
令和元年度　市民トーク　個人アンケートの主な御意見（回答可能なもの）

No 地区 内容 市からの回答

1 萩間

国道473で全線歩道を作ってくださ
い。国か？

国道沿線の用地買収、予算の制約等の問題があ
り、早期の対応は難しいと考えられるが、小学校
付近、交通量の箇所等、優先順位を付けながら道
路管理者である静岡県に要望していきます。

2 萩間

固定資産税も物価や家の収入に対し
てスライドして、収入が少ない時は低
くしてもらいたいと願います。

固定資産税は、資産の価値に対して課税されるも
ので、全国どこでも同じ制度となっています。ま
た、３年に１度の評価替えで物価や損耗による減
価も考慮しています。

3 萩間

ハザードマップは配って終わりなの
か？→個々への具体的説明が必要
では？

防災出前講座などで地域の防災知識や防災意識
の向上に努めておりますので、開催に向けて場所
や日程等の調整させていただきたいと考えますの
で、自主防災組織などを通じて防災課まで連絡を
お願いします。

4 萩間
スズキの造成後、家の裏で地面から
水が噴き出るようになった。市で調査
はしてもらえないか？

まずは詳細について企業立地室に教えていただ
き、状況に応じて対応を図ってまいります。

5 萩間

人口が少なくなり→区割りを大きくす
る。一人の負担が大きい！市の主導
で区割りについての話し合う機会を
作って！

自治会は住民の意志に基づいて行われるもの
で、地域の自主性、自立性が尊重されるべきもの
であります。まずは自治会をはじめとした地域で話
し合っていただくよう、お願いいたします。

6 萩間

萩間小学校前の黒子の道を広くして
ほしい。小学生の登下校が大変危
険。中学生も同じく。
萩間地区で黒子の道が一番危険で
す。

道路管理者である静岡県によると、過去に計画し
ていたが地元の調整が不調に終わり整備には
至っていない。
今後、地元で整備を要望するならば、事業着手準
備制度を用いて、あらかじめ地元の合意（用地提
供者の同意等）があり、静岡県に市を通して要望
があれば、整備していく可能性はある。
今一度、地元において検討いただきたい。

7 萩間
有害駆除した物の処分場の建設をし
てほしい

専用の処分場建設は、財政的に負担が大きいた
め、老朽化しているごみ処理場の更新計画の中で
併せて検討していきます。

8 萩間

小学生が中学に進学する時の通学
手段として自転車。この自転車の購
入に関して手厚い補助をお願いした
い

中学生には、学校まで6ｋｍ以上あるご家庭につ
いては、年間8千円の通学補助をさせていただい
ております。このような自転車通学への補助制度
を実施しているのは牧之原市だけとなっておりま
す。現状ではこれ以外の補助制度は考えておりま
せん。

9 萩間

歯科検診を無料に 歯や口の健康は、健康の保持増進、疾病予防の
上で重要です。現在、40歳、50歳、60歳、70歳、75
歳、80歳の節目の年齢では、無料で歯科検診を
受けることができます。しかしながら、歯科検診
は、かかりつけ医で毎年受診することが望ましい
ため、無料の検診をきっかけとしてかかりつけ医
を持ち、毎年検診を続けていただけるようお願い
いたします。

10 牧之原
牧之原で榛原相良は同じが良い。相
良分老人会が無くなったのが残念。
牧全部の老人会を１つにしてもよい。

シニアクラブ事務局である社会福祉協議会と協議
してまいります。

11 牧之原

高台開発は楽しみです。榛原病院は
もっと医師を増やして欲しい。救急の
医師も週３日では少ないと思います。
それも増やしてほしい。

本年度から、整形外科、総合内科、小児科救急対
応の医師がそれぞれ1名ずつ着任しました。今後
も指定管理者と協力して医師の確保に努めてまい
ります。救急患者については、365日24時間体制
で受入を行っています。脳血管疾患の患者のみ平
成記念病院や島田市民病院と連携し速やかに転
送するようにしています。
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12 牧之原

高台開発の件
課題は分かりましたが、Ｉ工程表など
で説明された方が、着地がいつなの
か見えてこない。時間だけが過ぎてい
くのではと思います。

土地区画整理準備組合では、土地利用計画や事
業計画の検討を進め、本年度における事業認可
の取得、本組合の設立を目指しています。市は、
準備組合への支援を行い、早期の事業着手に努
めます。

13 片浜

旧片浜小の利用について　道路の改
修、走行スピードの速さの是正　宿泊
する時の騒音や防犯の徹底を出来な
い場合の停止をお願いします。

運営事業者のマキノハラボと協議し、御指摘の点
の改善を図るとともに、事業内容について地域へ
の十分な説明をするようにします。

14 片浜
質問に対しての具体策を区民の人た
ちに連絡してほしい

聞いて終わりになることがないよう、地区等を通じ
て対応状況を伝えてまいります。

15 片浜

地域の方から来た質問・要望で、静
鉄ジャストライン相良静岡線について
で、バス停は難しくても無料の駐車場
はとてもありがたいので、進めて欲し
いと思いました。

乗継拠点の無料駐車場の必要性は感じておりま
すので、状況を見ながら、引き続き検討を進めて
いきます。

16 片浜

片浜には特急バスが停まるバス停が
１か所もありません。静岡・東京へ出
かけるのに不便です。→静鉄へ要望
を

静岡相良線は、長距離運行のため、速達性が重
要であるというのが事業者の認識で、新規のバス
停を要望しても難しいという状況にありますが、今
後も要望を続けて行きます。

17 片浜

牧之原台地の特産物の一つ自然薯
による「とろろ定食」を大々的に地域
ブランドとして展開を。

現在、市の委託業務として、まきのはら産業・地域
活性化センターにおいて観光商品の開発を行って
おります。その中のコンテンツのひとつとして情報
提供をさせて頂きます。

18 片浜

防災無線（屋内用の活用）・・・雨の日
は聞こえない

同報無線については、来年度までの3年間でデジ
タル化整備を行っています。メール配信なども含
め伝わる同報に向けて整備を進めていますので
ご理解願います。

19 片浜
デマンドタクシーは御前崎の病院など
にも１人で使用出来るのか？難病指
定が御前崎病院のため。

デマンド乗合タクシーは、地域の特性に合わせた
運行範囲としており、現在は御前崎市へ運行して
おりません。

20 片浜

体育館を利用させてもらっています
が、時計がなくなっているので、もしで
きるのであれば体育館に時計を設置
してほしいです。

アンケート時点では修理のため、時計を外してい
ました。現在は、修理し時計は元の位置に戻して
あります。

21 片浜

毎年、イノシシが増えているが、もっと
減らしてもらいたい

市では、猟友会に委託し、毎年200頭以上のイノシ
シを駆除しています。捕獲者には、補助金や捕獲
用ワナの貸出により、さらなる捕獲を支援していま
す。
イノシシの頭数削減のためには、捕獲だけでなく、
地域の皆さんが農作物を柵で囲うなどして、間接
的にイノシシにエサを与えてしまうようなことになら
ないようにすることも、対策の1つです。
今年度から新たに市では柵の設置に対する補助
金制度を創設しましたので積極的な活用に御理
解と御協力をお願いします。

22 片浜

実務が伴うと良いですが、道路に上
がった砂の処理はどうするのでしょう
か？

道路管理者である静岡県によると、平常時からの
道路パトロール、通報等により、路面への堆砂、
側溝への堆積等について管理している。
通行等に問題があれば撤去等をしていくため、市
を通して要望をお願いしたい。

23 片浜
防災、河川、シェルター、ここの部分
が一番大事だったのに、難しくてわか
らなかった

区長様を通じて、ご要望いただければ説明にあが
りたいと思います。

24 片浜

堀切川の土砂を早急に取り除いてい
ただきたい（台風襲来前にぜひともお
願いします。）

市管理の堀切川は、昨年度河床掘削を実施した
ところであり、今年度は平常時の河川パトロール
等で現地確認をしている。
その結果、現時点では顕著な堆積をしていないた
め、今後も台風等の気象状況に留意しながら管理
をしていく。
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25 片浜

南海トラフ大地震のデータ、計算する
と2034年に発生する。あと14年後。こ
の10年間ほどで仮設住宅地の整備
が必要かと思います。

市内の公共用地を応急仮設住宅用地として計画
していますが、災害の規模によっては不足するこ
とも考えられますので、借り上げ住宅などの他の
方法も含め対策は検討してまいります。

26 片浜

ジャンボエンチョー跡に図書館を整備
するようにお聞きしましたが、私が以
前調査したところ、近回りの市町は蔵
書数が20～25万冊だったと記憶して
いますが、牧之原市は５万冊（？）程
度で恥ずかしい気持ちになりました。
どうせ整備するなら他市程度の蔵書
数にしてほしい。

当該施設での図書館の拡充におきましては、現時
点での計画面積からしまして５万冊が限度かと考
えておりますが、蔵書数だけでは測ることのできな
い、近隣市町の図書館とは異なる特色のある図
書館を目指し、整備を図っていきたいと考えていま
す。

27 片浜
保育園の施設の老朽化が進んでいま
す。

現在、保育園等施設マネジメント計画（民営化等
の推進）を策定中。今後は計画に沿って施設建設
が推進されます。

28 相良

静波の公共トイレはいいが、サンビー
チの方にも目を向けて欲しい。花火大
会のことも

まずは、海水浴場での環境整備として、静波海岸
トイレのの水洗化を行い,サンビーチ等について
は、,順次、洋式化を進めてまいります。花火大会
については、まきのはら産業・地域活性化セン
ターにおいて検討中です。

29 相良

ＩＣ北開発について大和ハウスは全く
信用できない。市（市民）借金だけが
残る？

大和ハウス工業株式会社は、準備組合が公募
し、選定審査会による審査等を通じて一括業務代
行予定者候補として選定されました。市は、準備
組合と共に、新たな拠点、賑わいの場の創出に全
力で取り組みます。

30 相良

屋根のシャチ　８年も無、いつ取り付
ける？

今後、施設の耐震工事等の計画策定、実施を考
えており、その中で御質問の件につきましても、材
質や形状などについて、費用や管理方法等を鑑
みた上で検討していきたいと考えています。

31 相良

25～40％男子の未婚率40％には驚
きました。人口減少対策さらに出生数
低下に歯止めをかける為に、市をあ
げて婚活を推進するイベントを計画し
たらどうでしょうか。

これまでも市や商工会、社協等、ＪＡ等において婚
活イベントを不定期に実施しています。現在、近隣
市町と連携した広域的な事業を検討中です。

32 相良

相良中学校前の細い橋はやはり必要
だと思います。復活しませんか？

萩間川に架かる橋につきましては、今後都市計画
道路である天の川大江線の整備において架設計
画がありますので、こちらの実施に向けて検討し
てまいります。

33 相良

小中高とも全国的なレベル以上に引
き上げることを真剣に考えて欲しい。
専門的な大学も牧之原北地区でも設
置したらどうか。この市は特に相良地
区は非常にレベルが低いらしく若親と
しては子どもの将来に不安になり、子
どもの時からこの街を実質的に出て
行ってしまう。
産業・観光もいいが、一時的でも優秀
な子どもたちをこの街に増やして賑や
かな街から、イメージの良い誇れる街
が発進してほしい。おのずと産業も発
展し若者の雇用も増すに違いなし。

牧之原市では「望ましい教育環境のあり方に関す
る基本方針」の中で『キャリア教育を軸にした小中
一貫教育』や『コミュニティースクール』などを実施
していくことを考えております。具体的な施策につ
いては市のホームページに掲載されていますの
で、ご覧ください。
ここにあげてある、教育施策を実施することで市
内に住むみなさんが通いたい・通わせたいと思っ
てもらえる魅力的な学校づくりをめざしてまいりま
す。

34 相良

超高齢の田舎で何かやろうとすると
超高齢者が借り出される。地区の役
は昔、人の多くいた時代よりいろいろ
あり、寝たきりの人まで役になり、地
区の役になる人がいなくてケンカにま
でなる。地区の雰囲気は最悪。

自治会は住民の意志に基づいて行われるもの
で、地域の自主性、自立性が尊重されるべきもの
であります。まずは自治会をはじめとした地域で話
し合っていただくよう、お願いいたします。

35 菅山
同報無線で５時の音楽が長くて、電話
が聞けないので30秒くらいにしてくだ

5時の定時放送は「市の歌」を流しております。短く
できるか検討させていただきます。
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36 菅山

空農地の宅地化について、なぜ進め
られないのか

農地を農地以外の目的で使用する場合（転用）、
土地所有者または、土地利用者の具体的な計画
がないとできないこととなっています。これは、農
地法で定められているものです。
ご自身の土地でのお話でしたら、一度農林水産課
へご相談ください。

37 菅山
保育園無償化、第３子以降で給食費
が増えるのは困る

9月議会で、第３子以降の副食費助成事業を提
案・可決されましたので、実費負担は生じません。

38 菅山

分かったが、毎年同じなので聞き飽き
てしまいます。

なるべく新たな取り組みや、最新情報を伝えるよう
資料も変更してはいますが、大きく変わらない部
分もあります。初めて参加される方もおりますの
で、ご了承願います。

39 菅山
子どもが原へ帰るのが心配で、お宮
の場所も心配

来年度からの小学生の通学をメインとしたバスの
運行に向けて、検討を進めています。

40 地頭方

防潮堤はなぜ人が住んでいない所か
ら作るのか？
防潮堤を造るお金、造る職人のことを
考えてほしい。最後には造る人がい
なくなるのではないかと思います。

海岸管理者である静岡県によると、基本は震源に
近いほうから、人口・資産の多いところからの整備
となる。しかし、地元の意向、自然環境等の諸条
件から総合的に判断し、優先順位をつけながら整
備している。

41 地頭方

防災で避難地を造っていただきました
が、１年ほどで治水で追加工事を地
区でする様では設計上の問題では？

避難地の排水については国の設計基準に基づき
設計し施工しております。
ご質問の箇所がわかりませんので、連絡いただけ
れば確認をいたします。

42 川崎
議事録を欲しい 各区へ配付するとともに、ホームページ上で公開

しておりますので、ご覧ください。市役所両庁舎の
情報公開コーナーでも閲覧可能です。

43 川崎

"質問忘れのためここに書きました"
龍眼山の麓には７軒の方が住んでい
ます。そのうち３軒の方が１人暮らし
の方が暮らしています。台風・大雨が
ある時は不安を感じています。町内
会で３軒の方に連絡を取り合っていま
すが、町内会として指示などを出すの
に迷いがあり、土砂崩れ対処が大変
難しく困っています。市の知恵を貸し
てほしい。

市としては台風など重大な災害が起こる恐れがあ
る場合は、事前に避難準備・高齢者避難開始を発
令するように考えています。また、急に発生する集
中豪雨の場合は、防災課の職員が登庁し継続的
に情報を収集し、必要があれば速やかに指示など
をします。皆様におかれましては、非常時の情報
収集と市からの情報に注意してくださるとともに平
素から非常持ち出しなどの備えをお願いします。

44 川崎
市のハザードマップに無い物が、県の
土砂災害情報（ホームページ）に指定
されている所があるが、市の対応
は？

今年度に洪水ハザードマップを新しくしますので、
それには最新の情報を盛り込んでいきますのでご
理解願います。

45 川崎

市長の話が長い。川崎区に関連した
ことのみ
説明しても良いのでは！

説明時間については、また検討させていただきま
す。市民の皆さんから意見を伺う場ではあります
が、前段として市長から市政全般を説明させてくだ
さい。

46 川崎

まきはぐのクラウドデータは、どこの
企業のものを利用しているのか。市
役所の業務データはクラウドで保管し
ているのか。
クラウドデータの保存場所はどこか
（県内？県外？）

市役所の業務データはクラウドで保管されていま
す。保存場所は県外のデータセンターですが、セ
キュリティの観点から具体的な場所は公表してい
ません。

47 川崎

海岸に県のトイレがありますが、ドア
は潰れているし、とても汚いです。市
からも件に話をして一日も早く直して
いただきたいです。よろしくお願いしま
す。

申し出により、令和元年９月に御前崎港管理事務
所が修繕を実施しました。男子トイレの小便器の
水流部分については、引き続き県が、今後の施工
について調整中です。

48 川崎

空港への期待はわかるが、発展に伴
う市へのメリット（市の活性化、経済効
果など）の具体がよく見えない。
※空港と運営会社だけが活性化して
もダメじゃないのか？

空港の利用者が年間100万人以上いる中で、市内
への誘客は十分とは言えない状況でありますの
で、多くの方に牧之原市に訪れてもらえるように取
組みを進めていきます。
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49 川崎

図書館を２場所でなく、１か所で優れ
た図書館を建てて欲しい

立地の面から言いましても、身近な図書館として
多くの市民の方に足を運んでいただけるよう、当
面の間は、相良図書館及び榛原図書館の2館の
体制により、図書館事業を実施していきたいと考
えています。

50 川崎

空き家対策として補助金を出している
とのことですが、年々空き家が増えて
いることもあり、今後、市としてこの空
き家をどのように管理していくのか？

空き家の管理に関しては、原則として所有者に管
理責任があります。市では近隣住民や自治会役
員、市職員等から情報提供のあった空き家の所
有者に通知を送り、適切に管理していただくよう指
導・助言をしています。また、空き家に関するパン
フレットの配布、空き家無料相談会の実施、空き
家バンクへの登録推進、空き家の発生の抑制に
向けての啓発活動を行っております。今後、関係
機関及び地域の皆様と連携し空き家対策を一層
推進していきます。

51 川崎
同報無線の災害連絡、災害の地区で
なく、町内会名を発表してほしい

同報無線については、単説かつ迅速に伝える必
要がありますので、ご理解願います。

52 川崎

鹿島のサーフィン駐車場入り口、昨
年、鹿島港橋補強工事で仮設資材置
き場で大型車両の出入りで、入り口
の砕石が無くなり７月の雨でサー
ファーは入れなくなり農道に駐車され
た。入り口の低い箇所に砕石を敷きこ
んでほしい。

既に、8月に砕石にて整備済みです。
（観光課対応）

53 細江
今回の質問回答書を提出してほしい 各区へ配付するとともに、ホームページ上で公開

しておりますので、ご覧ください。市役所両庁舎の
情報公開コーナーでも閲覧可能です。

54 細江
財政困難の状況。市民感覚と差異が
ある。市民の意見を聞く投書箱の設
置を望む。

広聴事業の一環として検討してみたいと思いま
す。

55 細江
ままやま公園の整備、市外からの利
用者は多い。日陰になる休憩所の早
期設置を望む

令和元年7月、屋根付きの休憩所を設置しました。

56 細江

仕事を早めに切り上げ参加しなくては
ならない。公開の日を決め、休日に
行ってほしい。昼間に行ってほしい。
インターネットでの実施はどうか。

インターネットでの実施は視聴環境が限定されま
すので考えておりませんが、市民トーク以外でも
地域から希望があれば市長がお話しする機会を
検討させていただきます。

57 勝間田

イノシシの捕獲数は増えているようで
すが、現実（場）では減っていないと
感じます。猟友会だけでは限界があ
ると思うので、市として専属部署はで
きないものですか。

県内の自治体で、鳥獣害対策の専属部署の設置
事例はありませんが、多くの市町は鳥獣被害防止
対策協議会を設置しています。これは、JAや猟友
会、有識者、自治会の代表からなる組織で、本市
でも平成27年に設置し、捕獲補助金やワナの購
入等を支援しています。

58 勝間田

同報無線は聞こえるが、何を言ってい
るのか分からない。言っている人の問
題？ゆっくり、はっきり言ってほしい。

同報無線については、来年度までの3年間でデジ
タル化整備を行っています。メール配信なども含
め伝わる同報に向けて整備を進めていますので
ご理解願います。

59 勝間田

学校の統合をしていく中で、コミュニ
ティスクールのあり方が大きく変わる
かと思いますが、そのモデルプランな
ども検討していただけると有難いで
す。

今年度から、モデル校 3校（相良中、萩間小、勝
間田小）を立ち上げました。
将来にわたってモデルとなるコミュニティ・スクール
のプラン構築を進めてまいります。

60 勝間田

勝間田城址の草刈りをなんとかして
ほしい。区の役員が草刈りをしている
が、サラリーマンが多い中（けが人が
多いから）

勝間田城址における草刈りや樹木の伐採などの
管理等の業務について、毎年度勝間田区と業務
委託契約を取り交わし、実施していただいていま
す。

61 勝間田
地域活性化センター事業を、もっとわ
かりやすく、みんなに伝えてほしい

ホームページの活用を含め、観光事業及び市内
企業の販路拡大など事業の周知に努めてまいり
ます。
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62 勝間田

丸総の件は、道路拡幅したらどうか？
地元・業者とも両立できる

道路整備につきましては、緊急性などや市の道路
整備プログラム等に基づき、整備箇所の順序を決
め進めております。今回の件につきましては、地
域の課題として検討してまいります。

63 勝間田

消防署を勝間田地区に建設してくださ
い

現在、スケールメリットや消防救急業務のサービ
スの向上のため、消防救急業務については広域
化をしております。将来の消防体制については、
広域化のなかで検討してまいりますのでご理解願
います。

64 勝間田

同報無線がきちんと聞こえない所が
まだあります。まず必ず全家聞こえる
ようにしてほしい

同報無線については、来年度までの３年間でデジ
タル化整備を行っています。メール配信なども含
め伝わる同報に向けて整備を進めていますので
ご理解願います。

65 勝間田

城址などの草刈りなど地域に委ねる
のはボランティアに頼りすぎだと思う

勝間田城址における草刈りや樹木の伐採などの
管理等の業務について、毎年度勝間田区と業務
委託契約を取り交わし、実施していただいていま
す。

66 坂部

移住・定住に向けた取り組みで、引っ
越し費用の補助、市内に新築の補助
金などの件は知らなかった。長男家
族が知っていたならいいけど、もう牧
之原に住んで２年近くになりますが、
あとでは遅いのか？！

対象となる時期を設定しています。引越費用助成
については対象年度内、定住奨励金については
引渡日から2ヶ月以内となっています。

67 坂部

40歳以下位の人口減少とありました
が、その原因はなんでしょうか。

少子化もそうですが、高校卒業、進学や就職を機
に市外へ転出する人が多いです。子育て世代の
方に、移住・定住してもらえるよう様々な施策を実
施しています。

68 坂部

牧之原市、特に坂部には分譲地とな
る土地が少ないのではないか。

牧之原市は、農業を主要生産として基盤整備を
行ってきたため、茶園や水田などの優良農地が広
く散在します。特に坂部地区などの農村地域では
その傾向が強く、平地の田畑のほとんどが農業関
係の規制を受け、他の用途への転換が難しく、分
譲地などの開発が少ない状況となっています。
そのような中で、市では、空き家や空き地などの
情報について、牧之原市空き家・空き地バンクを
設け情報提供を行っており、併せて、宅建協会等
の民間のホームページや全国版空き家・空き地バ
ンクなどと連携しておりますので、宅地探しの参考
にしてください。

69 坂部
新築40歳未満の夫婦とは、二人とも
が40歳未満ですか。

申請年度の4月1日時点で、ご夫婦ともに40歳未
満であることが条件になっています。

70 坂部

川底をさらってほしい。災害にいろん
な意味で強い地域づくりをしないと若
い世代は移住してこないと思う。

坂口谷川の河川管理者である静岡県によると、今
年度坂口で2箇所、細江で1か所の河床掘削を実
施する。
基本、河川改修は河川整備計画により、下流から
整備をしていく。また日常の維持管理として河川
パトロールも実施しており、水災害が発生したいよ
うに改修や管理をしている。

71 坂部

投資と効果をしっかりとってください。
田沼意次生誕300年記念事業の必要
性？

今年度のコンセプトは、意次侯の功績の顕彰と継
承、市民の誇りと醸成、イメージアップなど地域活
性化のため、に事業を行っています。事業につい
ては、事業効果があがるよう取り組んでまいりま
す。

72 坂部

坂部小学校はなくなるのはつらいが、
子どもがいないのでは、ケンカになら
ない

望ましい教育環境を実現するため、子どもの学び
や育ちを中心に、学校再編計画を策定します。市
民の皆さんへの情報提供や意見聴取を実施しな
がら進めてまいります。
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