
平成25年度　市政座談会　意見集約集

和田第21 地区名 ： 惣右衛門 日程： 49
平成26年2月1日(土) 会　 場 ： 惣右衛門下公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

17 庁舎建設
庁舎移転は、以前市役所周辺の商店街の反対で不可能
だと聞いていたが、現在の商店街の状況から移転は可
能だと思われる。庁舎移転をどのように考えているのか。

公共施設全体を見据えたうえで、決定していくこととなり、
現在の分庁方式がよいのかも含めて、検討していきま
す。

総務部 資産経営課 ○ ○
新庁舎に関する計画策定
等は短期。建設について
は長期

7

海岸堤防について、県や市のプログラムでは国の所管箇
所の対策は要望していくとの報道だが、住民にとって所
管は関係ない。津波対策として堤防整備をいつまでにや
るのか。

津波防災協議会を作って、国も県も入り「津波防災地域
づくり推進計画」を作成中です。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

9
海抜標示について、以前設置されていた海抜標示高さ
と、今回新たに設置された標示が異なっている。今回ど
のように測量しているのか。

以前の標示高について調査する。今回は基準点より測
量して、標示しています。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

14
地域の防災訓練を実施していた三共食品の駐車場が国
道150号バイパス工事でなくなってしまったが、県に確認
したところ、市から要望があれば整備すると言われた。

研究していきます。 危機管理部 危機対策課 ○ ○

15
国道150号バイパスの上に地元住民が避難する所が設
置できないか。

参考とさせていただきます。 危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

19
津波避難タワーの高さの基準はどうなっているのか。ま
た、避難地等の考え方を地元に報告して欲しい。

津波避難タワーの高さは、想定高が発表される前に建設
を実施したことから、12ｍとなっている。また、避難地やタ
ワー等の計画は現在見直しています。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

20 危機管理部 危機政策課

危機管理部 危機対策課 ○

16 健康福祉

焼津市は特定検診を個人検診で実施しているが、藤枝
市は集団検診で、ピロリ菌検査や血液検査によるがん検
診も実施している。焼津市も集団検診を実施できない
か。

医師会の違いにより、焼津市では個人検診を実施してい
る。現在 検診率を向上させるよう検討中である。また、ピ
ロリ菌検査についても検討しています。

健康福祉部　 健康増進課 ○ ○

4
福祉老人センターは廃止されると聞いているが、現在多く
の利用者があることから、施設を残してほしい。

現在 自治会や市老連と調整している。公共施設マネジメ
ントに取り組んでおり、施設の耐震化については平成27
年度までに実施する予定である。福祉老人センターにつ
いては今の方針では解体を予定しています。

健康福祉部　 長寿福祉課 ○ *** ***
市老連は他の施設移転で
調整中。地元自治会とは
協議中

6 環境部 廃棄物対策課

健康福祉部　 長寿福祉課

2

防犯灯のＬＥＤ化について、防犯灯は各町内会単位で１
灯ずつ中電と契約している。市全体で一括契約すると、
電気料金も安価になると思うが、そのように対応できない
か。

どの方法が一番安くなるか、検討しています。 総務部 総務課 ○ ○（済）

3
防犯灯は町内会毎に修理を実施しているが、ＬＥＤ化に
伴い、今後は市で修理の対応をしてくれるのか。また、す
ぐに修理できるような体制を整えてほしい。

自治会長を通じて回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

総務部 総務課 64 ○ ○（済）

8 都市基盤部　 道路課 ○
県管理路線であるため県
へ要望します。

教育部 学校教育課

12
木の子橋は大型車の通行が多いが、道路幅員は狭いこ
とから、通行する歩行者や自転車が危険な状況にあるた
め、歩道を設置して欲しい。

優先順位をつけて整備を順次実施している。場所を確認
します。

都市基盤部　 道路課 ○ ○

11
惣右衛門ちびっこ広場に津波避難タワーが設置されてい
るが、避難路となる成案寺川に架かる橋（泉田橋）の耐
震化をお願いしたい。

現地を調査します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 65 ○ ○

18
国道150号バイパス工事により地域の主要道路が分断さ
れてしまうことから、舗装改良や道路拡幅をお願いした
い。

（座談会後、場所を確認し、開通後の道路利用状況を見
た中で、自治会など地元と調整していくこととした。）

都市基盤部　 道路課 ○ ○

1 野生鳥獣 カラスの対策はどうなっているのか。
自治会長を通じて回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

水産経済部 農政課 64 ○ ○
H24年度から対策を講じて
おり、引き続き取り組んで
いる。

5 農政
藤枝市に新しいゴミ処分場が建設された場合には、一色
清掃工場はなくなると聞いているが、潮風防止対策はど
のように考えているのか。

藤枝市に新清掃工場が出来れば、一色清掃工場は解体
の予定である。その後の利用についてはまだ具体的に決
まっていない。潮風対策については今後調整していきま
す。

水産経済部 農政課 ○ ○

10 河川・水路

成案寺川下流部の排水機場の施設の更新が県事業で
実施されているが、運転業務は地元で実施し、対応して
いる。現在 河床に土砂が堆積しているので、浚渫をお願
いしたい。

対応を検討します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 河川課 64 ○ ○（済） 県に要望済み

別紙
頁

分類

No 種別 意見・要望内容

○

防災知識の習得のための機会を設けてほしい。
防災知識習得のために、地域に講座を設けるようにして
いる。また、消防団の活用も研究していきます。

一色清掃工場と福祉老人センターは一体となった施設で
ある。単に解体するという発言には抵抗感を感じる。

皆様と調整を図っていきます。

公共施設

自治会名：
開催日：

回答
（市長、部課長、担当課等）

担当課

道路・橋梁

防犯

○

防災

地元自治会と協議中

主要地方道焼津榛原線の割芝橋は通学路となっている
が、歩道が整備されていないことから、歩道の整備をお
願いしたい。

○

県も参加する予定の「通学路安全推進会議」で検討して
いきます。

○



13 公民館
公民館の建築に際しては、玄関の段差の解消やエレ
ベーターの設置を。また、公民館施設だけではなく複合
施設としての整備をお願いしたい。

公民館は地域の拠点として位置づけている。更新する施
設は豊田と和田を考えており、公共施設マネジメントを踏
まえ建設（複合施設）に向かって準備しています。

生涯学習部 社会教育課 ○ ○

21 図書館

北海道恵庭市では、赤ちゃんに絵本をプレゼントしたり、
商店で本が自由に読める図書箱を設けるなどの活動を
実施しているとの報道をみた。焼津市でも検討をお願い
したい。

(現在、「ブックスタート」事業として、６～７か月児相談の
際、乳児・保護者に絵本を手渡しています。)

生涯学習部 図書課 ○ ○（済）

和田第21 地区名 ： 一色 日程： 50
平成26年2月2日(日) 会　 場 ： 一色・惣右衛門コミュニティセンター

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

5.1 公共施設
一色の福祉老人センターがH27に解体すると聞いた。利
用者も多い施設であり、そういう事が無いようにお願いし
たい。

市内の全施設は平成27年度までにどうしていくかを明確
にしていくことで進めている。皆さんのご意見を伺いなが
ら、丁寧に対応していきたいと考えています。

健康福祉部　 長寿福祉課 ○ *** ***
市老連は他の施設移転で
調整中。地元自治会とは
協議中

3.2 まちづくり
東日本大震災以降は、焼津市沿岸部の人口流出等もあ
り、津波不安等を何とか払拭し、企業や　人口流出を防
いでいかなければならないと考える。

人口流出についても、近年の産業構造の変化によるもの
も大きいと考えられる（職に伴う人口移動、東京等に集中
している）。焼津市も、今改めて転入出の調査を実施中で
す。30代中心の動きが多ければ、これからさらに子育て
支援の充実が必要になるとも考えられます。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

7 都市基盤部　 都市計画課

こども未来部 子育て支援課

4.2

個人として自宅に非常食を保管していても、瞬時の避
難、建物倒壊等で持ち出し難く、戻る事が出来ない。避
難場所等に当面の2～3日の備蓄食料が必要ではない
か。

より細かく対応が出来る備蓄体制も作って行きたい。 危機管理部 危機対策課 ○ ○

3.1 危機管理部 危機政策課

危機管理部 危機対策課

8.1
市道禰宜島一色線の改良(カーブ区間の改良)と同路線
「木の子橋」に歩道橋の設置。

自治会長からの、これらの地域への課題事情等について
は、しっかりと研究させてもらいます。

都市基盤部　 道路課 ○ ○

8.2
未舗装市道の舗装が地区に数ヶ所有り、評価基準が低
いと除外されているが、平等性の面からも、救済してもら
う方法はないか。

自治会長からの、これらの地域への課題事情等について
は、しっかりと研究させてもらいます。

都市基盤部　 道路課 ○ ○

8.3
150号志太榛南BP開通に伴う、予想される周辺交通量の
増加に伴う、一色横須賀川側道の整備計画は。

自治会長からの、これらの地域への課題事情等について
は、しっかりと研究させてもらいます。

都市基盤部　 道路課 ○ ○

8.4 都市基盤部　 道路課

都市基盤部　 土木管理課

都市基盤部　 土木管理課 ○

5.2 都市基盤部　 河川課

水産経済部 農政課

8.5
局地的豪雨河川整備について、一色横須賀川河川整備
計画は。近藤木工～吉永街道の河川幅が狭く、また、流
れ込む量も多くなっているため、川幅の改良が必要。

自治会長からの、これらの地域への課題事情等について
は、しっかりと研究させてもらいます。

都市基盤部　 河川課 ○ ○

3.3
浸水については栃山川の水門がカギになると思うが、機
能すれば　大丈夫なはず。点検等、管理をお願いした
い。

管理者である静岡県で実施していると思います。ご意見
含め、確認します。

都市基盤部　 河川課 ○ ○（済） 県に要望済み

2
木屋川のコンクリート柵板が数箇所ずれており、土堤が
崩れているため、補修願いたい。

後ほど、場所を教えてください。 都市基盤部　 河川課 ○ ○（済） 県に要望済み

1 環境部 環境生活課 ○

都市基盤部　 河川課

8.9 環境部 環境生活課 ○

都市基盤部　 河川課

6 犬・猫
水道用地グランド周辺に犬のフンが多い。指導等お願い
したい。

飼い主のマナーの問題であります。市としても研究をして
いきます。

環境部 環境生活課 ○ *** *** 個別に苦情対応中

8.6 環境部 廃棄物対策課

都市基盤部　 河川課

4.1 生涯学習部 スポーツ振興課 ○

水産経済部 商業・観光振興課 ○

分類

自治会名：
開催日：

回答
（市長、部課長、担当課等）

スポーツ

No 種別 意見・要望内容

担当課
別紙
頁

○ ○

現在、通学路関係について、国に対しモデル地区に選ん
でほしい旨、お願いをしており、今後盛り込んで行きたい
と考えます。

道路・橋梁

河川・水路

清掃活動

環境

都市計画

防災

○（済）

河川の生態系変化への対応について、①コイの減少させ
る対策の実施②外来系魚の増加

自治会長からの、これらの地域への課題事情等について
は、しっかりと研究させてもらいます。

河川は地域の宝としてこれまで草刈り等環境管理を行っ
てきたが、これからの高齢化社会を見据え、市としても河
川の環境ビジョンを打ち出してほしい。

焼津市としては皆さんに無理を掛けないようにしていきた
い。自治会の皆様と相談していきたい。

○

○

○

○ ○

一色横須賀川沿線に水田があるが、大雨時に河川の流
水が多い時、越流し水田に流れ込むので対応願いたい。

現場を確認します。

学童通学路の安全について、危険個所の解消を。一色
信号より南(北？)100m「らぁめん竹乃や」とサイダ前の交
差点の信号機設置。

○

南部区画整理のイオン周辺等には新しい公園が出来て
いるが、一色地区には小さな子どもたちが遊べる公園が
ない。大きな公園はいらない、小さな公園で構わない。

公園と言うと都市公園法に定められたもの等になります
が、広場というものもあります。田んぼ等を借りてという方
法もあると思われます、ぜひ地元（地元議員とも相談し
て）でもご検討願えればと思います。

スポレックの全国大会をぜひ焼津でやりたい。全国大会
等が実現されれば、焼津の魅力や、富士山、さかな、温
泉等、幅広いPRにつながり、焼津にお金を持ってくること
にもなる。

市として、全国大会には協力していく。
（文書にて回答済み／別紙）

66

東海地震説についてのご指摘があったが、その後の静
岡県、焼津市の自主防災会組織の充実は大きなものが
あります。

○

自然豊かな河川を通じて、魅力や夢のある焼津市を作っ
てほしい。過去に放流されたコイが増え過ぎ、異常な状
態である。他の魚や水生植物を食い荒らす等、ひどい。

河川関係はややもすれば　河川工事にとらわれやすい
が、ソフト面としての河川の在り方、それに市がどこまで
出来るかでもあります。他例（東益津のホタルへの市の
支援）含め、民間と市民の協働に市が関わっていくかと
考えます。

○

○

東海地震説のマイナス影響力は多大で、風評によるデメ
リットは大きい。学者によっては駿河湾に地震は無いとい
う人もいる。こういうことを世間に知れ渡るようにしてほし
い。



8.7
一色水道用地駐車場について、利用者が多く、グランド
ゴルフ大会等では300人～400人が集まり、周辺道路が
駐車場になる。駐車場の検討を願いたい。

自治会長からの、これらの地域への課題事情等について
は、しっかりと研究させてもらいます。

生涯学習部 スポーツ振興課 ○ ○

8.8
一色水道用地駐車場について、スポーツ道具の一括保
管庫等の施設を設置してほしい。

自治会長からの、これらの地域への課題事情等について
は、しっかりと研究させてもらいます。

生涯学習部 スポーツ振興課 ○ ○

平成25年度　市政座談会　意見集約集

和田第22 地区名 ： 田尻 日程： 51
平成26年2月2日(日) 会　 場 ： 和田第22自治会館

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

1 未来創造部 まちづくり政策課

健康福祉部　 健康増進課

こども未来部 子育て支援課

病院事務部 病院総務課

10 危機管理部 危機政策課

危機管理部 危機対策課

2
津波の浸水域について、何分で到達するのかを海岸線
の地域別に細かな情報が欲しい。

余り数字にこだわると不安をあおってしまうので、一律的
に 悪の情報・資料を提供させていただいています。今
後も誤解のないように地域防災を進めていきます。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

6
直下型地震の液状化対策について、市の対応を聞かせ
てほしい。

３月に液状化対策も含めて、津波防災地域づくり推進計
画の中で総合的な防災対策を出します。全てを網羅でき
ないとは思いますが、総合的に順次、考えていきます。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

5 原発
焼津市は、ほとんどが浜岡原子力発電所の30キロ圏内
だが、市としての原発再稼働の立場を伺いたい。

原発は現に有るので、まずは安全対策が大事で、再稼働
は安全対策の後の問題だと考えています。市長会等で
安全協定について検討していきます。

危機管理部 危機対策課 ○ ○

3 環境
田尻の汚泥埋立地について、市としてどのように使う計
画か教えてほしい。

跡地の利用については、具体的な要望を地元からも聞き
ながら、皆さんと一緒に丁寧に跡地利用を考えていきま
す。

環境部 廃棄物対策課 ○ ○

7
田尻浜のビーチクリーン大作戦は今年もやるのか。もう
少し、作業範囲等の分かりやすい説明を市からしていた
だきたい。

街づくり協議会でやっていますので、今日の意見を伝え
ます。

環境部 廃棄物対策課 ○ ○

4

台風の越波で海岸に流木が残っている。三景園の所の
防風林が半分くらい枯れているし、不法投棄もある。また
突堤が波で壊れているところもある。海岸の美化を含め
て対策を進めてほしい。

皆さんには海岸の巡視を含めて感謝しています。他市の
取り組みも参考にしながら対策を進めていきます。

都市基盤部　 河川課 ○ ○（済） 国、県に要望済み

9 生涯学習部 社会教育課 ○

健康福祉部　 長寿福祉課 *** ***
福祉老人センターは、自
治会と協議中

総務部 資産経営課 ○

政座談会　意見集約集

和田第22 地区名 ： すみれ台 日程： 52
平成26年2月2日(日) 会　 場 ： 県営団地集会所

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

未来創造部 まちづくり政策課
○ ○

総務部 資産経営課
(実施） （計画）

6 選挙
若い人が投票に来てくれる率が低い、市の方で若い人の
投票率を高める方法をお考えか。

今、高校生を対象にした啓発活動とか、他の啓発活動を
やっているところです。すぐには浸透しないかもしれない
が、職員挙げて投票率を良くするよう取り組んでいくの
で、ご家庭でも言っていただいて、市民全員で一票でも多
く投票できる体制をとっていきたい。

総務部 総務課 ○ ○

2

藤枝、清水の駅をみると、焼津は遅れている。市外から
来た人が焼津に降りて食事やお茶を飲むところもない。
商業施設を造れば発展する。駅前の都市開発について
の考えは。

駅周辺は、昭和49年頃に区画整理を行った。都市計画マ
スタープランを作っていて、特出しで駅前の在り方につい
ても計画をしていきたい。にぎわいのある街づくりというこ
とで、駅前の再開発を念頭にやっていく予定で、新しい組
織にも、その様な形で入れていきたい。

未来創造部 まちづくり政策課 ○ ○

17
新聞で静岡県の流出人口が全国でワースト2位。これを
見たとき、これがどんどん進んでいけば危ないと思った。
焼津市でも800人減少している。非常に気になる。

12月1日から2月末までアンケートで調査を行い、どの様
な方が何で来たのか、また出て行く人は、どの様な方が
どの様なかたちで出ていくのか、全て調べさせてもらっ
た。人口が減らない対策に向け係を設け、そのまま10年
後、20年後の対策を持ち越すことのないようにしていきた
い。

未来創造部 まちづくり政策課 ○ ○

11.2 広報広聴
この会の在り方ですが、予め通告というのは一般の住民
とっては慣れていない、次回からは是非フリートーキング
でお願いしたい。

決してフリートーキングが駄目だということではありませ
ん。その場で何かあれば言っていただいてかまいませ
ん。自治会長さんや町内会長さんが気を使っていただい
て、意見を纏めてくれたと感じた。自由な意見があれば
言ってください。

未来創造部 広報広聴課 ○ *** ***

3
浜岡原発の再稼働について、市長はどのような考えを
持っているのか伺いたい。

今まだ、新規制基準に適合した安全対策が確立してい
る、していないという判断はできないと思っている。再稼
働とか以前の問題で、浜岡原発があり、中には燃料棒が
あり、何十年としっかりと保管しなくてはならない。国を挙
げて守っていくべき施設だと思っている。中部電力は一つ
の企業として我々の命を守っていけるのかと、国の方に
私個人として強く要望しているところであります。

危機管理部 危機対策課 ○ *** ***

自治会名：
開催日：

No 種別 意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課
別紙
頁

分類

16 公共施設

働いている人が減ってしまうと税収ほか、予算が大変に
なる。市民はあれもこれもやってくれと言っても、お金が
ない。今あるインフラを維持できればいいが、障害が出て
くる。

公共施設マネジメントの中で、建物だけでなく、水道管、
道路、橋とかすべて挙げ、順次どの様なかたちで計画を
して行くのかということを検討しているところです。

○

まちづくり

原発

○公共施設

種別

まちづくり

防災

清掃活動

和田公民館はどうなるのか。また、一色の福祉老人セン
ターは廃止されるそうだが、今後の利用方法はどうか。

和田公民館や福祉老人センターについても公共施設マ
ネジメントで対応していきます。和田公民館については公
民館に何をくっつけていくか皆さんで考えていただきた
い。福祉老人センターについては老朽化して使えません
が、今後については丁寧に話し合って決めていきます。

22自治会は、交通事故防止キャンペーンを今年度実施し
て効果があった。来年度は直下型地震対策として個人備
蓄のキャンペーンを考えている。市から安く斡旋してもら
えるか。

市の備蓄予算については、具体的に相談していきます。 ○

別紙
頁

分類

○

自治会名：
開催日：

No 意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

焼津市は県下で2番目に人口が減少しているというが、
他市と比較しても産婦人科病院が少ないと思う。人口減
少を抑えるためにも子どもを産みやすい環境をお願いし
たい。

市立病院の産婦人科は中部地区で№１です。市立病院
を利用していただきたい。不妊治療は県下でもトップクラ
スになっています。子育てを含めて、子どもを産みやすい
環境作りを進めていきます。

担当課

○ ○



4

川勝知事が、再稼働するようなら住民投票の結果で決定
すると言っていた。区域の指定があるが、焼津市が対象
になるのか。対象にならない場合、市長はどう対応する
のか。

県知事が言われている住民投票は、全県民と考えます。 危機管理部 危機対策課 ○ *** ***

9 危機管理部 危機対策課

健康福祉部　 地域福祉課

健康福祉部　 長寿福祉課

7
鉄筋コンクリート3階以上の高さで保管できる防災倉庫対
策の考えはないか。　また、津波避難タワーの高い所に
倉庫を設置する考えはありますか。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

危機管理部 危機政策課 67 ○ ○

14

災害の際の協定を地域と企業で結べないか。すみれ台
団地は40年経って高齢化が進んでいる。近隣の企業で
防災の際に応急的に支援する協定を結んでいる所があ
ると聞いた。

民間企業、協会や組合、会社と相互応援協定を100団体
と結んでいます。重機を使って人命救助するとか、物資を
持ってきてもらうところ、それを運送してくれるところ、医
薬品の供給、道路や水道の復旧支援、要介護者への介
護施設の場所の提供などで、更に拡大する政策で取り組
んでいるので、ご安心をいただきたい。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

15 危機管理部 危機政策課

危機管理部 危機対策課

5 長寿福祉

認知症が増えることが予想され、老人クラブの活動は重
要になる。ソフトの面で住民が一緒なっての取り組みを市
が主導でやっている所をテレビでやった。焼津でも考えて
いるか。

各趣味をどう支援出来るかだと思う。趣味は各人違い多
岐にわたっていて少人数でやりたいというのが多くなって
いる。老人クラブに20人いれば、その中で2～3人ででき
る体制をつくっていただき、それをモデルにして支援をし
ていきたいと考えています。

健康福祉部　 長寿福祉課 ○ ○

13 健康福祉
特定健診の受診率が低く32％しかない。68％の内訳を把
握しているか。周りに聞いても人間ドックを受けているか
らとか、受けなくても良いと思っている。

今資料がないので自治会長を通じて回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

市民部 保険年金課 68 ○ ○（済）

8

焼津市の水産業の展望はどうか。鰹の資源について焼
津市ではどのように考えて対策などをやっているか、また
私たち働いている者ができることがあったら、教えてほし
い。

本年度に水揚奨励金とか、沖の運搬船への助成とかを
行っています。入港する、加工する、消費する、その様な
皆さんと焼津市のブランドを含めてどんな体制にしていく
かという第一弾が入港していただくことに全市挙げてオー
ル焼津でやっていこうという体制をとりつつあるところで
す。

水産経済部 水産課 ○ ○

18
沼津港周辺に土日に行くと人が多い、今、焼津を考える
とほとんど人がいない。さかなセンターはあるんですけ
ど、港をもう少しＰＲした方が良いかなと思う。

（ご意見ありがとうございます。） 水産経済部 水産課 ○ *** ***

10.1 都市基盤部　 河川課

危機管理部 危機政策課

10.2 環境部 廃棄物対策課

水産経済部 農政課

1

すみれ台南通り線の舗装工事は、平成22年度に水道管
とガス管の入替工事をやって仮舗装が行われた。舗装を
23年度から施工した。残り区間を来年度にやるように要
望する。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 67 ○ ○

11.1

（№１に関連して）今の状態では今後６～７年も掛かる。
残った250ｍ程を早期に改修してもらうには、現地を見
て、住んでいる人たちの声を真摯に受け止めていただき
たい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 67 ○ ○

12

立哨をやっていて道路の右側を子供たちが歩くが、側溝
の所がガタガタしていて、穴に子供たちが落ちたり、段差
がありすぎて躓いたりというのがすごく多いので、直して
ほしい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 68 ○ ○（済）

防災

発災後の避難所運営やボランティアの受け入れについて
どう考えているか。また災害弱者（あかちゃん、お年寄り
など）の避難所生活が辛くならないような対策を練ってほ
しい。

東北の場合は、入口がうまく整理できていなかったので、
バタバタしてしまったと聞いている。ボランティアの受け入
れ、出先をしっかり整理していけば、しっかり運営ができ
ると思う。先ずは一次避難で自分の命を守っていただき、
次の体制として、避難所運営や協力体制をしっかりやっ
ていきたい。

○ ○

○ ○

水産

河川・水路

木屋川について、水害で水がいっぱいになる。港に水門
という話があったが、極力早く木屋川を守ってほしい。川
から昇って来る津波や大井川から溢れ出る水の事もあ
る。

川を持っている自治会、特に下流に進めば進む程、ご苦
労をおかけしていますので、しっかり守る体制を作ってい
きたい。

防災倉庫ですが、例えばこの高層アパートの一室を市で
借りて、そこに入れるとか、県と市でパイプをつないでも
らって、避難する場所に使ったりとか、やっていただきた
い。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

67

○ ○

○

道路・橋梁

清掃活動
防風林の関係をやってほしい。防災と、それに纏わる環
境、美しさも忘れないで指示をしていただける方向に持っ
て行っていただければ、非常に良い。

海もあり、防風林もあるので、風の対策も忘れずにやって
いきたい。また美化についても、ビーチクリーンなどいろ
いろな形でご尽力をいただいているのでしっかりやれる
体制を組んでいきたいと思います。

○


