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の水位・流量を把握する透水

所のボーリング調査︑地下水

こか︒

事業費補助金の対象施設はど

質疑 保育所等改修費等支援

るのか︒

また︑待機児童は解消され

行い︑民有地を含む事業区域

答弁 認可外保育施設のめぐ

み保育園と︑新たに沢地に建
は︒

以外にも新設や定員増が予定

みー保育園である︒この２園

設予定の︵仮称︶第２すい

答弁 市民の宝である湧水に

質疑 地質調査の目的・理由

全体の地質状況を把握する︒

する電気探査の３つの調査を

試験および空洞の有無を調査

支持層を把握するための３箇

し湧水に配慮した精度の高い

この号では次の３件を
Pick Up☆

答弁 東街区南側の民有地を

今回の議案は…

事業計画提案を促すため︒

会期15日間

中心に︑溶岩層の分布状況と

11月29日
▼
12月13日

されており待機児童の解消を

用者増加などに伴う自立支援

主な質疑

給付等事業などの増額補正を

内容と箇所は︒

2
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20件

市長提出議案

平成
成 年
年
平

△4,850万円

配慮した再開発事業を推進し

1,526万円

期待するが︑年々申込件数が

地方公共団体情報セキュリティ強化事業

ていくため︑事業協力者の公

1,850万円

増えており︑解消されない場

健康診査事業

募前に市が責任を持って地質

2,352万円

質疑 三島駅南口東街区再開

児童福祉総務費（一般諸経費）

合にはさらなる対応策を検討

3,648万円

状況を把握し︑そのデータを

2億

発事業の地質調査委託の調査

自立支援給付等事業

していく︒

2億7,804万円

提供することで︑事業者に対

児童保育費

月定 例 会

一般会計予算を
増額補正します

︽議第 号︾
平成 年度一般会計補正予算
︵第３号︶
︵全会一致︶

人事院勧告や職員構成の変
動などに伴う人件費の減額を
行う一方で︑消費税率引き上
げに伴う負担緩和のための経
済対策臨時福祉給付金給付事

740万円
三島駅南口東街区再開発事業

233万円

経済対策臨時福祉給付金給付事業

行いました︒

業︑障がい福祉サービスの利

△１億3,498万円

人事院勧告及び職員構成の変動などに
よる人件費
急傾斜地崩壊防止事業

1

︽補正予算額︾
４億７８１８万円

28 71

額
金
歳出の主な内容

28
28

11
Pick up

定 例 会 概 要

敬老祝金の支給

内容が変わります

︽議第 号︾
総合福祉手当に関する条例の
一部を改正する条例︵全会一致︶

歳の方に１万円︑

歳以上の方に５千円を

改正前
満
支給

歳・

改正後
満

中高層建築計画の
周知がより
図られます

けられました︒

の設置期間が

日前から

日

築計画の概要を表示した標識

超える建築物の場合には︑建

また︑高さが

メートルを

および建築主の出席が義務付

近隣住民への説明会の開催

︽議第 号︾
中高層建築物の建築に係る紛争
の予防及び調整に関する条例の
一部を改正する条例︵全会一致︶

３

が図られます︒
中高層建築物とは …
メートルを超える
主に

建築物のこと︒また︑軒の
高さが７メートルを超える
建築物や地階を除く階数が
３以上の建築物のこと︒

本会議をリアルタイムで見られる
「ライブ中継」と、24時間いつで
も見られる「録画映像」がありま
す。「録画映像」は本会議の約１
週間後からご覧になれます。

予約や受付はいりません。お気
軽にお越しください。
（禁止および注意事項）
・携帯電話の使用・飲食または
喫煙・審議の妨げとなる行為
・無断撮影および録画 など

集も行った︒そのアンケート
結果や︑当市の財政状況や他
市町の状況を鑑み︑今回の改
正に至った︒

質疑 改正により捻出された
財源の使い道は︒

答弁 約５千万円を見込むが︑
地域包括ケアシステムの構築︑
認知症施策など高齢者福祉施
策を中心に︑子育て支援にも
活用していきたい︒

Pick up

前へと延長され︑周知の徹底

60

満１００歳の方に５万円を

年度には説明会と

傍聴して
みませんか

映像 検 索

支給

主な質疑
質疑 改正までの経過は︒
答弁 平成 年度の事業仕分
けで︑要改善の判定を受けた︒
その後各種関係団体からの意
・

見聴取や協議を進めてきた︒
平成

アンケート調査による意見収
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ネットで
見てみませんか

三島市議会
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45
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28

85
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75
77
27

10

Pick up

ここが
い！
聞きた

一 般質 問

弓場

重明
︵フォーラム三島︶

佐野

淳祥

︵改革みしま︶

地震火災被害を防ぐ感震ブレーカーの普及を

平成

年

月に三島市歴史まちづくり計画が

国から認定され︑千貫樋が歴史的建造物の候補と

なっているが︑指定への課題を伺う︒

千貫樋は樋の所有者や敷地の境界が不明確な

ことなどが課題となっている︒三島市が将来的に

年度中の指定に向

他の質問事項

け努力していきたい︒

い︑平成

管理や補修事業などを行うことを前提に︑さらな

今後実施する場合は︑枚数の過不足の再発防
止に向けて商工会議所と協議していく︒また︑１

三島市民文化会館の

冊までとしたことの問題点や︑市民への
優先販売︑中小小売店舗での利用促進などについ

利用者駐車場の増設対策

人上限

29

4

平成29年２月１日

みしま市議会だより

危機管理から見る震災時のトイレ事情

地震火災の大きな原因である通電火災の発生

が三島市でも心配されるが︑感震ブレーカー普及

震災直後に一番困るのはトイレで︑特に高齢

者や女性︑子どもにとっては重大問題である︒避

補助制度による普及推進は有効と考えるが︑

まずは地震発生直後にブレーカーを下ろす防火対

治会との連携︑メーカーなどと手法の検討︑導入

策の啓発を強化する︒また︑延焼危険度の高い自

基︑携帯トイレ６万６７
る︒また︑避難所担当職
員の研修会︑市民との避
難所開設訓練︑講座など
で設置方法の周知に努め
ている︒

プレミアム商品券の検証

10
品券が発売されたが︑枚数の過不足や大量購入問

年６月にプレミアム商

28

る調査や清水町との調整を行

消費喚起のため平成

Q

A
題が指摘された︒今後への対策を伺う︒

27

オリンピック文化プログラムへ
三島の歴史を

済みの自治体の効果の検証などを進める︒

基︑マンホールトイレ

A

００回分を備蓄してい

45

０基︑簡易トイレ２９０

避難所用として組み立て式の仮設トイレ２５

のために助成制度を導入できないか︒

Q

難所のトイレの種類と備蓄数を伺う︒

Q
A
Q

A

ても最善策を研究していきたい︒

10

市議会議員が市に対して質問を行い、適切な市政運営を進めて
いるか、チェックや提案をするものです。
16人の議員による質問が行われ、活発な議論が展開されました。

問
一般質
とは…

一 般 質 問

服部

正平
︵日本共産党議員団︶

見守りを必要とする方に応える制度の充実を

杉澤

正人
︵改革みしま︶

学校支援員の拡充

佐藤

寛文

︵フォーラム三島︶

三島駅南口西街区再開発のホテル事業

三島駅前の一等地約３４０

０平方メートルの売却価格が４

児童生徒の学校内での居場所を確保するため

に︑教員資格のある支援員を増員すべきと考える

援助や配慮を必要とすることが外見からは分

からない方が困った時に︑支援内容を伝えるヘル

億７２７０万円︑坪単価約

万

が︑どうか︒

８千円は安すぎるとの声がある
に対する正しい理解や認識が広

しい現状であるが︑退職する教員を含めた有資格

状所持者を専任の指導員として配置することは難

項で︑市の財産は適正な対価なくしてこれを譲渡

が︑当市の見解を伺う︒

がることが必要不可欠である︒

者の活用を積極的に進め︑質の高い教育環境が確

箱根旧街道全体の保存とその利活用につい
て︑三島市の今後の計画・方針について伺う︒

地方自治法第２３７条第２

ヘルプマークなどの普及・啓発

してはならないと規定している︒このプロポーザ

立支援協議会で十分協議し︑他
市町や関係機関とともに導入の
検討を進めていく︒

就学援助の入学準備金を入学前の支給に

ルの最低売却価格は︑不動産鑑定士の鑑定評価を

基に設定したものであるため︑適正な価格である

と考える︒

本市の職員構成の現状と将来ビジョン

権限移譲などで市の業務が増え続けている
の保存整備方法に代表される統一的な方針で整備

後の職員構成のビジョンについて伺う︒

が︑業務のスリム化・効率化への取り組みと︑今

保存は箱根旧街道石畳整備事業報告書の４つ

備金を︑多額の費用が必要となる入学前に支給す

することを基本とする︒
今後の利活用について
発足した箱根八里街道観

止や統廃合の可能性を検討していく︒また︑ヒア

行政評価を積極的に活用し︑既存の事務事業の廃

事務量が増加する中︑第６期行政改革大綱や

されている新中学１年生には入学前に支給できる

光推進協議会で積極的に

は︑関係する２市１町で

か検討していく︒新小学１年生については︑直近

リングなどにより各課の業務量の把握に努め︑臨

他の質問事項

時職員も含め適正な人員を配置していく︒

検討していく︒

就学援助である入学準備金を︑小学校で認定

べきではないか︒

経済的困難な家庭への支援制度である入学準

箱根旧街道石畳の保存

保できるよう心がけていく︒

現在の支援員とは別に別室を設け︑教員免許

45

の方法と併せ︑駿東田方圏域自

導入にはヘルプマークなど

プマーク・ヘルプカードを導入できないか︒

Q

A

Q

A

市民の皆さんに信頼される市政運営に向けて

（イメージ図）

Q
A
Q

A

の実態調査をどうするのかを含め︑民生・児童委
員の意見を聴き検討していく︒
他の質問事項
住宅リフォーム助成事業の再度実施を
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5

Q
A
Q
A

一 般 質 問

岡田

美喜子
︵新未来

︶

大房

正治
︵緑水会︶

中央幼稚園跡地の利活用

大石

一太郎

しゅく

︵改革みしま︶

あい

山中城跡を核に山中間の宿再現と
道の駅整備

山中間の宿を再現し︑歴

に委ね︑にぎわいの創出と地域活性化の実現を図

で︑山中城跡とともに箱根西

史資料館の整備をすること

旧園舎の利活用を一定条件の下に民間事業者

る手法に変更した理由を伺う︒

坂の歴史・文化を再現する取

り組みはできないか︒

年

む周辺を観光エリアと位置付けて整備方針などを

検討していきたい︒

幼稚園・保育園の将来展望と
女性の就労支援

少子化は園の経営上深刻な課題である︒

先の出生児数予測を基に定員管理や今後の課題な

レーニングプログラムが終了し

三島市子ども・子育て会議は︑学識経験者や民

自転車のメッカにするための三島市の役割は

他の質問事項

月からプログラムがスタートしている︒

10

高齢者・子どもの居場所づくりと地域支援策

他の質問事項

の今後の計画などについても審議している︒

A

6
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高齢者の交通事故防止対策
高齢者が交通事故の被害者・加害者にならな

いために︑考えられる対策はどのようなものがあ
るか︒

年３月に市内事業者から旧園舎を活用

し︑にぎわいを創出する事業を展開したいと打診

平成

マグネットステッカー配布を推進する︒また︑平

観光交流人口の増加と地

域の活性化を推進するため︑

があった︒まだ跡地の利活用の計画が決まってい
ないため︑民間に委ねることも︑にぎわいの創出

リート発掘・育成事業は︑小中
学生が競技を通して運動能力向
上などを目指すが︑その進捗状
況を伺う︒

どについて協議する場が必要ではないか︒
ミュージシャンにとって活動

た第１期生の中から︑５人の受

間・公立幼稚園・保育園の代表︑父母会の代表︑

月に１年間のト

や民間事業者など関係者と協議し︑山中城跡を含

間の宿などの歴史的観点︑観光の観点から︑地元

スポーツみしまトップアス

東京オリンピックに向けた
三島市の施策は

と地域活性化の手法の一つと判断した︒

年３月に改正される道路交通法で︑認知機能

成
が低下した高齢者の検査・講習などの対策が強化
されるため︑これに期待する︒

ストリートに歌声が聞こえるまちに
ストリートミュージシャ

ンが北口広場などで路上ライ
ブができるよう︑場所の整備
や三島らしいルールを作り︑
許可制にしてはどうか︒

年

しやすい街になれば︑若者が集い︑活気とにぎわ

講生が新たな競技に挑戦する意思を固めている︒

子ども・子育て支援法に基づき設置している

いが生まれ︑街全体が潤うと考える︒路上ライブ

中学校通級指導教室の今後の見通し

他の質問事項

可制の可能性について検討していく︒

公募市民などで構成されており︑幼稚園や保育園

平成

10
月に選考会を行い︑

11

また︑第２期生についても

28

Q

Q

A

11

などを行えるよう︑場所選定や運用ルール化︑許

三島市がストリート

Q

A

28

21

高齢者運転免許返納支援事業と思いやり運転

Q
A

Q
A
29

Q
A

一 般 質 問

伊丹

雅治
︵改革みしま︶

障害者優先調達推進法による調達の拡大

野村

諒子
︵フォーラム三島︶

観光客向けの商店街づくりへの取り組み
商店街などの個店に観光客が立ち寄る取り組みが

観光客による経済効果を上げるため︑大通り

層図るために︑さらなる調達の拡大が必要と考え
できないか伺う︒

障がい者の就労機会の増加と自立の促進を一

るが︑その取り組みについて伺う︒

村田

耕一

︵公明党︶

小中学校トイレ洋式化改修計画の前倒しを

・４％と遅れている︒

小中学校のトイレ洋式化率は全国平均

・３％に対し︑静岡県は

計画を前倒し︑早期に改修を進めてはどうか︒

トイレ改修事業は重要な施策の一つであるた

洗い出しに努め︑物品につい

成し︑機能を充実させる︒また︑がんばる個店を

極的に行い︑魅力ある商店街としての街並みを形

視し︑限られた予算の中で効率的な予算配分を図

でいる︒今後も引き続き︑国の交付金の動向を注

め︑総合計画に位置付け︑目標値を定め取り組ん

空き店舗と新規出店事業者のマッチングを積

ては各課からの発注を促して

応援するために︑引き続き三島商工会議所と連携

り︑早期完了に努めたいと考えている︒

市では委託可能な業務の

いる︒また︑各種イベントを

し︑Ｍ ス―テでの施策の充実に努める︒

高齢者バス等利用助成の拡充を

高齢者バス等利用助成事業を車の未所有者に
るために︑余裕教室を活

カードに入金して支給してはどうか︒

限定し︑１万円に増額した上で︑マイナンバー
せた総合的な福祉活動の
拠点づくりができないか
伺う︒

確認が難しいと考える︒増額

については︑しばらくは現在

れており︑その品質の高さから︑ブランド化の可

助け合いを育む環境の醸成につながることから︑

げ︑地域での支え合いや

地域住民のつながりを広

た支給については︑国の動向

マイナンバーカードを利用し

金額について研究していく︒

の額で実施し︑今後対象者・

能性は十分あると考える︒生産者のブランド化へ

を注視していきたい︒

幼稚園︑学校市職員の勤務時間管理の適正化

他の質問事項

余裕教室も含め地域の実情を分析し︑関係団体と

地方創生の取り組み

の熱意の下︑ＪＡ三島函南と連携し︑可能性を検

地域の拠点づくりは

車の未所有者への限定は

用して︑現在の活動も併

地域福祉の推進を図

余裕教室を活用した地域福祉の
拠点づくり

通じて︑障害者就労施設の製
品に対する市民の理解と関心
を深めていき︑今後もさらな
る受注機会の拡大に努めてい
く︒

地理的表示保護制度
︵ＧＩ︶
登録後の施策
三島馬鈴薯の登録を契機に︑産地全体のレベ

ルもさらに上げていく必要がある︒他の農産物に
おけるブランディングについて伺う︒

Q

A
協議をする中で︑今後研究していきたい︒

市内ではトマトなどの施設園芸も盛んに行わ

Q

A
討していきたい︒
他の質問事項

平成29年２月１日
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37

Q
A

43 Q

A

Q
A
Q
A

一 般 質 問

一美
︵日本共産党議員団︶

土屋

利絵
︵改革みしま︶

市民と市の信頼関係を作るための政策法務

鈴木

文子

︵公明党︶

母親をサポートすることで児童虐待防止へ

産前産後の女性のために家事や育児を支援す

え実現させることが大切と考える︒職員の政策法

での公的助成を検討してはどうか︒

る産後ドゥーラなどを導入し︑期間を限定した上

地域主権の今︑市はその政策を自分たちで考

務力を高めるための取り組みは何か︒

産前産後の家事や育児の負担軽減と産後の精

指針を策定すべきではない

他法務的な執務環境の整備などが必要と考えてお

職員の育成︑全庁へのバランスの良い配置︑その

上げや︑法務に関する高度な知識・経験を備えた

ている︒

プサービスへの公的助成の実施に向けて︑検討し

限定して家事・出産・育児を応援するホームヘル

神的に不安定な時期の支援を目的に︑利用期間を

継続的な研修による職員全体の法務能力の底

か︒

り︑他市の状況などを参考に検討する︒

県の取扱要領は国の指

マイナンバー制度の活用

針より判断基準項目を増や
している︒考慮すべき事項
は５項目︑確認すべき事項は８項目で︑対象者の

市民の利便性向上を図るため︑マイナンバー

カードによる住民票などの証明書のコンビニ交付

受付と一体化し︑市民
生活相談センターを核にし

状態を確認するには十分な内容と認識している︒
今後も特例入所に係る意見表明は適正に行えると

サービスの導入を検討してはどうか︒
ついて︑見解を伺う︒

民相談室が担ってきた総合

一本化は難しい︒従来の市

が取得できる便利なサービスで

約５万店舗のコンビニで証明書

時半から午後

ビスは︑年末年始を除く午前６

的相談窓口の役割を市民生

あるため︑他市町の状況を調査

物理的にも相談窓口の

証明書のコンビニ交付サー

た福祉総合窓口の一本化に

入所の判定は施設が市の意見を聞いた上で実

施するが︑施設も含めた地域ケア会議を活用して

活相談センターがさらに充実させる︒また︑関係

するとともに︑開始時期などに

時まで︑全国の

応じて担当介護支援専門員や地域包括支援セン

課と連携を密にし︑市役所の相談体制の核として

特例入所判定会を開催するに当たり︑必要に

ターなどから対象者の状態を確認するなど︑特例

ついて検討している︒

集はできていると考える︒

11

成年後見制度と市民後見人育成

他の質問事項

体制の強化に努めていく︒

入所判定の公正公平を図ってはどうか︒

A

入所の判断についての意見表明を行う際の情報収

A

8

平成29年２月１日
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下山
介護保険の特別養護老人ホームへの
特例入所
要介護１︑２の特養入

所について︑県の取扱要領
で対応するとしているが︑

Q

A

Q

考える︒

Q

福祉総合窓口の一本化

市独自の基準を入れた入所

Q
A

Q
A
Q
A

一 般 質 問

中村

仁
︵緑水会︶

公共施設保全計画実現に向けた取り組み
％以上を占める学校施

・３％という高い床面積削減の割合

三島市の公共施設の

設に対し︑
が求められている︒計画実現は可能か︒

土屋

俊博
︵改革みしま︶

三島市の下水道事業の健全経営に
おける諸問題
経理手法を従来の単式簿記から複式簿記に移

行し︑経営状況を的確に把握する計画を進めてい
るが︑移行によるメリットを伺う︒

各派代表者会議、
本会議（議案審議）

29日

現在︑個別施設計画の
企業経営に有効な資料の分析結果を経営に生かす

メリットとして貸借対照表などの資産管理と

を策定するため︑各施設に

ことができること︑日常経理における自己検証と

原案となる施設整備計画案
おける削減方針および削減

月次決算が可能となること︑職員の経営意識や原

％値上げした

目標の検証︑複合化が可能

年度に下水道使用料を

価意識が向上することなどが挙げられる︒

か伺う︒
平成

は︑維持管理費の１０

年度の改定で

が︑当初見込んだ結果を現在も維持できているの

平成

な施設との調整︑施設の修
繕・改修の調査など︑多角
的な観点から検討を行って
いる段階である︒

増え続ける三島市の補助金・補助事業の将来
年度の三島市の

０％と繰入基準額控除後

年度から平成
維持管理費の１００％と

11 月

財政状況が苦しい中︑平成

補助金は１８３件︑５億円以上が予定されている

た︒平成

使用料の対象経費とし

％を下水道

の資本費の

年以上経過している補助金は社会情

が︑スクラップアンドビルドは適切か︒
創設後

年度までの３年間は︑

ても必ず３年以内の終期を設定するなど︑市民福

繰入基準額控除後の資本

勢などを踏まえ廃止や縮減を検討し︑新規につい
祉の向上と市の発展に寄与する公益性のある補助

％を賄えている︒

静岡県市議会議長会正副会長
監事会議・定期総会

1日

費の

31日

平成29年２月１日
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議員説明会、各派代表者会議、
議会運営委員会
6日〜9日 本会議（一般質問）
13日 議会報告会運営会議、
本会議（議案審議）
15日 年末の交通安全県民運動
一斉街頭広報、
議会だより編集委員会
22日 公共施設等マネジメント
検討特別委員会

28日

19

6日

13日
14日
19日

17

17

25

25

12 月

議会報告会街頭広報
議会報告会
（市民活動センター・中郷
文化プラザ・社会福祉会館）
5日 議会報告会
（総合防災センター・北上
文化プラザ・錦田公民館）
10日 東 部 地 区６市４町 議 会 議 長
連絡会
16日 公共施設等マネジメント
検討特別委員会
22日 各派代表者会議、
議会運営委員会、議案説明会、
議会だより編集委員会、
議会報告会運営会議
29日〜12月13日 11月定例会

50

金となるよう適正化に努めている︒

24

議会だより編集委員会
箱根町・三島市議会議員合同
勉強会
議会報告会運営会議
東部地区市議会議長会
全国市議会議長会研究
フォーラム
議会報告会運営会議、
議員研修会
公共施設等マネジメント
検討特別委員会

3日
5日

28

Q

A

27

10

3日
4日

10 月

Q
A

41

Q
A
Q
A

議 会 の 活 動

視察の成果を
市政への提言に
生かします
より良い三島市を目指して、
先進的な取り組みを行っている他自治体へ
行政視察を行いましたので、報告いたします。
詳細は市議会ホームページをご覧ください。

平成 年３月から始
まった小諸市庁舎整備
事業は︑平成 年７月
に完成するまで︑市民
への説明会やアンケー
ト調査︑懇話会などさ
まざまな手段で意見聴
取したとのことですが︑
その難しさを伺い︑不
利益を被る方への配慮

市民会議などの委員の
公募選出や︑オンブズ
マンを設置して市民の
苦情に迅速に対応する
などの施策があります︒
説明をしてくれた三
鷹市職員も﹁困った時
はこの条例を読み直し
ている︒﹂と言ってい
て︑大変参考になる条
例でした︒

は欠かせないと感じま
した︒
三島市庁舎もあと
年使用可能とされ︑議
論を進めていますが︑
庁舎建設基金の積み立
てなど先送りすること
なく︑今できる判断を
していきたいと思いま
した︒

長岡防災シビックコア
地区では災害時に支援
物資の仕分け︑テント
設営などができるよう
になっており︑このよ
うなきめ細かな対策︑
万全の態勢を構築して
いるシステムは見習う
必要があると感じまし
た︒

三鷹市自治基本条例
は市民からの提案によ
り平成 年４月に施行
され︑三鷹市政のまち
づくりの憲法ともいえ
る基本理念を定めてい
ます︒
主な特徴は︑市民が
市政に参加する協働の
まちづくりを形にして
いることです︒また︑

長岡市は中越大地震
などの大地震被害を受
けており︑その防災・
減災対策について研修
しました︒
災害対策本部会議室
には河川水位・主要道
路の交通量などの監視
モニターシステムがあ
り︑また︑駅にも近い

長野県小諸市

新潟県長岡市
東京都三鷹市

21

18

15

中越大地震の経験を
活かした防災体制の強化
庁舎づくりから
ひとづくり・まちづくり
三鷹市自治基本条例

27

7月19日〜21日

総務委員会

10
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視 察 報 告

岡山県岡山市

大阪府吹田市

岐阜県岐阜市

岡山市は︑高齢者が
介護を必要としても住
みなれた地域で安心し
て暮らすことができる
社会の構築に向けて︑
国の総合特区の指定を
受けました︒在宅に特
化した規制緩和などの
措置を受けて事業を実
施しています︒

グローバル社会をい
きぬく子どもを育むこ
とを目標に︑平成 年
度に文部科学省の教育
課程特例校の指定を受
けた小学校２校で︑１
年生も英語に慣れ親し
む授業に取り組んでお
り︑平成 年度までに
全ての小学校に拡充し

平成 年 月に健
幸長寿社会を創造す
るスマートウエルネ
ス総合特区の指定を
受け︑当市よりも早
くスマートウエルネ
スに取り組んでいま
す︒
市民が健康で︑生
きがいを持って安心

福島県白河市

平成 年に中心市街
地の新しい魅力となる
拠点施設として︑ＪＲ
青森駅前に﹁アウガ﹂
が誕生しましたが︑平
成 年度の店頭売上高
は計画の半分の約 億
円となるなど苦しい経
営が続きました︒
現在は︑市がアウガ

紫波町は︑ＪＲ紫波
中央駅前の町有地 ・
７ヘクタールを中心と
した都市整備を図るた
め︑平成 年度からオ
ガールプロジェクトを
開始しました︒民間の
アイディアを用いて整
備することにより︑町
の中心部が賑わう仕組

豊富な歴史的建築物
や文化資源があります
が︑回遊ルートの未整
備︑職人の高齢化によ
る伝統技術の削減など
の課題を抱え︑それら
を解消していく施策を
展開していました︒
三島市では︑三嶋大
社などの歴史的な建造

の土地と床を買い取り︑
１〜４階の商業フロア
に市役所機能の一部を
移転するなどして公共
施設化し︑再建を図っ
ています︒
三島市における今後
の施策の参考になりま
した︒

みや︑そこから町全体
に経済活動が波及する
仕組みを作っています︒
また︑逆算方式によ
りリスクの極小化が図
られるなど︑良好な経
営状況が保たれており︑
これらの考え方は参考
になりました︒

物や三島夏祭りなどの
活動の維持・継承を軸
に︑守り︑育て︑後世
に継承し︑活用するこ
と︑歴史的に価値のあ
る建造物の保存や改修
などの位置付けも必要
であると感じました︒

10

23

23

21

23

29

安全で豊かな生活を営
むことができるスマー
トウエルネスとして︑
健康無関心層でも住ん
でいるだけで歩き続け
てしまうまちづくりの
推進や︑健康政策と都
市政策を一体的に進め
る取り組みは参考にし
たいと感じました︒

岩手県紫波町

13

ていく計画を進めてい
ます︒
また︑夏休みに小学
３︑４年生を対象に英
語コミュニケーション
体験事業﹁すいたえい
ごｋｉｄｓ﹂を実施し
ており︑低学年からの
取り組みは重要である
と感じました︒

在宅ケア体制構築に
向け︑介護保険法の改
正内容を盛り込んだ先
駆的モデル事業を試行
し︑デイサービスの改
善︑介護機器の貸与︑
生活の質の向上など持
続可能な高齢化社会施
策の展開は参考になり
ました︒

平成29年２月１日
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青森県青森市

13

歴史的風致維持向上計画
オガールプロジェクト
駅前再開発事業

7月26日〜28日

経済建設委員会

スマートウエルネスぎふ
英語教育の推進
在宅介護総合特区
（AAAシティおかやま）の推進

7月4日〜6日

福祉教育委員会

12
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議会報告会レポート

「安心して暮らせる三島」
について考えよう!

３つのテーマ別に議会報告会を開催し、グループごとに意見交換
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、

平成２８年１１月４日・５日

三島市のまちづくりへとつなげていきたいと思います。

三島に住もう！移住・定住サポート事業
●都内の企業での移住施策の紹介や、品川駅などでの広告掲示が効果的では。

編集／議会だより編集委員会

●子育て支援の拡充、公園の整備など、子育てしやすい環境づくりを。
●転入者の住宅購入はハードルが高い。まずは賃貸にも補助を出してはどうか。
●市内に就職先が少ないため、若い世代が離れてしまう。働く場所の拡大を。

在宅介護

〜高齢者にやさしいまちづくりを考える〜

発行／三島市議会

●気軽に会話や運動のできる場所があると良い。在宅介護の予防になる。
●介護をしている人たちの交流の場がほしい。
●交通手段が少ない。バスやタクシーなど、送迎体制の拡充を。
●一人暮らしの高齢者の見守りが必要。地域でも話し合いをした方がいい。

三島市北田町4-47

コンパクトシティはどうあるべきか
〜人口減少社会を見据えたまちづくり〜

●人口減少に伴うコンパクト化は必要だが、人口増加の対策を考えるべきでは。

TEL／055-983-2600

●郊外や農村地域などは、コンパクト化により差別されないか心配。
●利便性のある交通網が必要。今は自家用車がなければ動きがとれない。
●駅前に利用しやすい保育施設がほしい。

市議会ホームページ／https://www.city.mishima.shizuoka.jp/gikai/
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本会議は午後１時、常任委員会は午前10時の開会予定です。
日程は変更になる場合があります。
みしま市議会だよりは再生紙を使用しています

25

議会だより編集委員会
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服部 正平

みしま市議会だより

平成29年２月１日
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