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☆「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の回答内



No 地区名 自治会 開催日 開会時間 会場

1 豊田地区 豊田第８・豊田第９・豊田第１０ 1 ～ 2 R1.07.07(日) 10:30～ 豊田公民館

2 東益津地区 東益津第１５・東益津第１６・東益津第１７ 3 ～ 4 R1.07.10(水) 19:00～ 東益津公民館

3 大村地区 焼津第６・焼津第７ 5 ～ 6 R1.07.30(火) 19:00～ 大村公民館

4 港地区 港第１４・港第２３ 7 ～ 9 R1.09.05(木) 19:00～ 港公民館

5 和田地区 和田第２１・和田第２２ 10 ～ 11 R1.09.26(木) 19:00～ 和田公民館

6 大富地区 大富第１８・大富第１９・大富第２０ 12 ～ 14 R1.09.27(金) 19:00～ 大富公民館

7 大井川北西地区 中島・相川・西島・上泉・下江留・上新田・つつじ平 15 ～ 16 R1.10.01(火) 19:00～ 大井川公民館

8 大井川南東地区 飯淵・利右衛門・吉永・高新田・藤守・上小杉・下小杉・宗高 17 ～ 18 R1.10.31(木) 19:00～ 大井川公民館

9 焼津地区 焼津第１・焼津第２・焼津第３・焼津第４・焼津第５ 19 ～ 20 R1.11.12(火) 19:00～ 焼津公民館

10 小川地区 小川第１１・小川第１２・小川第１３ 21 ～ 23 R1.11.26(火) 19:00～ 小川公民館
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令和元年度　市政座談会　意見集約集

豊田第８・９・10 地区名 ：　豊田 日程： 1

令和1年7月7日(日) 会　場 ：　豊田公民館

地区
独自

市内
共通

部 課

1 1206 空き家

〇空き家対策について
近年では空き家が目立つようになってきた。
民地内の樹木が生い茂って周囲に迷惑をかけ
ている。継続的な対策をお願いしたい。

個人所有の財産でありその所有者が維持管理
することになりますが適切な管理が行き届か
ないため老朽化して危険な空き家がありま
す。そこで条例を創り勧告などができるよう
にしました。これからも条例に従い対応して
いきます。

○ 1203 都市政策部　 住宅・公共建築課

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。

2 401 防災

〇災害時の対応について
夜間に発生した災害時に対応できるようソー
ラー照明灯や発光表示板などの整備を進めて
ほしい。

夜間に電気が遮断してブラックアウトになら
ないように防災対策を進めています。市では
ソーラーを使った案内板や誘導表示など避難
施設への案内をしています。また公共施設に
は非常用発電機の設置を進めています。

○ 401 防災部 防災計画課

蓄光式の避難誘導標識への更新を誘導
先や標識の劣化等を考慮し、計画的に
進めているところであります。

1205 都市計画 ○ 1201 都市政策部　 都市計画課

1102 河川・水路 ○ 1103 建設部　 河川課

1002 スポーツ ○ 1003 交流推進部 スポーツ課

交流人口の拡大、賑わいのある地域づ
くりという観点では、H29年度に総合体
育館メインアリーナへ冷暖房を完備し
たことで、季節問わず快適に競技を行
える環境となりました。これにより全
国大会規模の問い合わせも多数ありま
す。

4 803 ふるさと納税

〇ふるさと納税について
焼津市は県内で唯一条件が付いたがその対応
はどうなったのか。
またその原因はなんだったのか。

国は返礼品について産地にこだわっており焼
津市の場合は「カニ」を返礼品に加えていた
ため是正を求められ条件がついてしまいまし
た。そこで返礼品から「カニ」を除外し国へ
再申請しています。

○ 803 水産部 ふるさと納税課

再申請した結果、令和元年10月1日から
他自治体と同様に１年間の指定を受け
ております。

3

〇都市計画マスタープランについて
マスタープランの地域別構想・豊田地域まち
づくり構想では西焼津駅周辺における生活利
便施設の立地誘導とあるがどのようなことを
指しているのか。また立地誘導に合わせたイ
ンフラ整備はあるのか。
シーガルドーム周辺のスポーツ拠点施設の有
効活用とはどのようなことなのか。また総合
グラウンドと親水公園の相互利用による交流
エリアとは具体的にどのような内容なのか教
えてほしい。

豊田地区は人口や世帯数が増加傾向にあり交
通ネットワークを活用した沿線利用が加速す
ると考えています。そこで地域の自主的な街
づくり活動である豊田地域まちづくり推進協
議会を支援し賑わい交流のまちづくりに向け
て対応していきたいと考えています。
インフラ整備につきましては都市計画道路豊
田南線を国道150号から西焼津駅方面に向け
順次整備していく計画です。
総合グラウンド周辺をスポーツ拠点と位置づ
け交流人口の拡大や賑わいのある地域づくり
をしていきたいと考えています。さらに親水
公園と一体となった施設整備をすることで利
用拡大につなげていきたいと考えています。

自治会名：
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）

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

1 



地区
独自

市内
共通

部 課
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）

1102 河川・水路 ○ 1103 建設部　 河川課

令和２年度に撤去する予定であると、
水門の施設管理者であり、施工者であ
る大井川土地改良区より聞いておりま
す。

903 農政 ○ 902 経済産業部 農政課

6 1207 公園・街路・広場

〇公園整備について
豊田地区は人口増に伴い宅地開発などが進み
田畑が少なくなっている。
豊田地区には公園が少ないので小さな公園で
も構わないので整備をしてほしい。

地域のまちづくり協議会で検討していきたい
と考えています。
今年度に勉強会を予定していると聞いていま
す。

○ 1206 都市政策部　 都市整備課

7 1101 道路・橋梁

〇豊田南線の整備について
ジュエルツチヤまで整備するのに具体的にい
つ完成するのか。

国道150号から順次整備していきます。現在
は服部製茶の交差点までの区間を整備してい
ます。
できるだけ早期に全線が整備できるよう努力
していきます。

○ 1102 建設部　 道路課

8 1207 公園・街路・広場

〇街路樹の管理について
小川青島線に植えられている「樫の木」が生
い茂っており既に電線にまで達している。剪
定作業をやってほしい。

現地の状況を調べてみます。

○ 1206 都市政策部　 都市整備課

街路樹の剪定作業を1月に計画していま
す。

9 1701 学校・幼稚園

〇三ヶ名地区の通学区について
昨年も言ったが三ヶ名地区の子供たちは豊田
小学校へ通学していない。三ヶ名は豊田地区
ではないのだ。地域のコミュニティーを壊し
てまで近くの学校へ行かせる理由を知りた
い。

豊田小学校の児童数が増加したため学区の見
直しをしたと聞いています。現状を変えるこ
と困難なことだと認識しています。

○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

10 401 防災

〇消防団員の確保について
豊田第1分団は団員数が10名しかいない。団
員の確保に苦慮している。市職員の若い人が
団員になるよう市長から言ってほしい。

消防団OBによる機能別消防団を創り昼間の火
災に対応しています。今後は民間会社などに
も声掛けして団員の確保に努めてまいりま
す。

○ 402 防災部 地域防災課

市職員で組織する機能別消防団の立ち
上げについて、検討をしているところ
であり、今後も団員確保に努めていき
ます。

11 601 地域福祉

〇民生委員の確保について
近年では民生委員をやってくれる方が居なく
て困っている。
市を退職した人にやってほしいと思う。

地域のご尽力には大変に感謝しています。民
生委員の確保については県でも全体的な問題
として認識しており、今後は制度の在り方を
含め見直しを検討していきたいと思います。

○ 601 健康福祉部　 地域福祉課

民生委員の負担軽減のため、県は協力
員制度を導入したので、希望する民生
委員は地域福祉課へ相談ください。

5

〇二級河川小石川の7号水門撤去について
小石川にある7号水門が撤去完了するのはい
つになるのか。

建設部長
小石川の7号水門は土地改良事務所が管理を
しており確認したところ令和2年に事業採択
される予定であるとのことでした。

2 



令和元年度　市政座談会　意見集約集

東益津第15・16・17 地区名 ：　東益津 日程： 2

令和1年7月10日(水) 会　場 ：　東益津公民館

地区
独自

市内
共通

部 課

1 102 コミュニティ

〇地域コミュニティーについて
東益津地区に住む住民は約１万人ほどいるが
徐々に人口は減少しており高齢者世帯が多く
なった。家族構成が変わり若い人たちが外に
出てしまって地域のコミュニティー活動など
が難しくなってしまった。老人の単身者世帯
が増えている。今後は行政のやり方も変えて
いかないとこれまでと同じようなことは出来
なくなってきている。

東益津地区は地域のコミュニティーが良くま
とまっており全国的にも進んだ地区で国も参
考にしています。どうしたらより良い地域コ
ミュニティーが創れるのか検討していきたい
と思います。

○ 101 総務部 総務課

2 701 子育て

〇保育の在り方について
公立幼稚園に入園させるより料金が高くても
私立に入園させる家庭が多い。3年預かりや
送迎バスがあるためだという。現状では仕事
をしたい母親が多くニーズはそこにあるよう
に思う。これからは無償化されるので公立も
私立も同じような内容とし対等な関係となっ
た方がよいと思う。（サービスを同等にしな
いと公立へいかなくなってしまう）

公立幼稚園は存続させていきたいと考えてい
ます。少子化の中でどのようなサービスを提
供していくのか検討しているところです。子
どもたちを健やかに育むことが大切なことな
ので地域の皆さんと相談しながら良い形にし
ていきたいと考えています。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

3 802 漁港

〇海辺の活用について
焼津漁港(防波堤で仕切られた場所)に人工的
な海浜を創り海辺を活用したイベントなど企
画して人が集まるエリアにしてほしい。

志太地域に唯一の海水浴場を有する焼津市な
ので海を活用した施策を考えていきたいと思
います。

○ 802 水産部 漁港振興課

焼津漁港は漁業活動に供するために整
備されており、防波堤内側の水域につ
いても漁船が航行する場所として使用
されておりますが、鰯ケ島地区には、
「親水広場」、「フィッシングゾー
ン」、「砂広場」、「うみえーる焼
津」などを整備し、市民の皆様が憩え
る場所としておりますのでご利用いた
だきたいと思います。

自治会名：
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）

3 



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）

903 農政 902 経済産業部 農政課

1001 商業・観光 1001 交流推進部 観光交流課

ハイキングコースの管理につきまして
は、地元の皆様から特段のご協力を賜
り感謝申し上げます。ハイキングコー
スの維持管理につきましては、毎年当
初に取り交わす契約書において、ご相
談のうえ適宜見直しをさせていただき
たいと考えております。

5 1001 商業・観光

〇夜景のPRについて
志太平野の夜景はとても素晴らしくてロマン
ティックである。景観遺産として登録して人
寄りするような取り組みを望む。

焼津市の夜景はとても素晴らしくロマンチッ
クだと思いますので状況を少し調べてみま
す。 ○ 1001 交流推進部 観光交流課

民間が開設する夜景サイトでは、笛吹
段公園や高草山山頂からの夜景が紹介
されており、あるサイトでは笛吹段公
園からの夜景が焼津・藤枝・島田の中
で1位として紹介されています。

1701 教育委員会事務局 教育総務課

1702 教育委員会事務局 学校教育課

6

〇学校のICT化について
小中学校の児童生徒全員に一人一台のPCを配
り未来型の人づくりを進めてほしい。焼津市
から先端の情報技術に優れた若い人が輩出さ
れるよう学校のICT化を推進してほしい。

これまでも学校施設の整備を図っていますが
今年度はすべての小学校の普通教室と理科室
に電子黒板型プロジェクターを設置していき
ます。国も子どもたちのICT教育を推進して
いますので他に負けない取り組みを考えてい
きたいと思います。

○1702 教育

4

〇高草山の利活用について
耕作されずに放置された農地が多く荒廃して
いる。市はこれからどのようにしていくつも
りなのか。観光スポットとして人気がありハ
イキングニーズも高いが行政の所管する部局
がバラバラである。組織をプロジェクト化し
て高草山の利活用をしてほしい。
また地元に託されたハイキングコースを管理
する補助金がカットされ現状では最低限の事
しかできない。高齢化が進み維持管理も思う
ようにできない状態だ。
高草山には貴重な植物が生息しているがどん
どんなくなってきている。キスミレも少なく
なってしまった。保存を考えてほしい。

高草山の土地は個人の財産であり行政がどの
ように関わっていくのが良いのか現状を調べ
ているところです。農地を観光へと変えてい
くことはすぐには難しい状況です。地元の皆
さんと相談しながら取り組んでいきたいと思
います。予算面については少し時間をくださ
い。

○

4 



令和元年度　市政座談会　意見集約集

焼津第６・７ 地区名 ：　大村 日程： 3

令和1年7月30日(火) 会　場 ：　大村公民館

地区
独自

市内
共通

部 課

602 長寿福祉 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

603 健康福祉 604 健康福祉部　 健康づくり課

元気な高齢者を増やすために、予防可
能な生活習慣病予防、特に高血圧・糖
尿病の重症化予防事業、および住民主
体の介護予防事業を重点的に実施して
まいります。

2 603 健康福祉

〇特定検診の受診率向上について
焼津地区は個別受信のため受診率が低い。交
通手段がない高齢者が多くいる。行政でバス
代程度の支給をしてみたらどうか。国からの
補助が増えるように受診率向上は必要と思
う。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

特定健診受診率は年々上がり、平成30
年度38.8%となりました。個別健診は、
身近なかかりつけ医で健診ができると
いう大きなメリットがあります。70歳
以上は健診料も無料ですので、引き続
き受診率向上をめざしてまいります。

3 1204 駅前広場

〇焼津駅周辺の再開発について
焼津駅の南口側の再開発をするというがどの
ようになるのか。焼津らしい特徴のあるもの
を入れてほしい。焼津の活性化にもなる。
若者が増えると市の体力が向上する。焼津に
住みたいと思えるようなお洒落な街を創って
ほしい。

これまで二年間をかけて地権者と調整してき
ました。理解が得られた区画から再開発をし
ていきます。一階部分は飲食店などを入れ二
階部分は公共的な施設とします。三階以上は
マンションにしたいと考えています。また子
ども館も整備して人が集まる環境を創ってい
きます。

○ 1206 都市政策部　 都市整備課

1304 清掃活動 1301 環境部 廃棄物対策課

1102 河川・水路 1103 建設部　 河川課

5 201 まちづくり

〇流入人口の増加について
市内に若い人を呼び込む施策を推進してほし
い。また親と同居する世帯を増やす取り組み
をお願いしたい。

子育て支援対策を重点的に行うなど今の時代
にあったニーズに即した取り組みを推進して
いきます。 ○ 201 総合政策部 政策企画課

1

〇超高齢化社会への対応について
2025年問題に向けて行政が取り組む超高齢者
社会への対応として笑顔の老人を増やすこと
が大切だと思う。そこで地域で支えあうため
の勉強会を始めた。元気でさえいれば生き甲
斐対策ができる。元気な老人を増やす施策が
重要だと考える。

市では元気な方・見守る方・介護の方の３段
階で様々な支援をしています。各地域でのご
支援も大変にありがたく感謝しています。こ
れからも地域で見守る体制づくりを進めてい
きたいと考えています。

○

自治会名：
開催日：

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

分類
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

4

〇河川清掃について
地域内では核家族化が進み高齢者世帯が多く
なった。若い人たちが少ないため草刈りや河
川清掃などが難しくなっている。このような
状況を市はどのように考えているのか。

各環自協の皆さんには日頃より大変にお世話
になっており感謝しています。これらの問題
については各地域から同様の意見が寄せられ
ており課題として認識しています。これまで
とは違う新しい考え方で対応していく必要が
あると考えています。例えば企業の地域貢献
を形にするとか様々な工夫が考えられます。
全体を見直す中で地域に貢献する団体等の育
成を考えていきたいと思います。

○

5 



地区
独自

市内
共通

部 課

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

分類
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

6 1207 公園・街路・広場

〇六間川の桜の剪定について
消毒をやってくれて感謝しているが枝が伸び
て危ないところ（八楠・大覚寺地内）がある
ので剪定をしてほしい。

状況を確認します。

○ 1206 都市政策部　 都市整備課

通行に支障となる枝の剪定作業を８月
に実施しました。

7 1101 道路・橋梁

〇東名法面の樹木について
瀬戸川左岸の東名法面の樹木が繁茂して枝が
出ている。

ここでどのような対応ができるか判断できな
いので現場を調べてみます。ネクスコと調整
してみます。

○ 1101 建設部　 土木管理課

ネクスコ中日本、静岡保全サービスセ
ンターに依頼（8/9）
回答：年間計画により順次施工
市職員現場確認（8月中旬・10月下旬・
12月上旬）今後、経過観察し必要に応
じて再度依頼をする。

8 1102 河川・水路

〇河川の浚渫について
浚渫する前に地元へ事業内容について説明し
てほしい。

事業主体に伝えます。

○ 1103 建設部　 河川課

事業主体である島田土木事務所に、浚
渫前に地元回覧文書等で対応してもら
うよう依頼しました。

9 201 まちづくり

〇越後島地区の開発について
以前に区画整理事業がダメになり工場や倉庫
などが増えたが居住する人は減っている。新
東名と現東名を結ぶ重要な地域だと思う。市
をまたいだ開発を考えてほしい。

都市計画については藤枝市と共に考えていま
す。越後島地区は大変に重要な地域として考
えています。この地域をどのような街にして
いきたいのか地域の中で話し合ってほしいと
思います。

○ 1201 都市政策部　 都市計画課

10 1101 道路・橋梁

〇狭隘道路の整備について
朝比奈川の西側地域は緊急車両も通行できな
い道路がある。車両が曲がれるように交差点
だけでも整備してほしい。（ゼンリンP19）

現地を確認します。

○ 1102 建設部　 道路課

『道路整備の優先順位設定評価基準』
に基づき、現地確認をし、評価の結果
を回答するため、自治会からの要望書
の提出をお願いしました。

11 1102 河川・水路

〇水路の藻上げについて
第7自治会第三町内は高齢者が多く中央排水
路の藻を上げるに大変に苦労している。行政
で重機などを入れて対応してほしい。

地元が負担とならないよう無理しない対応を
お願いします。

○ 1103 建設部　 河川課

越後島副区長様と令和元年８月６日に
改めて現地立会いさせて頂きました。

12 1301 環境

〇新エネルギーの取り組みについて
技術革新により燃料電池車の開発が進んでい
る。焼津市が新エネルギーに係る取り組みで
先進地になってほしい。

市でも環境省と連携し研究をしているところ
です。新エネルギーの分野は技術開発が進み
トラック輸送への対応も必要になると思いま
す。行政として民間を支援していきたいと考
えています。

○ 1302 環境部 環境生活課

13 402 原発

〇浜岡原発に係る避難計画について
災害時の対応として浜岡原発に係る避難計画
がいまどのようになっているのか知りたい。

焼津市は31キロ圏内にあり市内全域が避難対
象になっています。現在国や県と連携して避
難計画の策定を進めているところです。

○ 402 防災部 地域防災課

401 防災 401 防災部 防災計画課

1102 河川・水路 1103 建設部　 河川課

14

〇瀬戸川の津波対策について
瀬戸川を遡上する津波対策はどうなっている
のか。河川堤防の強度は調べているのか。

県の第4次被害想定によると最大クラスのレ
ベル2による被害は少ない状況となっていま
す。県や市のHPなどで公表していますのでご
確認ください。 ○
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令和元年度　市政座談会　意見集約集

港第14・23 地区名 ：　港 日程： 4

令和1年9月5日(木) 会　場 ：　港公民館

地区
独自

市内
共通

部 課

1 1601 市立病院

〇入院支援センターと病棟の連携について
市立総合病院への入院に当たり入院支援セン
ターで説明する内容と病棟で必要となる物が
異なり数量も差がある。統一するべきと思
う。

毎月一回病院との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

入退院支援センターでは入院するにあ
たり、「入院のご案内」冊子に基づき
事務的な説明を、入院前にさせていた
だいております。
病棟では、入院中、患者さんの年齢・
状態等を元に説明をいたします。
よって、入院前と入院中ではご用意し
ていただく内容、数量に違いが生じる
ケースはあります。ご理解の程、よろ
しくお願いします。

2 101 自治会

〇自治会町内会長の業務に対する報酬につい
て
町内会長の仕事量が多くて成り手が居ない。
無給なのでやってくれる人がいない状況であ
る。業務として給料をもらってやる仕組みに
できないか。

自治会の運営とそのあり方等について時代も
変化しておりどのようにしていくのがよいか
話し合っていく必要があると感じています。
国でも地域コミュニティーについて新しい考
え方が必要になってきているとみています。
難しい問題なので少し時間をください。

○ 101 総務部 総務課

3 1101 道路・橋梁

〇通学路の安全対策について
宮島農園のところの歩道が狭く標識があり通
行に支障となっている。
（ゼンリンP105C-1）

現場の状況を確認します。

○ 1102 建設部　 道路課

本年度工事において、グリーンベル
ト、安全柵等の設置を行います。ま
た、標識についても警察と調整の上、
移設を行います。

4 401 防災

〇津波避難タワーへの資材庫設置について
以前から市に要望しているが津波避難タワー
に備蓄品等を収納するベンチ式の物入を設置
してほしい。住民目線で考えると施設の機能
として必要なことだ。

施設の目的意図に即して何ができるのか考え
ていきたいと思います。震災後にまずは命を
守ることを優先して造ったと聴いています。
地元のニーズにそって何ができるのか工夫す
るよう担当に指示します。

○ 401 防災部 防災計画課

防災ベンチの設置については、各津波
避難タワーによって設計が異なるた
め、担当まで個別に相談の御連絡をお
願いします。

5 1203 区画整理

〇横断歩道の設置について
石津西公園南側の前の川沿いにある歩行者道
と車道の交差部に横断歩道を設置してほし
い。
（ゼンリンP95F-4 H-4）

現場の状況を確認します。

○ 1205 都市政策部　 土地区画整理事務所

当該箇所の横断歩道の設置について
は、平成30年度より焼津警察署へ要望
しており、今後も早期設置を目指し、
引き続き要望していきます。
※９月６日 町内会長に焼津警察署への
要望状況を説明し、９月11日に焼津警
察署交通課へ早期設置を再度お願いし
ました。

6 1206 空き家

〇空き家対策について
空き家の老朽化したブロック塀が倒壊しそう
で危険である。市の公共建築課に相談したが
その後どうなったのか知りたい。
（ゼンリンP96Ｊ-2）

市内の状況を調査したところ全体の3.8％が
空き家でした。行政側で個人の財産を勝手に
さわることはできませんが条例を制定し所有
者に勧告等ができる体制にしました。現状が
どうなっているのか自治会へ担当から説明さ
せます。

○ 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。
なお、周辺に悪影響を及ぼす空き家と
して14自治会9町内会の長谷川会長より
情報提供された物件は、所有者等に対
し指導等を行っており、状況について
は報告をさせていただきました。

自治会名：
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）

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
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地区
独自

市内
共通

部 課
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）

7 203 広報広聴

〇市政座談会の意見等に対する回答について
昨年の座談会の意見交換で言ったことの回答
がされていない。期限をつけて対応してほし
い。

対応状況がどのようになっているのか担当か
ら説明させます。

○ 204 総合政策部 広報広聴課

9月6日(金）午前10時から嶋会長並びに
日比野町内会長へ広報広聴課担当が状
況の説明をしました。嶋会長より一般
論として地元からの要望事項等につい
て丁寧な説明が不足している旨の意見
がありました。座談会の報告について
は年度末に各自治会へ意見集約集が配
布されていることは承知しているとの
ことでしたがその後のフォローアップ
を検討してほしいとのことであり今後
それらの対応等について研究してまい
ります。

8 1207 公園・街路・広場

〇石津浜公園の駐車場整備について
浜に来る人のためにゲートボール場の一部を
駐車場に整備してほしい。
（ゼンリンP89I-5）

現地を調査して考えてみます。

○ 1206 都市政策部　 都市整備課

駐車場としての利用を検討していま
す。雨天などで利用できないこともあ
るため、運用については、今後、地元
自治会等と協議して進めてまいりま
す。

9 1001 商業・観光

〇海釣り振興について
焼津市の沿岸部は立ち入り禁止ばかりで海釣
りが出来なくなってきている。立ち入り禁止
の規制があり自由に釣りが楽しめない。海の
価値を有効に使うべきと思う。取り締まるこ
とばかりに力を入れている。もっと自由に海
釣りが出来るようにしてほしい。

海を活用したまちづくりを推進していますの
で行政が出来ることはやっていきますが沿岸
部には危険な場所もあるのでご理解していた
だきたいと思います。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

10 201 まちづくり

〇市政に対する意見の場について
一般市民の声を聴く場を設けてほしい。市に
対してアドバイスできる場を考えてほしい。

ワールドカフェという市民会議を開催してい
ます。自治会からも参加していただき意見交
換しています。 ○ 201 総合政策部 政策企画課

11 1207 公園・街路・広場

〇監視カメラの設置について
石津浜公園の南端にあるトイレ周辺に海釣り
などの海岸利用者がゴミなどを捨てマナーが
守られていない。不法投棄も多発しているの
でトイレに監視カメラの設置を考えてほしい
（ゼンリンP107D-2）

現状を調べて有効な手立てを研究してみま
す。

○ 1206 都市政策部　 都市整備課

監視カメラの設置は困難ですが、警察
との連携や、日常実施しているパト
ロールの強化に努めてまいります。

12 1207 公園・街路・広場

〇石津浜公園の駐車場について
雨が降ると水が溜まってしまうので舗装をし
てほしい。
（ゼンリンP107D-2）

現場の状況を確認します。

○ 1206 都市政策部　 都市整備課

9月6日に自治会役員と現場立ち合いを
実施し、昨年、砕石補充により補修を
した状態が保たれていることを確認し
ました。舗装整備は困難であるため、
今後も砕石補充による対応をしてまい
ります。

13 1207 公園・街路・広場

〇石津西公園の利活用について
芝生広場でペットを遊ばせ糞の処理をしない
人がいる。子どもたちが安心して遊べるよう
にゾーン区分ができないか。

難しい問題だと思いますので少し研究してみ
ます。宿題とさせてきださい。

○ 1206 都市政策部　 都市整備課

公園内のゾーン分けは困難ですが、今
年度、文字やイラストにより公園利用
者へ注意喚起する掲示板を計画してお
ります。
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地区
独自

市内
共通

部 課
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）

14 1301 環境

〇ゴミの分別収集について
焼津市はプラと生ごみを分けて回収している
が静岡市は分別していない。焼津市も分別し
ないで回収できないのか。

静岡市の処理場は溶融炉という形式のため分
別しないで処理が可能と聴いています。焼津
市では炉の形式が異なるためゴミの分別はし
ていただくことになりますのでご理解願いま
す。

○ 1301 環境部 廃棄物対策課

焼津市と藤枝市の事務を共同処理して
いる志太広域事務組合において、容器
包装リサイクル法に基づき、プラマー
クごみを分別収集しています。新しい
清掃工場においても、引き続きプラ
マークごみの分別をお願いする予定で
す。

1102 河川・水路 1103 建設部　 河川課

市のホームページに洪水ハザードマッ
プ、土砂災害ハザードマップを公表し
ています。
洪水ハザードマップについては、現
在、更新作業を進めているところであ
り、改めて令和２年度に、各戸配布す
る予定であります。

401 防災 401 防災部 防災計画課

市のホームページに津波浸水想定を示
した防災地図を公表しています。

16 1001 商業・観光

〇温泉事業について
昨年は温泉が止まってしまったが現状はどの
ようになっているのか。

老朽化により井戸のパイプが破損し一時的に
温泉が使用できなくなりましたが現在は原状
復帰しています。
温泉事業者と相談し新たに一本掘削する計画
で進めています。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

17 1301 環境

〇ゴミ回収場所への不法投棄について
可燃物のゴミ回収場所に家電製品などを捨て
ていく人がいる。また地域以外の人が不燃物
と可燃物などが混在したゴミを捨てていくの
で困っている。

大変に難しい問題だと思いますので行政とし
て何ができるのか検討してみます。

○ 1301 環境部 廃棄物対策課

不法投棄監視のために、平日臨時職員
が市内を巡回しています。また、環自
協及び県主催のパトロールを年２回実
施しています。今後も継続していく予
定です。また、地元の環自協支部長様
と連携を図っていきたいと考えていま
す。

18 1705 公民館

〇港公民館の建て替えについて
老朽化している港公民館の建て替えはどう
なっているのか。

豊田公民館の次に港公民館を建て替える計画
です。今後どのような施設にしていくのか地
元の皆さんの意見等を聴きたいと思っていま
す。

○ 1704 教育委員会事務局 社会教育課

15

〇ハザードマップの状況について
市が作成したハザードマップの状況がどう
なっているのか知りたい。

様々なハザードマップを公表しています。新
しい情報を反映し更新していきます。

○
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令和元年度　市政座談会　意見集約集

和田第21・22 地区名 ：　和田 日程： 5

令和1年9月26日(木) 会　場 ：　和田公民館

地区
独自

市内
共通

部 課

1 1304 清掃活動

〇旧老人福祉センター跡地の使用について
海岸清掃や草刈りなど年に二回ほど地域住民
や市民に協力してもらい作業を行っているが
駐車場がなくて困っている。以前は老人福祉
センターを使用できたが現在は使用できな
い。国が管理する海岸を清掃する作業に国の
土地が使用できないとは国の縦割り行政で矛
盾している。

国の所管が異なるため現状が理解してもらえ
ていないようなので市からも国の機関に相談
してみます。経過を地元に報告します。

○ 1301 環境部 廃棄物対策課

ビーチクリーン大作戦の開催にあたり
駐車場として使用することについて、
土地を管理する国の財務局東海財務事
務所と粘り強く交渉しましたが、有料
での貸し出しとなるとの回答でした。

2 1301 環境

〇仮宿の清掃工場建設について
仮宿にできる新しい清掃工場の建設がどう
なっているのか。進捗状況が分かれば教えて
ほしい。

藤枝市が対応していますが地元交渉をしてい
ると聴いています。11月に意見交換する予定
となっており詳細を聴いてみます。

○ 1301 環境部 廃棄物対策課

志太広域事務組合の事業であり、立地
場所である藤枝市が用地取得について
地元交渉をしているところでありま
す。

3 1105 港・海岸

〇潮風グリーンウォーク事業について
潮風グリーンウォーが完成した後の維持管理
を市ではどのように考えているのか。

地元へお願いするのは大変だと思っていま
す。どのような形がよいのか地元の皆さんと
も相談しながら検討していきたいと思いま
す。

○ 1103 建設部　 河川課

引き続き、地元の皆様と相談しながら
検討していきたいと考えております。

4 903 農政

〇防風林内の民有地について
防犯対策として地元住民が防風林内の民有地
の雑草刈り取りなどをしてきたが高齢化で出
来なくなってしまった。地元に住んでいない
土地の所有者が適正な管理をしないため地元
が苦慮している状況だ。行政でよい方策を考
えてほしい。

地元住民の軽減策について考えていきます。
民間企業の社会貢献の仕組みづくりなど新し
い方策を工夫してみます。課題とさせてくだ
さい。 ○ 902 経済産業部 農政課

5 904 野生鳥獣

〇栃山川河洲のカワウやカラスの繁殖につい
て
清掃工場前の河洲にカワウやカラスが巣を
造って環境が悪化している。農政課に相談し
ているが一向に改善されていない。

鳥獣保護の観点から県とも相談し対応を検討
してみます。また地元へは経過等について報
告します。

○ 902 経済産業部 農政課

カラス等の野生鳥獣は、鳥獣保護管理
法により、捕獲することは禁止されて
おりますが、危害を加えない範囲で追
い払うことは可能です。しかし、追い
払っても結果として他の場所でも同じ
ようなことが想定されることから、効
果的な対策について情報収集を行うな
ど研究しているところです。

6 1002 スポーツ
〇田尻地区内の広場整備について
田尻地区にグランドゴルフができる広場を整
備してほしい。

各地域の状況に即して考えていきたいと思い
ます。 ○ 1003 交流推進部 スポーツ課

401 防災部 防災計画課

402 防災部 地域防災課

避難所となる公民館や地域コミュニ
ティ防災センターに配備している簡易
発電機は、ガスカートリッジ式のもの
やガソリンを燃料としているもので
す。

自治会名：
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）

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

○7 401 防災

〇災害時の停電対応について
避難所や公共施設など停電した時の対応がど
のようになっているのか。

市役所や防災センターなどには非常用発電機
が設置されており72時間対応となっていま
す。避難所や公民館などには簡易発電機が配
備されています。
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地区
独自

市内
共通

部 課
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）

8 801 水産

〇さかなセンターの再整備について
年間180万人もの集客があるというが施設が
老朽化してきている。再整備する計画はある
のか。

さかなセンターでは現在の場所でリニューア
ルの計画を進めています。

○ 801 水産部 水産振興課

1304 清掃活動 1301 環境部 廃棄物対策課

1102 河川・水路 1103 建設部　 河川課

10 1001 商業・観光

〇焼津市の魅力発信について
焼津市から見る富士山や南アルプスは大変す
ばらしい景観だ。観光資源として掘り下げて
内外に発信してほしい。

高草山からの夜景は全国的にも高い評価をう
けています。写真映えする場所など焼津市の
魅力を発信する方策等を工夫しながらPRに努
めていきます。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

市、観光協会ホームページにて、富士
山ビューポイントを掲載し、内外に向
けて情報発信しています。

11 602 長寿福祉

〇高齢者の生活支援について
高齢者の交通事故が多いというが近くに商店
などがないので無理をして自転車で買い物に
出かけるしか方策がないのが現状だ。買い物
支援などの取り組みが必要だと思う。

一人世帯の高齢者に対して宅配サービスをし
ていますが買い物支援など地域での取り組み
としてどのような方策が良いのか意見があれ
ば教えてほしいと思います。

○ 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

12 1101 道路・橋梁

〇成案寺川に架かる橋梁の耐震化について
成案寺川の橋梁は大きな地震で落橋するとい
う。地域住民の避難が困難になってしまう。
住民が安心して暮らせるようにしてほしい。
（第21自治会第3町内会）

橋梁の耐震化について取り組んできています
ので現状について担当から地元の皆さんに状
況を説明します。 ○ 1102 建設部　 道路課

橋梁の耐震化における現状について、
自治会長への説明を予定しています。
日程等については調整中です。

13 401 防災

〇焼津市の防災に係る取り組みについて
年に3回も防災訓練をやっており不安になっ
て引っ越した人がいる。焼津市の防災対策な
どもっとPRして市民を安心させてほしい。

これまで地域の防災委員の方々が中心となっ
て訓練を実施してきましたが社会環境の変化
もあり訓練内容等を見直していきたいと考え
ています。

○ 402 防災部 地域防災課

これまで地震や津波に対する訓練とし
て実施してきましたが、今後は風水害
に対する訓練の実施についても検討し
ていきたいと考えております。

1102 河川・水路 1103 建設部　 河川課

市政座談会より要望のありました内容
について現地を確認しました。
修繕の対応をしていきますが、範囲、
延長が長いため、次年度より順次修繕
してまいります。

1207 公園・街路・広場 1206 都市政策部　 都市整備課
桜の木については、１２月に空洞化し
ている１本を伐採しました。

14

〇浜田排水路の補修等について
吉永街道から木の子橋までの区間が特に傷ん
でいるので本格的な補修をやってほしい。ま
た桜の木が老木となり幹が空洞化して倒木す
る危険があるので調べて対応してほしい。

現地の状況を調査してみます。

○

9

〇河川清掃・草刈り作業について
これまで県と市と地元が連携して河川清掃や
草刈りなどの作業をしてきたが高齢化に伴い
対応が難しい状況になってしまった。今後ど
のようにしていったらよいのか行政で検討し
てほしい。

地元の方々が大変な思いをして作業してくれ
本当にありがたいと思っています。それぞれ
の役割分担に即しての対応が求められていま
すので新しい方法について県などに相談し検
討していきます。

○

11 



令和元年度　市政座談会　意見集約集

大富第18・19・20 地区名 ：　大富 日程： 6

令和1年9月27日(金) 会　場 ：　大富公民館

地区
独自

市内
共通

部 課

401 防災 401 防災部 防災計画課

401 防災 402 防災部 地域防災課

緊急時における避難や避難所開設等の
情報を取得していただき、迅速かつ的
確な避難行動に繋げるように出前講座
などにおいて周知していきます。

1102 河川・水路 1103 建設部　 河川課

2 401 防災

〇消防団員の確保について
各地域の消防団は人員の確保に苦慮してい
る。地元の自治会で勧誘活動をしているが難
しい状況だ。市の具体的な方策を知りたい。

大規模な火災や昼間の体制を強化するため新
たな取り組みとして機能別消防団を組織しま
した。消防団OBを中心に活動しています。ま
た企業の地域貢献として拡大していきたいと
考えておりPRに努めていきたいと思います。
定数管理など見直したいと思いますが先ずは
出来ることからやっていきます。

○ 402 防災部 地域防災課

イベント時における団員募集の勧誘活
動やＰＲを実施しているほか、市役所
も含めた事業所で組織する機能別消防
団の立ち上げも検討しているところで
す。

3 1705 公民館

〇公民館駐車場にフェンス等の設置について
道路沿いにフェンスがないのでフェンスと横
断歩道を設置して公民館に来る市民の安全を
図ってほしい。

担当に現状を確認させます。

○ 1704 教育委員会事務局 社会教育課

横断歩道の設置について、焼津警察署
に相談したところ、交通量が少ない等
の理由から設置は難しいとのことでし
た。

4 1101 道路・橋梁

〇通称「農免道路」の整備について
市道保福島大島新田線のマルハン以南から県
道高洲和田線の交差点までの区間の拡幅整備
を早期に実施してほしい。

順次やっていますので少し時間をください。
前向きに取り組んでいきます。

○ 1102 建設部　 道路課

5 1101 道路・橋梁

〇小川島田幹線の整備促進について
焼津市は東西の交通ネットワークが貧弱であ
る。小川島田幹線の整備促進を望むが藤枝市
の取り組みが見えてこない。両市で話し合っ
て事業を促進させてほしい。

藤枝市との温度差があることは承知していま
すので全体を見て改めて話をしてみます。

○ 1102 建設部　 道路課

6 1102 河川・水路

〇黒石川の土手の補修と河床の浚渫について
黒石小学校南側の河床に土砂が堆積している
ので浚渫してほしい。また土手が壊れている
ところがあるので補修してほしい。

現場を見に行くので具体的な場所など教えて
ください。

○ 1103 建設部　 河川課

地元より要望されており、管理者であ
る島田土木事務所に10月24日報告済み
であります。また、その旨を同日、自
治会長様にも報告させて頂きました。

1

〇災害時の避難所開設について
国では5段階に区分した災害時の避難等に係
る情報の出し方を見直した。レベル3になる
と避難勧告をすることになるが高齢者への対
応が難しい状況だ。市の避難所開設はどう
なっているのか。

災害時の対応はすべて基準に従い誰がやって
も同様の対応ができるようにマニュアル化し
てあります。
防災部長
避難所の開設についてはレベル３になると市
で避難所を開設しますのでそれらの情報を地
元へお知らせします。 ○

自治会名：
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）

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
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地区
独自

市内
共通

部 課
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）

7 1207 公園・街路・広場

〇黒石川の桜の木の剪定について
桜の枝が張り出して通行の支障となっている
ので剪定してほしい。

現場の状況を確認します。

○ 1206 都市政策部　 都市整備課

通行に支障となる枝の剪定作業を2月に
計画しています。

8 503 交通安全

〇交通事故対策について
行政と地元など関係者がそれぞれのやるべき
ことを総合的に取りまとめることが必要だと
思う。自治会で何をしたらよいのか具体的な
方策等を市から教えてほしい。

交通安全対策協議会などで検討していますが
総合的にどうすれば効果的なのかを改めて担
当と話をしてみます。 ○ 502 市民部 くらし安全課

毎月10日の立哨やのぼり旗の掲出を始
め、無事故・無違反コンクールにおい
てご報告いただいている各種啓発活動
について引き続き実施いただきたいと
考えます。

9 401 防災

〇防災体制の人員面の強化について
近年では大きな災害が続いており「想定外」
という言い方が増えているように感じてい
る。災害への対応は経験を踏まえての対応が
必要だと思う。差し迫っている災害に対して
市は経験者を組織に戻し体制の強化を図って
ほしい。

これからも市民の皆さんの安心安全を最優先
に防災体制の強化に取り組んでいきます。

○ 102 総務部 人事課

10 1701 学校・幼稚園

〇子ども会の組織について
子ども会役員のなり手がいない。子ども会に
入っていない家庭がある。定年後の仕組みづ
くりの中に入れて子ども会の組織運営に参加
できるようにしたらどうか。

焼津市では90％以上の加入率ですが全体的に
は減少傾向にあると聞いています。みんなで
子どもたちを見守ることが大切と考えていま
すので改めて子ども会の人たちや学校ともよ
く話し合ってみます。

○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

11 401 防災

〇消防団への入団について
近年の若い人たちは地域に貢献する気持ちが
少なく消防団に入団する人がいない。地域の
活気が出てくれば若い人たちの考え方も違っ
てくると思う。

○ 402 防災部 地域防災課

イベント時における団員募集の勧誘活
動やＰＲを実施しているほか、市役所
も含めた事業所で組織する機能別消防
団の立ち上げも検討しているところで
す。

12 1101 道路・橋梁

〇道路整備について
三和幼稚園の前の道路が狭く送り迎えの車な
どで混雑している。また通過交通量も多く危
険なため道路の拡幅整備をしてほしい。

現場の状況を調べてみます。

○ 1102 建設部　 道路課

三和幼稚園前の道路拡幅は、用地が必
要となり時間を要するため、幼稚園北
東側道路の整備を進めています。

13 1103 公共交通

〇公共交通について
バスの本数が少なくなり大変不便になった。
高齢者の足の確保をしてほしい。市では公共
交通の対策をどのように考えているのか。

静鉄は不採算路線を廃止しており路線数等が
減少してきています。そこで市では市民の足
を確保するため新交通システムの研究をして
いるところです。またバス路線の空白地域で
デマンドタクシーの検証もしているところで
す。

○ 1102 建設部　 道路課

14 2000 その他

〇大井川の水量について
志太平野は大井川が創った。近年は大井川の
水が減ってきているため海岸浸食がひどく
なっている。リニアの問題で大井川の水量が
減ることへの対策が急務である。焼津市は
もっと危機感をもって対応してほしい。

リニアに係る窓口は県になりJRと協議してい
ます。市は協議会に参加し水量の確保などに
ついて意見を述べています。科学的な知見に
基づき検証することが必要だと考えていま
す。また海岸に係る事業は国が実施していま
す。

○ 201 総合政策部 政策企画課

13 



地区
独自

市内
共通

部 課
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）

15 2000 その他

〇市内の高校が少ないことについて
藤枝市6校・島田市5校・焼津市4校で焼津市
内の若者は市外へ出ていってしまっている。
このままでは焼津市がしぼんでしまう。

高等学校に係ることは県が主体となり取り組
んでいます。Uターンも含め県が中心となっ
て取り組んでいると認識しています。 ○ 201 総合政策部 政策企画課

16 1101 道路・橋梁

〇駅前通りの一方通行について
焼津駅に行くのに大変不便となっている。方
向が逆だと思う。

整備するときに地元の商店街などと協議して
造った経緯があり様々な意見があることも承
知していますがご理解ください。 ○ 1102 建設部　 道路課

14 



令和元年度　市政座談会　意見集約集

中島・相川・西島・上泉・下江留・上新田・つつじ平 地区名 ：　大井川・北西地区 日程： 7

令和1年10月1日(火) 会　場 ：　大井川公民館

地区
独自

市内
共通

部 課

1 903 農政

〇農地の開発について
焼津市に住む人を増やす方策は必要だが家を
建てる場所が少なくなっている。特に大井川
地区は農地ばかりで住宅地に開発できない。
市はどのように考えているのか。

国の方針は農地を残す方向なので農地を住宅
地に変更することは難しい状況となっていま
す。市内の農地は土地改良をやってきている
ところが多いため開発するのが難しい状況で
す。このため市長会を通じて国へ法改正等の
要望をしているところです。

○ 902 経済産業部 農政課

農業振興地域で、農用地区域に指定さ
れ、また、大井川用水に係る受益地と
して農業利用されるべき位置づけられ
ている農地は、農地以外での利用が制
限されている状況にあります。

2 1205 都市計画

〇都市計画税の使途について
大井川地区は合併して都市計画税が賦課され
るようになった。この税金はどのような事業
に使われているのか。

都市計画税の使途は行政全体の中で有効に
使っています。大井川地区の住民が安心して
暮らしてもらえるように潮風グリーンウォー
ク整備事業や様々な防災対策事業などの一部
として有効に活用しています。

○ 1201 都市政策部　 都市計画課

潮風グリーンウォークの整備を進める
ために、都市計画緑地として都市計画
決定する手続きを進めており、都市計
画緑地の整備には、都市計画税を財源
にできます。

3 201 まちづくり

〇大井川西地区の拠点づくりについて
大井川西地区の生活圏は藤枝が主となってい
る。JRは藤枝駅を使うことが多い。インター
もできて将来のポテンシャルが非常に高いと
ころだと思う。焼津市はこの地区をどのよう
にしてくつもりなのか聴きたい。

スマートIC周辺の開発は将来を見据え工夫し
てやっていきたいと考えています。地域の特
性を生かした拠点づくりを進めていきます。

○ 201 総合政策部 政策企画課

4 1101 道路・橋梁

〇スマートIC周辺の道路環境改善について
インタチェンジが出来て地域内の交通量が増
大した。特に朝の通勤時間帯は狭い生活道路
を抜け道として使っている状況だ。既存の道
路を改良して少しでも道路環境が良くなるよ
うに整備をして安全な道路を造ってほしい。

大井川西小学校周辺の交通環境は変化してき
ており改めてチェックする必要があると考え
ています。再度みなさんが安心できるよう取
り組んでいきます。

○ 1102 建設部　 道路課

令和元年7月に学校、幼稚園の関係者、
警察、及び道路管理者（市・県）によ
る通学路の合同点検を実施し、交通安
全対策について検討しました。今年度
は、市道1143号線ほか１路線へグリー
ンベルトを設置します。今後も引き続
き、合同点検を行い、必要に応じて対
策を実施してまいります。

5 102 コミュニティ

〇自治会の再編に伴う集会施設の整備につい
て
いま自治会の再編を検討しているが人口比で
は2地区・面積比では小学校区単位で再編す
るのがよいと思う。大井川西地区にはコミュ
ニティ防災センターがない。公民館的な集会
施設をこの地区に整備してほしい。

自治会の再編の状況をみながら考えていきた
いと思います。

○ 101 総務部 総務課

6 201 まちづくり

〇スマートIC周辺の開発について
スマートICの周辺の開発計画はどうなってい
るのか。状況を教えてほしい。

これまで地権者の皆さんと5回ほど勉強会を
開催して調整をしてきています。丁寧に取り
組んでいますのでまとまりしだい皆さんに状
況をお知らせします。

○ 201 総合政策部 政策企画課

自治会名：
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）
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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 1102 河川・水路

〇つつじ平団地南側水路の橋設置について
つつじ平団地の南側に農業用排水路があるが
地域の美化作業で草刈りなどをする時に水路
を横断する橋を設置してほしい。また河床に
降りる固定式のはしごを造ってほしい。河川
課には相談しているが回答がまだない。
（ゼンリンP13　A-5）

現場の状況を見に行かせます。

○ 1103 建設部　 河川課

今後、他の要望と調整を図り、順次検
討してまいります。

8 1701 学校・幼稚園

〇小学校の空調機改修について
市内の各学校の教室に空調機が整備されたが
大井川地区の小学校はだいぶ前に防衛施設補
助で空調機を整備した。だいぶ古くなってき
ており改修をお願いしたい。

○ 1701 教育委員会事務局 教育総務課

空調機の交換用部品がなくなった場合
は、個別に交換するように対応したい
と考えております。

9 201 まちづくり

〇昼夜人口について
大井川地区は外から仕事に来る人が多いと感
じている。居住は藤枝市で仕事は焼津市とい
う傾向があるように思うが実態はどうなの
か。

昼夜率について焼津市の状況を調査したとこ
ろそれほど差がない状況でした。
総合政策部長
平成27年に昼間の人口と夜間の人口を調査し
たところその比率は93.84％でした。藤枝市
とはあまり変わらない状況で平均的な比率で
した。

○ 201 総合政策部 政策企画課

10 201 まちづくり

〇インターIC周辺の拠点づくりについて
スマートICを活用した商業施設か工業施設を
誘致してほしい。20～30年先を見据えたまち
づくりをしてほしい。

焼津市は各産業分野でバランスよく事業展開
しており特に大井川地区は大きなポテンシャ
ルを有しております。それらをバランスよく
活用して効果的な拠点づくりをしていきたい
と考えています。

○ 201 総合政策部 政策企画課

11 1205 都市計画

〇開発行為に伴う地元調整について
企業進出する時は事前に地域住民へ周知する
ことになっている。2つの自治会にまたがる
時の対応で宗高地区へは説明したが下江留地
区の住民には話がなかった。トラブルを防止
するためにも地元住民に理解してもらえるよ
うな対応を行政から企業側に指導してほし
い。

企業の進出に際して地元の皆さんが不安にな
らないよう取り組んでいますが改めて現場が
どのようになっているのか調べてみます。こ
れからもしっかりと指導していきます。

○ 1201 都市政策部　 都市計画課

10月4日に事業者に地元の意見・要望を
伝え自治会に対し丁寧な説明を行うこ
とを指導しました。

401 防災 401 防災部 防災計画課

1102 河川・水路 1103 建設部　 河川課

大井川の整備状況等について、大井川
地区の自治会長様を主に、令和２年１
月27日に意見交換会を開催します。

13 1301 環境

〇ごみ焼却場施設整備について
清掃工場の移転はいつ頃になるのか。将来的
にはプラごみとの分別はしないでよくなるの
か。分別しないで出せれば楽になる。

清掃工場の移転については藤枝市が主体で
やっています。令和4年頃になると聞いてい
ます。ゴミの焼却方式はコスト面から溶融式
ではなくストーカー式になるためプラとの分
別はこれまでと同じ対応となりますのでご理
解ください。

○ 1301 環境部 廃棄物対策課

焼津市と藤枝市の事務を共同処理して
いる志太広域事務組合において、容器
包装リサイクル法に基づき、プラマー
クごみを分別収集している。新しい清
掃工場においても、引き続きプラマー
クごみの分別をお願いする予定。

12

〇一級河川大井川の津波対策について
大井川河口部に津波対策が一切されていない
が大丈夫なのか。津波による影響がどの程度
なのか知りたい。

大井川は一級河川で国が管理しており全国的
に見ても整備が進んでいる河川です。堤防の
整備や河床掘削なども実施されています。第
四次の想定に基づく津波の遡上などについて
改めて皆さんにお知らせします。

○

16 



令和元年度　市政座談会　意見集約集

飯淵・利右衛門・吉永・高新田・藤守・下小杉・宗高・上小杉 地区名 ：　大井川・南東地区 日程： 8

令和1年10月31日(木) 会　場 ：　大井川公民館

地区
独自

市内
共通

部 課

1 1207 公園・街路・広場

〇防災広場の活用について
普段の時に防災広場をグランドゴルフが出来
るようにしてほしい。
多目的に使えるように整備してほしい。

大きな災害があった時に仮設住宅などを用意
する場所として整備していますが平時の活用
については多目的に使用できるよう地元の皆
さんと調整していきたいと思います。

○ 1206 都市政策部　 都市整備課

市民が自然とふれあえる場、スポーツ
やレクリエーション活動、地域コミュ
ニティづくりの場として多目的に利用
が可能です。利用（個人的利用以外）
にあたっては、申請等の手続きをお願
いします。

2 903 農政

〇藤守川の水門損傷について
台風19号で水門が壊れてしまった。早急に復
旧してほしい。まだ台風シーズンが終わって
いないので心配だ。

県へ早期に復旧するよう強く要望していま
す。

○ 902 経済産業部 農政課

農業用施設の災害復旧事業において、
早期に復旧できるよう進めていところ
です。

3 903 農政

〇藤守川排水機場ポンプ運転について
排水機場のポンプを稼働させると逆流して吹
き上がり土手を痛めてしまう。河口まで送水
することで逆流するのを防ぐことが出来ると
考えるので対策を検討してほしい。

減災対策につながる機能の強化を知事に強く
要望したところです。

○ 902 経済産業部 農政課

藤守排水機場の再整備を県に要望して
いるところです。

401 防災部 防災計画課

今回の台風第19号に伴う対応や被害を
検証するため、災害対応検討会議を設
け、全庁をあげ検討を行っておりま
す。

402 防災部 地域防災課

食料などの非常持出品の備えについて
は、出前講座などの場で啓発している
ところですが、今後も積極的に啓発し
ていきます。

1103 建設部　 河川課

5 903 農政

〇藤守川水門の復旧について
事前に時期や方法など復旧内容を地元に教え
てほしい。

国と県が改めて検討を始めたところですので
市としても情報把握に努め地元の皆さんにお
知らせしていきます。 ○ 902 経済産業部 農政課

6 101 自治会

〇自治会の再編について
大井川地区の自治会組織を統合し再編する話
し合いをしているが市長の考えを聴きたい。
理想的な自治会組織とはどのように考えてい
るのか。

自治会組織の中で調整していただいており市
が意見を言うことは控えたいと思いますが行
政と自治会が一緒の方向に進むようしていき
たいと考えています。地元で活動しやすい規
模としては500～1000人程度が最良かと個人
的には思っています。

○ 101 総務部 総務課

4

〇災害時の避難体制について
避難して来る人が何も持参してこなかった。
食事の握り飯を自宅で用意して配った。もっ
と市民にＰＲすべきだ。
地震と水害で避難場所が異なっており住民に
周知させたいので行政の支援をお願いした
い。
学校の体育館が解放されているか否かが不明
である。

今回の水害により改めて検証する事項が多く
あることを再認識しましたので総合的に対策
を再検討します。

○401 防災

自治会名：
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）
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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）

7 601 地域福祉

〇日赤奉仕団の活動について
大井川地区と焼津地区では奉仕団の活動内容
が異なっている。焼津地区のやり方に統一で
きれば良いと思っている。
また防災講習会などで応急措置について講習
しているが男性も率先してやるべきだと思
う。

大井川地区の取り組みは時代に即していると
思っており焼津・大井川の良いところを参考
に意見交換する場を創って負担を減らす工夫
をしていく方がよいと思います。 ○ 601 健康福祉部　 地域福祉課

8 401 防災

〇自家用車の避難場所について
自治会長への説明の時に出た意見だが洪水に
よって自家用車が水没するのを防ぐ手立てと
して大井川福祉センター前の空き地を自家用
車の避難場所として整備してほしい。

災害時の対応として全体の中でどのようにし
ていくのか改めて検討していきたいと思いま
す。

○ 1103 建設部　 河川課

洪水ハザードマップ等により、改めて
事前対策を広報していくとともに、自
主防災会を通じて呼びかけを行ってま
いります。

9 1102 河川・水路

〇成案寺川と栃山川の合流点に水量計設置と
堆積土砂撤去について
成案寺川と栃山川の合流点には水量計が設置
されていない。状況がわかるようにしてほし
い。また河床に土砂が堆積して流れが悪く
なっている。早急に堆積土砂を撤去してほし
い。

県管理の河川ですので改めて県に強く要望し
ていきます。また災害の情報については出来
る限り「見える化」する方向で整備していき
たいと考えています。 ○ 1103 建設部　 河川課

島田土木事務所に対して要望したとこ
ろ、栃山川水門付近の土砂堆積につい
ては、今後撤去する予定と聞いており
ます。

1102 河川・水路 1103 建設部　 河川課

401 防災 401 防災部 防災計画課

今回の台風第19号に伴う対応や被害を
検証するため、災害対応検討会議を設
け、全庁をあげ検討を行っておりま
す。

11 1105 港・海岸

〇潮風グリーンウォークの整備について
今回の高潮では波が堤防を越えてきた。早急
に整備してほしい。

被災地以外では焼津市が初めて採択され平成
27年から整備が始まりました。当初は大きな
予算が付きませんでしたが平成30年から国土
強靭化地域計画により三か年で完成させる予
算が付き整備の進捗が図られることとなりま
した。

○ 1103 建設部　 河川課

12 601 地域福祉

〇引きこもりの対応について
全国的に中高年の引きこもりが問題視されて
いるが焼津市の状況はどうなっているのか。
また行政ではその対応をどのようにしている
のか。

各地域の民生委員や自治会の皆さんにお願い
して情報把握に努めているところです。行政
がどのように関わっていけるのか難しい問題
だと認識しています。

○ 601 健康福祉部　 地域福祉課

13 501 市民協働

〇外国人の対応について
市内の水産加工場などで働く外国人が多くい
る。町内にも145世帯が外国人である。中に
はマナーが悪くて周囲に迷惑をかけている人
もいる。外国人を雇用している事業者にマ
ナー教育を徹底させてほしい。
また市内にどのくらいの外国人が居るのか教
えてほしい。

現在では市内に約4000人ほどの外国人が水産
加工場などで働いています。一番多いのが
フィリピン人です。ブラジル・ベトナム・中
国人などが市内に住んでいます。
生活習慣などの違いによって様々なトラブル
が発生しているため先進的な自治体の取り組
みを参考に対策を検討しているところです。

○ 501 市民部 市民協働課

10

〇避難情報の時期について
今回の台風では一番きつくなってきた頃に避
難の指示が出た。もっと早期に避難できるよ
うに出来ないのか。

避難情報の出し方についてはマニュアル化し
てあり対応に差異がないようしてありますが
今回の事例を参考にして市民がより安心でき
る方策を研究していきたいと考えています。

○
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令和元年度　市政座談会　意見集約集

焼津第１・２・３・４・５ 地区名 ：　焼津 日程： 9

令和1年11月12日(火) 会　場 ：　焼津公民館

地区
独自

市内
共通

部 課

1 1102 河川・水路

〇土のうステーションの使用について
誰でも勝手に土のうを持って行ってよいの
か。知らない市民は多いと思う。

現在市内13か所に「土のうステーション」を
設置しましたが拡大していきます。土のうは
自由に持って行ってください。一人20個まで
の使用をお願いしています。足りなくなれば
市で補充します。

○ 1103 建設部　 河川課

土のうステーションの利用方法等につ
いては、市のホームページに掲載して
おりますのでご覧ください。また、今
後土のうステーションを増設する予定
であり、その際には広報等でお知らせ
してまいります。

2 101 自治会

〇自治会活動に伴う人材確保について
組織を運営していく人材の確保に苦労してい
る。特に若い人が集まらない。理想的には仕
事をしている世代が中心になってほしいと思
うが時間的負担が大きいので参加できないの
が現状だ。行政は自治会組織の負担軽減に向
けてやり方をよく考えてほしい。

厳しい状況の中で地域を支えている自治会活
動に感謝します。国でも自治会の在り方につ
いて検討が始まっています。これまでの仕組
みが変わっていくと考えており自治会の方々
と共にどのようにしていくのが良いのか話し
合っていきたいと思います。

○ 101 総務部 総務課

401 防災 401 防災部 防災計画課

被害状況調査に当たり、各自治会から
のご報告を参考とさせていただいてお
ります。

1102 河川・水路 1103 建設部　 河川課

洪水ハザードマップの更新作業を進め
ているところであり、浸水に関する情
報も掲載し、改めて、令和２年度に各
戸配布する予定であります。

4 503 交通安全

〇焼津駅への動線について
駅前通りから焼津駅へ向かう動線を直線的に
することでスムーズな通行ができると思うの
で横断歩道の設置を要望したい。

横断歩道を設置しているのは警察なので地元
の方々と共に要望活動をしていきたいと思い
ます。 ○ 502 市民部 くらし安全課

5 1102 河川・水路

〇黒石川の堤体嵩上げについて
台風19号の第1自治会3区の被害状況は床下39
戸床上1戸だった。黒石川や堀川が越水して
の被害である。河川からの越水を防ぐ手立て
として堤体を30㎝程度嵩上げすれば今回の被
害を防げたと思うので要望したい。

日頃より地域を守っていただいている自治会
の皆さんには今回の台風被害の後始末でも大
変にご尽力いただき感謝しています。県が管
理している小石川などの対策も始まります。
市と地元が一緒になって取り組んでいきたい
と考えていますのでご協力をお願いします。

○ 1303 環境部 下水道課

台風19号による浸水被害の主な要因
は、大潮の満潮時間帯（潮位が最も高
い時）に台風が通過した河川の排水不
全によるものであります。（今回台風
通過時の時間最大降雨46㎜に対し、当
該河川の降雨強度は65㎜／h）
今回の台風による浸水影響は上記の要
因により市内沿岸部の広域に渡ってお
ります。黒石川（堀川）の堤体嵩上げ
については、本川のみならず支川を含
めた広域的な地域への影響が考えられ
るため、今後の降雨に伴う排水状況を
見ながら慎重に検討していきたいと考
えております。

3

〇自然災害への対応について
台風や高潮、洪水対策などの自然災害に対し
ては国や県と調整し対策に取り組む必要があ
る。地元住民も行政と共に協力し合い効果的
な対策ができるよう活動していきたいと思
う。また今回の被害状況については調査して
市に報告したが自治会でも住民の声を直接聞
いて今後の対策に役立てたいと考えている。

貴重な意見ありがとうございます。市ではハ
ザードマップを再考しています。事前に対策
を講じることにより減災できるよう活用して
ほしいと考えています。

○

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

自治会名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
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地区
独自

市内
共通

部 課
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

No 種コード 種別 意見・要望内容

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

6 203 広報広聴

〇市長との会合について
以前の市政座談会は町内会単位で細かくやっ
ていた。もっと身近に市長と会合できるよう
にしてほしい。

市政座談会の開催については様々な分野の人
たちと出来るだけ多く会合したいと考えてい
ます。公務の空いた時間を活用し実施してい
ます。細かくやりたい気持ちはありますので
工夫してみます。

○ 204 総合政策部 広報広聴課

7 802 漁港

〇焼津漁港周辺の津波対策について
焼津漁港周辺の津波対策について様々な対策
を講じているが進捗の状況がよくわからな
い。市民に途中経過でもよいので知らせてほ
しい。広報誌に掲載して地域の住民に知らせ
てほしい。そうすれば気持ち的に安心しても
らえると思う。

これまでは計画段階と完成時点などで市民の
皆さんに説明してきていましたがこれからは
途中段階でも出来るだけ分かりやすく説明す
るようにしていきたいと思います。

○ 802 水産部 漁港振興課

焼津漁港の津波対策については、静岡
県により進められているところであ
り、毎年漁港近隣の自治会に対しては
焼津漁港管理事務所が住民説明会を
行っております。
また、市としましても防災パンフレッ
トなどにより市民の皆様方に焼津漁港
における津波対策について説明してい
きたいと考えております。

401 防災 401 防災部 防災計画課

601 地域福祉 601 健康福祉部　 地域福祉課

8

〇世帯調べの有効活用について
毎年全世帯を対象とした調べで項目に職業を
記載する欄がある。災害時などの避難所運営
等に役立てたいので職業の具体的な内容を記
入してほしい。現役でもOBでも専門的な知識
等を持った人材の活用をしたいと考えてい
る。

個人情報に係ることで少し難しい問題もあり
ますがいざという時に地域の力となる人材活
用なのでどのような形にしていくのがよいの
か研究してみます。

○
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令和元年度　市政座談会　意見集約集

小川第11・12・13 地区名 ：　小川 日程： 10

令和1年11月26日(火) 会　場 ：　小川公民館

地区
独自

市内
共通

部 課

1 203 広報広聴

〇座談会の説明資料について
市政報告の記載内容が抽象的でよくわからな
い。具体的に数値等をつかって詳細な説明を
入れてほしい。

座談会に使う資料として作ったもので文字や
数字だけだと分かりにくいと思い画像などを
入れてみました。より分かりやすくなるよう
工夫してみます。

○ 204 総合政策部 広報広聴課

2 1205 都市計画

〇小川大住地区住民説明会について
7月に防災センターで計4回の住民説明会が開
催された。一般の市民に対して説明する内容
としては目的意図もよくわからず専門用語ば
かりで理解できなかった。質問しても行政側
から明確な説明はなくて説明会を開催した実
績づくりのためだけのように感じた。住民の
アンケート結果によって市街化調整区域にな
るというが市としてこの地域を将来的にどの
ようにしていくつもりなのか。都市計画道路
はどうなるのか地域の住民は心配している。

市街化区域内の逆線引きされた地区について
市街化調整区域に戻すための説明会であった
と認識しています。改めて再度わかりやすく
説明させていただきます。

○ 1201 都市政策部　 都市計画課

11月28日に関係自治会長へ説明会開催
の意向を確認した結果、全体説明会の
必要はなく、質問事項には個別に対応
することになりました。

3 504 防犯

〇防犯カメラの設置について
9月に地区内で3件の放火事件があった。まだ
犯人は捕まっていない。防犯カメラがあれば
犯罪を抑制することが出来ると思うので設置
してほしい。

市では公共施設などには設置していますが街
中に設置するにはプライバシーや設置場所等
の難しい問題があるので行政で何ができるの
か少し研究してみます。 ○ 502 市民部 くらし安全課

4 1101 道路・橋梁

〇岡本石井病院周辺の道路整備について
左口地区にある岡本石井病院が大きくなり大
幅に交通量が増加してきた。周辺道路は狭く
て交通事故等を心配している。道路整備を考
えてほしい。

道路を拡げるためには用地が必要となるため
地域の方々の考え方を聴かせていただきま
す。また病院側の考え方も確認してみます。

○ 1102 建設部　 道路課

岡本石井病院周辺道路の拡幅整備は用
地が必要となり時間を要するため、道
路の通行状況等を確認し、必要な安全
対策について検討していきます。

1102 河川・水路 1103 建設部　 河川課

1101 道路・橋梁 1102 建設部　 道路課

5

〇道路冠水時の交通規制について
台風19号の時に吉永街道の左口4丁目付近の
道路が冠水した。通行車両によって濁水が沿
線家屋に入ってしまった。道路が冠水した時
は通行規制をしてほしい。

災害時は警察とも連携し状況により通行規制
をしていますので市の方に情報を入れてくだ
さい。現場を確認し通行止めなどの対応をし
ます。

○

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

自治会名：
開催日：

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

No 種コード 種別 意見・要望内容

401 防災 401 防災部 防災計画課

今回の台風第19号に伴う対応や被害を
検証するため、災害対応検討会議を設
け、全庁をあげ検討を行っておりま
す。

1102 河川・水路 1103 建設部　 河川課

1204 都市政策部　 区画整理課

1205 都市政策部　 土地区画整理事務所

101 自治会 101 総務部 総務課

8 601 地域福祉

〇避難行動要支援者名簿等の作成に係る市の
対応について
名簿作成及び個別計画作成について行政がや
るのではなく町内会長と民生委員だけに任せ
ている。相手側に即した行政の対応が求めら
れていると考えているので市の対応に疑問を
感じる。

自治会の皆さんには大変にご足労をおかけし
ています。市の対応にお気づきのことがあれ
ば内容を精査します。今後も丁寧な対応に努
めていきます。

○ 601 健康福祉部　 地域福祉課

9 503 交通安全

〇自転車事故に係る県条例改定に伴う補助金
について
10月に改正された県条例に伴い藤枝市では1
回1000円の補助金を支出するという。焼津市
ではどうなっているのか。

焼津市でも補助金を支出する方向で検討して
います。

○ 502 市民部 くらし安全課

10 1101 道路・橋梁

〇交差点事故対策について
市では交差点事故対策で補正予算対応をして
柵などの設置をしたようだが状況はどうなっ
ているのか。

子どもたちの安全確保を図るため関係者と緊
急点検を実施し市内72ヵ所に安全策を講じる
ことになりました。進捗状況等について地元
の皆さんにお知らせします。

○ 1102 建設部　 道路課

補正予算で対応している、交通安全施
設整備の実施状況については、
交差点内の安全柵設置10交差点28箇所
道路改良　１箇所（19メートル）
グリーンベルト設置　286メートル
転落防止柵設置　1路線、173メートル
外側線の設置　2,282メートル
などの工事を進めているところであり
ます。

自治会・町内会は、『地縁に基づく任
意団体』であり、地域に住む人たちの
自由な意思によって結成された団体で
あることから、市がその区域について
変更をできるものではありません。区
画整理事業により地域に住む方々が不
都合を感じた場合には、関係する町内
会や組同士で話し合って調整していた
だくようお願いします。

○

〇区画整理区域内の自治会について
区画整理事業によって町内会の組み分けが変
わってしまって困っている。整備が進んだと
ころから順次区画割を変更してほしい。区画
整理事業が終わる前に町内会の組み分けを整
理してほしい。

町内会の組み分け等の変更で大変にご迷惑を
おかけしています。調整し改めて連絡させて
いただきます。

1203 区画整理

7

6

〇水防に係る避難所開設について
地震災害時の避難所開設のために各中学校の
体育館を開ける鍵は自治会長が持っている。
連絡してくれれば自治会でも対応できるので
水害時での対応を検討してみてはどうか。

今回の事案をすべて再チェックし全体的に対
応を見直しますので参考とさせていただきま
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）
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

No 種コード 種別 意見・要望内容

11 503 交通安全

〇交通安全県民運動に係る配布物について
年末に実施する交通安全県民運動で全世帯に
配布する用紙がまだ地元に来ていない。各世
帯への配布物は一ヶ月前までに地元へ届くよ
うにしてほしい。

出来るだけ早期に対応するように担当に指示
します。

○ 502 市民部 くらし安全課

運動計画は警察等と協議して立案し交
通安全対策協議会幹事会での承認を経
て各自治会へ通知するため、１ケ月前
までの通知は難しいと思われますが、
できる限り早く通知できるよう努力し
ます。また、市ホームページでも運動
計画を公表するようにしますのでご参
照ください。

12 1207 公園・街路・広場

〇区画整理区域内の公園整備について
南部地区の公園整備に係るワークショップに
参加した。公園の近隣住民には整備計画につ
いて説明があったようだ。ワークショップに
参加した自治会関係者へも市から整備計画に
ついて説明してほしい。

ワークショップに参加していただきありがと
うございます。皆さんにしっかりと説明させ
ていただきます。

○ 1206 都市政策部　 都市整備課

令和元年６月に整備計画の資料を自治
会に配布をお願いしています。また、
工事着手にあたっても、お知らせ等周
知していますが、再度、ワークショッ
プに参加した自治会関係者に説明をし
ました。

13 1207 公園・街路・広場

〇第12自治会内の公園整備について
12自治会には公園はおろか広場すらない。地
域によって差が大きいと感じる。これまでも
要望してきたが未だに出来ていない。

場所がなくて保育園のところを使っていただ
いていました。
用地の確保ができればよいので貸していただ
けるような情報をまた教えてください。

○ 1206 都市政策部　 都市整備課
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