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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：稲荷町対象地域：稲荷町対象地域：稲荷町対象地域：稲荷町自治会自治会自治会自治会    

開催場所：稲荷町開催場所：稲荷町開催場所：稲荷町開催場所：稲荷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 15151515 日（水日（水日（水日（水））））19191919 時時時時 03030303 分～分～分～分～20202020 時時時時 53535353 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 88880000 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、眞鍋危機管理部長、今村子ども未来部長、伊藤行政経営部長、眞鍋危機管理部長、今村子ども未来部長、伊藤行政経営部長、眞鍋危機管理部長、今村子ども未来部長、伊藤行政経営部長、眞鍋危機管理部長、今村子ども未来部長、伊藤行政経営部長、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、、、、駒形戦略推駒形戦略推駒形戦略推駒形戦略推

進課係長、進課係長、進課係長、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山内協働推進課係長】】】】    

内内内内        容容容容    

①①①① 石石石石川稲荷町川稲荷町川稲荷町川稲荷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。皆さんは、続けてのお話し合いですので、ちょっと疲れみなさん、こんばんは。皆さんは、続けてのお話し合いですので、ちょっと疲れみなさん、こんばんは。皆さんは、続けてのお話し合いですので、ちょっと疲れみなさん、こんばんは。皆さんは、続けてのお話し合いですので、ちょっと疲れていていていているかもしれませんが、よろしくお願いしたいと思います。島田市長るかもしれませんが、よろしくお願いしたいと思います。島田市長るかもしれませんが、よろしくお願いしたいと思います。島田市長るかもしれませんが、よろしくお願いしたいと思います。島田市長

も昨日、議会が終わってほっとしているんじゃないかと思いますが、続けてこういう会議に出ていただいてありがとうございます。稲荷町ではですね、島も昨日、議会が終わってほっとしているんじゃないかと思いますが、続けてこういう会議に出ていただいてありがとうございます。稲荷町ではですね、島も昨日、議会が終わってほっとしているんじゃないかと思いますが、続けてこういう会議に出ていただいてありがとうございます。稲荷町ではですね、島も昨日、議会が終わってほっとしているんじゃないかと思いますが、続けてこういう会議に出ていただいてありがとうございます。稲荷町ではですね、島

田市長が一番印象の強いところではないかと。出始めに、一番最初のときに稲荷町ではなかったかと。そして、その後、さわやか稲荷やら田市長が一番印象の強いところではないかと。出始めに、一番最初のときに稲荷町ではなかったかと。そして、その後、さわやか稲荷やら田市長が一番印象の強いところではないかと。出始めに、一番最初のときに稲荷町ではなかったかと。そして、その後、さわやか稲荷やら田市長が一番印象の強いところではないかと。出始めに、一番最初のときに稲荷町ではなかったかと。そして、その後、さわやか稲荷やら、、、、老人会やら、老人会やら、老人会やら、老人会やら、

いろんなところに市長においでいただきましていろんなところに市長においでいただきましていろんなところに市長においでいただきましていろんなところに市長においでいただきまして、、、、いろいろなお話をしていただきました。まあ、その時には、楽しいこともありましたし、島田市長としていろいろなお話をしていただきました。まあ、その時には、楽しいこともありましたし、島田市長としていろいろなお話をしていただきました。まあ、その時には、楽しいこともありましたし、島田市長としていろいろなお話をしていただきました。まあ、その時には、楽しいこともありましたし、島田市長として

は、厳しいことを言うねえなんて感じもあったかと思いますけど、やはり、２年、３年になりますか、やっていただきまして、は、厳しいことを言うねえなんて感じもあったかと思いますけど、やはり、２年、３年になりますか、やっていただきまして、は、厳しいことを言うねえなんて感じもあったかと思いますけど、やはり、２年、３年になりますか、やっていただきまして、は、厳しいことを言うねえなんて感じもあったかと思いますけど、やはり、２年、３年になりますか、やっていただきまして、稲荷町の自治会として、市稲荷町の自治会として、市稲荷町の自治会として、市稲荷町の自治会として、市

長をお迎えするのは久しぶりじゃあないかと思いますので、皆さん、今日はですね、広報やテレビや新聞の市長の顔じゃなくて、実物を見ていただきまし長をお迎えするのは久しぶりじゃあないかと思いますので、皆さん、今日はですね、広報やテレビや新聞の市長の顔じゃなくて、実物を見ていただきまし長をお迎えするのは久しぶりじゃあないかと思いますので、皆さん、今日はですね、広報やテレビや新聞の市長の顔じゃなくて、実物を見ていただきまし長をお迎えするのは久しぶりじゃあないかと思いますので、皆さん、今日はですね、広報やテレビや新聞の市長の顔じゃなくて、実物を見ていただきまし

て、実の声を聞いていただきまして、それこそ、いつも言えないことを言っていただいて、そして、実の声を聞いていただきまして、それこそ、いつも言えないことを言っていただいて、そして、実の声を聞いていただきまして、それこそ、いつも言えないことを言っていただいて、そして、実の声を聞いていただきまして、それこそ、いつも言えないことを言っていただいて、そして、今日は市長を悩ますのではなくて、その周りの人をでて、今日は市長を悩ますのではなくて、その周りの人をでて、今日は市長を悩ますのではなくて、その周りの人をでて、今日は市長を悩ますのではなくて、その周りの人をで

すね、いろいろ来てすね、いろいろ来てすね、いろいろ来てすね、いろいろ来ていらっしゃるものですから、悩ましてですね、「こういうことはどうなってんの」っていうことを聞いていただいてですね、そして、実いらっしゃるものですから、悩ましてですね、「こういうことはどうなってんの」っていうことを聞いていただいてですね、そして、実いらっしゃるものですから、悩ましてですね、「こういうことはどうなってんの」っていうことを聞いていただいてですね、そして、実いらっしゃるものですから、悩ましてですね、「こういうことはどうなってんの」っていうことを聞いていただいてですね、そして、実

りの多いこの会にしていただければ、大変ありがたいと思いますので、よろしくお願いします。りの多いこの会にしていただければ、大変ありがたいと思いますので、よろしくお願いします。りの多いこの会にしていただければ、大変ありがたいと思いますので、よろしくお願いします。りの多いこの会にしていただければ、大変ありがたいと思いますので、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    

・・・・稲荷町の皆様、こんばんは。ここは、今、自治会長から、石川さんからご紹介いただいたとおり稲荷町の皆様、こんばんは。ここは、今、自治会長から、石川さんからご紹介いただいたとおり稲荷町の皆様、こんばんは。ここは、今、自治会長から、石川さんからご紹介いただいたとおり稲荷町の皆様、こんばんは。ここは、今、自治会長から、石川さんからご紹介いただいたとおり、私にとっては伺うのがいつもいつも楽しみで、お母さ、私にとっては伺うのがいつもいつも楽しみで、お母さ、私にとっては伺うのがいつもいつも楽しみで、お母さ、私にとっては伺うのがいつもいつも楽しみで、お母さ

んの顔があるかなとか、来る場所であります。やっぱり、あたたかく迎えていただけるところっていうのは、本当にホッとするっていいますかね、気が緩んの顔があるかなとか、来る場所であります。やっぱり、あたたかく迎えていただけるところっていうのは、本当にホッとするっていいますかね、気が緩んの顔があるかなとか、来る場所であります。やっぱり、あたたかく迎えていただけるところっていうのは、本当にホッとするっていいますかね、気が緩んの顔があるかなとか、来る場所であります。やっぱり、あたたかく迎えていただけるところっていうのは、本当にホッとするっていいますかね、気が緩

んで、嬉しさのあまり涙が流れるくらいでございます。ちょっと疲れているって言われると、いつもショックなんですが、疲れている顔をしているかもしんで、嬉しさのあまり涙が流れるくらいでございます。ちょっと疲れているって言われると、いつもショックなんですが、疲れている顔をしているかもしんで、嬉しさのあまり涙が流れるくらいでございます。ちょっと疲れているって言われると、いつもショックなんですが、疲れている顔をしているかもしんで、嬉しさのあまり涙が流れるくらいでございます。ちょっと疲れているって言われると、いつもショックなんですが、疲れている顔をしているかもし

れませんが、皆さんと一緒にここにいられる、しかもこんなに大勢の人に来ていただけたことに心から感謝で、少しお話をさせて頂きます。昨日、議会がれませんが、皆さんと一緒にここにいられる、しかもこんなに大勢の人に来ていただけたことに心から感謝で、少しお話をさせて頂きます。昨日、議会がれませんが、皆さんと一緒にここにいられる、しかもこんなに大勢の人に来ていただけたことに心から感謝で、少しお話をさせて頂きます。昨日、議会がれませんが、皆さんと一緒にここにいられる、しかもこんなに大勢の人に来ていただけたことに心から感謝で、少しお話をさせて頂きます。昨日、議会が

終わったばかりで、（稲荷町の車座トークに出席して終わったばかりで、（稲荷町の車座トークに出席して終わったばかりで、（稲荷町の車座トークに出席して終わったばかりで、（稲荷町の車座トークに出席している）福田議員からも、大変厳しい追求をいただきました。馬術のトレーニングセンターを島田市に造いる）福田議員からも、大変厳しい追求をいただきました。馬術のトレーニングセンターを島田市に造いる）福田議員からも、大変厳しい追求をいただきました。馬術のトレーニングセンターを島田市に造いる）福田議員からも、大変厳しい追求をいただきました。馬術のトレーニングセンターを島田市に造

ってはどうかという、非常に前向きなといいますか、建設的な御意見をいただきました。５億円にも及ぶ投資がこの町におりるならば、やった方がいいとってはどうかという、非常に前向きなといいますか、建設的な御意見をいただきました。５億円にも及ぶ投資がこの町におりるならば、やった方がいいとってはどうかという、非常に前向きなといいますか、建設的な御意見をいただきました。５億円にも及ぶ投資がこの町におりるならば、やった方がいいとってはどうかという、非常に前向きなといいますか、建設的な御意見をいただきました。５億円にも及ぶ投資がこの町におりるならば、やった方がいいと
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いうことで、熱弁をふるっていただいたところであります。いうことで、熱弁をふるっていただいたところであります。いうことで、熱弁をふるっていただいたところであります。いうことで、熱弁をふるっていただいたところであります。    

今日はですね、今日はですね、今日はですね、今日はですね、６６６６月月月月 15151515 日、来る前に日、来る前に日、来る前に日、来る前にちょっとおおるりの西側の駐車場をちょっと見ましたらね、耐震シェルターが展示を、今日から組み立てが始まっちょっとおおるりの西側の駐車場をちょっと見ましたらね、耐震シェルターが展示を、今日から組み立てが始まっちょっとおおるりの西側の駐車場をちょっと見ましたらね、耐震シェルターが展示を、今日から組み立てが始まっちょっとおおるりの西側の駐車場をちょっと見ましたらね、耐震シェルターが展示を、今日から組み立てが始まっ

て、明日から一般公開するところなんですが、実は、熊本の地震、震度７が２回も来るということでて、明日から一般公開するところなんですが、実は、熊本の地震、震度７が２回も来るということでて、明日から一般公開するところなんですが、実は、熊本の地震、震度７が２回も来るということでて、明日から一般公開するところなんですが、実は、熊本の地震、震度７が２回も来るということで、新しい基準で建てられた家でも、１階部分がぺちゃ、新しい基準で建てられた家でも、１階部分がぺちゃ、新しい基準で建てられた家でも、１階部分がぺちゃ、新しい基準で建てられた家でも、１階部分がぺちゃ

んこになったところもあるんですね。それで、熊本地震には、医療チームも送ったし、今でも定期的に職員を派遣して復旧支援をしているわけですけど、んこになったところもあるんですね。それで、熊本地震には、医療チームも送ったし、今でも定期的に職員を派遣して復旧支援をしているわけですけど、んこになったところもあるんですね。それで、熊本地震には、医療チームも送ったし、今でも定期的に職員を派遣して復旧支援をしているわけですけど、んこになったところもあるんですね。それで、熊本地震には、医療チームも送ったし、今でも定期的に職員を派遣して復旧支援をしているわけですけど、

そうした職員の報告を聞いて、うちの防災にどういう備えができるだろうかって考えたときに、我が島田市は、まだ耐震化率がそうした職員の報告を聞いて、うちの防災にどういう備えができるだろうかって考えたときに、我が島田市は、まだ耐震化率がそうした職員の報告を聞いて、うちの防災にどういう備えができるだろうかって考えたときに、我が島田市は、まだ耐震化率がそうした職員の報告を聞いて、うちの防災にどういう備えができるだろうかって考えたときに、我が島田市は、まだ耐震化率が 80%80%80%80%代なんです。昭和代なんです。昭和代なんです。昭和代なんです。昭和 56565656 年年年年

よりも前に建てたお宅は、古い耐震基準で造られているので、熊本の地震のような大きな揺れが来るとですね、潰れてしまう可能性もある。耐震補強してよりも前に建てたお宅は、古い耐震基準で造られているので、熊本の地震のような大きな揺れが来るとですね、潰れてしまう可能性もある。耐震補強してよりも前に建てたお宅は、古い耐震基準で造られているので、熊本の地震のような大きな揺れが来るとですね、潰れてしまう可能性もある。耐震補強してよりも前に建てたお宅は、古い耐震基準で造られているので、熊本の地震のような大きな揺れが来るとですね、潰れてしまう可能性もある。耐震補強して

もらいたい、もらいたい、もらいたい、もらいたい、で、補助金も付けているんです。だけで、補助金も付けているんです。だけで、補助金も付けているんです。だけで、補助金も付けているんです。だけれども、やっぱり、自己負担の額もあるもんだから、れども、やっぱり、自己負担の額もあるもんだから、れども、やっぱり、自己負担の額もあるもんだから、れども、やっぱり、自己負担の額もあるもんだから、80808080 過ぎて、「俺はもういいよ、地震が来たら、その過ぎて、「俺はもういいよ、地震が来たら、その過ぎて、「俺はもういいよ、地震が来たら、その過ぎて、「俺はもういいよ、地震が来たら、その

時はその時だ」っていう方も大勢いらっしゃる。でも、助かる命は、１人残らず助けたい、そういう強い思いからですね、この６月議会に、議員にご承諾時はその時だ」っていう方も大勢いらっしゃる。でも、助かる命は、１人残らず助けたい、そういう強い思いからですね、この６月議会に、議員にご承諾時はその時だ」っていう方も大勢いらっしゃる。でも、助かる命は、１人残らず助けたい、そういう強い思いからですね、この６月議会に、議員にご承諾時はその時だ」っていう方も大勢いらっしゃる。でも、助かる命は、１人残らず助けたい、そういう強い思いからですね、この６月議会に、議員にご承諾

いただければの話なんですが、耐震シェルターと防災ベットの補助金を、市単独で、ほぼ全額つけることにいたしました。その耐震シェルターが、本物が、いただければの話なんですが、耐震シェルターと防災ベットの補助金を、市単独で、ほぼ全額つけることにいたしました。その耐震シェルターが、本物が、いただければの話なんですが、耐震シェルターと防災ベットの補助金を、市単独で、ほぼ全額つけることにいたしました。その耐震シェルターが、本物が、いただければの話なんですが、耐震シェルターと防災ベットの補助金を、市単独で、ほぼ全額つけることにいたしました。その耐震シェルターが、本物が、

おおるりの建物の駐車場側、西側の少し広い場所がありますね、１階の、あそこに組み立ててあります。４畳半のおおるりの建物の駐車場側、西側の少し広い場所がありますね、１階の、あそこに組み立ててあります。４畳半のおおるりの建物の駐車場側、西側の少し広い場所がありますね、１階の、あそこに組み立ててあります。４畳半のおおるりの建物の駐車場側、西側の少し広い場所がありますね、１階の、あそこに組み立ててあります。４畳半の、、、、部屋に入る大きさです。８畳部屋に入る大きさです。８畳部屋に入る大きさです。８畳部屋に入る大きさです。８畳 10101010 畳に畳に畳に畳に置置置置

いていただければ、部屋の隅っこのほうに置いて、絶対安心な部分をいていただければ、部屋の隅っこのほうに置いて、絶対安心な部分をいていただければ、部屋の隅っこのほうに置いて、絶対安心な部分をいていただければ、部屋の隅っこのほうに置いて、絶対安心な部分をつくつくつくつくって、居間としても使っていただけると思います。是非、実物を見ていただいて、って、居間としても使っていただけると思います。是非、実物を見ていただいて、って、居間としても使っていただけると思います。是非、実物を見ていただいて、って、居間としても使っていただけると思います。是非、実物を見ていただいて、

これなら、家でも使えそうだと、家の親は、まだ古い家に住んでいるからっていう方がいたら、担当は危機管理部と、それから建築住宅課、市役所に行っこれなら、家でも使えそうだと、家の親は、まだ古い家に住んでいるからっていう方がいたら、担当は危機管理部と、それから建築住宅課、市役所に行っこれなら、家でも使えそうだと、家の親は、まだ古い家に住んでいるからっていう方がいたら、担当は危機管理部と、それから建築住宅課、市役所に行っこれなら、家でも使えそうだと、家の親は、まだ古い家に住んでいるからっていう方がいたら、担当は危機管理部と、それから建築住宅課、市役所に行っ

てもらえば必ずわかりますので、聞いていただければと思います。防災ベットというのは、ベットの四隅にフレームてもらえば必ずわかりますので、聞いていただければと思います。防災ベットというのは、ベットの四隅にフレームてもらえば必ずわかりますので、聞いていただければと思います。防災ベットというのは、ベットの四隅にフレームてもらえば必ずわかりますので、聞いていただければと思います。防災ベットというのは、ベットの四隅にフレーム、棒があって、天井が付いて、これも、棒があって、天井が付いて、これも、棒があって、天井が付いて、これも、棒があって、天井が付いて、これも

そこに寝ていれば、潰れてもベットは潰れないというものです。これは、そこに寝ていれば、潰れてもベットは潰れないというものです。これは、そこに寝ていれば、潰れてもベットは潰れないというものです。これは、そこに寝ていれば、潰れてもベットは潰れないというものです。これは、20202020 万円ほどの補助を付けまし万円ほどの補助を付けまし万円ほどの補助を付けまし万円ほどの補助を付けました。こちらも、全額、市の支援で建ててもらうことた。こちらも、全額、市の支援で建ててもらうことた。こちらも、全額、市の支援で建ててもらうことた。こちらも、全額、市の支援で建ててもらうこと

ができると思います。そしてまた、一番肝心な耐震補強のほうも、ができると思います。そしてまた、一番肝心な耐震補強のほうも、ができると思います。そしてまた、一番肝心な耐震補強のほうも、ができると思います。そしてまた、一番肝心な耐震補強のほうも、65656565 歳以上の方、そして、それ以下の方もそれぞれ歳以上の方、そして、それ以下の方もそれぞれ歳以上の方、そして、それ以下の方もそれぞれ歳以上の方、そして、それ以下の方もそれぞれ 10101010 万円ずつ増やして、万円ずつ増やして、万円ずつ増やして、万円ずつ増やして、60606060 万円と万円と万円と万円と 80808080 万万万万

円というふうにいたしました。円というふうにいたしました。円というふうにいたしました。円というふうにいたしました。これは、今、県内でもトップクラスの、１、２を争う水準にまでなっていると思います。ぜひ、もう一度、我が家の耐震、これは、今、県内でもトップクラスの、１、２を争う水準にまでなっていると思います。ぜひ、もう一度、我が家の耐震、これは、今、県内でもトップクラスの、１、２を争う水準にまでなっていると思います。ぜひ、もう一度、我が家の耐震、これは、今、県内でもトップクラスの、１、２を争う水準にまでなっていると思います。ぜひ、もう一度、我が家の耐震、

そして大きな地震災害等があったときに、とにかく、稲荷町の人は全員無事だったよってなるようにですね、一人そして大きな地震災害等があったときに、とにかく、稲荷町の人は全員無事だったよってなるようにですね、一人そして大きな地震災害等があったときに、とにかく、稲荷町の人は全員無事だったよってなるようにですね、一人そして大きな地震災害等があったときに、とにかく、稲荷町の人は全員無事だったよってなるようにですね、一人一人一人一人一人のお宅で気をつけていただけたらあのお宅で気をつけていただけたらあのお宅で気をつけていただけたらあのお宅で気をつけていただけたらあ

りがたいなというふうに思います。りがたいなというふうに思います。りがたいなというふうに思います。りがたいなというふうに思います。    

今日、ここに今日、ここに今日、ここに今日、ここに来る前に、稲荷町って、大きい所帯だけど、四丁目まであってね、どのくらいの世帯数があるかなって、人口はどのくらいかなって調べて来る前に、稲荷町って、大きい所帯だけど、四丁目まであってね、どのくらいの世帯数があるかなって、人口はどのくらいかなって調べて来る前に、稲荷町って、大きい所帯だけど、四丁目まであってね、どのくらいの世帯数があるかなって、人口はどのくらいかなって調べて来る前に、稲荷町って、大きい所帯だけど、四丁目まであってね、どのくらいの世帯数があるかなって、人口はどのくらいかなって調べて

きました。そうしましたら、きました。そうしましたら、きました。そうしましたら、きました。そうしましたら、稲荷町は、世帯数稲荷町は、世帯数稲荷町は、世帯数稲荷町は、世帯数ががががですね、ですね、ですね、ですね、1,2351,2351,2351,235 世帯、人口は世帯、人口は世帯、人口は世帯、人口は 3,3343,3343,3343,334 人、これは３月末日なんですけれども、そのくらいの人口でございまし人、これは３月末日なんですけれども、そのくらいの人口でございまし人、これは３月末日なんですけれども、そのくらいの人口でございまし人、これは３月末日なんですけれども、そのくらいの人口でございまし

た。た。た。た。で、高齢化率って言って、で、高齢化率って言って、で、高齢化率って言って、で、高齢化率って言って、65656565 歳以上の方の割合が、歳以上の方の割合が、歳以上の方の割合が、歳以上の方の割合が、25.325.325.325.3％でありました。％でありました。％でありました。％でありました。これは、今の島田市、この５月の末の高齢化率がこれは、今の島田市、この５月の末の高齢化率がこれは、今の島田市、この５月の末の高齢化率がこれは、今の島田市、この５月の末の高齢化率が 29.329.329.329.3％なんです。ですから、％なんです。ですから、％なんです。ですから、％なんです。ですから、

それに比べると稲荷町はそれに比べると稲荷町はそれに比べると稲荷町はそれに比べると稲荷町は、、、、比較的若い、比較的若い、比較的若い、比較的若い、そして何より、お子さん、子どもの比率が、ここはそして何より、お子さん、子どもの比率が、ここはそして何より、お子さん、子どもの比率が、ここはそして何より、お子さん、子どもの比率が、ここは 17%17%17%17%あるんです。島田市は今、平均で子どもがあるんです。島田市は今、平均で子どもがあるんです。島田市は今、平均で子どもがあるんです。島田市は今、平均で子どもが 13.813.813.813.8％でありま％でありま％でありま％でありま

す。ですから、す。ですから、す。ですから、す。ですから、17171717％お子さんがいるってことは、稲荷町には子どもの声が響いて、子どもたちの姿が見れる、そういう町内だと思います。％お子さんがいるってことは、稲荷町には子どもの声が響いて、子どもたちの姿が見れる、そういう町内だと思います。％お子さんがいるってことは、稲荷町には子どもの声が響いて、子どもたちの姿が見れる、そういう町内だと思います。％お子さんがいるってことは、稲荷町には子どもの声が響いて、子どもたちの姿が見れる、そういう町内だと思います。1,2001,2001,2001,200 世帯以上世帯以上世帯以上世帯以上

あっても、子どもの数が大変少ないという自治会もございます。あっても、子どもの数が大変少ないという自治会もございます。あっても、子どもの数が大変少ないという自治会もございます。あっても、子どもの数が大変少ないという自治会もございます。1,2001,2001,2001,200 世帯以上あって、子どもの数が世帯以上あって、子どもの数が世帯以上あって、子どもの数が世帯以上あって、子どもの数が 28282828 人とか、そういうところもありますが、人とか、そういうところもありますが、人とか、そういうところもありますが、人とか、そういうところもありますが、ここは、ここは、ここは、ここは、

子どもの数が子どもの数が子どもの数が子どもの数が 566566566566 人ということでございました。ですから、本当に第一小学校に子どもたちがいっぱいいるのも、この稲荷町のおかげかなというふうに思人ということでございました。ですから、本当に第一小学校に子どもたちがいっぱいいるのも、この稲荷町のおかげかなというふうに思人ということでございました。ですから、本当に第一小学校に子どもたちがいっぱいいるのも、この稲荷町のおかげかなというふうに思人ということでございました。ですから、本当に第一小学校に子どもたちがいっぱいいるのも、この稲荷町のおかげかなというふうに思

っております。こうした、稲荷っております。こうした、稲荷っております。こうした、稲荷っております。こうした、稲荷町全体が、市の中でも比較的に中心市街地にあって、しかも高齢化率がそんなに進んでいなくて、子どももいて、という意町全体が、市の中でも比較的に中心市街地にあって、しかも高齢化率がそんなに進んでいなくて、子どももいて、という意町全体が、市の中でも比較的に中心市街地にあって、しかも高齢化率がそんなに進んでいなくて、子どももいて、という意町全体が、市の中でも比較的に中心市街地にあって、しかも高齢化率がそんなに進んでいなくて、子どももいて、という意

味では、例えば、町のど真ん中の、本通の方は、もっとずっと高齢化率が上がっていて、子どもの数も味では、例えば、町のど真ん中の、本通の方は、もっとずっと高齢化率が上がっていて、子どもの数も味では、例えば、町のど真ん中の、本通の方は、もっとずっと高齢化率が上がっていて、子どもの数も味では、例えば、町のど真ん中の、本通の方は、もっとずっと高齢化率が上がっていて、子どもの数もいいいいなくて、様々な課題があります。そういう意味でなくて、様々な課題があります。そういう意味でなくて、様々な課題があります。そういう意味でなくて、様々な課題があります。そういう意味で
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は、ここは比較的恵まれたところだなあということが、一番最初に私は思うところであります。しかし、そうであっても、ここにお住みの方たちは、いろは、ここは比較的恵まれたところだなあということが、一番最初に私は思うところであります。しかし、そうであっても、ここにお住みの方たちは、いろは、ここは比較的恵まれたところだなあということが、一番最初に私は思うところであります。しかし、そうであっても、ここにお住みの方たちは、いろは、ここは比較的恵まれたところだなあということが、一番最初に私は思うところであります。しかし、そうであっても、ここにお住みの方たちは、いろ

んな課題を持っていらっしゃると思いますので、のちほど、その課題を聞かせていただけたらなあというふうに思います。んな課題を持っていらっしゃると思いますので、のちほど、その課題を聞かせていただけたらなあというふうに思います。んな課題を持っていらっしゃると思いますので、のちほど、その課題を聞かせていただけたらなあというふうに思います。んな課題を持っていらっしゃると思いますので、のちほど、その課題を聞かせていただけたらなあというふうに思います。今日は、お子さん今日は、お子さん今日は、お子さん今日は、お子さんが多いというが多いというが多いというが多いという

ことですので、まず待機児童の話からさせていただきたいなあというふうに思います。ことですので、まず待機児童の話からさせていただきたいなあというふうに思います。ことですので、まず待機児童の話からさせていただきたいなあというふうに思います。ことですので、まず待機児童の話からさせていただきたいなあというふうに思います。    

    

■■■■待機児童・放課後児童クラブについて待機児童・放課後児童クラブについて待機児童・放課後児童クラブについて待機児童・放課後児童クラブについて    

・・・・今、働くお母さんたちが大変多くなってですね、今現在、待機児童が今、働くお母さんたちが大変多くなってですね、今現在、待機児童が今、働くお母さんたちが大変多くなってですね、今現在、待機児童が今、働くお母さんたちが大変多くなってですね、今現在、待機児童が 27272727 人ですかね、そのくらいなんですが、それでも人ですかね、そのくらいなんですが、それでも人ですかね、そのくらいなんですが、それでも人ですかね、そのくらいなんですが、それでも 27272727 人いる。預けられるなら、預人いる。預けられるなら、預人いる。預けられるなら、預人いる。預けられるなら、預

けて働きたいという人がいる、入れられるなら入れたいっていう人も含めればけて働きたいという人がいる、入れられるなら入れたいっていう人も含めればけて働きたいという人がいる、入れられるなら入れたいっていう人も含めればけて働きたいという人がいる、入れられるなら入れたいっていう人も含めれば 100100100100 人くらいいるんじゃあないかというふうに、私は考えています。そうし人くらいいるんじゃあないかというふうに、私は考えています。そうし人くらいいるんじゃあないかというふうに、私は考えています。そうし人くらいいるんじゃあないかというふうに、私は考えています。そうし

た中で、できればた中で、できればた中で、できればた中で、できれば 29292929 年度中には、待機児童を０にしたい、という大きな目標を掲げています。そうした中、向谷の北河製品所の横にタコ公園があります年度中には、待機児童を０にしたい、という大きな目標を掲げています。そうした中、向谷の北河製品所の横にタコ公園があります年度中には、待機児童を０にしたい、という大きな目標を掲げています。そうした中、向谷の北河製品所の横にタコ公園があります年度中には、待機児童を０にしたい、という大きな目標を掲げています。そうした中、向谷の北河製品所の横にタコ公園があります

ね、あの横に、向谷の住宅がありましたね、昔。あそこのところに、来年度中に、実は市の土地に、民間のみなさんの資本で、保育園を造ってもらおうとね、あの横に、向谷の住宅がありましたね、昔。あそこのところに、来年度中に、実は市の土地に、民間のみなさんの資本で、保育園を造ってもらおうとね、あの横に、向谷の住宅がありましたね、昔。あそこのところに、来年度中に、実は市の土地に、民間のみなさんの資本で、保育園を造ってもらおうとね、あの横に、向谷の住宅がありましたね、昔。あそこのところに、来年度中に、実は市の土地に、民間のみなさんの資本で、保育園を造ってもらおうと

思っています。その保育園は、０、１、２歳を中心に、思っています。その保育園は、０、１、２歳を中心に、思っています。その保育園は、０、１、２歳を中心に、思っています。その保育園は、０、１、２歳を中心に、60606060 人くらい預かる、その御兄弟の方たちも一緒に人くらい預かる、その御兄弟の方たちも一緒に人くらい預かる、その御兄弟の方たちも一緒に人くらい預かる、その御兄弟の方たちも一緒に預かるけれども、普通の保育園のように、４歳、預かるけれども、普通の保育園のように、４歳、預かるけれども、普通の保育園のように、４歳、預かるけれども、普通の保育園のように、４歳、

５歳、６歳がいっぱいの保育園ではなくて、赤ちゃんを主に預かる、そういう保育園を造ろうと思っています。とうのは、島田市５歳、６歳がいっぱいの保育園ではなくて、赤ちゃんを主に預かる、そういう保育園を造ろうと思っています。とうのは、島田市５歳、６歳がいっぱいの保育園ではなくて、赤ちゃんを主に預かる、そういう保育園を造ろうと思っています。とうのは、島田市５歳、６歳がいっぱいの保育園ではなくて、赤ちゃんを主に預かる、そういう保育園を造ろうと思っています。とうのは、島田市は、金谷と川根には０歳は、金谷と川根には０歳は、金谷と川根には０歳は、金谷と川根には０歳

児でも待機児童はいません。この旧市内だけ、待機児童がいるんです。しかも、３歳以上は待機児童はいません。要するに、育休明けの０歳児、１歳児の児でも待機児童はいません。この旧市内だけ、待機児童がいるんです。しかも、３歳以上は待機児童はいません。要するに、育休明けの０歳児、１歳児の児でも待機児童はいません。この旧市内だけ、待機児童がいるんです。しかも、３歳以上は待機児童はいません。要するに、育休明けの０歳児、１歳児の児でも待機児童はいません。この旧市内だけ、待機児童がいるんです。しかも、３歳以上は待機児童はいません。要するに、育休明けの０歳児、１歳児の

ところで待機児童が出てしまう。しかも、赤ちゃんだと、一人の保育士さんで３人くらいしかみられない。たくさん保育士を雇わないと、経営が成り立たところで待機児童が出てしまう。しかも、赤ちゃんだと、一人の保育士さんで３人くらいしかみられない。たくさん保育士を雇わないと、経営が成り立たところで待機児童が出てしまう。しかも、赤ちゃんだと、一人の保育士さんで３人くらいしかみられない。たくさん保育士を雇わないと、経営が成り立たところで待機児童が出てしまう。しかも、赤ちゃんだと、一人の保育士さんで３人くらいしかみられない。たくさん保育士を雇わないと、経営が成り立た

ないものだから、保育士も不足してて、なかなか難しいところであります。しかし、なんとか、この赤ちゃんのところの、保育園への入園の枠を広くしてないものだから、保育士も不足してて、なかなか難しいところであります。しかし、なんとか、この赤ちゃんのところの、保育園への入園の枠を広くしてないものだから、保育士も不足してて、なかなか難しいところであります。しかし、なんとか、この赤ちゃんのところの、保育園への入園の枠を広くしてないものだから、保育士も不足してて、なかなか難しいところであります。しかし、なんとか、この赤ちゃんのところの、保育園への入園の枠を広くして

ですね、島田に来れば保育園に入れるよっていうふうにしたい。そのために、ですね、島田に来れば保育園に入れるよっていうふうにしたい。そのために、ですね、島田に来れば保育園に入れるよっていうふうにしたい。そのために、ですね、島田に来れば保育園に入れるよっていうふうにしたい。そのために、29292929 年年年年度中に待機児童０を目指すということで、向谷に１つ、それから、でき度中に待機児童０を目指すということで、向谷に１つ、それから、でき度中に待機児童０を目指すということで、向谷に１つ、それから、でき度中に待機児童０を目指すということで、向谷に１つ、それから、でき

れば他にも認定こども園や、あるいは、市の土地に建ててもらう保育園を増やしながらですね、なんとかこの待機児童を０にしていきたい、というのが、れば他にも認定こども園や、あるいは、市の土地に建ててもらう保育園を増やしながらですね、なんとかこの待機児童を０にしていきたい、というのが、れば他にも認定こども園や、あるいは、市の土地に建ててもらう保育園を増やしながらですね、なんとかこの待機児童を０にしていきたい、というのが、れば他にも認定こども園や、あるいは、市の土地に建ててもらう保育園を増やしながらですね、なんとかこの待機児童を０にしていきたい、というのが、

まずまずまずまず 29292929 年度、一番大事に考えているところであります。と同時に、やっぱり働いているお母さんたちが多くなって、実は放課後児童クラブっていうのも困年度、一番大事に考えているところであります。と同時に、やっぱり働いているお母さんたちが多くなって、実は放課後児童クラブっていうのも困年度、一番大事に考えているところであります。と同時に、やっぱり働いているお母さんたちが多くなって、実は放課後児童クラブっていうのも困年度、一番大事に考えているところであります。と同時に、やっぱり働いているお母さんたちが多くなって、実は放課後児童クラブっていうのも困

っています。っています。っています。っています。毎年、いくらか毎年、いくらか毎年、いくらか毎年、いくらかずずずずつ希望は増えるんですが、それでも、市も一生懸命定員を増やす努力をしていますのでね、大体、去年の３月くらいは、待つ希望は増えるんですが、それでも、市も一生懸命定員を増やす努力をしていますのでね、大体、去年の３月くらいは、待つ希望は増えるんですが、それでも、市も一生懸命定員を増やす努力をしていますのでね、大体、去年の３月くらいは、待つ希望は増えるんですが、それでも、市も一生懸命定員を増やす努力をしていますのでね、大体、去年の３月くらいは、待

機児童が３人とか５人とかという状機児童が３人とか５人とかという状機児童が３人とか５人とかという状機児童が３人とか５人とかという状況だったんです。ところが、今年、希望をとりましたらね、１回目の希望をとったら、況だったんです。ところが、今年、希望をとりましたらね、１回目の希望をとったら、況だったんです。ところが、今年、希望をとりましたらね、１回目の希望をとったら、況だったんです。ところが、今年、希望をとりましたらね、１回目の希望をとったら、125125125125 人も待機児童が出た。これ人も待機児童が出た。これ人も待機児童が出た。これ人も待機児童が出た。これ

は、我々の想像をはるかに超える事態でして、教育委員会にもお願いをして、空いている教室は、私の権限で申し訳ないけど使おうと、今まではご協力をは、我々の想像をはるかに超える事態でして、教育委員会にもお願いをして、空いている教室は、私の権限で申し訳ないけど使おうと、今まではご協力をは、我々の想像をはるかに超える事態でして、教育委員会にもお願いをして、空いている教室は、私の権限で申し訳ないけど使おうと、今まではご協力をは、我々の想像をはるかに超える事態でして、教育委員会にもお願いをして、空いている教室は、私の権限で申し訳ないけど使おうと、今まではご協力を

お願いして、いいって言ってもらえたら使ってたんですけども、とにかく空いてる教室は、放課後児童クラブに、で、教室に空きがないところは、校庭にお願いして、いいって言ってもらえたら使ってたんですけども、とにかく空いてる教室は、放課後児童クラブに、で、教室に空きがないところは、校庭にお願いして、いいって言ってもらえたら使ってたんですけども、とにかく空いてる教室は、放課後児童クラブに、で、教室に空きがないところは、校庭にお願いして、いいって言ってもらえたら使ってたんですけども、とにかく空いてる教室は、放課後児童クラブに、で、教室に空きがないところは、校庭に

放課後児童クラブを造ってでも、今、定員を増やすということでやっています。１小も、２小も、４小も、金谷小も、初倉小も、初倉南小も、放課後児童クラブを造ってでも、今、定員を増やすということでやっています。１小も、２小も、４小も、金谷小も、初倉小も、初倉南小も、放課後児童クラブを造ってでも、今、定員を増やすということでやっています。１小も、２小も、４小も、金谷小も、初倉小も、初倉南小も、放課後児童クラブを造ってでも、今、定員を増やすということでやっています。１小も、２小も、４小も、金谷小も、初倉小も、初倉南小も、六合も、六六合も、六六合も、六六合も、六

合東もそうですが、待機児童がいるところは、今、精一杯、そういう努力をしています。放課後児童クラブも、学校の中に教室があるところは、合東もそうですが、待機児童がいるところは、今、精一杯、そういう努力をしています。放課後児童クラブも、学校の中に教室があるところは、合東もそうですが、待機児童がいるところは、今、精一杯、そういう努力をしています。放課後児童クラブも、学校の中に教室があるところは、合東もそうですが、待機児童がいるところは、今、精一杯、そういう努力をしています。放課後児童クラブも、学校の中に教室があるところは、11118888 時まで時まで時まで時まで

しか見られないんですけれども、少なくても校庭に建てているところは、しか見られないんですけれども、少なくても校庭に建てているところは、しか見られないんですけれども、少なくても校庭に建てているところは、しか見られないんですけれども、少なくても校庭に建てているところは、18181818 時半までは、少しでも長く、お母さんたちが時半までは、少しでも長く、お母さんたちが時半までは、少しでも長く、お母さんたちが時半までは、少しでも長く、お母さんたちが帰る帰る帰る帰る時間まで見ようということで、時間まで見ようということで、時間まで見ようということで、時間まで見ようということで、

一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命やっているところです。ただ、夏休みになると、またどっと増えますし、一番困っているのは、その子どもたちと一緒に遊んでくれる指導員の方やっているところです。ただ、夏休みになると、またどっと増えますし、一番困っているのは、その子どもたちと一緒に遊んでくれる指導員の方やっているところです。ただ、夏休みになると、またどっと増えますし、一番困っているのは、その子どもたちと一緒に遊んでくれる指導員の方やっているところです。ただ、夏休みになると、またどっと増えますし、一番困っているのは、その子どもたちと一緒に遊んでくれる指導員の方

たちであります。たちであります。たちであります。たちであります。指導員っていうチーフの方は、保育士とか学校の先生の資格がいるんです指導員っていうチーフの方は、保育士とか学校の先生の資格がいるんです指導員っていうチーフの方は、保育士とか学校の先生の資格がいるんです指導員っていうチーフの方は、保育士とか学校の先生の資格がいるんですが、お手伝いの方は、何の資格も、特別なものはいりません。が、お手伝いの方は、何の資格も、特別なものはいりません。が、お手伝いの方は、何の資格も、特別なものはいりません。が、お手伝いの方は、何の資格も、特別なものはいりません。

シニアの世代でも、もちろんオッケーです。子どもと一緒に遊んでいただいて、一緒にちょっと勉強を見ていただくようなことができれば、ということで、シニアの世代でも、もちろんオッケーです。子どもと一緒に遊んでいただいて、一緒にちょっと勉強を見ていただくようなことができれば、ということで、シニアの世代でも、もちろんオッケーです。子どもと一緒に遊んでいただいて、一緒にちょっと勉強を見ていただくようなことができれば、ということで、シニアの世代でも、もちろんオッケーです。子どもと一緒に遊んでいただいて、一緒にちょっと勉強を見ていただくようなことができれば、ということで、
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時給まで言って時給まで言って時給まで言って時給まで言って申し訳ないですけども、お手伝いして頂ける方の時給は申し訳ないですけども、お手伝いして頂ける方の時給は申し訳ないですけども、お手伝いして頂ける方の時給は申し訳ないですけども、お手伝いして頂ける方の時給は 900900900900 円でございます。指導される方が時給円でございます。指導される方が時給円でございます。指導される方が時給円でございます。指導される方が時給 1,0001,0001,0001,000 円ということで、今やって円ということで、今やって円ということで、今やって円ということで、今やっておりおりおりおりまままま

す。毎年、少しす。毎年、少しす。毎年、少しす。毎年、少しずずずずつ上げる努力もしておりますので、ぜひですね、午後から夕方の時間、ちょっとだけ子どもと遊んでもいいなと、毎日じゃなくてもいいつ上げる努力もしておりますので、ぜひですね、午後から夕方の時間、ちょっとだけ子どもと遊んでもいいなと、毎日じゃなくてもいいつ上げる努力もしておりますので、ぜひですね、午後から夕方の時間、ちょっとだけ子どもと遊んでもいいなと、毎日じゃなくてもいいつ上げる努力もしておりますので、ぜひですね、午後から夕方の時間、ちょっとだけ子どもと遊んでもいいなと、毎日じゃなくてもいい

です。週に１日でも２日でもいいです。そういう方がおられたら、子育て応援課っていうところに声を掛けていただくと、本当にありがたいです。地域のです。週に１日でも２日でもいいです。そういう方がおられたら、子育て応援課っていうところに声を掛けていただくと、本当にありがたいです。地域のです。週に１日でも２日でもいいです。そういう方がおられたら、子育て応援課っていうところに声を掛けていただくと、本当にありがたいです。地域のです。週に１日でも２日でもいいです。そういう方がおられたら、子育て応援課っていうところに声を掛けていただくと、本当にありがたいです。地域の

子供たちのことですから、私はやっぱり、地域の目の届くところで育てていきたいって思っています。今、６年生まで、放課後児童クラブで見るようにし子供たちのことですから、私はやっぱり、地域の目の届くところで育てていきたいって思っています。今、６年生まで、放課後児童クラブで見るようにし子供たちのことですから、私はやっぱり、地域の目の届くところで育てていきたいって思っています。今、６年生まで、放課後児童クラブで見るようにし子供たちのことですから、私はやっぱり、地域の目の届くところで育てていきたいって思っています。今、６年生まで、放課後児童クラブで見るようにし

ました。ました。ました。ました。まだまだまだまだ 6666 年生の子は少ないですけれども、年生の子は少ないですけれども、年生の子は少ないですけれども、年生の子は少ないですけれども、4444 年生で、まだ放課後児童クラブにいたいよっていう子は結構います。だんだ年生で、まだ放課後児童クラブにいたいよっていう子は結構います。だんだ年生で、まだ放課後児童クラブにいたいよっていう子は結構います。だんだ年生で、まだ放課後児童クラブにいたいよっていう子は結構います。だんだんそれが、んそれが、んそれが、んそれが、4444 年が年が年が年が 5555 年、年、年、年、5555 年年年年

がががが 6666 年になって中学に行くまでは、やっぱり放課後は、放課後児童クラブにみんな通うような、そういう時代が来るのかなって感じています。私個人は、年になって中学に行くまでは、やっぱり放課後は、放課後児童クラブにみんな通うような、そういう時代が来るのかなって感じています。私個人は、年になって中学に行くまでは、やっぱり放課後は、放課後児童クラブにみんな通うような、そういう時代が来るのかなって感じています。私個人は、年になって中学に行くまでは、やっぱり放課後は、放課後児童クラブにみんな通うような、そういう時代が来るのかなって感じています。私個人は、

それが決して良いことだとは思っていません。自分の子どものことを思えばね、親に内緒で悪いことをしました。秘密基地も造りました。カエルも捕まえそれが決して良いことだとは思っていません。自分の子どものことを思えばね、親に内緒で悪いことをしました。秘密基地も造りました。カエルも捕まえそれが決して良いことだとは思っていません。自分の子どものことを思えばね、親に内緒で悪いことをしました。秘密基地も造りました。カエルも捕まえそれが決して良いことだとは思っていません。自分の子どものことを思えばね、親に内緒で悪いことをしました。秘密基地も造りました。カエルも捕まえ

て殺しました。でも、そういういろんなことをやる中で、ちょっと危ないことをしたり、怪我をしたり、それがやっぱり子ども育てるんだなって、私自身て殺しました。でも、そういういろんなことをやる中で、ちょっと危ないことをしたり、怪我をしたり、それがやっぱり子ども育てるんだなって、私自身て殺しました。でも、そういういろんなことをやる中で、ちょっと危ないことをしたり、怪我をしたり、それがやっぱり子ども育てるんだなって、私自身て殺しました。でも、そういういろんなことをやる中で、ちょっと危ないことをしたり、怪我をしたり、それがやっぱり子ども育てるんだなって、私自身

は思っています。だから、子どもの環境からみんな危険を省いて、安全なところは思っています。だから、子どもの環境からみんな危険を省いて、安全なところは思っています。だから、子どもの環境からみんな危険を省いて、安全なところは思っています。だから、子どもの環境からみんな危険を省いて、安全なところにおくっていうのは、いいように見えてやっぱりそこには課題がある、いにおくっていうのは、いいように見えてやっぱりそこには課題がある、いにおくっていうのは、いいように見えてやっぱりそこには課題がある、いにおくっていうのは、いいように見えてやっぱりそこには課題がある、い

ろんな経験をさせないと、子どもは、恵まれた環境というだけでは育たないってつくづく思います。でも、そういった一つ一つのことでも、地域の皆さんろんな経験をさせないと、子どもは、恵まれた環境というだけでは育たないってつくづく思います。でも、そういった一つ一つのことでも、地域の皆さんろんな経験をさせないと、子どもは、恵まれた環境というだけでは育たないってつくづく思います。でも、そういった一つ一つのことでも、地域の皆さんろんな経験をさせないと、子どもは、恵まれた環境というだけでは育たないってつくづく思います。でも、そういった一つ一つのことでも、地域の皆さん

方と共に過ごす中で、教えていただければありがたいなって思っていますので、是非、放課後児童クラブのほうはですね、もし、夕方お暇な方がいらっし方と共に過ごす中で、教えていただければありがたいなって思っていますので、是非、放課後児童クラブのほうはですね、もし、夕方お暇な方がいらっし方と共に過ごす中で、教えていただければありがたいなって思っていますので、是非、放課後児童クラブのほうはですね、もし、夕方お暇な方がいらっし方と共に過ごす中で、教えていただければありがたいなって思っていますので、是非、放課後児童クラブのほうはですね、もし、夕方お暇な方がいらっし

ゃったらゃったらゃったらゃったら 14141414 時くらいから時くらいから時くらいから時くらいから 18181818 時半くらいまで行っていただけたらありがたい。夏休みにちょっとお手伝いしていただけるだけで本当に助かります。どうぞ時半くらいまで行っていただけたらありがたい。夏休みにちょっとお手伝いしていただけるだけで本当に助かります。どうぞ時半くらいまで行っていただけたらありがたい。夏休みにちょっとお手伝いしていただけるだけで本当に助かります。どうぞ時半くらいまで行っていただけたらありがたい。夏休みにちょっとお手伝いしていただけるだけで本当に助かります。どうぞ

よろしく、お願いいたします。よろしく、お願いいたします。よろしく、お願いいたします。よろしく、お願いいたします。    

    

■市民会館について■市民会館について■市民会館について■市民会館について    

・・・・市役所に行って気づかれた方はいらっしゃると思うんですが、市民会館を壊し始めました。市役所に行って気づかれた方はいらっしゃると思うんですが、市民会館を壊し始めました。市役所に行って気づかれた方はいらっしゃると思うんですが、市民会館を壊し始めました。市役所に行って気づかれた方はいらっしゃると思うんですが、市民会館を壊し始めました。5555 月の連休明けから。できれば、島田の大祭に間に合うように月の連休明けから。できれば、島田の大祭に間に合うように月の連休明けから。できれば、島田の大祭に間に合うように月の連休明けから。できれば、島田の大祭に間に合うように

スピードアップするようにと言ってはいますが、この秋までに、市役所の隣にある市民会館は、更地になって、当面の間は駐車場とイベント広場、そして、スピードアップするようにと言ってはいますが、この秋までに、市役所の隣にある市民会館は、更地になって、当面の間は駐車場とイベント広場、そして、スピードアップするようにと言ってはいますが、この秋までに、市役所の隣にある市民会館は、更地になって、当面の間は駐車場とイベント広場、そして、スピードアップするようにと言ってはいますが、この秋までに、市役所の隣にある市民会館は、更地になって、当面の間は駐車場とイベント広場、そして、

中心市街地の災害時の避難場所等に使って中心市街地の災害時の避難場所等に使って中心市街地の災害時の避難場所等に使って中心市街地の災害時の避難場所等に使っていいいいこうと思っています。この稲荷町の方を含めて、多くの方々に市民会館をもう一度建ててくださいという要望こうと思っています。この稲荷町の方を含めて、多くの方々に市民会館をもう一度建ててくださいという要望こうと思っています。この稲荷町の方を含めて、多くの方々に市民会館をもう一度建ててくださいという要望こうと思っています。この稲荷町の方を含めて、多くの方々に市民会館をもう一度建ててくださいという要望

書をいただきました。本当に、熱い気持ちを寄せていただきました。市民会館は書をいただきました。本当に、熱い気持ちを寄せていただきました。市民会館は書をいただきました。本当に、熱い気持ちを寄せていただきました。市民会館は書をいただきました。本当に、熱い気持ちを寄せていただきました。市民会館はね、本当に県内でもね、本当に県内でもね、本当に県内でもね、本当に県内でも 2222 番目に早くできて、あの規模で、非常に音響も良く番目に早くできて、あの規模で、非常に音響も良く番目に早くできて、あの規模で、非常に音響も良く番目に早くできて、あの規模で、非常に音響も良く

て、県内一の市民会館、昔はたくさん観光バスは来たし、芸能人も、ドリフターズも来たし、グループサウンズも来たし、いろんな有名な人たちが来て、て、県内一の市民会館、昔はたくさん観光バスは来たし、芸能人も、ドリフターズも来たし、グループサウンズも来たし、いろんな有名な人たちが来て、て、県内一の市民会館、昔はたくさん観光バスは来たし、芸能人も、ドリフターズも来たし、グループサウンズも来たし、いろんな有名な人たちが来て、て、県内一の市民会館、昔はたくさん観光バスは来たし、芸能人も、ドリフターズも来たし、グループサウンズも来たし、いろんな有名な人たちが来て、

それが無くなるっていうのは、本当に寂しいことではあるけれども、一番早く出来たってことは、やっぱり一番早く寿命も来るっていうことなんです。次それが無くなるっていうのは、本当に寂しいことではあるけれども、一番早く出来たってことは、やっぱり一番早く寿命も来るっていうことなんです。次それが無くなるっていうのは、本当に寂しいことではあるけれども、一番早く出来たってことは、やっぱり一番早く寿命も来るっていうことなんです。次それが無くなるっていうのは、本当に寂しいことではあるけれども、一番早く出来たってことは、やっぱり一番早く寿命も来るっていうことなんです。次

の大きな市民会館をという話をいただいている中で、今、私は少し待ってもらいたいなって思っています。というのは、市民会館が閉鎖になる直近のの大きな市民会館をという話をいただいている中で、今、私は少し待ってもらいたいなって思っています。というのは、市民会館が閉鎖になる直近のの大きな市民会館をという話をいただいている中で、今、私は少し待ってもらいたいなって思っています。というのは、市民会館が閉鎖になる直近のの大きな市民会館をという話をいただいている中で、今、私は少し待ってもらいたいなって思っています。というのは、市民会館が閉鎖になる直近の 5555 年年年年

間を見ますと、本番であの大ホール間を見ますと、本番であの大ホール間を見ますと、本番であの大ホール間を見ますと、本番であの大ホールを使っていたのは、年間でを使っていたのは、年間でを使っていたのは、年間でを使っていたのは、年間で 30303030 日ほどでありました。リハーサルを含めても、日ほどでありました。リハーサルを含めても、日ほどでありました。リハーサルを含めても、日ほどでありました。リハーサルを含めても、50505050～～～～60606060 日なんです。新しく同じものを造日なんです。新しく同じものを造日なんです。新しく同じものを造日なんです。新しく同じものを造

るとなれば、るとなれば、るとなれば、るとなれば、70707070～～～～80808080 億円は下りません。隣の市役所が、今年、築億円は下りません。隣の市役所が、今年、築億円は下りません。隣の市役所が、今年、築億円は下りません。隣の市役所が、今年、築 53535353 年であります。それこそ、議会では、熊本年であります。それこそ、議会では、熊本年であります。それこそ、議会では、熊本年であります。それこそ、議会では、熊本地震地震地震地震級の地震が来たら大丈夫なのかというこ級の地震が来たら大丈夫なのかというこ級の地震が来たら大丈夫なのかというこ級の地震が来たら大丈夫なのかというこ

とを言われています。躯体は、とを言われています。躯体は、とを言われています。躯体は、とを言われています。躯体は、1B 1B 1B 1B というランクですけれども、耐震性は大丈夫です。ただ、中の天井とかいろんな物が落ちてきたり、壁に亀裂が入ったりというランクですけれども、耐震性は大丈夫です。ただ、中の天井とかいろんな物が落ちてきたり、壁に亀裂が入ったりというランクですけれども、耐震性は大丈夫です。ただ、中の天井とかいろんな物が落ちてきたり、壁に亀裂が入ったりというランクですけれども、耐震性は大丈夫です。ただ、中の天井とかいろんな物が落ちてきたり、壁に亀裂が入ったり

はするかもしれません。私は、この市役所を建てるときにもう一度市民会館を合築出来ないか、おおるりだって築はするかもしれません。私は、この市役所を建てるときにもう一度市民会館を合築出来ないか、おおるりだって築はするかもしれません。私は、この市役所を建てるときにもう一度市民会館を合築出来ないか、おおるりだって築はするかもしれません。私は、この市役所を建てるときにもう一度市民会館を合築出来ないか、おおるりだって築 33333333 年ですから年ですから年ですから年ですから、そこもだんだん古くなっ、そこもだんだん古くなっ、そこもだんだん古くなっ、そこもだんだん古くなっ

てくるわけで、あの辺一帯をもう一度どういうふうにしたらいいかというのを市民の皆さんの合意形成を得ながら造る方がいいんじゃないかというふうにてくるわけで、あの辺一帯をもう一度どういうふうにしたらいいかというのを市民の皆さんの合意形成を得ながら造る方がいいんじゃないかというふうにてくるわけで、あの辺一帯をもう一度どういうふうにしたらいいかというのを市民の皆さんの合意形成を得ながら造る方がいいんじゃないかというふうにてくるわけで、あの辺一帯をもう一度どういうふうにしたらいいかというのを市民の皆さんの合意形成を得ながら造る方がいいんじゃないかというふうに
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思っています。そのために、少しの間、思っています。そのために、少しの間、思っています。そのために、少しの間、思っています。そのために、少しの間、1,5001,5001,5001,500 人規模のものをやる時には、焼津の市民会館、あるいは菊川のアエルを使っていただくということで、これま人規模のものをやる時には、焼津の市民会館、あるいは菊川のアエルを使っていただくということで、これま人規模のものをやる時には、焼津の市民会館、あるいは菊川のアエルを使っていただくということで、これま人規模のものをやる時には、焼津の市民会館、あるいは菊川のアエルを使っていただくということで、これま

でも市民会館を使ってきていただいた方々には、でも市民会館を使ってきていただいた方々には、でも市民会館を使ってきていただいた方々には、でも市民会館を使ってきていただいた方々には、1111 回あたり回あたり回あたり回あたり 50505050 万円の補助を出しています。万円の補助を出しています。万円の補助を出しています。万円の補助を出しています。それで、機材を運んでいただいたり、交通費に使っていただいそれで、機材を運んでいただいたり、交通費に使っていただいそれで、機材を運んでいただいたり、交通費に使っていただいそれで、機材を運んでいただいたり、交通費に使っていただい

たりというようなことをしながら、大変ご不便をお掛けしているんですがたりというようなことをしながら、大変ご不便をお掛けしているんですがたりというようなことをしながら、大変ご不便をお掛けしているんですがたりというようなことをしながら、大変ご不便をお掛けしているんですが、しばらくの間、おおるりと、夢づくりと、、しばらくの間、おおるりと、夢づくりと、、しばらくの間、おおるりと、夢づくりと、、しばらくの間、おおるりと、夢づくりと、チャリムチャリムチャリムチャリムと、と、と、と、600600600600 人規模が三つありま人規模が三つありま人規模が三つありま人規模が三つありま

すので、そこで何とか回しながらやっていきたいなというふうに思っています。すので、そこで何とか回しながらやっていきたいなというふうに思っています。すので、そこで何とか回しながらやっていきたいなというふうに思っています。すので、そこで何とか回しながらやっていきたいなというふうに思っています。    

    

■市政について■市政について■市政について■市政について    

・・・・これからの市政って、私は、合意形成っていうのがとても大事だなと思っています。その合意形成なしに強引にしてしまうと、あとでやっぱりどこかでこれからの市政って、私は、合意形成っていうのがとても大事だなと思っています。その合意形成なしに強引にしてしまうと、あとでやっぱりどこかでこれからの市政って、私は、合意形成っていうのがとても大事だなと思っています。その合意形成なしに強引にしてしまうと、あとでやっぱりどこかでこれからの市政って、私は、合意形成っていうのがとても大事だなと思っています。その合意形成なしに強引にしてしまうと、あとでやっぱりどこかで

辻褄を合わせないといけなくなる、そういう課題が出てきます。だから、じっくり皆さん辻褄を合わせないといけなくなる、そういう課題が出てきます。だから、じっくり皆さん辻褄を合わせないといけなくなる、そういう課題が出てきます。だから、じっくり皆さん辻褄を合わせないといけなくなる、そういう課題が出てきます。だから、じっくり皆さん方方方方に説明責任を果たしながら、物事を決めていく、そういう市政に説明責任を果たしながら、物事を決めていく、そういう市政に説明責任を果たしながら、物事を決めていく、そういう市政に説明責任を果たしながら、物事を決めていく、そういう市政

をやっていきたいなと思っています。私、今回の議会の中でちょっと言い返したくなることがありました。それは、ある議員さんが、「島田はお金が無いんをやっていきたいなと思っています。私、今回の議会の中でちょっと言い返したくなることがありました。それは、ある議員さんが、「島田はお金が無いんをやっていきたいなと思っています。私、今回の議会の中でちょっと言い返したくなることがありました。それは、ある議員さんが、「島田はお金が無いんをやっていきたいなと思っています。私、今回の議会の中でちょっと言い返したくなることがありました。それは、ある議員さんが、「島田はお金が無いん

でしょ、だから出来ないんでしょ。」っていう言い方をしたんです。お金が無いっていうんじゃないんです。これから、人口が増えていく目処が無いわけででしょ、だから出来ないんでしょ。」っていう言い方をしたんです。お金が無いっていうんじゃないんです。これから、人口が増えていく目処が無いわけででしょ、だから出来ないんでしょ。」っていう言い方をしたんです。お金が無いっていうんじゃないんです。これから、人口が増えていく目処が無いわけででしょ、だから出来ないんでしょ。」っていう言い方をしたんです。お金が無いっていうんじゃないんです。これから、人口が増えていく目処が無いわけで

すよね。子どもの数が減り始めたのはすよね。子どもの数が減り始めたのはすよね。子どもの数が減り始めたのはすよね。子どもの数が減り始めたのは 1975197519751975 年です。もう年です。もう年です。もう年です。もう 40404040 年間も減っている。だけど、最近になって国は慌てて地方創生とか言っているわけです。やっ年間も減っている。だけど、最近になって国は慌てて地方創生とか言っているわけです。やっ年間も減っている。だけど、最近になって国は慌てて地方創生とか言っているわけです。やっ年間も減っている。だけど、最近になって国は慌てて地方創生とか言っているわけです。やっ

ぱり、この子どもの数が安定するまでぱり、この子どもの数が安定するまでぱり、この子どもの数が安定するまでぱり、この子どもの数が安定するまでにはにはにはには 30303030 年から年から年から年から 40404040 年、日本の人口が減っていくわけです。高齢化はどんどん進んでいって、超高齢社会を迎えます。年、日本の人口が減っていくわけです。高齢化はどんどん進んでいって、超高齢社会を迎えます。年、日本の人口が減っていくわけです。高齢化はどんどん進んでいって、超高齢社会を迎えます。年、日本の人口が減っていくわけです。高齢化はどんどん進んでいって、超高齢社会を迎えます。

子どもの数は減っていきます。ということは、働く人数が減るわけだから、明日は今日より必ずよくなるっていう税収が右肩上がりの時代ではなくなるわ子どもの数は減っていきます。ということは、働く人数が減るわけだから、明日は今日より必ずよくなるっていう税収が右肩上がりの時代ではなくなるわ子どもの数は減っていきます。ということは、働く人数が減るわけだから、明日は今日より必ずよくなるっていう税収が右肩上がりの時代ではなくなるわ子どもの数は減っていきます。ということは、働く人数が減るわけだから、明日は今日より必ずよくなるっていう税収が右肩上がりの時代ではなくなるわ

けです。右肩上がりの時代なら、私はいろんなものを造って、借金を次の人に残しても、次の人たちはちゃんと返していけるでしょう。でも、今はそういけです。右肩上がりの時代なら、私はいろんなものを造って、借金を次の人に残しても、次の人たちはちゃんと返していけるでしょう。でも、今はそういけです。右肩上がりの時代なら、私はいろんなものを造って、借金を次の人に残しても、次の人たちはちゃんと返していけるでしょう。でも、今はそういけです。右肩上がりの時代なら、私はいろんなものを造って、借金を次の人に残しても、次の人たちはちゃんと返していけるでしょう。でも、今はそうい

う考え方の時代ではないと私は思っています。今あるお金を大事に、選択と集中を重ねながら、何に投資をしていくのか、そしてまた、できるだう考え方の時代ではないと私は思っています。今あるお金を大事に、選択と集中を重ねながら、何に投資をしていくのか、そしてまた、できるだう考え方の時代ではないと私は思っています。今あるお金を大事に、選択と集中を重ねながら、何に投資をしていくのか、そしてまた、できるだう考え方の時代ではないと私は思っています。今あるお金を大事に、選択と集中を重ねながら、何に投資をしていくのか、そしてまた、できるだけ健全なけ健全なけ健全なけ健全な

財政を次の世代に繋がないと、次の若い人たちが、自分たちの好きなことが出来ないような町だったら、魅力は無いですよね。そういうためにも、私は、財政を次の世代に繋がないと、次の若い人たちが、自分たちの好きなことが出来ないような町だったら、魅力は無いですよね。そういうためにも、私は、財政を次の世代に繋がないと、次の若い人たちが、自分たちの好きなことが出来ないような町だったら、魅力は無いですよね。そういうためにも、私は、財政を次の世代に繋がないと、次の若い人たちが、自分たちの好きなことが出来ないような町だったら、魅力は無いですよね。そういうためにも、私は、

自分の任期だけの中で何を造るっていうよりも、自分の任期だけの中で何を造るっていうよりも、自分の任期だけの中で何を造るっていうよりも、自分の任期だけの中で何を造るっていうよりも、10101010 年先の島田のために今何をやるのか、っていうことがこれからの市長の仕事だと思うんです。そのこと年先の島田のために今何をやるのか、っていうことがこれからの市長の仕事だと思うんです。そのこと年先の島田のために今何をやるのか、っていうことがこれからの市長の仕事だと思うんです。そのこと年先の島田のために今何をやるのか、っていうことがこれからの市長の仕事だと思うんです。そのこと

については、「もっとお金については、「もっとお金については、「もっとお金については、「もっとお金をををを使え」って言われる方がいらっしゃいます。そういう声も聞きます。だけど私は、そんなに無責任に、あれやるこれやるは、で使え」って言われる方がいらっしゃいます。そういう声も聞きます。だけど私は、そんなに無責任に、あれやるこれやるは、で使え」って言われる方がいらっしゃいます。そういう声も聞きます。だけど私は、そんなに無責任に、あれやるこれやるは、で使え」って言われる方がいらっしゃいます。そういう声も聞きます。だけど私は、そんなに無責任に、あれやるこれやるは、で

きないと思っています。きないと思っています。きないと思っています。きないと思っています。だけど、確実にここに住んでいてよかったって実感していただける、そだけど、確実にここに住んでいてよかったって実感していただける、そだけど、確実にここに住んでいてよかったって実感していただける、そだけど、確実にここに住んでいてよかったって実感していただける、そういう町をつくりたいと思います。皆さんがよくご存知のういう町をつくりたいと思います。皆さんがよくご存知のういう町をつくりたいと思います。皆さんがよくご存知のういう町をつくりたいと思います。皆さんがよくご存知の

森昌也さんていう、島田の名誉市民になられた立派な市長がおられました。昭和森昌也さんていう、島田の名誉市民になられた立派な市長がおられました。昭和森昌也さんていう、島田の名誉市民になられた立派な市長がおられました。昭和森昌也さんていう、島田の名誉市民になられた立派な市長がおられました。昭和 28282828 年という時に市長になられました。その時、私が生まれる前の年ですけ年という時に市長になられました。その時、私が生まれる前の年ですけ年という時に市長になられました。その時、私が生まれる前の年ですけ年という時に市長になられました。その時、私が生まれる前の年ですけ

れども、その時に、すでに「市民の手による市民のための市政をつくります。」って選挙の時におれども、その時に、すでに「市民の手による市民のための市政をつくります。」って選挙の時におれども、その時に、すでに「市民の手による市民のための市政をつくります。」って選挙の時におれども、その時に、すでに「市民の手による市民のための市政をつくります。」って選挙の時におっっっっしゃっているんです。しゃっているんです。しゃっているんです。しゃっているんです。20202020 年間、島田年間、島田年間、島田年間、島田市政市政市政市政をやって、島田をやって、島田をやって、島田をやって、島田

の町を本当に、市民会館も出来たし、市役所も出来たし、大きな会社も誘致をして、町を大きく発展させた方です。その方から、昭和の町を本当に、市民会館も出来たし、市役所も出来たし、大きな会社も誘致をして、町を大きく発展させた方です。その方から、昭和の町を本当に、市民会館も出来たし、市役所も出来たし、大きな会社も誘致をして、町を大きく発展させた方です。その方から、昭和の町を本当に、市民会館も出来たし、市役所も出来たし、大きな会社も誘致をして、町を大きく発展させた方です。その方から、昭和 48484848 年にお辞めになる年にお辞めになる年にお辞めになる年にお辞めになる

ときは、「自分は、この町が、小さな町でときは、「自分は、この町が、小さな町でときは、「自分は、この町が、小さな町でときは、「自分は、この町が、小さな町であっても世界に光るコスモポリタン、国際都市なんだということと同時に、私は、量的にこの町を大きく発展させあっても世界に光るコスモポリタン、国際都市なんだということと同時に、私は、量的にこの町を大きく発展させあっても世界に光るコスモポリタン、国際都市なんだということと同時に、私は、量的にこの町を大きく発展させあっても世界に光るコスモポリタン、国際都市なんだということと同時に、私は、量的にこの町を大きく発展させ

てきた、だけど、本当に住みやすい町は、その量的な発展の上に質的な発展を遂げた町なんだ」ってことをおてきた、だけど、本当に住みやすい町は、その量的な発展の上に質的な発展を遂げた町なんだ」ってことをおてきた、だけど、本当に住みやすい町は、その量的な発展の上に質的な発展を遂げた町なんだ」ってことをおてきた、だけど、本当に住みやすい町は、その量的な発展の上に質的な発展を遂げた町なんだ」ってことをおっっっっしゃって引退されたんです。私は、不思議しゃって引退されたんです。私は、不思議しゃって引退されたんです。私は、不思議しゃって引退されたんです。私は、不思議

なことに、その森さんが市長になられた昭和なことに、その森さんが市長になられた昭和なことに、その森さんが市長になられた昭和なことに、その森さんが市長になられた昭和 28282828 年からちょうど年からちょうど年からちょうど年からちょうど 60606060 年目に、しかも、森さんの亡くなられた月に市長を引き継ぎました。いつも、自分の机年目に、しかも、森さんの亡くなられた月に市長を引き継ぎました。いつも、自分の机年目に、しかも、森さんの亡くなられた月に市長を引き継ぎました。いつも、自分の机年目に、しかも、森さんの亡くなられた月に市長を引き継ぎました。いつも、自分の机

の脇に森さんの著籍を置いています。森さんの書いたものは、今でもの脇に森さんの著籍を置いています。森さんの書いたものは、今でもの脇に森さんの著籍を置いています。森さんの書いたものは、今でもの脇に森さんの著籍を置いています。森さんの書いたものは、今でも 1111 つも色褪せるものではない。でも、確実に違うのは、森さんの時代は明日はつも色褪せるものではない。でも、確実に違うのは、森さんの時代は明日はつも色褪せるものではない。でも、確実に違うのは、森さんの時代は明日はつも色褪せるものではない。でも、確実に違うのは、森さんの時代は明日は必ず今必ず今必ず今必ず今

日より良くなって、土地も上がって、人口も増えて、町も大きくなる時代でした。私が引き継いだのは真逆の時代を引き継ぎました。だけど、やらなきゃ日より良くなって、土地も上がって、人口も増えて、町も大きくなる時代でした。私が引き継いだのは真逆の時代を引き継ぎました。だけど、やらなきゃ日より良くなって、土地も上がって、人口も増えて、町も大きくなる時代でした。私が引き継いだのは真逆の時代を引き継ぎました。だけど、やらなきゃ日より良くなって、土地も上がって、人口も増えて、町も大きくなる時代でした。私が引き継いだのは真逆の時代を引き継ぎました。だけど、やらなきゃ
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いけないこと、目指す方向、いけないこと、目指す方向、いけないこと、目指す方向、いけないこと、目指す方向、1111 つも変わらないです。そういう町を、しっかりつくっていきたい、それを皆さんにお約束したいなってつくづく思います。じつも変わらないです。そういう町を、しっかりつくっていきたい、それを皆さんにお約束したいなってつくづく思います。じつも変わらないです。そういう町を、しっかりつくっていきたい、それを皆さんにお約束したいなってつくづく思います。じつも変わらないです。そういう町を、しっかりつくっていきたい、それを皆さんにお約束したいなってつくづく思います。じ

ゃゃゃゃああああ、量的な発展の上に質的な発展を遂げた町の、その質的な発展って一体何だろうかって皆さん思われるでしょうか。、量的な発展の上に質的な発展を遂げた町の、その質的な発展って一体何だろうかって皆さん思われるでしょうか。、量的な発展の上に質的な発展を遂げた町の、その質的な発展って一体何だろうかって皆さん思われるでしょうか。、量的な発展の上に質的な発展を遂げた町の、その質的な発展って一体何だろうかって皆さん思われるでしょうか。やっぱり、私は一つには、弱い立やっぱり、私は一つには、弱い立やっぱり、私は一つには、弱い立やっぱり、私は一つには、弱い立

場にある人たちもこの町に住み続けられる、安心して住める町だと思います。今、実は島田の町の中場にある人たちもこの町に住み続けられる、安心して住める町だと思います。今、実は島田の町の中場にある人たちもこの町に住み続けられる、安心して住める町だと思います。今、実は島田の町の中場にある人たちもこの町に住み続けられる、安心して住める町だと思います。今、実は島田の町の中、高齢化率が、高齢化率が、高齢化率が、高齢化率が 29.329.329.329.3％って言いましたけれども、ご高齢％って言いましたけれども、ご高齢％って言いましたけれども、ご高齢％って言いましたけれども、ご高齢

の一人暮らしが増えました。ご高齢のの一人暮らしが増えました。ご高齢のの一人暮らしが増えました。ご高齢のの一人暮らしが増えました。ご高齢の 2222 人だけの世帯も増えています。そして、結婚はしない人だけの世帯も増えています。そして、結婚はしない人だけの世帯も増えています。そして、結婚はしない人だけの世帯も増えています。そして、結婚はしない 50505050 代の娘さんや息子さんが年老いた両親を見ているという家代の娘さんや息子さんが年老いた両親を見ているという家代の娘さんや息子さんが年老いた両親を見ているという家代の娘さんや息子さんが年老いた両親を見ているという家

族も増えてきました。年金だけで暮らしている方も大勢いらっしゃる。一日族も増えてきました。年金だけで暮らしている方も大勢いらっしゃる。一日族も増えてきました。年金だけで暮らしている方も大勢いらっしゃる。一日族も増えてきました。年金だけで暮らしている方も大勢いらっしゃる。一日 1,0001,0001,0001,000 円以下で食事を賄ってるよって言う方も大勢いる、そういう町になりま円以下で食事を賄ってるよって言う方も大勢いる、そういう町になりま円以下で食事を賄ってるよって言う方も大勢いる、そういう町になりま円以下で食事を賄ってるよって言う方も大勢いる、そういう町になりま

した。もちろん、恵まれた、裕福な方もたくさんいらっしゃいます。だけども、高齢化が進んで、単身家族が増えて、未婚者が増えて、結婚する人たちもした。もちろん、恵まれた、裕福な方もたくさんいらっしゃいます。だけども、高齢化が進んで、単身家族が増えて、未婚者が増えて、結婚する人たちもした。もちろん、恵まれた、裕福な方もたくさんいらっしゃいます。だけども、高齢化が進んで、単身家族が増えて、未婚者が増えて、結婚する人たちもした。もちろん、恵まれた、裕福な方もたくさんいらっしゃいます。だけども、高齢化が進んで、単身家族が増えて、未婚者が増えて、結婚する人たちも

初婚年齢が上がってきました。女性で初婚年齢が上がってきました。女性で初婚年齢が上がってきました。女性で初婚年齢が上がってきました。女性で 29292929 歳歳歳歳、男性で、男性で、男性で、男性で 30303030 歳です。子どもを産めるって歳です。子どもを産めるって歳です。子どもを産めるって歳です。子どもを産めるっていいいいったって、せいぜいったって、せいぜいったって、せいぜいったって、せいぜい 40404040 ぐらいまでしか女の人は、なかなか妊娠しにぐらいまでしか女の人は、なかなか妊娠しにぐらいまでしか女の人は、なかなか妊娠しにぐらいまでしか女の人は、なかなか妊娠しに

くいです。くいです。くいです。くいです。30303030 過ぎて結婚して、過ぎて結婚して、過ぎて結婚して、過ぎて結婚して、3333 人産むのは大変です。やっぱり、社会全体の仕組みがもっと若くして結婚できる体制になって、仕事をすることも、子育人産むのは大変です。やっぱり、社会全体の仕組みがもっと若くして結婚できる体制になって、仕事をすることも、子育人産むのは大変です。やっぱり、社会全体の仕組みがもっと若くして結婚できる体制になって、仕事をすることも、子育人産むのは大変です。やっぱり、社会全体の仕組みがもっと若くして結婚できる体制になって、仕事をすることも、子育

てをすることも、おんなじ価値があることだよっていう日本の社会にならないと、子どもも増えないし、結婚して家族を持とうっていう人も増えないだろてをすることも、おんなじ価値があることだよっていう日本の社会にならないと、子どもも増えないし、結婚して家族を持とうっていう人も増えないだろてをすることも、おんなじ価値があることだよっていう日本の社会にならないと、子どもも増えないし、結婚して家族を持とうっていう人も増えないだろてをすることも、おんなじ価値があることだよっていう日本の社会にならないと、子どもも増えないし、結婚して家族を持とうっていう人も増えないだろ

うって私は思います。うって私は思います。うって私は思います。うって私は思います。質的な発展の町という話をしていたわけですが、誰もが安心して暮らせる町であると思いますし、医療や、介護や、福祉や、質的な発展の町という話をしていたわけですが、誰もが安心して暮らせる町であると思いますし、医療や、介護や、福祉や、質的な発展の町という話をしていたわけですが、誰もが安心して暮らせる町であると思いますし、医療や、介護や、福祉や、質的な発展の町という話をしていたわけですが、誰もが安心して暮らせる町であると思いますし、医療や、介護や、福祉や、こうしこうしこうしこうし

たものがしっかり充実した町であると思うし、それから、子どもを育てる環境、それから、子どもの教育環境、こういったものにしっかりお金をかけられたものがしっかり充実した町であると思うし、それから、子どもを育てる環境、それから、子どもの教育環境、こういったものにしっかりお金をかけられたものがしっかり充実した町であると思うし、それから、子どもを育てる環境、それから、子どもの教育環境、こういったものにしっかりお金をかけられたものがしっかり充実した町であると思うし、それから、子どもを育てる環境、それから、子どもの教育環境、こういったものにしっかりお金をかけられ

る、価値を見出せる、そういう町だと思います。私は、子育て支援とか、子どもの教育とか考えるときに、実は国のやり方はちょっと矛盾があるなって思る、価値を見出せる、そういう町だと思います。私は、子育て支援とか、子どもの教育とか考えるときに、実は国のやり方はちょっと矛盾があるなって思る、価値を見出せる、そういう町だと思います。私は、子育て支援とか、子どもの教育とか考えるときに、実は国のやり方はちょっと矛盾があるなって思る、価値を見出せる、そういう町だと思います。私は、子育て支援とか、子どもの教育とか考えるときに、実は国のやり方はちょっと矛盾があるなって思

っています。っています。っています。っています。とととというのは、働く人を増やしたいから、サービスの競い合いになっちゃってる。例えば、「医療制度は無料にします」って、ある町はいうのは、働く人を増やしたいから、サービスの競い合いになっちゃってる。例えば、「医療制度は無料にします」って、ある町はいうのは、働く人を増やしたいから、サービスの競い合いになっちゃってる。例えば、「医療制度は無料にします」って、ある町はいうのは、働く人を増やしたいから、サービスの競い合いになっちゃってる。例えば、「医療制度は無料にします」って、ある町は言言言言います。います。います。います。

隣の町も「じゃあうちも、隣の町も「じゃあうちも、隣の町も「じゃあうちも、隣の町も「じゃあうちも、15151515 歳までは無料にします。」って言います。でも、何でもタダがいい歳までは無料にします。」って言います。でも、何でもタダがいい歳までは無料にします。」って言います。でも、何でもタダがいい歳までは無料にします。」って言います。でも、何でもタダがいいんでしょうか。私は、今、んでしょうか。私は、今、んでしょうか。私は、今、んでしょうか。私は、今、1111 回回回回 500500500500 円いただいています。最円いただいています。最円いただいています。最円いただいています。最

高、月高、月高、月高、月 4444 回まで、回まで、回まで、回まで、2,0002,0002,0002,000 円までいただくことにしています。やっぱりこの子がね、今すぐ病院へ連れていかなければならないのか、塗り薬を買ってきたも円までいただくことにしています。やっぱりこの子がね、今すぐ病院へ連れていかなければならないのか、塗り薬を買ってきたも円までいただくことにしています。やっぱりこの子がね、今すぐ病院へ連れていかなければならないのか、塗り薬を買ってきたも円までいただくことにしています。やっぱりこの子がね、今すぐ病院へ連れていかなければならないのか、塗り薬を買ってきたも

ので済むのか、やっぱり親を育てるという意味でも、何でもかんでも病院がタダだからいいっていうわけではない。しかも、今だって、４億円以上のこどので済むのか、やっぱり親を育てるという意味でも、何でもかんでも病院がタダだからいいっていうわけではない。しかも、今だって、４億円以上のこどので済むのか、やっぱり親を育てるという意味でも、何でもかんでも病院がタダだからいいっていうわけではない。しかも、今だって、４億円以上のこどので済むのか、やっぱり親を育てるという意味でも、何でもかんでも病院がタダだからいいっていうわけではない。しかも、今だって、４億円以上のこど

も医療費を使っていますが、全部タダにするにはあとも医療費を使っていますが、全部タダにするにはあとも医療費を使っていますが、全部タダにするにはあとも医療費を使っていますが、全部タダにするにはあと 7,5007,5007,5007,500 万円ぐらい足さなければなりません。そのお金、合わせて５億円近くがあったら他にいろんな万円ぐらい足さなければなりません。そのお金、合わせて５億円近くがあったら他にいろんな万円ぐらい足さなければなりません。そのお金、合わせて５億円近くがあったら他にいろんな万円ぐらい足さなければなりません。そのお金、合わせて５億円近くがあったら他にいろんな

ことが出来ます。やっぱり、何にお金ことが出来ます。やっぱり、何にお金ことが出来ます。やっぱり、何にお金ことが出来ます。やっぱり、何にお金を使うかということだと思うし、こどもをを使うかということだと思うし、こどもをを使うかということだと思うし、こどもをを使うかということだと思うし、こどもを 22222222 時時時時 23232323 時まで預かるというサービスがいいのかと言ったら、私はやっぱ時まで預かるというサービスがいいのかと言ったら、私はやっぱ時まで預かるというサービスがいいのかと言ったら、私はやっぱ時まで預かるというサービスがいいのかと言ったら、私はやっぱ

り子どもはり子どもはり子どもはり子どもは 9999 時になったら寝られるような生活をするのが一番なんだと思うんです。だから、サービスじゃなくて、それがその子のために本当に良い環境時になったら寝られるような生活をするのが一番なんだと思うんです。だから、サービスじゃなくて、それがその子のために本当に良い環境時になったら寝られるような生活をするのが一番なんだと思うんです。だから、サービスじゃなくて、それがその子のために本当に良い環境時になったら寝られるような生活をするのが一番なんだと思うんです。だから、サービスじゃなくて、それがその子のために本当に良い環境

をつくれるのか、親を育てることができるのかっていうことを島田は力を入れています。子育て、それから教育、単なるサービスはしないという方針を私をつくれるのか、親を育てることができるのかっていうことを島田は力を入れています。子育て、それから教育、単なるサービスはしないという方針を私をつくれるのか、親を育てることができるのかっていうことを島田は力を入れています。子育て、それから教育、単なるサービスはしないという方針を私をつくれるのか、親を育てることができるのかっていうことを島田は力を入れています。子育て、それから教育、単なるサービスはしないという方針を私

は持っています。そうやって、我が故郷の宝である子どもたちを育てて、お父さんお母さんに親になってもらって、この町でやっぱり住んでてよは持っています。そうやって、我が故郷の宝である子どもたちを育てて、お父さんお母さんに親になってもらって、この町でやっぱり住んでてよは持っています。そうやって、我が故郷の宝である子どもたちを育てて、お父さんお母さんに親になってもらって、この町でやっぱり住んでてよは持っています。そうやって、我が故郷の宝である子どもたちを育てて、お父さんお母さんに親になってもらって、この町でやっぱり住んでてよかったっかったっかったっかったっ

て思ってもらいたい。議会からも言われました。「若い人たちが流出しているではないか。」学校に行く、いろんな就職するっていうことで、島田を出る方て思ってもらいたい。議会からも言われました。「若い人たちが流出しているではないか。」学校に行く、いろんな就職するっていうことで、島田を出る方て思ってもらいたい。議会からも言われました。「若い人たちが流出しているではないか。」学校に行く、いろんな就職するっていうことで、島田を出る方て思ってもらいたい。議会からも言われました。「若い人たちが流出しているではないか。」学校に行く、いろんな就職するっていうことで、島田を出る方

は確かに若年層に多いです。でも一方、子育て世代は逆に島田に流入してきています。そういうことは確かに若年層に多いです。でも一方、子育て世代は逆に島田に流入してきています。そういうことは確かに若年層に多いです。でも一方、子育て世代は逆に島田に流入してきています。そういうことは確かに若年層に多いです。でも一方、子育て世代は逆に島田に流入してきています。そういうことをををを考えると、島田は子育てをしやすい町だなと思いま考えると、島田は子育てをしやすい町だなと思いま考えると、島田は子育てをしやすい町だなと思いま考えると、島田は子育てをしやすい町だなと思いま

す。ちなみに、持ち家率は県内二位、伊豆市に次いで二番目に多いのがこの島田であります。それから、離婚率、離婚する人が多いような気がしますが、す。ちなみに、持ち家率は県内二位、伊豆市に次いで二番目に多いのがこの島田であります。それから、離婚率、離婚する人が多いような気がしますが、す。ちなみに、持ち家率は県内二位、伊豆市に次いで二番目に多いのがこの島田であります。それから、離婚率、離婚する人が多いような気がしますが、す。ちなみに、持ち家率は県内二位、伊豆市に次いで二番目に多いのがこの島田であります。それから、離婚率、離婚する人が多いような気がしますが、

それでも島田は県内それでも島田は県内それでも島田は県内それでも島田は県内 35353535 市町の中で、トップ、離婚が少ない町です。軽犯罪もトップクラスに少な市町の中で、トップ、離婚が少ない町です。軽犯罪もトップクラスに少な市町の中で、トップ、離婚が少ない町です。軽犯罪もトップクラスに少な市町の中で、トップ、離婚が少ない町です。軽犯罪もトップクラスに少ない町です。みんなが家を持っていて、離婚も少なくて、軽い町です。みんなが家を持っていて、離婚も少なくて、軽い町です。みんなが家を持っていて、離婚も少なくて、軽い町です。みんなが家を持っていて、離婚も少なくて、軽

犯罪も少なかったら、住みやすい気がします。そしてまたここに住む人たちは大変犯罪も少なかったら、住みやすい気がします。そしてまたここに住む人たちは大変犯罪も少なかったら、住みやすい気がします。そしてまたここに住む人たちは大変犯罪も少なかったら、住みやすい気がします。そしてまたここに住む人たちは大変温かい温かい温かい温かい人たちが多い。私は、よそから来た人たちが、この間もハローワ人たちが多い。私は、よそから来た人たちが、この間もハローワ人たちが多い。私は、よそから来た人たちが、この間もハローワ人たちが多い。私は、よそから来た人たちが、この間もハローワ

ークの所長と、それから、ろうきんの所長さんですかね、お会いしましたら、「全国いろんなところを回っているけれども、こんなに住み良くて、いい町はークの所長と、それから、ろうきんの所長さんですかね、お会いしましたら、「全国いろんなところを回っているけれども、こんなに住み良くて、いい町はークの所長と、それから、ろうきんの所長さんですかね、お会いしましたら、「全国いろんなところを回っているけれども、こんなに住み良くて、いい町はークの所長と、それから、ろうきんの所長さんですかね、お会いしましたら、「全国いろんなところを回っているけれども、こんなに住み良くて、いい町は
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無い」ってお世辞抜きに、そうおっしゃってくださいました。中に住んでいるものはなかなか気が付きません。だけど私は、外から来た人がそういう言葉無い」ってお世辞抜きに、そうおっしゃってくださいました。中に住んでいるものはなかなか気が付きません。だけど私は、外から来た人がそういう言葉無い」ってお世辞抜きに、そうおっしゃってくださいました。中に住んでいるものはなかなか気が付きません。だけど私は、外から来た人がそういう言葉無い」ってお世辞抜きに、そうおっしゃってくださいました。中に住んでいるものはなかなか気が付きません。だけど私は、外から来た人がそういう言葉

を発してくれることを大変嬉しく思うし、自分たを発してくれることを大変嬉しく思うし、自分たを発してくれることを大変嬉しく思うし、自分たを発してくれることを大変嬉しく思うし、自分たちの誇りに、自慢に繋げていかなければいけないなっていうふうに思っています。ちの誇りに、自慢に繋げていかなければいけないなっていうふうに思っています。ちの誇りに、自慢に繋げていかなければいけないなっていうふうに思っています。ちの誇りに、自慢に繋げていかなければいけないなっていうふうに思っています。    

    

■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    

・・・・特定空き家の話をちょっとさせていただきたいと思います。街の中に、空き家が目立ってくるようになりました。今特定空き家の話をちょっとさせていただきたいと思います。街の中に、空き家が目立ってくるようになりました。今特定空き家の話をちょっとさせていただきたいと思います。街の中に、空き家が目立ってくるようになりました。今特定空き家の話をちょっとさせていただきたいと思います。街の中に、空き家が目立ってくるようになりました。今、、、、国はですね、様々な土地政策を、国はですね、様々な土地政策を、国はですね、様々な土地政策を、国はですね、様々な土地政策を、

新しい方向性を国土交通省の方で考えています。私も、国土審議会の土地政策分科会の委員をして、いろいろと国の考え方や施策を見ていますけれども、新しい方向性を国土交通省の方で考えています。私も、国土審議会の土地政策分科会の委員をして、いろいろと国の考え方や施策を見ていますけれども、新しい方向性を国土交通省の方で考えています。私も、国土審議会の土地政策分科会の委員をして、いろいろと国の考え方や施策を見ていますけれども、新しい方向性を国土交通省の方で考えています。私も、国土審議会の土地政策分科会の委員をして、いろいろと国の考え方や施策を見ていますけれども、

今、特定空き家といって、空き家になっていて、誰も住んでいなくて、しかもそのままにしておくと、環境に悪いとか危険が及ぶとかっていうものを、特今、特定空き家といって、空き家になっていて、誰も住んでいなくて、しかもそのままにしておくと、環境に悪いとか危険が及ぶとかっていうものを、特今、特定空き家といって、空き家になっていて、誰も住んでいなくて、しかもそのままにしておくと、環境に悪いとか危険が及ぶとかっていうものを、特今、特定空き家といって、空き家になっていて、誰も住んでいなくて、しかもそのままにしておくと、環境に悪いとか危険が及ぶとかっていうものを、特

定空き家というふうに行政が認定して、定空き家というふうに行政が認定して、定空き家というふうに行政が認定して、定空き家というふうに行政が認定して、1111 年以上放置されているっていうことであれば、壊してくださいって勧告することが出来て、勧告しても壊さなか年以上放置されているっていうことであれば、壊してくださいって勧告することが出来て、勧告しても壊さなか年以上放置されているっていうことであれば、壊してくださいって勧告することが出来て、勧告しても壊さなか年以上放置されているっていうことであれば、壊してくださいって勧告することが出来て、勧告しても壊さなか

ったら、行政がそれを壊して、更地にしてその分の壊した解体費を本人に請ったら、行政がそれを壊して、更地にしてその分の壊した解体費を本人に請ったら、行政がそれを壊して、更地にしてその分の壊した解体費を本人に請ったら、行政がそれを壊して、更地にしてその分の壊した解体費を本人に請求することができるようになりました。それと同時に、昔は税金対策で、家が求することができるようになりました。それと同時に、昔は税金対策で、家が求することができるようになりました。それと同時に、昔は税金対策で、家が求することができるようになりました。それと同時に、昔は税金対策で、家が

あれば更地よりも税金が安いから、家を置いあれば更地よりも税金が安いから、家を置いあれば更地よりも税金が安いから、家を置いあれば更地よりも税金が安いから、家を置いておくておくておくておくという人がいます。しかし、特定空き家っていうふうになると、家が建っていても、更地と同じだけ固という人がいます。しかし、特定空き家っていうふうになると、家が建っていても、更地と同じだけ固という人がいます。しかし、特定空き家っていうふうになると、家が建っていても、更地と同じだけ固という人がいます。しかし、特定空き家っていうふうになると、家が建っていても、更地と同じだけ固

定資産税がかかります。家がある時の定資産税がかかります。家がある時の定資産税がかかります。家がある時の定資産税がかかります。家がある時の 6666 倍です。倍です。倍です。倍です。ですから、家が建ってるからって税金が安くなりません。特定空き家と言われるような空き家がもしお近ですから、家が建ってるからって税金が安くなりません。特定空き家と言われるような空き家がもしお近ですから、家が建ってるからって税金が安くなりません。特定空き家と言われるような空き家がもしお近ですから、家が建ってるからって税金が安くなりません。特定空き家と言われるような空き家がもしお近

くにあれば、是非くにあれば、是非くにあれば、是非くにあれば、是非、、、、行政の方に一報いただければありがたいなと思っています。今、国の方ではですね、放棄宅地という言葉まで出てきました。これは、行政の方に一報いただければありがたいなと思っています。今、国の方ではですね、放棄宅地という言葉まで出てきました。これは、行政の方に一報いただければありがたいなと思っています。今、国の方ではですね、放棄宅地という言葉まで出てきました。これは、行政の方に一報いただければありがたいなと思っています。今、国の方ではですね、放棄宅地という言葉まで出てきました。これは、

耕作放棄地みたいに、もう使わ耕作放棄地みたいに、もう使わ耕作放棄地みたいに、もう使わ耕作放棄地みたいに、もう使わなくなってしまった家や土地が、あちこちに点在する状況がなくなってしまった家や土地が、あちこちに点在する状況がなくなってしまった家や土地が、あちこちに点在する状況がなくなってしまった家や土地が、あちこちに点在する状況が、、、、これからこれからこれからこれから 10101010 年すると、日本の国の大きな課題になるという話年すると、日本の国の大きな課題になるという話年すると、日本の国の大きな課題になるという話年すると、日本の国の大きな課題になるという話

なんです。団塊の世代の人以上、なんです。団塊の世代の人以上、なんです。団塊の世代の人以上、なんです。団塊の世代の人以上、65656565 歳以上の方たちは、全国的に持ち家率は歳以上の方たちは、全国的に持ち家率は歳以上の方たちは、全国的に持ち家率は歳以上の方たちは、全国的に持ち家率は 88888888％を超えています。その子どもの団塊ジュニアの人たちは持ち家率は％を超えています。その子どもの団塊ジュニアの人たちは持ち家率は％を超えています。その子どもの団塊ジュニアの人たちは持ち家率は％を超えています。その子どもの団塊ジュニアの人たちは持ち家率は 60606060％％％％

台です。でもそれでも、持っているんですね。地方に住んでいる親が亡くなった時に戻ってきて、その家に住むって方は少ない。そうすると、子どもたち台です。でもそれでも、持っているんですね。地方に住んでいる親が亡くなった時に戻ってきて、その家に住むって方は少ない。そうすると、子どもたち台です。でもそれでも、持っているんですね。地方に住んでいる親が亡くなった時に戻ってきて、その家に住むって方は少ない。そうすると、子どもたち台です。でもそれでも、持っているんですね。地方に住んでいる親が亡くなった時に戻ってきて、その家に住むって方は少ない。そうすると、子どもたち

が住むところはあるわけだから、親の家は、相続しても売れれば売りたいし、売らなくてもそのまま置いとくしかないっていう事がどが住むところはあるわけだから、親の家は、相続しても売れれば売りたいし、売らなくてもそのまま置いとくしかないっていう事がどが住むところはあるわけだから、親の家は、相続しても売れれば売りたいし、売らなくてもそのまま置いとくしかないっていう事がどが住むところはあるわけだから、親の家は、相続しても売れれば売りたいし、売らなくてもそのまま置いとくしかないっていう事がどんどん増えてくるとんどん増えてくるとんどん増えてくるとんどん増えてくると

いういういういう、、、、そういう時代です。そうなったときにそういう時代です。そうなったときにそういう時代です。そうなったときにそういう時代です。そうなったときに、、、、行政がそれらの土地を、これまでの区画整理のように、寄せて空いた土地を公的に利用することはできない行政がそれらの土地を、これまでの区画整理のように、寄せて空いた土地を公的に利用することはできない行政がそれらの土地を、これまでの区画整理のように、寄せて空いた土地を公的に利用することはできない行政がそれらの土地を、これまでの区画整理のように、寄せて空いた土地を公的に利用することはできない

だろうかとか、様々な検討がすでに国の方では始まっています。この街の中もですね、実はあっちにもこっちにも空き家があるよっていうのが、本通り周だろうかとか、様々な検討がすでに国の方では始まっています。この街の中もですね、実はあっちにもこっちにも空き家があるよっていうのが、本通り周だろうかとか、様々な検討がすでに国の方では始まっています。この街の中もですね、実はあっちにもこっちにも空き家があるよっていうのが、本通り周だろうかとか、様々な検討がすでに国の方では始まっています。この街の中もですね、実はあっちにもこっちにも空き家があるよっていうのが、本通り周

辺などでは、大変多くなってきました。防犯の意味からも、それから地域コミュニティの意味からも、やっぱり空き家対策というのは大変重要になってく辺などでは、大変多くなってきました。防犯の意味からも、それから地域コミュニティの意味からも、やっぱり空き家対策というのは大変重要になってく辺などでは、大変多くなってきました。防犯の意味からも、それから地域コミュニティの意味からも、やっぱり空き家対策というのは大変重要になってく辺などでは、大変多くなってきました。防犯の意味からも、それから地域コミュニティの意味からも、やっぱり空き家対策というのは大変重要になってく

るなと思っています。と同時に、島田市は、今年からですね、空き家バンクというのを、るなと思っています。と同時に、島田市は、今年からですね、空き家バンクというのを、るなと思っています。と同時に、島田市は、今年からですね、空き家バンクというのを、るなと思っています。と同時に、島田市は、今年からですね、空き家バンクというのを、これまで川根地区だけでやっていたものを、市内全域に拡大をしこれまで川根地区だけでやっていたものを、市内全域に拡大をしこれまで川根地区だけでやっていたものを、市内全域に拡大をしこれまで川根地区だけでやっていたものを、市内全域に拡大をし

ました。不動産屋さんの持っている物件を行政の方で全部データを預かって、そのデータを全部示しています。「しまだのおしごと」というサイトもありまました。不動産屋さんの持っている物件を行政の方で全部データを預かって、そのデータを全部示しています。「しまだのおしごと」というサイトもありまました。不動産屋さんの持っている物件を行政の方で全部データを預かって、そのデータを全部示しています。「しまだのおしごと」というサイトもありまました。不動産屋さんの持っている物件を行政の方で全部データを預かって、そのデータを全部示しています。「しまだのおしごと」というサイトもありま

すし、「住んでごしまだ」という別なサイトがあるんですが、例えば、島田へ来て仕事を探したいよ、初倉で探したいよってすし、「住んでごしまだ」という別なサイトがあるんですが、例えば、島田へ来て仕事を探したいよ、初倉で探したいよってすし、「住んでごしまだ」という別なサイトがあるんですが、例えば、島田へ来て仕事を探したいよ、初倉で探したいよってすし、「住んでごしまだ」という別なサイトがあるんですが、例えば、島田へ来て仕事を探したいよ、初倉で探したいよっていいいいえばえばえばえば、、、、初倉をクリックすれば初倉をクリックすれば初倉をクリックすれば初倉をクリックすれば

初倉の会社が出てきて、製造業を探したいよって初倉の会社が出てきて、製造業を探したいよって初倉の会社が出てきて、製造業を探したいよって初倉の会社が出てきて、製造業を探したいよっていいいいえばえばえばえば、、、、製造業の会社が出てくるというような形、と同時に製造業の会社が出てくるというような形、と同時に製造業の会社が出てくるというような形、と同時に製造業の会社が出てくるというような形、と同時に、、、、島田ってどんな町なのかっていう紹介もし島田ってどんな町なのかっていう紹介もし島田ってどんな町なのかっていう紹介もし島田ってどんな町なのかっていう紹介もし

ながらですね、この町に移り住んでくれながらですね、この町に移り住んでくれながらですね、この町に移り住んでくれながらですね、この町に移り住んでくれる方達を増やすということをサイト上でやっています。また、他県から越してきてくださった方にはる方達を増やすということをサイト上でやっています。また、他県から越してきてくださった方にはる方達を増やすということをサイト上でやっています。また、他県から越してきてくださった方にはる方達を増やすということをサイト上でやっています。また、他県から越してきてくださった方には 120120120120 万円まで万円まで万円まで万円まで

の補助金を今用意しながら、移住定住を盛んにしたいと思っているところであります。しかしながら、仕事がなければ、やっぱり仕事と住むところがなきの補助金を今用意しながら、移住定住を盛んにしたいと思っているところであります。しかしながら、仕事がなければ、やっぱり仕事と住むところがなきの補助金を今用意しながら、移住定住を盛んにしたいと思っているところであります。しかしながら、仕事がなければ、やっぱり仕事と住むところがなきの補助金を今用意しながら、移住定住を盛んにしたいと思っているところであります。しかしながら、仕事がなければ、やっぱり仕事と住むところがなき

ゃ若い人たちは増えてこないです。その仕事をどうつくるかということで、今年は特に、稼ぐ町をつくるんだということで様々な施策をうって出ているとゃ若い人たちは増えてこないです。その仕事をどうつくるかということで、今年は特に、稼ぐ町をつくるんだということで様々な施策をうって出ているとゃ若い人たちは増えてこないです。その仕事をどうつくるかということで、今年は特に、稼ぐ町をつくるんだということで様々な施策をうって出ているとゃ若い人たちは増えてこないです。その仕事をどうつくるかということで、今年は特に、稼ぐ町をつくるんだということで様々な施策をうって出ていると

ころです。ころです。ころです。ころです。    
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■大規模開発について■大規模開発について■大規模開発について■大規模開発について    

・・・・街の中に、大規模な土地がなかなかないものですから、主に今進めようとしているのは、金谷の新東名のインター付近の土地でございますが、内陸フロ街の中に、大規模な土地がなかなかないものですから、主に今進めようとしているのは、金谷の新東名のインター付近の土地でございますが、内陸フロ街の中に、大規模な土地がなかなかないものですから、主に今進めようとしているのは、金谷の新東名のインター付近の土地でございますが、内陸フロ街の中に、大規模な土地がなかなかないものですから、主に今進めようとしているのは、金谷の新東名のインター付近の土地でございますが、内陸フロ

ンティアに指定して、大規模な開発を目指しています。と同時に、国道ンティアに指定して、大規模な開発を目指しています。と同時に、国道ンティアに指定して、大規模な開発を目指しています。と同時に、国道ンティアに指定して、大規模な開発を目指しています。と同時に、国道 473473473473 で金谷の方から川根に上っていく国道、そしてまた、新東名の真下の交差するで金谷の方から川根に上っていく国道、そしてまた、新東名の真下の交差するで金谷の方から川根に上っていく国道、そしてまた、新東名の真下の交差するで金谷の方から川根に上っていく国道、そしてまた、新東名の真下の交差する

北側のところには、にぎわい交流拠点を造るということで、北側のところには、にぎわい交流拠点を造るということで、北側のところには、にぎわい交流拠点を造るということで、北側のところには、にぎわい交流拠点を造るということで、    NEXCO NEXCO NEXCO NEXCO 中日本と、大井川鐵道と、中日本と、大井川鐵道と、中日本と、大井川鐵道と、中日本と、大井川鐵道と、    JA JA JA JA 大井川と、島田市の連携によるプロジェクトがすでに始大井川と、島田市の連携によるプロジェクトがすでに始大井川と、島田市の連携によるプロジェクトがすでに始大井川と、島田市の連携によるプロジェクトがすでに始

まっています。こちらは、まっています。こちらは、まっています。こちらは、まっています。こちらは、30303030 年の年の年の年の 5555 月には着工の予定で、その計画で、今進めています。また月には着工の予定で、その計画で、今進めています。また月には着工の予定で、その計画で、今進めています。また月には着工の予定で、その計画で、今進めています。また、これも金谷の方になるんですが、空港の近くに、金中跡地、これも金谷の方になるんですが、空港の近くに、金中跡地、これも金谷の方になるんですが、空港の近くに、金中跡地、これも金谷の方になるんですが、空港の近くに、金中跡地

という、金谷中学校という、金谷中学校という、金谷中学校という、金谷中学校    跡地という土地がございました。昔は、メッセを造るとか、様々な話があったところでございます。跡地という土地がございました。昔は、メッセを造るとか、様々な話があったところでございます。跡地という土地がございました。昔は、メッセを造るとか、様々な話があったところでございます。跡地という土地がございました。昔は、メッセを造るとか、様々な話があったところでございます。5.55.55.55.5ｈａという広大な土地がござｈａという広大な土地がござｈａという広大な土地がござｈａという広大な土地がござ

います。これを、先日、県と一緒にアイデアコンペをいたしました。全国から応募があって、います。これを、先日、県と一緒にアイデアコンペをいたしました。全国から応募があって、います。これを、先日、県と一緒にアイデアコンペをいたしました。全国から応募があって、います。これを、先日、県と一緒にアイデアコンペをいたしました。全国から応募があって、1111 等賞になった方は、大成建設のまちづくりのプロジェクトに等賞になった方は、大成建設のまちづくりのプロジェクトに等賞になった方は、大成建設のまちづくりのプロジェクトに等賞になった方は、大成建設のまちづくりのプロジェクトに

属している方が、個人で応募されたものでしたけれども、その内容は、「富士見の湯」っていって、大きな露天風呂と、コテージと、様々な自然環境を生か属している方が、個人で応募されたものでしたけれども、その内容は、「富士見の湯」っていって、大きな露天風呂と、コテージと、様々な自然環境を生か属している方が、個人で応募されたものでしたけれども、その内容は、「富士見の湯」っていって、大きな露天風呂と、コテージと、様々な自然環境を生か属している方が、個人で応募されたものでしたけれども、その内容は、「富士見の湯」っていって、大きな露天風呂と、コテージと、様々な自然環境を生か

した、食と健康と癒しの場にしたらどうした、食と健康と癒しの場にしたらどうした、食と健康と癒しの場にしたらどうした、食と健康と癒しの場にしたらどうかという、そういうご提案でありました。今、そのアイデアコンペのかという、そういうご提案でありました。今、そのアイデアコンペのかという、そういうご提案でありました。今、そのアイデアコンペのかという、そういうご提案でありました。今、そのアイデアコンペの 1111 等賞の中身とはまた別に、県と市の方で、等賞の中身とはまた別に、県と市の方で、等賞の中身とはまた別に、県と市の方で、等賞の中身とはまた別に、県と市の方で、

これから事業計画をたてて、民間の活力を導入しながら、あそこに儲かる施設を造って行こうということで、そちらのプロジェクトの方も動き出しているこれから事業計画をたてて、民間の活力を導入しながら、あそこに儲かる施設を造って行こうということで、そちらのプロジェクトの方も動き出しているこれから事業計画をたてて、民間の活力を導入しながら、あそこに儲かる施設を造って行こうということで、そちらのプロジェクトの方も動き出しているこれから事業計画をたてて、民間の活力を導入しながら、あそこに儲かる施設を造って行こうということで、そちらのプロジェクトの方も動き出している

ところであります。ところであります。ところであります。ところであります。こちらは、今年度中に事業計画をつくり、できれば、今年度の末には事業コンペまで持って行きたいというスピード感をもってやってこちらは、今年度中に事業計画をつくり、できれば、今年度の末には事業コンペまで持って行きたいというスピード感をもってやってこちらは、今年度中に事業計画をつくり、できれば、今年度の末には事業コンペまで持って行きたいというスピード感をもってやってこちらは、今年度中に事業計画をつくり、できれば、今年度の末には事業コンペまで持って行きたいというスピード感をもってやって

います。昔は、行政は、います。昔は、行政は、います。昔は、行政は、います。昔は、行政は、5555 年、年、年、年、6666 年かかるのは当たり前で、基本構想をやって、基本計画をやって、基本設計をやって、詳細設計をやって、建設にか年かかるのは当たり前で、基本構想をやって、基本計画をやって、基本設計をやって、詳細設計をやって、建設にか年かかるのは当たり前で、基本構想をやって、基本計画をやって、基本設計をやって、詳細設計をやって、建設にか年かかるのは当たり前で、基本構想をやって、基本計画をやって、基本設計をやって、詳細設計をやって、建設にかかってかってかってかって

っていうのが行政の仕事でしたけれども、今こんなことをやっていたら、民間がとても食らいついてきてくれません。本当にっていうのが行政の仕事でしたけれども、今こんなことをやっていたら、民間がとても食らいついてきてくれません。本当にっていうのが行政の仕事でしたけれども、今こんなことをやっていたら、民間がとても食らいついてきてくれません。本当にっていうのが行政の仕事でしたけれども、今こんなことをやっていたら、民間がとても食らいついてきてくれません。本当に 3333 年以内に物が動かないと、年以内に物が動かないと、年以内に物が動かないと、年以内に物が動かないと、

民間の方も民間の方も民間の方も民間の方も 5555 年先のことはどうなるかわからんという時代になりました。年先のことはどうなるかわからんという時代になりました。年先のことはどうなるかわからんという時代になりました。年先のことはどうなるかわからんという時代になりました。    

    

■行政の役割について■行政の役割について■行政の役割について■行政の役割について    

・・・・行政もこれまでとは全く違う意識をもってやっていかなければなりませんし、私はいつも職員に言っているのは、行政は、究極のサービス業であります。行政もこれまでとは全く違う意識をもってやっていかなければなりませんし、私はいつも職員に言っているのは、行政は、究極のサービス業であります。行政もこれまでとは全く違う意識をもってやっていかなければなりませんし、私はいつも職員に言っているのは、行政は、究極のサービス業であります。行政もこれまでとは全く違う意識をもってやっていかなければなりませんし、私はいつも職員に言っているのは、行政は、究極のサービス業であります。

やっぱり自分たちの仕事の先に市民の声が、市民の顔がしっかり見えるように仕事をしてもらいたいなというふうに思っています。と同時に、先程来おやっぱり自分たちの仕事の先に市民の声が、市民の顔がしっかり見えるように仕事をしてもらいたいなというふうに思っています。と同時に、先程来おやっぱり自分たちの仕事の先に市民の声が、市民の顔がしっかり見えるように仕事をしてもらいたいなというふうに思っています。と同時に、先程来おやっぱり自分たちの仕事の先に市民の声が、市民の顔がしっかり見えるように仕事をしてもらいたいなというふうに思っています。と同時に、先程来お話話話話

したように、地域コミュニティというものがだんだん人口減少と共に小さくなるところもあってですね、中には、隣組の順番を回すのが大変、役員になりしたように、地域コミュニティというものがだんだん人口減少と共に小さくなるところもあってですね、中には、隣組の順番を回すのが大変、役員になりしたように、地域コミュニティというものがだんだん人口減少と共に小さくなるところもあってですね、中には、隣組の順番を回すのが大変、役員になりしたように、地域コミュニティというものがだんだん人口減少と共に小さくなるところもあってですね、中には、隣組の順番を回すのが大変、役員になり

手がいないよ、あるいは、川ざらいに行きたくても、もう高齢で行けないよっていうような事例も手がいないよ、あるいは、川ざらいに行きたくても、もう高齢で行けないよっていうような事例も手がいないよ、あるいは、川ざらいに行きたくても、もう高齢で行けないよっていうような事例も手がいないよ、あるいは、川ざらいに行きたくても、もう高齢で行けないよっていうような事例も、、、、実は市内の幾つかで出てきています。そういった地域実は市内の幾つかで出てきています。そういった地域実は市内の幾つかで出てきています。そういった地域実は市内の幾つかで出てきています。そういった地域

の中で、やっぱり地域コミュニティを維持していくためにこれからどういう政策をとっていくのかということも、とても大事です。の中で、やっぱり地域コミュニティを維持していくためにこれからどういう政策をとっていくのかということも、とても大事です。の中で、やっぱり地域コミュニティを維持していくためにこれからどういう政策をとっていくのかということも、とても大事です。の中で、やっぱり地域コミュニティを維持していくためにこれからどういう政策をとっていくのかということも、とても大事です。そのために、例えば今そのために、例えば今そのために、例えば今そのために、例えば今

年は、まちづくり支援事業交付金って言って、地域で様々な地域のための活動を始めたいという方たちに、年は、まちづくり支援事業交付金って言って、地域で様々な地域のための活動を始めたいという方たちに、年は、まちづくり支援事業交付金って言って、地域で様々な地域のための活動を始めたいという方たちに、年は、まちづくり支援事業交付金って言って、地域で様々な地域のための活動を始めたいという方たちに、これまでこれまでこれまでこれまで 1111 年こっきり、年こっきり、年こっきり、年こっきり、10101010 万円か万円か万円か万円か 30303030 万円のま万円のま万円のま万円のま

ちづくり交付金を出していたんですが、これを、今年から６年みることにいたしました。ちづくり交付金を出していたんですが、これを、今年から６年みることにいたしました。ちづくり交付金を出していたんですが、これを、今年から６年みることにいたしました。ちづくり交付金を出していたんですが、これを、今年から６年みることにいたしました。6666 年間で、最高年間で、最高年間で、最高年間で、最高 180180180180 万円まで見るということで、団体を育て、その万円まで見るということで、団体を育て、その万円まで見るということで、団体を育て、その万円まで見るということで、団体を育て、その

事業を育て、しっかり地域に根付くまで見て行こうというふうに思っています。事業を育て、しっかり地域に根付くまで見て行こうというふうに思っています。事業を育て、しっかり地域に根付くまで見て行こうというふうに思っています。事業を育て、しっかり地域に根付くまで見て行こうというふうに思っています。又、小さな自治会やご町内が、役員のなり手が無いわけだから、少し規模又、小さな自治会やご町内が、役員のなり手が無いわけだから、少し規模又、小さな自治会やご町内が、役員のなり手が無いわけだから、少し規模又、小さな自治会やご町内が、役員のなり手が無いわけだから、少し規模

が大きくなれば、助け合いもできるということで、そういった自治会が合併するという場合には、合併の補助金も今年から付けています。様々な形で、まが大きくなれば、助け合いもできるということで、そういった自治会が合併するという場合には、合併の補助金も今年から付けています。様々な形で、まが大きくなれば、助け合いもできるということで、そういった自治会が合併するという場合には、合併の補助金も今年から付けています。様々な形で、まが大きくなれば、助け合いもできるということで、そういった自治会が合併するという場合には、合併の補助金も今年から付けています。様々な形で、ま

さに行政と、そして地域がお互いに助け合うというか、さに行政と、そして地域がお互いに助け合うというか、さに行政と、そして地域がお互いに助け合うというか、さに行政と、そして地域がお互いに助け合うというか、パートナーになるような、そういう町をこれから作っていかなければならないと思っています。私パートナーになるような、そういう町をこれから作っていかなければならないと思っています。私パートナーになるような、そういう町をこれから作っていかなければならないと思っています。私パートナーになるような、そういう町をこれから作っていかなければならないと思っています。私
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は、行政の様々な経営を担う会社の社長のようなものですが、その経営以外の自分の理念の中で、自分には役割があると思ってこのは、行政の様々な経営を担う会社の社長のようなものですが、その経営以外の自分の理念の中で、自分には役割があると思ってこのは、行政の様々な経営を担う会社の社長のようなものですが、その経営以外の自分の理念の中で、自分には役割があると思ってこのは、行政の様々な経営を担う会社の社長のようなものですが、その経営以外の自分の理念の中で、自分には役割があると思ってこの 4444 年間励んでいます。年間励んでいます。年間励んでいます。年間励んでいます。

その役割のその役割のその役割のその役割の 1111 つは、この町の世代交代であります。この町は、立派な方たちが大勢いらっしゃって、つは、この町の世代交代であります。この町は、立派な方たちが大勢いらっしゃって、つは、この町の世代交代であります。この町は、立派な方たちが大勢いらっしゃって、つは、この町の世代交代であります。この町は、立派な方たちが大勢いらっしゃって、60606060 代、代、代、代、70707070 代、代、代、代、80808080 代の方たちがやっぱりこの代の方たちがやっぱりこの代の方たちがやっぱりこの代の方たちがやっぱりこの町町町町を動かを動かを動かを動か

しています。それは、素晴らしいことなんだけれども、でも、次の世代の人たちが、地域づくりだとか、あるいはこういった自治会の活動だとか、まちづしています。それは、素晴らしいことなんだけれども、でも、次の世代の人たちが、地域づくりだとか、あるいはこういった自治会の活動だとか、まちづしています。それは、素晴らしいことなんだけれども、でも、次の世代の人たちが、地域づくりだとか、あるいはこういった自治会の活動だとか、まちづしています。それは、素晴らしいことなんだけれども、でも、次の世代の人たちが、地域づくりだとか、あるいはこういった自治会の活動だとか、まちづ

くりだくりだくりだくりだとか、行政のやることに関心を持ってもらわなかったら、私たちはいつかいなくなってしまうわけです。その世代交代を、しっかりしていくために、とか、行政のやることに関心を持ってもらわなかったら、私たちはいつかいなくなってしまうわけです。その世代交代を、しっかりしていくために、とか、行政のやることに関心を持ってもらわなかったら、私たちはいつかいなくなってしまうわけです。その世代交代を、しっかりしていくために、とか、行政のやることに関心を持ってもらわなかったら、私たちはいつかいなくなってしまうわけです。その世代交代を、しっかりしていくために、

10101010 年先の島田を語り合える若い人たち、年先の島田を語り合える若い人たち、年先の島田を語り合える若い人たち、年先の島田を語り合える若い人たち、30303030 代、代、代、代、40404040 代、代、代、代、50505050 代の人たちの意見をしっかり代の人たちの意見をしっかり代の人たちの意見をしっかり代の人たちの意見をしっかり聞聞聞聞きながら、言えば聞いてもらえるんだ、町は少しずつ変わっていきながら、言えば聞いてもらえるんだ、町は少しずつ変わっていきながら、言えば聞いてもらえるんだ、町は少しずつ変わっていきながら、言えば聞いてもらえるんだ、町は少しずつ変わってい

くんだ、自分たちのやることに手応えが感じられるんだっていう、そういう町をつくりたいということを強く思っています。くんだ、自分たちのやることに手応えが感じられるんだっていう、そういう町をつくりたいということを強く思っています。くんだ、自分たちのやることに手応えが感じられるんだっていう、そういう町をつくりたいということを強く思っています。くんだ、自分たちのやることに手応えが感じられるんだっていう、そういう町をつくりたいということを強く思っています。それは、自分の役割だというそれは、自分の役割だというそれは、自分の役割だというそれは、自分の役割だという

ふうに思っています。それから、いろんな役割があるけれども、世代交代、それからもう一つは、決して悪ふうに思っています。それから、いろんな役割があるけれども、世代交代、それからもう一つは、決して悪ふうに思っています。それから、いろんな役割があるけれども、世代交代、それからもう一つは、決して悪ふうに思っています。それから、いろんな役割があるけれども、世代交代、それからもう一つは、決して悪気があって気があって気があって気があって言う言う言う言うわけではわけではわけではわけではないから素直に聞いてないから素直に聞いてないから素直に聞いてないから素直に聞いて

もらいたいんだけれども、島田も、金谷も、川根も、ずっと長いこと対立軸を生む、そういう政治っていうか、やってきたもらいたいんだけれども、島田も、金谷も、川根も、ずっと長いこと対立軸を生む、そういう政治っていうか、やってきたもらいたいんだけれども、島田も、金谷も、川根も、ずっと長いこと対立軸を生む、そういう政治っていうか、やってきたもらいたいんだけれども、島田も、金谷も、川根も、ずっと長いこと対立軸を生む、そういう政治っていうか、やってきたんんんんですよ。政治っていう言い方ですよ。政治っていう言い方ですよ。政治っていう言い方ですよ。政治っていう言い方

は変かな。なんて言ったらいいんだろう。「あいつがあっちをやるなら俺はこっちだ。」っていうような、そういう感じって言ったらいいのかな。やっぱり、は変かな。なんて言ったらいいんだろう。「あいつがあっちをやるなら俺はこっちだ。」っていうような、そういう感じって言ったらいいのかな。やっぱり、は変かな。なんて言ったらいいんだろう。「あいつがあっちをやるなら俺はこっちだ。」っていうような、そういう感じって言ったらいいのかな。やっぱり、は変かな。なんて言ったらいいんだろう。「あいつがあっちをやるなら俺はこっちだ。」っていうような、そういう感じって言ったらいいのかな。やっぱり、

中で争っていたら、決してこの町は発展しません。やっぱり、島田は一つじゃなきゃ。若い人たちの力を一つに合わせたいと思うし、みんなで頑張ったら中で争っていたら、決してこの町は発展しません。やっぱり、島田は一つじゃなきゃ。若い人たちの力を一つに合わせたいと思うし、みんなで頑張ったら中で争っていたら、決してこの町は発展しません。やっぱり、島田は一つじゃなきゃ。若い人たちの力を一つに合わせたいと思うし、みんなで頑張ったら中で争っていたら、決してこの町は発展しません。やっぱり、島田は一つじゃなきゃ。若い人たちの力を一つに合わせたいと思うし、みんなで頑張ったら

いろんなことができる。それを、私は伝えていきたいなと思っています。それから、市役所の改革であります。いろんなことができる。それを、私は伝えていきたいなと思っています。それから、市役所の改革であります。いろんなことができる。それを、私は伝えていきたいなと思っています。それから、市役所の改革であります。いろんなことができる。それを、私は伝えていきたいなと思っています。それから、市役所の改革であります。やっぱり、いろいろ話をして、うちの職員やっぱり、いろいろ話をして、うちの職員やっぱり、いろいろ話をして、うちの職員やっぱり、いろいろ話をして、うちの職員

は一生懸命やってくれていますし、正直、私は優秀な職員が多いと思っていは一生懸命やってくれていますし、正直、私は優秀な職員が多いと思っていは一生懸命やってくれていますし、正直、私は優秀な職員が多いと思っていは一生懸命やってくれていますし、正直、私は優秀な職員が多いと思っています。だけども、これまでの行政と同じやり方では、もうだめなんです。そこます。だけども、これまでの行政と同じやり方では、もうだめなんです。そこます。だけども、これまでの行政と同じやり方では、もうだめなんです。そこます。だけども、これまでの行政と同じやり方では、もうだめなんです。そこ

のところの意識改革をどれだけ伝えられるか、皆さんに「変わったね」って言ってもらえるか、ここは、行政の一つ一つの施策とは違うけれども、私は、のところの意識改革をどれだけ伝えられるか、皆さんに「変わったね」って言ってもらえるか、ここは、行政の一つ一つの施策とは違うけれども、私は、のところの意識改革をどれだけ伝えられるか、皆さんに「変わったね」って言ってもらえるか、ここは、行政の一つ一つの施策とは違うけれども、私は、のところの意識改革をどれだけ伝えられるか、皆さんに「変わったね」って言ってもらえるか、ここは、行政の一つ一つの施策とは違うけれども、私は、

このこのこのこの 4444 年間に一生懸命年間に一生懸命年間に一生懸命年間に一生懸命、、、、力を入れたいと思って頑張っていることであります。力を入れたいと思って頑張っていることであります。力を入れたいと思って頑張っていることであります。力を入れたいと思って頑張っていることであります。    

    

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    

■■■■浜岡原発浜岡原発浜岡原発浜岡原発についてについてについてについて    

    私は、私は、私は、私は、1111 ヶ月ほど前に、児童の障害施設に週数回行っているんですけヶ月ほど前に、児童の障害施設に週数回行っているんですけヶ月ほど前に、児童の障害施設に週数回行っているんですけヶ月ほど前に、児童の障害施設に週数回行っているんですけ

れども、島田市の原子力災害広域避難計画ということと、県の防災のれども、島田市の原子力災害広域避難計画ということと、県の防災のれども、島田市の原子力災害広域避難計画ということと、県の防災のれども、島田市の原子力災害広域避難計画ということと、県の防災の

しおりっていうのをもとに、市の職員がしおりっていうのをもとに、市の職員がしおりっていうのをもとに、市の職員がしおりっていうのをもとに、市の職員が 2222 名ほど来られまして、説明名ほど来られまして、説明名ほど来られまして、説明名ほど来られまして、説明

を受けました。それで今、それについて、障害を持った方と一緒に行を受けました。それで今、それについて、障害を持った方と一緒に行を受けました。それで今、それについて、障害を持った方と一緒に行を受けました。それで今、それについて、障害を持った方と一緒に行

動をした時に、これに書かれてあるように緊急避難時にどうしたらい動をした時に、これに書かれてあるように緊急避難時にどうしたらい動をした時に、これに書かれてあるように緊急避難時にどうしたらい動をした時に、これに書かれてあるように緊急避難時にどうしたらい

いかという対策をたてるんですけれども、説明を聞いた中で、あまりいかという対策をたてるんですけれども、説明を聞いた中で、あまりいかという対策をたてるんですけれども、説明を聞いた中で、あまりいかという対策をたてるんですけれども、説明を聞いた中で、あまり

にもスムーズに行っているような感じを受けます。ところが、最近のにもスムーズに行っているような感じを受けます。ところが、最近のにもスムーズに行っているような感じを受けます。ところが、最近のにもスムーズに行っているような感じを受けます。ところが、最近の

熊本の地震を見ますと、この中に書かれてあるように、自動車が来る熊本の地震を見ますと、この中に書かれてあるように、自動車が来る熊本の地震を見ますと、この中に書かれてあるように、自動車が来る熊本の地震を見ますと、この中に書かれてあるように、自動車が来る

だとか、そういうだとか、そういうだとか、そういうだとか、そういうことも通常ですと、例えば逃げなければならないよことも通常ですと、例えば逃げなければならないよことも通常ですと、例えば逃げなければならないよことも通常ですと、例えば逃げなければならないよ

ということで、今、この地域を取り巻く状況っていうのは、この前テということで、今、この地域を取り巻く状況っていうのは、この前テということで、今、この地域を取り巻く状況っていうのは、この前テということで、今、この地域を取り巻く状況っていうのは、この前テ

レビなんかで具体的に調べると、年にレビなんかで具体的に調べると、年にレビなんかで具体的に調べると、年にレビなんかで具体的に調べると、年に 5555 センチくらい沈んでるよとかセンチくらい沈んでるよとかセンチくらい沈んでるよとかセンチくらい沈んでるよとか

言われてまして、もっとひどい状況におかれているんではないかって言われてまして、もっとひどい状況におかれているんではないかって言われてまして、もっとひどい状況におかれているんではないかって言われてまして、もっとひどい状況におかれているんではないかって

●●●●私の認識は、知事はですね、地元の市長たちがみんな反対している中私の認識は、知事はですね、地元の市長たちがみんな反対している中私の認識は、知事はですね、地元の市長たちがみんな反対している中私の認識は、知事はですね、地元の市長たちがみんな反対している中

で、再稼働をで、再稼働をで、再稼働をで、再稼働を    OK OK OK OK と出すことは無いというふうに思います。今、私ども、と出すことは無いというふうに思います。今、私ども、と出すことは無いというふうに思います。今、私ども、と出すことは無いというふうに思います。今、私ども、    

UPZ UPZ UPZ UPZ とて言って、とて言って、とて言って、とて言って、31313131 キロ圏内にキロ圏内にキロ圏内にキロ圏内に 11111111 の市町があります。そのうち、掛川、の市町があります。そのうち、掛川、の市町があります。そのうち、掛川、の市町があります。そのうち、掛川、

菊川、牧之原、御前崎は地元菊川、牧之原、御前崎は地元菊川、牧之原、御前崎は地元菊川、牧之原、御前崎は地元 4444 市です。ですから、この市です。ですから、この市です。ですから、この市です。ですから、この 4444 市は、原発が市は、原発が市は、原発が市は、原発が

出来た時から安全協定というのを結んでいます。原発が出来た時に結ん出来た時から安全協定というのを結んでいます。原発が出来た時に結ん出来た時から安全協定というのを結んでいます。原発が出来た時に結ん出来た時から安全協定というのを結んでいます。原発が出来た時に結ん

だ安全協定ですから、事故が起こるなんて前提では無いんです。だから、だ安全協定ですから、事故が起こるなんて前提では無いんです。だから、だ安全協定ですから、事故が起こるなんて前提では無いんです。だから、だ安全協定ですから、事故が起こるなんて前提では無いんです。だから、

地元地元地元地元 4444 市が結んでいる安全協定には、再稼働の事前了解はありません。市が結んでいる安全協定には、再稼働の事前了解はありません。市が結んでいる安全協定には、再稼働の事前了解はありません。市が結んでいる安全協定には、再稼働の事前了解はありません。

事前了解は、ネジ一本替えるとか、新しいタンクを一つ置くとか、そう事前了解は、ネジ一本替えるとか、新しいタンクを一つ置くとか、そう事前了解は、ネジ一本替えるとか、新しいタンクを一つ置くとか、そう事前了解は、ネジ一本替えるとか、新しいタンクを一つ置くとか、そう

いう事前了解の内容になっています。私どもいう事前了解の内容になっています。私どもいう事前了解の内容になっています。私どもいう事前了解の内容になっています。私ども    UPZ UPZ UPZ UPZ 圏内の地元圏内の地元圏内の地元圏内の地元 4444 市を除市を除市を除市を除

くくくく 5555 市市市市 2222 町の町はですね、今、中部電力と安全協定を結ぶべく、最終段町の町はですね、今、中部電力と安全協定を結ぶべく、最終段町の町はですね、今、中部電力と安全協定を結ぶべく、最終段町の町はですね、今、中部電力と安全協定を結ぶべく、最終段

階のと階のと階のと階のところまできています。もう少しだと思っています。ころまできています。もう少しだと思っています。ころまできています。もう少しだと思っています。ころまできています。もう少しだと思っています。2222 年以上議論年以上議論年以上議論年以上議論

を重ねて来ていますので、私どもは地元を重ねて来ていますので、私どもは地元を重ねて来ていますので、私どもは地元を重ねて来ていますので、私どもは地元 4444 市を超える安全協定をなかな市を超える安全協定をなかな市を超える安全協定をなかな市を超える安全協定をなかな

か結べか結べか結べか結べなななないというのが、県や中部電力との見解でございます。しかし、いというのが、県や中部電力との見解でございます。しかし、いというのが、県や中部電力との見解でございます。しかし、いというのが、県や中部電力との見解でございます。しかし、
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いうことで、最大の津波と地震が来た時に、とてもこれじゃ間に合わいうことで、最大の津波と地震が来た時に、とてもこれじゃ間に合わいうことで、最大の津波と地震が来た時に、とてもこれじゃ間に合わいうことで、最大の津波と地震が来た時に、とてもこれじゃ間に合わ

ないっていう、これ自身は必要だと思うんですけれども、そういうふないっていう、これ自身は必要だと思うんですけれども、そういうふないっていう、これ自身は必要だと思うんですけれども、そういうふないっていう、これ自身は必要だと思うんですけれども、そういうふ

うに思っているんですけれども、そんな中で、最近テレビなんか見まうに思っているんですけれども、そんな中で、最近テレビなんか見まうに思っているんですけれども、そんな中で、最近テレビなんか見まうに思っているんですけれども、そんな中で、最近テレビなんか見ま

すと、浜岡原発の中部電力ですよね、それを盛んに宣伝してすと、浜岡原発の中部電力ですよね、それを盛んに宣伝してすと、浜岡原発の中部電力ですよね、それを盛んに宣伝してすと、浜岡原発の中部電力ですよね、それを盛んに宣伝していいいいて、いて、いて、いて、い

ろんな宣伝を通して、皆さんに安全ろんな宣伝を通して、皆さんに安全ろんな宣伝を通して、皆さんに安全ろんな宣伝を通して、皆さんに安全だよ安全だよって言っておられだよ安全だよって言っておられだよ安全だよって言っておられだよ安全だよって言っておられ

る、防潮壁も完成してて、こんなに安全だから見てくださいっていうる、防潮壁も完成してて、こんなに安全だから見てくださいっていうる、防潮壁も完成してて、こんなに安全だから見てくださいっていうる、防潮壁も完成してて、こんなに安全だから見てくださいっていう

宣伝もされてますよね。先程言ったように宣伝もされてますよね。先程言ったように宣伝もされてますよね。先程言ったように宣伝もされてますよね。先程言ったように、、、、テレビでいろんな宣伝をテレビでいろんな宣伝をテレビでいろんな宣伝をテレビでいろんな宣伝を

されていますよね。それで、されていますよね。それで、されていますよね。それで、されていますよね。それで、4444 号機も号機も号機も号機も 9999 月に再稼働するんじゃないかっ月に再稼働するんじゃないかっ月に再稼働するんじゃないかっ月に再稼働するんじゃないかっ

ていうふうに言われてていうふうに言われてていうふうに言われてていうふうに言われていいいいるんですけれども、推測ですけれども、それるんですけれども、推測ですけれども、それるんですけれども、推測ですけれども、それるんですけれども、推測ですけれども、それ

で聞きたいのはですね、島田市はどうするのっていうことで、原子力で聞きたいのはですね、島田市はどうするのっていうことで、原子力で聞きたいのはですね、島田市はどうするのっていうことで、原子力で聞きたいのはですね、島田市はどうするのっていうことで、原子力

規制委員会が規制委員会が規制委員会が規制委員会が    OK OK OK OK を出しましたと、今の基準で安全ですよって出しまを出しましたと、今の基準で安全ですよって出しまを出しましたと、今の基準で安全ですよって出しまを出しましたと、今の基準で安全ですよって出しま

した。川勝知事さんがした。川勝知事さんがした。川勝知事さんがした。川勝知事さんが OK OK OK OK って言ったら、再開できるわけですよね。しって言ったら、再開できるわけですよね。しって言ったら、再開できるわけですよね。しって言ったら、再開できるわけですよね。し

かしながら近隣の人は、御前崎以外はだめだかしながら近隣の人は、御前崎以外はだめだかしながら近隣の人は、御前崎以外はだめだかしながら近隣の人は、御前崎以外はだめだよっていうことをアンケよっていうことをアンケよっていうことをアンケよっていうことをアンケ

ートなんかを見るとそういうふうに言われてるんですけれども、私自ートなんかを見るとそういうふうに言われてるんですけれども、私自ートなんかを見るとそういうふうに言われてるんですけれども、私自ートなんかを見るとそういうふうに言われてるんですけれども、私自

身の認識不足かもしれないですけれども、さっき言ったように規制委身の認識不足かもしれないですけれども、さっき言ったように規制委身の認識不足かもしれないですけれども、さっき言ったように規制委身の認識不足かもしれないですけれども、さっき言ったように規制委

員会があって、員会があって、員会があって、員会があって、    OK OK OK OK だよ、今の基準に合致してるよ、で、県知事さんだよ、今の基準に合致してるよ、で、県知事さんだよ、今の基準に合致してるよ、で、県知事さんだよ、今の基準に合致してるよ、で、県知事さん

がががが    OK OK OK OK だよって言ったら、すぐこれ近隣のたくさんの市長さんがまぁだよって言ったら、すぐこれ近隣のたくさんの市長さんがまぁだよって言ったら、すぐこれ近隣のたくさんの市長さんがまぁだよって言ったら、すぐこれ近隣のたくさんの市長さんがまぁ

だめだよって言われても、だめだよって言われても、だめだよって言われても、だめだよって言われても、    OK OK OK OK するってことはするってことはするってことはするってことは、、、、その認識は正しいその認識は正しいその認識は正しいその認識は正しいのののの

ですかね。ですかね。ですかね。ですかね。    

地元地元地元地元 4444 市とできるだけ同じような、直接的な再稼働じゃなくても、ネジ市とできるだけ同じような、直接的な再稼働じゃなくても、ネジ市とできるだけ同じような、直接的な再稼働じゃなくても、ネジ市とできるだけ同じような、直接的な再稼働じゃなくても、ネジ

一本替えるのでも、許可が必要ならば、再稼働するのになんで許可が必一本替えるのでも、許可が必要ならば、再稼働するのになんで許可が必一本替えるのでも、許可が必要ならば、再稼働するのになんで許可が必一本替えるのでも、許可が必要ならば、再稼働するのになんで許可が必

要じゃ要じゃ要じゃ要じゃなななないかっていう、そういう議論ができるような内容にしたいなっいかっていう、そういう議論ができるような内容にしたいなっいかっていう、そういう議論ができるような内容にしたいなっいかっていう、そういう議論ができるような内容にしたいなっ

て思っています。私自身は、再稼働は無理だと思っていますし、私自身て思っています。私自身は、再稼働は無理だと思っていますし、私自身て思っています。私自身は、再稼働は無理だと思っていますし、私自身て思っています。私自身は、再稼働は無理だと思っていますし、私自身

は今の状況で再稼働を認めることはありません。なぜかといえば、稼働は今の状況で再稼働を認めることはありません。なぜかといえば、稼働は今の状況で再稼働を認めることはありません。なぜかといえば、稼働は今の状況で再稼働を認めることはありません。なぜかといえば、稼働

していしていしていしていなくても、使用済み核燃料をたくさん置かれていますし、安全ななくても、使用済み核燃料をたくさん置かれていますし、安全ななくても、使用済み核燃料をたくさん置かれていますし、安全ななくても、使用済み核燃料をたくさん置かれていますし、安全な

管理も難しいですし、実は管理も難しいですし、実は管理も難しいですし、実は管理も難しいですし、実は 3.113.113.113.11 のとき、あんな大津波が来て、確かに、のとき、あんな大津波が来て、確かに、のとき、あんな大津波が来て、確かに、のとき、あんな大津波が来て、確かに、

福島原発がああなりました。でも、あれは本当に津波だけが原因だった福島原発がああなりました。でも、あれは本当に津波だけが原因だった福島原発がああなりました。でも、あれは本当に津波だけが原因だった福島原発がああなりました。でも、あれは本当に津波だけが原因だった

んでしょうか。津波が来なかったとしても配管が壊れてダメになった可んでしょうか。津波が来なかったとしても配管が壊れてダメになった可んでしょうか。津波が来なかったとしても配管が壊れてダメになった可んでしょうか。津波が来なかったとしても配管が壊れてダメになった可

能性があるんです。だけど、そういうことの検証も実はちゃんとされて能性があるんです。だけど、そういうことの検証も実はちゃんとされて能性があるんです。だけど、そういうことの検証も実はちゃんとされて能性があるんです。だけど、そういうことの検証も実はちゃんとされて

いません。そうした中で、今、浜岡がいません。そうした中で、今、浜岡がいません。そうした中で、今、浜岡がいません。そうした中で、今、浜岡が、、、、防潮堤が防潮堤が防潮堤が防潮堤が 22m 22m 22m 22m 出来ました。あら出来ました。あら出来ました。あら出来ました。あら

ゆる考えられることは準備しました。出来ましたって言っても、私自身ゆる考えられることは準備しました。出来ましたって言っても、私自身ゆる考えられることは準備しました。出来ましたって言っても、私自身ゆる考えられることは準備しました。出来ましたって言っても、私自身

は、難しいと思っています。反対する理由は、この島田市は、鵜網のは、難しいと思っています。反対する理由は、この島田市は、鵜網のは、難しいと思っています。反対する理由は、この島田市は、鵜網のは、難しいと思っています。反対する理由は、この島田市は、鵜網のああああ

たりまでたりまでたりまでたりまで 31313131 キロ圏内に入ります。人口の９割がキロ圏内に入ります。人口の９割がキロ圏内に入ります。人口の９割がキロ圏内に入ります。人口の９割が    UPZ UPZ UPZ UPZ 圏内です。その人圏内です。その人圏内です。その人圏内です。その人

たちを安全に逃がすっていう自信が、そりゃあ確かに、避難計画も作るたちを安全に逃がすっていう自信が、そりゃあ確かに、避難計画も作るたちを安全に逃がすっていう自信が、そりゃあ確かに、避難計画も作るたちを安全に逃がすっていう自信が、そりゃあ確かに、避難計画も作る

し、準備も万端にする、だけどね、現実は、計画通りになんか行かし、準備も万端にする、だけどね、現実は、計画通りになんか行かし、準備も万端にする、だけどね、現実は、計画通りになんか行かし、準備も万端にする、だけどね、現実は、計画通りになんか行かなななないいいい

んですよ。ましてやその計画は、御前崎が逃げて、牧之原が逃げて、吉んですよ。ましてやその計画は、御前崎が逃げて、牧之原が逃げて、吉んですよ。ましてやその計画は、御前崎が逃げて、牧之原が逃げて、吉んですよ。ましてやその計画は、御前崎が逃げて、牧之原が逃げて、吉

田が逃げてから島田が逃げるというような内容です。原発に近いところ田が逃げてから島田が逃げるというような内容です。原発に近いところ田が逃げてから島田が逃げるというような内容です。原発に近いところ田が逃げてから島田が逃げるというような内容です。原発に近いところ

から逃げるようになっているんです。どうでしょうか、皆さん、そんなから逃げるようになっているんです。どうでしょうか、皆さん、そんなから逃げるようになっているんです。どうでしょうか、皆さん、そんなから逃げるようになっているんです。どうでしょうか、皆さん、そんな

に我慢出来ますか。我先にって争って競って逃げるんですよ。バスだっに我慢出来ますか。我先にって争って競って逃げるんですよ。バスだっに我慢出来ますか。我先にって争って競って逃げるんですよ。バスだっに我慢出来ますか。我先にって争って競って逃げるんですよ。バスだっ

て、て、て、て、避難避難避難避難するだけに必要な台数が本当に集められるかどうか、するだけに必要な台数が本当に集められるかどうか、するだけに必要な台数が本当に集められるかどうか、するだけに必要な台数が本当に集められるかどうか、それを調それを調それを調それを調

達するのは県の役割になっていますけれども、やっぱり計画自体大変難達するのは県の役割になっていますけれども、やっぱり計画自体大変難達するのは県の役割になっていますけれども、やっぱり計画自体大変難達するのは県の役割になっていますけれども、やっぱり計画自体大変難

しいところがあります。いろいろな課題がある中でですね、私は再稼働しいところがあります。いろいろな課題がある中でですね、私は再稼働しいところがあります。いろいろな課題がある中でですね、私は再稼働しいところがあります。いろいろな課題がある中でですね、私は再稼働

は難しいと思っているし、知事が自分だけの判断で再稼働を出せるとはは難しいと思っているし、知事が自分だけの判断で再稼働を出せるとはは難しいと思っているし、知事が自分だけの判断で再稼働を出せるとはは難しいと思っているし、知事が自分だけの判断で再稼働を出せるとは

思っていません。思っていません。思っていません。思っていません。    

1111----2222    

■■■■浜岡原発浜岡原発浜岡原発浜岡原発についてについてについてについて    

    知事さんはそういうふうに認識されているっていう理解でいいです知事さんはそういうふうに認識されているっていう理解でいいです知事さんはそういうふうに認識されているっていう理解でいいです知事さんはそういうふうに認識されているっていう理解でいいです

かね。例えば、近隣の市町の人の意見をちゃんと聞いて、県議会だけかね。例えば、近隣の市町の人の意見をちゃんと聞いて、県議会だけかね。例えば、近隣の市町の人の意見をちゃんと聞いて、県議会だけかね。例えば、近隣の市町の人の意見をちゃんと聞いて、県議会だけ

でででで    OK OK OK OK を出して、それじゃ知事やりなさいとかっていう、そういうニを出して、それじゃ知事やりなさいとかっていう、そういうニを出して、それじゃ知事やりなさいとかっていう、そういうニを出して、それじゃ知事やりなさいとかっていう、そういうニ

ュアンスっていうのは考えられないですね。ュアンスっていうのは考えられないですね。ュアンスっていうのは考えられないですね。ュアンスっていうのは考えられないですね。    

●●●●知事は地元の意見を大事にするということをおしゃっているのと同時知事は地元の意見を大事にするということをおしゃっているのと同時知事は地元の意見を大事にするということをおしゃっているのと同時知事は地元の意見を大事にするということをおしゃっているのと同時

に、今回、私どもが中電と結ぶ安全協定には、県も入っています。我々に、今回、私どもが中電と結ぶ安全協定には、県も入っています。我々に、今回、私どもが中電と結ぶ安全協定には、県も入っています。我々に、今回、私どもが中電と結ぶ安全協定には、県も入っています。我々

と一緒に県も一緒になって中部電力と安全協定を結ぶ。と一緒に県も一緒になって中部電力と安全協定を結ぶ。と一緒に県も一緒になって中部電力と安全協定を結ぶ。と一緒に県も一緒になって中部電力と安全協定を結ぶ。    

1111----3333    

■■■■浜岡原発について浜岡原発について浜岡原発について浜岡原発について    

    その安全協定の中身っていうのはどういう中身で協定を結んでいるその安全協定の中身っていうのはどういう中身で協定を結んでいるその安全協定の中身っていうのはどういう中身で協定を結んでいるその安全協定の中身っていうのはどういう中身で協定を結んでいる

のかっていうのは見ることが出来ますか。のかっていうのは見ることが出来ますか。のかっていうのは見ることが出来ますか。のかっていうのは見ることが出来ますか。    

●●●●協定を結んだ時には必ず新聞記事になると思います。データでも、す協定を結んだ時には必ず新聞記事になると思います。データでも、す協定を結んだ時には必ず新聞記事になると思います。データでも、す協定を結んだ時には必ず新聞記事になると思います。データでも、す

べて（結んだ時に）お見せすることはできます。地元べて（結んだ時に）お見せすることはできます。地元べて（結んだ時に）お見せすることはできます。地元べて（結んだ時に）お見せすることはできます。地元 4444 市が結んでいる市が結んでいる市が結んでいる市が結んでいる

内容については、インターネットで調べることが出来ます。そういった内容については、インターネットで調べることが出来ます。そういった内容については、インターネットで調べることが出来ます。そういった内容については、インターネットで調べることが出来ます。そういった

ものを参考にしていただければと思います。ものを参考にしていただければと思います。ものを参考にしていただければと思います。ものを参考にしていただければと思います。    
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2222    

■■■■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    

    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、1111年以上空き家の場合は、市が潰して、市が個年以上空き家の場合は、市が潰して、市が個年以上空き家の場合は、市が潰して、市が個年以上空き家の場合は、市が潰して、市が個

人に対してお金を請求するよっていう話でしたよね。例えば、その家人に対してお金を請求するよっていう話でしたよね。例えば、その家人に対してお金を請求するよっていう話でしたよね。例えば、その家人に対してお金を請求するよっていう話でしたよね。例えば、その家

が、住宅が、住宅が、住宅が、住宅としてとしてとしてとして貸すために、貸すための準備をしているよという場合貸すために、貸すための準備をしているよという場合貸すために、貸すための準備をしているよという場合貸すために、貸すための準備をしているよという場合

は、その期間中に入るんですか。は、その期間中に入るんですか。は、その期間中に入るんですか。は、その期間中に入るんですか。    

●●●●もちろん、そういう家は関係ないです。空き家でも、普通の家だったもちろん、そういう家は関係ないです。空き家でも、普通の家だったもちろん、そういう家は関係ないです。空き家でも、普通の家だったもちろん、そういう家は関係ないです。空き家でも、普通の家だった

ら特定空き家になりません。朽ちかけているとか、通行人が下を通ったら特定空き家になりません。朽ちかけているとか、通行人が下を通ったら特定空き家になりません。朽ちかけているとか、通行人が下を通ったら特定空き家になりません。朽ちかけているとか、通行人が下を通った

ら軒が崩れてくるかもしれないとか、ゴミ屋敷のようになってしまってら軒が崩れてくるかもしれないとか、ゴミ屋敷のようになってしまってら軒が崩れてくるかもしれないとか、ゴミ屋敷のようになってしまってら軒が崩れてくるかもしれないとか、ゴミ屋敷のようになってしまって

いて環境に悪いとか、そういう特別な、周辺に影響を及ぼすような、そいて環境に悪いとか、そういう特別な、周辺に影響を及ぼすような、そいて環境に悪いとか、そういう特別な、周辺に影響を及ぼすような、そいて環境に悪いとか、そういう特別な、周辺に影響を及ぼすような、そ

ういったものをういったものをういったものをういったものを 1111 年以上置きっ放しにした時に特定年以上置きっ放しにした時に特定年以上置きっ放しにした時に特定年以上置きっ放しにした時に特定空き家空き家空き家空き家ということにということにということにということに

なります。なります。なります。なります。1111 年以上空き家であるということであれば、建築住宅課の方年以上空き家であるということであれば、建築住宅課の方年以上空き家であるということであれば、建築住宅課の方年以上空き家であるということであれば、建築住宅課の方

にお話していただければと思います。にお話していただければと思います。にお話していただければと思います。にお話していただければと思います。    

3333    

■■■■コミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバス・高齢者へのタクシー券・高齢者へのタクシー券・高齢者へのタクシー券・高齢者へのタクシー券についてについてについてについて    

コミュニティバスの件ですけれども、向谷街道の方はコミニティバコミュニティバスの件ですけれども、向谷街道の方はコミニティバコミュニティバスの件ですけれども、向谷街道の方はコミニティバコミュニティバスの件ですけれども、向谷街道の方はコミニティバ

スが走っていますけれども、スが走っていますけれども、スが走っていますけれども、スが走っていますけれども、稲荷稲荷稲荷稲荷町内が回っていないんです。その廃町内が回っていないんです。その廃町内が回っていないんです。その廃町内が回っていないんです。その廃

止の理由と、高齢者が免許証を返納した場合、病院や伊太和里の湯な止の理由と、高齢者が免許証を返納した場合、病院や伊太和里の湯な止の理由と、高齢者が免許証を返納した場合、病院や伊太和里の湯な止の理由と、高齢者が免許証を返納した場合、病院や伊太和里の湯な

どに行くのにとても不便しておりますので、病院などに行く場合は申どに行くのにとても不便しておりますので、病院などに行く場合は申どに行くのにとても不便しておりますので、病院などに行く場合は申どに行くのにとても不便しておりますので、病院などに行く場合は申

請などして、タクシー券の発行を検討してみてください。請などして、タクシー券の発行を検討してみてください。請などして、タクシー券の発行を検討してみてください。請などして、タクシー券の発行を検討してみてください。    

●●●●コミュニティバスは、このコミュニティバスは、このコミュニティバスは、このコミュニティバスは、この 4444 月に少し路線の改変をさせていただきま月に少し路線の改変をさせていただきま月に少し路線の改変をさせていただきま月に少し路線の改変をさせていただきま

した。ある意味、使いやすくもなりましたけども、ある意味、通らなくした。ある意味、使いやすくもなりましたけども、ある意味、通らなくした。ある意味、使いやすくもなりましたけども、ある意味、通らなくした。ある意味、使いやすくもなりましたけども、ある意味、通らなく

なったっていうところからは不便になったっていうお声もいただいておなったっていうところからは不便になったっていうお声もいただいておなったっていうところからは不便になったっていうお声もいただいておなったっていうところからは不便になったっていうお声もいただいてお

ります。今でも、コミります。今でも、コミります。今でも、コミります。今でも、コミニティバスに、だいたいニティバスに、だいたいニティバスに、だいたいニティバスに、だいたい 2222 億億億億 4000400040004000 万円ほど年間に万円ほど年間に万円ほど年間に万円ほど年間に

お金をかけています。予算はそれだけかけているんですが、それでもやお金をかけています。予算はそれだけかけているんですが、それでもやお金をかけています。予算はそれだけかけているんですが、それでもやお金をかけています。予算はそれだけかけているんですが、それでもや

っぱり本数が少ないとか、使い勝手が悪いとか、間隔が長すぎるとか、っぱり本数が少ないとか、使い勝手が悪いとか、間隔が長すぎるとか、っぱり本数が少ないとか、使い勝手が悪いとか、間隔が長すぎるとか、っぱり本数が少ないとか、使い勝手が悪いとか、間隔が長すぎるとか、

乗ってるお客さんがいないじゃないかとか、いろんなご批判をいただい乗ってるお客さんがいないじゃないかとか、いろんなご批判をいただい乗ってるお客さんがいないじゃないかとか、いろんなご批判をいただい乗ってるお客さんがいないじゃないかとか、いろんなご批判をいただい

ているというのが現状でして、少しでも幹線を走るものを充実させていているというのが現状でして、少しでも幹線を走るものを充実させていているというのが現状でして、少しでも幹線を走るものを充実させていているというのが現状でして、少しでも幹線を走るものを充実させてい

きたいという中で、ほとんど全部を島田駅発着という形にしました。できたいという中で、ほとんど全部を島田駅発着という形にしました。できたいという中で、ほとんど全部を島田駅発着という形にしました。できたいという中で、ほとんど全部を島田駅発着という形にしました。で

すから、例えば川根温泉などに行く時に、途中で乗り換えないといけなすから、例えば川根温泉などに行く時に、途中で乗り換えないといけなすから、例えば川根温泉などに行く時に、途中で乗り換えないといけなすから、例えば川根温泉などに行く時に、途中で乗り換えないといけな

かったものはまっすぐ行けるようになった。そういう利便性もあるんでかったものはまっすぐ行けるようになった。そういう利便性もあるんでかったものはまっすぐ行けるようになった。そういう利便性もあるんでかったものはまっすぐ行けるようになった。そういう利便性もあるんで

すが、あるいは、すが、あるいは、すが、あるいは、すが、あるいは、これまで通っていたところに通らなくなったというよこれまで通っていたところに通らなくなったというよこれまで通っていたところに通らなくなったというよこれまで通っていたところに通らなくなったというよ

うな、今のようなお話もいただきました。将来にわたって、持続可能なうな、今のようなお話もいただきました。将来にわたって、持続可能なうな、今のようなお話もいただきました。将来にわたって、持続可能なうな、今のようなお話もいただきました。将来にわたって、持続可能な

コミュニティバスのあり方というのを、考えながら、またさらに改変しコミュニティバスのあり方というのを、考えながら、またさらに改変しコミュニティバスのあり方というのを、考えながら、またさらに改変しコミュニティバスのあり方というのを、考えながら、またさらに改変し

ていきたいと思います。というのは、交通手段としてだけコミュニティていきたいと思います。というのは、交通手段としてだけコミュニティていきたいと思います。というのは、交通手段としてだけコミュニティていきたいと思います。というのは、交通手段としてだけコミュニティ

バスを考えるのか、あるいはこれがバスを考えるのか、あるいはこれがバスを考えるのか、あるいはこれがバスを考えるのか、あるいはこれが 4444 億、億、億、億、5555 億かかっても、福祉という億かかっても、福祉という億かかっても、福祉という億かかっても、福祉という

立場からコミュニティバスを考えるのかっていうことも一つ、考え方の立場からコミュニティバスを考えるのかっていうことも一つ、考え方の立場からコミュニティバスを考えるのかっていうことも一つ、考え方の立場からコミュニティバスを考えるのかっていうことも一つ、考え方の

あり方だと思います。それから、本当に高齢者の方が、免許あり方だと思います。それから、本当に高齢者の方が、免許あり方だと思います。それから、本当に高齢者の方が、免許あり方だと思います。それから、本当に高齢者の方が、免許証証証証を返納さを返納さを返納さを返納さ

れる方が多くなって、交通弱者になって、行きたいところにも行けないれる方が多くなって、交通弱者になって、行きたいところにも行けないれる方が多くなって、交通弱者になって、行きたいところにも行けないれる方が多くなって、交通弱者になって、行きたいところにも行けない

よってよってよってよっていいいいうお話もうお話もうお話もうお話も聞く中で、コミニティバスを減免して、皆さんに乗り聞く中で、コミニティバスを減免して、皆さんに乗り聞く中で、コミニティバスを減免して、皆さんに乗り聞く中で、コミニティバスを減免して、皆さんに乗り

やすくするとか、そういったことについては、今検討をやすくするとか、そういったことについては、今検討をやすくするとか、そういったことについては、今検討をやすくするとか、そういったことについては、今検討を、、、、指示はしてい指示はしてい指示はしてい指示はしてい

るんですが、ただ、タクシーの券の話になると、さっきるんですが、ただ、タクシーの券の話になると、さっきるんですが、ただ、タクシーの券の話になると、さっきるんですが、ただ、タクシーの券の話になると、さっき 29.329.329.329.3％が％が％が％が 65656565 歳歳歳歳

以上ですよって話しました。以上ですよって話しました。以上ですよって話しました。以上ですよって話しました。75757575 歳以上の方が歳以上の方が歳以上の方が歳以上の方が 15151515％いらっしゃるんです。％いらっしゃるんです。％いらっしゃるんです。％いらっしゃるんです。

10101010 万人の中の万人の中の万人の中の万人の中の 15,00015,00015,00015,000 人が人が人が人が 75757575 歳以上です。そうすると、例えば、月に歳以上です。そうすると、例えば、月に歳以上です。そうすると、例えば、月に歳以上です。そうすると、例えば、月に 1111

回市民病院に行くのに、片道回市民病院に行くのに、片道回市民病院に行くのに、片道回市民病院に行くのに、片道 1,0001,0001,0001,000 円のタクシー券で、円のタクシー券で、円のタクシー券で、円のタクシー券で、1111 回回回回 2,0002,0002,0002,000 円を、円を、円を、円を、

月に月に月に月に 1111 回だから回だから回だから回だから 1111 年間に年間に年間に年間に 24,00024,00024,00024,000 円、これで円、これで円、これで円、これで 15,00015,00015,00015,000 人にっていうと、約人にっていうと、約人にっていうと、約人にっていうと、約

4444 億円くらいのお金がかかるんですね。そうする億円くらいのお金がかかるんですね。そうする億円くらいのお金がかかるんですね。そうする億円くらいのお金がかかるんですね。そうするとね、このとね、このとね、このとね、この 4444 億円をタ億円をタ億円をタ億円をタ

クシー代として、まあ今でも、障害者手帳を持ってクシー代として、まあ今でも、障害者手帳を持ってクシー代として、まあ今でも、障害者手帳を持ってクシー代として、まあ今でも、障害者手帳を持っていいいいらっしゃる方にはらっしゃる方にはらっしゃる方にはらっしゃる方には
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タクシー券を出しているんです。だけれども、ご高齢の方たちにタクシタクシー券を出しているんです。だけれども、ご高齢の方たちにタクシタクシー券を出しているんです。だけれども、ご高齢の方たちにタクシタクシー券を出しているんです。だけれども、ご高齢の方たちにタクシ

ー券を出すのかどうかっていうところは、大変難しい判断もあって、じー券を出すのかどうかっていうところは、大変難しい判断もあって、じー券を出すのかどうかっていうところは、大変難しい判断もあって、じー券を出すのかどうかっていうところは、大変難しい判断もあって、じ

ゃあそのゃあそのゃあそのゃあその 4444 億円があるなら、その億円があるなら、その億円があるなら、その億円があるなら、その 4444 億円でもっとコミニティバスを充実億円でもっとコミニティバスを充実億円でもっとコミニティバスを充実億円でもっとコミニティバスを充実

させればいいじゃないかっていう考え方もあると思うんですよね。このさせればいいじゃないかっていう考え方もあると思うんですよね。このさせればいいじゃないかっていう考え方もあると思うんですよね。このさせればいいじゃないかっていう考え方もあると思うんですよね。この

あたりも議論をしなければならないなというふうに思っています。このあたりも議論をしなければならないなというふうに思っています。このあたりも議論をしなければならないなというふうに思っています。このあたりも議論をしなければならないなというふうに思っています。この

稲荷町からですと、市民病院までは稲荷町からですと、市民病院までは稲荷町からですと、市民病院までは稲荷町からですと、市民病院までは、、、、しずてつジャストライン、こちらしずてつジャストライン、こちらしずてつジャストライン、こちらしずてつジャストライン、こちら

の方を使っていただくと、だいたい市民病院までの方を使っていただくと、だいたい市民病院までの方を使っていただくと、だいたい市民病院までの方を使っていただくと、だいたい市民病院までまっすぐ行けることと、まっすぐ行けることと、まっすぐ行けることと、まっすぐ行けることと、

それから、田代の郷の温泉の方は、申し訳ないです。一度、駅に行ってそれから、田代の郷の温泉の方は、申し訳ないです。一度、駅に行ってそれから、田代の郷の温泉の方は、申し訳ないです。一度、駅に行ってそれから、田代の郷の温泉の方は、申し訳ないです。一度、駅に行って

いただいて、駅からだとまっすぐのがあるんですね。本当にご不便をおいただいて、駅からだとまっすぐのがあるんですね。本当にご不便をおいただいて、駅からだとまっすぐのがあるんですね。本当にご不便をおいただいて、駅からだとまっすぐのがあるんですね。本当にご不便をお

掛けして申し掛けして申し掛けして申し掛けして申し訳訳訳訳ないなと思いますが、そこをちょっとご理解いただきたないなと思いますが、そこをちょっとご理解いただきたないなと思いますが、そこをちょっとご理解いただきたないなと思いますが、そこをちょっとご理解いただきた

い。それで、私の頭の中で、今考えていることのい。それで、私の頭の中で、今考えていることのい。それで、私の頭の中で、今考えていることのい。それで、私の頭の中で、今考えていることの 1111 つは、議会でも交通つは、議会でも交通つは、議会でも交通つは、議会でも交通

弱者のご質問をいただいています。交通弱者ということは、病院にも不弱者のご質問をいただいています。交通弱者ということは、病院にも不弱者のご質問をいただいています。交通弱者ということは、病院にも不弱者のご質問をいただいています。交通弱者ということは、病院にも不

便だけれども、お買い物にも不便という方たちに、じゃあどういう施策便だけれども、お買い物にも不便という方たちに、じゃあどういう施策便だけれども、お買い物にも不便という方たちに、じゃあどういう施策便だけれども、お買い物にも不便という方たちに、じゃあどういう施策

ができるんだろうかということを実は少し考え始めています。皆さんにができるんだろうかということを実は少し考え始めています。皆さんにができるんだろうかということを実は少し考え始めています。皆さんにができるんだろうかということを実は少し考え始めています。皆さんに

必要な日常の雑貨を皆さんのところに運べるよ必要な日常の雑貨を皆さんのところに運べるよ必要な日常の雑貨を皆さんのところに運べるよ必要な日常の雑貨を皆さんのところに運べるように、こうやって皆さんうに、こうやって皆さんうに、こうやって皆さんうに、こうやって皆さん

とお話する中で、いろいろ聞くとね、こういう政策が必要だな、あるいとお話する中で、いろいろ聞くとね、こういう政策が必要だな、あるいとお話する中で、いろいろ聞くとね、こういう政策が必要だな、あるいとお話する中で、いろいろ聞くとね、こういう政策が必要だな、あるい

は、こういう方法もやれるんじゃないかっていうようなヒントをたくさは、こういう方法もやれるんじゃないかっていうようなヒントをたくさは、こういう方法もやれるんじゃないかっていうようなヒントをたくさは、こういう方法もやれるんじゃないかっていうようなヒントをたくさ

んいただきます。そういったヒントをですね、施策に生かして少しずつんいただきます。そういったヒントをですね、施策に生かして少しずつんいただきます。そういったヒントをですね、施策に生かして少しずつんいただきます。そういったヒントをですね、施策に生かして少しずつ

でも良い方に生活が回っていくように、しかもスピード感をもってやっでも良い方に生活が回っていくように、しかもスピード感をもってやっでも良い方に生活が回っていくように、しかもスピード感をもってやっでも良い方に生活が回っていくように、しかもスピード感をもってやっ

ていかないと、手始めが徐行運転だったじゃないかなんて言われると困ていかないと、手始めが徐行運転だったじゃないかなんて言われると困ていかないと、手始めが徐行運転だったじゃないかなんて言われると困ていかないと、手始めが徐行運転だったじゃないかなんて言われると困

りますから、だいぶスピードアップしてやって参りたいなというふうにりますから、だいぶスピードアップしてやって参りたいなというふうにりますから、だいぶスピードアップしてやって参りたいなというふうにりますから、だいぶスピードアップしてやって参りたいなというふうに

今思っているところです。免許証を返納していただいた方たちに、何か今思っているところです。免許証を返納していただいた方たちに、何か今思っているところです。免許証を返納していただいた方たちに、何か今思っているところです。免許証を返納していただいた方たちに、何か

しらのプレミアムっていうか、インセンティブしらのプレミアムっていうか、インセンティブしらのプレミアムっていうか、インセンティブしらのプレミアムっていうか、インセンティブが与えられるといいんでが与えられるといいんでが与えられるといいんでが与えられるといいんで

すけれども、皆さんが免許すけれども、皆さんが免許すけれども、皆さんが免許すけれども、皆さんが免許証証証証を持っているわけではないものですから、を持っているわけではないものですから、を持っているわけではないものですから、を持っているわけではないものですから、

そこのところのやり方が、皆さんに公平に行き渡るようにするにはどうそこのところのやり方が、皆さんに公平に行き渡るようにするにはどうそこのところのやり方が、皆さんに公平に行き渡るようにするにはどうそこのところのやり方が、皆さんに公平に行き渡るようにするにはどう

したらいいかということをちょっと考えさせてください。したらいいかということをちょっと考えさせてください。したらいいかということをちょっと考えさせてください。したらいいかということをちょっと考えさせてください。    

4444----1111    

■■■■観光について観光について観光について観光について    

    島田市の観光についてちょっとお伺いしたいというふうに思いま島田市の観光についてちょっとお伺いしたいというふうに思いま島田市の観光についてちょっとお伺いしたいというふうに思いま島田市の観光についてちょっとお伺いしたいというふうに思いま

す。空港があって、それから第す。空港があって、それから第す。空港があって、それから第す。空港があって、それから第2222東名のインターがある。牧之原のイン東名のインターがある。牧之原のイン東名のインターがある。牧之原のイン東名のインターがある。牧之原のイン

ターもある、それから大井川が流れている、ターもある、それから大井川が流れている、ターもある、それから大井川が流れている、ターもある、それから大井川が流れている、    SL SL SL SL があって、近くにはがあって、近くにはがあって、近くにはがあって、近くには

河原町の古い街並みがある。蓬莱橋もある。ちょっと大井川の上流に河原町の古い街並みがある。蓬莱橋もある。ちょっと大井川の上流に河原町の古い街並みがある。蓬莱橋もある。ちょっと大井川の上流に河原町の古い街並みがある。蓬莱橋もある。ちょっと大井川の上流に

行けば大井川の自然がいっぱいある。川根温泉もある。こういう、観行けば大井川の自然がいっぱいある。川根温泉もある。こういう、観行けば大井川の自然がいっぱいある。川根温泉もある。こういう、観行けば大井川の自然がいっぱいある。川根温泉もある。こういう、観

光資源には恵まれている方ではないかなと思うんですけれども、こう光資源には恵まれている方ではないかなと思うんですけれども、こう光資源には恵まれている方ではないかなと思うんですけれども、こう光資源には恵まれている方ではないかなと思うんですけれども、こう

いうふうな観光資源をどんなふうに活用をしていって、今ちょっとさいうふうな観光資源をどんなふうに活用をしていって、今ちょっとさいうふうな観光資源をどんなふうに活用をしていって、今ちょっとさいうふうな観光資源をどんなふうに活用をしていって、今ちょっとさ

びれている島田市をどんなふうに活性化していく計画があるのか、ちびれている島田市をどんなふうに活性化していく計画があるのか、ちびれている島田市をどんなふうに活性化していく計画があるのか、ちびれている島田市をどんなふうに活性化していく計画があるのか、ち

●●●●観光で稼ぐということは、今私どもが考えている施策であります。こ観光で稼ぐということは、今私どもが考えている施策であります。こ観光で稼ぐということは、今私どもが考えている施策であります。こ観光で稼ぐということは、今私どもが考えている施策であります。こ

れまでは、職員の間でいろんな話をしても、島田は観光の町ではあんまれまでは、職員の間でいろんな話をしても、島田は観光の町ではあんまれまでは、職員の間でいろんな話をしても、島田は観光の町ではあんまれまでは、職員の間でいろんな話をしても、島田は観光の町ではあんま

りなかったと、資源りなかったと、資源りなかったと、資源りなかったと、資源は持っているけれども、どれも点は持っているけれども、どれも点は持っているけれども、どれも点は持っているけれども、どれも点々々々々で、なかなかそで、なかなかそで、なかなかそで、なかなかそ

れが繋がっていかないということがあったと思います。「とと姉ちゃん」れが繋がっていかないということがあったと思います。「とと姉ちゃん」れが繋がっていかないということがあったと思います。「とと姉ちゃん」れが繋がっていかないということがあったと思います。「とと姉ちゃん」

というというというという NHK NHK NHK NHK の番組で、蓬莱橋はですね、このゴールデンウィークも、ほの番組で、蓬莱橋はですね、このゴールデンウィークも、ほの番組で、蓬莱橋はですね、このゴールデンウィークも、ほの番組で、蓬莱橋はですね、このゴールデンウィークも、ほ

んのんのんのんの 2222、、、、3333 日の間で、日の間で、日の間で、日の間で、12,00012,00012,00012,000 人を超えるようなお客様人を超えるようなお客様人を超えるようなお客様人を超えるようなお客様ががががお見えになってお見えになってお見えになってお見えになって

いましてですね、大変な賑わいであります。いましてですね、大変な賑わいであります。いましてですね、大変な賑わいであります。いましてですね、大変な賑わいであります。    SL SL SL SL もトーマスも流行ってもトーマスも流行ってもトーマスも流行ってもトーマスも流行って

いますし、年間いますし、年間いますし、年間いますし、年間 10101010 万人以上のお客様がお見えになります。蓬莱橋は万人以上のお客様がお見えになります。蓬莱橋は万人以上のお客様がお見えになります。蓬莱橋は万人以上のお客様がお見えになります。蓬莱橋は 11111111

万人という去年の統計でありました。博物館の周りも今、「ヒストピア万人という去年の統計でありました。博物館の周りも今、「ヒストピア万人という去年の統計でありました。博物館の周りも今、「ヒストピア万人という去年の統計でありました。博物館の周りも今、「ヒストピア
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ょっとお伺いしたいんですけれども。ょっとお伺いしたいんですけれども。ょっとお伺いしたいんですけれども。ょっとお伺いしたいんですけれども。    

    

島田」という名前を付けて、博物館だけじゃなくて、あのエリア全体を島田」という名前を付けて、博物館だけじゃなくて、あのエリア全体を島田」という名前を付けて、博物館だけじゃなくて、あのエリア全体を島田」という名前を付けて、博物館だけじゃなくて、あのエリア全体を

変えようということで、実は専門の職員を去年からおいて、ヒストピア変えようということで、実は専門の職員を去年からおいて、ヒストピア変えようということで、実は専門の職員を去年からおいて、ヒストピア変えようということで、実は専門の職員を去年からおいて、ヒストピア

という名前を付け、今いろんな企画をそこにのせて、やっという名前を付け、今いろんな企画をそこにのせて、やっという名前を付け、今いろんな企画をそこにのせて、やっという名前を付け、今いろんな企画をそこにのせて、やっているところているところているところているところ

なんですね。ただ、ちょっと難しいのは、河原町は観光庁なんですね。ただ、ちょっと難しいのは、河原町は観光庁なんですね。ただ、ちょっと難しいのは、河原町は観光庁なんですね。ただ、ちょっと難しいのは、河原町は観光庁の、いわゆるの、いわゆるの、いわゆるの、いわゆる

史跡に指定されていて、空いているところに家を勝手に建てるわけには史跡に指定されていて、空いているところに家を勝手に建てるわけには史跡に指定されていて、空いているところに家を勝手に建てるわけには史跡に指定されていて、空いているところに家を勝手に建てるわけには

いかない。それから、今ある番小屋で、例えば、おしゃれな小物を売りいかない。それから、今ある番小屋で、例えば、おしゃれな小物を売りいかない。それから、今ある番小屋で、例えば、おしゃれな小物を売りいかない。それから、今ある番小屋で、例えば、おしゃれな小物を売り

たいとか、カフェにしたいとかっていうことが出来ない。当時あったもたいとか、カフェにしたいとかっていうことが出来ない。当時あったもたいとか、カフェにしたいとかっていうことが出来ない。当時あったもたいとか、カフェにしたいとかっていうことが出来ない。当時あったも

のなら使えるんですけれども、そういういろいろと難しい規制があってのなら使えるんですけれども、そういういろいろと難しい規制があってのなら使えるんですけれども、そういういろいろと難しい規制があってのなら使えるんですけれども、そういういろいろと難しい規制があって

ですね、十分に生かしきれていないなとは思っています。しかし、今、ですね、十分に生かしきれていないなとは思っています。しかし、今、ですね、十分に生かしきれていないなとは思っています。しかし、今、ですね、十分に生かしきれていないなとは思っています。しかし、今、

観光で稼ぐという切り口はしっかり持っていましてですね、少なくとも観光で稼ぐという切り口はしっかり持っていましてですね、少なくとも観光で稼ぐという切り口はしっかり持っていましてですね、少なくとも観光で稼ぐという切り口はしっかり持っていましてですね、少なくとも

長い間懸案だった蓬莱橋のところにお休み処を造りたい、物品販売所を長い間懸案だった蓬莱橋のところにお休み処を造りたい、物品販売所を長い間懸案だった蓬莱橋のところにお休み処を造りたい、物品販売所を長い間懸案だった蓬莱橋のところにお休み処を造りたい、物品販売所を

造りたいということは、ずっと国交省にもお願いをし、国交省も規制緩造りたいということは、ずっと国交省にもお願いをし、国交省も規制緩造りたいということは、ずっと国交省にもお願いをし、国交省も規制緩造りたいということは、ずっと国交省にもお願いをし、国交省も規制緩

和という中でですね、地元の協議会を作って、どういうものが欲しいん和という中でですね、地元の協議会を作って、どういうものが欲しいん和という中でですね、地元の協議会を作って、どういうものが欲しいん和という中でですね、地元の協議会を作って、どういうものが欲しいん

だっていう協議をしてくれれば建ててもいいよという話になりました。だっていう協議をしてくれれば建ててもいいよという話になりました。だっていう協議をしてくれれば建ててもいいよという話になりました。だっていう協議をしてくれれば建ててもいいよという話になりました。

それでこのそれでこのそれでこのそれでこの 5555 月から、「ミズベリング協議会」というものを立ち上げま月から、「ミズベリング協議会」というものを立ち上げま月から、「ミズベリング協議会」というものを立ち上げま月から、「ミズベリング協議会」というものを立ち上げま

した。この秋までに、蓬莱橋の左岸、番小屋のある方ですね、あちらのした。この秋までに、蓬莱橋の左岸、番小屋のある方ですね、あちらのした。この秋までに、蓬莱橋の左岸、番小屋のある方ですね、あちらのした。この秋までに、蓬莱橋の左岸、番小屋のある方ですね、あちらの

方にお休み処を造りたいと思っています。そこでは、島田の物品を販売方にお休み処を造りたいと思っています。そこでは、島田の物品を販売方にお休み処を造りたいと思っています。そこでは、島田の物品を販売方にお休み処を造りたいと思っています。そこでは、島田の物品を販売

し、そして牧之原大地を川の向こうに臨みますので、牧之原大地に幕臣し、そして牧之原大地を川の向こうに臨みますので、牧之原大地に幕臣し、そして牧之原大地を川の向こうに臨みますので、牧之原大地に幕臣し、そして牧之原大地を川の向こうに臨みますので、牧之原大地に幕臣

800800800800 人を開拓に入れた中條景昭、この中條景昭のボスであるところの勝人を開拓に入れた中條景昭、この中條景昭のボスであるところの勝人を開拓に入れた中條景昭、この中條景昭のボスであるところの勝人を開拓に入れた中條景昭、この中條景昭のボスであるところの勝

海舟、勝海舟の命によって幕臣海舟、勝海舟の命によって幕臣海舟、勝海舟の命によって幕臣海舟、勝海舟の命によって幕臣達達達達が入りましたので、勝海舟の銅像もそが入りましたので、勝海舟の銅像もそが入りましたので、勝海舟の銅像もそが入りましたので、勝海舟の銅像もそ

の蓬莱橋のところに建てたいと思っています。既に銅像は出来ていて、の蓬莱橋のところに建てたいと思っています。既に銅像は出来ていて、の蓬莱橋のところに建てたいと思っています。既に銅像は出来ていて、の蓬莱橋のところに建てたいと思っています。既に銅像は出来ていて、

博物館の庭に飾っています。今は、手が触れる高さですけれども、来年博物館の庭に飾っています。今は、手が触れる高さですけれども、来年博物館の庭に飾っています。今は、手が触れる高さですけれども、来年博物館の庭に飾っています。今は、手が触れる高さですけれども、来年

になったらになったらになったらになったら 1.51.51.51.5 メートルの台座の上に乗りますから、なかなか手メートルの台座の上に乗りますから、なかなか手メートルの台座の上に乗りますから、なかなか手メートルの台座の上に乗りますから、なかなか手がががが届か届か届か届か

ないくらい大きなものになるかなと思っていますが、そういったこともないくらい大きなものになるかなと思っていますが、そういったこともないくらい大きなものになるかなと思っていますが、そういったこともないくらい大きなものになるかなと思っていますが、そういったことも

合わせ合わせ合わせ合わせながらですね、まずは、蓬莱橋に来るお客さんたちにしっかながらですね、まずは、蓬莱橋に来るお客さんたちにしっかながらですね、まずは、蓬莱橋に来るお客さんたちにしっかながらですね、まずは、蓬莱橋に来るお客さんたちにしっかりおりおりおりお

金を落としていただけるように、渡った向こう側にも何かあるといいっ金を落としていただけるように、渡った向こう側にも何かあるといいっ金を落としていただけるように、渡った向こう側にも何かあるといいっ金を落としていただけるように、渡った向こう側にも何かあるといいっ

て、ずっと言われているして、ずっと言われているして、ずっと言われているして、ずっと言われているし、、、、そう思うんですけれども、なかなかすぐにそう思うんですけれども、なかなかすぐにそう思うんですけれども、なかなかすぐにそう思うんですけれども、なかなかすぐに

は出来ないところがありますが、このミズベリングの協議会はですね、は出来ないところがありますが、このミズベリングの協議会はですね、は出来ないところがありますが、このミズベリングの協議会はですね、は出来ないところがありますが、このミズベリングの協議会はですね、

物品販売所を造ることが終わりではなくて、水辺の空間というのを、ど物品販売所を造ることが終わりではなくて、水辺の空間というのを、ど物品販売所を造ることが終わりではなくて、水辺の空間というのを、ど物品販売所を造ることが終わりではなくて、水辺の空間というのを、ど

うやってこれから地域の活性化に繋げていくのか、それに必要なものはうやってこれから地域の活性化に繋げていくのか、それに必要なものはうやってこれから地域の活性化に繋げていくのか、それに必要なものはうやってこれから地域の活性化に繋げていくのか、それに必要なものは

何なのかということを協議していただく場ですので、そういったお話し何なのかということを協議していただく場ですので、そういったお話し何なのかということを協議していただく場ですので、そういったお話し何なのかということを協議していただく場ですので、そういったお話し

合いを重ねながらですね、観光で稼ぐ町をつくっていくということで、合いを重ねながらですね、観光で稼ぐ町をつくっていくということで、合いを重ねながらですね、観光で稼ぐ町をつくっていくということで、合いを重ねながらですね、観光で稼ぐ町をつくっていくということで、

頑張っていきたいと思います。それから、周遊バスとか、そういう頑張っていきたいと思います。それから、周遊バスとか、そういう頑張っていきたいと思います。それから、周遊バスとか、そういう頑張っていきたいと思います。それから、周遊バスとか、そういうののののがががが

あるといいというのは思うんですが、どこを回るかによりますけれども、あるといいというのは思うんですが、どこを回るかによりますけれども、あるといいというのは思うんですが、どこを回るかによりますけれども、あるといいというのは思うんですが、どこを回るかによりますけれども、

随分回り方によっては時間がかかるのと、先日も蓬莱橋に来るお客さん随分回り方によっては時間がかかるのと、先日も蓬莱橋に来るお客さん随分回り方によっては時間がかかるのと、先日も蓬莱橋に来るお客さん随分回り方によっては時間がかかるのと、先日も蓬莱橋に来るお客さん
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を調査したんですが、一番多いのは、車で来る方であります。その次がを調査したんですが、一番多いのは、車で来る方であります。その次がを調査したんですが、一番多いのは、車で来る方であります。その次がを調査したんですが、一番多いのは、車で来る方であります。その次が

ハイキングなんです。さわやかウォークみたいに駅から歩いてくる方たハイキングなんです。さわやかウォークみたいに駅から歩いてくる方たハイキングなんです。さわやかウォークみたいに駅から歩いてくる方たハイキングなんです。さわやかウォークみたいに駅から歩いてくる方た

ち、その次は自転車なんですよ。なかなか、バスか走っているからといち、その次は自転車なんですよ。なかなか、バスか走っているからといち、その次は自転車なんですよ。なかなか、バスか走っているからといち、その次は自転車なんですよ。なかなか、バスか走っているからとい

って、それに乗って回ってくるお客さんがどれだけいるかっていうことって、それに乗って回ってくるお客さんがどれだけいるかっていうことって、それに乗って回ってくるお客さんがどれだけいるかっていうことって、それに乗って回ってくるお客さんがどれだけいるかっていうこと

になると、なかなか難しい課題もありますので、それならレンタサイクになると、なかなか難しい課題もありますので、それならレンタサイクになると、なかなか難しい課題もありますので、それならレンタサイクになると、なかなか難しい課題もありますので、それならレンタサイク

ルを無料で使えるものを駅前に置くとか、いろいろとやり方はあルを無料で使えるものを駅前に置くとか、いろいろとやり方はあルを無料で使えるものを駅前に置くとか、いろいろとやり方はあルを無料で使えるものを駅前に置くとか、いろいろとやり方はあると思ると思ると思ると思

います。又、皆様方のご意見をいただきながらですね、やっていきたいいます。又、皆様方のご意見をいただきながらですね、やっていきたいいます。又、皆様方のご意見をいただきながらですね、やっていきたいいます。又、皆様方のご意見をいただきながらですね、やっていきたい

なと思っています。金谷にできる予定の賑わい交流拠点にもですね、なと思っています。金谷にできる予定の賑わい交流拠点にもですね、なと思っています。金谷にできる予定の賑わい交流拠点にもですね、なと思っています。金谷にできる予定の賑わい交流拠点にもですね、    SL SL SL SL 

関連の物品をおいて、引込み線も引いて、関連の物品をおいて、引込み線も引いて、関連の物品をおいて、引込み線も引いて、関連の物品をおいて、引込み線も引いて、できできできできたらいつでもたらいつでもたらいつでもたらいつでも    SL SL SL SL を眺めを眺めを眺めを眺め

られるような場所を造って参りたいと思っています。られるような場所を造って参りたいと思っています。られるような場所を造って参りたいと思っています。られるような場所を造って参りたいと思っています。    

4444----2222    

■■■■観光観光観光観光についてについてについてについて    

    家山の奥にパラグライダーの基地があるのをご存知ですか。ああい家山の奥にパラグライダーの基地があるのをご存知ですか。ああい家山の奥にパラグライダーの基地があるのをご存知ですか。ああい家山の奥にパラグライダーの基地があるのをご存知ですか。ああい

うものって何かうまく利用出来ないんですかね。うものって何かうまく利用出来ないんですかね。うものって何かうまく利用出来ないんですかね。うものって何かうまく利用出来ないんですかね。    

●●●●今やっているパラグライダーの基地よりも、もう少し手前の朝日段の今やっているパラグライダーの基地よりも、もう少し手前の朝日段の今やっているパラグライダーの基地よりも、もう少し手前の朝日段の今やっているパラグライダーの基地よりも、もう少し手前の朝日段の

ちょっと奥ですか、ちょっと奥ですか、ちょっと奥ですか、ちょっと奥ですか、高取山高取山高取山高取山の上に新しくパラグライダーの基地を建設すの上に新しくパラグライダーの基地を建設すの上に新しくパラグライダーの基地を建設すの上に新しくパラグライダーの基地を建設す

るということで今年度の予算に上げております。ですから、トイレや、るということで今年度の予算に上げております。ですから、トイレや、るということで今年度の予算に上げております。ですから、トイレや、るということで今年度の予算に上げております。ですから、トイレや、

ベンチや、飛び立つところを伐採しなければなりませんので、そういっベンチや、飛び立つところを伐採しなければなりませんので、そういっベンチや、飛び立つところを伐採しなければなりませんので、そういっベンチや、飛び立つところを伐採しなければなりませんので、そういっ

たこと、それから、そこに入る道路の整備等をやって参りますので、たこと、それから、そこに入る道路の整備等をやって参りますので、たこと、それから、そこに入る道路の整備等をやって参りますので、たこと、それから、そこに入る道路の整備等をやって参りますので、2222 ヶヶヶヶ

所から飛べるようになります。所から飛べるようになります。所から飛べるようになります。所から飛べるようになります。1111 ヶ所は、数年のうちにですね、タンデムヶ所は、数年のうちにですね、タンデムヶ所は、数年のうちにですね、タンデムヶ所は、数年のうちにですね、タンデム

っっっってててて言言言言いましたかね、観光資源として使えないかということで行政の方いましたかね、観光資源として使えないかということで行政の方いましたかね、観光資源として使えないかということで行政の方いましたかね、観光資源として使えないかということで行政の方

は今やっているところです。は今やっているところです。は今やっているところです。は今やっているところです。1111 人乗りだけじゃなくて観光用の人乗りだけじゃなくて観光用の人乗りだけじゃなくて観光用の人乗りだけじゃなくて観光用の 2222 人乗り人乗り人乗り人乗り

も飛ばせる場所にしたいと思っていますので、是非それも名物にしていも飛ばせる場所にしたいと思っていますので、是非それも名物にしていも飛ばせる場所にしたいと思っていますので、是非それも名物にしていも飛ばせる場所にしたいと思っていますので、是非それも名物にしてい

きたいと思っておりまきたいと思っておりまきたいと思っておりまきたいと思っております。す。す。す。    

5555    

■■■■若者の就労先について若者の就労先について若者の就労先について若者の就労先について    

    （市長は）（市長は）（市長は）（市長は）若い人が来てここに住んでと言っているけれども、仕事若い人が来てここに住んでと言っているけれども、仕事若い人が来てここに住んでと言っているけれども、仕事若い人が来てここに住んでと言っているけれども、仕事

もなくちゃ来れない、仕事をつくらなくちゃしょうがないですね。去もなくちゃ来れない、仕事をつくらなくちゃしょうがないですね。去もなくちゃ来れない、仕事をつくらなくちゃしょうがないですね。去もなくちゃ来れない、仕事をつくらなくちゃしょうがないですね。去

年の年の年の年の10101010月にオックスフォード大学の教授が、これから月にオックスフォード大学の教授が、これから月にオックスフォード大学の教授が、これから月にオックスフォード大学の教授が、これから10101010年で無くなっ年で無くなっ年で無くなっ年で無くなっ

ていく職業っていうのを出したんですね。それを見ると、ものすごいていく職業っていうのを出したんですね。それを見ると、ものすごいていく職業っていうのを出したんですね。それを見ると、ものすごいていく職業っていうのを出したんですね。それを見ると、ものすごい

ですね、身震いするようなですね、身震いするようなですね、身震いするようなですね、身震いするような、、、、職業があっという間になくなっていく。職業があっという間になくなっていく。職業があっという間になくなっていく。職業があっという間になくなっていく。

その元は、その元は、その元は、その元は、    AI AI AI AI ですね。ですね。ですね。ですね。Artificial Artificial Artificial Artificial IntelligenceIntelligenceIntelligenceIntelligenceですね。あの人工頭ですね。あの人工頭ですね。あの人工頭ですね。あの人工頭

脳ですね。例えば、税理士なんていうのは無くなっちゃうっていうん脳ですね。例えば、税理士なんていうのは無くなっちゃうっていうん脳ですね。例えば、税理士なんていうのは無くなっちゃうっていうん脳ですね。例えば、税理士なんていうのは無くなっちゃうっていうん

ですね。私の甥っ子が資格をとるために今勉強しているんですけれどですね。私の甥っ子が資格をとるために今勉強しているんですけれどですね。私の甥っ子が資格をとるために今勉強しているんですけれどですね。私の甥っ子が資格をとるために今勉強しているんですけれど

も、「そんなのは、今に無くなっちゃうぞ。」って言ったら、びっくも、「そんなのは、今に無くなっちゃうぞ。」って言ったら、びっくも、「そんなのは、今に無くなっちゃうぞ。」って言ったら、びっくも、「そんなのは、今に無くなっちゃうぞ。」って言ったら、びっく

りしていたんですけれどもね、竹村健一の話を聞いていたら、エストりしていたんですけれどもね、竹村健一の話を聞いていたら、エストりしていたんですけれどもね、竹村健一の話を聞いていたら、エストりしていたんですけれどもね、竹村健一の話を聞いていたら、エスト

ニア、この中では実際には無くなっちゃってニア、この中では実際には無くなっちゃってニア、この中では実際には無くなっちゃってニア、この中では実際には無くなっちゃっていいいいるらしいんですね。税るらしいんですね。税るらしいんですね。税るらしいんですね。税

理士って職業が。これは全部、いわゆる人工知能でパッパってやって理士って職業が。これは全部、いわゆる人工知能でパッパってやって理士って職業が。これは全部、いわゆる人工知能でパッパってやって理士って職業が。これは全部、いわゆる人工知能でパッパってやって

いくといくといくといくと、、、、ほとんど済んじゃうそうです。実際に日本でもいろんなソフほとんど済んじゃうそうです。実際に日本でもいろんなソフほとんど済んじゃうそうです。実際に日本でもいろんなソフほとんど済んじゃうそうです。実際に日本でもいろんなソフ

トが出ていますよね。あれがどんどん進トが出ていますよね。あれがどんどん進トが出ていますよね。あれがどんどん進トが出ていますよね。あれがどんどん進んでいくんですよっていう話んでいくんですよっていう話んでいくんですよっていう話んでいくんですよっていう話

●●●●素晴らしいアイデ素晴らしいアイデ素晴らしいアイデ素晴らしいアイデアをありがとうございます。まさに、仕事がないとアをありがとうございます。まさに、仕事がないとアをありがとうございます。まさに、仕事がないとアをありがとうございます。まさに、仕事がないと

若者が来ないと言うけれども、その通りなんですけれども、今、大学を若者が来ないと言うけれども、その通りなんですけれども、今、大学を若者が来ないと言うけれども、その通りなんですけれども、今、大学を若者が来ないと言うけれども、その通りなんですけれども、今、大学を

出た人たちは、製造業では働かないんですよ。みんな、パソコンを使っ出た人たちは、製造業では働かないんですよ。みんな、パソコンを使っ出た人たちは、製造業では働かないんですよ。みんな、パソコンを使っ出た人たちは、製造業では働かないんですよ。みんな、パソコンを使っ

たり、デザインをやったり、スーツを着て、オフィスビルに努めるようたり、デザインをやったり、スーツを着て、オフィスビルに努めるようたり、デザインをやったり、スーツを着て、オフィスビルに努めるようたり、デザインをやったり、スーツを着て、オフィスビルに努めるよう

な仕事をしたいものだから、いくら企業誘致をしても、ミスマッチなんな仕事をしたいものだから、いくら企業誘致をしても、ミスマッチなんな仕事をしたいものだから、いくら企業誘致をしても、ミスマッチなんな仕事をしたいものだから、いくら企業誘致をしても、ミスマッチなん

ですよ。そういう、若い人たちが望むような職種がここに増えればいいですよ。そういう、若い人たちが望むような職種がここに増えればいいですよ。そういう、若い人たちが望むような職種がここに増えればいいですよ。そういう、若い人たちが望むような職種がここに増えればいい

ですけれども、逆に、住みやすい町だって、うんとそこに特化して、近ですけれども、逆に、住みやすい町だって、うんとそこに特化して、近ですけれども、逆に、住みやすい町だって、うんとそこに特化して、近ですけれども、逆に、住みやすい町だって、うんとそこに特化して、近

くに働きに行ってもらったって別に構わないわけです。ただ、金谷周辺くに働きに行ってもらったって別に構わないわけです。ただ、金谷周辺くに働きに行ってもらったって別に構わないわけです。ただ、金谷周辺くに働きに行ってもらったって別に構わないわけです。ただ、金谷周辺

の場所についてはでの場所についてはでの場所についてはでの場所についてはですね、全国的に見ても非常に価値がある。それは、すね、全国的に見ても非常に価値がある。それは、すね、全国的に見ても非常に価値がある。それは、すね、全国的に見ても非常に価値がある。それは、

内陸フロンティアで開発しようとしているところはいくつもあるんです内陸フロンティアで開発しようとしているところはいくつもあるんです内陸フロンティアで開発しようとしているところはいくつもあるんです内陸フロンティアで開発しようとしているところはいくつもあるんです

が、大抵水が無いんです。金谷のあそこは、大井川の伏流水が豊かに出が、大抵水が無いんです。金谷のあそこは、大井川の伏流水が豊かに出が、大抵水が無いんです。金谷のあそこは、大井川の伏流水が豊かに出が、大抵水が無いんです。金谷のあそこは、大井川の伏流水が豊かに出

るまちでして、水質もいい、そうすると、食品関係だとか、医薬品関係るまちでして、水質もいい、そうすると、食品関係だとか、医薬品関係るまちでして、水質もいい、そうすると、食品関係だとか、医薬品関係るまちでして、水質もいい、そうすると、食品関係だとか、医薬品関係

だとか、今でもいくつも、水質の良い水を使った職種でだとか、今でもいくつも、水質の良い水を使った職種でだとか、今でもいくつも、水質の良い水を使った職種でだとか、今でもいくつも、水質の良い水を使った職種で、、、、来たいという来たいという来たいという来たいという

オファーをいただいております。そういうところをしっかり捕まえていオファーをいただいております。そういうところをしっかり捕まえていオファーをいただいております。そういうところをしっかり捕まえていオファーをいただいております。そういうところをしっかり捕まえてい

きながら、そして、全国展開しているような大規模なきながら、そして、全国展開しているような大規模なきながら、そして、全国展開しているような大規模なきながら、そして、全国展開しているような大規模な業者業者業者業者と繋がりながと繋がりながと繋がりながと繋がりなが
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らしらしらしらしいいいいんですけれども、そんなことはどうでもいいんですけれども、んですけれども、そんなことはどうでもいいんですけれども、んですけれども、そんなことはどうでもいいんですけれども、んですけれども、そんなことはどうでもいいんですけれども、

我々の生活の中に我々の生活の中に我々の生活の中に我々の生活の中に    AI AI AI AI ですね、人工頭脳がどんどん入ってくる、そうですね、人工頭脳がどんどん入ってくる、そうですね、人工頭脳がどんどん入ってくる、そうですね、人工頭脳がどんどん入ってくる、そう

いうことを聞いてましてね、先程市長が、すごく広いところがあっいうことを聞いてましてね、先程市長が、すごく広いところがあっいうことを聞いてましてね、先程市長が、すごく広いところがあっいうことを聞いてましてね、先程市長が、すごく広いところがあっ

てててて、、、、コンペをやったって、そういうところをですね、島田のシリコンコンペをやったって、そういうところをですね、島田のシリコンコンペをやったって、そういうところをですね、島田のシリコンコンペをやったって、そういうところをですね、島田のシリコン

バレーにしたらどうかと。これは私が今聞いていた中で、近くに飛行バレーにしたらどうかと。これは私が今聞いていた中で、近くに飛行バレーにしたらどうかと。これは私が今聞いていた中で、近くに飛行バレーにしたらどうかと。これは私が今聞いていた中で、近くに飛行

場もあるし、地下の新幹線の駅と結びつけて、シリコンバレーで世界場もあるし、地下の新幹線の駅と結びつけて、シリコンバレーで世界場もあるし、地下の新幹線の駅と結びつけて、シリコンバレーで世界場もあるし、地下の新幹線の駅と結びつけて、シリコンバレーで世界

から企業を呼び寄せて、そうすれば若者がどんどん入ってくるんじゃから企業を呼び寄せて、そうすれば若者がどんどん入ってくるんじゃから企業を呼び寄せて、そうすれば若者がどんどん入ってくるんじゃから企業を呼び寄せて、そうすれば若者がどんどん入ってくるんじゃ

ないかと私は勝手に思いました。ないかと私は勝手に思いました。ないかと私は勝手に思いました。ないかと私は勝手に思いました。    

ら、何とかあそこを埋めていきたいなというふうに思っています。そうら、何とかあそこを埋めていきたいなというふうに思っています。そうら、何とかあそこを埋めていきたいなというふうに思っています。そうら、何とかあそこを埋めていきたいなというふうに思っています。そう

簡単な話じゃありません。しかし、これが、これからの島田を変えるき簡単な話じゃありません。しかし、これが、これからの島田を変えるき簡単な話じゃありません。しかし、これが、これからの島田を変えるき簡単な話じゃありません。しかし、これが、これからの島田を変えるき

っかけになると思って何としてもやり遂げたいと今思っています。っかけになると思って何としてもやり遂げたいと今思っています。っかけになると思って何としてもやり遂げたいと今思っています。っかけになると思って何としてもやり遂げたいと今思っています。    

    

6666    

■■■■コミュニティバスについてコミュニティバスについてコミュニティバスについてコミュニティバスについて    

バスの件です。私のところは、今言われたとおり、三つの停留所がバスの件です。私のところは、今言われたとおり、三つの停留所がバスの件です。私のところは、今言われたとおり、三つの停留所がバスの件です。私のところは、今言われたとおり、三つの停留所が

あったんですが、それがあったんですが、それがあったんですが、それがあったんですが、それが4444月から無くなっちゃいまして、特にお年寄り月から無くなっちゃいまして、特にお年寄り月から無くなっちゃいまして、特にお年寄り月から無くなっちゃいまして、特にお年寄り

の方が非常に困っておるんですよね。まあ確かに、こちらの県道ですの方が非常に困っておるんですよね。まあ確かに、こちらの県道ですの方が非常に困っておるんですよね。まあ確かに、こちらの県道ですの方が非常に困っておるんですよね。まあ確かに、こちらの県道です

か、それと、はなみずきの方に出れば、停留か、それと、はなみずきの方に出れば、停留か、それと、はなみずきの方に出れば、停留か、それと、はなみずきの方に出れば、停留所所所所はあるんですが、なかはあるんですが、なかはあるんですが、なかはあるんですが、なか

なかなかなかなか80808080代代代代、、、、90909090代の方になると大変でして、といいますのは、実は昨晩代の方になると大変でして、といいますのは、実は昨晩代の方になると大変でして、といいますのは、実は昨晩代の方になると大変でして、といいますのは、実は昨晩

も、も、も、も、90909090歳ちょっと前の方が私のところに電話があって、歳ちょっと前の方が私のところに電話があって、歳ちょっと前の方が私のところに電話があって、歳ちょっと前の方が私のところに電話があって、「「「「目が回るん目が回るん目が回るん目が回るん

だけどだけどだけどだけど」」」」っていうことで、それはいかんということで私がすぐっていうことで、それはいかんということで私がすぐっていうことで、それはいかんということで私がすぐっていうことで、それはいかんということで私がすぐととととんでんでんでんで

行行行行ってみたら、ってみたら、ってみたら、ってみたら、「「「「今はちょっと落ち着いたから明日にする今はちょっと落ち着いたから明日にする今はちょっと落ち着いたから明日にする今はちょっと落ち着いたから明日にする」」」」って言っって言っって言っって言っ

て、て、て、て、「「「「病院に行ってる病院に行ってる病院に行ってる病院に行ってる」」」」って聞いたら、って聞いたら、って聞いたら、って聞いたら、「「「「この頃バスがなくなっちゃこの頃バスがなくなっちゃこの頃バスがなくなっちゃこの頃バスがなくなっちゃ

ったんで行けないったんで行けないったんで行けないったんで行けない」」」」と。そういうような方が、今、稲荷町にと。そういうような方が、今、稲荷町にと。そういうような方が、今、稲荷町にと。そういうような方が、今、稲荷町に70707070歳以上歳以上歳以上歳以上

はもうはもうはもうはもう900900900900人以上いますので、今話をしたような方もかなりおりますの人以上いますので、今話をしたような方もかなりおりますの人以上いますので、今話をしたような方もかなりおりますの人以上いますので、今話をしたような方もかなりおりますの

で、健康問題だけではなくてで、健康問題だけではなくてで、健康問題だけではなくてで、健康問題だけではなくて、、、、他のメンテもかなりあって、行きたい他のメンテもかなりあって、行きたい他のメンテもかなりあって、行きたい他のメンテもかなりあって、行きたい

んだけどなかなか出られない。せいぜいこの公会堂へ来ていろんな行んだけどなかなか出られない。せいぜいこの公会堂へ来ていろんな行んだけどなかなか出られない。せいぜいこの公会堂へ来ていろんな行んだけどなかなか出られない。せいぜいこの公会堂へ来ていろんな行

事に参加してくれるんですけれども、バスを何とか通していただきた事に参加してくれるんですけれども、バスを何とか通していただきた事に参加してくれるんですけれども、バスを何とか通していただきた事に参加してくれるんですけれども、バスを何とか通していただきた

い。私も時々、ちょうど家の前に回送バスっていうのは結構通るんでい。私も時々、ちょうど家の前に回送バスっていうのは結構通るんでい。私も時々、ちょうど家の前に回送バスっていうのは結構通るんでい。私も時々、ちょうど家の前に回送バスっていうのは結構通るんで

すよ。朝も、すよ。朝も、すよ。朝も、すよ。朝も、7777時頃とか時頃とか時頃とか時頃とか8888時頃、それからお昼頃、夕方なんかも回送バ時頃、それからお昼頃、夕方なんかも回送バ時頃、それからお昼頃、夕方なんかも回送バ時頃、それからお昼頃、夕方なんかも回送バ

スが通っているんです。で、ついていったら島田の駅へ行っているんスが通っているんです。で、ついていったら島田の駅へ行っているんスが通っているんです。で、ついていったら島田の駅へ行っているんスが通っているんです。で、ついていったら島田の駅へ行っているん

だよね。それから一つは金谷の方に行くんです。わざわざだよね。それから一つは金谷の方に行くんです。わざわざだよね。それから一つは金谷の方に行くんです。わざわざだよね。それから一つは金谷の方に行くんです。わざわざ通る通る通る通るのなのなのなのな

ら、乗せてら、乗せてら、乗せてら、乗せていいいいってくれれば、静鉄さんだって、わざわざ乗せないで、ってくれれば、静鉄さんだって、わざわざ乗せないで、ってくれれば、静鉄さんだって、わざわざ乗せないで、ってくれれば、静鉄さんだって、わざわざ乗せないで、

普通の民間会社ならもうちょっとその辺の努力を普通の民間会社ならもうちょっとその辺の努力を普通の民間会社ならもうちょっとその辺の努力を普通の民間会社ならもうちょっとその辺の努力をしていただけるかなしていただけるかなしていただけるかなしていただけるかな

と思っているので、そこら辺の事を市長さんからも言っていただけると思っているので、そこら辺の事を市長さんからも言っていただけると思っているので、そこら辺の事を市長さんからも言っていただけると思っているので、そこら辺の事を市長さんからも言っていただける

とありがたいんですが。とにかく、お年寄りが病院へ行くにも、近くとありがたいんですが。とにかく、お年寄りが病院へ行くにも、近くとありがたいんですが。とにかく、お年寄りが病院へ行くにも、近くとありがたいんですが。とにかく、お年寄りが病院へ行くにも、近く

に病院もあるんですよ、稲荷町には二つ、ですけどやはり、私は向こに病院もあるんですよ、稲荷町には二つ、ですけどやはり、私は向こに病院もあるんですよ、稲荷町には二つ、ですけどやはり、私は向こに病院もあるんですよ、稲荷町には二つ、ですけどやはり、私は向こ

うでないと困るっていう方も多いもんですから、是非ご一考をお願いうでないと困るっていう方も多いもんですから、是非ご一考をお願いうでないと困るっていう方も多いもんですから、是非ご一考をお願いうでないと困るっていう方も多いもんですから、是非ご一考をお願い

したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。    

●●●●回送バスにはちょっと乗せられないだろうと思います。それは本当に回送バスにはちょっと乗せられないだろうと思います。それは本当に回送バスにはちょっと乗せられないだろうと思います。それは本当に回送バスにはちょっと乗せられないだろうと思います。それは本当に

申し申し申し申し訳訳訳訳ないと思うことと、ないと思うことと、ないと思うことと、ないと思うことと、来年度以降もコミバスは、少しずつですけれ来年度以降もコミバスは、少しずつですけれ来年度以降もコミバスは、少しずつですけれ来年度以降もコミバスは、少しずつですけれ

ども、ども、ども、ども、2222 年に一度は大きな改善の余地があると思っていまして、実は、来年に一度は大きな改善の余地があると思っていまして、実は、来年に一度は大きな改善の余地があると思っていまして、実は、来年に一度は大きな改善の余地があると思っていまして、実は、来

年の年の年の年の 4444 月に変えるのでも、この６月月に変えるのでも、この６月月に変えるのでも、この６月月に変えるのでも、この６月に陸運局に許可申請が無いと、来年に陸運局に許可申請が無いと、来年に陸運局に許可申請が無いと、来年に陸運局に許可申請が無いと、来年

のののの 4444 月には変えられないということで、私が急に変えたいよと、皆さん月には変えられないということで、私が急に変えたいよと、皆さん月には変えられないということで、私が急に変えたいよと、皆さん月には変えられないということで、私が急に変えたいよと、皆さん

のお話を聞いたらすぐにってのお話を聞いたらすぐにってのお話を聞いたらすぐにってのお話を聞いたらすぐにっていういういういうわけにはいかないっていうような事情わけにはいかないっていうような事情わけにはいかないっていうような事情わけにはいかないっていうような事情

も実はございます。そうした中で、ここは街の中だから、そんなには無も実はございます。そうした中で、ここは街の中だから、そんなには無も実はございます。そうした中で、ここは街の中だから、そんなには無も実はございます。そうした中で、ここは街の中だから、そんなには無

いんですけれども、中山間地に行けばいんですけれども、中山間地に行けばいんですけれども、中山間地に行けばいんですけれども、中山間地に行けば、、、、今のような話はもっともっと深今のような話はもっともっと深今のような話はもっともっと深今のような話はもっともっと深

刻でしてね、今、地域にバスを、バスと言いましても、刻でしてね、今、地域にバスを、バスと言いましても、刻でしてね、今、地域にバスを、バスと言いましても、刻でしてね、今、地域にバスを、バスと言いましても、10101010 人乗りとか人乗りとか人乗りとか人乗りとか 15151515

人乗りくらいの車を、ワゴン車と、それから保険、ガソリン、こういっ人乗りくらいの車を、ワゴン車と、それから保険、ガソリン、こういっ人乗りくらいの車を、ワゴン車と、それから保険、ガソリン、こういっ人乗りくらいの車を、ワゴン車と、それから保険、ガソリン、こういっ

たものを行政で見て、地域で、地域の高齢者を支え合うという仕組みをたものを行政で見て、地域で、地域の高齢者を支え合うという仕組みをたものを行政で見て、地域で、地域の高齢者を支え合うという仕組みをたものを行政で見て、地域で、地域の高齢者を支え合うという仕組みを

つくれないでしょうかというこつくれないでしょうかというこつくれないでしょうかというこつくれないでしょうかということで、お話をしています。お金を取ってとで、お話をしています。お金を取ってとで、お話をしています。お金を取ってとで、お話をしています。お金を取って

もらうと白タクになってしまうからダメです。だから、誰かが運転をしもらうと白タクになってしまうからダメです。だから、誰かが運転をしもらうと白タクになってしまうからダメです。だから、誰かが運転をしもらうと白タクになってしまうからダメです。だから、誰かが運転をし

て、地元の人たちの足のない人たちの買い物とか、病院とかに連れてて、地元の人たちの足のない人たちの買い物とか、病院とかに連れてて、地元の人たちの足のない人たちの買い物とか、病院とかに連れてて、地元の人たちの足のない人たちの買い物とか、病院とかに連れて行行行行

っていただくということを考えてもらわないといけないんだけれども、っていただくということを考えてもらわないといけないんだけれども、っていただくということを考えてもらわないといけないんだけれども、っていただくということを考えてもらわないといけないんだけれども、

それに必要な車だとか、保険だとか、ということについては、行政の方それに必要な車だとか、保険だとか、ということについては、行政の方それに必要な車だとか、保険だとか、ということについては、行政の方それに必要な車だとか、保険だとか、ということについては、行政の方

で準備することが出来ますし、実際にそれを検討しているところがありで準備することが出来ますし、実際にそれを検討しているところがありで準備することが出来ますし、実際にそれを検討しているところがありで準備することが出来ますし、実際にそれを検討しているところがあり

ます。そういう導入をしてくださったり、それからある地域は、小さなます。そういう導入をしてくださったり、それからある地域は、小さなます。そういう導入をしてくださったり、それからある地域は、小さなます。そういう導入をしてくださったり、それからある地域は、小さな

小規模校なんですけれども、小規模校でもお子さんが放課後児童クラブ小規模校なんですけれども、小規模校でもお子さんが放課後児童クラブ小規模校なんですけれども、小規模校でもお子さんが放課後児童クラブ小規模校なんですけれども、小規模校でもお子さんが放課後児童クラブ

に入りたいと、でも、そこは小に入りたいと、でも、そこは小に入りたいと、でも、そこは小に入りたいと、でも、そこは小さな学校で、全校でさな学校で、全校でさな学校で、全校でさな学校で、全校で 30303030 人ぐらいしかいな人ぐらいしかいな人ぐらいしかいな人ぐらいしかいな

いものですから、放課後児童クラブをなかなか造れない。一番近くの放いものですから、放課後児童クラブをなかなか造れない。一番近くの放いものですから、放課後児童クラブをなかなか造れない。一番近くの放いものですから、放課後児童クラブをなかなか造れない。一番近くの放

課後児童クラブまで課後児童クラブまで課後児童クラブまで課後児童クラブまで 5555 キロある、一年生が歩くには距離が長い、心配だキロある、一年生が歩くには距離が長い、心配だキロある、一年生が歩くには距離が長い、心配だキロある、一年生が歩くには距離が長い、心配だ

っていうことで、地元にご相談申し上げましたら、地元の自治会長っていうことで、地元にご相談申し上げましたら、地元の自治会長っていうことで、地元にご相談申し上げましたら、地元の自治会長っていうことで、地元にご相談申し上げましたら、地元の自治会長さんさんさんさん

がですね、「いいよ、それなら、行きだけだよ、帰りはお母さんが迎えがですね、「いいよ、それなら、行きだけだよ、帰りはお母さんが迎えがですね、「いいよ、それなら、行きだけだよ、帰りはお母さんが迎えがですね、「いいよ、それなら、行きだけだよ、帰りはお母さんが迎え

に行くんだから。行きだけだったら、何人がボランティアを募って、週に行くんだから。行きだけだったら、何人がボランティアを募って、週に行くんだから。行きだけだったら、何人がボランティアを募って、週に行くんだから。行きだけだったら、何人がボランティアを募って、週

にににに 1111 回行ってもらえばいいんだから。」って言って、毎日、実は、回行ってもらえばいいんだから。」って言って、毎日、実は、回行ってもらえばいいんだから。」って言って、毎日、実は、回行ってもらえばいいんだから。」って言って、毎日、実は、5555 キロキロキロキロ

離れた小学校まで送ってくださって離れた小学校まで送ってくださって離れた小学校まで送ってくださって離れた小学校まで送ってくださっていいいいる方がいらっしゃいます。その方る方がいらっしゃいます。その方る方がいらっしゃいます。その方る方がいらっしゃいます。その方
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たちは、自分の車で送ってたちは、自分の車で送ってたちは、自分の車で送ってたちは、自分の車で送ってくださっているので、島田市としてはガソリくださっているので、島田市としてはガソリくださっているので、島田市としてはガソリくださっているので、島田市としてはガソリ

ン代とわずかな手数料という形でお支払いをしているというような状況ン代とわずかな手数料という形でお支払いをしているというような状況ン代とわずかな手数料という形でお支払いをしているというような状況ン代とわずかな手数料という形でお支払いをしているというような状況

です。だから、いろんなやり方が考えられると思うんです。一人暮らしです。だから、いろんなやり方が考えられると思うんです。一人暮らしです。だから、いろんなやり方が考えられると思うんです。一人暮らしです。だから、いろんなやり方が考えられると思うんです。一人暮らし

の方が多い地域だったら、週の方が多い地域だったら、週の方が多い地域だったら、週の方が多い地域だったら、週 1111 回でもお弁当を配って、安否確認を一緒回でもお弁当を配って、安否確認を一緒回でもお弁当を配って、安否確認を一緒回でもお弁当を配って、安否確認を一緒

にしてくるっていうことだってできると思うんです。そういう、地域のにしてくるっていうことだってできると思うんです。そういう、地域のにしてくるっていうことだってできると思うんです。そういう、地域のにしてくるっていうことだってできると思うんです。そういう、地域の

課題を自分たちの力で、地域にやれることは無いかということを、もし課題を自分たちの力で、地域にやれることは無いかということを、もし課題を自分たちの力で、地域にやれることは無いかということを、もし課題を自分たちの力で、地域にやれることは無いかということを、もし

皆さん方が少しずつでも動いてくださったら、やっぱり地域は変わって皆さん方が少しずつでも動いてくださったら、やっぱり地域は変わって皆さん方が少しずつでも動いてくださったら、やっぱり地域は変わって皆さん方が少しずつでも動いてくださったら、やっぱり地域は変わって

いくし、そのために行政がお手伝いできるっていうか、一緒にやれるこいくし、そのために行政がお手伝いできるっていうか、一緒にやれるこいくし、そのために行政がお手伝いできるっていうか、一緒にやれるこいくし、そのために行政がお手伝いできるっていうか、一緒にやれるこ

とは何でもやりたいというとは何でもやりたいというとは何でもやりたいというとは何でもやりたいというふうに今思っています。だからっていろんなふうに今思っています。だからっていろんなふうに今思っています。だからっていろんなふうに今思っています。だからっていろんな

課題があると思うんですね。私、今日、これはまだ政策にまではなって課題があると思うんですね。私、今日、これはまだ政策にまではなって課題があると思うんですね。私、今日、これはまだ政策にまではなって課題があると思うんですね。私、今日、これはまだ政策にまではなって

いないですから、ちょっとしたアイデアだけだと思って聞いてくだされいないですから、ちょっとしたアイデアだけだと思って聞いてくだされいないですから、ちょっとしたアイデアだけだと思って聞いてくだされいないですから、ちょっとしたアイデアだけだと思って聞いてくだされ

ばいいんですけれども、あるところでは、スーパーがですね、軽トラでばいいんですけれども、あるところでは、スーパーがですね、軽トラでばいいんですけれども、あるところでは、スーパーがですね、軽トラでばいいんですけれども、あるところでは、スーパーがですね、軽トラで

荷物を、一人暮らしの人や買い物に来れない人のところに運んでくれる、荷物を、一人暮らしの人や買い物に来れない人のところに運んでくれる、荷物を、一人暮らしの人や買い物に来れない人のところに運んでくれる、荷物を、一人暮らしの人や買い物に来れない人のところに運んでくれる、

そういうサービスをやってくれる事業所と契約したいっていうことを言そういうサービスをやってくれる事業所と契約したいっていうことを言そういうサービスをやってくれる事業所と契約したいっていうことを言そういうサービスをやってくれる事業所と契約したいっていうことを言

い始めたスーパーも出てきてい始めたスーパーも出てきてい始めたスーパーも出てきてい始めたスーパーも出てきていいいいるんです。逆に、行政がそういうお手伝るんです。逆に、行政がそういうお手伝るんです。逆に、行政がそういうお手伝るんです。逆に、行政がそういうお手伝

いを出来たならば、日常の食料品と共に、スーパーと繋がっているんだいを出来たならば、日常の食料品と共に、スーパーと繋がっているんだいを出来たならば、日常の食料品と共に、スーパーと繋がっているんだいを出来たならば、日常の食料品と共に、スーパーと繋がっているんだ

ったら、洗剤も、トイレったら、洗剤も、トイレったら、洗剤も、トイレったら、洗剤も、トイレットペーパーも、ティッシュペーパーも、このットペーパーも、ティッシュペーパーも、このットペーパーも、ティッシュペーパーも、このットペーパーも、ティッシュペーパーも、この

次に来るときはこれをお願いねって言えば、それもやれると思うんです次に来るときはこれをお願いねって言えば、それもやれると思うんです次に来るときはこれをお願いねって言えば、それもやれると思うんです次に来るときはこれをお願いねって言えば、それもやれると思うんです

よね。今、コンビニは、宅配を始めています。同じような考え方で、そよね。今、コンビニは、宅配を始めています。同じような考え方で、そよね。今、コンビニは、宅配を始めています。同じような考え方で、そよね。今、コンビニは、宅配を始めています。同じような考え方で、そ

の地域に根ざした、その需要に合った形をつくっていけば、行政がお手の地域に根ざした、その需要に合った形をつくっていけば、行政がお手の地域に根ざした、その需要に合った形をつくっていけば、行政がお手の地域に根ざした、その需要に合った形をつくっていけば、行政がお手

伝いすることで、そこに起業のチャンスも生まれてくるって思っていま伝いすることで、そこに起業のチャンスも生まれてくるって思っていま伝いすることで、そこに起業のチャンスも生まれてくるって思っていま伝いすることで、そこに起業のチャンスも生まれてくるって思っていま

す。そんなことも実は今日ちょっと、内部で話し合ったところです。課す。そんなことも実は今日ちょっと、内部で話し合ったところです。課す。そんなことも実は今日ちょっと、内部で話し合ったところです。課す。そんなことも実は今日ちょっと、内部で話し合ったところです。課

題もあるかもしれませんが、とにかくいろんなことを考えながら、少し題もあるかもしれませんが、とにかくいろんなことを考えながら、少し題もあるかもしれませんが、とにかくいろんなことを考えながら、少し題もあるかもしれませんが、とにかくいろんなことを考えながら、少し

ずつでも改善をしていきたいなと思っているところです。ずつでも改善をしていきたいなと思っているところです。ずつでも改善をしていきたいなと思っているところです。ずつでも改善をしていきたいなと思っているところです。    

7777    

■■■■子どもの医療費及び信号について子どもの医療費及び信号について子どもの医療費及び信号について子どもの医療費及び信号について    

子ども会をやらせていただいております。先程お話を聞かせていた子ども会をやらせていただいております。先程お話を聞かせていた子ども会をやらせていただいております。先程お話を聞かせていた子ども会をやらせていただいております。先程お話を聞かせていた

だいて、子どものことに、すごく力を入れていただき、ありがとうごだいて、子どものことに、すごく力を入れていただき、ありがとうごだいて、子どものことに、すごく力を入れていただき、ありがとうごだいて、子どものことに、すごく力を入れていただき、ありがとうご

ざいます。子どもを抱えていると、どうしても小さい時は病気が多いざいます。子どもを抱えていると、どうしても小さい時は病気が多いざいます。子どもを抱えていると、どうしても小さい時は病気が多いざいます。子どもを抱えていると、どうしても小さい時は病気が多い

ので、病院へ通うことがあって、今、ので、病院へ通うことがあって、今、ので、病院へ通うことがあって、今、ので、病院へ通うことがあって、今、500500500500円でやってくれているんです円でやってくれているんです円でやってくれているんです円でやってくれているんです

けれども、夜行くと、市民病院の診療費がお高い感じなんですけれどけれども、夜行くと、市民病院の診療費がお高い感じなんですけれどけれども、夜行くと、市民病院の診療費がお高い感じなんですけれどけれども、夜行くと、市民病院の診療費がお高い感じなんですけれど

も、藤枝ならも、藤枝ならも、藤枝ならも、藤枝なら500500500500円で、志太の所ですけれども。円で、志太の所ですけれども。円で、志太の所ですけれども。円で、志太の所ですけれども。    

島高の横のところに、交通量が多いところに信号を付けてくださる島高の横のところに、交通量が多いところに信号を付けてくださる島高の横のところに、交通量が多いところに信号を付けてくださる島高の横のところに、交通量が多いところに信号を付けてくださる

そうですけれども、いつそうですけれども、いつそうですけれども、いつそうですけれども、いつ頃頃頃頃できるでしょうか。できるでしょうか。できるでしょうか。できるでしょうか。    

●●●●信号のことにつ信号のことにつ信号のことにつ信号のことについては、警察の担当でして、私にはちょっとわからないては、警察の担当でして、私にはちょっとわからないては、警察の担当でして、私にはちょっとわからないては、警察の担当でして、私にはちょっとわからな

いところがあるんですが、わかる範囲でお答えさせていただきます。志いところがあるんですが、わかる範囲でお答えさせていただきます。志いところがあるんですが、わかる範囲でお答えさせていただきます。志いところがあるんですが、わかる範囲でお答えさせていただきます。志

太の救急センターは、あれは藤枝の太の救急センターは、あれは藤枝の太の救急センターは、あれは藤枝の太の救急センターは、あれは藤枝のではではではではなくて、島田もなくて、島田もなくて、島田もなくて、島田も大分大分大分大分お金を払っお金を払っお金を払っお金を払っ

て、島田、焼津、藤枝、そして、吉田町、牧之原なども入って、共同で、て、島田、焼津、藤枝、そして、吉田町、牧之原なども入って、共同で、て、島田、焼津、藤枝、そして、吉田町、牧之原なども入って、共同で、て、島田、焼津、藤枝、そして、吉田町、牧之原なども入って、共同で、

実はやっているところです。そういうところは、比較的安く診ていただ実はやっているところです。そういうところは、比較的安く診ていただ実はやっているところです。そういうところは、比較的安く診ていただ実はやっているところです。そういうところは、比較的安く診ていただ

けるんですけれども、市民病院はですね、突然行くと、一番最初の初診けるんですけれども、市民病院はですね、突然行くと、一番最初の初診けるんですけれども、市民病院はですね、突然行くと、一番最初の初診けるんですけれども、市民病院はですね、突然行くと、一番最初の初診

料が、割増の初診料がかかるものですから、お子さんがいる方ですと、料が、割増の初診料がかかるものですから、お子さんがいる方ですと、料が、割増の初診料がかかるものですから、お子さんがいる方ですと、料が、割増の初診料がかかるものですから、お子さんがいる方ですと、

普段普段普段普段 500500500500 円で診てもらえるのにっていうところが高くなってしまって、円で診てもらえるのにっていうところが高くなってしまって、円で診てもらえるのにっていうところが高くなってしまって、円で診てもらえるのにっていうところが高くなってしまって、

大変申し訳ないです。ただ、今電話等でもですね、お子さんの病状を聞大変申し訳ないです。ただ、今電話等でもですね、お子さんの病状を聞大変申し訳ないです。ただ、今電話等でもですね、お子さんの病状を聞大変申し訳ないです。ただ、今電話等でもですね、お子さんの病状を聞

いて今すぐ病院へ連れて行ってくださいとか、明日の朝まで様子をみて、いて今すぐ病院へ連れて行ってくださいとか、明日の朝まで様子をみて、いて今すぐ病院へ連れて行ってくださいとか、明日の朝まで様子をみて、いて今すぐ病院へ連れて行ってくださいとか、明日の朝まで様子をみて、

大丈夫ですよとかっていう、そういうご案内を、相談大丈夫ですよとかっていう、そういうご案内を、相談大丈夫ですよとかっていう、そういうご案内を、相談大丈夫ですよとかっていう、そういうご案内を、相談にのれるようなこにのれるようなこにのれるようなこにのれるようなこ
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ともやっていますので、ご利用いただければありがたいなというふうにともやっていますので、ご利用いただければありがたいなというふうにともやっていますので、ご利用いただければありがたいなというふうにともやっていますので、ご利用いただければありがたいなというふうに

思います。又、広報しまだに「ちょうしんき」っていうのが入ってくる思います。又、広報しまだに「ちょうしんき」っていうのが入ってくる思います。又、広報しまだに「ちょうしんき」っていうのが入ってくる思います。又、広報しまだに「ちょうしんき」っていうのが入ってくる

と思うんですが、このと思うんですが、このと思うんですが、このと思うんですが、この裏裏裏裏にににに、、、、市民病院の紹介状なしで診てもらえる診療市民病院の紹介状なしで診てもらえる診療市民病院の紹介状なしで診てもらえる診療市民病院の紹介状なしで診てもらえる診療

科目と、どうしても紹介状がまだいるよっていうところが書かれていま科目と、どうしても紹介状がまだいるよっていうところが書かれていま科目と、どうしても紹介状がまだいるよっていうところが書かれていま科目と、どうしても紹介状がまだいるよっていうところが書かれていま

す。紹介状がないと診てもらえないんじゃないかって思い込んでいらっす。紹介状がないと診てもらえないんじゃないかって思い込んでいらっす。紹介状がないと診てもらえないんじゃないかって思い込んでいらっす。紹介状がないと診てもらえないんじゃないかって思い込んでいらっ

しゃる方が多いですけれども、大部分が紹介状なしです。いくつか、医しゃる方が多いですけれども、大部分が紹介状なしです。いくつか、医しゃる方が多いですけれども、大部分が紹介状なしです。いくつか、医しゃる方が多いですけれども、大部分が紹介状なしです。いくつか、医

師の数が足りなかったり、専門的な分野について紹介状がいるというこ師の数が足りなかったり、専門的な分野について紹介状がいるというこ師の数が足りなかったり、専門的な分野について紹介状がいるというこ師の数が足りなかったり、専門的な分野について紹介状がいるというこ

とになっていますが、紹介状がいるのは血液内科とかとになっていますが、紹介状がいるのは血液内科とかとになっていますが、紹介状がいるのは血液内科とかとになっていますが、紹介状がいるのは血液内科とか、内分泌内科、神、内分泌内科、神、内分泌内科、神、内分泌内科、神

経内科、というような分野であります。是非、「ちょうしんき」の裏を経内科、というような分野であります。是非、「ちょうしんき」の裏を経内科、というような分野であります。是非、「ちょうしんき」の裏を経内科、というような分野であります。是非、「ちょうしんき」の裏を

見ていただけるといいと思います。そしてまた、事業管理者も、予約な見ていただけるといいと思います。そしてまた、事業管理者も、予約な見ていただけるといいと思います。そしてまた、事業管理者も、予約な見ていただけるといいと思います。そしてまた、事業管理者も、予約な

しで来た方も自ら診るよという事を言っていますので、追い返すようなしで来た方も自ら診るよという事を言っていますので、追い返すようなしで来た方も自ら診るよという事を言っていますので、追い返すようなしで来た方も自ら診るよという事を言っていますので、追い返すような

ことは決してしないようにということは伝えていますので、是非、またことは決してしないようにということは伝えていますので、是非、またことは決してしないようにということは伝えていますので、是非、またことは決してしないようにということは伝えていますので、是非、また

何かあれば私の方にも伝えていただければ改善をして参ります。何かあれば私の方にも伝えていただければ改善をして参ります。何かあれば私の方にも伝えていただければ改善をして参ります。何かあれば私の方にも伝えていただければ改善をして参ります。    

    島高の横の信号機ということでございますが、今、警察は大変予算が島高の横の信号機ということでございますが、今、警察は大変予算が島高の横の信号機ということでございますが、今、警察は大変予算が島高の横の信号機ということでございますが、今、警察は大変予算が

なくて、昨年なくて、昨年なくて、昨年なくて、昨年 1111 年間に付いた信号機が、市内に年間に付いた信号機が、市内に年間に付いた信号機が、市内に年間に付いた信号機が、市内に 2222 ヶ所でございました。ヶ所でございました。ヶ所でございました。ヶ所でございました。

この広い全域で、この広い全域で、この広い全域で、この広い全域で、2222 ヶ所しか信号が付かなかった。挙げ句ヶ所しか信号が付かなかった。挙げ句ヶ所しか信号が付かなかった。挙げ句ヶ所しか信号が付かなかった。挙げ句に、ある地域にに、ある地域にに、ある地域にに、ある地域に

行ったら、警察が来て、行ったら、警察が来て、行ったら、警察が来て、行ったら、警察が来て、ここここここここの押しボタンは一週間にの押しボタンは一週間にの押しボタンは一週間にの押しボタンは一週間に 25252525 回しか押されて回しか押されて回しか押されて回しか押されて

いないもんだから、外してよそに持って行きたいって言うんですよ。そいないもんだから、外してよそに持って行きたいって言うんですよ。そいないもんだから、外してよそに持って行きたいって言うんですよ。そいないもんだから、外してよそに持って行きたいって言うんですよ。そ

れで、市長が許可をしたのかっていうお叱りを受けたんですけれども、れで、市長が許可をしたのかっていうお叱りを受けたんですけれども、れで、市長が許可をしたのかっていうお叱りを受けたんですけれども、れで、市長が許可をしたのかっていうお叱りを受けたんですけれども、

信号機のことは、実は行政は、なかなかわかりません。警察がやってい信号機のことは、実は行政は、なかなかわかりません。警察がやってい信号機のことは、実は行政は、なかなかわかりません。警察がやってい信号機のことは、実は行政は、なかなかわかりません。警察がやってい

まして、私どもも、ここに信号機が欲しいっていうお願いに、警察にはまして、私どもも、ここに信号機が欲しいっていうお願いに、警察にはまして、私どもも、ここに信号機が欲しいっていうお願いに、警察にはまして、私どもも、ここに信号機が欲しいっていうお願いに、警察には

行くんですけれども、その後のことは警察の権限になっています。で、行くんですけれども、その後のことは警察の権限になっています。で、行くんですけれども、その後のことは警察の権限になっています。で、行くんですけれども、その後のことは警察の権限になっています。で、

この前、署長さんには文句を言いました。自治会長さんに、外してもいこの前、署長さんには文句を言いました。自治会長さんに、外してもいこの前、署長さんには文句を言いました。自治会長さんに、外してもいこの前、署長さんには文句を言いました。自治会長さんに、外してもい

いかって聞いたって言うから、それは、自治会長さんいかって聞いたって言うから、それは、自治会長さんいかって聞いたって言うから、それは、自治会長さんいかって聞いたって言うから、それは、自治会長さんがいいって言えるがいいって言えるがいいって言えるがいいって言える

わけが無いことで、でも、そのくらい、実は国も大変に予算が厳しくなわけが無いことで、でも、そのくらい、実は国も大変に予算が厳しくなわけが無いことで、でも、そのくらい、実は国も大変に予算が厳しくなわけが無いことで、でも、そのくらい、実は国も大変に予算が厳しくな

ってきて、様々な補助金等も、国交省の補助金も、今からってきて、様々な補助金等も、国交省の補助金も、今からってきて、様々な補助金等も、国交省の補助金も、今からってきて、様々な補助金等も、国交省の補助金も、今から 14141414、、、、15151515 年前の年前の年前の年前の

3333 分の分の分の分の 1111 です。国の補助金もです。国の補助金もです。国の補助金もです。国の補助金も 3333 分の分の分の分の 1111 なら、県の補助金もなら、県の補助金もなら、県の補助金もなら、県の補助金も 7777 割カットっ割カットっ割カットっ割カットっ

ていうような状況で、道路を造りたいと思ってもていうような状況で、道路を造りたいと思ってもていうような状況で、道路を造りたいと思ってもていうような状況で、道路を造りたいと思っても 1111 年、年、年、年、2222 年遅れてしま年遅れてしま年遅れてしま年遅れてしま

うなんていうことがちょくちょくあるような、そういう時代になりましうなんていうことがちょくちょくあるような、そういう時代になりましうなんていうことがちょくちょくあるような、そういう時代になりましうなんていうことがちょくちょくあるような、そういう時代になりまし

た。た。た。た。警察が信号機を付けるのに、この広い市内の中に警察が信号機を付けるのに、この広い市内の中に警察が信号機を付けるのに、この広い市内の中に警察が信号機を付けるのに、この広い市内の中に 2222 ヶ所しか付けらヶ所しか付けらヶ所しか付けらヶ所しか付けら

れないっていう時代になってきたものですから、そこはみんなで、知恵れないっていう時代になってきたものですから、そこはみんなで、知恵れないっていう時代になってきたものですから、そこはみんなで、知恵れないっていう時代になってきたものですから、そこはみんなで、知恵

を出し合いながらやりたいなと思っています。たを出し合いながらやりたいなと思っています。たを出し合いながらやりたいなと思っています。たを出し合いながらやりたいなと思っています。ただ、警察への要望や、だ、警察への要望や、だ、警察への要望や、だ、警察への要望や、

苦情等を行政は聞きます。生活安心課というところで聞きますので、伺苦情等を行政は聞きます。生活安心課というところで聞きますので、伺苦情等を行政は聞きます。生活安心課というところで聞きますので、伺苦情等を行政は聞きます。生活安心課というところで聞きますので、伺

って警察にしっかり伝えて参りますので、そこは、お話をいただければって警察にしっかり伝えて参りますので、そこは、お話をいただければって警察にしっかり伝えて参りますので、そこは、お話をいただければって警察にしっかり伝えて参りますので、そこは、お話をいただければ

ありがたいと思います。ありがたいと思います。ありがたいと思います。ありがたいと思います。    
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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    

    染谷市長になられてから、危機管理部長を招聘して、補助金の面染谷市長になられてから、危機管理部長を招聘して、補助金の面染谷市長になられてから、危機管理部長を招聘して、補助金の面染谷市長になられてから、危機管理部長を招聘して、補助金の面

も、去年あたりからグッとアップして、防災に力を入れていただいても、去年あたりからグッとアップして、防災に力を入れていただいても、去年あたりからグッとアップして、防災に力を入れていただいても、去年あたりからグッとアップして、防災に力を入れていただいて

非常に感謝しています。そんな中で、一つ要望があるんですが、防災非常に感謝しています。そんな中で、一つ要望があるんですが、防災非常に感謝しています。そんな中で、一つ要望があるんですが、防災非常に感謝しています。そんな中で、一つ要望があるんですが、防災

委員長会議に出ますと、いろんなところから、危機管理課でないとこ委員長会議に出ますと、いろんなところから、危機管理課でないとこ委員長会議に出ますと、いろんなところから、危機管理課でないとこ委員長会議に出ますと、いろんなところから、危機管理課でないとこ

ろの書類等がいろいろ回ってくるんですよ。この頃も、初めて聞いたろの書類等がいろいろ回ってくるんですよ。この頃も、初めて聞いたろの書類等がいろいろ回ってくるんですよ。この頃も、初めて聞いたろの書類等がいろいろ回ってくるんですよ。この頃も、初めて聞いた

んですが、「しまだ防災ねっと」の方がきて、避難所運営をこうしたんですが、「しまだ防災ねっと」の方がきて、避難所運営をこうしたんですが、「しまだ防災ねっと」の方がきて、避難所運営をこうしたんですが、「しまだ防災ねっと」の方がきて、避難所運営をこうした

いっていうような資料を、各避難所に回ってきました。それとか、こいっていうような資料を、各避難所に回ってきました。それとか、こいっていうような資料を、各避難所に回ってきました。それとか、こいっていうような資料を、各避難所に回ってきました。それとか、こ

の間の資料では、社協が主催の定期セミナーですか、第の間の資料では、社協が主催の定期セミナーですか、第の間の資料では、社協が主催の定期セミナーですか、第の間の資料では、社協が主催の定期セミナーですか、第1111回定期セミナ回定期セミナ回定期セミナ回定期セミナ

ー、これも社協なんー、これも社協なんー、これも社協なんー、これも社協なんですね。要はですね、社協、それから社協さんのですね。要はですね、社協、それから社協さんのですね。要はですね、社協、それから社協さんのですね。要はですね、社協、それから社協さんの

下に地域包括支援センターですか、それがありまして、この方たちも下に地域包括支援センターですか、それがありまして、この方たちも下に地域包括支援センターですか、それがありまして、この方たちも下に地域包括支援センターですか、それがありまして、この方たちも

来て、要支援者のことについて言ったり、いろんなところから情報が来て、要支援者のことについて言ったり、いろんなところから情報が来て、要支援者のことについて言ったり、いろんなところから情報が来て、要支援者のことについて言ったり、いろんなところから情報が

入ってきまして、この間も、危機管理課の方には言ったんですが、こ入ってきまして、この間も、危機管理課の方には言ったんですが、こ入ってきまして、この間も、危機管理課の方には言ったんですが、こ入ってきまして、この間も、危機管理課の方には言ったんですが、こ

ういったものは、すべて危機管理課を通して、窓口を一本化して言っういったものは、すべて危機管理課を通して、窓口を一本化して言っういったものは、すべて危機管理課を通して、窓口を一本化して言っういったものは、すべて危機管理課を通して、窓口を一本化して言っ

てもらえないかと。黄色い旗の問題もそうですよね。最初は福祉ですてもらえないかと。黄色い旗の問題もそうですよね。最初は福祉ですてもらえないかと。黄色い旗の問題もそうですよね。最初は福祉ですてもらえないかと。黄色い旗の問題もそうですよね。最初は福祉です

か、それからまた、危機管理課になっているっていうことで、非常にか、それからまた、危機管理課になっているっていうことで、非常にか、それからまた、危機管理課になっているっていうことで、非常にか、それからまた、危機管理課になっているっていうことで、非常に

わかりづらいということで、是非そういったものは一本化していただわかりづらいということで、是非そういったものは一本化していただわかりづらいということで、是非そういったものは一本化していただわかりづらいということで、是非そういったものは一本化していただ

きたいと思います。もう一つ、今、稲きたいと思います。もう一つ、今、稲きたいと思います。もう一つ、今、稲きたいと思います。もう一つ、今、稲荷町が抱えている問題としまし荷町が抱えている問題としまし荷町が抱えている問題としまし荷町が抱えている問題としまし

て、これは、市長に今すぐどうこうしてという事ではなくて、そうなて、これは、市長に今すぐどうこうしてという事ではなくて、そうなて、これは、市長に今すぐどうこうしてという事ではなくて、そうなて、これは、市長に今すぐどうこうしてという事ではなくて、そうな

んだと思っていただければ結構なんですが、この稲荷町には、んだと思っていただければ結構なんですが、この稲荷町には、んだと思っていただければ結構なんですが、この稲荷町には、んだと思っていただければ結構なんですが、この稲荷町には、1111小、島小、島小、島小、島

高、高、高、高、1111中という三つの避難所があるんです。これは、全自主防を探して中という三つの避難所があるんです。これは、全自主防を探して中という三つの避難所があるんです。これは、全自主防を探して中という三つの避難所があるんです。これは、全自主防を探して

も無いことで、一つの自主防災が三つの避難所にわかれているんですも無いことで、一つの自主防災が三つの避難所にわかれているんですも無いことで、一つの自主防災が三つの避難所にわかれているんですも無いことで、一つの自主防災が三つの避難所にわかれているんです

よ。そうすると、全部が稲荷町の人間では無いですから、島高は河原よ。そうすると、全部が稲荷町の人間では無いですから、島高は河原よ。そうすると、全部が稲荷町の人間では無いですから、島高は河原よ。そうすると、全部が稲荷町の人間では無いですから、島高は河原

町さん、町さん、町さん、町さん、1111中は若松町、三中は若松町、三中は若松町、三中は若松町、三ﾂﾂﾂﾂ合町さん、それから、合町さん、それから、合町さん、それから、合町さん、それから、1111小は向谷さん。小は向谷さん。小は向谷さん。小は向谷さん。そうそうそうそう

いうところは、合同で避難所運営会議を進めるんですが、それがなかいうところは、合同で避難所運営会議を進めるんですが、それがなかいうところは、合同で避難所運営会議を進めるんですが、それがなかいうところは、合同で避難所運営会議を進めるんですが、それがなか

なか、町内が変わりますと、いろいろ考え方とか温度差があるわけでなか、町内が変わりますと、いろいろ考え方とか温度差があるわけでなか、町内が変わりますと、いろいろ考え方とか温度差があるわけでなか、町内が変わりますと、いろいろ考え方とか温度差があるわけで

すよ。お金の使い方なんかも、そのやりくりに、例えば避難所単位ですよ。お金の使い方なんかも、そのやりくりに、例えば避難所単位ですよ。お金の使い方なんかも、そのやりくりに、例えば避難所単位ですよ。お金の使い方なんかも、そのやりくりに、例えば避難所単位で

お金を積み立てて運営するんだったらいいんですけれども、各自主防お金を積み立てて運営するんだったらいいんですけれども、各自主防お金を積み立てて運営するんだったらいいんですけれども、各自主防お金を積み立てて運営するんだったらいいんですけれども、各自主防

災から出るんですよね。稲荷町の自治会費から出てるんですかね。そ災から出るんですよね。稲荷町の自治会費から出てるんですかね。そ災から出るんですよね。稲荷町の自治会費から出てるんですかね。そ災から出るんですよね。稲荷町の自治会費から出てるんですかね。そ

うすると、うすると、うすると、うすると、1111中が中が中が中が50,00050,00050,00050,000円使って、円使って、円使って、円使って、1111小が小が小が小が10,00010,00010,00010,000円使って、島高が円使って、島高が円使って、島高が円使って、島高が5,0005,0005,0005,000

円とかって、そういうわけにはいか円とかって、そういうわけにはいか円とかって、そういうわけにはいか円とかって、そういうわけにはいかなななないですよ。ですから、その辺のいですよ。ですから、その辺のいですよ。ですから、その辺のいですよ。ですから、その辺の

調整が苦労して調整が苦労して調整が苦労して調整が苦労していいいいるものですから、今すぐどうこうでは無いるものですから、今すぐどうこうでは無いるものですから、今すぐどうこうでは無いるものですから、今すぐどうこうでは無いと思いまと思いまと思いまと思いま

すが、そういう稲荷町の、独特の防災の運営に苦労してるっていうこすが、そういう稲荷町の、独特の防災の運営に苦労してるっていうこすが、そういう稲荷町の、独特の防災の運営に苦労してるっていうこすが、そういう稲荷町の、独特の防災の運営に苦労してるっていうこ

とを市長にわかってもらいたいと思いまして。とを市長にわかってもらいたいと思いまして。とを市長にわかってもらいたいと思いまして。とを市長にわかってもらいたいと思いまして。    

●●●●避難所運営会議をずっと続けられて、予算のことで、それぞれのやり避難所運営会議をずっと続けられて、予算のことで、それぞれのやり避難所運営会議をずっと続けられて、予算のことで、それぞれのやり避難所運営会議をずっと続けられて、予算のことで、それぞれのやり

方があって大変というお話は伺いました。一つの自治会、一つの自主防方があって大変というお話は伺いました。一つの自治会、一つの自主防方があって大変というお話は伺いました。一つの自治会、一つの自主防方があって大変というお話は伺いました。一つの自治会、一つの自主防

が、全部一つの場所であったらわりと運営は簡単なんですけれども、そが、全部一つの場所であったらわりと運営は簡単なんですけれども、そが、全部一つの場所であったらわりと運営は簡単なんですけれども、そが、全部一つの場所であったらわりと運営は簡単なんですけれども、そ

うじゃ無いものですから、これは、市内でうじゃ無いものですから、これは、市内でうじゃ無いものですから、これは、市内でうじゃ無いものですから、これは、市内で 39393939 の第の第の第の第 1111 次避難所があります次避難所があります次避難所があります次避難所があります

が、どこもやっぱり、いくつかのご町内やいくつかの自主防で共同運営が、どこもやっぱり、いくつかのご町内やいくつかの自主防で共同運営が、どこもやっぱり、いくつかのご町内やいくつかの自主防で共同運営が、どこもやっぱり、いくつかのご町内やいくつかの自主防で共同運営

するような形になっています。やっぱり、何回も何回も避難所運営会議するような形になっています。やっぱり、何回も何回も避難所運営会議するような形になっています。やっぱり、何回も何回も避難所運営会議するような形になっています。やっぱり、何回も何回も避難所運営会議

を重ねるといを重ねるといを重ねるといを重ねるという中で、やっぱりやり方を積み重ねていくしか無いんだなう中で、やっぱりやり方を積み重ねていくしか無いんだなう中で、やっぱりやり方を積み重ねていくしか無いんだなう中で、やっぱりやり方を積み重ねていくしか無いんだな

っていうことがまず一つあります。日頃やっていないことが、いざとなっていうことがまず一つあります。日頃やっていないことが、いざとなっていうことがまず一つあります。日頃やっていないことが、いざとなっていうことがまず一つあります。日頃やっていないことが、いざとな

った時にできるわけは無いものですから、なおのこと、そこを続けていった時にできるわけは無いものですから、なおのこと、そこを続けていった時にできるわけは無いものですから、なおのこと、そこを続けていった時にできるわけは無いものですから、なおのこと、そこを続けてい

ただきたいということと、もう一つ、私が大事だと思っているのはここただきたいということと、もう一つ、私が大事だと思っているのはここただきたいということと、もう一つ、私が大事だと思っているのはここただきたいということと、もう一つ、私が大事だと思っているのはここ

（稲荷町公会堂）です。ここは、いざ発災となれば、稲荷町の対策本部（稲荷町公会堂）です。ここは、いざ発災となれば、稲荷町の対策本部（稲荷町公会堂）です。ここは、いざ発災となれば、稲荷町の対策本部（稲荷町公会堂）です。ここは、いざ発災となれば、稲荷町の対策本部

が置かれるところです。熊本の地震でいうならば、実は避難所じゃなくが置かれるところです。熊本の地震でいうならば、実は避難所じゃなくが置かれるところです。熊本の地震でいうならば、実は避難所じゃなくが置かれるところです。熊本の地震でいうならば、実は避難所じゃなく

て、車に避難している人、それから、避難所じゃて、車に避難している人、それから、避難所じゃて、車に避難している人、それから、避難所じゃて、車に避難している人、それから、避難所じゃなななない空き地にテントをい空き地にテントをい空き地にテントをい空き地にテントを

張っている人、それから、ビニールハウスの中で暮らしている人、様々張っている人、それから、ビニールハウスの中で暮らしている人、様々張っている人、それから、ビニールハウスの中で暮らしている人、様々張っている人、それから、ビニールハウスの中で暮らしている人、様々

な人がいて、な人がいて、な人がいて、な人がいて、指定避難所っていうところには食べ物が行くようにはなっ指定避難所っていうところには食べ物が行くようにはなっ指定避難所っていうところには食べ物が行くようにはなっ指定避難所っていうところには食べ物が行くようにはなっ

ています。だけど、そうじゃています。だけど、そうじゃています。だけど、そうじゃています。だけど、そうじゃなななない所に避難している人や、自宅にいる人い所に避難している人や、自宅にいる人い所に避難している人や、自宅にいる人い所に避難している人や、自宅にいる人

たちにどうやって食料を配るのか、どうやって医薬品を配るのか、このたちにどうやって食料を配るのか、どうやって医薬品を配るのか、このたちにどうやって食料を配るのか、どうやって医薬品を配るのか、このたちにどうやって食料を配るのか、どうやって医薬品を配るのか、この

地域全体の、負傷者がどのくらいいて、今どういう状況になっているの地域全体の、負傷者がどのくらいいて、今どういう状況になっているの地域全体の、負傷者がどのくらいいて、今どういう状況になっているの地域全体の、負傷者がどのくらいいて、今どういう状況になっているの

かっていう本部が、ここ（稲荷町公会堂）にできるんですよ。やっぱり、かっていう本部が、ここ（稲荷町公会堂）にできるんですよ。やっぱり、かっていう本部が、ここ（稲荷町公会堂）にできるんですよ。やっぱり、かっていう本部が、ここ（稲荷町公会堂）にできるんですよ。やっぱり、

この本部の機能をしっかり持って行くということが一番大事かなと思っこの本部の機能をしっかり持って行くということが一番大事かなと思っこの本部の機能をしっかり持って行くということが一番大事かなと思っこの本部の機能をしっかり持って行くということが一番大事かなと思っ

ています。ある程度ルールを決めておかないと、いざとなったときに、ています。ある程度ルールを決めておかないと、いざとなったときに、ています。ある程度ルールを決めておかないと、いざとなったときに、ています。ある程度ルールを決めておかないと、いざとなったときに、

例えば、避難してきている人は例えば、避難してきている人は例えば、避難してきている人は例えば、避難してきている人は 300300300300 人いるのに、おにぎりは人いるのに、おにぎりは人いるのに、おにぎりは人いるのに、おにぎりは 100100100100 人分し人分し人分し人分し

かないかないかないかない、年寄りから先に分けるのか、子どもから先に分けるのか、ある、年寄りから先に分けるのか、子どもから先に分けるのか、ある、年寄りから先に分けるのか、子どもから先に分けるのか、ある、年寄りから先に分けるのか、子どもから先に分けるのか、ある

いは、こっちの人から先に分けてこの次はこっちの人ってやるのか、そいは、こっちの人から先に分けてこの次はこっちの人ってやるのか、そいは、こっちの人から先に分けてこの次はこっちの人ってやるのか、そいは、こっちの人から先に分けてこの次はこっちの人ってやるのか、そ

ういうようなことも、実は、日頃からそういうことを想定していないと、ういうようなことも、実は、日頃からそういうことを想定していないと、ういうようなことも、実は、日頃からそういうことを想定していないと、ういうようなことも、実は、日頃からそういうことを想定していないと、

実際の時には出来ません。ですから、いろんなシミュレーションの中で、実際の時には出来ません。ですから、いろんなシミュレーションの中で、実際の時には出来ません。ですから、いろんなシミュレーションの中で、実際の時には出来ません。ですから、いろんなシミュレーションの中で、

そういった防災に対する備えをしていただきたいなぁというふうに思いそういった防災に対する備えをしていただきたいなぁというふうに思いそういった防災に対する備えをしていただきたいなぁというふうに思いそういった防災に対する備えをしていただきたいなぁというふうに思い

ます。それから、ここに来る地震は、熊本の地震とは違います。熊本のます。それから、ここに来る地震は、熊本の地震とは違います。熊本のます。それから、ここに来る地震は、熊本の地震とは違います。熊本のます。それから、ここに来る地震は、熊本の地震とは違います。熊本の

地震は、直下型の地震ですから、すぐに揺れますけれども、せいぜい地震は、直下型の地震ですから、すぐに揺れますけれども、せいぜい地震は、直下型の地震ですから、すぐに揺れますけれども、せいぜい地震は、直下型の地震ですから、すぐに揺れますけれども、せいぜい 10101010

数秒ぐらいしか揺れません。うちの方に来る地震は、海溝型の大規模な数秒ぐらいしか揺れません。うちの方に来る地震は、海溝型の大規模な数秒ぐらいしか揺れません。うちの方に来る地震は、海溝型の大規模な数秒ぐらいしか揺れません。うちの方に来る地震は、海溝型の大規模な

地震ですから、広い範囲で地震ですから、広い範囲で地震ですから、広い範囲で地震ですから、広い範囲で 3333 分～分～分～分～4444 分、震度分、震度分、震度分、震度 6666 強とかっていう揺れが、強とかっていう揺れが、強とかっていう揺れが、強とかっていう揺れが、

揺れ続けます。歩くことも出来ない、隣の揺れ続けます。歩くことも出来ない、隣の揺れ続けます。歩くことも出来ない、隣の揺れ続けます。歩くことも出来ない、隣の子子子子どものところにどものところにどものところにどものところにもももも行けない行けない行けない行けない

ような揺れが、ような揺れが、ような揺れが、ような揺れが、3333 分とか分とか分とか分とか 4444 分とか続くわけです。そこに、受ける被害と分とか続くわけです。そこに、受ける被害と分とか続くわけです。そこに、受ける被害と分とか続くわけです。そこに、受ける被害と

いうのは、熊本は、確かに厳しい被害を受けていますけれども、局所的いうのは、熊本は、確かに厳しい被害を受けていますけれども、局所的いうのは、熊本は、確かに厳しい被害を受けていますけれども、局所的いうのは、熊本は、確かに厳しい被害を受けていますけれども、局所的

です。だから、ちょっと離れれば、買い物もできるし、何も困ったことです。だから、ちょっと離れれば、買い物もできるし、何も困ったことです。だから、ちょっと離れれば、買い物もできるし、何も困ったことです。だから、ちょっと離れれば、買い物もできるし、何も困ったこと
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は無いです。でも、この静岡に起こる地震は、静岡から名古屋の方までは無いです。でも、この静岡に起こる地震は、静岡から名古屋の方までは無いです。でも、この静岡に起こる地震は、静岡から名古屋の方までは無いです。でも、この静岡に起こる地震は、静岡から名古屋の方まで

ずーっと大規模に被災して、ずーっと大規模に被災して、ずーっと大規模に被災して、ずーっと大規模に被災して、1111 週間から週間から週間から週間から 10101010 日、熊本は翌日に自衛隊が来日、熊本は翌日に自衛隊が来日、熊本は翌日に自衛隊が来日、熊本は翌日に自衛隊が来

ましたけれども、我々はましたけれども、我々はましたけれども、我々はましたけれども、我々は 1111 週間から週間から週間から週間から 10101010 日孤立するという想定になっ日孤立するという想定になっ日孤立するという想定になっ日孤立するという想定になっていていていてい

ます。その間の、飲み水と食べ物、そしてまた、避難所に行くのは、実ます。その間の、飲み水と食べ物、そしてまた、避難所に行くのは、実ます。その間の、飲み水と食べ物、そしてまた、避難所に行くのは、実ます。その間の、飲み水と食べ物、そしてまた、避難所に行くのは、実

は、家が壊れて入れない、あるいは、余震がきたらつぶれてしまう、そは、家が壊れて入れない、あるいは、余震がきたらつぶれてしまう、そは、家が壊れて入れない、あるいは、余震がきたらつぶれてしまう、そは、家が壊れて入れない、あるいは、余震がきたらつぶれてしまう、そ

ういう人たちが行くところが避難所です。一番大事なことは、我が家にういう人たちが行くところが避難所です。一番大事なことは、我が家にういう人たちが行くところが避難所です。一番大事なことは、我が家にういう人たちが行くところが避難所です。一番大事なことは、我が家に、、、、

いられるようにすることです。我が家がつぶれないということ。我が家いられるようにすることです。我が家がつぶれないということ。我が家いられるようにすることです。我が家がつぶれないということ。我が家いられるようにすることです。我が家がつぶれないということ。我が家

に食べ物と飲み物があるということ。やっぱり、そういうことを日頃かに食べ物と飲み物があるということ。やっぱり、そういうことを日頃かに食べ物と飲み物があるということ。やっぱり、そういうことを日頃かに食べ物と飲み物があるということ。やっぱり、そういうことを日頃か

らやっていかないと、一つの体育館は、せいぜい避難所の人数で言えば、らやっていかないと、一つの体育館は、せいぜい避難所の人数で言えば、らやっていかないと、一つの体育館は、せいぜい避難所の人数で言えば、らやっていかないと、一つの体育館は、せいぜい避難所の人数で言えば、

200200200200 人くらいしか入れません。この稲荷町の人たちがみんな行ったら、人くらいしか入れません。この稲荷町の人たちがみんな行ったら、人くらいしか入れません。この稲荷町の人たちがみんな行ったら、人くらいしか入れません。この稲荷町の人たちがみんな行ったら、

どうなるでしょうか。どうなるでしょうか。どうなるでしょうか。どうなるでしょうか。3,4003,4003,4003,400 人、とてもじゃないけど入人、とてもじゃないけど入人、とてもじゃないけど入人、とてもじゃないけど入れないんです。やれないんです。やれないんです。やれないんです。や

っぱり、本当に困った人しか避難所に入れないということを思ってくだっぱり、本当に困った人しか避難所に入れないということを思ってくだっぱり、本当に困った人しか避難所に入れないということを思ってくだっぱり、本当に困った人しか避難所に入れないということを思ってくだ

さい。そのために、家具の固定も必要だし、窓ガラスにはちゃんと飛散さい。そのために、家具の固定も必要だし、窓ガラスにはちゃんと飛散さい。そのために、家具の固定も必要だし、窓ガラスにはちゃんと飛散さい。そのために、家具の固定も必要だし、窓ガラスにはちゃんと飛散

防止フィルムを貼っていただかなければいけないし、水はちゃんと溜め防止フィルムを貼っていただかなければいけないし、水はちゃんと溜め防止フィルムを貼っていただかなければいけないし、水はちゃんと溜め防止フィルムを貼っていただかなければいけないし、水はちゃんと溜め

置きでもしておいていただきたいし、お風呂の水一杯、お風呂に入った置きでもしておいていただきたいし、お風呂の水一杯、お風呂に入った置きでもしておいていただきたいし、お風呂の水一杯、お風呂に入った置きでもしておいていただきたいし、お風呂の水一杯、お風呂に入った

後の水でもいいから置いてさえあれば、トイレの水にも困らないし、い後の水でもいいから置いてさえあれば、トイレの水にも困らないし、い後の水でもいいから置いてさえあれば、トイレの水にも困らないし、い後の水でもいいから置いてさえあれば、トイレの水にも困らないし、い

ろんな工夫をやれると思います。そういった防災力が、いざというときろんな工夫をやれると思います。そういった防災力が、いざというときろんな工夫をやれると思います。そういった防災力が、いざというときろんな工夫をやれると思います。そういった防災力が、いざというとき

に問われるし、災害って何かの時に突発的に起こるんじゃなくて、日常に問われるし、災害って何かの時に突発的に起こるんじゃなくて、日常に問われるし、災害って何かの時に突発的に起こるんじゃなくて、日常に問われるし、災害って何かの時に突発的に起こるんじゃなくて、日常

の延長線上に起こる、その時、今までの日常が試されの延長線上に起こる、その時、今までの日常が試されの延長線上に起こる、その時、今までの日常が試されの延長線上に起こる、その時、今までの日常が試される、そういう瞬間る、そういう瞬間る、そういう瞬間る、そういう瞬間

です。ですから、是非皆さん方には自分の家族を守ることをやっていたです。ですから、是非皆さん方には自分の家族を守ることをやっていたです。ですから、是非皆さん方には自分の家族を守ることをやっていたです。ですから、是非皆さん方には自分の家族を守ることをやっていた

だきたいなと思います。今、防災に力を入れていただいているっていうだきたいなと思います。今、防災に力を入れていただいているっていうだきたいなと思います。今、防災に力を入れていただいているっていうだきたいなと思います。今、防災に力を入れていただいているっていう

お話を聞いてありがたいなと思いました。今日、来る前にちょっと資料お話を聞いてありがたいなと思いました。今日、来る前にちょっと資料お話を聞いてありがたいなと思いました。今日、来る前にちょっと資料お話を聞いてありがたいなと思いました。今日、来る前にちょっと資料

をををを見てきたんですが、平成見てきたんですが、平成見てきたんですが、平成見てきたんですが、平成 25252525 年は私が市長になった年です。去年、年は私が市長になった年です。去年、年は私が市長になった年です。去年、年は私が市長になった年です。去年、27272727

年、市民の意識調査なんかを見ますと、地震、水害などの災害に強いま年、市民の意識調査なんかを見ますと、地震、水害などの災害に強いま年、市民の意識調査なんかを見ますと、地震、水害などの災害に強いま年、市民の意識調査なんかを見ますと、地震、水害などの災害に強いま

ちづくりというのが､すごく満足度が高くなっています。ちづくりというのが､すごく満足度が高くなっています。ちづくりというのが､すごく満足度が高くなっています。ちづくりというのが､すごく満足度が高くなっています。それから、情報それから、情報それから、情報それから、情報

公開など行政の透明性の向上というのも、今までは、重点的に取り組ま公開など行政の透明性の向上というのも、今までは、重点的に取り組ま公開など行政の透明性の向上というのも、今までは、重点的に取り組ま公開など行政の透明性の向上というのも、今までは、重点的に取り組ま

なければいけないと言われてなければいけないと言われてなければいけないと言われてなければいけないと言われていいいいたエリアにあったたエリアにあったたエリアにあったたエリアにあったものが、継続的に繋げものが、継続的に繋げものが、継続的に繋げものが、継続的に繋げ

ていけばいいよっていう、満足度の高い方のエリアに移ってきていけばいいよっていう、満足度の高い方のエリアに移ってきていけばいいよっていう、満足度の高い方のエリアに移ってきていけばいいよっていう、満足度の高い方のエリアに移ってきてててています。います。います。います。

一生懸命やっていることが、こうやって、無作為抽出で選んだ市民の皆一生懸命やっていることが、こうやって、無作為抽出で選んだ市民の皆一生懸命やっていることが、こうやって、無作為抽出で選んだ市民の皆一生懸命やっていることが、こうやって、無作為抽出で選んだ市民の皆

さんによるアンケートの結果でも、しっかり出てきているということは、さんによるアンケートの結果でも、しっかり出てきているということは、さんによるアンケートの結果でも、しっかり出てきているということは、さんによるアンケートの結果でも、しっかり出てきているということは、

ありがたいことだなって思っています。これからも、とにかく市民の生ありがたいことだなって思っています。これからも、とにかく市民の生ありがたいことだなって思っています。これからも、とにかく市民の生ありがたいことだなって思っています。これからも、とにかく市民の生

命と財産を守ることは、行政の根っこのところの役割ですので、しっか命と財産を守ることは、行政の根っこのところの役割ですので、しっか命と財産を守ることは、行政の根っこのところの役割ですので、しっか命と財産を守ることは、行政の根っこのところの役割ですので、しっか

りやって参りたいと思います。りやって参りたいと思います。りやって参りたいと思います。りやって参りたいと思います。    

9999    

■■■■電車について電車について電車について電車について    

    これは、アイデアとして流してくれればよろしい事なんですが、私これは、アイデアとして流してくれればよろしい事なんですが、私これは、アイデアとして流してくれればよろしい事なんですが、私これは、アイデアとして流してくれればよろしい事なんですが、私

●●●●おおおおっっっっしゃる通りで、金谷から始発があるといいなと思います。やっぱしゃる通りで、金谷から始発があるといいなと思います。やっぱしゃる通りで、金谷から始発があるといいなと思います。やっぱしゃる通りで、金谷から始発があるといいなと思います。やっぱ

り、金谷の人たちは、り、金谷の人たちは、り、金谷の人たちは、り、金谷の人たちは、20202020 分に一本しか電車が来なくて、例えば、静岡空分に一本しか電車が来なくて、例えば、静岡空分に一本しか電車が来なくて、例えば、静岡空分に一本しか電車が来なくて、例えば、静岡空
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は、は、は、は、    JR JR JR JR を使って静岡方面にを使って静岡方面にを使って静岡方面にを使って静岡方面に出掛ける出掛ける出掛ける出掛けることがあるんですが、島田駅かことがあるんですが、島田駅かことがあるんですが、島田駅かことがあるんですが、島田駅か

ら静岡方面へ、電車の時刻でいうと、大体ら静岡方面へ、電車の時刻でいうと、大体ら静岡方面へ、電車の時刻でいうと、大体ら静岡方面へ、電車の時刻でいうと、大体10101010分程度で出て分程度で出て分程度で出て分程度で出ていいいいますのますのますのますの

で、結構便利で、ありがたいなと思っています。で、結構便利で、ありがたいなと思っています。で、結構便利で、ありがたいなと思っています。で、結構便利で、ありがたいなと思っています。10101010分間隔で出るって分間隔で出るって分間隔で出るって分間隔で出るって

いうのは条件があって、島田駅発っていうのがあって、それが満たさいうのは条件があって、島田駅発っていうのがあって、それが満たさいうのは条件があって、島田駅発っていうのがあって、それが満たさいうのは条件があって、島田駅発っていうのがあって、それが満たさ

れているんですけれども、これは、古い昔には大井川があって、島田れているんですけれども、これは、古い昔には大井川があって、島田れているんですけれども、これは、古い昔には大井川があって、島田れているんですけれども、これは、古い昔には大井川があって、島田

と金谷は別の自治体という、そういう歴史の中で、たぶん、島田発のと金谷は別の自治体という、そういう歴史の中で、たぶん、島田発のと金谷は別の自治体という、そういう歴史の中で、たぶん、島田発のと金谷は別の自治体という、そういう歴史の中で、たぶん、島田発の

電車が設定されていると思うんですけれども、今は、金谷も島田市で電車が設定されていると思うんですけれども、今は、金谷も島田市で電車が設定されていると思うんですけれども、今は、金谷も島田市で電車が設定されていると思うんですけれども、今は、金谷も島田市で

すし、金谷の観光、先程すし、金谷の観光、先程すし、金谷の観光、先程すし、金谷の観光、先程、、、、金谷が魅力的だっていう話もありました。金谷が魅力的だっていう話もありました。金谷が魅力的だっていう話もありました。金谷が魅力的だっていう話もありました。

私は、金谷の住民ではないものですから、おせっかい私は、金谷の住民ではないものですから、おせっかい私は、金谷の住民ではないものですから、おせっかい私は、金谷の住民ではないものですから、おせっかいかもしれませんかもしれませんかもしれませんかもしれません

けれども、けれども、けれども、けれども、10101010分間隔の電車っていうのは、非常に良いですよね。私分間隔の電車っていうのは、非常に良いですよね。私分間隔の電車っていうのは、非常に良いですよね。私分間隔の電車っていうのは、非常に良いですよね。私

が、金谷に住んでいる立場で考えると、不便だなぁと。これは推測でが、金谷に住んでいる立場で考えると、不便だなぁと。これは推測でが、金谷に住んでいる立場で考えると、不便だなぁと。これは推測でが、金谷に住んでいる立場で考えると、不便だなぁと。これは推測で

すけれども、金谷に住んでいる方がどんな印象を持っているかは定かすけれども、金谷に住んでいる方がどんな印象を持っているかは定かすけれども、金谷に住んでいる方がどんな印象を持っているかは定かすけれども、金谷に住んでいる方がどんな印象を持っているかは定か

ではないんですけれども、島田からではないんですけれども、島田からではないんですけれども、島田からではないんですけれども、島田から    JR JR JR JR を利用するっていう立場からを利用するっていう立場からを利用するっていう立場からを利用するっていう立場から

見ると、金谷は、ちょっと不便ではなかろうかなぁと思います。これ見ると、金谷は、ちょっと不便ではなかろうかなぁと思います。これ見ると、金谷は、ちょっと不便ではなかろうかなぁと思います。これ見ると、金谷は、ちょっと不便ではなかろうかなぁと思います。これ

がもし、金谷発上り列車というものが少し出来たならば、おそらく、がもし、金谷発上り列車というものが少し出来たならば、おそらく、がもし、金谷発上り列車というものが少し出来たならば、おそらく、がもし、金谷発上り列車というものが少し出来たならば、おそらく、

東から金谷へ来る人も、その逆に、金谷から静岡方面に行かれる方東から金谷へ来る人も、その逆に、金谷から静岡方面に行かれる方東から金谷へ来る人も、その逆に、金谷から静岡方面に行かれる方東から金谷へ来る人も、その逆に、金谷から静岡方面に行かれる方

も、生活であったり、観光であったり、いずれにおいても、結構利便も、生活であったり、観光であったり、いずれにおいても、結構利便も、生活であったり、観光であったり、いずれにおいても、結構利便も、生活であったり、観光であったり、いずれにおいても、結構利便

性が高まるんではないかなというふうに思います。そういうふうに是性が高まるんではないかなというふうに思います。そういうふうに是性が高まるんではないかなというふうに思います。そういうふうに是性が高まるんではないかなというふうに思います。そういうふうに是

非してくださいというつもりまではいってないんですけれども、非してくださいというつもりまではいってないんですけれども、非してくださいというつもりまではいってないんですけれども、非してくださいというつもりまではいってないんですけれども、    JR JR JR JR 

との関連もあると思いますので、また何かの機会に、金谷始発っていとの関連もあると思いますので、また何かの機会に、金谷始発っていとの関連もあると思いますので、また何かの機会に、金谷始発っていとの関連もあると思いますので、また何かの機会に、金谷始発ってい

うのは、なかなか難しいっていうのはあると思いますけれども、一つうのは、なかなか難しいっていうのはあると思いますけれども、一つうのは、なかなか難しいっていうのはあると思いますけれども、一つうのは、なかなか難しいっていうのはあると思いますけれども、一つ

のアイデアとして金谷発っていうのを出来ないものかなということのアイデアとして金谷発っていうのを出来ないものかなということのアイデアとして金谷発っていうのを出来ないものかなということのアイデアとして金谷発っていうのを出来ないものかなということ

で、アイデア提案です。で、アイデア提案です。で、アイデア提案です。で、アイデア提案です。    

港へのシャトルバス、なぜ島田からしか出ていない港へのシャトルバス、なぜ島田からしか出ていない港へのシャトルバス、なぜ島田からしか出ていない港へのシャトルバス、なぜ島田からしか出ていないかわかりますか。金かわかりますか。金かわかりますか。金かわかりますか。金

谷の人たちは、金谷から出た方が空港まで近いんだと、是非、金谷の駅谷の人たちは、金谷から出た方が空港まで近いんだと、是非、金谷の駅谷の人たちは、金谷から出た方が空港まで近いんだと、是非、金谷の駅谷の人たちは、金谷から出た方が空港まで近いんだと、是非、金谷の駅

からシャトルバスを出してくれってご要望をいただきます。でも、からシャトルバスを出してくれってご要望をいただきます。でも、からシャトルバスを出してくれってご要望をいただきます。でも、からシャトルバスを出してくれってご要望をいただきます。でも、    JR JR JR JR 

が、島田まではが、島田まではが、島田まではが、島田までは 10101010 分に一本です。金谷は、分に一本です。金谷は、分に一本です。金谷は、分に一本です。金谷は、20202020 分に一本なんです。やっぱ分に一本なんです。やっぱ分に一本なんです。やっぱ分に一本なんです。やっぱ

り、そこのところでなかなか難しい。そして、金谷の駅前に駐車場が無り、そこのところでなかなか難しい。そして、金谷の駅前に駐車場が無り、そこのところでなかなか難しい。そして、金谷の駅前に駐車場が無り、そこのところでなかなか難しい。そして、金谷の駅前に駐車場が無

いということの課題等もあります。やっぱり、いということの課題等もあります。やっぱり、いということの課題等もあります。やっぱり、いということの課題等もあります。やっぱり、3333 本目の電車を引き込め本目の電車を引き込め本目の電車を引き込め本目の電車を引き込め

る線路が無いと、これも、そこから始発にすることが出来なくて、そうる線路が無いと、これも、そこから始発にすることが出来なくて、そうる線路が無いと、これも、そこから始発にすることが出来なくて、そうる線路が無いと、これも、そこから始発にすることが出来なくて、そう

いう意味では、島田駅は恵まれている、第いう意味では、島田駅は恵まれている、第いう意味では、島田駅は恵まれている、第いう意味では、島田駅は恵まれている、第 3333 番線があるということの中番線があるということの中番線があるということの中番線があるということの中

で、島田から発車するんですね。始発に、で、島田から発車するんですね。始発に、で、島田から発車するんですね。始発に、で、島田から発車するんですね。始発に、通勤電車で座っていけるって通勤電車で座っていけるって通勤電車で座っていけるって通勤電車で座っていけるって

いうのは、すごく大きなメリットだと思います。今、藤枝の方に人口がいうのは、すごく大きなメリットだと思います。今、藤枝の方に人口がいうのは、すごく大きなメリットだと思います。今、藤枝の方に人口がいうのは、すごく大きなメリットだと思います。今、藤枝の方に人口が

少し増えてるっていう話がありますけれども、藤枝との境からこちら側、少し増えてるっていう話がありますけれども、藤枝との境からこちら側、少し増えてるっていう話がありますけれども、藤枝との境からこちら側、少し増えてるっていう話がありますけれども、藤枝との境からこちら側、

六合と初倉は人口が増えています。子どもの数も大変多くなってきてい六合と初倉は人口が増えています。子どもの数も大変多くなってきてい六合と初倉は人口が増えています。子どもの数も大変多くなってきてい六合と初倉は人口が増えています。子どもの数も大変多くなってきてい

ます。ですから、それをもっとこっち側に引っ張って来れるような、そます。ですから、それをもっとこっち側に引っ張って来れるような、そます。ですから、それをもっとこっち側に引っ張って来れるような、そます。ですから、それをもっとこっち側に引っ張って来れるような、そ

ういう意味では、一番最初にお話をした子育て支援だとか教育の充実だういう意味では、一番最初にお話をした子育て支援だとか教育の充実だういう意味では、一番最初にお話をした子育て支援だとか教育の充実だういう意味では、一番最初にお話をした子育て支援だとか教育の充実だ

とかっていうところも大きなポイントになるかなあと思いながらやってとかっていうところも大きなポイントになるかなあと思いながらやってとかっていうところも大きなポイントになるかなあと思いながらやってとかっていうところも大きなポイントになるかなあと思いながらやって

いるところです。いるところです。いるところです。いるところです。    SL SL SL SL も出来たら金谷駅から出したいっていう思いがあも出来たら金谷駅から出したいっていう思いがあも出来たら金谷駅から出したいっていう思いがあも出来たら金谷駅から出したいっていう思いがあ

るんです。今は、新金谷駅からしかるんです。今は、新金谷駅からしかるんです。今は、新金谷駅からしかるんです。今は、新金谷駅からしか出ていないんですけれどもね。出来出ていないんですけれどもね。出来出ていないんですけれどもね。出来出ていないんですけれどもね。出来

ない理由はですね、ホームの長さがない理由はですね、ホームの長さがない理由はですね、ホームの長さがない理由はですね、ホームの長さが 2222 両分しかないんです。金谷駅の大両分しかないんです。金谷駅の大両分しかないんです。金谷駅の大両分しかないんです。金谷駅の大

鉄のホームが。でも、鉄のホームが。でも、鉄のホームが。でも、鉄のホームが。でも、    SL SL SL SL はははは 7777 両編成で走っているんです。両編成で走っているんです。両編成で走っているんです。両編成で走っているんです。7777 両の先に両の先に両の先に両の先に

機関車がついているんです。ホームが機関車がついているんです。ホームが機関車がついているんです。ホームが機関車がついているんです。ホームが 2222 両分しかないもんですから、電両分しかないもんですから、電両分しかないもんですから、電両分しかないもんですから、電

車に乗って電車の中を歩かないと進めないということでして、なかなか車に乗って電車の中を歩かないと進めないということでして、なかなか車に乗って電車の中を歩かないと進めないということでして、なかなか車に乗って電車の中を歩かないと進めないということでして、なかなか

いろんな課題がある。いろんな課題がある。いろんな課題がある。いろんな課題がある。    JR JR JR JR との話し合いの中で、やっぱり地域振興に交との話し合いの中で、やっぱり地域振興に交との話し合いの中で、やっぱり地域振興に交との話し合いの中で、やっぱり地域振興に交

通機関はすごく大事ですから、その話はしっかりさせていただきたいと通機関はすごく大事ですから、その話はしっかりさせていただきたいと通機関はすごく大事ですから、その話はしっかりさせていただきたいと通機関はすごく大事ですから、その話はしっかりさせていただきたいと

思います。思います。思います。思います。    

10101010    

■■■■図書館の駐車場について図書館の駐車場について図書館の駐車場について図書館の駐車場について    

    図書館の話ですけれども、図書館の駐車場料金が現在図書館の話ですけれども、図書館の駐車場料金が現在図書館の話ですけれども、図書館の駐車場料金が現在図書館の話ですけれども、図書館の駐車場料金が現在30303030分無料です分無料です分無料です分無料です

けれども、けれども、けれども、けれども、1111時間無料を検討してください。時間無料を検討してください。時間無料を検討してください。時間無料を検討してください。    

●●●●図書館の横にある、おびりあの駐車場が図書館の横にある、おびりあの駐車場が図書館の横にある、おびりあの駐車場が図書館の横にある、おびりあの駐車場が 30303030 分無料なんです。それで、分無料なんです。それで、分無料なんです。それで、分無料なんです。それで、

図書館で本を借りていただく方に、おびりあの駐車場はコープの駐車場図書館で本を借りていただく方に、おびりあの駐車場はコープの駐車場図書館で本を借りていただく方に、おびりあの駐車場はコープの駐車場図書館で本を借りていただく方に、おびりあの駐車場はコープの駐車場

でもあり、マンションに住んでいる人たちの駐車場でもあってですね、でもあり、マンションに住んでいる人たちの駐車場でもあってですね、でもあり、マンションに住んでいる人たちの駐車場でもあってですね、でもあり、マンションに住んでいる人たちの駐車場でもあってですね、

台数が足りないわけです。それで、あそこを台数が足りないわけです。それで、あそこを台数が足りないわけです。それで、あそこを台数が足りないわけです。それで、あそこを 1111 時間に延長したいという時間に延長したいという時間に延長したいという時間に延長したいという

ときに、なかなか難しいことがありまして、今借りているのが、しましときに、なかなか難しいことがありまして、今借りているのが、しましときに、なかなか難しいことがありまして、今借りているのが、しましときに、なかなか難しいことがありまして、今借りているのが、しまし

んの東側に、「アイペック」っていう駐車場があるのをご存知ですか。んの東側に、「アイペック」っていう駐車場があるのをご存知ですか。んの東側に、「アイペック」っていう駐車場があるのをご存知ですか。んの東側に、「アイペック」っていう駐車場があるのをご存知ですか。1111

時間時間時間時間 100100100100 円の駐車場円の駐車場円の駐車場円の駐車場です。あそこは、図書館で本を借りていただいた時です。あそこは、図書館で本を借りていただいた時です。あそこは、図書館で本を借りていただいた時です。あそこは、図書館で本を借りていただいた時

に、駐車券を見せていただければ、に、駐車券を見せていただければ、に、駐車券を見せていただければ、に、駐車券を見せていただければ、1111 時間の無料券を出しています。です時間の無料券を出しています。です時間の無料券を出しています。です時間の無料券を出しています。です

から、ほんのちょっと歩く距離が長くなりますが、そうすればから、ほんのちょっと歩く距離が長くなりますが、そうすればから、ほんのちょっと歩く距離が長くなりますが、そうすればから、ほんのちょっと歩く距離が長くなりますが、そうすれば 1111 時間の時間の時間の時間の

無料券を使っていただくことが出来ます。それから、こども館と島田楽無料券を使っていただくことが出来ます。それから、こども館と島田楽無料券を使っていただくことが出来ます。それから、こども館と島田楽無料券を使っていただくことが出来ます。それから、こども館と島田楽

習センターの両方を合わせた無料駐車場も、鉄道の脇にあるんです。ち習センターの両方を合わせた無料駐車場も、鉄道の脇にあるんです。ち習センターの両方を合わせた無料駐車場も、鉄道の脇にあるんです。ち習センターの両方を合わせた無料駐車場も、鉄道の脇にあるんです。ち
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ょっと離れているんですけれどもね。あそこは、何時間でも置いていたょっと離れているんですけれどもね。あそこは、何時間でも置いていたょっと離れているんですけれどもね。あそこは、何時間でも置いていたょっと離れているんですけれどもね。あそこは、何時間でも置いていた

だいて大丈夫なんですけれども、できれば、しましんの横の駐車場に置だいて大丈夫なんですけれども、できれば、しましんの横の駐車場に置だいて大丈夫なんですけれども、できれば、しましんの横の駐車場に置だいて大丈夫なんですけれども、できれば、しましんの横の駐車場に置

いていただいて、いていただいて、いていただいて、いていただいて、1111 時間無料で使っていただければありがたいなと思い時間無料で使っていただければありがたいなと思い時間無料で使っていただければありがたいなと思い時間無料で使っていただければありがたいなと思い

ます。ます。ます。ます。    

11111111    

■■■■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    

ふるさと納税について聞きたいんですけれども、ふるさと納税について聞きたいんですけれども、ふるさと納税について聞きたいんですけれども、ふるさと納税について聞きたいんですけれども、焼津市と比べて、焼津市と比べて、焼津市と比べて、焼津市と比べて、

島田市の数字を見たら島田市の数字を見たら島田市の数字を見たら島田市の数字を見たら、、、、ちょっとがっかりしたんですけども、その取ちょっとがっかりしたんですけども、その取ちょっとがっかりしたんですけども、その取ちょっとがっかりしたんですけども、その取

り組みについてどんなことをしているのか教えてください。り組みについてどんなことをしているのか教えてください。り組みについてどんなことをしているのか教えてください。り組みについてどんなことをしているのか教えてください。    

●●●●ふるさと納税、焼津はね、ダントツだって言ってすごく自慢をしていふるさと納税、焼津はね、ダントツだって言ってすごく自慢をしていふるさと納税、焼津はね、ダントツだって言ってすごく自慢をしていふるさと納税、焼津はね、ダントツだって言ってすごく自慢をしてい

ます。やっぱり、こう言ってはなんだけど、焼津には魚があるからだなます。やっぱり、こう言ってはなんだけど、焼津には魚があるからだなます。やっぱり、こう言ってはなんだけど、焼津には魚があるからだなます。やっぱり、こう言ってはなんだけど、焼津には魚があるからだな

っていうことは思います。どんなに美味しくても、小饅頭では東京からっていうことは思います。どんなに美味しくても、小饅頭では東京からっていうことは思います。どんなに美味しくても、小饅頭では東京からっていうことは思います。どんなに美味しくても、小饅頭では東京から

人を呼べません。だけど、人を呼べません。だけど、人を呼べません。だけど、人を呼べません。だけど、まぐろまぐろまぐろまぐろ丼を食べた後の小饅頭なら呼べるかも丼を食べた後の小饅頭なら呼べるかも丼を食べた後の小饅頭なら呼べるかも丼を食べた後の小饅頭なら呼べるかも

しれないけれども、一番最初の動機付けに、例えばバイクに乗って今日しれないけれども、一番最初の動機付けに、例えばバイクに乗って今日しれないけれども、一番最初の動機付けに、例えばバイクに乗って今日しれないけれども、一番最初の動機付けに、例えばバイクに乗って今日

はどっかに行こうかっていう時に、はどっかに行こうかっていう時に、はどっかに行こうかっていう時に、はどっかに行こうかっていう時に、まぐろまぐろまぐろまぐろ丼なら食べに来るかもしれま丼なら食べに来るかもしれま丼なら食べに来るかもしれま丼なら食べに来るかもしれま

せん。でも、小饅頭を食べにバイクを飛ばしては来てくれません。実は、せん。でも、小饅頭を食べにバイクを飛ばしては来てくれません。実は、せん。でも、小饅頭を食べにバイクを飛ばしては来てくれません。実は、せん。でも、小饅頭を食べにバイクを飛ばしては来てくれません。実は、

ふるさと納税、大変盛んにやっています。ふるさと納税、大変盛んにやっています。ふるさと納税、大変盛んにやっています。ふるさと納税、大変盛んにやっています。10,00010,00010,00010,000 円を寄付した場合に、円を寄付した場合に、円を寄付した場合に、円を寄付した場合に、

その人の住むところでその人の住むところでその人の住むところでその人の住むところで 8,0008,0008,0008,000 円の税控除が受けられます。ですから、例円の税控除が受けられます。ですから、例円の税控除が受けられます。ですから、例円の税控除が受けられます。ですから、例

えば島田市の場合ですと、えば島田市の場合ですと、えば島田市の場合ですと、えば島田市の場合ですと、10,00010,00010,00010,000 円をご寄付いただくと、私どもは、約円をご寄付いただくと、私どもは、約円をご寄付いただくと、私どもは、約円をご寄付いただくと、私どもは、約

半額の金額で返礼品を送っています。神座のミカン半額の金額で返礼品を送っています。神座のミカン半額の金額で返礼品を送っています。神座のミカン半額の金額で返礼品を送っています。神座のミカン 10101010 キロとか、キロとか、キロとか、キロとか、5,0005,0005,0005,000

円分ぐ円分ぐ円分ぐ円分ぐらい送っています。でも、そのらい送っています。でも、そのらい送っています。でも、そのらい送っています。でも、その 5,0005,0005,0005,000 円分ぐらいのプレゼントを円分ぐらいのプレゼントを円分ぐらいのプレゼントを円分ぐらいのプレゼントを

島田市からもらって、その人がもし横浜に住んでいれば、横浜で島田市からもらって、その人がもし横浜に住んでいれば、横浜で島田市からもらって、その人がもし横浜に住んでいれば、横浜で島田市からもらって、その人がもし横浜に住んでいれば、横浜で 8,0008,0008,0008,000

円の税控除を受け円の税控除を受け円の税控除を受け円の税控除を受けれれれれるわけです。だから、るわけです。だから、るわけです。だから、るわけです。だから、10,00010,00010,00010,000 円を出して円を出して円を出して円を出して 13,00013,00013,00013,000 円円円円

分得をするという制度ではあります。しかしこれは、分得をするという制度ではあります。しかしこれは、分得をするという制度ではあります。しかしこれは、分得をするという制度ではあります。しかしこれは、1111 回きりです。それ回きりです。それ回きりです。それ回きりです。それ

を、を、を、を、1111 年に年に年に年に 10101010 回やっても、ダメです。回やっても、ダメです。回やっても、ダメです。回やっても、ダメです。8,0008,0008,0008,000 円しか税の控除は受けられ円しか税の控除は受けられ円しか税の控除は受けられ円しか税の控除は受けられ

ないわけです。私もいろいろ調べましたけれども、ふるさと納税はですないわけです。私もいろいろ調べましたけれども、ふるさと納税はですないわけです。私もいろいろ調べましたけれども、ふるさと納税はですないわけです。私もいろいろ調べましたけれども、ふるさと納税はです

ね、全国ね、全国ね、全国ね、全国 1,7001,7001,7001,700 の自治体がある中の、約の自治体がある中の、約の自治体がある中の、約の自治体がある中の、約 95959595％以上の自治体がやってはい％以上の自治体がやってはい％以上の自治体がやってはい％以上の自治体がやってはい

るんです。だけれども、上位るんです。だけれども、上位るんです。だけれども、上位るんです。だけれども、上位 10101010 位がです位がです位がです位がですね、全体のね、全体のね、全体のね、全体の 4444 分の分の分の分の 1111 を占めるとを占めるとを占めるとを占めると

いうことで、全体の上位いうことで、全体の上位いうことで、全体の上位いうことで、全体の上位 100100100100 位が全体の位が全体の位が全体の位が全体の 75757575％を占めるということであり％を占めるということであり％を占めるということであり％を占めるということであり

まして、ふるさと納税は、儲かっているところばっかりではなくて、逆まして、ふるさと納税は、儲かっているところばっかりではなくて、逆まして、ふるさと納税は、儲かっているところばっかりではなくて、逆まして、ふるさと納税は、儲かっているところばっかりではなくて、逆

に損をしている自治体も、いくつも出てきています。島田は、損はしてに損をしている自治体も、いくつも出てきています。島田は、損はしてに損をしている自治体も、いくつも出てきています。島田は、損はしてに損をしている自治体も、いくつも出てきています。島田は、損はして

いませんが、しかし、やり方を十分考えなければいけないということで、いませんが、しかし、やり方を十分考えなければいけないということで、いませんが、しかし、やり方を十分考えなければいけないということで、いませんが、しかし、やり方を十分考えなければいけないということで、

今年、かなり人員を強化しました。そしてまた、返礼品を、メニューの今年、かなり人員を強化しました。そしてまた、返礼品を、メニューの今年、かなり人員を強化しました。そしてまた、返礼品を、メニューの今年、かなり人員を強化しました。そしてまた、返礼品を、メニューの

数をうんと増やしました。というのは、島田のモノが売れれば数をうんと増やしました。というのは、島田のモノが売れれば数をうんと増やしました。というのは、島田のモノが売れれば数をうんと増やしました。というのは、島田のモノが売れれば、、、、それだそれだそれだそれだ

けでも地域振興になりますから、それをしっかりやるということと、そけでも地域振興になりますから、それをしっかりやるということと、そけでも地域振興になりますから、それをしっかりやるということと、そけでも地域振興になりますから、それをしっかりやるということと、そ

れから、例えば大鉄のブライダルれから、例えば大鉄のブライダルれから、例えば大鉄のブライダルれから、例えば大鉄のブライダル列車で結婚式を列車で結婚式を列車で結婚式を列車で結婚式を挙げ挙げ挙げ挙げませんかなんていませんかなんていませんかなんていませんかなんてい

うのも返礼品に付けました。大井川マラソンの出走権も出しています。うのも返礼品に付けました。大井川マラソンの出走権も出しています。うのも返礼品に付けました。大井川マラソンの出走権も出しています。うのも返礼品に付けました。大井川マラソンの出走権も出しています。

50,00050,00050,00050,000 円です。円です。円です。円です。50,00050,00050,00050,000 円以上払ってくれれば、走る権利を与えます。今円以上払ってくれれば、走る権利を与えます。今円以上払ってくれれば、走る権利を与えます。今円以上払ってくれれば、走る権利を与えます。今

年も、実は大井川マラソンも締め切ったんですけれども、年も、実は大井川マラソンも締め切ったんですけれども、年も、実は大井川マラソンも締め切ったんですけれども、年も、実は大井川マラソンも締め切ったんですけれども、10,00010,00010,00010,000 人の応人の応人の応人の応

募をいただいて、締め切ったんですけれども、締め切った後も、どうし募をいただいて、締め切ったんですけれども、締め切った後も、どうし募をいただいて、締め切ったんですけれども、締め切った後も、どうし募をいただいて、締め切ったんですけれども、締め切った後も、どうし
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ても出たかったっていう人もいるわけです。その人たちには、ても出たかったっていう人もいるわけです。その人たちには、ても出たかったっていう人もいるわけです。その人たちには、ても出たかったっていう人もいるわけです。その人たちには、50,00050,00050,00050,000 円円円円

以上のふるさと納税をしてくれれば、走る権利を与えますということで、以上のふるさと納税をしてくれれば、走る権利を与えますということで、以上のふるさと納税をしてくれれば、走る権利を与えますということで、以上のふるさと納税をしてくれれば、走る権利を与えますということで、

来ていただいて、出走権の来ていただいて、出走権の来ていただいて、出走権の来ていただいて、出走権の 6,5006,5006,5006,500 円もまた払っていただいて、ホテル代円もまた払っていただいて、ホテル代円もまた払っていただいて、ホテル代円もまた払っていただいて、ホテル代

も交通費も出していただくということで、実際去年やってみました。いも交通費も出していただくということで、実際去年やってみました。いも交通費も出していただくということで、実際去年やってみました。いも交通費も出していただくということで、実際去年やってみました。い

るかなぁと思って心配してるかなぁと思って心配してるかなぁと思って心配してるかなぁと思って心配していいいいたんですけれども、たんですけれども、たんですけれども、たんですけれども、135135135135 万円万円万円万円、、、、実は集まり実は集まり実は集まり実は集まり

ました。ということは、ました。ということは、ました。ということは、ました。ということは、27272727 人の方が人の方が人の方が人の方が 50,00050,00050,00050,000 円を出しても、ただ走る権円を出しても、ただ走る権円を出しても、ただ走る権円を出しても、ただ走る権

利をもらうためだけに払ってくれたんです。ですから、今年は、例えば利をもらうためだけに払ってくれたんです。ですから、今年は、例えば利をもらうためだけに払ってくれたんです。ですから、今年は、例えば利をもらうためだけに払ってくれたんです。ですから、今年は、例えば

大祭の桟敷席だとか、いろんなことをやってみたいなと思っています。大祭の桟敷席だとか、いろんなことをやってみたいなと思っています。大祭の桟敷席だとか、いろんなことをやってみたいなと思っています。大祭の桟敷席だとか、いろんなことをやってみたいなと思っています。

魚で売って魚で売って魚で売って魚で売っていいいいる焼津もですね、名前を有名にするために、やっぱりいろる焼津もですね、名前を有名にするために、やっぱりいろる焼津もですね、名前を有名にするために、やっぱりいろる焼津もですね、名前を有名にするために、やっぱりいろ

んな工夫をしているんですよ。焼津で面白いなと思ったのは、深海魚をんな工夫をしているんですよ。焼津で面白いなと思ったのは、深海魚をんな工夫をしているんですよ。焼津で面白いなと思ったのは、深海魚をんな工夫をしているんですよ。焼津で面白いなと思ったのは、深海魚を

プレゼントしています。その深海魚も、ご注文をいただいてかプレゼントしています。その深海魚も、ご注文をいただいてかプレゼントしています。その深海魚も、ご注文をいただいてかプレゼントしています。その深海魚も、ご注文をいただいてから採りにら採りにら採りにら採りに

行きます行きます行きます行きますっっっっていう深海魚です。ホームページの、ていう深海魚です。ホームページの、ていう深海魚です。ホームページの、ていう深海魚です。ホームページの、    ヤフーのトップ画面にヤフーのトップ画面にヤフーのトップ画面にヤフーのトップ画面に

も載っているんです。食べられるものではないし、もらったからどうっも載っているんです。食べられるものではないし、もらったからどうっも載っているんです。食べられるものではないし、もらったからどうっも載っているんです。食べられるものではないし、もらったからどうっ

てもんじゃないです。だけど、お金を払ってから、船で採りに行って、てもんじゃないです。だけど、お金を払ってから、船で採りに行って、てもんじゃないです。だけど、お金を払ってから、船で採りに行って、てもんじゃないです。だけど、お金を払ってから、船で採りに行って、

深海魚を釣り上げて送ってくれるっていう、そういうプレゼントです。深海魚を釣り上げて送ってくれるっていう、そういうプレゼントです。深海魚を釣り上げて送ってくれるっていう、そういうプレゼントです。深海魚を釣り上げて送ってくれるっていう、そういうプレゼントです。

全国的に本当にいろんなことをやってですね、実は全国的に本当にいろんなことをやってですね、実は全国的に本当にいろんなことをやってですね、実は全国的に本当にいろんなことをやってですね、実は 10,00010,00010,00010,000 円お金を払え円お金を払え円お金を払え円お金を払え

ばばばば 30303030 キロのお米が届くみたいなところもあって、国の方は、ちょっと過キロのお米が届くみたいなところもあって、国の方は、ちょっと過キロのお米が届くみたいなところもあって、国の方は、ちょっと過キロのお米が届くみたいなところもあって、国の方は、ちょっと過

度な競争が過ぎていると、ふるさと納税を節度ある納税制度にしなさい度な競争が過ぎていると、ふるさと納税を節度ある納税制度にしなさい度な競争が過ぎていると、ふるさと納税を節度ある納税制度にしなさい度な競争が過ぎていると、ふるさと納税を節度ある納税制度にしなさい

という通達も出てきという通達も出てきという通達も出てきという通達も出てきてててています。そうした中でですねいます。そうした中でですねいます。そうした中でですねいます。そうした中でですね、できるだけ島田の、できるだけ島田の、できるだけ島田の、できるだけ島田の

物産品を売りたいし、知名度を上げたいという意味もあって、ふるさと物産品を売りたいし、知名度を上げたいという意味もあって、ふるさと物産品を売りたいし、知名度を上げたいという意味もあって、ふるさと物産品を売りたいし、知名度を上げたいという意味もあって、ふるさと

納税は、今年は力を入れております。魚のない町で大変残念ではありま納税は、今年は力を入れております。魚のない町で大変残念ではありま納税は、今年は力を入れております。魚のない町で大変残念ではありま納税は、今年は力を入れております。魚のない町で大変残念ではありま

すが、うちの一番人気は何だと思いますか。島田の一番人気は、ダントすが、うちの一番人気は何だと思いますか。島田の一番人気は、ダントすが、うちの一番人気は何だと思いますか。島田の一番人気は、ダントすが、うちの一番人気は何だと思いますか。島田の一番人気は、ダント

ツ、神座のみかんでして、神座のみかんツ、神座のみかんでして、神座のみかんツ、神座のみかんでして、神座のみかんツ、神座のみかんでして、神座のみかん 10101010 キロがダントツキロがダントツキロがダントツキロがダントツ 1111 位です。シ位です。シ位です。シ位です。シ

ーズンがまだ終わらないうちにいっぱいになってしまって、来シーズンーズンがまだ終わらないうちにいっぱいになってしまって、来シーズンーズンがまだ終わらないうちにいっぱいになってしまって、来シーズンーズンがまだ終わらないうちにいっぱいになってしまって、来シーズン

でないと送れない状況になるほど、神座のみかんが一番人気です。でないと送れない状況になるほど、神座のみかんが一番人気です。でないと送れない状況になるほど、神座のみかんが一番人気です。でないと送れない状況になるほど、神座のみかんが一番人気です。    

※※※※    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。    

    

④その他（市長から）④その他（市長から）④その他（市長から）④その他（市長から）    

・・・・これこれこれこれ（（（（「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」））））を置を置を置を置いていきます。いていきます。いていきます。いていきます。3333 年前に、皆さんとお約束をした年前に、皆さんとお約束をした年前に、皆さんとお約束をした年前に、皆さんとお約束をした 30303030 項目の成績表です。どのくらい進捗しているか、項目の成績表です。どのくらい進捗しているか、項目の成績表です。どのくらい進捗しているか、項目の成績表です。どのくらい進捗しているか、93.393.393.393.3％の％の％の％の

進捗率であります。未着手は進捗率であります。未着手は進捗率であります。未着手は進捗率であります。未着手は 0000 でありますが、詳しく、これまででありますが、詳しく、これまででありますが、詳しく、これまででありますが、詳しく、これまで 3333 年間やってきたことの内容が書かれていますので、よろ年間やってきたことの内容が書かれていますので、よろ年間やってきたことの内容が書かれていますので、よろ年間やってきたことの内容が書かれていますので、よろしかったらご覧ください。しかったらご覧ください。しかったらご覧ください。しかったらご覧ください。それそれそれそれ

から、わたしがずっと立っていたのは、よその地域はもっと人数が少ないんです。だから、私、座っても皆さんの顔が見える、でも、稲荷町はこんなに大から、わたしがずっと立っていたのは、よその地域はもっと人数が少ないんです。だから、私、座っても皆さんの顔が見える、でも、稲荷町はこんなに大から、わたしがずっと立っていたのは、よその地域はもっと人数が少ないんです。だから、私、座っても皆さんの顔が見える、でも、稲荷町はこんなに大から、わたしがずっと立っていたのは、よその地域はもっと人数が少ないんです。だから、私、座っても皆さんの顔が見える、でも、稲荷町はこんなに大

勢の方が来てくださいました。皆さんの顔を見ながらお話ししたいと思って、ずっと立っていました。立っているのは、ずっと昔から慣れています勢の方が来てくださいました。皆さんの顔を見ながらお話ししたいと思って、ずっと立っていました。立っているのは、ずっと昔から慣れています勢の方が来てくださいました。皆さんの顔を見ながらお話ししたいと思って、ずっと立っていました。立っているのは、ずっと昔から慣れています勢の方が来てくださいました。皆さんの顔を見ながらお話ししたいと思って、ずっと立っていました。立っているのは、ずっと昔から慣れていますので、ので、ので、ので、

大丈夫です。本当にありがとうございました。大丈夫です。本当にありがとうございました。大丈夫です。本当にありがとうございました。大丈夫です。本当にありがとうございました。    
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⑤当日の様子⑤当日の様子⑤当日の様子⑤当日の様子    

                


