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総合治水及び災害対策調査特別委員会　◎栗田　知明　　水野　敏夫

中山間地活性化調査特別委員会    　　　　池邨　善満

産業振興策調査特別委員会　　　　　　　遠藤　広樹　　望月　厚司

観光・交流事業調査特別委員会　 　 　  ○鈴木　直明　　中山　道晴

会　　長　　　　　望月　厚司

総務会長　　　　　水野　敏夫

政調会長　　　　　池邨　善満　　　　

■会派執行部■

監査委員　　　　　佐藤　成子

農業委員　　　　　栗田　知明　　　　

■監査・農業■

蒲原総合病院組合議会　鈴木　直明　　　

■組合議会■

議会運営委員会　　　　○水野　敏夫　　池邨　善満

総務委員会　　　　　　　望月　厚司

市民環境教育委員会　　○池邨　善満

厚生委員会　　　　　　　中山　道晴

観光文化経済委員会　　◎遠藤　広樹　　佐藤　成子

都市建設委員会　　　　　水野　敏夫　

企業消防委員会　　　　　鈴木　直明　　栗田　知明

■常任委員会■

競輪運営協議会委員　　　　　水野　敏夫

国保運営協議会委員　　　　　中山　道晴

清掃対策審議会委員　　　　　池邨　善満

都市計画審議会委員　　　　　遠藤　広樹

■付属機関委員■

■特別委員会■

◎委員長　○副委員長
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行政が決定し実施した施策において、税金の使い方
は適切であったかをチェックする機関で、時には厳
しい指摘もするのが監査委員会です。市職員の方々
が事務方でおりますが、委員のうち 2 名は議員で構
成されており、本会議で選出・選任され、市長から
任命されます。私はこの 6 月議会でその 1 名に任命
され、業務を遂行しているところです。
予備審査や現地調査、本審査と奥深い作業ですが、「何
故それが必要だったのか」「残った課題の解決方法」

などが議論され、興味深いテーマも多く、自己研鑚
の場としても意欲を持って毎日会議に臨んでいます。
一つ残念なことは、監査委員会の場で当局と詳しく
質問のやり取りを行えるため、本会議場での一般質
問が慣例として出来ないこと…。この 1 年間登壇出
来ないのが残念ですが、皆様、
何か取り上げて欲しいことが
ありましたら、お声かけ下さ
ると嬉しく思います。

監査委員に任命されました！

知事が「二重行政解消のため、県と静岡市の行政を一元化する」
と発言したことに対して、様々な声が聞こえてきています。すべ
ての事は「人口減少」から端を発している事だと思いますが、行
政の仕組みそれ自体を変えていこうという大胆な発想であり、今
後両者のしっかりとした議論が必要なのではないかと考えていま
す。連携と一体化はその意味に大きな違いがあります。一気にこ
のような話をするのではなく、両者の抱える課題解決の方法を見
出し、歩み寄りや連携が必要なのではないでしょうか。

「市民のため、県民のため」
に考えていただきたいで
すし、「県と市って仲良く
ないんじゃない？」との
言葉を県民・市民に発し
させてはならないと思い
ますが…。

「静岡型県都構想」の発言について
夏は平和を考えるとき…

フィリピンのルソン島で実兄を失った母は、
「戦争だけはしてはいけない」というのが口
癖でした。また、私に「男の子 3 人の親と
して我が子を戦場に送る親にはなるなよ」
とも。この言葉を、今年は一層深く噛みし
めています…

９月議会
予定

9/8　　議案説明会
9/14　  本会議
9/30・10/1・2　 本会議（総括質問）
10/6・7・13・14　 常任委員会
10/20 　本会議

夏休み…思い出いっぱいつくりましょう！！
久しぶりに会う親戚の方や、いつもは忙しいお

父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんも

子ども達と遊びに出かける計画などおありで

しょうか？あちこちの夏祭りやイベントなど、

夏を思い切り楽しんでくださいね。

台風など自然災害も気になりますが、どうぞお

気をつけて夏を乗り切ってください。

現地調査を行った高部こども園



６ 月 補 正正 派 活 動会

3次総のさらなる推進に向け、広域連携と交流人口の拡大、
安心・安全なまちづくりなどを柱に予算編成

22 億 7,724 万円（一般会計 22 億 6,424 万円）

県中部における広域連携の推進と
交流人口の拡大…7億 4,752 万円

■広域連携推進モデル事業　…　1,500 万円
・「移住支援センター（東京有楽
　町）」を活用した移住セミナー
　の共同開催
・広域観光ルートの作成、　観光
　関係者モニターツアーの実施
　など

■官民連携インバウンド誘致推進事業
　　　　　　　　　　　　　　　…　2,500 万円
・官民連携インバウンド誘致推進会議の開催
・台湾個人旅行者向け旅行商品の開発
・外国人旅行者の消費動向調査など

■草薙駅周辺整備事業　…　4億 2,745 万円
　ＪＲ草薙駅北口アクセス道路の整備など

■日本平公園周辺整備　…　2億 8,007 万円
　日本平公園東側アクセス道路等の整備など

・官民連携インバウンド誘致推進会議の開催 ＪＲ草薙駅北口整備イメージ

移住支援センターの様子

証明書コンビニ交付イメージ

市民サービスの向上
　　　…1億 3,965 万円

■証明書コンビニ交付サービス
　　　構築・運用事業　…　1億 1,944 万円
個人番号カード（マイナンバー）の交付に合わせ
て行う証明書コンビニ交付サービスのためのシス
テム改修
・証明書の種類
　①住民票の写し
　②印鑑登録証明書
　③戸籍謄抄本
　④戸籍の附票の写し
　⑤個人市県民税課税証明書
　⑥個人市県民税納税証明書
・運用開始　平成 28 年 1月
・提供場所　全国コンビニエンスストア
・利用時間　6：30 ～ 23：00（年末年始を除く）

安心・安全なまちづくり
　　　…5億 4,058 万円

■昨年の台風 18号における課題への対応
　　　　　　　　　　　…　4億 4,858 万円
・市災害対策本部から区災害対策本部への映像等
　配信システムの整備
・防災拠点への太陽光発電設備等の整備　など

■ＰＦＩを活用した北部学校給食センターの
　改築運営　…　（債務負担行為 90億円）
■清水病院医学生修学資金の貸与枠の拡充　
　　　　　　　　　　　…　1,200 万円

災害対策本部の様子 巴川水位のリアルタイム映像

東京都視察 ～人口問題をキーワードに～

意見交換会を開催しました！

■静岡市東京事務所
東京事務所の主な業務は、国会や各省庁等との連絡調
整や、市に関する情報収集・情報発信などであるが、
Ｈ25 年度には、シティプロモーション事業として、在
京企業人等との人的ネットワークの形成を図るため、
「静岡市交流会 in 東京」を開催。今年度から新たに「静
岡市いいね届けたい」事業を始めた。政令市として積
極的な活動を展開しているが、企業誘致に関して、担
当が任期切れで空席状態であるとのことであった。静
岡市の人口を維持するために企業誘致は非常に重要で
あるので、早く適任者を見つけ進めていくべきである。

■参議院議員会館～地方創生及び観光戦略～
内閣府地方創生推進室内閣審議官より、地方創生と観
光戦略について説明を伺った。
「活力ある日本社会」を維持するためには、出生率
1.8％程度、50 年後に 1 億人の人口を確保することが
必要であり、これにより 50 年後も実質成長率 1.5 ～
2.0％が維持される。また、地方創生により自らの地域
資源を活用した多様な社会形成をめざし、これが実現
すれば、地方が先行して若返るなどの説明を受けた。
また、「まちづくりへの若者参加」「病院機能に関連す
る企業誘致」「ミニ東京ではない静岡らしさ」など今
後の政策に対するヒントをいただいた。

■ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター
ふるさと回帰支援センターは、2002 年に立ち上げら
れたＮＰＯ法人で、主な業務内容は、田舎暮らし希
望者の相談業務・各種田舎暮らし移住センターの開
催などである。静岡県と静岡市は 4 月 22 日、東京
都千代田区有楽町ふるさと回帰支援センター内に首
都圏在住者向けの相談窓口をそれぞれ設置した。他
の県も同様の窓口を設置しており自治体間の競争は
激しい。センターへの問い合わせも増えており、ア
ンケートによると「田舎暮らしがしたいと思う」が
40％となっている。移住先の希望県では静岡県が第
7位とのこと。静岡ならではの特色を示し、アクショ
ンプログラムを提案していく必要がある。今、静岡
市としてどれだけ本気になって受け入れ体制を充実
できるかが問われている。

静岡市では 10 月までに静岡版地方創生総合戦略を
策定する。今回の視察で参考になった点を織り込み、
総合戦略に対し会派として提言していきたい。

平成27年 5月14日～15日

静岡市は 10 月までに静岡版地方創生総合戦略を策定する予定です。新政会では、この総
合戦略に対し政策提言を行うため、様々な団体の方と意見交換会を行っています。
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インバウンドとは、一般的に訪日外国人旅行のこと


