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秘書広報課

No 地区 質問・意見 担当課 回答

1 萩間 広域農道の追廻付近の右折信号の整備状況は？ 防災課

広域農道と県道菊川榛原線交差点の右折信号について、
市として牧之原警察署に設置要望を提出し、牧之原署か
ら県警本部に上申していただたところです。回答につい
ては、他の規制要望と合わせて来年の４月以降になる見
込みです。現在、青信号の時間延長により対応中です。

2 萩間

1.空き家対策の話があったが、さらに空き家の数が加速して
いくのでは？
2.バイパス開通したが、車両が通過するのみ。市の駅等がで
きないか？（地場産品販売所の設立等）

企画政策課

1.人口減少とともに、空き家の数は今後も増加すると考
えられます。市としましては、空き家を有効に活用し、
地域活性化を図るため、移住定住を促進するよう空き
家・空き地バンク事業を行っております。地域におきま
しても、空き家の活用が進むよう空き家バンクへの登録
についてご協力をお願いいたします。
2.地場産品販売所につきましては市内にあり、現時点で
それ以外に整備する具体的な計画は持っておりません
が、国道473号バイパスと東名高速道路が交差する相良牧
之原IC北側地区に新たな賑わい拠点を創出し、地域全体
の活性化を図っていく計画としています。

3 萩間
萩間川については合併後一度も整備されていない。以前は草
刈にも来ていた。10年以上整備に来ていない（市の怠慢）

建設管理課

萩間川は２級河川で島田土木事務所の管理になります、
毎年区を通じて要望を提出していただいておりますの
で、具体的な個所等について区長さんにお知らせくださ
い。

4 萩間 水道利用料が安くならないのか？ 水道課

牧之原市には自己水源がなく、遠方から水を購入してい
ます。島田市や吉田町を経由し水が運ばれてきますが、
送水管の設備費に多額の費用が掛かっております。この
建設費用が、水道料金に反映されます。一方、水源を
持っている市は、水代や、送水管設備が安く建設できま
す。こうしたことから、他の市に比べ水道料金が高いと
いえます。県内でも水源の無い地域は高くなっておりま
す。

参加者アンケートの意見に対する回答
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秘書広報課

No 地区 質問・意見 担当課 回答

参加者アンケートの意見に対する回答

5 萩間
健康保険、介護保険料が他市より高いのはなぜ？の問いに答
えになっていない回答を聞かされた。広報紙で返答願いた
い。

市民課
高齢者福祉
課

国民健康保険税は、世帯の所得や固定資産保有状況によ
り算出されますので、高い世帯と低い世帯があります
が、本市の国民健康保険税の水準が他市町より高い要因
の一つに、医療費の増加に伴う保険税の上昇を抑制する
一般会計からの法定外繰入をしていないことが挙げられ
ます。平成30年度から国民健康保険は県単位での運営に
変わりますが、保険税の上昇抑制を目的とした法定外繰
入れを行っている市町は、その削減・解消に取り組むこ
とになります。今後、県と県内市町とが協力して将来的
な保険料水準の統一に向けた検討をすることになってい
ます。
また、介護保険料については、本市は、周辺市町に比べ
施設整備も進み、老人ホームの待機者も少ない状況です
が、入所者数も多く多額に費用が必要となり、保険料も
高額となっています。
広報誌などで状況のお知らせをしていきたいと考えてい
ます。

6 萩間
公民館にＡＥＤを設置。コンビニにＡＥＤを置くようにして
欲しい

高齢者福祉
課

行政がコンビニ等民間事業所にAEDを設置することはあり
ませんが、自主的に設置をするようにお願いし、設置し
た場合は連絡をいただくようにはしています。現在民間
事業所のAED設置に対する補助制度は設けておりません。

7 牧之原

市営住宅駐車場の件がありましたが、コミュニティセンター
が一番近い駐車場に市役所の公用車がありましたが、職員は
来賓ですか。駐車場整理案内人も居なかった。そんなことも
出来ないのか？

秘書広報課

荷物の搬入や、片付けを速やかに行うため公用車１台は
近くに駐車させていただきましたが、配慮が足りず申し
訳ありませんでした。今後は、同様の問題が起きないよ
う、駐車場の表記等について関係課と相談させていただ
きます。

8 牧之原
周りに放置茶園が多くなっています。取り組みをどう考えて
いるのか。

農政課
お茶特産課

農産物価格が低迷する中、⾼齢化、労働⼒不⾜等によ
り、⼟地条件が悪い農地を中⼼に、耕作放棄地が増加し
ています。市では、農業者等が行う荒廃農地を再生する
取組を支援するとともに、農地中間管理機構を活用し、
担い手への農地集積を推進し、耕作放棄地にならないよ
う農地の有効利用や農業経営の効率化を進めていきま
す。

9 片浜
片小の利活用ですが、片浜地域住民が使うスペースが残って
いないのではないか？

企画政策課 事業者決定後に、片浜地区を含め協議していきます。
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参加者アンケートの意見に対する回答

10 片浜
海岸に行きたくても、砂浜もなくテトラポットが多くあって
危ない海岸でさみしい。何とか、安全に海（海岸浜部）に行
けるようにできないでしょうか。

建設課
今後、県の防潮堤の嵩上げ工事に合わせて、養浜も検討
していきます。

11 相良

質問内容に回答を加えた資料にしてください。要点でも可。
各地区の情報・回答も含めて市のホームページへ載せてくだ
さい。市民トークでは無く残念です。質問票での回答では別
の方法がある

秘書広報課

地区が説明を求めた事項については、必要に応じてパ
ワーポイントに表示する等の対応をさせていただいてい
ます。各地区の会議録は全てホームページに掲載してい
ますので、ご覧ください。

12 相良

牧之原市の市民税が県内で高い方と思われるが？

（参考）
　県民税　均等割　1,000円（地方税法第38条）
　　　　　所得割　4/100　（法第35条）

　市民税　均等割　3,000円（法第310条）　 （市税条例第31条）
　　　　　所得割　6/100　（法第314条の3）（条例第34条の3）

税務課

個人市民税は、均等割額と所得割額との合計額で、均等
割と所得割の税率は地方税法に標準税率が法定され、市
ではこの標準税率を基にして、市税条例で税率を定めて
います。
　県内35市町の全てが標準税率と同額を採用しています
ので、均等割額は県内の全市町が同額です。
　一人当たりの均等割の税率は、標準税率の県民税1,000
円と市民税3,000円に、特例分として、平成26年度から平
成35年度までの間、東日本大震災の復興のための防災事
業の財源とするため、県民税500円と市民税500円が加算
されているとともに、静岡県では森林づくり事業の財源
とするため、平成18年度から平成32年度までの間、県民
税に400円が加算され、平成29年度の市県民税の均等割の
合計額は5,400円となっています。
　また、所得割額は、市民の皆さん一人ひとりの前年所
得に応じて税額が計算されます。前年中の所得金額から
所得控除額（社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控
除、基礎控除など）を差し引いた残額の課税所得金額に
税率を掛けて算出した額からさらに、税額控除額（住宅
借入金等特別税額控除や寄附金税額控除など）を差し引
いた額が所得割額になります。所得割の税率も、均等割
と同様に地方税法に標準税率が法定され、市ではこの標
準税率を基にして、市税条例で税率を定めています。
　所得割の税率も政令市を除く県内市町の全てが標準税
率と同率を採用し、県民税４％、市民税６％となってい
ます（政令市は県民税２％、市民税８％）。
　所得割額＝課税所得金額×税率（10％）－税額控除額
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No 地区 質問・意見 担当課 回答

参加者アンケートの意見に対する回答

13 相良

①大沢ＩＣ東を東に行き萩間川の土手から大江に繋がる橋
は、いつできるのか。相中前を通って湊橋に出る箇所が狭く
渋滞しやすい。大江の小学生も遠回りをする形で通学路の一
部となっている。狭い歩行路を確保してくれてあるが、車の
出入りだけでも不安定なところ。小中学生が通ることを考え
ると使用する時間帯を選ばなくてはいけない。天の川線に橋
がつけば、交通が分散して子どもたちの安全も確保できるの
ではないかと思う。萩間川拡張工事が済んだら、早めに取り
組んでほしいと思う。

建設課

道路の新設や改良につきましては、膨大な事業費がかか
ることから、必要性や重要性、緊急性などを基に優先順
位をつけ整備を進めているところであります。
今年度、市の道路整備計画の見直しを進めているところ
でありますので、この中で「天の川大江線」について
も、整備時期を含めた優先順位などの位置づけをしてま
いります。

14 相良
中央公民館の存続、当初から廃止ありきではいけないと思い
ます。コミュニケーションの場として必要。草刈などボラン
ティアでやっています。

社会教育課

ボランティアでの草刈り等、相良公民館の管理について
御協力をいただきありがとうございます。相良公民館は
閉館となりましたが、相良地区に今まで公民館活動とし
て実施してきた事業や、地域づくり活動などを中心とし
た、地域活動の拠点となる施設は必要でありますので、
平成33年度供用開始を目途に整備いたします。

15 相良
牧之原市に図書館を欲しい。市民トークではない。ただの市
からの報告会ですね。

社会教育課

図書館については、今ある施設の空きスペースを活用し
整備を進める方向です。今後、公共施設にスペースが空
いたところで、地域の図書ネットワークの中核拠点とな
る機能を確保するよう整備を進める予定です。

16 菅山 消防団員減少をどうする？ 防災課

消防団員の確保については、市として団員の処遇改善を
図るなど、地域の皆様の協力を得ながら努力してきまし
た。
また、平成２８年度に消防団と市で、牧之原市消防団再
編計画を作成しました。ここには、消防団の組織構成は
もとより、詰所の再編について、消防団で検討された内
容が書かれております。市としましては、この検討され
た内容に基づき、消防団の運営がしやすい環境づくりを
進めてまいりたいと考えております。
地域の皆様につきましても、地域に密着している消防団
の応援団として、勧誘活動についてもご協力をお願いし
ます。
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No 地区 質問・意見 担当課 回答

参加者アンケートの意見に対する回答

17 地頭方

災害発生時、同報無線で火災場所を流す場合、公共施設は
何々あたり周辺ではなく、固有名で放送できないのか？（条
例に抵触するのか）。何々あたり→消防本部に要望を出して
いただけるという回答を貰いましたので、今後は無線放送に
傾注します。

防災課

同報無線での放送は、広域化後は消防本部からの連絡に
より市役所で放送しております。ご指摘いただきました
公共施設名での放送につきましては、連絡時に確認でき
ましたら放送できる体制を整えるよう進めてまいりま
す。

18 地頭方 広報まきのはらに記載してください 秘書広報課

市民トークの開催結果については、毎年広報まきのはら
９月号に掲載しています。紙面スペースの都合上２頁ほ
どしか使えませんが、詳細はホームページや市の情報公
開コーナーでご覧いただけます。

19 地頭方
質問票が手元の資料で一緒にないのは、書かずに帰ってしま
うので吸い上げることができない。

秘書広報課

各会場の受付で質問票を配布しておりますが、分かりに
くいようで申し訳ございません。アンケート用紙に書い
ていただいても、意見として吸い上げさていただきま
す。

20 地頭方 地頭方小学校前の防潮堤工事を早めてほしい 建設課 引き続き、県土木事務所に要望していきます。

21 地頭方 早急に相良公民館の対応について決定してください 社会教育課

相良地区に今まで公民館活動として実施してきた事業
や、地域づくり活動などを中心とした、地域活動の拠点
となる施設は必要でありますので、平成33年度供用開始
を目途に整備いたします。

22 地頭方
消防団の詰所とトーク地頭方を統合した施設を作る気持ちが
あるのか。ある・なしで答えていただきたい

防災課
社会教育課

ある

23 川崎
早く二重行政の解消を。牧之原市の70％が浸水区域と聞きま
したが、市役所を高台に移転してはどうか。

企画政策課

公共施設マネジメント基本計画では、両庁舎が耐用年数
を迎える時期に合わせて施設を一本化するとしており、
今後の長期的なまちづくりの視点の中で検討していくこ
ととなっています。

24 川崎
新婚さんいらっしゃいの対策は良いが、安心して子どもを産
める環境づくりをして欲しい。産院がない。

高齢者福祉
課

安全な分娩を取扱うには常勤の産婦人科医師が複数名必
要で、全国的に産婦人科医師が不足している中で、複数
の医師確保は大変困難な状況です。徳洲会には最大限の
努力をお願いしておりますが、市として効果的な支援策
は何かを検討し、医師確保に向けて取り組んでいきたい
と思います。
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No 地区 質問・意見 担当課 回答

参加者アンケートの意見に対する回答

25 川崎
ぐりんぱるを利用させて頂いています。大きな大会など駐車
場に苦労します。もう少しあると良いと思います。

健康推進課

ぐりんぱるの駐車場については、臨時に調整池駐車場や
グランド内の活用により駐車場を増設しておりますが、
年数回の大会では不足が生じております。調査はしてお
りますが、現在のところは、年間を通じての増設は難し
く、主催者側のご協力により、相乗りや宿泊先でのバス
送迎などご配慮いただいております。ご迷惑をおかけい
たしますがご協力をお願いいたします。

26 川崎 Hブロックの進入路、車いす対応は可か？ 建設課
Hブロックへの進入路は、南側と北側の市道からとなりま
すが、それぞれ車いすでの避難は可能となっています。

27 川崎
ポーラ跡地は住宅より津波避難タワーを作った方がよかっ
た。150号線を津波対策のために上げてほしい。

都市計画課

ポーラ跡地を取得した時には、既に「津波防災まちづく
り計画書」が策定されていたため、津波避難タワーでの
利用は、考えておりませんでした。
また、沿岸部においては、津波避難タワーがありますの
で、市の津波避難対策はできているものと考えておりま
す。

28 川崎 ポーラ跡地は市で開発ができないのか 都市計画課
当初より、民間参画を想定しての住宅地構想（案）を策
定していましたので、市での開発は、現在のところ考え
ておりません。

29 川崎

スクールバス5.5㎞の回答、片浜小の廃止特別（措置）のこ
と、3.5㎞の仁田地区も遠い距離と思うので、この機会に、市
内全ての小学校を対象に、交通安全対策、防犯対策として検
討されたら、いかがか。

教育総務課

片浜地区の小学生の通学については、小学校の統合に伴
う特別な措置としてスクールバスを導入しましたが、現
在、他地区でのバス導入は考えておりません。
今後、学校再編の議論を進める中で通学方法等について
も検討していくことになります。

30 川崎

勝間田川の桜並木は「静岡県の水辺100選」に選ばれていま
す。人と自然のふれあいの場を、もっと有効活用し、市民の
ため、とくに高齢者の体力増強、健康増進のために、遊歩道
の大胆な整備をして、勝間田川をウォーキングのメッカにし
たらどうでしょうか？高齢者の健康増進、生きがい創出、地
域のふれあいなど、高齢者がもっともっと元気になって支え
られる側から、社会を支える側の人間になれば、医療費・介
護費用の削減につながるのではないでしょうか。一時的には
建設費用が必要ですが、息の長い政策で環境の保全にも繋
がってくると思います。

高齢者福祉
課
健康推進課
建設管理課

【健康推進課・高齢者福祉課】
元気な高齢者が元気でいるためには、体を動かし筋力を
維持することが大切です。ウォーキングは高齢者にはと
ても良い全身運動となります。
また、自然を生かしたウォーキングコースは、リフレッ
シュ効果や心の健康づくりともなるため、高齢者のみな
らず、市民みんなで活用できるとともに、多くの交流も
生まれます。
ご提案を頂きました勝間田川の活用など高齢者の健康維
持、生きがいになるような施策を進めていきたいと思い
ます。
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No 地区 質問・意見 担当課 回答

参加者アンケートの意見に対する回答

31 細江
細江地区は東西に流れる川が多い。最近の集中豪雨は異常。
仮に1時間100㎜/hの降雨の時は、どのような状況になるのか
説明が欲しい

建設課

平成25年4月の豪雨では時間63㎜の降雨を最高に4時間で
178㎜もの雨が集中的に降ったことにより床下・床上合わ
せて62件の浸水が発生し、今年6月21日の豪雨では時間62
㎜を最高に4時間で169㎜の集中豪雨によって6件の床下浸
水が発生しております。
前後の降雨をどの程度見込むかにもよりますが、時間100
㎜の降雨があった場合には、これを超える被害が発生す
ることが懸念されます。
こうした被害が少しでも軽減できるように市では、細江
地区の浸水対策を進めているところです。

32 細江 川の浚渫は定期的にお願いします。 建設管理課
２級河川については、島田土木事務所、その他の河川に
ついては市で浚渫を、河川の影響が大きい部分から実施
しています。

33 細江
避難タワーのない地域の津波に対する、とにかく逃げるしか
ない。海岸線の堤防などの最急の整備。南北交通（150号か
ら）の大型車の交通量が増加しているが、対策は？

建設課
防災課

防潮堤整備については、国または県の各海岸管理者が実
施しますので、早期整備を要望しております。

34 細江
町内会ごとに議員さんと市で意見交換をしていただきたい。
時ヶ谷町内会は病院の官舎などの問題などを聞きたい。時間
が少ない

秘書広報課
議会事務局

議員との意見交換については、市議会で開催している
「議会報告会」もご活用ください。
個別に意見交換を希望される場合、内容によっては市や
議会と連携して対応することも可能かと思われますの
で、所管部署にご相談ください。

35 勝間田
知事選での18,19,20歳の投票率が低かった。選挙権が引き下
げられても、この状況では…投票率アップの施策を。

総務課

市選挙管理委員会では、高校生への選挙制度啓発を目的
に「出前授業」を行っています。本年５月に「出前授
業」を実施した高校では、選挙権のある生徒の９割以上
が６月25日執行の県知事選挙へ投票に行ったとの調査結
果が出ています。選挙や政治への関心が、高校を卒業し
た以降も持続するよう効果的な啓発を続けてまいりま
す。

36 勝間田
今までの要望などが、どう改善されてきたか知りたいです。
ただのトークだけになっているような気もします。

秘書広報課

市民トークでの会議録や、いただいた意見・要望等につ
いては、区を通じて回答させていただくとともに、市の
ホームページでも公開していきます。
すぐに回答ができないもの（検討が必要なもの）につい
ては、その後の進捗状況を確認のうえ、各区に報告する
ように努めていきます。
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37 勝間田
就労困難者に対する対応はどうしていますか？就労支援はし
ていますか？

商工企業課
働きたいけど働けない若者について、地域ボランティア
や市内企業の協力をいただき、就労支援を実施していま
す。

38 勝間田

例年になく暑い夏。海水浴客やサーファーが来て賑わってい
ますが、一番きれいにしておきたいトイレが不衛生でタイル
などが取れて、裸足でトイレに行けないのは考えもの。せめ
てトイレだけはきれいにしてもらいたいと思う。

観光交流課
気持ちよく利用者に使って頂くために、沿岸部活性化計
画を元に利用頻度や維持のしやすさなども考え、改修等
を考えていきます。

39 坂部
空港を生かすためにも市内（坂部地区）にテーマパーク（静
岡の産業のひとつ、プラモデルなど）の建設を誘致したらど
うか。

企画政策課

現在のところ、市ではテーマパークの建設の誘致につい
ては考えておりませんが、過去に川勝知事が空港西側用
地に航空展示館の建設の意向を述べております。
来年度にはターミナルビルの改築も完了し、他にも格納
庫建設に伴うヘリコプターの遊覧飛行が予定されてお
り、空港への集客については進んでいくものと推測され
ます。今後も空港への来場者が周辺地域へ足を運んでく
れるような取組みを県と共に進めていきたと考えており
ます。


