
地区 実施日 地区が希望した市政内容・質問や意見（主なもの） 人数

萩　間 ６月26日
▶統合型リゾート誘致▶区画線の復旧▶市の税収および新規社員採用への影響▶嘱託保育士の新規雇用
▶学校・保育園の再編▶道路沿いの樹木伐採▶広域農道の舗装修繕▶ごみ処分費用

60人

相　良 　28日

▶さがらサンビーチ保安林の伐採 小堤山公園（多目的防災公園化、照明灯などの設置、
防災倉庫移転、レクレーション使用） 大原憩いの場・公園プロジェクト▶須々木
大溝線の事業計画 避難タワー▶防災公園の
案内表示板設置

90人

牧之原 ７月８日
▶高台開発における道路整備 矢崎ものづくりセ
ンターの交通渋滞対策 急発進防止装置の補助▶自主運行バス萩間線の路線変更 同報無線の進捗状況
▶中原断層とガス管埋設 災害の警報レベル▶小中一貫校

77人

菅　山 10日 ▶農 公立保育園民営化・再編▶小中学生の通学用交通手段 保育園と小学校 82人

坂　部 17日 ▶県道大東吉田線 統合型リゾート 44人

片　浜 23日
▶津波避難タワー建設 特急静岡相良線の停留所設
置▶ 国道150号の側溝清掃▶河川浚渫

47人

地頭方 25日
▶放射線防護施設 相良須々木海岸Ｌ１防潮堤工事▶奥の谷ソーラー増設地で発掘さ
れた古墳

52人

細　江 29日
▶細江コミュニティセンターの無停電化 市の活性
化▶ ため池の防災
利用 県の防災アプリ

74人

勝間田 ８月５日
▶勝間田川堤防の荒廃防止 同報無線▶大型車両の規制 榛原中学校
前の交通混雑

70人

川　崎 ７日
▶県立自然公園（龍眼山）の整備・樹木伐採 勝間田川桜の枝払い▶耕作放棄地の有効活用▶Ｌ
２防潮堤整備▶勝間田川の整備 建設関連要望書の簡素化▶安全安心まちづくり（交通事故対策）
▶デマンドタクシー▶令和時代の教育環境 農地の大型トラック駐車▶統合型リゾート

72人

計 668人668人計

72人
▶▶▶ 車 統令和時代の教育環境 農育 統代の教タ 型大型トラック駐教 トトド ククシ ラデ リゾ地の大型トラック駐ン ッ 合地マ の大型トラック駐和時代の 統時 駐環境 統駐時 駐 型型 型農地の大型トラッシ リゾーー 型型ン 令 合令和時代の教育 農環 合境シ 環ド 代デマ ド ゾラ ク駐デ ゾ

▶▶ 交簡 安全安心まちづくり（交通素 故設川 策関連要望書の簡素化間防潮堤 ちづくり（交通事故対策）事建設関連要望書の簡勝間田川の整備防潮堤整備 くり（交通事故対書の簡素化整整 まちづくり備備 対望書の簡素潮 故設 全安心の川の づ田 建設関連要望書の簡堤 連２ 通間 心まちづくり（交通事故対勝 心まちづくり書整整 設関連要望潮 設堤 全設 安安全安心まちづくり（交通事故対策設関連要望書の簡 心潮 づ勝 づくり（交設
▶▶▶ 枝 作放棄樹 放棄地の有川桜然公園（龍眼山）の整備・樹木伐採 耕間県立自然公園（龍眼山） 効活用勝間田川桜の枝払備・樹木伐採 放整 効活県立自然公園（龍眼山）の整備 地の有効活園 地のの山）の整備・樹自 い立 田川園（龍眼 Ｌ樹 間 い立自然公園（龍眼山）の整備・樹 勝・樹 棄地の有効県立自然公園（龍眼山）の整 活採 桜龍眼山）の整備 樹木伐採 棄園 桜樹 桜伐 活然 効立 勝採

７日川 崎川　崎崎

70人
前の交通混雑の交通混雑前の交通通混雑前 交

▶▶ 車 中線無荒荒 榛原中学校規制報川 榛原中学校同報無線間田川堤防の荒廃防 両報無勝間田川堤防の荒 学大型車両の規制防の荒廃防 規 原のの 線間田川堤防の荒廃防止 同報無線 制無 榛勝 型荒 学型堤 同荒 学勝 校
８月５日勝間勝間田

74人
災県の防用利利 県の防災アの防災アプリ利 県の防災アプリ災アプ

▶ 防災化 池 防化 池たため池のため池の防災池
▶ 市無 性細江コミュニティセンターの無停電化化 活テ 活性細江コミュニティセン の細江コミュニティセンターの無停 性ミ 性江コミュニティセンターの無停電 活江コミュニティセンタ の無停電 活ティセ タ の無停

29日江細細　江

52人
れた古墳た古墳

▶▶ 発須護 岸線 設相良須々木海放射線防護施設 海岸Ｌ１防潮堤線防護施 掘須々木海岸Ｌ１防潮堤工事射 奥の谷ソーラー増設地で発掘さ相良須々木海岸Ｌ１防防 増放 谷ソーラー増設地で発掘施 岸Ｌ１防潮 ソーラー増設地設 の谷ソーラー増設地で線 工 増々木海岸Ｌ１防潮堤線 須射 須護 奥の谷護 ソーラー増設設 ーラー増設地で発海 で潮 設設 で堤護 設設 須施 海 谷岸護 設設 海岸Ｌ１防潮護 ラ護 設設
25日頭頭地頭方

47人▶▶ 渫側 河川溝清 川浚号の側溝清掃 河溝 渫道置 国道150号の 川150置 国道150号の側 河国 河川浚渫道150号の側溝清掃 河川浚渫溝清 浚
▶ 線特波 岡相良線の停留所設津波避難タワー建設 線静難タワー建 特急静岡相良線の停留波 急 所津波避難タワ 設難タワー建設 急静岡相良線の避難タワー建 特急静岡相良線避 急静岡相良線の停留所設ー建設 留津 留波 設設 静岡相良線の停留所設設 岡相良線の停留所設津波避難タワ 建設 停留所設設

23日浜浜片　浜浜

44人▶ 統線東県道大東吉田線 統合型大 ト県道大東吉 合型リゾ線 統田 統道大東吉田線 型リゾー県 型吉 合道 ゾ17日部坂　部

82人▶▶ 交 保保中学生の通学用交通編保保 校再編 育園と小学校小中学生の通学用交通手段育園民営化・再編農 用 学学生の通学公立保育園民営化 園と園 の再編 生立 園園 通学用交通立保育園民営化・再編 小小 小小・農 公 学学生の通学営 段 育育農 園園 通学用交通 学学生の通学 学学生の通学営 学学生の通学立保育園民営 校交編10日菅菅　山

77人
▶▶ 貫貫中中 校報災原断層とガス管埋設 小中一貫校報断層 警層 害ガス管 レとガス ル原断層とガス管埋設 の警報レベル断層とガス管埋 ベ断 貫警 小災害の警層 害の警管埋設 一警設 災害の警警設 害 貫断 ベガス管埋設 ベガ 校警設
▶交 変発 線無線の路線変更通渋滞 報無線の進捗状運行装置の補 同報無線の進捗状況萩間線の路線防策 報無線の進行バス萩間進ターの交通渋滞 捗状防止装置の補助渋 況路対 急 バ急対 バス萩間線の路置ン のののの 線主運行バス萩間線の路線急 自 線線の路線止装置の補助 運通 間置 進進 線線の路線急 同報無線の進捗対 無渋 急 萩間線の路線変ー 装 況発滞 変渋 装 変ンタ の交通渋 状滞 行 同通渋滞対策 運 状運 進進防止装渋 萩滞 況バ交 主運行バ

▶ 発開高 崎開 矢る道路整備 くおける道路整 ものづくりけ 備台開発における道路 のづくりセけ づに 崎高 崎道 り高台開発における道路整 崎道 づ高
月 日７ ８日牧之原之原

90人

設板案 表示板内表示案内表示板設置示板設
▶線の事業 災溝 防線の事業計 タ難事 防大溝線の事業計 公避難タワ 園難画 の線の 園避線 避画 災公ー溝線の事業計 災計 園避溝線の事業計 難業計

▶場 須使移転、 須々木原防災倉庫移転、レクレーション使 ） 須憩倉庫移転、レクレーション使用 大防 憩倉庫移転 クトク 公園プロジ庫移転、レクレーシ 憩いの場・公園ン 原憩いの場・公園プョ いの場・公園プロジェ 々憩い 須災 須憩いの場・公園プロジシ 公災倉庫移転 レクレーション 場 須園プロジ倉庫移転 レクレ シ ジプロジ転
▶ 安保保 、災公園化、照明灯などの設採 小堤山公園（多目的防災公園化、照明灯林 （多目的防災公園化、照明灯らサンビーチ保安林の伐採 防さがらサンビーチ保安林の伐 多目的防災公園化、照明灯なサ 公園（多目的防災公園化、照明灯などの設置が 園（多目的防災公園化、照明灯などの設ンビ 目的防災公園化、照明灯などのの 小堤山公園（多目的防災公園化、照明灯などの設置ー 設がらサン 堤採 災公園化 照採 設安林の伐採 園（多目的防災公園 などの設がらサ ビ チ保安林の伐採 設

28日良相

60人▶▶▶▶ 費修樹編保保 装修繕木伐採校・保育園の再 広域農道の舗校・保育園の再編 分費用域樹木伐採 修繕伐学 路沿 広域農道の舗 処道道路沿園 ののの再編 ご繕いの樹 み園 修繕 費域樹 域農道の舗装修道路沿い編 処樹 域農道の舗装修繕樹・ 農路 修 分舗 分沿 装沿学 装採育 ご農採園 舗樹 道道学 装沿いの樹木伐学校 ご採 域 ご舗編
▶▶▶▶ 収 新新 嘱託保育士の新市の税収および新規社員採用への影復線統 規税収および新規社員採用への影復 育士の新規雇線誘 嘱託保育士の新規雇用税収および新規社員採用統 雇型 および新規社員採用への影響致 託誘 よト 託影旧 規規リゾート誘致 び区画合 のの税収および新規社員採用への線の 社線の復旧 影統 士へ統 区 嘱線 員画 影響型リゾ 託ート誘 響型 および新規社員採用への影合 育採 託採誘 新新合 影復 税復 び新規社員 託誘 びゾ 新新規社員採ゾ ト誘 託保育士 新規雇

６月26日間萩　萩萩　間

数人数希望した市政内容・質問や意見地区が希望した市政内容・質問や意見（主なもの）実施実施日地地区


