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今号では、この中から
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次の３件を Pi
ckUp☆
すべての議案名と結果など詳細は、
三島市議会ホームページをご覧ください。

一般会計予算を増額補正します。

＜議第６９号＞

平成２７年度三島市一般会計補正予算（第４号） 【全会一致】

職員構成の変動などに伴う人件費の減額を行う一方、障害福祉サービス
の利用者増加などに伴う自立支援給付等事業のほか、観光振興事業などの
増額補正を行いました。
【一般会計補正予算（第４号）

３億３,
２２
４万円】

（歳出の主な内容）
●自立支援給付等事業

９６６万円
１億６,

●観光振興事業

７０２万円
５,

●市道維持修繕事業

０００万円
３,

●市立保育園管理運営事業

４６０万円
２,

●健康診査事業

８４０万円
１,

●県道修景整備地元負担金

３５９万円
１,

●消防広域化準備事業（市単独分）

５７６万円

●三島市、裾野市及び長泉町消防広域化推進協議会負担金

１４１万円

●職員構成の変動など決算見込みによる人件費

Pi
ckUp
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＜議第７
７号＞

佐野あゆみの里 作業の様子

６７５万円
△１億１,

地域社会全体で中小企業の振興を図り、活力ある
三島市を目指します。
三島市中小企業振興条例 【賛成多数】

中小企業は地域産業の活性化、雇用機会の創出などを通じて地域社会
の根幹を支えてきただけでなく、防犯活動や災害時の協力など、地域社
会の重要な担い手となっています。
そこで、中小企業の振興を図るため、市および中小企業者の責務や大
企業・関係団体・市民の役割などが条例に定められました。
また、
「三島市がんばる中小企業応援会議」が設置され、現場の声が
施策に反映されます。
［２］
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三島市、裾野市および長泉町の２市１町による
「富士山南東消防組合」の設立に向います。

＜議第７
４号＞

富士山南東消防組合の設立について 【賛成多数】

平成 28年 4月から、三島市、裾野市および長泉町が消防組織を統合し
て、消防事務等を共同で処理することになります。
今後もなお一層の少子高齢化の進展が見込まれる中で、大規模災害へ
の対応力強化はもとより、市町境を越えた最寄りの署所からの消防・救急
車両の出動が可能となり、消防救急力の強化が図られます。また、財政的
メリットも見込まれます。

議第７４号に対して議員が討論を行いました
主な賛成討論

主な反対討論

煙三島市は今後、人口減、税収減が予想される

煙広域化に関する情報の市民への周知が不足。

が、将来の消防力を維持・強化するために広

煙職員の勤務体制や給与制度などが、関係市町

域化を選択する。
煙平成２６年の救急出動件数は４,
４１８件で、火災・

と未だに合意されていない。
煙北上分遣所がなくなり、徳倉・芙蓉台地区が

救急出動件数の９９.
４％を占め、裾野市、長泉

消防の空白地域となっており、改善されるの

町に比べ高齢化率の高い三島市の救急出動増

は４年後となっている。

加に対応するために必要である。

煙中郷分遣所の整備予定は８年後に先送りとなる。

煙広域化に伴う署所および車両の整備に対し、

煙新しい消防施設に現在の３倍規模の建物を約

交付税措置がされることにより、約１０億円の

１０億円もの税金をつぎ込むことには疑問があ

財政負担の軽減につながる。

る。

煙大規模災害に対応する消防活動車両の燃料を
確保するための地下給油備蓄タンク、消防本
部などの非常時の自家発電機の整備が可能と

煙三島市の車両が他市町へ出動中に、市内で事
案が発生した場合に対応が遅くなる。
煙広域化により管轄区域は現在の３.
６倍になる。
車両は１台減らしても基準に適合するが、職

なる。
煙風水害の被害を受ける可能性が高い中郷地区
において、中郷分遣所に救急車が配置される
ことにより、救急力を強化することができる。

員を増員する予定はないため、消防力低下の
恐れがある。
煙消防団との連携が困難になる。
煙現状の予算より多くの予算が必要になる。

付帯決議
富士山南東消防組合の設立に関して、議員１７人から付帯決議案
が提出され、賛成多数で可決されました。その内容は、組合の設
立意義や今後の運用など、再度、市民への正確な情報提供を図り、
併せてスケールメリットを生かした消防力の向上に向けて、特段

付帯決議ってなに？
議決された議案などに対して、
施行について意見や希望など
を表明する決議のこと
です。

の配慮をするよう強く求めるというものです。

請願
上記議案に関連して「消防広域化の審議の継続を求める請願」が提出されましたが、賛成少数で不採
択となりました。
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市政に対する

土屋

一般質問

俊博
(改革みしま )

１
２月
３・４・７・８・９日
３・４・７・８・９
日

発言順

■三島市の水道事業の健全経営における諸課題

Ｑ 県営駿豆水道における契約水量

Ｑ 水道水の販売損の発生や老朽

と実使用水量に差がある。その解

管・老朽施設の更新に、今後多額

消に向けた市の対応を伺う。

の資金を必要とするなど多くの課
題があるが、その対策を伺う。

Ａ 関連する２市１町で平成２６年度

Ａ 県営駿豆水道の受水費の低減交

に駿豆水道利用者協議会を立ち上

渉やさらなる経費の節減、効率的

げ、首長の連名で静岡県企業局に

な事業運営などを行うとともに、

要望書を提出した。現在駿豆水道

平成２８年度に水道事業審議会を開

利用者協議会運営部会で契約水量

催し、適正な水道料金をはじめと

の見直しや基本料金の減額に向け

したさまざまな問題について審議

た交渉を行っている。

していきたい。

■自主運行バスの利用促進

■高齢者バス等利用助成事業
の利用拡大

駿豆水道中島浄水場

服部

正平

(日本共産党議員団 )
【他の質問事項】
□住民サービス低下を防ぐ職員の
労務管理

Ｑ 費用対効果を考え、現在３路線

Ｑ 高齢者のさらなる外出支援策と

ある自主運行バスの運行経路、形

して、公共交通空白地域の在住者

状を見直す中で、空白路線への新

がタクシーを利用できるようにす

たな運行を検討できないか伺う。

べきではないか。

Ａ 自主運行バス事業は、赤字路線

Ａ タクシー利用は、高齢者の外出

を理由とした民間事業者の撤退を

支援の一助となると考えられるが、

受けて事業化している。路線の拡

助成の拡大に向けては、財政負担

張などを行うと、市負担額の実質

が大きいことから、今後研究し、

的な増加を招く恐れとともに、既

判断していく。

存利用者へのサービス低下が危惧
され、慎重な対応が必要と考える。

伊丹

雅治
(改革みしま )

三島市 TPP対策会議

［４］

■三島市におけるＴＰＰの
影響と対応

■三島市商工業戦略
アクションプラン

Ｑ 地域経済全体を考える上で、当

Ｑ 箱根西麓地域の新たな観光資源

市はＴＰＰに対し、どのような対

である箱根西麓・三島大吊橋から

応をするのか。

市街地へ誘客する施策はあるのか。

Ａ ＪＡ三島函南や三島商工会議所

Ａ 大吊橋やフルーツパークの施設

など関係団体に市を加えたメン

内に大型看板を設置し、市街地の

バーで、仮称三島市ＴＰＰ対策

魅力をＰＲするとともに、大吊橋

チームを設置して市場動向の分析

のバス停新設や路線バスの増便、

や対応策などを検討し、その結果

定額タクシーの運行など、各事業

を三島市がんばる中小企業応援会

者の協力により交通網の充実に努

議やＪＡと調整の上実施する。

め、市内への誘客に取り組む。
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弓場

一 般 質 問

■三島市スポーツ行政の現状と課題

重明
(フォーラム三島 )

Ｑ 施設・空間の環境づくりの一環

Ｑ 三島市スポーツ審議会としては、

として、三島市スポーツ施設整備

三島市のスポーツをどのように位

計画にある総合運動場建設の現状

置付け、どの方向に導いていこう

と今後について伺う。

としているのか伺う。

Ａ 総合運動場の整備については、

Ａ 現在審議会に諮問している仮称

平成２６年度に総合運動公園可能性

三島市スポーツ推進計画では、ス

調査を実施し、分散型での整備を

ポーツの定義をレクリエーション

視野に入れて候補地の選定を行う

スポーツや健康づくりなどを含む

など、整備の可能性について調査・

幅広い概念として捉え、健幸都市

検討を継続している。

づくりの一翼を担うものとして審
議していただいている。

南二日町広場

藤江

■三島駅北口広場ロータリー
の拡幅

康儀
(改革みしま )

■子育て世代施策

Ｑ 三島駅北口付近の渋滞緩和策と

Ｑ 待機児童ゼロをめざし、市内の

して、貨物引込線を購入し、ロー

保育園の拡充と、公立保育園の一

タリー拡幅など整備をしてはどう

時預かり保育について伺う。

か。

Ａ 将来的には貨物引込線を含めた

Ａ 三島市子ども・子育て支援事業

ロータリーの拡幅整備を考えてい

計画により新設民間保育園１園と、

るため、用地を取得し、当面は北

定員増を行う民間保育園１園の施

口広場から車両が通り抜けできる

設整備を行い、平成２９年度に９０人

ための市道として整備し、ロータ

の受入枠拡充を図る。公立保育園

リー内の交通混雑の緩和を図りた

の一時預かり保育はニーズが高く、

い。

今後全園での実施を検討する。

■三島駅南口東街区開発の
進捗状況

■人口減少問題解決のための
子育て支援

Ｑ 市民の関心が高い三島市の顔で

Ｑ 保育料は兄弟姉妹が３人以上通

ある三島駅南口東街区の開発にお

園の場合３人目は無料だが、兄弟

いて、地権者との話し合いの合意

姉妹の通園に関わらず第３子以降

状況について伺う。

は無料にしてはどうか。

三島駅北口ロータリー

大房

正治
(緑水会 )

【他の質問事項】
□今後の三島市の観光資源の発掘

Ａ 組合施行の市街地再開発事業に

Ａ 三島市では保育園保育料を国の

おいて地権者の合意は最も重要で

基準から平均約４０％軽減しており、

あるため、個別意向調査の実施の

保育園を利用するすべての家庭の

ほか、再開発通信発行や戸別訪問

経済的負担軽減に努めている。さ

の実施など、定期的な意向・意見

らなるサービスは、現在の三島市

の把握と情報共有により、合意形

の財政状況では難しく、今後検討

成に努めている。

していきたい。

三島駅南口東駐車場

1
８人の議員が行った主な質問について、寄せられた原稿を掲載します｡
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1
８人の議員が行った主な質問について、寄せられた原稿を掲載します｡

野村

諒子
(フォーラム三島 )

【他の質問事項】
□ひとり親家庭の状況把握と取り
組み

■上岩崎公園駐車場の
今後の整備

■三島駅北口周辺の
にぎわい創出

Ｑ 上岩崎公園の駐車場が道路計画

Ｑ 増加する宿泊型観光客への対応

のため使用できなくなるが、近隣

として、三島駅北口周辺の市有地

の未使用の市有地を駐車場として

を活用し、土産物販売所の誘致な

整備できないか伺う。

どにぎわい創出はできないか伺う。

Ａ 上岩崎公園の北側の市有地を駐

Ａ 三島駅北口広場の機能拡充や渋

車場として整備することができれ

滞解消に向けた取り組みなど、今

ば、現在使用している駐車場より

後の北口広場のあり方を検討する

も公園に近くなり、利便性、安全

中で、土産物販売所の誘致やにぎ

性が図られるため、今後駐車場と

わいの創出についても検討してい

して利用できるか検討していく。

く。

■授業用電子黒板の
活用と推進

■楽寿園内にある三島市郷土
資料館の運営状況

Ｑ 今年８月から小学校に導入され

Ｑ 入館者数だけでは計れない郷土

た電子黒板の今後の活用が期待さ

資料館の内実的価値を、どのよう

れるが、中学校への導入はいつ頃

に考えているか。

上岩崎公園

杉澤

正人
(改革みしま )

を考えているか。

Ａ 小学校の様子からも、電子黒板

Ａ 入館者数は本来の目的達成度を

は大変学習効果が高いと認識して

評価する指標の一つである。今後

おり、中学校の整備についても来

も入館者数を増やす努力を重ねる

年度に向けて検討をしているとこ

とともに、公開展示の充実や体験

ろである。また、教師用デジタル

学習を主とした教育普及事業にも

教科書についても合わせて整備し

重点を置き、郷土についてもっと

たいと考えている。

知っていただけるようにしたい。

■市営墓地と納骨堂

■防犯灯のＬＥＤ化推進事業

小学校６年生授業風景

堀江

和雄
(公明党 )

Ｑ 平成２６年度に実施した三島墓園

Ｑ 平成２７年７月に事業のプロポー

納骨堂に関する調査結果を踏まえ

ザルが行われたが、現在の進捗状

た新たな納骨堂の建設整備計画と

況と今後のスケジュールを伺う。

事業スケジュールを伺う。

Ａ 三島墓園内に唯一残された平

Ａ 市内の防犯灯についての調査業

坦地約２５０㎡に、建築面積７６㎡、鉄

務が完了し、平成２７年１２月からＬ

筋コンクリート平屋建て、合葬式

ＥＤ照明への付け替えを始めた。

で約２,
０００体の焼骨が収蔵可能な

平成２８年１月末までに、６,
８８４灯の

納骨堂を計画している。スケジ

付け替えが完了し、平成２８年４月

ュールは財政状況や民間の整備状況

には１０年間の保守管理を含むリー

を勘案した上で、
今後検討していく。

ス契約締結の予定である。

納骨堂（イメージ）

ここがききたい！

［６］

一 般 質 問
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下山

一 般 質 問

■子育て支援としての市立幼稚園の預かり保育の実施

一美

(日本共産党議員団 )

Ｑ 県内では５８.
６％の市町で実施さ

Ｑ 非婚ひとり親への寡婦控除のみ

れている公立幼稚園での預かり保

なし適用について、これまで議会

育を、ニーズに応えて設備や人員

でも再三取り上げられたが、来年

を整え、早期に実施してはどうか。

度からの実施を求めるがどうか。

Ａ 昨今の公立幼稚園における預か

Ａ 非婚であっても、ひとり親家庭

り保育のニーズの高まりを受け、

であることに変わりはなく、保育

三島市においても預かり保育の必

料が家計に与える影響を考慮する

要性を十分認識しており、早期実

と、寡婦控除のみなし適用は必要

施に向けて、今後幼児の健康と安

と考えるため、平成２８年度から実

全を考慮したより詳細な検討を進

施することを検討していく。

めていく。
三島市立東幼稚園

中村

■ＦＭみしま・かんなみと
三島市民との関係

■財政状況を踏まえた
今後の公共料金

Ｑ 近隣市町や浜松市など行政から

Ｑ 下水道を利用できない地域の市

コミュニティＦＭへの歳出額を踏

民の負担にも関わる下水道料金改

まえ、三島市からＦＭ局への歳出

定を、そのような地域の市民も参

額についての評価を伺う。

加し早期に検討すべきではないか。

仁
(緑水会 )

【他の質問事項】
□東部・伊豆地域を見据えた観光
ルートの確立

Ａ ＦＭ局への歳出額は地域性があ

Ａ 平成２９年４月からの企業会計移

り、他市町と一概に比較するのは

行により下水道事業の経営情報を

難しいが、ＦＭみしま・かんなみ

総合的に把握することが可能とな

と同規模のＦＭ局の放送料金単価

るため、市民に分かりやすい下水

を比較したところ、ほぼ同程度の

道料金のあり方なども含めて、資

金額であるので、妥当な金額と評

金マネジメントの面から考えてい

価している。

く。

■中小企業の CSR
（地域貢献）
を産業振興へ

■子どもたちのコミュニケーション
能力向上策

ＦＭみしま・かんなみ（ボイスキュー）

岡田

美喜子
(新未来２１)

Ｑ 産業振興対策として、三島市独自

Ｑ ICTに囲まれて育った子どもた

のCSRチェックリスト作成や、
CSR

ちの地域活動やボランティア活動

企業認証制度を創設して中小企業

を充実させるために、学校として

のCSRを推進してはどうか。

どのようなことを考えているか。

Ａ ＣＳＲ企業認証制度は意義のあ

Ａ 自治会などと連携し、活動の目

る制度と考えている。みしま経営

的や教育的意義の共通理解を図る

支援ステーションにおいて、経営

とともに、安全面の確認を行い、

者の意見も伺いながら、チェック

子どもたちが参加しやすい環境を

リストの作成も含め、制度の必要

整えていく。

性や先行事例の研究を行い、導入
について検討していく。

企業の清掃活動の様子

１８人の議員が行った主な質問について、寄せられた原稿を掲載します｡

みしま市議会だより

平成２８年２月１日

［７］

１８人の議員が行った主な質問について、寄せられた原稿を掲載します｡

大石

一太郎
(改革みしま )

【他の質問事項】
□西間門新谷線の早期完成と計画
の前倒しを

■発達障害児・発達障害者
対策などへの取り組み

■子育て支援策などの充実

Ｑ 発達障害児・者の生涯にわたる

Ｑ 少子化対策をより充実させるた

社会の仕組みづくりを進めている

めに、多子世帯に対する配慮とし

私立学校があるが、三島らしい教

て、３人目以降の子どもに対し、

育面からの取り組みはできないか。

出産祝い金を支給してはどうか。

Ａ 特別支援学級設置学校の実態に

Ａ 既に実施している自治体の取り

応じて、児童生徒の交流や共同学

組みが、合計特殊出生率の向上や

習、通常学級の教室の間に特別支

少子化をくい止める解決策となっ

援学級を配置するなど取り組んで

ているかを研究・検証するととも

い る。特別支援教育コーディネー

に、限られた財源で有効な少子化

ター研修会は幼保小中高の合同実

対策を引き続き検討していく。

施で当市の特色ある施策である。
療育支援室はったばた分室

佐藤

にこパル

■空き家の有効活用に向けて

寛文
(フォーラム三島 )

Ｑ 平成２７年５月に空家等対策の推

Ｑ 人口増加、定住促進に向けて、

進に関する特別措置法が完全施行

空き家の有効活用のサポートが必

されたが、市内の空き家の現状を

要と考えるが、今後当市の住宅政

伺う。

策にどう取り組んでいくのか伺う。

Ａ 平成２５年住宅・土地統計調査に

Ａ 中古住宅の住宅診断を行い、そ

よると、市内の住宅総数は５
３,
５２０

の情報をホームページで紹介する

戸と推計され、３カ月以上継続的

ことで、流通を促進させ、利活用

に居住していない空き家総数は

を図る。また、移住を希望する若

７,
６８０戸、空き家率は１
４．３％とな

い世帯に対して、住宅取得費用の

っている。

一部助成やリフォーム工事につい
ても補助を行っていきたい。

空き家

川原

■立地適正化計画に伴うリスクの回避に向けて

章寛
(新未来２１)

Ｑ 郊外の住宅地において、生活利

Ｑ 都市機能の集約に伴い、地域公

便性の悪化などが危惧されるが、

共交通網計画を策定し、デマンド

市街化区域内における誘導区域の

型交通の導入などネットワークの

設定をどのように考えているのか

拡充を図るべきと考えるがどうか。

Ａ 中心市街地のみに都市機能を集

Ａ 高齢者や住民の利便性確保のた

約させるのではなく、北上・錦田・

め、中心市街地と各地域の都市機

中郷などの各地域の拠点周辺に都

能誘導区域をつなぐ公共交通の充

市機能を誘導する区域を設定し、

実や拡充は必要と考える。バス路

その周りに居住を誘導するような

線網やデマンド型交通などの導入

エリアを設定することで利便性を

について、先進事例を参考にしな

確保していきたい。

がら検討・推進していく。

せせらぎ号

ここがききたい！

［８］

一 般 質 問
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ここがききたい！

土屋

一 般 質 問

■三島市の財政問題と公共施設統廃合問題

利絵
(改革みしま )

Ｑ 市の借金残高は毎年少しずつ増

Ｑ 行政の事業について、市民や民

えており、今後はファシリティマ

間企業の自由な提案を募集する、

ネジメントの問題もある。借金残

民間提案型の公民連携制度の導入

高をどのようにしていくのか伺う。

を検討してはどうか。

Ａ 次世代の負担を軽減していくこ

Ａ 民間提案制度は平成２５・２６年度

とは将来の発展に欠かせない重要

に雇用対策事業で実施した。民間

な取り組みであることから起債の

提案型公民連携制度は、住民サー

抑制に努めるとともに、市債残高

ビス向上や市の歳出抑制に有効な

の状況をあらゆる側面から捉え、

手段であることから、他の自治体

将来負担を推計し、各年度の市債

の先進事例も研究し、制度実施の

発行額を決める必要がある。

費用対効果や課題を検証したい。

■学校教育環境の整備と向上

■スクールカウンセラーの
相談申込先

三島市役所

村田

耕一
(公明党 )

Ｑ 国の学校環境衛生基準に基づき、 Ｑ 相談申込先は学校の先生となっ

【他の質問事項】
□子ども貧困対策としての学習支
援室の設置状況

全国でもエアコン設置に取り組ん

ているが、スクールカウンセラー

でいるが、三島市の小中学校の教

の外部性利点を生かし、申込先の

室にも設置できないか伺う。

選択肢を増やせないか。

Ａ エアコン設置については、猛暑

Ａ スクールカウンセラーの申込み

の期間である７月後半から８月後

は、学校のどの職員を通してもで

半までは夏休みになることや、電

きるが、より相談しやすい体制づ

気料や維持管理費等も高騰するた

くりを推進するために、三島市教

め、平成２３年度から設置している

育委員会の担当者が受け付けるこ

扇風機により学校教育環境の整備

とも含めて研究していく。

と向上を図っていく。
エアコン（イメージ）

佐野

■中学校文化部の活性化

淳祥
(改革みしま )

Ｑ 文化部は各校平均２部のみで、

【他の質問事項】
□中学の免許外教科担任をなくし、
学力向上を

■若い世代が注目する
ハンドメイド市の開催を

Ｑ 手作りの子ども服や雑貨などが

その６割強の生徒が吹奏楽部に所

人気だが、若い世代の活躍の場、

属している。また楽器の老朽化も

食育、ものづくりなどの観点から、

顕著である。支援ができないか。

大規模開催できないか。

Ａ 部活動の振興を図るとともに､

Ａ 小規模ながら市内で過去に開催

保護者の経済的負担を軽減するた

した実績があるが、若い作家の創

め、各中学校に部活動の活動費の

業を促し産業振興につながる仕組

一部を補助している。吹奏楽部の

みであると考える。早期開催に向

楽器については各学校が配当予算

けて、過去の手法や補助金を活用

の中で計画的に修理、整備するよ

し、市内の回遊性を創出する運営

う努める。

方法を関係団体と検討したい。

老朽化した楽器 (溶接の取れた管 )

１8人の議員が行った主な質問について、寄せられた原稿を掲載します｡
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視察報告

行政視
視察
レポート

３つの常任委員会が実施した行政視察の先進事例調査結果を、各委員長がお知らせします。
※詳細は市議会ホームページをご覧ください。

総

務
７/
２
８～３
０

福祉教育
１
０ /６～８
経済建設
１０ /７～９

総
務
委
員
会

大分県中津市 …地域公共交通の再編
福岡県大牟田市…公共施設維持管理計画
熊本県熊本市 …動物愛護事業
山口県周南市…コミュニティスクール (学校運営協議会 )
香川県高松市…高齢者居場所づくり事業
兵庫県尼崎市…地域社会の子育て機能向上支援事業（子育てコミュニ
ティソーシャルワークの実施）
群馬県館林市
…中小企業振興基本条例
群馬県高崎市
…まちなか商店リニューアル助成事業
茨城県ひたちなか市…勝田駅東口再開発事業

中
津
市

大
牟
田
市

熊
本
市

中津市の公共交通４
８路線のう

今後の人口減少、財政状況を見

熊本市動物愛護センターでは

６年度に公共施設維持 平成１
ち、路線バスはすべて赤字であり、込み、平成２
４年から殺処分ゼロへの運
管理計画が策定されました。専
市の財政負担額が年間約７,
０００万
動が始まり、行政、民間で一体と
円にも上ることから、今後を見据 門部署を設置し、原則施設の新設 なり取り組んでいます。平成２
６
は行わず、
優先度の低い施設は統
え、平成２６年度に地域公共交通網
年には犬の殺処分ゼロが達成さ
形成計画を策定し、地域公共交通 廃合を基本とし、今後３０年間で れました。動物の安易な受け入
０％の建物縮減と長寿命化の推 れをせず、引き取ってくれる里親
の再編が推進されました。幹線 ２
バスと支線バスの構築、コミュニ 進を目標とするなど、積極的に取 を増やし、小学校での愛護教育や、
ティバスや路線バスの見直し、住 り組んでいました。三島市でも 迷子動物を減らす運動などを積
民の利用促進などに取り組んで 同様の課題を抱えており、参考に 極的に展開しており、三島市でも
したいと感じました。
いました。
参考にしたいと感じました。

臆桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶
〔１
０月〕
２３日 議会報告会運営会議
乙
乙
１日 本会議（議案審議）、議会報告会
２７日 静岡県市議会議長会正副会長監
乙
全体会議
事会議・定期総会（藤枝市）
乙
乙
５日 議会だより編集委員会
３０日 議員説明会
乙
６日～８日 福祉教育委員会行政視察
〔１１月〕
乙
乙
６日 議会報告会（市民活動センター、
７日～９日 経済建設委員会行政視察
の
乙
中郷文化プラザ、消防庁舎）
８日 東部地区市議会議長会（御殿場市）
乙
乙
７日 議会報告会（総合防災センター、
１６日 議会報告会街頭広報
乙
北上文化プラザ、錦田公民館）
２２日 東海市議会議長会理事会・研修
乙
１０日 全国市議会議長会評議員会（東京）
会（可児市）
乙
俺桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶

議会

［１０］

活 動

みしま市議会だより

平成２８年２月１日

視察報告

福
祉
教
育
委
員
会

経
済
建
設
委
員
会

周
南
市

高
松
市

尼
崎
市

中学校区を一つのまとまりと

高松市では、高齢者が健康で生

尼崎市では、子どもの育ち支援

する「地域協育ネット」としての

きがいを持ち安心して暮らし続 条例を制定し、子どもを取り巻く

取り組みが平成２３年度から始ま

けられる社会の実現を理念とし、 社会環境の改善につなげるため、

り、「周陽中学校運営協議会」を

社会参加、生活支援、見守り、居 地域での主体的な取り組みやネ

「地域協育ネット協議会」とも兼

場所づくりの拡充の取り組みが ットワークづくりが行われてい

ねて体制づくりが行われていま

推進されており、平成２
８年度まで ます。「子育てコミュニティワー

す。運営協議会に関わるすべて

に３００カ所の高齢者の「居場所」 カー」を設置し、地域の気軽な困

の人が、子どもたちの「生きる力」 づくりを進めています。地域に りごとの相談や子育てに関する
を育む必要性を理解し、共有して

よる温度差や「居場所」の掘り起 活動団体の相談、団体交流間の相

いる様子が見られ素晴らしい取

こしなど、課題解決に注目したい 談なども行っている点は参考に

り組みであると感じました。

事業だと感じました。

高
崎
市

館
林
市
館林市は、
「中小企業振興基本

「まちなか商店リニューアル助

したいと感じました。

ひ
た
ち
な
か
市
勝田駅東側地区は、老朽化した

条例」を制定し、商工業が盛んで 成事業補助金」は、事業者のやる 低層建築物が多く、賑わいの欠如
活力あるまちづくりに先進的に 気と商業の活性化により、市内全 と防災上の課題を有していまし
取り組まれています。中小企業 体を盛り上げていくことを目的 た。しかし、保留床の処分に目処
振興会議を設置し、市に提言でき としています。その対象は市内 が立たないなど、大きな課題を抱
る仕組みをつくることで施策を の店舗という広い枠組みで、空き え事業自体が一度頓挫したもの
総合的に推進しやすくなってい 店舗での創業のみならず、既存店 の、身の丈にあった規模にするこ
ました。また、伴走型個別事業者 舗の改装や備品購入も含まれて と、民間活力を導入することによ
支援により中小企業と市がとも いました。さらに、その発注先を り、事業費を削減し、資金面での
に振興を図っていこうという強 市内業者に限定することで経済 市のリスクを限りなく抑えるこ
い決意が感じられました。

の市内循環が図られていました。 とに成功した事例でした。

桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶牡
３０日 経済建設委員会、総務委員会
１０日 富士箱根伊豆交流圏市町村サミ
乙
乙
〔１
２月〕
ット（富士市）
乙
３日 各派代表者会議、議会運営委員会
１６日 東部地区６市４町議会議長連絡
乙
乙
３日～９日 本会議（一般質問）
会（裾野市）
乙
１０日 本会議（議案審議）
、議会運営委
１９日 各派代表者会議、議会運営委員
乙
乙
員会
会、議案説明会
乙
１５日 年末の交通安全県民運動街頭広
２４日 議会報告会運営会議
乙
報、議会報告会運営会議
乙
２６日～１２月１０日 １１月定例会
乙
１６日 議会だより編集委員会
２６日 各派代表者会議、本会議（議案
乙
２２日 議会だより編集委員会
審議）
乙
桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶卸
みしま市議会だより

平成２８年２月１日
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議会報告会を開催しました

～みしまの未来を語ろう！～

三島市議会では、平成２７年１１月６日および７日に議会報告会を行い、３つのテーマ別に開催し、グループごと
に意見交換会を行いました。皆様のご意見などは、今後の議会活動を通じて、三島市のまちづくりへとつなげて
いきたいと思います。

テーマ

こんな意見が出ました
煙子育てイベントや母親のネットワークがほしい。

これからの
子育てを
考える

煙公立幼稚園の多人数学級に必要な教員の配置の検討を。
煙産後１カ月が大変。産後のサポートの充実を。
煙母親の就労につながるように、預かり保育の検討を。
煙市民にとって魅力ある計画、施設でなければならない。

南口駅前の
煙南北自由通路、市役所移転、複合施設型などの検討を。
再開発は
煙駅ビルを三島らしさのシンボルにする。
どうあるべきか
煙将来住み続ける若者世代の声を組み込む。

煙公共交通の実態、コミュニティバスの運行維持の経費など、

未来の
公共交通を
考える

市民に現状を認識してもらう努力をすべき。
煙バスの運行時間や便数を増やしてほしい。
煙高齢化と公共交通は一体的に考え、早めの対策を。

活動の 紹介
平成２７年１２月１
５日
年末の交通安全県民運動一斉街頭広報

２月定例会の予定
２月２２日月
本会議（議案審議）
２月２９日月～３月１日火 本会議（代表質問）
３月２日水～９日水 常任委員会（予算審査）
３月１１日金～１５日火 本会議（一般質問）
３月１７日木
本会議（議案審議）
編集／議会だより編集委員会
発行／三島市議会 三島市北田町４－47 TEL0559832600

平成２８年１月１２日
議員研修会

いずれの日も

議会だより

午後１時からの

編集委員会

開会予定です。

お傍
越聴
しへ
くぜ
だひ
さ
い
。

(委員長 ) 岡田美喜子
(副委員長 )中村
仁
(委 員 ) 伊丹 雅治
(委 員 ) 野村 諒子
(委 員 ) 村田 耕一
(委 員 ) 服部 正平
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