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新政会では毎年、「市民対話集会」を開催してい

ます。これは、市政に対する市民の意見や思いを

把握し、議会活動に反映するとともに、議会基本

条例で定めた市民の協働による開かれた議会の実

現に努めることを目的に行っているものです。

今年度は9月17日に清水区、9月19日に葵区で「市

民対話集会」を開催しました。

対話集会では会派活動や各区の課題などを説明

し、参加者の皆さまの意見や考えを伺いました。

参加者の皆さまからは、まちづくりや防災対策、

人口減少対策などについて様々な質問や意見をい

ただきました。新政会では、これらの意見や考え

を精査し、反映させた政策提言を 11 月中旬に田

辺市長へと提出する予定です。

日本各地で自然災害が多発しています。市の避難指示
も問題になっていますが、静岡市は大丈夫ですか？

清水区の人口減少が進んでいるとのデータがありまし
た。人口減少に対する対策はありますか？

昨年の台風 18 号の際には住民にうまく情報伝達され
ませんでした。対策として、県から市、市から各地
区への連絡体制の強化を進めています。

清水区は社会減・自然減などにより毎年 4,000 人ほ
ど減少しています。その対策として東京に市への移
住希望者の対応先として移住支援センターを設置し
ました。

市は高校生と大学生の就職活動に企業とのマッチン
グを行うなど、連携を図っています。また大谷小鹿
地区に工業団地・物流センターを造成するなど企業
誘致も進めていきます。

≪対話集会質疑応答（一部抜粋）≫市民対話集会を開催

葵区（安東地区）

清水区（清水テルサ）
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佐藤せい子を育てる会
会長　坪井英明 あなたの声を届けます！市議会議員は地域づくりのレポーター 2015 年　秋号　vol.50

南北に長い日本列島。紅葉の便りと雪の便りが交錯する
この季節。皆さん紅葉狩りには出かけられましたか？山
が多い静岡県内にもたくさんの紅葉狩りの名所がありま
すよね。今年は当たり年のようです。是非秋を満喫して
ください。気が付けば今年も余すところ、あと２か月余
りとなりました。皆様、お元気でいらっしゃいますか？
暑い夏の最中に、日本中で、若者達の声を呼び起こした
「安保法案成立反対」の動きでしたが、あの強行採決（議
事録には聞き取り不可能と記載されている）で、衆議院、
参議院で採決・可決されました。“１億人が輝く日本を
構築する” と安倍内閣は掲げていますが具体的に、何を

どうしようとしているのか、私には見えません。対
する民主党は、来年の参議院選挙めがけて、「勝負
をかける」と言っていますが、国民の期待に応える
力を蓄えているのでしょうか？疑問です。福島の事
故以来停止されていた原発が稼働し始めました。沖
縄の問題・ＴＰＰ・来夏からスタートの１８歳選挙
権行使等々。
そして足元でも、県市連携や駿府城再建、小中一貫
教育、アセットマネジメント等、課題は山積み。税
金の分配（使い方）と受益者負担のバランスをどう
取っていくのか問われていると思います。

佐藤せい子
〒422-8008　静岡市駿河区国吉田 4-25-19
TEL：054-267-2000　FAX： 054-267-2001
ブログ　http://blogs.yahoo.co.jp/sseiko1022
ホームページ　satoseiko.com
メール　sseiko@nifty.com

視 察 研 修

北京世界女性会議から
20 年。12 の行動綱領
の進捗度を検証。分科
会ではそれがどれだけ
若い世代に伝わってい
るかを検討しました。

徳島市にて全国から監
査委員が一堂に会し、
研修会が行われまし
た。監査の目の付け所
等について学びまし
た。

「選ばれる都市さいた
まをめざして」さいた
ま市長の講演。東日本
交通の拠点としてのメ
リットは何ものにも代
えがたいものだと痛感
しました。

静岡商工会議所女性部
で、富士山大澤崩れ対
策を視察。いかに砂の
流出を防ぐか、大雨対
策などの実情を現場で
検証しました。

大宮鉄道博物館

連合静岡・エコ活動
大浜海岸清掃参加

上下水道庁舎工事監査
（空調工事・衛生工事）

男女共同参画推進
フォーラム

全国都市監査委員会
総会・研修会

政令指定都市
　　政策協議会

富士山大沢扇状地
砂防施設を視察

国道自治会 3種目優勝
学区運動会

長縄跳び、綱引き、
玉入れで優勝！！
葵・駿河体育大会
へ出場しました！

11 月議会
予定

11/16　議案説明会　  
11/24　本会議
12/2・3・4　 本会議（総括質問）
12/8・9　 常任委員会
12/15　本会議



９ 月 補 正正

地方総合戦略の先行的取組み

交流人口の拡大 安心・安全

平成 27 年度 9月補正予算 
一般会計 18 億 3,767 万円を追加

地方版総合戦略の先行的取組み、
交流人口の拡大などを柱に予算を編成

６，３８６万円

１，９２６万円 ６億９５４万円

総人口７０万人の維持に向けた人口減少対策

来訪者へのおもてなし環境整備と
　　　　　　　オリンピックの合宿誘致等

石油コンビナートの防災体制強化や
　　避難所の機能強化・河川緊急修繕など

■静岡型ＣＣＲＣ構想の推進…2,000 万円
　ＣＣＲＣ…アクティブシニアが社会活動に参加　
　　し、介護が必要となった場合も地域で医療を受
　　けられるコミュニティ

■静岡都市広域ＤＭＯ構想の推進
　　　　　　　　　　　　　…1,500 万円
　ＤＭＯ…地域が主体となって行う観光地域づくり
　　推進組織

■地域おこし協力隊の配置…300 万円
　南アルプスユネスコエコパーク
　の情報発信等を行う。

■ふるさと寄付金の寄付者に対する
　　　　　　　　　　　　返礼品の導入…1,587 万円
＜返礼品対象者＞市内外問わず、1万円以上の寄付者
＜返礼品＞
１. 静岡市が誇る地域資源
　（ホビー・まぐろ・桜えび・お茶）…1～ 3万円
２．オクシズ・しずまえを中心とした農産物、海産物
　（しらす、わさび、いちご、みかん等）…3～ 5万円
３．伝統工芸品（竹千筋細工・駿河漆器等）…5～ 20 万円
４．各種体験チケット（工場・施設見学等）…20 万円以上
＊12 月 1日よりインターネットによる受付開始

■ユニバーサルデザイン
　対応の観光トイレ整備
　　　　　　　…1,766 万円
　整備箇所…三保等 8箇所

■バドミントン台湾代表のリオオリンピック　
　事前合宿の歓迎会・交流会開催…161 万円
　＜日程＞Ｈ27 年 11 月 24 日～ 12 月 10 日
■第 70 回日本選手権競輪（ＧＩ）の開催
　（債務負担行為 2.6 億円）
　＜日程＞Ｈ28 年 4月 30 日
　　　　　～ 5月 5日

■湾岸消防署庁舎の移転建設等
　…1億 8,353 万円（債務負担行為 5,500 万円）
■避難所等で使用する
　エアテント、投光器
　等の整備
　…1億 5,479 万円

■台風災害に備えた河川
　管理施設の緊急修繕、
　堆積土除去
　…1億 6,000 万円
　・緊急修繕：51 件
　・堆積土除去：52 件全日本選抜競輪の様子

（Ｈ27年 2月）
損傷した河川の様子

導入するエアテント（イメージ）

金沢市・東京都豊島区視察

教育現場視察～安東中学校～

■金沢市「Share 金沢」
～地域に開かれた高齢者が主役のコミュニティ～

■東京都豊島区   ～「実質 0」で新庁舎を建設～

平成 27 年 8月 3日～ 5日

平成 27 年 9月 7日

石川県金沢市の郊外にある「シェア金沢」は、子ども
から大学生、そして高齢者まで、世代や障害のあるな
しを超えて、さまざまな人がともに暮らす街として
2013 年 9 月に社会福祉法人「沸子園」がオープンさ
せた。ここでは高齢者の住まいはもちろん、障害のあ
る子どもたちの入所施設、学生向け住宅などのほか、
近隣住民も利用できる天然温泉、レストラン、ギャラ
リー、共同売店、カフェ＆バー、キッチンスタジオな
どがあり、地域とも連携した多世代複合型の生活が営
まれていた。今では近くの幼稚園生が散歩に来たり、
祭りの神輿が地域内を練り歩いたりと完全に地域に溶
け込んでいた。
また特質すべきは、物販販売を積極的に展開し就労の
場を作っていることである。日本海倶楽部地ビールは
特に有名で全国各地で売られている。社会福祉法人で

あるゆえに厳しい規制が
多くあり、市もチェック
を強化しがちであるが、
理想的な目標を具現化す
る手助け機関として支援
をしてもらいたい。

東京都豊島区の新庁舎やマンションが入る複合ビル
（地上 49 階、地下 3 階）が今年 5 月に完成した。総
事業費は 430 億円だが、住居販売収入などで賄い、区
の一般財源からの支出はゼロ。民間施設を併設する役
所の本庁舎は全国初という。1・3～ 9 階に区役所、
1・2 階に商業施設、10 階に庭園「豊島の森」、11 階
以上にマンション 432 戸が入る。総合窓口や福祉総合
エリアは、年末年始を除いた土日全てを開庁するなど
日本一便利な窓口をめざしている。1階の多目的スペー
ス「としまセンタースクエア」、3～９階の廊下平面を
利用した回廊美術館や屋上庭園「豊
島の森」など、手続きや相談だけ
でなく区民が集う憩いの場所とな
るような仕掛けが大変おもしろい。
豊島区の新庁舎は既存のハコモノ
行政に一石を投じていると感じた。

派 視 察会

「Share 金沢」内の売店

ＩＣＴを活用した授業の様子

豊島区新庁舎
11階以上にマンションが入る

「Share 金沢」の町並み

新政会では毎年教育現場視察を行っているが、今年度
は安東中学校で情報通信技術（ＩＣＴ）を活用したデ
ジタル教材及び校務支援システム等の有効性について

の視察を行った。当日は中 2 理
科の授業「からだのつくりと働
き」についての授業を参観した。
デジタル教科書の動画から瞳の
大きさが明るさによって変化す
ることを学ぶ授業で、Macbook・
iPad・大型のモニターなど、　　

ＩＣＴ機器を使い分かりやすく授業を展開していた。
機器の活用が、思考力・判断力等の学力向上と仲間と
関わる力の育成に有効であると感じた。
また、議員からは機器の整備計画、活用場面、予算面
などの質問が出された。


