
～2019年(令和元年)度～

市政座談会

『ランチ・ティー・ミーティング』

意見集約集

焼津市役所　総合政策部　広報広聴課

(令和2年2月発行）



☆「分類」について
　「地区独自」 ･･･ ある一定の地区に関する内容の場合
　「市内共通」 ･･･ 市内全域に共通する内容の場合

☆担当課から補足説明がある場合は「備考」欄に記載があります。

〈表の見方について〉

☆「意見・要望等」については、市政座談会参加者の方からのご発言内容を要約して記載してあります。
☆｢回答」については、市政座談会での市長・副市長・出席部長等の答弁内容のほか、その後の担当課等から



No. 開催日 開始時間 団体名 会場

1 07月18日(木) 11:30 焼津脳脊髄液減少症患者支援の会 応接室 1 ～

2 07月22日(月) 11:30 焼津・小川・大井川港　漁業協同組合 応接室 2 ～ 3

3 07月24日(水) 11:30 焼津市水産振興会 応接室 4 ～

4 08月30日(金) 11:30 焼津市社会教育委員 応接室 5 ～

5 09月27日(金) 11:30 大井川商工会（役員・青年部・女性部） 応接室 6 ～ 7

6 10月02日(水) 11:30 焼津商店街連合会 応接室 8 ～ 9

7 02月25日(火) 11:30 大井川花の会 応接室 10 ～

2019年(令和元年)度　市政座談会　ランチ・ティー・ミーティング（各種団体）

掲載頁



令和元年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津脳脊髄液減少症患者支援の会 対象者 ：　役員 日程： 1

令和1年7月18日(木) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

603 健康福祉 604 健康福祉部　 健康づくり課

203 広報広聴 204 総合政策部 広報広聴課

2 1601 市立病院

〇市内の状況について
患者は市内の病院で治療してもらえないので
遠方の病院まで通院している。

毎月一回病院との意見交換する会議があるの
でこのような意見があったことを伝えます。

○ 1604 病院事務部 医事課

焼津市立総合病院脳神経外科外来で
は、紹介状持参の上、予約をお取りい
ただければ受診可能となっておりま
す。（市立病院のホームページに掲載
されております）

3 603 健康福祉

〇病気の認知について
症状がはっきりしていないため「怠け者」扱
いされる。子どもたちの中では仲間外れにさ
れ親からも理解されずに悩んでいる子どもが
いる。この病気について広く認知されていな
いのが原因だ。医師の中でも小児科の医師の
理解度が低いと聞いている。

医学界の論争に行政が直接かかわることはで
きませので先ずは市民に周知していきたいと
考えています。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

1601 病院事務部 病院総務課

1604 病院事務部 医事課

当院では、脳脊髄漏と診断された場
合、「硬膜外自家血注入」という治療
（処置）を脳神経外科にて行います。

5 603 健康福祉

〇PR活動について
認知度を高めるため講演会を企画したいと考
えている。

専門的に学会で議論されていると思いますの
で行政として何ができるのかよく考えてみま
す。 ○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

603 健康福祉 604 健康福祉部　 健康づくり課

203 広報広聴 204 総合政策部 広報広聴課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：

開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

1

〇会の目的について
病気のことを知ってもらうようにPR活動を主
体にやっている。先ずは学校の先生に知って
ほしくて市内の全校に冊子を配布した。市民
にも周知させていきたい。

県議の時からこの会の活動について承知して
います。もっと広く病気のことについて周知
されるよう努めていきたいと思います。

○

4

〇医師への理解について
脳脊髄液は漏れないという考え方が存在して
おり学会で論争になっている。そのため医師
の中でも理解度が低いのが現状である。もっ
と広く病気のことをPRして一般の人たちが理
解を示してくれないと医師側に伝わらないと
思う。

学術的な見地が早期に確立されることを願っ
ています。

○1601 市立病院

6

〇市の支援について
情報発信について市の支援をお願いしたい。

講演会は単独で企画してもうまくいかないの
で複合した内容で企画した方が人は集まると
思います。どんなやり方が良いのか考えさせ
てください。また病気のことについて広報や
いづで広報していきたいと思います。

○

1 



令和元年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津・小川・大井川港漁業協同組合 対象者 ：　役員 日程： 2

令和1年7月22日(月) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 401 防災

〇石津西公園の防災対策について
石津西公園の地下に水を貯めていると聴いた
がどのようになっているのか。

石津西公園には災害対応として飲料水101tを
貯蔵できる地下タンクが設置されています。

○ 402 防災部 地域防災課

・石津西公園には周辺から1万人が避難
してくることを想定し、３日分の水が
確保できるよう100ｔの飲料水兼用耐震
性貯水槽が平成18年に設置されており
ます。
・同様に清見田公園、産業会館跡地に
も100ｔの耐震性貯水槽が設置されてい
ます。
・通常は、普通の水道管同様に新鮮な
水道水が通水されていますが、水道管
に異常が発生し、水圧が設定値以下に
下がると、緊急遮断弁が閉まり、100t
貯水槽が単独の槽になります。

2 1105 港・海岸

〇大井川港クルーズ船誘致について
大井川港にクルーズ船を入れて集客を図ると
いうが何tクラスの船を考えているのか。

水産部長
2～3千tクラスの船になると思います。この
程度の船には約150人ほどが乗船していると
聞いています。

○ 1104 建設部　 大井川港管理事務所

大井川港に接岸できる客船の大きさ
は、大井川港の航路幅、港湾内の大き
さから、船の長さが約165ｍ、喫水は、
約6.7ｍが最大規模となります。

3 1105 港・海岸

〇大井川港周辺の集客施設について
たくさんのお客さんに来てもらうためには集
客施設の整備が必要と思うがどのように考え
ているのか。

クルーズ船の待合所としてタワーを考えてい
ます。また周辺には公園なども整備していき
たいと思っています。 ○ 1104 建設部　 大井川港管理事務所

4 801 水産

〇小川さばのPRについて
組合としても船が減ってきており将来どのよ
うになるのか心配している。体力がある内に
対策を講じたいと考えている。そのために安
定した事業を継続し人が集まってくるように
していきたいと思う。

各地域の資源をつなげていき焼津市全体とし
て活路を生み出していきたいと考えていま
す。

○ 801 水産部 水産振興課

5 801 水産

〇サバ祭りについて
サバの水揚げが減少してきている。近年は不
漁が続きこの一か月は16tしか獲れていな
い。サバ祭りでサバを無料で配布しているが
有料にしないと組合の負担が大きくて苦慮し
ている。

サバは健康食品として人気があり大勢の集客
がある大きなイベントになってきていますの
で何とか工夫して継続していってほしいと思
います。 ○ 801 水産部 水産振興課

6 802 漁港

〇津波対策の港口水門整備について
これまで県の説明は「検討する」ということ
しか言っていない。本当に港口に水門を造る
本気度があるのかよくわからない。

ようやく国・県も造る方向で考えてくれるよ
うになりました。

水産部長
造らない検討はしないと言っており調査費も
予算付けされています。

○ 802 水産部 漁港振興課

現在、県により事業化に向けた検討が
進められています。

団体名：

開催日：
分類 課

コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

2 



地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

7 802 漁港

〇焼津漁港の地震・津波対策について
いろいろやってくれているようだが進捗状況
がよくわからない。もっと見えるようにしな
いとどうなっているのか心配になる。

地震・津波対策は確実に進捗しておりもう少
し経てば計画した対策が完成しますので安心
してください。 ○ 802 水産部 漁港振興課

今年度より、焼津・小川両地区で胸壁
の整備が始まりました。

8 1101 道路・橋梁

〇港につながる道路の橋梁について
黒石川に架かる橋はどうなっているのか。

県が対策を講じることになっています。

○ 1102 建設部　 道路課

3 



令和元年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市水産振興会 対象者 ：　役員 日程： 3

令和1年7月24日(水) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 801 水産

〇輸出勉強会について
近年では海外との商売が多くなってきてい
る。これから益々増えていくと思う。輸出に
係る手続きは煩雑で難しい。そのような中で
市が開催した輸出勉強会は大変に参考になっ
た。今後も行政でこのような勉強会を継続的
にやってほしい。

水産部長
海外との商売は高度衛生管理とハサップが
セットになっており企業側の課題を解決する
方向でタイムリーにやっていきたいと考えて
います。また企業が求めているニーズに即し
た取り組みをこれからも力を入れていきたい
と考えています。

○ 801 水産部 水産振興課

2 801 水産

〇ジェトロによるセミナー開催について
ジェトロのセミナーは普段来てくれないよう
な講師が説明してくれるので今後も焼津市内
でジェトロによるセミナーを開催してほし
い。

水産部長
企業側の意見要望に沿った内容でセミナー等
が開催できるように改善していきたいと思い
ます。

○ 801 水産部 水産振興課

3 1001 商業・観光

〇集客施策について
焼津に多くの人を呼び込む施策は単発でやっ
てもうまくいかないと思う。様々な施策を複
合的に企画して効果を出してほしい。

現在年間500万人が焼津に来ています。今後
10年で1000万人にする目標を経てて取り組ん
でいます。そのため交流推進部を創り観光と
スポーツを一つの部にして交流を推進してい
きます。文化振興計画とスポーツ振興計画を
策定し観光ビジョンを見直しています。シー
ガルドームを全国規模の大会が開催できるよ
うに改修したところ様々な団体から数多くの
問い合わせが来ています。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

201 まちづくり 201 総合政策部 政策企画課

浜通り地区において市にご寄附いただ
いた歴史的な価値のある家屋を拠点
に、地域活性化の取組を進めており、
この施設の改修に合わせ施設内にトイ
レを整備していきます。

1001 商業・観光 1001 交流推進部 観光交流課

5 201 まちづくり

〇民間の活用について
焼津の魅力を創出して賑わいづくりをしてい
くために民間の力を引っ張ってこれないか。

今は市が先行して手を出してきっかけづくり
をしているところです。軌道に乗れば民間を
活用していく方向にもっていきたいと思って
います。

○ 201 総合政策部 政策企画課

6 1002 スポーツ

〇３×３バスケットについて
焼津市にプロバスケットチームを創ったこと
は大変に評価している。大きな活力になって
いくと思う。

市内にはバスケットをやっている市民が大変
多くいて土台がありました。３×３バスケッ
トは経費的にも安価でありこれから伸びてい
くスポーツだと考えて創りました。今回オリ
ンピック種目にもなりました。

○ 1003 交流推進部 スポーツ課

チームロゴはカツオ、プロリーグ大会
は焼津漁港で開催と、魚のまち焼津を
意識したチーム活動を行っていますの
で、水産振興にもご協力できれば幸い
です。

種コード 種別 意見・要望内容

分類
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

団体名：

開催日：

課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No

4

〇浜通りのリノベーションについて
古民家の魅力が注目されてきている。浜通り
をにぎわい拠点としたまちづくりをしてほし
い。多くの人が焼津に来て宿泊してほしいと
思う。公共のトイレもあればよいが・・・

浜通りと花沢・中心市街地周辺をポイントと
して整備していきたいと考えています。浜通
り地区で市に寄付してくれた家屋がありこれ
らの資源を活用したリノベーションをしてい
きます。トイレも造っていきます。 ○

4 



令和元年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市社会教育委員 対象者 ：　役員 日程： 4

令和1年8月30日(金) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 1301 環境

〇自然環境調査について
30年ほど前に自然環境調査をしたが近年では
外来種が増加してきており再度の調査が必要
と考えている。再調査する機会を創ってほし
い。

行政で何ができるのか検討してみます。

○ 1302 環境部 環境生活課

生物多様性地域戦略の策定の検討と併
せて、自然環境調査の実施等について
検討します。

2 1001 商業・観光

〇観光コースの検討について
観光案内人の会を立ち上げ3つのコースを創
り活動している。新たな観光コースを検討し
て交流の場を増やしたいので調査費を支援し
てほしい。

観光協会も新体制となり予算面の配慮と支援
強化をしていきたいと考えています。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

3 1705 公民館

〇公民館活動について
来年4月から施行される社会教育法の改正で
公民館活動が市長部局でも出来るようにな
る。公民館は地域の交流の場であるため市長
部局の中でやっていった方が効率的だと思
う。

地域支援センター化している自治体もあり地
域の環境も変わってきているので教育委員会
とも相談しながら前向きに検討していきたい
と思います。 ○ 1704 教育委員会事務局 社会教育課

4 602 長寿福祉

〇高齢者の居場所づくりについて
大井川地区の老人クラブが解体されるという
が組織が弱体化してきている中で地域にお任
せ的な行政の取り組みは危機感がないと思
う。
行政が主体となり引っ張っていかないとうま
くいかないと考える。

老人クラブの運営は相対的に高齢の方々が行
うため難しいところがあると承知していま
す。市では元気世代(65歳～85歳)を壮年の部
として元気で活力のある方々が活躍できる場
を創っていきたいと考えています。これまで
と同じような形態ではなくて地域コミュニ
ティーは変わっていくと思っています。市民
に丁寧に説明し誤解されないようメリハリを
つけやっていきたいと思います。

○ 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

5 1304 清掃活動

〇地域活動への取り組みについて
地域の草刈りや清掃活動など以前のような対
応ができず業者へ委託している所もある。特
定日での実施ではなく一定の期間を定め地域
活動をすると効率的だと思う。

地域活動の取り組みは各自治会で計画し活動
しています。しかし地域での対応が難しい社
会環境となってきており新たな仕組みを考え
てく必要があると思っています。

○ 1301 環境部 廃棄物対策課

6 701 子育て

〇問題のある子どもへの対応について
学童保育における問題のある子どもへの対応
とその支援はどのようになっているのか。障
害のある子どもが増えてきているように思
う。

教育現場の担当と相談しながらグレーゾーン
の対応を細かく考えていきたいと思います。

○ 701 こども未来部 子育て支援課

放課後児童クラブからの相談について
は、速やかにこども相談センターと協
議し、連携して個別の対応をとってい
ます。

7 2000 その他

〇舟券売り場について
小川に舟券売り場ができ盛況のようだが行政
に見返りはあるのか。

浜名湖競艇の事業者が運営しており売り上げ
の1％が市に入ることになっています。市が
誘致したものではありませんが誤解している
方もいるようなのでしっかり説明していきた
いと思っています。

○ 101 総務部 総務課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：

開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

5 



令和元年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

大井川商工会 対象者 ：　役員 日程： 5

令和1年9月27日(金) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 901 産業

〇各事業への支援のお礼
大井川商工会の事業に、毎年市から補助金を
いただき、大変感謝している。今後も、経営
改善の指導や地域振興イベントの開催など、
積極的に事業を行っていくので、引き続き、
支援と指導をお願いしたい。

街道カーニバルなどのイベントが盛大に開催
していただき感謝しています。大井川西小学
校は全員が参加してくれており大変すばらし
いお祭りになっています。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

大井川地区では毎年積極的にイベント
を開催していただいています。
昨年度からは、お不動さんの手づくり
市も開催されており、地域にあったい
いイベントになっています。

2 1207 公園・街路・広場

〇公園使用などに係る手続きについて
イベントなどで公園を使用する機会が多く、
その都度、昭和通りの「市環境緑化事業協同
組合」に申請に伺い、また後日許可書を受け
取りに行っている。防災訓練で公園を使用す
る大井川地区の町内会長からも同様な意見が
出されたが、大変な手間であるので、オンラ
イン化によって申請手続きができるようにな
らないか。また大井川庁舎で手続きができる
ようにしてほしい。

デジタルファーストが始まっているが、オン
ライン化についてはすぐには出来ないかもし
れないが、大井川庁舎での受付は検討しま
す。

○ 1206 都市政策部　 都市整備課

大井川庁舎等を借りて、指定管理者職
員を派遣することや郵送等で手続きを
する方法もあるので、使用手続き件数
や利用者の声を聞きながら検討してま
いります。
使用にあたっては、施設の占用料をい
ただく事務も含めて手続きを実施して
いるため、一度は来所をお願いしま
す。
なお、手続きを一度で終わるように、
申請行為は電話で仮に受けることは可
能となっています。

901 産業 901 経済産業部 商業・産業政策課

お不動さんお手づくり市は、昨年度に
引き続き開催されたが、地域にあった
イベントとなっています。
おおいがわフェアの駐車場の件は対応
済です。当日は、30分程度早めに駐車
場を開けてもらいました。

1801 振興公社 1803 公社 大井川文化会館

当日は8時に駐車場を開放し、スタッフ
等の準備に支障がないように対応しま
した。

4 901 産業

〇経営発達支援計画について
平成26年度末に国から認定を受けた「発達支
援計画」が本年度末で終了するため、現在２
期目の更新作業を行っている。今回の申請か
ら市と共同で申請をあげるシステムに改正さ
れた。市の担当と協議しすすめているが引き
続き支援をお願いしたい。

担当によく言っておきます。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

支援計画策定終了（11/6）

5 1003 オリンピック

〇モンゴル国との交流推進について
市の協力をいただき11月13日に商工会員を対
象にモンゴル国講座を開催する。当商工会と
しても何ができるのか見つけていきたい。

ご理解ご協力ありがとうございます。

○ 1002 交流推進部 文化・交流課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：

開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

3

〇ミュージコ駐車場の使用について
昨年に引き続き第２回のお不動さんの手づく
り市を11月16日に飯淵のお不動さん（長徳
寺）で開催します。市からも後援をいだきあ
りがとうございます。多くの皆さんに来場し
ていただきたい。
また、11月３日にミュージコ駐車場で開催す
るおおいがわフェア（商工まつり）につい
て、例年、ミュージコ駐車場が開くのを待つ
人で大渋滞となるので、もう30分ほど早く駐
車場を開けてほしい。

お不動さん手づくり市の盛会を願っていま
す。
おおいがわフェアの駐車場の件は、市から振
興公社へ話をしてみます。
※座談会終了後に福與副市長からミュージコ
の館長へ話をしました。

○

6 



地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

6 901 産業

〇地場産品の開発について
市で行っている銀座でのマルシェなどへ参加
している。販路拡大へ向けてありがたく感じ
ている。今後も引き続き協力をお願いした
い。
アンテナショップについては、一等地にこだ
わり過ぎなくてもよいと思う。
また市と連携し情報の共有化を図りたい。

銀座にこだわらず新たに開発した方がよいの
ではと思っていますので担当と調整します。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

引き続き販路開拓支援に向けた取り組
みを継続していきます。
5市2町で進めているしずおか中部連携
中枢都市圏のアンテナショップ開設に
ついては、現時点で有力な物件がない
ことから、来年の東京オリンピック・
パラリンピックまでの開設が困難とな
り、本事業は一度白紙に戻し、次年度
よりこれまでの検討したことを踏まえ
た発展的な事業展開を図ってまいりま
す。

7 2000 その他

〇市長との交流について
青年部では市長と交流を図りたいので会食会
を開催したいと考えている。

日程を調整していただき参加できるようにし
たいと思います。

○ 202 総合政策部 秘書課

8 2000 その他

〇市の小口現金の取り扱いについて
少額の支払い手続きで支払い通知を郵送に
よって行っているが簡素化すべきと思う。

今までのやり方を見直す時代となりましたの
でキャッシュレス化に向けて研究します。

○ 1501 会計管理者 出納室

通知によって振込内容の確認をしてい
る方も多いため、金額の多寡に関わら
ず、現在は通知が必要と考えておりま
す。また、郵送以外の手段もないのが
現状です。（財務規則102条に通知する
旨定められています。）
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令和元年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市商店街連合会 対象者 ：　役員 日程： 6

令和1年10月2日(水) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 901 産業

〇店舗改修の補助制度について
店舗を改修して新たに出店する相談を市にし
たが補助制度を使えなかった。条件が合わな
いと言われたようだ。改めて要件の確認をお
願いし補助が使えるようにならないか。

内容を改めて確認させてください。担当によ
く調べさせます。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

本人及び要望者へ補助制度の説明をさ
せていただきました。

2 901 産業

〇新たな店舗出店について
昭和通りの空き地に車屋さんが出店したいと
いう話がある。不動産屋に少し問題があり売
り手側に話がうまく伝わっていない。商店街
にしても大変に良い話なので行政の支援をお
願いしたい。

民間の取引に行政が関わることは出来ません
が何か支援が出来ることはやるので相談して
みてください。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

3 701 子育て

〇ターントクルこども館について
駅前通りに出来るターントクルこども館の情
報が地元に伝わってこない。情報を共有し商
店街も協力していきたいと思う。

もう少しで皆さんに説明できるようになりま
す。内容がかたまりしだいお知らせしますの
でもう少し待っていてください。 ○ 701 こども未来部 子育て支援課

今後も引き続き、必要に応じて情報を
提供してまいります。

4 901 産業

〇中心市街地活性化推進室の取り組みについ
て
各商店街ともっとコミュニケーションを図っ
てほしいと感じる。戸別訪問などしてもっと
推進室の存在をうまく機能させてほしい。

商業・産業政策課では商工会議所とともに市
内の各産業分野について連携して回っていま
す。問題となっている事業承継も含め中長期
的な視点で対策を講じているところです。 ○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

5 1206 空き家

〇廃屋の管理について
空き家が老朽化し廃屋となると周囲に迷惑が
かかることになるので何とかならないかと思
う。

市内の空き家の状況を調査したところ全体の
3.8％が空き家でした。税金対策で空き家を
放置している状況でした。市では条例を制定
し民間施設に行政が関わることができるよう
になり勧告などをして所有者に適正な管理を
するよう指導しています。

○ 1203 都市政策部　 住宅・公共建築課

国が５年毎に実施している住宅土地統
計調査（R1.9.30公表）によると、
問題となる利用目的のない空き家率は
4.4％でした。
周辺に悪影響を及ぼす空き家として情
報提供していただければ、条例や法律
に基づき所有者等に適切な管理を行う
よう助言・指導等を行っております。

1101 道路・橋梁 1102 建設部　 道路課

市が管理している街路灯は対応しま
す。

1207 公園・街路・広場 1206 都市政策部　 都市整備課

12月25日に商店街代表と協議を行いま
した。今年度中に植え直しをしてまい
ります。

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：

開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

6

〇神武通りの街路灯と街路樹の管理について
篠原宅前の街路灯が壊れているので直してほ
しい。また赤池さんの前の街路樹がなくなっ
てしまっているので植えなおしてほしい。

市が管理している施設なら対応します。

○
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

7 901 産業

〇スーパー望月跡地の情報について
地元で話題になっている。どうなっているの
か分かっているなら教えてほしい。

市にも情報が入っていない状況です。いろい
ろ噂はありますが詳しいことは聞いていませ
んので確認してみます。 ○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

901 産業 901 経済産業部 商業・産業政策課

1001 商業・観光 1001 交流推進部 観光交流課

新たな取組みとして今年度より鰹三昧
を含む各グルメイベントを集約し「焼
津ぐるめぐり」と題し、展開していま
す。
グルメイベントを一体的にPRし、誘客
していこうとしているところであり、
今後マーケティング等を見ながら、見
直しする部分や強化するところなど検
証していきたいと考えています。

8 ○

〇鰹三昧の取り組みについて
鰹三昧をやって6年が経過した。新たに焼津
グルメ巡りに入れて始めたが中心市街地活性
化基本計画の中でやらないとうまく行かない
と思う。
継続して実施するなら担当者は事業の目的と
主旨をよく理解した上で各事業者に伝え知恵
を出し合ってやらないとうまく行かいと思
う。

基本的なところをしっかりと押さえ事務的に
ならないように取り組んでいきます。事業者
はやればよいという思いだとうまくいかない
と思います。
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令和元年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

大井川花の会 対象者 ：　役員 日程： 7

令和2年02月25日(火) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

7 1 1207 公園・街路・広場

〇大井川防災広場の整備について
大井川地区で防災広場を整備していることを
知らない住民が多い。藤守など他の地区の住
民はあまり関心がないように思う。

大きな災害が発生した時に応急的な対応をす
る場所として防災広場を整備しています。こ
れまでも丁寧に説明してきていますが改めて
市民の皆さんにPRをしていきたいと思いま
す。

○ 1206 都市政策部　 都市整備課

広場の利用については、４月の広報や
いづやホームページを活用しＰＲして
まいります。その他、防災ひろば通信
（第４号）により、整備の状況などを
発信してまいります。

7 2 401 防災

〇災害時の避難場所について
いざという時にどこに逃げてよいのかよくわ
からない住民が多いと感じる。もしもの時の
こともあるので事前に知っておくことが必要
だと思う。

住宅が安全な状態なら在宅での避難が最適な
場合もありますので台風19号の時の対応を検
証しているところです。

○ 401 防災部 防災計画課

令和２年度に改正するハザードマップ
に避難方法等を記載し、配布するとと
もに、出前講座などにより、適切な避
難方法等の周知を図ってまいります。

7 3 401 防災

〇高齢者宅の耐震化について
一人くらしの高齢者宅は耐震化がされていな
い住宅が多いと聞くがどこに相談して良いの
かもよくわからない。

市でも補助金を出して住宅の耐震化を進めて
きています。やり方も工夫してお金をかけな
くても出来る対策もありますので相談してみ
てください。また家具の固定などの支援もし
ていますので相談してください。

○ 1202 都市政策部　 建築指導課

・住宅耐震化の相談窓口…建築指導課
・家具固定の相談窓口…地域防災課

7 4 105 公共施設

〇新庁舎完成後の大井川庁舎について
新庁舎へ業務が集約されると大井川庁舎の職
員が少なくなり何かと不安だ。今後どのよう
になるのか教えてほしい。

普段よく使う窓口業務はそのまま大井川庁舎
に残ります。何もなくなってしまうようなこ
とはありません。今後どのようにしていくの
か検討していますので安心してください。

○ 103 総務部 資産経営課

7 5 1705 公民館

〇大井川公民館まつりの時の対応について
大井川公民館まつりの時に会場設営を社会教
育課の職員が手伝ってくれた。大変に助かっ
たのでお礼を言いたい。

今後も前向きに取り組んでいきますのでよろ
しくお願いします。

○ 1704 教育委員会事務局 社会教育課

7 6 1207 公園・街路・広場

〇花壇などの水やりについて
ミュージコの花壇3ヵ所はこれまで花の会で
水やりしてきたが対応が難しくなり辞退し
た。またトマトピア前の歩道にあるプラン
ターも夏場の水やりに難儀している。週一度
程度でよいので職員で対応してほしい。

行政で何が出来るか状況を調べてみます。

○ 1206 都市政策部　 都市整備課

夏場の水やりについて、花の会、子育
て支援課、都市整備課の３者で対応を
協議してまいります。

7 7 1207 公園・街路・広場

〇藤枝市花の会と焼津市の花の会の差異につ
いて
藤枝市の花の会活動は行政が入っている。男
性会員も居て蓮華寺公園や藤枝駅前などの人
の目が付くところを精力的にやっている。市
役所を退職した人が会員になっているよう
だ。焼津市は焼津と大井川でも活動の仕方が
違っている。大井川花の会も公民館や公園を
中心に目立つ活動をしたいと思っている。

焼津市の各花の会はこれまで地道で丁寧に心
を込めた活動をしてくれており感謝していま
す。行政としてもっとPRの仕方にも工夫して
活動の支援をしていきたいと思います。

○ 1206 都市政策部　 都市整備課

花の会の活動を、市民の皆様に広く、
効果的に知っていただけるよう、花の
会の意見を聞きながら、活動場所など
を検討してまいります。

団体名：

開催日：

日程 No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
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