってみようとんですけれどもね。そういう意味で幸町が先駆け的にやってみようと

いうことなんです。是非指導していただいて、お願いしたいなと思いいうことなんです。是非指導していただいて、お願いしたいなと思いいうことなんです。是非指導していただいて、お願いしたいなと思いいうことなんです。是非指導していただいて、お願いしたいなと思い

ます。ます。ます。ます。    

    

    

●それはやれると思います。眞部の方にも伝えますし、この前も、実は、●それはやれると思います。眞部の方にも伝えますし、この前も、実は、●それはやれると思います。眞部の方にも伝えますし、この前も、実は、●それはやれると思います。眞部の方にも伝えますし、この前も、実は、

稲荷町に行った時ですかね、避難所が三つあると、学校が三つあってね、稲荷町に行った時ですかね、避難所が三つあると、学校が三つあってね、稲荷町に行った時ですかね、避難所が三つあると、学校が三つあってね、稲荷町に行った時ですかね、避難所が三つあると、学校が三つあってね、

稲荷町だ稲荷町だ稲荷町だ稲荷町だけけけけが行くわけではなくて、三が行くわけではなくて、三が行くわけではなくて、三が行くわけではなくて、三ッッッッ合だとか他のところも、そうす合だとか他のところも、そうす合だとか他のところも、そうす合だとか他のところも、そうす

ると避難所運営が大変難しいという話になったんですが、でも、肝心要ると避難所運営が大変難しいという話になったんですが、でも、肝心要ると避難所運営が大変難しいという話になったんですが、でも、肝心要ると避難所運営が大変難しいという話になったんですが、でも、肝心要

の地域の対策本部は、たぶん公民館の中にできるんですよね。そこの機の地域の対策本部は、たぶん公民館の中にできるんですよね。そこの機の地域の対策本部は、たぶん公民館の中にできるんですよね。そこの機の地域の対策本部は、たぶん公民館の中にできるんですよね。そこの機

能のことを全くなしに、避難所のことだけ難しいっていう話になった経能のことを全くなしに、避難所のことだけ難しいっていう話になった経能のことを全くなしに、避難所のことだけ難しいっていう話になった経能のことを全くなしに、避難所のことだけ難しいっていう話になった経

緯も少しあってですね、地域の対策本部がここにできる、公民館にでき緯も少しあってですね、地域の対策本部がここにできる、公民館にでき緯も少しあってですね、地域の対策本部がここにできる、公民館にでき緯も少しあってですね、地域の対策本部がここにできる、公民館にでき

るということもとても大事なことで、いわゆる避難所に逃げる人はるということもとても大事なことで、いわゆる避難所に逃げる人はるということもとても大事なことで、いわゆる避難所に逃げる人はるということもとても大事なことで、いわゆる避難所に逃げる人はごくごくごくごく

一部ですから、在宅で食料が欲しいとか、それぞれの必要な支援が欲し一部ですから、在宅で食料が欲しいとか、それぞれの必要な支援が欲し一部ですから、在宅で食料が欲しいとか、それぞれの必要な支援が欲し一部ですから、在宅で食料が欲しいとか、それぞれの必要な支援が欲し

いという人たちに、どうやってその情報を入れて、食料の配布を一つといという人たちに、どうやってその情報を入れて、食料の配布を一つといという人たちに、どうやってその情報を入れて、食料の配布を一つといという人たちに、どうやってその情報を入れて、食料の配布を一つと

ってもそうですが、やれるのかという計画をたてていかなければならなってもそうですが、やれるのかという計画をたてていかなければならなってもそうですが、やれるのかという計画をたてていかなければならなってもそうですが、やれるのかという計画をたてていかなければならな

いという話をしたんです。いという話をしたんです。いという話をしたんです。いという話をしたんです。    
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2222----3333    

■防災計画について■防災計画について■防災計画について■防災計画について    

    地域防災計画の、基準が避難所になっているんですよ、例えばこの地域防災計画の、基準が避難所になっているんですよ、例えばこの地域防災計画の、基準が避難所になっているんですよ、例えばこの地域防災計画の、基準が避難所になっているんですよ、例えばこの

辺ですと第二中学校です。どうしても住民の皆さんと防災訓練をやる辺ですと第二中学校です。どうしても住民の皆さんと防災訓練をやる辺ですと第二中学校です。どうしても住民の皆さんと防災訓練をやる辺ですと第二中学校です。どうしても住民の皆さんと防災訓練をやる

と、全員二中へ行かなくてはならないという理解をしている。ところと、全員二中へ行かなくてはならないという理解をしている。ところと、全員二中へ行かなくてはならないという理解をしている。ところと、全員二中へ行かなくてはならないという理解をしている。ところ

が、基本は在宅避難なんです。それが、ぐちゃぐちゃになっているんが、基本は在宅避難なんです。それが、ぐちゃぐちゃになっているんが、基本は在宅避難なんです。それが、ぐちゃぐちゃになっているんが、基本は在宅避難なんです。それが、ぐちゃぐちゃになっているん

です。そこのところを、もっと徹底してもらって、在宅避難を前提にです。そこのところを、もっと徹底してもらって、在宅避難を前提にです。そこのところを、もっと徹底してもらって、在宅避難を前提にです。そこのところを、もっと徹底してもらって、在宅避難を前提に

するならば、救援物資はどうするのとか、救援物資を取りに行く人のするならば、救援物資はどうするのとか、救援物資を取りに行く人のするならば、救援物資はどうするのとか、救援物資を取りに行く人のするならば、救援物資はどうするのとか、救援物資を取りに行く人の

役割だとか、避難所運営はどうするのか、そ役割だとか、避難所運営はどうするのか、そ役割だとか、避難所運営はどうするのか、そ役割だとか、避難所運営はどうするのか、そのようにのようにのようにのようにおろしてこないおろしてこないおろしてこないおろしてこない

と、役所の考えていることと住民が考えていることが合ってない。こと、役所の考えていることと住民が考えていることが合ってない。こと、役所の考えていることと住民が考えていることが合ってない。こと、役所の考えていることと住民が考えていることが合ってない。こ

ういうふうな計画ういうふうな計画ういうふうな計画ういうふうな計画というのは、実際に起こると混乱の元なんです。間というのは、実際に起こると混乱の元なんです。間というのは、実際に起こると混乱の元なんです。間というのは、実際に起こると混乱の元なんです。間

違ったことを、みんな考えてしまっているんです。そこのところを、違ったことを、みんな考えてしまっているんです。そこのところを、違ったことを、みんな考えてしまっているんです。そこのところを、違ったことを、みんな考えてしまっているんです。そこのところを、

もう一度徹底してもらって、そこに基づいて地区の防災計画を作ってもう一度徹底してもらって、そこに基づいて地区の防災計画を作ってもう一度徹底してもらって、そこに基づいて地区の防災計画を作ってもう一度徹底してもらって、そこに基づいて地区の防災計画を作って

おかないと、地区の防災計画が浮いてしまうような形になってしまおかないと、地区の防災計画が浮いてしまうような形になってしまおかないと、地区の防災計画が浮いてしまうような形になってしまおかないと、地区の防災計画が浮いてしまうような形になってしま

う。そこをお願いしたいと思います。決して批判しているわけではあう。そこをお願いしたいと思います。決して批判しているわけではあう。そこをお願いしたいと思います。決して批判しているわけではあう。そこをお願いしたいと思います。決して批判しているわけではあ

りません。りません。りません。りません。    

●私もよく言うんですが、避難所って、長期に暮らすには●私もよく言うんですが、避難所って、長期に暮らすには●私もよく言うんですが、避難所って、長期に暮らすには●私もよく言うんですが、避難所って、長期に暮らすには 200200200200 人が精一人が精一人が精一人が精一

杯です。だけど、その地区には何千人も住んでいて、みんなが押しかけ杯です。だけど、その地区には何千人も住んでいて、みんなが押しかけ杯です。だけど、その地区には何千人も住んでいて、みんなが押しかけ杯です。だけど、その地区には何千人も住んでいて、みんなが押しかけ

て入れるわけがないし、家が壊れて住めない人、二次災害で、つぶれてて入れるわけがないし、家が壊れて住めない人、二次災害で、つぶれてて入れるわけがないし、家が壊れて住めない人、二次災害で、つぶれてて入れるわけがないし、家が壊れて住めない人、二次災害で、つぶれて

しまう可能性がしまう可能性がしまう可能性がしまう可能性がある人しか行けない所だっていう話は、毎回言っていまある人しか行けない所だっていう話は、毎回言っていまある人しか行けない所だっていう話は、毎回言っていまある人しか行けない所だっていう話は、毎回言っていま

す。でも、避難訓練というのは、みんな逃げる訓練しかしていないものす。でも、避難訓練というのは、みんな逃げる訓練しかしていないものす。でも、避難訓練というのは、みんな逃げる訓練しかしていないものす。でも、避難訓練というのは、みんな逃げる訓練しかしていないもの

ですから、訓練のあり方も課題なのかなということは思います。ですから、訓練のあり方も課題なのかなということは思います。ですから、訓練のあり方も課題なのかなということは思います。ですから、訓練のあり方も課題なのかなということは思います。    

    

【【【【車座トーク実施後の車座トーク実施後の車座トーク実施後の車座トーク実施後の補足】補足】補足】補足】    

ご指摘の点については、２－１に記述したとおりです。ご指摘の点については、２－１に記述したとおりです。ご指摘の点については、２－１に記述したとおりです。ご指摘の点については、２－１に記述したとおりです。    

自治会の防災体制（組織や計画）は、避難所とは別に構築すべきもの自治会の防災体制（組織や計画）は、避難所とは別に構築すべきもの自治会の防災体制（組織や計画）は、避難所とは別に構築すべきもの自治会の防災体制（組織や計画）は、避難所とは別に構築すべきもの

です。これまでの経過もあり、避難所中心の考え方を変えていくのは容です。これまでの経過もあり、避難所中心の考え方を変えていくのは容です。これまでの経過もあり、避難所中心の考え方を変えていくのは容です。これまでの経過もあり、避難所中心の考え方を変えていくのは容

易ではありませんが、昨年来、自主防会長・委員長会議の場、出前講座、易ではありませんが、昨年来、自主防会長・委員長会議の場、出前講座、易ではありませんが、昨年来、自主防会長・委員長会議の場、出前講座、易ではありませんが、昨年来、自主防会長・委員長会議の場、出前講座、

避難所運営会議等において、地区として災害対策の仕組み作りを行うべ避難所運営会議等において、地区として災害対策の仕組み作りを行うべ避難所運営会議等において、地区として災害対策の仕組み作りを行うべ避難所運営会議等において、地区として災害対策の仕組み作りを行うべ

きことを啓発しておりますが、引き続き対応して参ります。きことを啓発しておりますが、引き続き対応して参ります。きことを啓発しておりますが、引き続き対応して参ります。きことを啓発しておりますが、引き続き対応して参ります。    

今後、手引書的なものを作成して配布したり、講習会を開催すること今後、手引書的なものを作成して配布したり、講習会を開催すること今後、手引書的なものを作成して配布したり、講習会を開催すること今後、手引書的なものを作成して配布したり、講習会を開催すること

も検討して参ります。も検討して参ります。も検討して参ります。も検討して参ります。    

2222----4444    

■防災について■防災について■防災について■防災について    

    今度の場合は、南海トラフが起こるとすれば今度の場合は、南海トラフが起こるとすれば今度の場合は、南海トラフが起こるとすれば今度の場合は、南海トラフが起こるとすれば 3333 連動でしょ、だから連動でしょ、だから連動でしょ、だから連動でしょ、だから

熊本と同じですよ。遠くから来れば熊本と同じですよ。遠くから来れば熊本と同じですよ。遠くから来れば熊本と同じですよ。遠くから来れば 5555、、、、6666、、、、7777 の震度になるのか、ここの震度になるのか、ここの震度になるのか、ここの震度になるのか、ここ

から始まればから始まればから始まればから始まれば 7777、、、、6666、、、、5555､になるのか、どっちにしても一発ではおさまら､になるのか、どっちにしても一発ではおさまら､になるのか、どっちにしても一発ではおさまら､になるのか、どっちにしても一発ではおさまら

ない可能性がかなりあるものですから、そうすると、熊本と同じで、ない可能性がかなりあるものですから、そうすると、熊本と同じで、ない可能性がかなりあるものですから、そうすると、熊本と同じで、ない可能性がかなりあるものですから、そうすると、熊本と同じで、

最初に最初に最初に最初に 5555 が来て、が来て、が来て、が来て、6666 がががが来て来て来て来て、最後に、最後に、最後に、最後に 7777 が来たなんてことになると、熊本が来たなんてことになると、熊本が来たなんてことになると、熊本が来たなんてことになると、熊本

と同じように自分の家にいられないという人が出る可能性があるわけと同じように自分の家にいられないという人が出る可能性があるわけと同じように自分の家にいられないという人が出る可能性があるわけと同じように自分の家にいられないという人が出る可能性があるわけ

です。三連動が来るんだろうということを想定して計画をたてないです。三連動が来るんだろうということを想定して計画をたてないです。三連動が来るんだろうということを想定して計画をたてないです。三連動が来るんだろうということを想定して計画をたてない

と、結局、在宅避難を前提にしても、在宅避難が怖くて出来ないよとと、結局、在宅避難を前提にしても、在宅避難が怖くて出来ないよとと、結局、在宅避難を前提にしても、在宅避難が怖くて出来ないよとと、結局、在宅避難を前提にしても、在宅避難が怖くて出来ないよと

いう人たちをどうするのっていう。今度の熊本はいい教訓だと思うんいう人たちをどうするのっていう。今度の熊本はいい教訓だと思うんいう人たちをどうするのっていう。今度の熊本はいい教訓だと思うんいう人たちをどうするのっていう。今度の熊本はいい教訓だと思うん

です。ですから、現実的な想定をしてもらって、今言ったように地域です。ですから、現実的な想定をしてもらって、今言ったように地域です。ですから、現実的な想定をしてもらって、今言ったように地域です。ですから、現実的な想定をしてもらって、今言ったように地域

防災計画と地区防災計画をたてていかないと、いざという時に防災計画と地区防災計画をたてていかないと、いざという時に防災計画と地区防災計画をたてていかないと、いざという時に防災計画と地区防災計画をたてていかないと、いざという時に、かえ、かえ、かえ、かえ

ってってってって混乱する。混乱する。混乱する。混乱する。    

●お●お●お●おっっっっしゃることはよくわかりますし、熊本は、翌日に自衛隊が入ったしゃることはよくわかりますし、熊本は、翌日に自衛隊が入ったしゃることはよくわかりますし、熊本は、翌日に自衛隊が入ったしゃることはよくわかりますし、熊本は、翌日に自衛隊が入った

し、し、し、し、救援物資も続々いっ救援物資も続々いっ救援物資も続々いっ救援物資も続々いったんですけれども、こちらはそうはいかないったんですけれども、こちらはそうはいかないったんですけれども、こちらはそうはいかないったんですけれども、こちらはそうはいかないっ

ていうことも、しっかり市民に情報を伝えていかないと、備蓄がとてもていうことも、しっかり市民に情報を伝えていかないと、備蓄がとてもていうことも、しっかり市民に情報を伝えていかないと、備蓄がとてもていうことも、しっかり市民に情報を伝えていかないと、備蓄がとても

大事になってきますので、そういったことも一生懸命、市民に届くよう大事になってきますので、そういったことも一生懸命、市民に届くよう大事になってきますので、そういったことも一生懸命、市民に届くよう大事になってきますので、そういったことも一生懸命、市民に届くよう

にやってにやってにやってにやっていいいいきます。きます。きます。きます。    

3333----1111    

■歩歩路の市民活動室について■歩歩路の市民活動室について■歩歩路の市民活動室について■歩歩路の市民活動室について    

    この頃気になるのは、歩歩路の第この頃気になるのは、歩歩路の第この頃気になるのは、歩歩路の第この頃気になるのは、歩歩路の第 6666 会議室を、今度、無料の市民活会議室を、今度、無料の市民活会議室を、今度、無料の市民活会議室を、今度、無料の市民活

動室にしましたよね。その計画が、今、動室にしましたよね。その計画が、今、動室にしましたよね。その計画が、今、動室にしましたよね。その計画が、今、3333 丁目としては歩歩路というの丁目としては歩歩路というの丁目としては歩歩路というの丁目としては歩歩路というの

は、ここの公民館と同じような扱いになっていますので、いわゆる運は、ここの公民館と同じような扱いになっていますので、いわゆる運は、ここの公民館と同じような扱いになっていますので、いわゆる運は、ここの公民館と同じような扱いになっていますので、いわゆる運

営費がいらない公会堂という形で使わせていただいているんですけれ営費がいらない公会堂という形で使わせていただいているんですけれ営費がいらない公会堂という形で使わせていただいているんですけれ営費がいらない公会堂という形で使わせていただいているんですけれ

ども、今度、第ども、今度、第ども、今度、第ども、今度、第 4444、第、第、第、第 5555 もそうなるもそうなるもそうなるもそうなる可能性が高いと、そうすると、話に可能性が高いと、そうすると、話に可能性が高いと、そうすると、話に可能性が高いと、そうすると、話に

●●●●歩歩路は、正式名称は、地域交流センター歩歩路歩歩路は、正式名称は、地域交流センター歩歩路歩歩路は、正式名称は、地域交流センター歩歩路歩歩路は、正式名称は、地域交流センター歩歩路っっっっていうんですね。ていうんですね。ていうんですね。ていうんですね。

私は、ずっと長いこと、中心市街地に公民館的機能を持つところが無い私は、ずっと長いこと、中心市街地に公民館的機能を持つところが無い私は、ずっと長いこと、中心市街地に公民館的機能を持つところが無い私は、ずっと長いこと、中心市街地に公民館的機能を持つところが無い

こと、それから、島田市には、ボランティア活動、市民活動をしていること、それから、島田市には、ボランティア活動、市民活動をしていること、それから、島田市には、ボランティア活動、市民活動をしていること、それから、島田市には、ボランティア活動、市民活動をしている

人たちの拠点となる場所がないことをずっと気になっていました。です人たちの拠点となる場所がないことをずっと気になっていました。です人たちの拠点となる場所がないことをずっと気になっていました。です人たちの拠点となる場所がないことをずっと気になっていました。です

から、市民の方々が自由に活動する中で使える場所を作りたいという思から、市民の方々が自由に活動する中で使える場所を作りたいという思から、市民の方々が自由に活動する中で使える場所を作りたいという思から、市民の方々が自由に活動する中で使える場所を作りたいという思

いの中で、今も、今までも、昨年度までも歩歩路には、活動室っていういの中で、今も、今までも、昨年度までも歩歩路には、活動室っていういの中で、今も、今までも、昨年度までも歩歩路には、活動室っていういの中で、今も、今までも、昨年度までも歩歩路には、活動室っていう
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よるとよるとよるとよると、、、、だんだん発展していって、民間への貸し出しが無くなってくだんだん発展していって、民間への貸し出しが無くなってくだんだん発展していって、民間への貸し出しが無くなってくだんだん発展していって、民間への貸し出しが無くなってく

るんではないかと。登録者だけの貸し出しになってしまう可能性があるんではないかと。登録者だけの貸し出しになってしまう可能性があるんではないかと。登録者だけの貸し出しになってしまう可能性があるんではないかと。登録者だけの貸し出しになってしまう可能性があ

るよという話で、朝日テレビカルチャーもひょっとしたら出なくてはるよという話で、朝日テレビカルチャーもひょっとしたら出なくてはるよという話で、朝日テレビカルチャーもひょっとしたら出なくてはるよという話で、朝日テレビカルチャーもひょっとしたら出なくては

いけないというような話まで出ています。今の第いけないというような話まで出ています。今の第いけないというような話まで出ています。今の第いけないというような話まで出ています。今の第 6666 会議室が、今の形会議室が、今の形会議室が、今の形会議室が、今の形

にしたという理由をもう少し詳しく知りたいというのが一つです。にしたという理由をもう少し詳しく知りたいというのが一つです。にしたという理由をもう少し詳しく知りたいというのが一つです。にしたという理由をもう少し詳しく知りたいというのが一つです。    

無料で貸す部屋があったんですが、せいぜい無料で貸す部屋があったんですが、せいぜい無料で貸す部屋があったんですが、せいぜい無料で貸す部屋があったんですが、せいぜい 6666 人、人、人、人、7777 人入ったらもう目人入ったらもう目人入ったらもう目人入ったらもう目

一杯っていう、事務所の横の小さな部屋でした。ですから、少し、第一杯っていう、事務所の横の小さな部屋でした。ですから、少し、第一杯っていう、事務所の横の小さな部屋でした。ですから、少し、第一杯っていう、事務所の横の小さな部屋でした。ですから、少し、第 6666 会会会会

議室という場所を、自由に使える形にする中で、市議室という場所を、自由に使える形にする中で、市議室という場所を、自由に使える形にする中で、市議室という場所を、自由に使える形にする中で、市民活動室として使え民活動室として使え民活動室として使え民活動室として使え

るようにしましたが、これは、子育て支援とかそういうのじゃなくても、るようにしましたが、これは、子育て支援とかそういうのじゃなくても、るようにしましたが、これは、子育て支援とかそういうのじゃなくても、るようにしましたが、これは、子育て支援とかそういうのじゃなくても、

地区でも登録はできるはずです。ですから、その登録っていうのも、営地区でも登録はできるはずです。ですから、その登録っていうのも、営地区でも登録はできるはずです。ですから、その登録っていうのも、営地区でも登録はできるはずです。ですから、その登録っていうのも、営

業とか、そういうのに使わないような形で、市民の皆さんに業とか、そういうのに使わないような形で、市民の皆さんに業とか、そういうのに使わないような形で、市民の皆さんに業とか、そういうのに使わないような形で、市民の皆さんに使って使って使って使ってもらもらもらもら

いたいっていう意味での登録ですし、そのことによって印刷機だとか、いたいっていう意味での登録ですし、そのことによって印刷機だとか、いたいっていう意味での登録ですし、そのことによって印刷機だとか、いたいっていう意味での登録ですし、そのことによって印刷機だとか、

他のものも使ってもらえる、セットなものですから、市民活動団体って他のものも使ってもらえる、セットなものですから、市民活動団体って他のものも使ってもらえる、セットなものですから、市民活動団体って他のものも使ってもらえる、セットなものですから、市民活動団体って

いっても、じゃあ自治会はダメなのかっていうと、そういうことでは全いっても、じゃあ自治会はダメなのかっていうと、そういうことでは全いっても、じゃあ自治会はダメなのかっていうと、そういうことでは全いっても、じゃあ自治会はダメなのかっていうと、そういうことでは全

くないので、私としては、地域に自ら活動していく、そういう団体が増くないので、私としては、地域に自ら活動していく、そういう団体が増くないので、私としては、地域に自ら活動していく、そういう団体が増くないので、私としては、地域に自ら活動していく、そういう団体が増

えていくことや、街中での様々な地域活動、自治えていくことや、街中での様々な地域活動、自治えていくことや、街中での様々な地域活動、自治えていくことや、街中での様々な地域活動、自治会活動も含めて、そう会活動も含めて、そう会活動も含めて、そう会活動も含めて、そう

いうものが活発に行われる場所にしたいなと、もともとの意味での地域いうものが活発に行われる場所にしたいなと、もともとの意味での地域いうものが活発に行われる場所にしたいなと、もともとの意味での地域いうものが活発に行われる場所にしたいなと、もともとの意味での地域

交流センター歩歩路にしたいなっていうのが、思いのきっかけでありま交流センター歩歩路にしたいなっていうのが、思いのきっかけでありま交流センター歩歩路にしたいなっていうのが、思いのきっかけでありま交流センター歩歩路にしたいなっていうのが、思いのきっかけでありま

す。だから、使えなくなってしまうす。だから、使えなくなってしまうす。だから、使えなくなってしまうす。だから、使えなくなってしまうののののではなくて、使えるようにしたいではなくて、使えるようにしたいではなくて、使えるようにしたいではなくて、使えるようにしたい

っていうのが、実は思いです。っていうのが、実は思いです。っていうのが、実は思いです。っていうのが、実は思いです。    

3333----2222    

■歩歩路の市民活動室について■歩歩路の市民活動室について■歩歩路の市民活動室について■歩歩路の市民活動室について    

    第第第第 4444、第、第、第、第 5555 も、そういうふうになるんじゃないかという話は実際にはも、そういうふうになるんじゃないかという話は実際にはも、そういうふうになるんじゃないかという話は実際にはも、そういうふうになるんじゃないかという話は実際には

どうでしょうか。どうでしょうか。どうでしょうか。どうでしょうか。    

        

●今、第●今、第●今、第●今、第 4444、第、第、第、第 5555 は考えていません。ただ、朝日テレビカルチャーもは考えていません。ただ、朝日テレビカルチャーもは考えていません。ただ、朝日テレビカルチャーもは考えていません。ただ、朝日テレビカルチャーも 20202020

年くらい入っているんですね。もちろん契約がありますから、ただ、朝年くらい入っているんですね。もちろん契約がありますから、ただ、朝年くらい入っているんですね。もちろん契約がありますから、ただ、朝年くらい入っているんですね。もちろん契約がありますから、ただ、朝

日テレビカルチャーが入っていることで、実は、公民館的機能として部日テレビカルチャーが入っていることで、実は、公民館的機能として部日テレビカルチャーが入っていることで、実は、公民館的機能として部日テレビカルチャーが入っていることで、実は、公民館的機能として部

屋数が少なくなっていることも事実なんです。ですから、そのあたりの屋数が少なくなっていることも事実なんです。ですから、そのあたりの屋数が少なくなっていることも事実なんです。ですから、そのあたりの屋数が少なくなっていることも事実なんです。ですから、そのあたりの

ことは、考えなきゃいけないことだなと思っています。ただ、契約もあことは、考えなきゃいけないことだなと思っています。ただ、契約もあことは、考えなきゃいけないことだなと思っています。ただ、契約もあことは、考えなきゃいけないことだなと思っています。ただ、契約もあ

りますし、それから、お話し合いも、もちろん必要ですし、それから、りますし、それから、お話し合いも、もちろん必要ですし、それから、りますし、それから、お話し合いも、もちろん必要ですし、それから、りますし、それから、お話し合いも、もちろん必要ですし、それから、

市民の皆さんが、あそこをどう使いたいのかっていうこともすごく大事市民の皆さんが、あそこをどう使いたいのかっていうこともすごく大事市民の皆さんが、あそこをどう使いたいのかっていうこともすごく大事市民の皆さんが、あそこをどう使いたいのかっていうこともすごく大事

なことだと思います。駐車場が無いけれども、でも、街の中にある、なことだと思います。駐車場が無いけれども、でも、街の中にある、なことだと思います。駐車場が無いけれども、でも、街の中にある、なことだと思います。駐車場が無いけれども、でも、街の中にある、唯唯唯唯

一の皆さん方が交流できる場所として使える、そういう施設だから、そ一の皆さん方が交流できる場所として使える、そういう施設だから、そ一の皆さん方が交流できる場所として使える、そういう施設だから、そ一の皆さん方が交流できる場所として使える、そういう施設だから、そ

れは大事にしたいなと思います。平成れは大事にしたいなと思います。平成れは大事にしたいなと思います。平成れは大事にしたいなと思います。平成 8888 年だったと思うんですよ、あれ年だったと思うんですよ、あれ年だったと思うんですよ、あれ年だったと思うんですよ、あれ

が出来たのは。が出来たのは。が出来たのは。が出来たのは。7777 年か年か年か年か 8888 年だったと思うんですよ。そろそろ年だったと思うんですよ。そろそろ年だったと思うんですよ。そろそろ年だったと思うんですよ。そろそろ 20202020 年にはな年にはな年にはな年にはな

っていると思うんです。ですから、私の思いはそういう思いで、むしろ、っていると思うんです。ですから、私の思いはそういう思いで、むしろ、っていると思うんです。ですから、私の思いはそういう思いで、むしろ、っていると思うんです。ですから、私の思いはそういう思いで、むしろ、

使えなくするんではなくて、みんなが使える場所にしたいっていう、そ使えなくするんではなくて、みんなが使える場所にしたいっていう、そ使えなくするんではなくて、みんなが使える場所にしたいっていう、そ使えなくするんではなくて、みんなが使える場所にしたいっていう、そ

の思いです。だから、登録が必要なのかどうかっていうのも、考える、の思いです。だから、登録が必要なのかどうかっていうのも、考える、の思いです。だから、登録が必要なのかどうかっていうのも、考える、の思いです。だから、登録が必要なのかどうかっていうのも、考える、

その中に入ってくるのかなと思います。その中に入ってくるのかなと思います。その中に入ってくるのかなと思います。その中に入ってくるのかなと思います。    

3333----3333    

■歩歩路の市民活動室について■歩歩路の市民活動室について■歩歩路の市民活動室について■歩歩路の市民活動室について    

    今、登録は大変ゆるくて、とりあえず申し込めば、誰でも本当に登今、登録は大変ゆるくて、とりあえず申し込めば、誰でも本当に登今、登録は大変ゆるくて、とりあえず申し込めば、誰でも本当に登今、登録は大変ゆるくて、とりあえず申し込めば、誰でも本当に登

録されちゃうっていう状態にはなっていると思いますので、まあそれ録されちゃうっていう状態にはなっていると思いますので、まあそれ録されちゃうっていう状態にはなっていると思いますので、まあそれ録されちゃうっていう状態にはなっていると思いますので、まあそれ

はそれで、歩歩路としては、そういう形で考えているんですね。はそれで、歩歩路としては、そういう形で考えているんですね。はそれで、歩歩路としては、そういう形で考えているんですね。はそれで、歩歩路としては、そういう形で考えているんですね。    

    

●（特に回答なし）●（特に回答なし）●（特に回答なし）●（特に回答なし）    
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4444    

■こども館等へのポスター掲示について■こども館等へのポスター掲示について■こども館等へのポスター掲示について■こども館等へのポスター掲示について    

    街中にある児童センターこども館、図書館について、せっかく街の街中にある児童センターこども館、図書館について、せっかく街の街中にある児童センターこども館、図書館について、せっかく街の街中にある児童センターこども館、図書館について、せっかく街の

中にあって、他の、藤枝とか吉田からも来ていただいているようなん中にあって、他の、藤枝とか吉田からも来ていただいているようなん中にあって、他の、藤枝とか吉田からも来ていただいているようなん中にあって、他の、藤枝とか吉田からも来ていただいているようなん

ですけれども、扱いとしては市が扱っている形になっていまして、例ですけれども、扱いとしては市が扱っている形になっていまして、例ですけれども、扱いとしては市が扱っている形になっていまして、例ですけれども、扱いとしては市が扱っている形になっていまして、例

えば、商店街の真ん中にあるわけですよね、なんのえば、商店街の真ん中にあるわけですよね、なんのえば、商店街の真ん中にあるわけですよね、なんのえば、商店街の真ん中にあるわけですよね、なんの PRPRPRPR とかそういうもとかそういうもとかそういうもとかそういうも

の一切はできないと、ポスターの貼り付けもできない状態だって聞いの一切はできないと、ポスターの貼り付けもできない状態だって聞いの一切はできないと、ポスターの貼り付けもできない状態だって聞いの一切はできないと、ポスターの貼り付けもできない状態だって聞い

ているんですけれども。つまり、地域にありながら、そこに来た人たているんですけれども。つまり、地域にありながら、そこに来た人たているんですけれども。つまり、地域にありながら、そこに来た人たているんですけれども。つまり、地域にありながら、そこに来た人た

ちに何のアピールも出来ないちに何のアピールも出来ないちに何のアピールも出来ないちに何のアピールも出来ないとととという状態が、今そこにありまして、ないう状態が、今そこにありまして、ないう状態が、今そこにありまして、ないう状態が、今そこにありまして、な

んとかそれは出来ないだろうかと。歩歩路に関しましては、まちづくんとかそれは出来ないだろうかと。歩歩路に関しましては、まちづくんとかそれは出来ないだろうかと。歩歩路に関しましては、まちづくんとかそれは出来ないだろうかと。歩歩路に関しましては、まちづく

り島田がやってり島田がやってり島田がやってり島田がやっていただいているのかもしれませんけども、とりあえいただいているのかもしれませんけども、とりあえいただいているのかもしれませんけども、とりあえいただいているのかもしれませんけども、とりあえ

ず、地域に関連する事業とか、ポスターとか、そういうものは貼らせず、地域に関連する事業とか、ポスターとか、そういうものは貼らせず、地域に関連する事業とか、ポスターとか、そういうものは貼らせず、地域に関連する事業とか、ポスターとか、そういうものは貼らせ

ていただいております。ただ、こども館、それから、図書館についてていただいております。ただ、こども館、それから、図書館についてていただいております。ただ、こども館、それから、図書館についてていただいております。ただ、こども館、それから、図書館について

は、一切そういうものは禁じられているらしいので、実際に何も手がは、一切そういうものは禁じられているらしいので、実際に何も手がは、一切そういうものは禁じられているらしいので、実際に何も手がは、一切そういうものは禁じられているらしいので、実際に何も手が

付けられない。じゃぁ、そこに来た人たちは、島田市にせっかく人を付けられない。じゃぁ、そこに来た人たちは、島田市にせっかく人を付けられない。じゃぁ、そこに来た人たちは、島田市にせっかく人を付けられない。じゃぁ、そこに来た人たちは、島田市にせっかく人を

集めているのに、じゃぁ、それはそのまま、そこだけで帰ってしまう集めているのに、じゃぁ、それはそのまま、そこだけで帰ってしまう集めているのに、じゃぁ、それはそのまま、そこだけで帰ってしまう集めているのに、じゃぁ、それはそのまま、そこだけで帰ってしまう

っていうのはちょっともったいないのではないかということと、それっていうのはちょっともったいないのではないかということと、それっていうのはちょっともったいないのではないかということと、それっていうのはちょっともったいないのではないかということと、それ

から、駅の回廊ですか、それについても、ポスターを貼る位置はありから、駅の回廊ですか、それについても、ポスターを貼る位置はありから、駅の回廊ですか、それについても、ポスターを貼る位置はありから、駅の回廊ですか、それについても、ポスターを貼る位置はあり

ますけども、市の事業以外は一切貼ますけども、市の事業以外は一切貼ますけども、市の事業以外は一切貼ますけども、市の事業以外は一切貼れない、まあ、他の例えば、島田れない、まあ、他の例えば、島田れない、まあ、他の例えば、島田れない、まあ、他の例えば、島田

市に来ていただいて市に来ていただいて市に来ていただいて市に来ていただいていいいいる人たちに、市の事業以外のものをる人たちに、市の事業以外のものをる人たちに、市の事業以外のものをる人たちに、市の事業以外のものを PRPRPRPR したい場したい場したい場したい場

合でも出来ないというのは基本らしいので、そこらへんの開放をなん合でも出来ないというのは基本らしいので、そこらへんの開放をなん合でも出来ないというのは基本らしいので、そこらへんの開放をなん合でも出来ないというのは基本らしいので、そこらへんの開放をなん

とかできないだろうかというのが、一つお願いとしてありました。とかできないだろうかというのが、一つお願いとしてありました。とかできないだろうかというのが、一つお願いとしてありました。とかできないだろうかというのが、一つお願いとしてありました。    

できないことが前提として話があったのかもしれませんけど、例えばできないことが前提として話があったのかもしれませんけど、例えばできないことが前提として話があったのかもしれませんけど、例えばできないことが前提として話があったのかもしれませんけど、例えば

商店街連合会というコーナーをつくっていただいて、そこに責任を持商店街連合会というコーナーをつくっていただいて、そこに責任を持商店街連合会というコーナーをつくっていただいて、そこに責任を持商店街連合会というコーナーをつくっていただいて、そこに責任を持

って置かしてもらうとか、いろんな方法があるかと思いますので、そって置かしてもらうとか、いろんな方法があるかと思いますので、そって置かしてもらうとか、いろんな方法があるかと思いますので、そって置かしてもらうとか、いろんな方法があるかと思いますので、そ

の点はまた、商工課等にお願いした形になるのかなとは思いますけの点はまた、商工課等にお願いした形になるのかなとは思いますけの点はまた、商工課等にお願いした形になるのかなとは思いますけの点はまた、商工課等にお願いした形になるのかなとは思いますけ

ど、駅の回廊も先ほど言ったように、それは「紙わざど、駅の回廊も先ほど言ったように、それは「紙わざど、駅の回廊も先ほど言ったように、それは「紙わざど、駅の回廊も先ほど言ったように、それは「紙わざ（大賞展）」の当（大賞展）」の当（大賞展）」の当（大賞展）」の当

時からだったんですけれども、ポスターを貼れない、貼らせていただ時からだったんですけれども、ポスターを貼れない、貼らせていただ時からだったんですけれども、ポスターを貼れない、貼らせていただ時からだったんですけれども、ポスターを貼れない、貼らせていただ

けない、市の花火大会とかいうものしか貼れない。仕方なくけない、市の花火大会とかいうものしか貼れない。仕方なくけない、市の花火大会とかいうものしか貼れない。仕方なくけない、市の花火大会とかいうものしか貼れない。仕方なく JRJRJRJR に頼んに頼んに頼んに頼ん

で構内にポスターを貼らせていただいたりとか、そういったこともでで構内にポスターを貼らせていただいたりとか、そういったこともでで構内にポスターを貼らせていただいたりとか、そういったこともでで構内にポスターを貼らせていただいたりとか、そういったこともで

すね、なんで出来ないのかなっていうことがありまして、それは市がすね、なんで出来ないのかなっていうことがありまして、それは市がすね、なんで出来ないのかなっていうことがありまして、それは市がすね、なんで出来ないのかなっていうことがありまして、それは市が

認定した事業でなければならないよというような話だったんですけれ認定した事業でなければならないよというような話だったんですけれ認定した事業でなければならないよというような話だったんですけれ認定した事業でなければならないよというような話だったんですけれ

ども、例えば、観光として来ていただける人もいるし、そういう人たども、例えば、観光として来ていただける人もいるし、そういう人たども、例えば、観光として来ていただける人もいるし、そういう人たども、例えば、観光として来ていただける人もいるし、そういう人た

ちに本当に市のポスターだけでいいのかなっていうのがありましたんちに本当に市のポスターだけでいいのかなっていうのがありましたんちに本当に市のポスターだけでいいのかなっていうのがありましたんちに本当に市のポスターだけでいいのかなっていうのがありましたん

で、まあ、かなりいろんな条件が必要なのかもしれませんけども、で、まあ、かなりいろんな条件が必要なのかもしれませんけども、で、まあ、かなりいろんな条件が必要なのかもしれませんけども、で、まあ、かなりいろんな条件が必要なのかもしれませんけども、検検検検

討していただければと思います。討していただければと思います。討していただければと思います。討していただければと思います。    

●こども館と図書館、私も、なんでもっと地元の商店街の皆さんとジョ●こども館と図書館、私も、なんでもっと地元の商店街の皆さんとジョ●こども館と図書館、私も、なんでもっと地元の商店街の皆さんとジョ●こども館と図書館、私も、なんでもっと地元の商店街の皆さんとジョ

イント出来ないのかっていうことは、ずっと思っている話で、今は、あイント出来ないのかっていうことは、ずっと思っている話で、今は、あイント出来ないのかっていうことは、ずっと思っている話で、今は、あイント出来ないのかっていうことは、ずっと思っている話で、今は、あ

そこに、市内の、子どもを連れて行けるお店の一覧のパンフレットだとそこに、市内の、子どもを連れて行けるお店の一覧のパンフレットだとそこに、市内の、子どもを連れて行けるお店の一覧のパンフレットだとそこに、市内の、子どもを連れて行けるお店の一覧のパンフレットだと

か、そういうものを作ってですね、配付もしていますし、お昼ご飯を食か、そういうものを作ってですね、配付もしていますし、お昼ご飯を食か、そういうものを作ってですね、配付もしていますし、お昼ご飯を食か、そういうものを作ってですね、配付もしていますし、お昼ご飯を食

べに行きたい、どっか遊びに行けるところはないかっていうことも、全べに行きたい、どっか遊びに行けるところはないかっていうことも、全べに行きたい、どっか遊びに行けるところはないかっていうことも、全べに行きたい、どっか遊びに行けるところはないかっていうことも、全

部ご案内をしているところです。あそこにポスターを貼るということの部ご案内をしているところです。あそこにポスターを貼るということの部ご案内をしているところです。あそこにポスターを貼るということの部ご案内をしているところです。あそこにポスターを貼るということの

許可については、場所はあるはずですし、特に図書館は、あれを造ると許可については、場所はあるはずですし、特に図書館は、あれを造ると許可については、場所はあるはずですし、特に図書館は、あれを造ると許可については、場所はあるはずですし、特に図書館は、あれを造ると

きに配架、いろんなチラシを入れるものを整えたはずです。私が教育委きに配架、いろんなチラシを入れるものを整えたはずです。私が教育委きに配架、いろんなチラシを入れるものを整えたはずです。私が教育委きに配架、いろんなチラシを入れるものを整えたはずです。私が教育委

員のときに、その話を随分言いましたのでね、地元のさまざまな団体の員のときに、その話を随分言いましたのでね、地元のさまざまな団体の員のときに、その話を随分言いましたのでね、地元のさまざまな団体の員のときに、その話を随分言いましたのでね、地元のさまざまな団体の

催しだとか、そういったものが配架できるようになっているはずなんで催しだとか、そういったものが配架できるようになっているはずなんで催しだとか、そういったものが配架できるようになっているはずなんで催しだとか、そういったものが配架できるようになっているはずなんで

すけれども、それと同時に、ご案内の紙を貼れるような掲示板のことをすけれども、それと同時に、ご案内の紙を貼れるような掲示板のことをすけれども、それと同時に、ご案内の紙を貼れるような掲示板のことをすけれども、それと同時に、ご案内の紙を貼れるような掲示板のことを

いっているんですよね、そのぐらいのことは、やれないことはないもんいっているんですよね、そのぐらいのことは、やれないことはないもんいっているんですよね、そのぐらいのことは、やれないことはないもんいっているんですよね、そのぐらいのことは、やれないことはないもん

ね。ちょっと、それは、場所を少しつくればいいことなので、しかも、ね。ちょっと、それは、場所を少しつくればいいことなので、しかも、ね。ちょっと、それは、場所を少しつくればいいことなので、しかも、ね。ちょっと、それは、場所を少しつくればいいことなので、しかも、

逆に正直なことを言うと、なんでもっと商店街の方々と一緒になって、逆に正直なことを言うと、なんでもっと商店街の方々と一緒になって、逆に正直なことを言うと、なんでもっと商店街の方々と一緒になって、逆に正直なことを言うと、なんでもっと商店街の方々と一緒になって、

たとえば図書館が開店したセールが出来なかったのかとか、いろんなこたとえば図書館が開店したセールが出来なかったのかとか、いろんなこたとえば図書館が開店したセールが出来なかったのかとか、いろんなこたとえば図書館が開店したセールが出来なかったのかとか、いろんなこ

とを、実は私は私なりに思っていました。でも、それが、今お話をいたとを、実は私は私なりに思っていました。でも、それが、今お話をいたとを、実は私は私なりに思っていました。でも、それが、今お話をいたとを、実は私は私なりに思っていました。でも、それが、今お話をいた

だいたようなことが少し原因になっていたならば、それはちょっとまずだいたようなことが少し原因になっていたならば、それはちょっとまずだいたようなことが少し原因になっていたならば、それはちょっとまずだいたようなことが少し原因になっていたならば、それはちょっとまず

いことでありますので、そういった掲示板やそのスペースはつくれるでいことでありますので、そういった掲示板やそのスペースはつくれるでいことでありますので、そういった掲示板やそのスペースはつくれるでいことでありますので、そういった掲示板やそのスペースはつくれるで

しょう。しょう。しょう。しょう。    

    私が想像するところでは、これは良くてこれはダメとか、そういうの私が想像するところでは、これは良くてこれはダメとか、そういうの私が想像するところでは、これは良くてこれはダメとか、そういうの私が想像するところでは、これは良くてこれはダメとか、そういうの

が難しくなってしまうから、公平性というような意味で、お断りしたのが難しくなってしまうから、公平性というような意味で、お断りしたのが難しくなってしまうから、公平性というような意味で、お断りしたのが難しくなってしまうから、公平性というような意味で、お断りしたの

かもしれないんですけれども、でも、市民の皆様のさまざまな活動やらかもしれないんですけれども、でも、市民の皆様のさまざまな活動やらかもしれないんですけれども、でも、市民の皆様のさまざまな活動やらかもしれないんですけれども、でも、市民の皆様のさまざまな活動やら

商店街の動きを支援していくのは当然のことですので、このことについ商店街の動きを支援していくのは当然のことですので、このことについ商店街の動きを支援していくのは当然のことですので、このことについ商店街の動きを支援していくのは当然のことですので、このことについ

ては、考えさせてもらいます。【検討事項ては、考えさせてもらいます。【検討事項ては、考えさせてもらいます。【検討事項ては、考えさせてもらいます。【検討事項 1111】】】】    

    

駅の回廊は市道の扱いになっていて、窓ガラスにずっと付いてて、実駅の回廊は市道の扱いになっていて、窓ガラスにずっと付いてて、実駅の回廊は市道の扱いになっていて、窓ガラスにずっと付いてて、実駅の回廊は市道の扱いになっていて、窓ガラスにずっと付いてて、実

は、私自身は、私自身は、私自身は、私自身も去年のお祭りのときに少しやったんですが、観光協会の場も去年のお祭りのときに少しやったんですが、観光協会の場も去年のお祭りのときに少しやったんですが、観光協会の場も去年のお祭りのときに少しやったんですが、観光協会の場

所がわかりにくいと思いましてね、駅のあの通路に何で出来ないんだっ所がわかりにくいと思いましてね、駅のあの通路に何で出来ないんだっ所がわかりにくいと思いましてね、駅のあの通路に何で出来ないんだっ所がわかりにくいと思いましてね、駅のあの通路に何で出来ないんだっ

て、だいぶ言ったことがありまして、試行で、去年、確かやったはずでて、だいぶ言ったことがありまして、試行で、去年、確かやったはずでて、だいぶ言ったことがありまして、試行で、去年、確かやったはずでて、だいぶ言ったことがありまして、試行で、去年、確かやったはずで

す。呈茶サービスと同時に。ただ、暑くてたまらないとは言ってました。す。呈茶サービスと同時に。ただ、暑くてたまらないとは言ってました。す。呈茶サービスと同時に。ただ、暑くてたまらないとは言ってました。す。呈茶サービスと同時に。ただ、暑くてたまらないとは言ってました。

担当で行った者が。結局、西日があたるし、上が開いてるものだから、担当で行った者が。結局、西日があたるし、上が開いてるものだから、担当で行った者が。結局、西日があたるし、上が開いてるものだから、担当で行った者が。結局、西日があたるし、上が開いてるものだから、

エアコンも何も付けられないし、ということで、厳しい現実があるとはエアコンも何も付けられないし、ということで、厳しい現実があるとはエアコンも何も付けられないし、ということで、厳しい現実があるとはエアコンも何も付けられないし、ということで、厳しい現実があるとは

言ってましたけれども、少なくとも、のぼり旗を立てたり、街の中のパ言ってましたけれども、少なくとも、のぼり旗を立てたり、街の中のパ言ってましたけれども、少なくとも、のぼり旗を立てたり、街の中のパ言ってましたけれども、少なくとも、のぼり旗を立てたり、街の中のパ

ンフレットやマップを置いたりとかね、そういうものをンフレットやマップを置いたりとかね、そういうものをンフレットやマップを置いたりとかね、そういうものをンフレットやマップを置いたりとかね、そういうものを、、、、駅を出るとき駅を出るとき駅を出るとき駅を出るとき

に取れたに取れたに取れたに取れたならば、ぜんぜん違うわけですよね。観光協会は、実際わかりならば、ぜんぜん違うわけですよね。観光協会は、実際わかりならば、ぜんぜん違うわけですよね。観光協会は、実際わかりならば、ぜんぜん違うわけですよね。観光協会は、実際わかり
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    にくいと私自身思っています、場所がね。そういう知恵を出し合いながにくいと私自身思っています、場所がね。そういう知恵を出し合いながにくいと私自身思っています、場所がね。そういう知恵を出し合いながにくいと私自身思っています、場所がね。そういう知恵を出し合いなが

ら、どうしたらいいのかってことを考えなきゃいけないなって思っていら、どうしたらいいのかってことを考えなきゃいけないなって思っていら、どうしたらいいのかってことを考えなきゃいけないなって思っていら、どうしたらいいのかってことを考えなきゃいけないなって思ってい

ます。たとえば、これはまあ、市長の発言というよりも、みなさんがどます。たとえば、これはまあ、市長の発言というよりも、みなさんがどます。たとえば、これはまあ、市長の発言というよりも、みなさんがどます。たとえば、これはまあ、市長の発言というよりも、みなさんがど

うお考えになるかってことで、ただ、ちょっと聞いてみたいんですけれうお考えになるかってことで、ただ、ちょっと聞いてみたいんですけれうお考えになるかってことで、ただ、ちょっと聞いてみたいんですけれうお考えになるかってことで、ただ、ちょっと聞いてみたいんですけれ

ど、駅の通路に、例えば北側は駅をずっと見渡せるようにガラス張りにど、駅の通路に、例えば北側は駅をずっと見渡せるようにガラス張りにど、駅の通路に、例えば北側は駅をずっと見渡せるようにガラス張りにど、駅の通路に、例えば北側は駅をずっと見渡せるようにガラス張りに

なっていますよね。でも、あの一角が例えば区切られて、観光協会にななっていますよね。でも、あの一角が例えば区切られて、観光協会にななっていますよね。でも、あの一角が例えば区切られて、観光協会にななっていますよね。でも、あの一角が例えば区切られて、観光協会にな

っちゃったら、皆さん嫌ですかね。来たお客さんにパンフレットをあげっちゃったら、皆さん嫌ですかね。来たお客さんにパンフレットをあげっちゃったら、皆さん嫌ですかね。来たお客さんにパンフレットをあげっちゃったら、皆さん嫌ですかね。来たお客さんにパンフレットをあげ

たり、ちたり、ちたり、ちたり、ちょっとお茶を飲んでいただいたりっていうような、そういう、ょっとお茶を飲んでいただいたりっていうような、そういう、ょっとお茶を飲んでいただいたりっていうような、そういう、ょっとお茶を飲んでいただいたりっていうような、そういう、

おもてなしコーナーみたいなものが駅の通路にあったらね、土日だけでおもてなしコーナーみたいなものが駅の通路にあったらね、土日だけでおもてなしコーナーみたいなものが駅の通路にあったらね、土日だけでおもてなしコーナーみたいなものが駅の通路にあったらね、土日だけで

もそういったものがあったり、お祭にあわせて開設できたりすれば、こもそういったものがあったり、お祭にあわせて開設できたりすれば、こもそういったものがあったり、お祭にあわせて開設できたりすれば、こもそういったものがあったり、お祭にあわせて開設できたりすれば、こ

れは、少しはお役に立てるんじゃあないかと思うんですよ。そういう柔れは、少しはお役に立てるんじゃあないかと思うんですよ。そういう柔れは、少しはお役に立てるんじゃあないかと思うんですよ。そういう柔れは、少しはお役に立てるんじゃあないかと思うんですよ。そういう柔

軟性っていうかな、それがほしいっていつも思う。いろいろ検討させて軟性っていうかな、それがほしいっていつも思う。いろいろ検討させて軟性っていうかな、それがほしいっていつも思う。いろいろ検討させて軟性っていうかな、それがほしいっていつも思う。いろいろ検討させて

ください。ください。ください。ください。    

5555    

■■■■市市市市の職員、駐輪場、リバティ、おび通りについての職員、駐輪場、リバティ、おび通りについての職員、駐輪場、リバティ、おび通りについての職員、駐輪場、リバティ、おび通りについて    

    市役所の職員の方が、お昼の時に市役所の職員の方が、お昼の時に市役所の職員の方が、お昼の時に市役所の職員の方が、お昼の時に職場でそのまま昼食をとられてい職場でそのまま昼食をとられてい職場でそのまま昼食をとられてい職場でそのまま昼食をとられてい

るっていうのは気になるということで、本当に休憩時間があるのかなるっていうのは気になるということで、本当に休憩時間があるのかなるっていうのは気になるということで、本当に休憩時間があるのかなるっていうのは気になるということで、本当に休憩時間があるのかな

と、皆さん、食事をとられる場所が無いっていうことも原因なのかもと、皆さん、食事をとられる場所が無いっていうことも原因なのかもと、皆さん、食事をとられる場所が無いっていうことも原因なのかもと、皆さん、食事をとられる場所が無いっていうことも原因なのかも

しれませんが、普通の企業だと、行った時に食事をしているっていうしれませんが、普通の企業だと、行った時に食事をしているっていうしれませんが、普通の企業だと、行った時に食事をしているっていうしれませんが、普通の企業だと、行った時に食事をしているっていう

のは、なかなかちょっと違和感があるというか、のは、なかなかちょっと違和感があるというか、のは、なかなかちょっと違和感があるというか、のは、なかなかちょっと違和感があるというか、1111階だけでも工夫があ階だけでも工夫があ階だけでも工夫があ階だけでも工夫があ

ればという、そういう意見がありました。ればという、そういう意見がありました。ればという、そういう意見がありました。ればという、そういう意見がありました。        

    市内なんですけども、高校生とか、最近の高校生の挨拶が非常にい市内なんですけども、高校生とか、最近の高校生の挨拶が非常にい市内なんですけども、高校生とか、最近の高校生の挨拶が非常にい市内なんですけども、高校生とか、最近の高校生の挨拶が非常にい

いなって、本当にちゃんとやられている子はちゃんとやられているないなって、本当にちゃんとやられている子はちゃんとやられているないなって、本当にちゃんとやられている子はちゃんとやられているないなって、本当にちゃんとやられている子はちゃんとやられているな

と、街に来た時に、駐輪場がどこかわからないみたいで、すごく丁寧と、街に来た時に、駐輪場がどこかわからないみたいで、すごく丁寧と、街に来た時に、駐輪場がどこかわからないみたいで、すごく丁寧と、街に来た時に、駐輪場がどこかわからないみたいで、すごく丁寧

に停に停に停に停めているんですが、やっぱりそうすると、密集したところでは隣めているんですが、やっぱりそうすると、密集したところでは隣めているんですが、やっぱりそうすると、密集したところでは隣めているんですが、やっぱりそうすると、密集したところでは隣

の商店の方に迷惑がかかる、うちのしましんとしても、そういうとこの商店の方に迷惑がかかる、うちのしましんとしても、そういうとこの商店の方に迷惑がかかる、うちのしましんとしても、そういうとこの商店の方に迷惑がかかる、うちのしましんとしても、そういうとこ

ろの開放が出来ないか社内のほうでもあたってみたいと思うんですろの開放が出来ないか社内のほうでもあたってみたいと思うんですろの開放が出来ないか社内のほうでもあたってみたいと思うんですろの開放が出来ないか社内のほうでもあたってみたいと思うんです

が、自転車を置く場所っていうところがもうちょっとあれば、せっかが、自転車を置く場所っていうところがもうちょっとあれば、せっかが、自転車を置く場所っていうところがもうちょっとあれば、せっかが、自転車を置く場所っていうところがもうちょっとあれば、せっか

く街に来られる条件がある、例えば児童館にしてもそうですし、図書く街に来られる条件がある、例えば児童館にしてもそうですし、図書く街に来られる条件がある、例えば児童館にしてもそうですし、図書く街に来られる条件がある、例えば児童館にしてもそうですし、図書

館にしてもそうですし、街に人が集まる空間があるならば、駐輪場っ館にしてもそうですし、街に人が集まる空間があるならば、駐輪場っ館にしてもそうですし、街に人が集まる空間があるならば、駐輪場っ館にしてもそうですし、街に人が集まる空間があるならば、駐輪場っ

ていうのも必要な施設ではないのかなって思います。ていうのも必要な施設ではないのかなって思います。ていうのも必要な施設ではないのかなって思います。ていうのも必要な施設ではないのかなって思います。    

    リバティとか、大井川マラソンとか、参加させていただいたりとリバティとか、大井川マラソンとか、参加させていただいたりとリバティとか、大井川マラソンとか、参加させていただいたりとリバティとか、大井川マラソンとか、参加させていただいたりと

かかかか、本当にいい施設だと思うんですね。、本当にいい施設だと思うんですね。、本当にいい施設だと思うんですね。、本当にいい施設だと思うんですね。あれを、維持管理を続けていあれを、維持管理を続けていあれを、維持管理を続けていあれを、維持管理を続けてい

っていただきたいということと、伊太和里の湯もよく行かせていただっていただきたいということと、伊太和里の湯もよく行かせていただっていただきたいということと、伊太和里の湯もよく行かせていただっていただきたいということと、伊太和里の湯もよく行かせていただ

くんですが、あの料金で入れるのも、すごく島田市民の特典なのかなくんですが、あの料金で入れるのも、すごく島田市民の特典なのかなくんですが、あの料金で入れるのも、すごく島田市民の特典なのかなくんですが、あの料金で入れるのも、すごく島田市民の特典なのかな

って思いますし、継続してやっていただきたい。って思いますし、継続してやっていただきたい。って思いますし、継続してやっていただきたい。って思いますし、継続してやっていただきたい。    

●市役所の職員が、職場の机の上でランチを食べているということにつ●市役所の職員が、職場の机の上でランチを食べているということにつ●市役所の職員が、職場の机の上でランチを食べているということにつ●市役所の職員が、職場の机の上でランチを食べているということにつ

いては、うちの市役所は、ランチルームっていうか、食堂が無くてですいては、うちの市役所は、ランチルームっていうか、食堂が無くてですいては、うちの市役所は、ランチルームっていうか、食堂が無くてですいては、うちの市役所は、ランチルームっていうか、食堂が無くてです

ね、外に食べに行く者はあれですが、そうでない者は自席でおね、外に食べに行く者はあれですが、そうでない者は自席でおね、外に食べに行く者はあれですが、そうでない者は自席でおね、外に食べに行く者はあれですが、そうでない者は自席でお弁当を食弁当を食弁当を食弁当を食

べているっていうのが、実は実態です。私も、お昼ご飯を、そうやってべているっていうのが、実は実態です。私も、お昼ご飯を、そうやってべているっていうのが、実は実態です。私も、お昼ご飯を、そうやってべているっていうのが、実は実態です。私も、お昼ご飯を、そうやって

自分の席で食べているんですね。来客の皆様からすればどういう風に見自分の席で食べているんですね。来客の皆様からすればどういう風に見自分の席で食べているんですね。来客の皆様からすればどういう風に見自分の席で食べているんですね。来客の皆様からすればどういう風に見

えるかということについては、まさにえるかということについては、まさにえるかということについては、まさにえるかということについては、まさに御指摘をいただいたなあというふ御指摘をいただいたなあというふ御指摘をいただいたなあというふ御指摘をいただいたなあというふ

うに思います。うに思います。うに思います。うに思います。1111 階階階階部分だけでもっていう、例えば、市民課みたいなとこ部分だけでもっていう、例えば、市民課みたいなとこ部分だけでもっていう、例えば、市民課みたいなとこ部分だけでもっていう、例えば、市民課みたいなとこ

ろは、見えない裏側のほうで食べることは出来ると思うんですけれども、ろは、見えない裏側のほうで食べることは出来ると思うんですけれども、ろは、見えない裏側のほうで食べることは出来ると思うんですけれども、ろは、見えない裏側のほうで食べることは出来ると思うんですけれども、

福祉とか、そっちの方は全面見えちゃっているところなものですから、福祉とか、そっちの方は全面見えちゃっているところなものですから、福祉とか、そっちの方は全面見えちゃっているところなものですから、福祉とか、そっちの方は全面見えちゃっているところなものですから、

そういったところの、お客様から見たとき、どういう風に見えるかってそういったところの、お客様から見たとき、どういう風に見えるかってそういったところの、お客様から見たとき、どういう風に見えるかってそういったところの、お客様から見たとき、どういう風に見えるかって

いうことをもう一度考えないといけないなって思っていまいうことをもう一度考えないといけないなって思っていまいうことをもう一度考えないといけないなって思っていまいうことをもう一度考えないといけないなって思っています。ただ、なす。ただ、なす。ただ、なす。ただ、な

かなかすぐには難しい課題ではあるなって思いますが、ランチルームみかなかすぐには難しい課題ではあるなって思いますが、ランチルームみかなかすぐには難しい課題ではあるなって思いますが、ランチルームみかなかすぐには難しい課題ではあるなって思いますが、ランチルームみ

たいのを設定できればいいですけれどもね。たいのを設定できればいいですけれどもね。たいのを設定できればいいですけれどもね。たいのを設定できればいいですけれどもね。    

    家からお弁当を持ってくる方も多いです。窓口業務のある方たちは、家からお弁当を持ってくる方も多いです。窓口業務のある方たちは、家からお弁当を持ってくる方も多いです。窓口業務のある方たちは、家からお弁当を持ってくる方も多いです。窓口業務のある方たちは、

少し時間をずらしながらやっていると思います。例えば、うちの秘書課少し時間をずらしながらやっていると思います。例えば、うちの秘書課少し時間をずらしながらやっていると思います。例えば、うちの秘書課少し時間をずらしながらやっていると思います。例えば、うちの秘書課

なんかでも、まるっきり、誰もいなくなることは無くてですね、ほとんなんかでも、まるっきり、誰もいなくなることは無くてですね、ほとんなんかでも、まるっきり、誰もいなくなることは無くてですね、ほとんなんかでも、まるっきり、誰もいなくなることは無くてですね、ほとん

ど全員、お弁当を食べて、半分仕事みたいな、昼休みでもそんな状況にど全員、お弁当を食べて、半分仕事みたいな、昼休みでもそんな状況にど全員、お弁当を食べて、半分仕事みたいな、昼休みでもそんな状況にど全員、お弁当を食べて、半分仕事みたいな、昼休みでもそんな状況に

なっているのが現状であります。なっているのが現状であります。なっているのが現状であります。なっているのが現状であります。    



16 

 

    産業祭も、ボランティアで出させていただくんですが、かなりの人産業祭も、ボランティアで出させていただくんですが、かなりの人産業祭も、ボランティアで出させていただくんですが、かなりの人産業祭も、ボランティアで出させていただくんですが、かなりの人

が歩いている、人が街中に集まるイベントっていうのが継続的にあるが歩いている、人が街中に集まるイベントっていうのが継続的にあるが歩いている、人が街中に集まるイベントっていうのが継続的にあるが歩いている、人が街中に集まるイベントっていうのが継続的にある

っていうのは非常にいいことだと思いますし、せっかく街に来ていたっていうのは非常にいいことだと思いますし、せっかく街に来ていたっていうのは非常にいいことだと思いますし、せっかく街に来ていたっていうのは非常にいいことだと思いますし、せっかく街に来ていた

だける、外からも来ていただけるだける、外からも来ていただけるだける、外からも来ていただけるだける、外からも来ていただけるときに、やはり、地域をアピールすときに、やはり、地域をアピールすときに、やはり、地域をアピールすときに、やはり、地域をアピールす

るものっていうのは本当に必要だと思います。るものっていうのは本当に必要だと思います。るものっていうのは本当に必要だと思います。るものっていうのは本当に必要だと思います。    

    おび通りのところの、ステージがあるところなんですが、下が木おび通りのところの、ステージがあるところなんですが、下が木おび通りのところの、ステージがあるところなんですが、下が木おび通りのところの、ステージがあるところなんですが、下が木

で、あそこでイベントがあったりだとか、食べカスとかが中の隙間にで、あそこでイベントがあったりだとか、食べカスとかが中の隙間にで、あそこでイベントがあったりだとか、食べカスとかが中の隙間にで、あそこでイベントがあったりだとか、食べカスとかが中の隙間に

入ってしまって、かなりゴキブリにとっては良い環境、駆除の薬もま入ってしまって、かなりゴキブリにとっては良い環境、駆除の薬もま入ってしまって、かなりゴキブリにとっては良い環境、駆除の薬もま入ってしまって、かなりゴキブリにとっては良い環境、駆除の薬もま

いていただいたと思いますが、継続的にそれはお願いしたいと思いまいていただいたと思いますが、継続的にそれはお願いしたいと思いまいていただいたと思いますが、継続的にそれはお願いしたいと思いまいていただいたと思いますが、継続的にそれはお願いしたいと思いま

す。非常に湿気もあって、いい空間なんですよね。だから、そのへんす。非常に湿気もあって、いい空間なんですよね。だから、そのへんす。非常に湿気もあって、いい空間なんですよね。だから、そのへんす。非常に湿気もあって、いい空間なんですよね。だから、そのへん

をまたお願いします。をまたお願いします。をまたお願いします。をまたお願いします。    

6666----1111    

■■■■島田の街のつくり、おび通りについて島田の街のつくり、おび通りについて島田の街のつくり、おび通りについて島田の街のつくり、おび通りについて    

    （職場でそのまま市役所職員が昼食を食べることについて）（職場でそのまま市役所職員が昼食を食べることについて）（職場でそのまま市役所職員が昼食を食べることについて）（職場でそのまま市役所職員が昼食を食べることについて）私はど私はど私はど私はど

ちらかというと反対意見なんですよ。当然のことながら、島田市に潤ちらかというと反対意見なんですよ。当然のことながら、島田市に潤ちらかというと反対意見なんですよ。当然のことながら、島田市に潤ちらかというと反対意見なんですよ。当然のことながら、島田市に潤

ってもらいたいっていう話ですよね。少しだけでもいいですから、商ってもらいたいっていう話ですよね。少しだけでもいいですから、商ってもらいたいっていう話ですよね。少しだけでもいいですから、商ってもらいたいっていう話ですよね。少しだけでもいいですから、商

店に行って、食べに行っていただいても結構ですし、外で買い物をし店に行って、食べに行っていただいても結構ですし、外で買い物をし店に行って、食べに行っていただいても結構ですし、外で買い物をし店に行って、食べに行っていただいても結構ですし、外で買い物をし

て帰って来て食べる。自分の給料からちょっとだけでも使っていただて帰って来て食べる。自分の給料からちょっとだけでも使っていただて帰って来て食べる。自分の給料からちょっとだけでも使っていただて帰って来て食べる。自分の給料からちょっとだけでも使っていただ

いたらいかがでしょうか。いたらいかがでしょうか。いたらいかがでしょうか。いたらいかがでしょうか。    

    島田市っていうのは、つくりが悪いです。島田市全部が。街のつく島田市っていうのは、つくりが悪いです。島田市全部が。街のつく島田市っていうのは、つくりが悪いです。島田市全部が。街のつく島田市っていうのは、つくりが悪いです。島田市全部が。街のつく

りりりり方方方方自体が悪いです。街というのはね、島田市自体が悪いです。街というのはね、島田市自体が悪いです。街というのはね、島田市自体が悪いです。街というのはね、島田市へへへへ入るのに、広い道路入るのに、広い道路入るのに、広い道路入るのに、広い道路

で島田市に入ってもらえればいいのですが、狭い道路で島田市にで島田市に入ってもらえればいいのですが、狭い道路で島田市にで島田市に入ってもらえればいいのですが、狭い道路で島田市にで島田市に入ってもらえればいいのですが、狭い道路で島田市に来来来来

て、島田市内に入ると広くなっちゃうんですよね。本て、島田市内に入ると広くなっちゃうんですよね。本て、島田市内に入ると広くなっちゃうんですよね。本て、島田市内に入ると広くなっちゃうんですよね。本通でも、駅前で通でも、駅前で通でも、駅前で通でも、駅前で

も、まったく逆なんですよ。市をつくるには、広い道路をつくって島も、まったく逆なんですよ。市をつくるには、広い道路をつくって島も、まったく逆なんですよ。市をつくるには、広い道路をつくって島も、まったく逆なんですよ。市をつくるには、広い道路をつくって島

田市に入ってきたら、狭い道路をつくってもらいたかったんだけれど田市に入ってきたら、狭い道路をつくってもらいたかったんだけれど田市に入ってきたら、狭い道路をつくってもらいたかったんだけれど田市に入ってきたら、狭い道路をつくってもらいたかったんだけれど

も、どういうわけだかあんなに広い道路になっちゃったんですよね。も、どういうわけだかあんなに広い道路になっちゃったんですよね。も、どういうわけだかあんなに広い道路になっちゃったんですよね。も、どういうわけだかあんなに広い道路になっちゃったんですよね。

それでもう、島田市はおかしくなっちゃったんですよね。あんな広いそれでもう、島田市はおかしくなっちゃったんですよね。あんな広いそれでもう、島田市はおかしくなっちゃったんですよね。あんな広いそれでもう、島田市はおかしくなっちゃったんですよね。あんな広い

ところだと、コミュニケーションなんてとれないですよ。同じ本通三ところだと、コミュニケーションなんてとれないですよ。同じ本通三ところだと、コミュニケーションなんてとれないですよ。同じ本通三ところだと、コミュニケーションなんてとれないですよ。同じ本通三

丁目でも、向かいの人に声を掛けたくても掛けられないですよ。丁目でも、向かいの人に声を掛けたくても掛けられないですよ。丁目でも、向かいの人に声を掛けたくても掛けられないですよ。丁目でも、向かいの人に声を掛けたくても掛けられないですよ。    

    もう一つお願いしたいことは、おび通りです。おび通りって、もう一つお願いしたいことは、おび通りです。おび通りって、もう一つお願いしたいことは、おび通りです。おび通りって、もう一つお願いしたいことは、おび通りです。おび通りって、1111年間年間年間年間

を通してどのくらいのことをやっているんでしょうかって考えてみを通してどのくらいのことをやっているんでしょうかって考えてみを通してどのくらいのことをやっているんでしょうかって考えてみを通してどのくらいのことをやっているんでしょうかって考えてみ

て、て、て、て、神奈川県の方だったかな、「島田市は素晴しい通りがございます神奈川県の方だったかな、「島田市は素晴しい通りがございます神奈川県の方だったかな、「島田市は素晴しい通りがございます神奈川県の方だったかな、「島田市は素晴しい通りがございます

ね。」って話した。「いやあ、もう素晴しい、素晴しい。」っていうね。」って話した。「いやあ、もう素晴しい、素晴しい。」っていうね。」って話した。「いやあ、もう素晴しい、素晴しい。」っていうね。」って話した。「いやあ、もう素晴しい、素晴しい。」っていう

話で、帰ったんですけども、僕はもう、とても素晴しいとは思わなく話で、帰ったんですけども、僕はもう、とても素晴しいとは思わなく話で、帰ったんですけども、僕はもう、とても素晴しいとは思わなく話で、帰ったんですけども、僕はもう、とても素晴しいとは思わなく

て、外貨を稼ぐおび通りにしてもらいたいです。外貨を稼いでもらいて、外貨を稼ぐおび通りにしてもらいたいです。外貨を稼いでもらいて、外貨を稼ぐおび通りにしてもらいたいです。外貨を稼いでもらいて、外貨を稼ぐおび通りにしてもらいたいです。外貨を稼いでもらい

たいです。なにしろ、外貨を稼ぐことが二の次、三の次なんですよたいです。なにしろ、外貨を稼ぐことが二の次、三の次なんですよたいです。なにしろ、外貨を稼ぐことが二の次、三の次なんですよたいです。なにしろ、外貨を稼ぐことが二の次、三の次なんですよ

●同じことを、私はもっと悔しく思っていますよ。おび通りに、どれだ●同じことを、私はもっと悔しく思っていますよ。おび通りに、どれだ●同じことを、私はもっと悔しく思っていますよ。おび通りに、どれだ●同じことを、私はもっと悔しく思っていますよ。おび通りに、どれだ

けの市税をけの市税をけの市税をけの市税をつぎ込んで、あれだけ整備したのか、しかも、あれをやればつぎ込んで、あれだけ整備したのか、しかも、あれをやればつぎ込んで、あれだけ整備したのか、しかも、あれをやればつぎ込んで、あれだけ整備したのか、しかも、あれをやれば

人通りが戻るって、申し訳ないけどそう言ってた、当時はね。だけど、人通りが戻るって、申し訳ないけどそう言ってた、当時はね。だけど、人通りが戻るって、申し訳ないけどそう言ってた、当時はね。だけど、人通りが戻るって、申し訳ないけどそう言ってた、当時はね。だけど、

実際戻らない。それはね、こう言ってはなんだけど、造ることが目的だ実際戻らない。それはね、こう言ってはなんだけど、造ることが目的だ実際戻らない。それはね、こう言ってはなんだけど、造ることが目的だ実際戻らない。それはね、こう言ってはなんだけど、造ることが目的だ

ったんじゃないかって、結局、造った後のまちづくりをどうするかってったんじゃないかって、結局、造った後のまちづくりをどうするかってったんじゃないかって、結局、造った後のまちづくりをどうするかってったんじゃないかって、結局、造った後のまちづくりをどうするかって

ところまで、きちっと地元の人たちを含めて話し合いが出来ていたんだところまで、きちっと地元の人たちを含めて話し合いが出来ていたんだところまで、きちっと地元の人たちを含めて話し合いが出来ていたんだところまで、きちっと地元の人たちを含めて話し合いが出来ていたんだ

ろうかってことを、私は一番思う。それからもう一つはね、あるものは、ろうかってことを、私は一番思う。それからもう一つはね、あるものは、ろうかってことを、私は一番思う。それからもう一つはね、あるものは、ろうかってことを、私は一番思う。それからもう一つはね、あるものは、

何としても、今ああいう状況なんだから使わなければならない、そうい何としても、今ああいう状況なんだから使わなければならない、そうい何としても、今ああいう状況なんだから使わなければならない、そうい何としても、今ああいう状況なんだから使わなければならない、そうい

う思いはすごくもっています。それで、随分、いろいろ言っているんでう思いはすごくもっています。それで、随分、いろいろ言っているんでう思いはすごくもっています。それで、随分、いろいろ言っているんでう思いはすごくもっています。それで、随分、いろいろ言っているんで

すが、課すが、課すが、課すが、課題は幾つかあって、一つは、あそこは島田市道なんですよ。そ題は幾つかあって、一つは、あそこは島田市道なんですよ。そ題は幾つかあって、一つは、あそこは島田市道なんですよ。そ題は幾つかあって、一つは、あそこは島田市道なんですよ。そ

れで、何かやる度に一マスずつ警察に届け出なければならないような、れで、何かやる度に一マスずつ警察に届け出なければならないような、れで、何かやる度に一マスずつ警察に届け出なければならないような、れで、何かやる度に一マスずつ警察に届け出なければならないような、

すごく厳しい許可申請がすごく厳しい許可申請がすごく厳しい許可申請がすごく厳しい許可申請がいるということが一点、それならいっそのこと、いるということが一点、それならいっそのこと、いるということが一点、それならいっそのこと、いるということが一点、それならいっそのこと、

緑地指定にしちゃえばいいじゃないかって言った緑地指定にしちゃえばいいじゃないかって言った緑地指定にしちゃえばいいじゃないかって言った緑地指定にしちゃえばいいじゃないかって言ったんんんんです。道路が途切れです。道路が途切れです。道路が途切れです。道路が途切れ

てもね。緑地指定なら、もう少し自由にやれるじゃないかと。てもね。緑地指定なら、もう少し自由にやれるじゃないかと。てもね。緑地指定なら、もう少し自由にやれるじゃないかと。てもね。緑地指定なら、もう少し自由にやれるじゃないかと。ところがところがところがところが

そうすると、北のほうの通りでは、おび通りと、もう一つ北側の通りと、そうすると、北のほうの通りでは、おび通りと、もう一つ北側の通りと、そうすると、北のほうの通りでは、おび通りと、もう一つ北側の通りと、そうすると、北のほうの通りでは、おび通りと、もう一つ北側の通りと、

道路に道路に道路に道路に 2222 面、面しているお宅もあるわけですよね。角地になっていると面、面しているお宅もあるわけですよね。角地になっていると面、面しているお宅もあるわけですよね。角地になっていると面、面しているお宅もあるわけですよね。角地になっていると

ころは。こうやって、隣接する道路が二つあると、建ぺい率が違ってくころは。こうやって、隣接する道路が二つあると、建ぺい率が違ってくころは。こうやって、隣接する道路が二つあると、建ぺい率が違ってくころは。こうやって、隣接する道路が二つあると、建ぺい率が違ってく

るんるんるんるんですよ。だから、おび通りを緑地にしちゃうと、こういったお宅のですよ。だから、おび通りを緑地にしちゃうと、こういったお宅のですよ。だから、おび通りを緑地にしちゃうと、こういったお宅のですよ。だから、おび通りを緑地にしちゃうと、こういったお宅の

建ぺい率まで変わってきてしまうんですね。それもまた、そこに住んで建ぺい率まで変わってきてしまうんですね。それもまた、そこに住んで建ぺい率まで変わってきてしまうんですね。それもまた、そこに住んで建ぺい率まで変わってきてしまうんですね。それもまた、そこに住んで

いる方たちの権利の問題になってくる。今、二重に指定をかけられないいる方たちの権利の問題になってくる。今、二重に指定をかけられないいる方たちの権利の問題になってくる。今、二重に指定をかけられないいる方たちの権利の問題になってくる。今、二重に指定をかけられない

のかって言ってることと同時に、もう一つは、とにかく、何としてもおのかって言ってることと同時に、もう一つは、とにかく、何としてもおのかって言ってることと同時に、もう一つは、とにかく、何としてもおのかって言ってることと同時に、もう一つは、とにかく、何としてもお

び通りを使う方法を考えるということで、実はその指示は出しています。び通りを使う方法を考えるということで、実はその指示は出しています。び通りを使う方法を考えるということで、実はその指示は出しています。び通りを使う方法を考えるということで、実はその指示は出しています。

駅からの、まず一つは、サインがないものですから、おび通りに入って駅からの、まず一つは、サインがないものですから、おび通りに入って駅からの、まず一つは、サインがないものですから、おび通りに入って駅からの、まず一つは、サインがないものですから、おび通りに入って

いくそのサインが明確に無い。去年、イルミネーションをやったときにいくそのサインが明確に無い。去年、イルミネーションをやったときにいくそのサインが明確に無い。去年、イルミネーションをやったときにいくそのサインが明確に無い。去年、イルミネーションをやったときに
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ねねねね。僕は、マラソンをやっていただいて、本当に嬉しいです。少なく。僕は、マラソンをやっていただいて、本当に嬉しいです。少なく。僕は、マラソンをやっていただいて、本当に嬉しいです。少なく。僕は、マラソンをやっていただいて、本当に嬉しいです。少なく

ても外貨を稼いでいると思います。ですから、僕はおび通りを、なんても外貨を稼いでいると思います。ですから、僕はおび通りを、なんても外貨を稼いでいると思います。ですから、僕はおび通りを、なんても外貨を稼いでいると思います。ですから、僕はおび通りを、なん

だったら、大メーカーにだったら、大メーカーにだったら、大メーカーにだったら、大メーカーに1111ヶ月でもヶ月でもヶ月でもヶ月でも2222か月でも貸し出してしまったらいか月でも貸し出してしまったらいか月でも貸し出してしまったらいか月でも貸し出してしまったらい

いと思いますよ。そういと思いますよ。そういと思いますよ。そういと思いますよ。そうすれば、彼らは、何か必ずイベントをやってくすれば、彼らは、何か必ずイベントをやってくすれば、彼らは、何か必ずイベントをやってくすれば、彼らは、何か必ずイベントをやってく

れるから。例えば、この近くなら焼津のサントリーだとか、れるから。例えば、この近くなら焼津のサントリーだとか、れるから。例えば、この近くなら焼津のサントリーだとか、れるから。例えば、この近くなら焼津のサントリーだとか、1111ヶ月でもヶ月でもヶ月でもヶ月でも

2222か月でもいいから、本通をか月でもいいから、本通をか月でもいいから、本通をか月でもいいから、本通を挟んで挟んで挟んで挟んで右と左がございますでしょ、そこ右と左がございますでしょ、そこ右と左がございますでしょ、そこ右と左がございますでしょ、そこ

を、じゃあ、左側をサントリーさん、右側をどちらかのメーカーさんを、じゃあ、左側をサントリーさん、右側をどちらかのメーカーさんを、じゃあ、左側をサントリーさん、右側をどちらかのメーカーさんを、じゃあ、左側をサントリーさん、右側をどちらかのメーカーさん

って、もうって、もうって、もうって、もう、、、、1111ヶ月でもヶ月でもヶ月でもヶ月でも2222か月でもいいから、いくらかお金をもらってか月でもいいから、いくらかお金をもらってか月でもいいから、いくらかお金をもらってか月でもいいから、いくらかお金をもらって

貸し出して、好きなことをやってくださいってお願いしちゃった方が貸し出して、好きなことをやってくださいってお願いしちゃった方が貸し出して、好きなことをやってくださいってお願いしちゃった方が貸し出して、好きなことをやってくださいってお願いしちゃった方が

いいと思いますよ。もったいないですよ、あんなにいいところ、だっいいと思いますよ。もったいないですよ、あんなにいいところ、だっいいと思いますよ。もったいないですよ、あんなにいいところ、だっいいと思いますよ。もったいないですよ、あんなにいいところ、だっ

て、ネコしか歩いていないですよ。私は、毎朝見に行って、誰か歩いて、ネコしか歩いていないですよ。私は、毎朝見に行って、誰か歩いて、ネコしか歩いていないですよ。私は、毎朝見に行って、誰か歩いて、ネコしか歩いていないですよ。私は、毎朝見に行って、誰か歩い

ていないかなって、誰も歩いていまていないかなって、誰も歩いていまていないかなって、誰も歩いていまていないかなって、誰も歩いていませんから、看板が立っていますかせんから、看板が立っていますかせんから、看板が立っていますかせんから、看板が立っていますか

ら、「ちかんにご注意下さい。」って。ら、「ちかんにご注意下さい。」って。ら、「ちかんにご注意下さい。」って。ら、「ちかんにご注意下さい。」って。    

は、そちらの方に方向付けするようにイルミネーションもしたし、サイは、そちらの方に方向付けするようにイルミネーションもしたし、サイは、そちらの方に方向付けするようにイルミネーションもしたし、サイは、そちらの方に方向付けするようにイルミネーションもしたし、サイ

ンンンンも入れたから、あっちに流れたけれども、普段、駅を降りたときに、も入れたから、あっちに流れたけれども、普段、駅を降りたときに、も入れたから、あっちに流れたけれども、普段、駅を降りたときに、も入れたから、あっちに流れたけれども、普段、駅を降りたときに、

おび通りが見えないし、あっちの方向に流れていくサインが無いというおび通りが見えないし、あっちの方向に流れていくサインが無いというおび通りが見えないし、あっちの方向に流れていくサインが無いというおび通りが見えないし、あっちの方向に流れていくサインが無いという

こと、それから、駅から歩いてすぐだから、フリマをやったって、骨董こと、それから、駅から歩いてすぐだから、フリマをやったって、骨董こと、それから、駅から歩いてすぐだから、フリマをやったって、骨董こと、それから、駅から歩いてすぐだから、フリマをやったって、骨董

市をやったって、あるいは、ストリートライブをやったって、それは、市をやったって、あるいは、ストリートライブをやったって、それは、市をやったって、あるいは、ストリートライブをやったって、それは、市をやったって、あるいは、ストリートライブをやったって、それは、

やりたい人や使ってくれる人はいると思うんですよ。だけど、その時にやりたい人や使ってくれる人はいると思うんですよ。だけど、その時にやりたい人や使ってくれる人はいると思うんですよ。だけど、その時にやりたい人や使ってくれる人はいると思うんですよ。だけど、その時に

もう一つ、地元のご協力もないと出来ないんですよ。土日、南側のステもう一つ、地元のご協力もないと出来ないんですよ。土日、南側のステもう一つ、地元のご協力もないと出来ないんですよ。土日、南側のステもう一つ、地元のご協力もないと出来ないんですよ。土日、南側のステ

ージをいつも使えたらいいなあって思っています、そのために、昨年は、ージをいつも使えたらいいなあって思っています、そのために、昨年は、ージをいつも使えたらいいなあって思っています、そのために、昨年は、ージをいつも使えたらいいなあって思っています、そのために、昨年は、

確か確か確か確か 250250250250 万円くらいお金をかけて、音響機器一式を揃えて、社会教育万円くらいお金をかけて、音響機器一式を揃えて、社会教育万円くらいお金をかけて、音響機器一式を揃えて、社会教育万円くらいお金をかけて、音響機器一式を揃えて、社会教育のののの

方でそれを持っていますが、自由に貸し出すこともしています。ですか方でそれを持っていますが、自由に貸し出すこともしています。ですか方でそれを持っていますが、自由に貸し出すこともしています。ですか方でそれを持っていますが、自由に貸し出すこともしています。ですか

ら、音響機器の無い団体でも、それを使ってちょっとしたコンサートとら、音響機器の無い団体でも、それを使ってちょっとしたコンサートとら、音響機器の無い団体でも、それを使ってちょっとしたコンサートとら、音響機器の無い団体でも、それを使ってちょっとしたコンサートと

か、いろんなことが出来るようになっています。だけども、地元の方たか、いろんなことが出来るようになっています。だけども、地元の方たか、いろんなことが出来るようになっています。だけども、地元の方たか、いろんなことが出来るようになっています。だけども、地元の方た

ちが、ちが、ちが、ちが、それを騒音だと思ったら、これが出来ないです。半日でもそれはそれを騒音だと思ったら、これが出来ないです。半日でもそれはそれを騒音だと思ったら、これが出来ないです。半日でもそれはそれを騒音だと思ったら、これが出来ないです。半日でもそれは

許していただける寛容さがないと、なかなか繋がっていかないし、それ許していただける寛容さがないと、なかなか繋がっていかないし、それ許していただける寛容さがないと、なかなか繋がっていかないし、それ許していただける寛容さがないと、なかなか繋がっていかないし、それ

から、おび通りにそういった店舗を出すことも、皆さんのご同意がないから、おび通りにそういった店舗を出すことも、皆さんのご同意がないから、おび通りにそういった店舗を出すことも、皆さんのご同意がないから、おび通りにそういった店舗を出すことも、皆さんのご同意がない

となかなかとなかなかとなかなかとなかなか難しいところがある。でもそういうことをクリアしてでも何難しいところがある。でもそういうことをクリアしてでも何難しいところがある。でもそういうことをクリアしてでも何難しいところがある。でもそういうことをクリアしてでも何

とか、おび通りに新しい人の流れをつくりたいです。そりゃあもう、とか、おび通りに新しい人の流れをつくりたいです。そりゃあもう、とか、おび通りに新しい人の流れをつくりたいです。そりゃあもう、とか、おび通りに新しい人の流れをつくりたいです。そりゃあもう、同同同同

じ思いでずっとそれは思っています。じ思いでずっとそれは思っています。じ思いでずっとそれは思っています。じ思いでずっとそれは思っています。    

6666----2222    

■■■■おび通りについておび通りについておび通りについておび通りについて    

    今、市長が言われたとおり、おび通りを造った時の建設部長ってい今、市長が言われたとおり、おび通りを造った時の建設部長ってい今、市長が言われたとおり、おび通りを造った時の建設部長ってい今、市長が言われたとおり、おび通りを造った時の建設部長ってい

うのが県から来た方だった。県から来た方が、ある会合で「おび通りうのが県から来た方だった。県から来た方が、ある会合で「おび通りうのが県から来た方だった。県から来た方が、ある会合で「おび通りうのが県から来た方だった。県から来た方が、ある会合で「おび通り

を造ってやったのにどうして使わない。」って話をされたんです。御を造ってやったのにどうして使わない。」って話をされたんです。御を造ってやったのにどうして使わない。」って話をされたんです。御を造ってやったのにどうして使わない。」って話をされたんです。御

影石の厚さだったかな、「普通の厚さじゃないんだから。」っていう影石の厚さだったかな、「普通の厚さじゃないんだから。」っていう影石の厚さだったかな、「普通の厚さじゃないんだから。」っていう影石の厚さだったかな、「普通の厚さじゃないんだから。」っていう

ような発言をされたんで、なんで、造ってくれと言った覚えも無い、ような発言をされたんで、なんで、造ってくれと言った覚えも無い、ような発言をされたんで、なんで、造ってくれと言った覚えも無い、ような発言をされたんで、なんで、造ってくれと言った覚えも無い、

それは、計画のほうから進んでしまっていて、結局は地元の話を無視それは、計画のほうから進んでしまっていて、結局は地元の話を無視それは、計画のほうから進んでしまっていて、結局は地元の話を無視それは、計画のほうから進んでしまっていて、結局は地元の話を無視

した形で先行してしまった。当時の建設部長がどなただったか忘れてした形で先行してしまった。当時の建設部長がどなただったか忘れてした形で先行してしまった。当時の建設部長がどなただったか忘れてした形で先行してしまった。当時の建設部長がどなただったか忘れて

しまいましたけど、でも、確かに県から来て、そのまま終わって帰らしまいましたけど、でも、確かに県から来て、そのまま終わって帰らしまいましたけど、でも、確かに県から来て、そのまま終わって帰らしまいましたけど、でも、確かに県から来て、そのまま終わって帰ら

れましたけれど、れましたけれど、れましたけれど、れましたけれど、まあ、結局は造るだけ。造るのが目的の話になってまあ、結局は造るだけ。造るのが目的の話になってまあ、結局は造るだけ。造るのが目的の話になってまあ、結局は造るだけ。造るのが目的の話になって

しまった。実際に、和風の形でのおび通りっていうのを計画で作ってしまった。実際に、和風の形でのおび通りっていうのを計画で作ってしまった。実際に、和風の形でのおび通りっていうのを計画で作ってしまった。実際に、和風の形でのおび通りっていうのを計画で作って

いて、ただ、おび通りに面して店を開いた店が少ない、どちらかといいて、ただ、おび通りに面して店を開いた店が少ない、どちらかといいて、ただ、おび通りに面して店を開いた店が少ない、どちらかといいて、ただ、おび通りに面して店を開いた店が少ない、どちらかとい

うと後ろ向きで、というのが多くなってしまった。いわゆる、話し合うと後ろ向きで、というのが多くなってしまった。いわゆる、話し合うと後ろ向きで、というのが多くなってしまった。いわゆる、話し合うと後ろ向きで、というのが多くなってしまった。いわゆる、話し合

いが上手く出来ていなかったというのもあったかと思うんですけど。いが上手く出来ていなかったというのもあったかと思うんですけど。いが上手く出来ていなかったというのもあったかと思うんですけど。いが上手く出来ていなかったというのもあったかと思うんですけど。

もうあれはずっと、商工会議所から入って、ずっと、いろんな話をしもうあれはずっと、商工会議所から入って、ずっと、いろんな話をしもうあれはずっと、商工会議所から入って、ずっと、いろんな話をしもうあれはずっと、商工会議所から入って、ずっと、いろんな話をし

ていた中で、結局は、ただ造るだけで終わってしまったっていう感じていた中で、結局は、ただ造るだけで終わってしまったっていう感じていた中で、結局は、ただ造るだけで終わってしまったっていう感じていた中で、結局は、ただ造るだけで終わってしまったっていう感じ

じゃないかなと。ただ、今、商店街で元気市という形でやらせていたじゃないかなと。ただ、今、商店街で元気市という形でやらせていたじゃないかなと。ただ、今、商店街で元気市という形でやらせていたじゃないかなと。ただ、今、商店街で元気市という形でやらせていた

●●●●皆さんが、例えば、例えばの話ですよ、キリンビールとか、サッポロ皆さんが、例えば、例えばの話ですよ、キリンビールとか、サッポロ皆さんが、例えば、例えばの話ですよ、キリンビールとか、サッポロ皆さんが、例えば、例えばの話ですよ、キリンビールとか、サッポロ

ビールとかってなっても、公平性の問題やら何やらで、行政が何やってビールとかってなっても、公平性の問題やら何やらで、行政が何やってビールとかってなっても、公平性の問題やら何やらで、行政が何やってビールとかってなっても、公平性の問題やら何やらで、行政が何やって

んだっていうようなことをおっしゃらなければ、そういうことも可能かんだっていうようなことをおっしゃらなければ、そういうことも可能かんだっていうようなことをおっしゃらなければ、そういうことも可能かんだっていうようなことをおっしゃらなければ、そういうことも可能か

もしれません。民間に全部貸し出すことは、検討したことは無いですけもしれません。民間に全部貸し出すことは、検討したことは無いですけもしれません。民間に全部貸し出すことは、検討したことは無いですけもしれません。民間に全部貸し出すことは、検討したことは無いですけ

れども、少なくとも、おび通りの活用については、ずっと頭を悩ましてれども、少なくとも、おび通りの活用については、ずっと頭を悩ましてれども、少なくとも、おび通りの活用については、ずっと頭を悩ましてれども、少なくとも、おび通りの活用については、ずっと頭を悩まして

いて、何とかしていきたいと思います。実際に、駅からすごく近いて、何とかしていきたいと思います。実際に、駅からすごく近いて、何とかしていきたいと思います。実際に、駅からすごく近いて、何とかしていきたいと思います。実際に、駅からすごく近いといいといいといいとい

う利便性を考えれば、例えば骨董市のようなものを、あれは、そういうう利便性を考えれば、例えば骨董市のようなものを、あれは、そういうう利便性を考えれば、例えば骨董市のようなものを、あれは、そういうう利便性を考えれば、例えば骨董市のようなものを、あれは、そういう

元締めがいて、毎回開催してくれるところがあるはずです。そういうと元締めがいて、毎回開催してくれるところがあるはずです。そういうと元締めがいて、毎回開催してくれるところがあるはずです。そういうと元締めがいて、毎回開催してくれるところがあるはずです。そういうと

ころにお願いできれば、遠くからも電車に乗ってころにお願いできれば、遠くからも電車に乗ってころにお願いできれば、遠くからも電車に乗ってころにお願いできれば、遠くからも電車に乗って来る来る来る来る人たちがいるだろ人たちがいるだろ人たちがいるだろ人たちがいるだろ

うって私は思うんですよね。だから、そういうことが出来るようにするうって私は思うんですよね。だから、そういうことが出来るようにするうって私は思うんですよね。だから、そういうことが出来るようにするうって私は思うんですよね。だから、そういうことが出来るようにする

ために、まず、使用許可の問題やら道路を市道のまんまじゃなくて、そために、まず、使用許可の問題やら道路を市道のまんまじゃなくて、そために、まず、使用許可の問題やら道路を市道のまんまじゃなくて、そために、まず、使用許可の問題やら道路を市道のまんまじゃなくて、そ

こに緑こに緑こに緑こに緑地地地地指定もかけて、いくらかでも、許可申請が楽に出来るようにす指定もかけて、いくらかでも、許可申請が楽に出来るようにす指定もかけて、いくらかでも、許可申請が楽に出来るようにす指定もかけて、いくらかでも、許可申請が楽に出来るようにす

るというようなことやら、そういったことを、今、検討させてもらってるというようなことやら、そういったことを、今、検討させてもらってるというようなことやら、そういったことを、今、検討させてもらってるというようなことやら、そういったことを、今、検討させてもらって

います。くやしいくらい、あそこを何とかしなきゃという思いはいます。くやしいくらい、あそこを何とかしなきゃという思いはいます。くやしいくらい、あそこを何とかしなきゃという思いはいます。くやしいくらい、あそこを何とかしなきゃという思いは、私も、私も、私も、私も

同じ思いをもっています。同じ思いをもっています。同じ思いをもっています。同じ思いをもっています。    
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だいていますけれど、今週の土曜日だいていますけれど、今週の土曜日だいていますけれど、今週の土曜日だいていますけれど、今週の土曜日も、たぶん、元気市だと思いますも、たぶん、元気市だと思いますも、たぶん、元気市だと思いますも、たぶん、元気市だと思います

が、夜やるが、夜やるが、夜やるが、夜やる時時時時には、確かに人が出ます。６、７、８、９月だったかには、確かに人が出ます。６、７、８、９月だったかには、確かに人が出ます。６、７、８、９月だったかには、確かに人が出ます。６、７、８、９月だったか

な、夜で、あとはずっと朝からなんですけれど、その時はやっぱり人な、夜で、あとはずっと朝からなんですけれど、その時はやっぱり人な、夜で、あとはずっと朝からなんですけれど、その時はやっぱり人な、夜で、あとはずっと朝からなんですけれど、その時はやっぱり人

出が出が出が出が少ない少ない少ない少ない。しかも、朝９時から始まって、。しかも、朝９時から始まって、。しかも、朝９時から始まって、。しかも、朝９時から始まって、11111111時くらいに終わってし時くらいに終わってし時くらいに終わってし時くらいに終わってし

まうので、そういう形での使い方しかしていないので、先ほど言われまうので、そういう形での使い方しかしていないので、先ほど言われまうので、そういう形での使い方しかしていないので、先ほど言われまうので、そういう形での使い方しかしていないので、先ほど言われ

たように、道路使用許可っていうのが、全部とってたら大変な金額にたように、道路使用許可っていうのが、全部とってたら大変な金額にたように、道路使用許可っていうのが、全部とってたら大変な金額にたように、道路使用許可っていうのが、全部とってたら大変な金額に

なってしまう、今は出していると思うんですけど、使用料という形でなってしまう、今は出していると思うんですけど、使用料という形でなってしまう、今は出していると思うんですけど、使用料という形でなってしまう、今は出していると思うんですけど、使用料という形で

2,5002,5002,5002,500円から円から円から円から3,0003,0003,0003,000円をもらって、やっているとは思いますけれど、今円をもらって、やっているとは思いますけれど、今円をもらって、やっているとは思いますけれど、今円をもらって、やっているとは思いますけれど、今

のおび通りは生かされていない。どっかでのおび通りは生かされていない。どっかでのおび通りは生かされていない。どっかでのおび通りは生かされていない。どっかで毎月、今月はサントリーと毎月、今月はサントリーと毎月、今月はサントリーと毎月、今月はサントリーと

か、そういう形でイベントをやっていただいても、なんかおもしろいか、そういう形でイベントをやっていただいても、なんかおもしろいか、そういう形でイベントをやっていただいても、なんかおもしろいか、そういう形でイベントをやっていただいても、なんかおもしろい

ものが出来るかもしれないかなとは思いますけど。ものが出来るかもしれないかなとは思いますけど。ものが出来るかもしれないかなとは思いますけど。ものが出来るかもしれないかなとは思いますけど。    

6666----3333    

■おび通りについて■おび通りについて■おび通りについて■おび通りについて    

    （帯通りを使用するに当たり）（帯通りを使用するに当たり）（帯通りを使用するに当たり）（帯通りを使用するに当たり）警察へのっていう話が、一番難しい警察へのっていう話が、一番難しい警察へのっていう話が、一番難しい警察へのっていう話が、一番難しい

話だと思うんですよ。それは、お祭に関しましても、やっぱり、祭の話だと思うんですよ。それは、お祭に関しましても、やっぱり、祭の話だと思うんですよ。それは、お祭に関しましても、やっぱり、祭の話だと思うんですよ。それは、お祭に関しましても、やっぱり、祭の

実行委員会という形で実行委員会という形で実行委員会という形で実行委員会という形で申請申請申請申請をしても、なかなかとれない。やっぱり市をしても、なかなかとれない。やっぱり市をしても、なかなかとれない。やっぱり市をしても、なかなかとれない。やっぱり市

が、市の事業であるっていう形での申請を、やっぱり出していただかが、市の事業であるっていう形での申請を、やっぱり出していただかが、市の事業であるっていう形での申請を、やっぱり出していただかが、市の事業であるっていう形での申請を、やっぱり出していただか

ないとやっぱりとれないところがいっぱいあるのではないかなって、ないとやっぱりとれないところがいっぱいあるのではないかなって、ないとやっぱりとれないところがいっぱいあるのではないかなって、ないとやっぱりとれないところがいっぱいあるのではないかなって、

まあ、市が言ったから警察が動く、簡単にとれるとは思いませんけまあ、市が言ったから警察が動く、簡単にとれるとは思いませんけまあ、市が言ったから警察が動く、簡単にとれるとは思いませんけまあ、市が言ったから警察が動く、簡単にとれるとは思いませんけ

ど、ぜひとも、そこらへんのところは、市の力を借りたほうが、今、ど、ぜひとも、そこらへんのところは、市の力を借りたほうが、今、ど、ぜひとも、そこらへんのところは、市の力を借りたほうが、今、ど、ぜひとも、そこらへんのところは、市の力を借りたほうが、今、

青年が大変な思いをしてやっていると思うんですけれども、なかなか青年が大変な思いをしてやっていると思うんですけれども、なかなか青年が大変な思いをしてやっていると思うんですけれども、なかなか青年が大変な思いをしてやっていると思うんですけれども、なかなか

申請がとれませんので、そこらへんも一つ、お祭に関しましても警察申請がとれませんので、そこらへんも一つ、お祭に関しましても警察申請がとれませんので、そこらへんも一つ、お祭に関しましても警察申請がとれませんので、そこらへんも一つ、お祭に関しましても警察

との交渉については、市の方の協力を、かなりやっていただかないとの交渉については、市の方の協力を、かなりやっていただかないとの交渉については、市の方の協力を、かなりやっていただかないとの交渉については、市の方の協力を、かなりやっていただかない

と、難しいのではないかなと思います。と、難しいのではないかなと思います。と、難しいのではないかなと思います。と、難しいのではないかなと思います。    

●その時々の、警察の担当の方の考え方やら何やらで、本当にいろいろ●その時々の、警察の担当の方の考え方やら何やらで、本当にいろいろ●その時々の、警察の担当の方の考え方やら何やらで、本当にいろいろ●その時々の、警察の担当の方の考え方やら何やらで、本当にいろいろ

ありますけれども、市としても、協力できるところはしっかり協力してありますけれども、市としても、協力できるところはしっかり協力してありますけれども、市としても、協力できるところはしっかり協力してありますけれども、市としても、協力できるところはしっかり協力して

いくということは、ずっと思っているところです。と同時に、いくということは、ずっと思っているところです。と同時に、いくということは、ずっと思っているところです。と同時に、いくということは、ずっと思っているところです。と同時に、3333 年前の時年前の時年前の時年前の時

もそうだったんだけど、時間通りに終わらないと、警察ってものすごくもそうだったんだけど、時間通りに終わらないと、警察ってものすごくもそうだったんだけど、時間通りに終わらないと、警察ってものすごくもそうだったんだけど、時間通りに終わらないと、警察ってものすごく

うるさいんですよね。それが、なかなか厳しいことだなあとうるさいんですよね。それが、なかなか厳しいことだなあとうるさいんですよね。それが、なかなか厳しいことだなあとうるさいんですよね。それが、なかなか厳しいことだなあと 3333 年前に思年前に思年前に思年前に思

ったところです。ったところです。ったところです。ったところです。    

6666----4444    

■■■■おび通りのイベントについて・お祭についておび通りのイベントについて・お祭についておび通りのイベントについて・お祭についておび通りのイベントについて・お祭について    

    （おび通りのイベントの時間について）（おび通りのイベントの時間について）（おび通りのイベントの時間について）（おび通りのイベントの時間について）昔から住んでいる方はいい昔から住んでいる方はいい昔から住んでいる方はいい昔から住んでいる方はいい

んですよ。こちらへ引っ越してんですよ。こちらへ引っ越してんですよ。こちらへ引っ越してんですよ。こちらへ引っ越して来た来た来た来た方から、いろいろ警察へクレーム方から、いろいろ警察へクレーム方から、いろいろ警察へクレーム方から、いろいろ警察へクレーム

が舞い込むものですから、警察の方でも、その対処で、やっぱり時間が舞い込むものですから、警察の方でも、その対処で、やっぱり時間が舞い込むものですから、警察の方でも、その対処で、やっぱり時間が舞い込むものですから、警察の方でも、その対処で、やっぱり時間

を守ってもらいたいと。帰ってきても、車を入れることが出来ないとを守ってもらいたいと。帰ってきても、車を入れることが出来ないとを守ってもらいたいと。帰ってきても、車を入れることが出来ないとを守ってもらいたいと。帰ってきても、車を入れることが出来ないと

かって、いろんなものが警察へ行くものですから、それも県警の方へかって、いろんなものが警察へ行くものですから、それも県警の方へかって、いろんなものが警察へ行くものですから、それも県警の方へかって、いろんなものが警察へ行くものですから、それも県警の方へ

入っていっちゃうんですよ。時間だけはこれからもしっかり守ってい入っていっちゃうんですよ。時間だけはこれからもしっかり守ってい入っていっちゃうんですよ。時間だけはこれからもしっかり守ってい入っていっちゃうんですよ。時間だけはこれからもしっかり守ってい

くっていうことでやっていきたいと思います。だいたい、お祭が始まくっていうことでやっていきたいと思います。だいたい、お祭が始まくっていうことでやっていきたいと思います。だいたい、お祭が始まくっていうことでやっていきたいと思います。だいたい、お祭が始ま

るのが７時から始まって、上踊りが８時から始まるなんて、商店街はるのが７時から始まって、上踊りが８時から始まるなんて、商店街はるのが７時から始まって、上踊りが８時から始まるなんて、商店街はるのが７時から始まって、上踊りが８時から始まるなんて、商店街は

10101010時からの店開きでしょ。人っ子一人も通らない。会社勤めの皆さん時からの店開きでしょ。人っ子一人も通らない。会社勤めの皆さん時からの店開きでしょ。人っ子一人も通らない。会社勤めの皆さん時からの店開きでしょ。人っ子一人も通らない。会社勤めの皆さん

が通る道路で、屋台でやってが通る道路で、屋台でやってが通る道路で、屋台でやってが通る道路で、屋台でやっていいいいてもお客はいないしてもお客はいないしてもお客はいないしてもお客はいないし、どうしようもな、どうしようもな、どうしようもな、どうしようもな

いですよね。夜はいですよね。夜はいですよね。夜はいですよね。夜は10101010時頃までやってもらいたいということで、これか時頃までやってもらいたいということで、これか時頃までやってもらいたいということで、これか時頃までやってもらいたいということで、これか

●（子どもを）あんまり早く起こすと、機嫌が悪くなって子どもが踊れ●（子どもを）あんまり早く起こすと、機嫌が悪くなって子どもが踊れ●（子どもを）あんまり早く起こすと、機嫌が悪くなって子どもが踊れ●（子どもを）あんまり早く起こすと、機嫌が悪くなって子どもが踊れ

なくなってしまいますし、なくなってしまいますし、なくなってしまいますし、なくなってしまいますし、朝朝朝朝 8888 時にはまだお客さんはいないですからね。時にはまだお客さんはいないですからね。時にはまだお客さんはいないですからね。時にはまだお客さんはいないですからね。

時代とともに変わらなければいけないところと、変えちゃあいけないと時代とともに変わらなければいけないところと、変えちゃあいけないと時代とともに変わらなければいけないところと、変えちゃあいけないと時代とともに変わらなければいけないところと、変えちゃあいけないと

ころと、難しいところですね。ころと、難しいところですね。ころと、難しいところですね。ころと、難しいところですね。    
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ら折衝していくのですが。ら折衝していくのですが。ら折衝していくのですが。ら折衝していくのですが。    

    朝は、７時から屋台を朝は、７時から屋台を朝は、７時から屋台を朝は、７時から屋台を動かしだして、動かしだして、動かしだして、動かしだして、8888時前頃から本通で、上踊りを時前頃から本通で、上踊りを時前頃から本通で、上踊りを時前頃から本通で、上踊りを

子どもがやっているんですよ。だから、私は児童虐待だって子どもがやっているんですよ。だから、私は児童虐待だって子どもがやっているんですよ。だから、私は児童虐待だって子どもがやっているんですよ。だから、私は児童虐待だって20202020年位前年位前年位前年位前

から言っているんだけど、青年がスケジュールを組むのに、昔のやつから言っているんだけど、青年がスケジュールを組むのに、昔のやつから言っているんだけど、青年がスケジュールを組むのに、昔のやつから言っているんだけど、青年がスケジュールを組むのに、昔のやつ

をそのまま踏襲していて、改革できないんですよね。だから、３つ、をそのまま踏襲していて、改革できないんですよね。だから、３つ、をそのまま踏襲していて、改革できないんですよね。だから、３つ、をそのまま踏襲していて、改革できないんですよね。だから、３つ、

４つの子どもが、朝４事頃にたたき起こされて、４つの子どもが、朝４事頃にたたき起こされて、４つの子どもが、朝４事頃にたたき起こされて、４つの子どもが、朝４事頃にたたき起こされて、５時頃から化粧を始５時頃から化粧を始５時頃から化粧を始５時頃から化粧を始

めて、かつらを被せて、着物を着せて、大変です。だから、青年が５めて、かつらを被せて、着物を着せて、大変です。だから、青年が５めて、かつらを被せて、着物を着せて、大変です。だから、青年が５めて、かつらを被せて、着物を着せて、大変です。だから、青年が５

時頃に迎えに来る時頃に迎えに来る時頃に迎えに来る時頃に迎えに来るんんんんですよ、子どですよ、子どですよ、子どですよ、子どもを。８時頃本通で上踊りが始まっもを。８時頃本通で上踊りが始まっもを。８時頃本通で上踊りが始まっもを。８時頃本通で上踊りが始まっ

ても、青年が仕方なく座って見ているだけで、変えなければいけなても、青年が仕方なく座って見ているだけで、変えなければいけなても、青年が仕方なく座って見ているだけで、変えなければいけなても、青年が仕方なく座って見ているだけで、変えなければいけな

い、い、い、い、10101010時からにしなければいけないっていうんですけど、今年あたり時からにしなければいけないっていうんですけど、今年あたり時からにしなければいけないっていうんですけど、今年あたり時からにしなければいけないっていうんですけど、今年あたり

は絶好は絶好は絶好は絶好のののの機会ではないかなあと思います。機会ではないかなあと思います。機会ではないかなあと思います。機会ではないかなあと思います。    

7777    

■ふるさと納税について■ふるさと納税について■ふるさと納税について■ふるさと納税について    

    島田市としては、どういう考えでいるんでしょうか。焼津市は結構島田市としては、どういう考えでいるんでしょうか。焼津市は結構島田市としては、どういう考えでいるんでしょうか。焼津市は結構島田市としては、どういう考えでいるんでしょうか。焼津市は結構

納税が多いんですけど。寄附していただいて、特産品も納税が多いんですけど。寄附していただいて、特産品も納税が多いんですけど。寄附していただいて、特産品も納税が多いんですけど。寄附していただいて、特産品もPRPRPRPRできて、いできて、いできて、いできて、い

いところばかりで、そのへんはどのように考えているんでしょうか。いところばかりで、そのへんはどのように考えているんでしょうか。いところばかりで、そのへんはどのように考えているんでしょうか。いところばかりで、そのへんはどのように考えているんでしょうか。    

●ふるさと納税については、今年は人員も増やして、だいぶ、てこ入れ●ふるさと納税については、今年は人員も増やして、だいぶ、てこ入れ●ふるさと納税については、今年は人員も増やして、だいぶ、てこ入れ●ふるさと納税については、今年は人員も増やして、だいぶ、てこ入れ

をしています。商品数もをしています。商品数もをしています。商品数もをしています。商品数も 100100100100 品目品目品目品目くらいくらいくらいくらい、、、、増やしているのと、担当を増増やしているのと、担当を増増やしているのと、担当を増増やしているのと、担当を増

やしてやっているのと、この近辺では焼津が一人勝ちしているものですやしてやっているのと、この近辺では焼津が一人勝ちしているものですやしてやっているのと、この近辺では焼津が一人勝ちしているものですやしてやっているのと、この近辺では焼津が一人勝ちしているものです

からね、やっぱりみなさん、ついつい焼津みたいにどうしてなんないっからね、やっぱりみなさん、ついつい焼津みたいにどうしてなんないっからね、やっぱりみなさん、ついつい焼津みたいにどうしてなんないっからね、やっぱりみなさん、ついつい焼津みたいにどうしてなんないっ

てててて言う言う言う言うんだけれども、やっぱり、魚で全国へ知名度を売っているっていんだけれども、やっぱり、魚で全国へ知名度を売っているっていんだけれども、やっぱり、魚で全国へ知名度を売っているっていんだけれども、やっぱり、魚で全国へ知名度を売っているってい

うことがあります。それで、年間を通してみると、全国でうことがあります。それで、年間を通してみると、全国でうことがあります。それで、年間を通してみると、全国でうことがあります。それで、年間を通してみると、全国で 3,5003,5003,5003,500 億円く億円く億円く億円く

らい、このふるさと納税でお金が動いています。らい、このふるさと納税でお金が動いています。らい、このふるさと納税でお金が動いています。らい、このふるさと納税でお金が動いています。1,7001,7001,7001,700 近く自治体があ近く自治体があ近く自治体があ近く自治体があ

るわけですけど、そのうちるわけですけど、そのうちるわけですけど、そのうちるわけですけど、そのうち 1,6201,6201,6201,620 くらいの町が、ふるさと納税をやってくらいの町が、ふるさと納税をやってくらいの町が、ふるさと納税をやってくらいの町が、ふるさと納税をやって

います。上位います。上位います。上位います。上位 100100100100 位以内の市町が、全体の位以内の市町が、全体の位以内の市町が、全体の位以内の市町が、全体の 75757575％以上を占めていて、実は％以上を占めていて、実は％以上を占めていて、実は％以上を占めていて、実は

ふるさと納税をやって損をしている町がたくさんです。なぜ損をするかふるさと納税をやって損をしている町がたくさんです。なぜ損をするかふるさと納税をやって損をしている町がたくさんです。なぜ損をするかふるさと納税をやって損をしている町がたくさんです。なぜ損をするか

というと、例えば、○○さんが、どこかの町に１万円寄附したとします。というと、例えば、○○さんが、どこかの町に１万円寄附したとします。というと、例えば、○○さんが、どこかの町に１万円寄附したとします。というと、例えば、○○さんが、どこかの町に１万円寄附したとします。

○○さんは、その町から○○さんは、その町から○○さんは、その町から○○さんは、その町から 5,0005,0005,0005,000 円分の返礼をもらったとしますね。１万円分の返礼をもらったとしますね。１万円分の返礼をもらったとしますね。１万円分の返礼をもらったとしますね。１万

円を寄附したよっていう証明を市役所に出すと円を寄附したよっていう証明を市役所に出すと円を寄附したよっていう証明を市役所に出すと円を寄附したよっていう証明を市役所に出すと、島田市が、島田市が、島田市が、島田市が 8,0008,0008,0008,000 円税控円税控円税控円税控

除することになります。除することになります。除することになります。除することになります。ですから、その人がどこかに寄附すると、そのですから、その人がどこかに寄附すると、そのですから、その人がどこかに寄附すると、そのですから、その人がどこかに寄附すると、その

分、その町が、分、その町が、分、その町が、分、その町が、8,0008,0008,0008,000 円分の税金をその人に税控除しなければなりませ円分の税金をその人に税控除しなければなりませ円分の税金をその人に税控除しなければなりませ円分の税金をその人に税控除しなければなりませ

んから、んから、んから、んから、外に出す人が多い町は、ものすごく、実は損をしていて、外に出す人が多い町は、ものすごく、実は損をしていて、外に出す人が多い町は、ものすごく、実は損をしていて、外に出す人が多い町は、ものすごく、実は損をしていて、そのそのそのその

トップが横浜市であります。３年前の調査の資料で、５億５千万円、損トップが横浜市であります。３年前の調査の資料で、５億５千万円、損トップが横浜市であります。３年前の調査の資料で、５億５千万円、損トップが横浜市であります。３年前の調査の資料で、５億５千万円、損

をしていました。ですから、をしていました。ですから、をしていました。ですから、をしていました。ですから、ふるさと納税が、どこもみんな儲かっていふるさと納税が、どこもみんな儲かっていふるさと納税が、どこもみんな儲かっていふるさと納税が、どこもみんな儲かってい

るわけではないということと、これを上手に使って市の様々な産品を売るわけではないということと、これを上手に使って市の様々な産品を売るわけではないということと、これを上手に使って市の様々な産品を売るわけではないということと、これを上手に使って市の様々な産品を売

り込むことと、島田をり込むことと、島田をり込むことと、島田をり込むことと、島田を PRPRPRPR することに使いたいなと思っていて、例えば、することに使いたいなと思っていて、例えば、することに使いたいなと思っていて、例えば、することに使いたいなと思っていて、例えば、

SLSLSLSL のブライダル列車をのブライダル列車をのブライダル列車をのブライダル列車を 100100100100 万円万円万円万円以上だったか、（実際は約以上だったか、（実際は約以上だったか、（実際は約以上だったか、（実際は約 400400400400 万円）万円）万円）万円）400400400400

万円、話を進めているところですし、それから、去年でしたか、リバテ万円、話を進めているところですし、それから、去年でしたか、リバテ万円、話を進めているところですし、それから、去年でしたか、リバテ万円、話を進めているところですし、それから、去年でしたか、リバテ

ィの大井川マラソンがですね、好調な出足で、いつも１週間くらいで、ィの大井川マラソンがですね、好調な出足で、いつも１週間くらいで、ィの大井川マラソンがですね、好調な出足で、いつも１週間くらいで、ィの大井川マラソンがですね、好調な出足で、いつも１週間くらいで、

もう締め切っちゃうんですね。でも、どうしても出たい人たちに、５万もう締め切っちゃうんですね。でも、どうしても出たい人たちに、５万もう締め切っちゃうんですね。でも、どうしても出たい人たちに、５万もう締め切っちゃうんですね。でも、どうしても出たい人たちに、５万
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円払ってくれれば、出走権をあげますよと、５万円を出して出走権をも円払ってくれれば、出走権をあげますよと、５万円を出して出走権をも円払ってくれれば、出走権をあげますよと、５万円を出して出走権をも円払ってくれれば、出走権をあげますよと、５万円を出して出走権をも

らってらってらってらって参加料を払って交通費を払って来てもらうというやつで、どのく参加料を払って交通費を払って来てもらうというやつで、どのく参加料を払って交通費を払って来てもらうというやつで、どのく参加料を払って交通費を払って来てもらうというやつで、どのく

らいいるかなと思ったらいいるかなと思ったらいいるかなと思ったらいいるかなと思ったんんんんですけど、実際に払ってくださった方はですけど、実際に払ってくださった方はですけど、実際に払ってくださった方はですけど、実際に払ってくださった方は 27272727 人だ人だ人だ人だ

ったかな、ったかな、ったかな、ったかな、135135135135 万円ありました。万円ありました。万円ありました。万円ありました。今年は既に、今年は既に、今年は既に、今年は既に、70707070 人を越える応募があっ人を越える応募があっ人を越える応募があっ人を越える応募があっ

たというふうに担当から聞いています。ですから、５万円を払ってでもたというふうに担当から聞いています。ですから、５万円を払ってでもたというふうに担当から聞いています。ですから、５万円を払ってでもたというふうに担当から聞いています。ですから、５万円を払ってでも

マラソンを走りたい人がいるものですから、そういう、島田らしさみたマラソンを走りたい人がいるものですから、そういう、島田らしさみたマラソンを走りたい人がいるものですから、そういう、島田らしさみたマラソンを走りたい人がいるものですから、そういう、島田らしさみた

いなものを売りながらですね、ふるさと納税を上手に市のいなものを売りながらですね、ふるさと納税を上手に市のいなものを売りながらですね、ふるさと納税を上手に市のいなものを売りながらですね、ふるさと納税を上手に市の PRPRPRPR に使い、かに使い、かに使い、かに使い、か

つまた、市の地場産品を売り込んでいきたいなということは強く思ってつまた、市の地場産品を売り込んでいきたいなということは強く思ってつまた、市の地場産品を売り込んでいきたいなということは強く思ってつまた、市の地場産品を売り込んでいきたいなということは強く思って

います。今年は人員を増やしていますので、よろしくお願いします。います。今年は人員を増やしていますので、よろしくお願いします。います。今年は人員を増やしていますので、よろしくお願いします。います。今年は人員を増やしていますので、よろしくお願いします。    

8888    

■はなちゃんを救う会について■はなちゃんを救う会について■はなちゃんを救う会について■はなちゃんを救う会について    

    個人的にお願いしたいことがあるんですけど、「はなちゃんを救う個人的にお願いしたいことがあるんですけど、「はなちゃんを救う個人的にお願いしたいことがあるんですけど、「はなちゃんを救う個人的にお願いしたいことがあるんですけど、「はなちゃんを救う

会」っていうのがありまして、１人目も同じ病気で亡くされて会」っていうのがありまして、１人目も同じ病気で亡くされて会」っていうのがありまして、１人目も同じ病気で亡くされて会」っていうのがありまして、１人目も同じ病気で亡くされていまいまいまいま

す。２人目もまた同じ病気で、拡張型心筋症という病気で、風船のよす。２人目もまた同じ病気で、拡張型心筋症という病気で、風船のよす。２人目もまた同じ病気で、拡張型心筋症という病気で、風船のよす。２人目もまた同じ病気で、拡張型心筋症という病気で、風船のよ

うに心臓が膨らんでしまって、血液をうに心臓が膨らんでしまって、血液をうに心臓が膨らんでしまって、血液をうに心臓が膨らんでしまって、血液を全身全身全身全身にににに送送送送れなくなってれなくなってれなくなってれなくなって、心臓移、心臓移、心臓移、心臓移

植しかないって子どもさんです。島田市でも、ぜひ何か御支援いただ植しかないって子どもさんです。島田市でも、ぜひ何か御支援いただ植しかないって子どもさんです。島田市でも、ぜひ何か御支援いただ植しかないって子どもさんです。島田市でも、ぜひ何か御支援いただ

ければと思いまして、よろしくお願いします。ければと思いまして、よろしくお願いします。ければと思いまして、よろしくお願いします。ければと思いまして、よろしくお願いします。    

    移植料が２億ちょっとかかりまして、チャーター機でコロンビア大移植料が２億ちょっとかかりまして、チャーター機でコロンビア大移植料が２億ちょっとかかりまして、チャーター機でコロンビア大移植料が２億ちょっとかかりまして、チャーター機でコロンビア大

学まで行くものですから学まで行くものですから学まで行くものですから学まで行くものですから6,2006,2006,2006,200万円、その他もろもろで。（合計３億１万円、その他もろもろで。（合計３億１万円、その他もろもろで。（合計３億１万円、その他もろもろで。（合計３億１

千万円必要）千万円必要）千万円必要）千万円必要）    

●私のほうにも、昨日、そういった要望のお手紙等もいただいています。●私のほうにも、昨日、そういった要望のお手紙等もいただいています。●私のほうにも、昨日、そういった要望のお手紙等もいただいています。●私のほうにも、昨日、そういった要望のお手紙等もいただいています。

担当のほうで、うちとしてどんなことが協力できるかっていうことは、担当のほうで、うちとしてどんなことが協力できるかっていうことは、担当のほうで、うちとしてどんなことが協力できるかっていうことは、担当のほうで、うちとしてどんなことが協力できるかっていうことは、

検討検討検討検討するっていうことは聞いておりますので、どういう形でやれるのか、するっていうことは聞いておりますので、どういう形でやれるのか、するっていうことは聞いておりますので、どういう形でやれるのか、するっていうことは聞いておりますので、どういう形でやれるのか、

出来ることを、市の職員の善意に、いずれにしても、広報するという形出来ることを、市の職員の善意に、いずれにしても、広報するという形出来ることを、市の職員の善意に、いずれにしても、広報するという形出来ることを、市の職員の善意に、いずれにしても、広報するという形

になるのかなと思いますが、新聞にも大きく出ていましたし、皆さん方になるのかなと思いますが、新聞にも大きく出ていましたし、皆さん方になるのかなと思いますが、新聞にも大きく出ていましたし、皆さん方になるのかなと思いますが、新聞にも大きく出ていましたし、皆さん方

のお気持ちはね、伝わっていくんじゃあないかなと思います。のお気持ちはね、伝わっていくんじゃあないかなと思います。のお気持ちはね、伝わっていくんじゃあないかなと思います。のお気持ちはね、伝わっていくんじゃあないかなと思います。    

9999    

■■■■公共施設公共施設公共施設公共施設からの町内からの町内からの町内からの町内区費徴収について区費徴収について区費徴収について区費徴収について    

    テレビ朝日カルチャーから、いわゆる町内区費をもらうかもらわなテレビ朝日カルチャーから、いわゆる町内区費をもらうかもらわなテレビ朝日カルチャーから、いわゆる町内区費をもらうかもらわなテレビ朝日カルチャーから、いわゆる町内区費をもらうかもらわな

いかっていういかっていういかっていういかっていう話になって、歩歩路は市の施設で、市の施設は区費を払話になって、歩歩路は市の施設で、市の施設は区費を払話になって、歩歩路は市の施設で、市の施設は区費を払話になって、歩歩路は市の施設で、市の施設は区費を払

わないんじゃあないかっていう話から、でも、ゴミを出すでしょってわないんじゃあないかっていう話から、でも、ゴミを出すでしょってわないんじゃあないかっていう話から、でも、ゴミを出すでしょってわないんじゃあないかっていう話から、でも、ゴミを出すでしょって

いう話になって、まあ、どうしたものかでそのままになってしまったいう話になって、まあ、どうしたものかでそのままになってしまったいう話になって、まあ、どうしたものかでそのままになってしまったいう話になって、まあ、どうしたものかでそのままになってしまった

んですけどもね、どうしたものか。市の施設っていうのは、区費を払んですけどもね、どうしたものか。市の施設っていうのは、区費を払んですけどもね、どうしたものか。市の施設っていうのは、区費を払んですけどもね、どうしたものか。市の施設っていうのは、区費を払

わないですよね。（朝日テレビカルチャーは）市の施設の中の一部でわないですよね。（朝日テレビカルチャーは）市の施設の中の一部でわないですよね。（朝日テレビカルチャーは）市の施設の中の一部でわないですよね。（朝日テレビカルチャーは）市の施設の中の一部で

ある、で、払うような話もあったんですけども、一時期、でも、うやある、で、払うような話もあったんですけども、一時期、でも、うやある、で、払うような話もあったんですけども、一時期、でも、うやある、で、払うような話もあったんですけども、一時期、でも、うや

むやになっちゃったんで、私もそのままにしているんですけども、どむやになっちゃったんで、私もそのままにしているんですけども、どむやになっちゃったんで、私もそのままにしているんですけども、どむやになっちゃったんで、私もそのままにしているんですけども、ど

うしたものかなということで、じゃあ、市の施設がその町内にあったうしたものかなということで、じゃあ、市の施設がその町内にあったうしたものかなということで、じゃあ、市の施設がその町内にあったうしたものかなということで、じゃあ、市の施設がその町内にあった

場合に、区費というものは払わ場合に、区費というものは払わ場合に、区費というものは払わ場合に、区費というものは払われることは無いですよね。れることは無いですよね。れることは無いですよね。れることは無いですよね。例えば、三例えば、三例えば、三例えば、三

丁目で言うと、八十何歳のおばあちゃんが区費をちゃんと払っている丁目で言うと、八十何歳のおばあちゃんが区費をちゃんと払っている丁目で言うと、八十何歳のおばあちゃんが区費をちゃんと払っている丁目で言うと、八十何歳のおばあちゃんが区費をちゃんと払っている

のに、そこらへんが払わなくていいのかっていう話になっちゃうんでのに、そこらへんが払わなくていいのかっていう話になっちゃうんでのに、そこらへんが払わなくていいのかっていう話になっちゃうんでのに、そこらへんが払わなくていいのかっていう話になっちゃうんで

すけれどもね。まあ、そこらへんの話は前から出ていた話なんですけすけれどもね。まあ、そこらへんの話は前から出ていた話なんですけすけれどもね。まあ、そこらへんの話は前から出ていた話なんですけすけれどもね。まあ、そこらへんの話は前から出ていた話なんですけ

れども。れども。れども。れども。    

    

●このことについては、これまで質問されたことが無くて、調べてない●このことについては、これまで質問されたことが無くて、調べてない●このことについては、これまで質問されたことが無くて、調べてない●このことについては、これまで質問されたことが無くて、調べてない

ですけど、ですけど、ですけど、ですけど、ちょっとこれは調べさせてください。どんなふうになっていちょっとこれは調べさせてください。どんなふうになっていちょっとこれは調べさせてください。どんなふうになっていちょっとこれは調べさせてください。どんなふうになってい

るのか、ちょっと即答が出来ません。【検討事項るのか、ちょっと即答が出来ません。【検討事項るのか、ちょっと即答が出来ません。【検討事項るのか、ちょっと即答が出来ません。【検討事項 2222】】】】    
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10101010----1111    

■■■■島田市職員について島田市職員について島田市職員について島田市職員について    

    いろんな職員が役所の中にはいるんですけれども、この間会った職いろんな職員が役所の中にはいるんですけれども、この間会った職いろんな職員が役所の中にはいるんですけれども、この間会った職いろんな職員が役所の中にはいるんですけれども、この間会った職

員さん、ほとんどそういう職員さんで、一生懸命やっているんです員さん、ほとんどそういう職員さんで、一生懸命やっているんです員さん、ほとんどそういう職員さんで、一生懸命やっているんです員さん、ほとんどそういう職員さんで、一生懸命やっているんです

よ、市役所にお金が無いのが十分わかっている人なので、国の補助金よ、市役所にお金が無いのが十分わかっている人なので、国の補助金よ、市役所にお金が無いのが十分わかっている人なので、国の補助金よ、市役所にお金が無いのが十分わかっている人なので、国の補助金

だとか県の補助金などをいろいろ研究していて、こういう補助金がもだとか県の補助金などをいろいろ研究していて、こういう補助金がもだとか県の補助金などをいろいろ研究していて、こういう補助金がもだとか県の補助金などをいろいろ研究していて、こういう補助金がも

らえるらえるらえるらえるんんんんじゃないかって言うことで、そういう補助金を獲得するようじゃないかって言うことで、そういう補助金を獲得するようじゃないかって言うことで、そういう補助金を獲得するようじゃないかって言うことで、そういう補助金を獲得するよう

な、そういった情報を一生懸命集めて、それを実行に移していると、な、そういった情報を一生懸命集めて、それを実行に移していると、な、そういった情報を一生懸命集めて、それを実行に移していると、な、そういった情報を一生懸命集めて、それを実行に移していると、

そういう方は大勢いると思うんですけれどもね、ぜひ、そういう情報そういう方は大勢いると思うんですけれどもね、ぜひ、そういう情報そういう方は大勢いると思うんですけれどもね、ぜひ、そういう情報そういう方は大勢いると思うんですけれどもね、ぜひ、そういう情報

を皆さんがを皆さんがを皆さんがを皆さんが共有できるよう共有できるよう共有できるよう共有できるようにしていただかないとにしていただかないとにしていただかないとにしていただかないと、僕らもたまたまそ、僕らもたまたまそ、僕らもたまたまそ、僕らもたまたまそ

ういう情報を持っていたので、こういう情報があるじゃないのってそういう情報を持っていたので、こういう情報があるじゃないのってそういう情報を持っていたので、こういう情報があるじゃないのってそういう情報を持っていたので、こういう情報があるじゃないのってそ

の方に言ったら、それは気が付いているよということで、国の方からの方に言ったら、それは気が付いているよということで、国の方からの方に言ったら、それは気が付いているよということで、国の方からの方に言ったら、それは気が付いているよということで、国の方から

の全額補助なんですよね、もらおうとしているということなんだけの全額補助なんですよね、もらおうとしているということなんだけの全額補助なんですよね、もらおうとしているということなんだけの全額補助なんですよね、もらおうとしているということなんだけ

ど、聞いたら、どうも皆さん、あんまりピンと来ていなかったというど、聞いたら、どうも皆さん、あんまりピンと来ていなかったというど、聞いたら、どうも皆さん、あんまりピンと来ていなかったというど、聞いたら、どうも皆さん、あんまりピンと来ていなかったという

ことで、その人だけ気が付いたよって言ってるんだけど、やはり、アことで、その人だけ気が付いたよって言ってるんだけど、やはり、アことで、その人だけ気が付いたよって言ってるんだけど、やはり、アことで、その人だけ気が付いたよって言ってるんだけど、やはり、ア

ンテナを高くしてもらうと、それと、補助金にエントリーする時期っンテナを高くしてもらうと、それと、補助金にエントリーする時期っンテナを高くしてもらうと、それと、補助金にエントリーする時期っンテナを高くしてもらうと、それと、補助金にエントリーする時期っ

て短いんですよね。ということは、情報をあらかじめキャッチしておて短いんですよね。ということは、情報をあらかじめキャッチしておて短いんですよね。ということは、情報をあらかじめキャッチしておて短いんですよね。ということは、情報をあらかじめキャッチしてお

いて、準備をしておかないとエントリーに間に合わないですよね。ぜいて、準備をしておかないとエントリーに間に合わないですよね。ぜいて、準備をしておかないとエントリーに間に合わないですよね。ぜいて、準備をしておかないとエントリーに間に合わないですよね。ぜ

ひ、そういった情報を共有できて、またそういった職員さん、一生懸ひ、そういった情報を共有できて、またそういった職員さん、一生懸ひ、そういった情報を共有できて、またそういった職員さん、一生懸ひ、そういった情報を共有できて、またそういった職員さん、一生懸

命やっておられる方が大勢いるも命やっておられる方が大勢いるも命やっておられる方が大勢いるも命やっておられる方が大勢いるもののののですから、バックアップさせてもですから、バックアップさせてもですから、バックアップさせてもですから、バックアップさせても

らうようなシステムをちょっと考えてもらったほうがいいと思うんでらうようなシステムをちょっと考えてもらったほうがいいと思うんでらうようなシステムをちょっと考えてもらったほうがいいと思うんでらうようなシステムをちょっと考えてもらったほうがいいと思うんで

すけど。それともう一つは、そういった人材を育てるためには研修会すけど。それともう一つは、そういった人材を育てるためには研修会すけど。それともう一つは、そういった人材を育てるためには研修会すけど。それともう一つは、そういった人材を育てるためには研修会

にねにねにねにね、勉強に出してもらったほうが、勉強に出してもらったほうが、勉強に出してもらったほうが、勉強に出してもらったほうがいいかなってのがありまして、こいいかなってのがありまして、こいいかなってのがありまして、こいいかなってのがありまして、こ

の間、防災科学技術研究所の間、防災科学技術研究所の間、防災科学技術研究所の間、防災科学技術研究所へへへへ一緒に行かしてもらった時に、非常にい一緒に行かしてもらった時に、非常にい一緒に行かしてもらった時に、非常にい一緒に行かしてもらった時に、非常にい

い施設で、建設課の若い人達も行ったんですけれども、こんないい施い施設で、建設課の若い人達も行ったんですけれども、こんないい施い施設で、建設課の若い人達も行ったんですけれども、こんないい施い施設で、建設課の若い人達も行ったんですけれども、こんないい施

設があって「こういうの何回も来てるんだろ？」って聞いたら、初め設があって「こういうの何回も来てるんだろ？」って聞いたら、初め設があって「こういうの何回も来てるんだろ？」って聞いたら、初め設があって「こういうの何回も来てるんだろ？」って聞いたら、初め

てだって言うんでてだって言うんでてだって言うんでてだって言うんですよ。だって、筑波まで行って帰ってきて３万円くすよ。だって、筑波まで行って帰ってきて３万円くすよ。だって、筑波まで行って帰ってきて３万円くすよ。だって、筑波まで行って帰ってきて３万円く

らいですよね。土木や建築なんかもそうですけど、非常に勉強になるらいですよね。土木や建築なんかもそうですけど、非常に勉強になるらいですよね。土木や建築なんかもそうですけど、非常に勉強になるらいですよね。土木や建築なんかもそうですけど、非常に勉強になる

んですよね。ですから、そういうところへ、特に若い人材を勉強に出んですよね。ですから、そういうところへ、特に若い人材を勉強に出んですよね。ですから、そういうところへ、特に若い人材を勉強に出んですよね。ですから、そういうところへ、特に若い人材を勉強に出

したらいいと思うんですよ。おおむねしたらいいと思うんですよ。おおむねしたらいいと思うんですよ。おおむねしたらいいと思うんですよ。おおむね1111日くらいですので、かなり、防日くらいですので、かなり、防日くらいですので、かなり、防日くらいですので、かなり、防

災科学技術研究所も、官民の交流を深めなくてはならないということ災科学技術研究所も、官民の交流を深めなくてはならないということ災科学技術研究所も、官民の交流を深めなくてはならないということ災科学技術研究所も、官民の交流を深めなくてはならないということ

で、丁寧に説明をしてくれました。その成果としては、防災科学技術で、丁寧に説明をしてくれました。その成果としては、防災科学技術で、丁寧に説明をしてくれました。その成果としては、防災科学技術で、丁寧に説明をしてくれました。その成果としては、防災科学技術

研究所で開発した官民協働の地震の被害予測システムを無償で貸して研究所で開発した官民協働の地震の被害予測システムを無償で貸して研究所で開発した官民協働の地震の被害予測システムを無償で貸して研究所で開発した官民協働の地震の被害予測システムを無償で貸して

くれるということなんですよね。くれるということなんですよね。くれるということなんですよね。くれるということなんですよね。    

ぜひ、そういうところへ、特に若い人たちを派遣されて勉強してもぜひ、そういうところへ、特に若い人たちを派遣されて勉強してもぜひ、そういうところへ、特に若い人たちを派遣されて勉強してもぜひ、そういうところへ、特に若い人たちを派遣されて勉強しても

らいたい。らいたい。らいたい。らいたい。    

●●●●私自身は、人を育てるっていうことを、自分の今の市長でいる中の、私自身は、人を育てるっていうことを、自分の今の市長でいる中の、私自身は、人を育てるっていうことを、自分の今の市長でいる中の、私自身は、人を育てるっていうことを、自分の今の市長でいる中の、

すごく大きな役割だと思っています。すでに国交省だとか、県の東京事すごく大きな役割だと思っています。すでに国交省だとか、県の東京事すごく大きな役割だと思っています。すでに国交省だとか、県の東京事すごく大きな役割だと思っています。すでに国交省だとか、県の東京事

務所だとか、今、大事なプロジェクトについては県に職員を送り込んで務所だとか、今、大事なプロジェクトについては県に職員を送り込んで務所だとか、今、大事なプロジェクトについては県に職員を送り込んで務所だとか、今、大事なプロジェクトについては県に職員を送り込んで

いますし、人を育てるのを一生懸命やっています。でも、実際、いますし、人を育てるのを一生懸命やっています。でも、実際、いますし、人を育てるのを一生懸命やっています。でも、実際、いますし、人を育てるのを一生懸命やっています。でも、実際、3333 年前に年前に年前に年前に

市長になって、私がなったのが市長になって、私がなったのが市長になって、私がなったのが市長になって、私がなったのが 5555 月ですから、月ですから、月ですから、月ですから、1111 年目は人事のことは何年目は人事のことは何年目は人事のことは何年目は人事のことは何

も、も、も、も、2222 年目から研修に出して、年目から研修に出して、年目から研修に出して、年目から研修に出して、3333 年研修を終えて出てくると、ちょうども年研修を終えて出てくると、ちょうども年研修を終えて出てくると、ちょうども年研修を終えて出てくると、ちょうども

うううう 4444 年の任期になってしまうっていうような年の任期になってしまうっていうような年の任期になってしまうっていうような年の任期になってしまうっていうような時期時期時期時期です。です。です。です。人を育てるのは人を育てるのは人を育てるのは人を育てるのは

時間がかかるけれども、しっかりそういった、派遣し時間がかかるけれども、しっかりそういった、派遣し時間がかかるけれども、しっかりそういった、派遣し時間がかかるけれども、しっかりそういった、派遣したり、研修に出したり、研修に出したり、研修に出したり、研修に出し

たりってことと同時に、たりってことと同時に、たりってことと同時に、たりってことと同時に、やっぱり、たくさん視察にも行かせたい、それやっぱり、たくさん視察にも行かせたい、それやっぱり、たくさん視察にも行かせたい、それやっぱり、たくさん視察にも行かせたい、それ

から、先進地も見させたい、それが、やっぱり行ける環境、予算もそうから、先進地も見させたい、それが、やっぱり行ける環境、予算もそうから、先進地も見させたい、それが、やっぱり行ける環境、予算もそうから、先進地も見させたい、それが、やっぱり行ける環境、予算もそう

ですけど、やっぱり職員が見に行きたいって言わないと、なかなか行けですけど、やっぱり職員が見に行きたいって言わないと、なかなか行けですけど、やっぱり職員が見に行きたいって言わないと、なかなか行けですけど、やっぱり職員が見に行きたいって言わないと、なかなか行け

ないところもあって、ないところもあって、ないところもあって、ないところもあって、長い歴史の中で、だんだんと行く人が少なくなっ長い歴史の中で、だんだんと行く人が少なくなっ長い歴史の中で、だんだんと行く人が少なくなっ長い歴史の中で、だんだんと行く人が少なくなっ

てきたのも事実なんです。そうした中で、もう一度、職員が意欲的にいてきたのも事実なんです。そうした中で、もう一度、職員が意欲的にいてきたのも事実なんです。そうした中で、もう一度、職員が意欲的にいてきたのも事実なんです。そうした中で、もう一度、職員が意欲的にい

ろんな研修に行ったり勉強に行ったりできるようにしていきたいと、そろんな研修に行ったり勉強に行ったりできるようにしていきたいと、そろんな研修に行ったり勉強に行ったりできるようにしていきたいと、そろんな研修に行ったり勉強に行ったりできるようにしていきたいと、そ

れは思っています。れは思っています。れは思っています。れは思っています。    
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■■■■島田市職員について島田市職員について島田市職員について島田市職員について    

    例えば、建設畑とか、専門職の方もいらっしゃいますけれど、職員例えば、建設畑とか、専門職の方もいらっしゃいますけれど、職員例えば、建設畑とか、専門職の方もいらっしゃいますけれど、職員例えば、建設畑とか、専門職の方もいらっしゃいますけれど、職員

の皆さんがどう思っていらっしゃるかわからないけれど、昨日は税務の皆さんがどう思っていらっしゃるかわからないけれど、昨日は税務の皆さんがどう思っていらっしゃるかわからないけれど、昨日は税務の皆さんがどう思っていらっしゃるかわからないけれど、昨日は税務

課にいたけど、今日から商業部門にいっちゃうとか、いわゆるオール課にいたけど、今日から商業部門にいっちゃうとか、いわゆるオール課にいたけど、今日から商業部門にいっちゃうとか、いわゆるオール課にいたけど、今日から商業部門にいっちゃうとか、いわゆるオール

ラウンドプレーヤーをつくろうとしているのかわかりませんけれどラウンドプレーヤーをつくろうとしているのかわかりませんけれどラウンドプレーヤーをつくろうとしているのかわかりませんけれどラウンドプレーヤーをつくろうとしているのかわかりませんけれど

も、私は、どちらかというと専門職をつくっていただきたい。商業関も、私は、どちらかというと専門職をつくっていただきたい。商業関も、私は、どちらかというと専門職をつくっていただきたい。商業関も、私は、どちらかというと専門職をつくっていただきたい。商業関

係にいったんだったら、そういう中の、さっきの補助金もそうですけ係にいったんだったら、そういう中の、さっきの補助金もそうですけ係にいったんだったら、そういう中の、さっきの補助金もそうですけ係にいったんだったら、そういう中の、さっきの補助金もそうですけ

ど、そういうものに長けた人間をつくっていただくことが、市としてど、そういうものに長けた人間をつくっていただくことが、市としてど、そういうものに長けた人間をつくっていただくことが、市としてど、そういうものに長けた人間をつくっていただくことが、市として

もいきてくるもいきてくるもいきてくるもいきてくるののののではないかと。本当に、前によく、「昨日まで税務課ではないかと。本当に、前によく、「昨日まで税務課ではないかと。本当に、前によく、「昨日まで税務課ではないかと。本当に、前によく、「昨日まで税務課

にいたものですからにいたものですからにいたものですからにいたものですからよくわかりません」って、よくわからない人に、よくわかりません」って、よくわからない人に、よくわかりません」って、よくわからない人に、よくわかりません」って、よくわからない人に、

区画整理の話をしても仕方がないのではないかって話をしたくらいだ区画整理の話をしても仕方がないのではないかって話をしたくらいだ区画整理の話をしても仕方がないのではないかって話をしたくらいだ区画整理の話をしても仕方がないのではないかって話をしたくらいだ

ったんですけれども、そういうような意味でも、やっぱり専門職ったんですけれども、そういうような意味でも、やっぱり専門職ったんですけれども、そういうような意味でも、やっぱり専門職ったんですけれども、そういうような意味でも、やっぱり専門職ををををつつつつ

くられるような形で、ただ、その人にとって、職員にとって、本当にくられるような形で、ただ、その人にとって、職員にとって、本当にくられるような形で、ただ、その人にとって、職員にとって、本当にくられるような形で、ただ、その人にとって、職員にとって、本当に

プラスなのかマイナスなのか、私にはわかりません。本人にしてみれプラスなのかマイナスなのか、私にはわかりません。本人にしてみれプラスなのかマイナスなのか、私にはわかりません。本人にしてみれプラスなのかマイナスなのか、私にはわかりません。本人にしてみれ

ば、えらい迷惑な話ば、えらい迷惑な話ば、えらい迷惑な話ば、えらい迷惑な話かかかかももももしれませんけども、ただ、オールラウンドプしれませんけども、ただ、オールラウンドプしれませんけども、ただ、オールラウンドプしれませんけども、ただ、オールラウンドプ

レーヤー、浅く広くでは、果たしていいのかなっていうのがありますレーヤー、浅く広くでは、果たしていいのかなっていうのがありますレーヤー、浅く広くでは、果たしていいのかなっていうのがありますレーヤー、浅く広くでは、果たしていいのかなっていうのがあります

ので、できれば、そういう人たちを、よく区画整理のときにやっていので、できれば、そういう人たちを、よく区画整理のときにやっていので、できれば、そういう人たちを、よく区画整理のときにやっていので、できれば、そういう人たちを、よく区画整理のときにやってい

たのは、コンサルタントにたのは、コンサルタントにたのは、コンサルタントにたのは、コンサルタントに1,0001,0001,0001,000万円払ったとか何とかっていう話があ万円払ったとか何とかっていう話があ万円払ったとか何とかっていう話があ万円払ったとか何とかっていう話があ

りますけど、だったらそういう人たちを育てたほうがよっぽどいいんりますけど、だったらそういう人たちを育てたほうがよっぽどいいんりますけど、だったらそういう人たちを育てたほうがよっぽどいいんりますけど、だったらそういう人たちを育てたほうがよっぽどいいん

じゃないかなっていうところがあったので、そこらへんをもし考えてじゃないかなっていうところがあったので、そこらへんをもし考えてじゃないかなっていうところがあったので、そこらへんをもし考えてじゃないかなっていうところがあったので、そこらへんをもし考えて

いただければと思います。いただければと思います。いただければと思います。いただければと思います。    

●●●●職員は、最初の職員は、最初の職員は、最初の職員は、最初の 10101010 年で３つの課を回るっていうのは、だいたい基本に年で３つの課を回るっていうのは、だいたい基本に年で３つの課を回るっていうのは、だいたい基本に年で３つの課を回るっていうのは、だいたい基本に

はしています。でも、そのうちだんだんとやっぱりね、総務畑とか企画はしています。でも、そのうちだんだんとやっぱりね、総務畑とか企画はしています。でも、そのうちだんだんとやっぱりね、総務畑とか企画はしています。でも、そのうちだんだんとやっぱりね、総務畑とか企画

畑とか、それぞれ、だんだんと長い間には、専門的な畑に行くような気畑とか、それぞれ、だんだんと長い間には、専門的な畑に行くような気畑とか、それぞれ、だんだんと長い間には、専門的な畑に行くような気畑とか、それぞれ、だんだんと長い間には、専門的な畑に行くような気

は、私は見ていて思っています。もう一つは、私自身の考えは、３年、は、私は見ていて思っています。もう一つは、私自身の考えは、３年、は、私は見ていて思っています。もう一つは、私自身の考えは、３年、は、私は見ていて思っています。もう一つは、私自身の考えは、３年、

４年で４年で４年で４年でかかかかえてしまうのではなくてえてしまうのではなくてえてしまうのではなくてえてしまうのではなくて、もう少し長いスパンでおかないと、、もう少し長いスパンでおかないと、、もう少し長いスパンでおかないと、、もう少し長いスパンでおかないと、

例えば商工なら商工に行って、本当に課題は何なのか、そこから、新た例えば商工なら商工に行って、本当に課題は何なのか、そこから、新た例えば商工なら商工に行って、本当に課題は何なのか、そこから、新た例えば商工なら商工に行って、本当に課題は何なのか、そこから、新た

な施策が生まれてくるんですよね。ボトムアップで施策が上がってくるな施策が生まれてくるんですよね。ボトムアップで施策が上がってくるな施策が生まれてくるんですよね。ボトムアップで施策が上がってくるな施策が生まれてくるんですよね。ボトムアップで施策が上がってくる

わけですよね。それをやれるには、そこに長くいなければなかなかそこわけですよね。それをやれるには、そこに長くいなければなかなかそこわけですよね。それをやれるには、そこに長くいなければなかなかそこわけですよね。それをやれるには、そこに長くいなければなかなかそこ

まで到達できない。今回、広報しまだが、内閣総理大臣賞をもらいましまで到達できない。今回、広報しまだが、内閣総理大臣賞をもらいましまで到達できない。今回、広報しまだが、内閣総理大臣賞をもらいましまで到達できない。今回、広報しまだが、内閣総理大臣賞をもらいまし

た。あれもやっぱり、そこに長くいる職員がいて、初めて出来た事だとた。あれもやっぱり、そこに長くいる職員がいて、初めて出来た事だとた。あれもやっぱり、そこに長くいる職員がいて、初めて出来た事だとた。あれもやっぱり、そこに長くいる職員がいて、初めて出来た事だと

思っています。２年、３年で思っています。２年、３年で思っています。２年、３年で思っています。２年、３年でかかかかえたらえたらえたらえたらああはならない。ですから、場所ああはならない。ですから、場所ああはならない。ですから、場所ああはならない。ですから、場所

によると思うんですよ、癒着があったり、いろんなことを懸念されるこによると思うんですよ、癒着があったり、いろんなことを懸念されるこによると思うんですよ、癒着があったり、いろんなことを懸念されるこによると思うんですよ、癒着があったり、いろんなことを懸念されるこ

ともあって、いろいろ異動っていともあって、いろいろ異動っていともあって、いろいろ異動っていともあって、いろいろ異動っていうのもあるだろううのもあるだろううのもあるだろううのもあるだろうとととと思うんです。そう思うんです。そう思うんです。そう思うんです。そう

いう中で、必要なものについては、専門性を持たせていかなければいけいう中で、必要なものについては、専門性を持たせていかなければいけいう中で、必要なものについては、専門性を持たせていかなければいけいう中で、必要なものについては、専門性を持たせていかなければいけ

ないということは、すごくよくわかります。向いているところには、少ないということは、すごくよくわかります。向いているところには、少ないということは、すごくよくわかります。向いているところには、少ないということは、すごくよくわかります。向いているところには、少

し長くおきたいと思っております。し長くおきたいと思っております。し長くおきたいと思っております。し長くおきたいと思っております。    

※※※※    回答は全て市長から回答した。回答は全て市長から回答した。回答は全て市長から回答した。回答は全て市長から回答した。    
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④④④④当日の様子当日の様子当日の様子当日の様子    

                    

    

⑤⑤⑤⑤検討事項に対する対応（報告）検討事項に対する対応（報告）検討事項に対する対応（報告）検討事項に対する対応（報告）    

質疑応答番号質疑応答番号質疑応答番号質疑応答番号    

検討事項番号検討事項番号検討事項番号検討事項番号    

検討内容（市長の発言）検討内容（市長の発言）検討内容（市長の発言）検討内容（市長の発言）    市からの回答（対応状況）市からの回答（対応状況）市からの回答（対応状況）市からの回答（対応状況）    

4444    

検討事項検討事項検討事項検討事項 1111    

●こども館と図書館、私も、なんでもっと地元の商店街の皆さんと●こども館と図書館、私も、なんでもっと地元の商店街の皆さんと●こども館と図書館、私も、なんでもっと地元の商店街の皆さんと●こども館と図書館、私も、なんでもっと地元の商店街の皆さんと

ジョイント出来ないのかっていうことは、ずっと思っている話で、ジョイント出来ないのかっていうことは、ずっと思っている話で、ジョイント出来ないのかっていうことは、ずっと思っている話で、ジョイント出来ないのかっていうことは、ずっと思っている話で、

今は、あそこに、市内の、子どもを連れて行けるお店の一覧のパン今は、あそこに、市内の、子どもを連れて行けるお店の一覧のパン今は、あそこに、市内の、子どもを連れて行けるお店の一覧のパン今は、あそこに、市内の、子どもを連れて行けるお店の一覧のパン

フレットだとか、そういうものを作ってですね、配付もしていますフレットだとか、そういうものを作ってですね、配付もしていますフレットだとか、そういうものを作ってですね、配付もしていますフレットだとか、そういうものを作ってですね、配付もしています

し、お昼ご飯を食べに行きたい、どっか遊びに行けるところはないし、お昼ご飯を食べに行きたい、どっか遊びに行けるところはないし、お昼ご飯を食べに行きたい、どっか遊びに行けるところはないし、お昼ご飯を食べに行きたい、どっか遊びに行けるところはない

かっていうことも、全部ご案内をしているところです。あそこにポかっていうことも、全部ご案内をしているところです。あそこにポかっていうことも、全部ご案内をしているところです。あそこにポかっていうことも、全部ご案内をしているところです。あそこにポ

スターを貼るということの許可については、場所はあるはずですスターを貼るということの許可については、場所はあるはずですスターを貼るということの許可については、場所はあるはずですスターを貼るということの許可については、場所はあるはずです

し、特に図書館は、あれを造るときに配架、いろんなチラシを入れし、特に図書館は、あれを造るときに配架、いろんなチラシを入れし、特に図書館は、あれを造るときに配架、いろんなチラシを入れし、特に図書館は、あれを造るときに配架、いろんなチラシを入れ

るものを整えたはずです。私が教育委るものを整えたはずです。私が教育委るものを整えたはずです。私が教育委るものを整えたはずです。私が教育委員のときに、その話を随分言員のときに、その話を随分言員のときに、その話を随分言員のときに、その話を随分言

いましたのでね、地元のさまざまな団体の催しだとか、そういったいましたのでね、地元のさまざまな団体の催しだとか、そういったいましたのでね、地元のさまざまな団体の催しだとか、そういったいましたのでね、地元のさまざまな団体の催しだとか、そういった

ものが配架できるようになっているはずなんですけれども、それとものが配架できるようになっているはずなんですけれども、それとものが配架できるようになっているはずなんですけれども、それとものが配架できるようになっているはずなんですけれども、それと

同時に、ご案内の紙を貼れるような掲示板のことをいっているんで同時に、ご案内の紙を貼れるような掲示板のことをいっているんで同時に、ご案内の紙を貼れるような掲示板のことをいっているんで同時に、ご案内の紙を貼れるような掲示板のことをいっているんで

すよね、そのぐらいのことは、やれないことはないもんね。ちょっすよね、そのぐらいのことは、やれないことはないもんね。ちょっすよね、そのぐらいのことは、やれないことはないもんね。ちょっすよね、そのぐらいのことは、やれないことはないもんね。ちょっ

と、それは、場所を少しつくればいいことなので、しかも、逆に正と、それは、場所を少しつくればいいことなので、しかも、逆に正と、それは、場所を少しつくればいいことなので、しかも、逆に正と、それは、場所を少しつくればいいことなので、しかも、逆に正

直なことを言うと、なんでもっと商店街の方々と一緒になって、た直なことを言うと、なんでもっと商店街の方々と一緒になって、た直なことを言うと、なんでもっと商店街の方々と一緒になって、た直なことを言うと、なんでもっと商店街の方々と一緒になって、た

とえば図書館が開店したセールが出来なかったのかとか、いろんなとえば図書館が開店したセールが出来なかったのかとか、いろんなとえば図書館が開店したセールが出来なかったのかとか、いろんなとえば図書館が開店したセールが出来なかったのかとか、いろんな

ことを、実は私は私なりに思っていました。でも、それが、今お話ことを、実は私は私なりに思っていました。でも、それが、今お話ことを、実は私は私なりに思っていました。でも、それが、今お話ことを、実は私は私なりに思っていました。でも、それが、今お話

■■■■島田駅南北自由通路について島田駅南北自由通路について島田駅南北自由通路について島田駅南北自由通路について    

島田駅南北自由通路に設置されている掲示板の掲出については、島田駅南北自由通路に設置されている掲示板の掲出については、島田駅南北自由通路に設置されている掲示板の掲出については、島田駅南北自由通路に設置されている掲示板の掲出については、

原則、「島田市の主催又は後援するもの、その他管理者が適当と認原則、「島田市の主催又は後援するもの、その他管理者が適当と認原則、「島田市の主催又は後援するもの、その他管理者が適当と認原則、「島田市の主催又は後援するもの、その他管理者が適当と認

めるものとします。」となっておりますが、明らかに宗教色の強いめるものとします。」となっておりますが、明らかに宗教色の強いめるものとします。」となっておりますが、明らかに宗教色の強いめるものとします。」となっておりますが、明らかに宗教色の強い

もの、個人や企業の営利目的とみなされるもの以外は、比較的柔軟もの、個人や企業の営利目的とみなされるもの以外は、比較的柔軟もの、個人や企業の営利目的とみなされるもの以外は、比較的柔軟もの、個人や企業の営利目的とみなされるもの以外は、比較的柔軟

に対応をさせていただいています。ただし、掲出のお申し込みが多に対応をさせていただいています。ただし、掲出のお申し込みが多に対応をさせていただいています。ただし、掲出のお申し込みが多に対応をさせていただいています。ただし、掲出のお申し込みが多

岐に渡ると予想されるため、土木管理課では、庁内の関係課を経由岐に渡ると予想されるため、土木管理課では、庁内の関係課を経由岐に渡ると予想されるため、土木管理課では、庁内の関係課を経由岐に渡ると予想されるため、土木管理課では、庁内の関係課を経由

して申請をいただけるようお願いしているところです。従来から市して申請をいただけるようお願いしているところです。従来から市して申請をいただけるようお願いしているところです。従来から市して申請をいただけるようお願いしているところです。従来から市

民や他市からのお客様に対し、広く周知する目的での掲出であれ民や他市からのお客様に対し、広く周知する目的での掲出であれ民や他市からのお客様に対し、広く周知する目的での掲出であれ民や他市からのお客様に対し、広く周知する目的での掲出であれ

ば、内容にも因りますが、掲出についてば、内容にも因りますが、掲出についてば、内容にも因りますが、掲出についてば、内容にも因りますが、掲出についての対応は可能というスタンの対応は可能というスタンの対応は可能というスタンの対応は可能というスタン

スでおりますので、一度、土木管理課管理係までご相談いただけれスでおりますので、一度、土木管理課管理係までご相談いただけれスでおりますので、一度、土木管理課管理係までご相談いただけれスでおりますので、一度、土木管理課管理係までご相談いただけれ

ばと思います。ばと思います。ばと思います。ばと思います。    

    

■こども館について■こども館について■こども館について■こども館について        

    こども館では町内の店舗からチラシを置いて欲しいといった要こども館では町内の店舗からチラシを置いて欲しいといった要こども館では町内の店舗からチラシを置いて欲しいといった要こども館では町内の店舗からチラシを置いて欲しいといった要

望は確認できませんでした。望は確認できませんでした。望は確認できませんでした。望は確認できませんでした。    

    施設のポスターやチラシを置く場所は限られているため、公共性施設のポスターやチラシを置く場所は限られているため、公共性施設のポスターやチラシを置く場所は限られているため、公共性施設のポスターやチラシを置く場所は限られているため、公共性
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をいたをいたをいたをいただいたようなことが少し原因になっていたならば、それはちだいたようなことが少し原因になっていたならば、それはちだいたようなことが少し原因になっていたならば、それはちだいたようなことが少し原因になっていたならば、それはち

ょっとまずいことでありますので、そういった掲示板やそのスペーょっとまずいことでありますので、そういった掲示板やそのスペーょっとまずいことでありますので、そういった掲示板やそのスペーょっとまずいことでありますので、そういった掲示板やそのスペー

スはつくれるでしょう。スはつくれるでしょう。スはつくれるでしょう。スはつくれるでしょう。    

    私が想像するところでは、これは良くてこれはダメとか、そうい私が想像するところでは、これは良くてこれはダメとか、そうい私が想像するところでは、これは良くてこれはダメとか、そうい私が想像するところでは、これは良くてこれはダメとか、そうい

うのが難しくなってしまうから、公平性というような意味で、お断うのが難しくなってしまうから、公平性というような意味で、お断うのが難しくなってしまうから、公平性というような意味で、お断うのが難しくなってしまうから、公平性というような意味で、お断

りしたのかもしれないんですけれども、でも、市民の皆様のさまざりしたのかもしれないんですけれども、でも、市民の皆様のさまざりしたのかもしれないんですけれども、でも、市民の皆様のさまざりしたのかもしれないんですけれども、でも、市民の皆様のさまざ

まな活動やら商店街の動きを支援していくのは当然のことですのまな活動やら商店街の動きを支援していくのは当然のことですのまな活動やら商店街の動きを支援していくのは当然のことですのまな活動やら商店街の動きを支援していくのは当然のことですの

で、このことについては、考えさせてもらいます。【検討事項で、このことについては、考えさせてもらいます。【検討事項で、このことについては、考えさせてもらいます。【検討事項で、このことについては、考えさせてもらいます。【検討事項 1111】】】】    

    

及びこども向けのイベントのポスターを優先して貼っていますが、及びこども向けのイベントのポスターを優先して貼っていますが、及びこども向けのイベントのポスターを優先して貼っていますが、及びこども向けのイベントのポスターを優先して貼っていますが、

島田商工会議所主催、商店街主催のイベントのポスターやチラシは島田商工会議所主催、商店街主催のイベントのポスターやチラシは島田商工会議所主催、商店街主催のイベントのポスターやチラシは島田商工会議所主催、商店街主催のイベントのポスターやチラシは

依頼があれば貼らせていただいています。依頼があれば貼らせていただいています。依頼があれば貼らせていただいています。依頼があれば貼らせていただいています。    

    島田商工会議所で作成した飲食店マップは現在もこども館内に島田商工会議所で作成した飲食店マップは現在もこども館内に島田商工会議所で作成した飲食店マップは現在もこども館内に島田商工会議所で作成した飲食店マップは現在もこども館内に

貼ってあります。貼ってあります。貼ってあります。貼ってあります。    

    

■島田図書館について■島田図書館について■島田図書館について■島田図書館について        

ポスターの掲示やパンフレットの配架依頼は多方面から数多くポスターの掲示やパンフレットの配架依頼は多方面から数多くポスターの掲示やパンフレットの配架依頼は多方面から数多くポスターの掲示やパンフレットの配架依頼は多方面から数多く

寄せられていますので、①市が主催するもの②公共に関するもの寄せられていますので、①市が主催するもの②公共に関するもの寄せられていますので、①市が主催するもの②公共に関するもの寄せられていますので、①市が主催するもの②公共に関するもの

（選挙や制度改正など市民全体に関わるもの）③県が主催するもの（選挙や制度改正など市民全体に関わるもの）③県が主催するもの（選挙や制度改正など市民全体に関わるもの）③県が主催するもの（選挙や制度改正など市民全体に関わるもの）③県が主催するもの

で、市内で開催されるもの④市内の団体等が主催するもので、市内で、市内で開催されるもの④市内の団体等が主催するもので、市内で、市内で開催されるもの④市内の団体等が主催するもので、市内で、市内で開催されるもの④市内の団体等が主催するもので、市内

で開催されるもの⑤公共団体が主催し県内で開催するもので、市民で開催されるもの⑤公共団体が主催し県内で開催するもので、市民で開催されるもの⑤公共団体が主催し県内で開催するもので、市民で開催されるもの⑤公共団体が主催し県内で開催するもので、市民

が参加できるものが参加できるものが参加できるものが参加できるもの    というように優先順位をつけて対応しておりまというように優先順位をつけて対応しておりまというように優先順位をつけて対応しておりまというように優先順位をつけて対応しておりま

す。す。す。す。    

ただし、島田図書館には、ポスターの掲示やパンフレットを置くただし、島田図書館には、ポスターの掲示やパンフレットを置くただし、島田図書館には、ポスターの掲示やパンフレットを置くただし、島田図書館には、ポスターの掲示やパンフレットを置く

スペースが少なく、スペースが少なく、スペースが少なく、スペースが少なく、105105105105 ㎜×㎜×㎜×㎜×155155155155 ㎜のポスター掲示板２枚と㎜のポスター掲示板２枚と㎜のポスター掲示板２枚と㎜のポスター掲示板２枚と 325325325325 ㎜㎜㎜㎜

××××44448888 ㎜の平台が２階に２箇所、３階に１箇所あるのみです。㎜の平台が２階に２箇所、３階に１箇所あるのみです。㎜の平台が２階に２箇所、３階に１箇所あるのみです。㎜の平台が２階に２箇所、３階に１箇所あるのみです。    

このため、他の課で不要になったパンフレット台をもらい受け設置このため、他の課で不要になったパンフレット台をもらい受け設置このため、他の課で不要になったパンフレット台をもらい受け設置このため、他の課で不要になったパンフレット台をもらい受け設置

し、配架できる場所の確保に努めていますが、不足しているのが現し、配架できる場所の確保に努めていますが、不足しているのが現し、配架できる場所の確保に努めていますが、不足しているのが現し、配架できる場所の確保に努めていますが、不足しているのが現

状です。状です。状です。状です。    

掲示板やパンフレット置き場には、図書館からのお知らせを優先掲示板やパンフレット置き場には、図書館からのお知らせを優先掲示板やパンフレット置き場には、図書館からのお知らせを優先掲示板やパンフレット置き場には、図書館からのお知らせを優先

させていただいており、残りのスペースに他からの依頼のものを掲させていただいており、残りのスペースに他からの依頼のものを掲させていただいており、残りのスペースに他からの依頼のものを掲させていただいており、残りのスペースに他からの依頼のものを掲

示、配架しております。示、配架しております。示、配架しております。示、配架しております。    

過去には商工会議所様、商店街連合会様が作成したものやクロス過去には商工会議所様、商店街連合会様が作成したものやクロス過去には商工会議所様、商店街連合会様が作成したものやクロス過去には商工会議所様、商店街連合会様が作成したものやクロス

メディアしまだ様から依頼を受けたパンフレット等を置いたことメディアしまだ様から依頼を受けたパンフレット等を置いたことメディアしまだ様から依頼を受けたパンフレット等を置いたことメディアしまだ様から依頼を受けたパンフレット等を置いたこと

があります。公共性のあるものでしたら、スペースが許す限り配架があります。公共性のあるものでしたら、スペースが許す限り配架があります。公共性のあるものでしたら、スペースが許す限り配架があります。公共性のあるものでしたら、スペースが許す限り配架

しますので、ぜひご利用ください。しますので、ぜひご利用ください。しますので、ぜひご利用ください。しますので、ぜひご利用ください。    

9999    

検討事項検討事項検討事項検討事項 2222    

●このことについては、これまで質問されたことが無くて、調べて●このことについては、これまで質問されたことが無くて、調べて●このことについては、これまで質問されたことが無くて、調べて●このことについては、これまで質問されたことが無くて、調べて

ないですけど、ちょっとこれは調べさせてください。どんなふうにないですけど、ちょっとこれは調べさせてください。どんなふうにないですけど、ちょっとこれは調べさせてください。どんなふうにないですけど、ちょっとこれは調べさせてください。どんなふうに

なっているのか、ちょっと即答が出来ません。【検討事項なっているのか、ちょっと即答が出来ません。【検討事項なっているのか、ちょっと即答が出来ません。【検討事項なっているのか、ちょっと即答が出来ません。【検討事項 2222】】】】    

■■■■自治会において、さまざまな活動を継続していくためには、一定自治会において、さまざまな活動を継続していくためには、一定自治会において、さまざまな活動を継続していくためには、一定自治会において、さまざまな活動を継続していくためには、一定

の資金が必要であることは認識をしています。の資金が必要であることは認識をしています。の資金が必要であることは認識をしています。の資金が必要であることは認識をしています。    

自治会活動の運営に欠かせない、資料の印刷費や消耗品の購入費、自治会活動の運営に欠かせない、資料の印刷費や消耗品の購入費、自治会活動の運営に欠かせない、資料の印刷費や消耗品の購入費、自治会活動の運営に欠かせない、資料の印刷費や消耗品の購入費、

さらには、地域住民の親睦を図るために「お祭り」の開催経費、設さらには、地域住民の親睦を図るために「お祭り」の開催経費、設さらには、地域住民の親睦を図るために「お祭り」の開催経費、設さらには、地域住民の親睦を図るために「お祭り」の開催経費、設

備や資材が必要な防災の活動や敬老会の開催経費など、その経費は備や資材が必要な防災の活動や敬老会の開催経費など、その経費は備や資材が必要な防災の活動や敬老会の開催経費など、その経費は備や資材が必要な防災の活動や敬老会の開催経費など、その経費は

多岐にわたると思います。多岐にわたると思います。多岐にわたると思います。多岐にわたると思います。    

こうしたことから、市では、住民自治の振興において必要最低限こうしたことから、市では、住民自治の振興において必要最低限こうしたことから、市では、住民自治の振興において必要最低限こうしたことから、市では、住民自治の振興において必要最低限

の経費として自治会活動推進手数料を各自治会に交付をしており、の経費として自治会活動推進手数料を各自治会に交付をしており、の経費として自治会活動推進手数料を各自治会に交付をしており、の経費として自治会活動推進手数料を各自治会に交付をしており、
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活動目的にあわせた、「地域防犯活動補助金」をはじめ、「地域敬老活動目的にあわせた、「地域防犯活動補助金」をはじめ、「地域敬老活動目的にあわせた、「地域防犯活動補助金」をはじめ、「地域敬老活動目的にあわせた、「地域防犯活動補助金」をはじめ、「地域敬老

会実施事業費助成金」、「自主防災組織育成対策補助金」、「ごみ減量会実施事業費助成金」、「自主防災組織育成対策補助金」、「ごみ減量会実施事業費助成金」、「自主防災組織育成対策補助金」、「ごみ減量会実施事業費助成金」、「自主防災組織育成対策補助金」、「ごみ減量

資源化推進事業奨励金」なども自治会、町内会に交付しております。資源化推進事業奨励金」なども自治会、町内会に交付しております。資源化推進事業奨励金」なども自治会、町内会に交付しております。資源化推進事業奨励金」なども自治会、町内会に交付しております。    

一方、自治会組織は会員相互の親睦や福祉向上のほか、連帯感の醸一方、自治会組織は会員相互の親睦や福祉向上のほか、連帯感の醸一方、自治会組織は会員相互の親睦や福祉向上のほか、連帯感の醸一方、自治会組織は会員相互の親睦や福祉向上のほか、連帯感の醸

成、すみよいまちづくりの推進をめざして、地域において結成され、成、すみよいまちづくりの推進をめざして、地域において結成され、成、すみよいまちづくりの推進をめざして、地域において結成され、成、すみよいまちづくりの推進をめざして、地域において結成され、

自主的に運営されている組織です。自主的に運営されている組織です。自主的に運営されている組織です。自主的に運営されている組織です。    

このため、自治会の運営費は、会則の規定に基づき、その会員かこのため、自治会の運営費は、会則の規定に基づき、その会員かこのため、自治会の運営費は、会則の規定に基づき、その会員かこのため、自治会の運営費は、会則の規定に基づき、その会員か

ら会費を集めることが社会的に承認されていると言えます。ら会費を集めることが社会的に承認されていると言えます。ら会費を集めることが社会的に承認されていると言えます。ら会費を集めることが社会的に承認されていると言えます。    

一般的に、自治会地域内にある公共施設を当該自治会の会員として一般的に、自治会地域内にある公共施設を当該自治会の会員として一般的に、自治会地域内にある公共施設を当該自治会の会員として一般的に、自治会地域内にある公共施設を当該自治会の会員として

会費を徴収することは全国でも例がなく、上述しました補助金等の会費を徴収することは全国でも例がなく、上述しました補助金等の会費を徴収することは全国でも例がなく、上述しました補助金等の会費を徴収することは全国でも例がなく、上述しました補助金等の

交付により市は自治会を支援していることが背景にあると考えら交付により市は自治会を支援していることが背景にあると考えら交付により市は自治会を支援していることが背景にあると考えら交付により市は自治会を支援していることが背景にあると考えら

れます。れます。れます。れます。    

なお、自治会地域内にある事業者に対しては、祭りのイベなお、自治会地域内にある事業者に対しては、祭りのイベなお、自治会地域内にある事業者に対しては、祭りのイベなお、自治会地域内にある事業者に対しては、祭りのイベント等ント等ント等ント等

で協賛金の協力をしている自治会の例が多いと聞いております。で協賛金の協力をしている自治会の例が多いと聞いております。で協賛金の協力をしている自治会の例が多いと聞いております。で協賛金の協力をしている自治会の例が多いと聞いております。    

 


