
分類 議題 優先 会場
空き家 空き家対策 ○ 新居
空き家 空き家を使うような施策を考えたらどうか 新居
空き家 空き家対策について 新居
空き家 空き家対策はどのように進める考えか 新居
空き家 家を建てられる土地を提供するのはもちろんであるが、空き家を活用すること（空家バ ○ 南部
空き家 若い人たちの感性でリフォームできるよう体制を作り、市で補助する ○ 南部

移住・定住
”職住近接”のために、方向性を明確にしているが、企業人に対して、どうアピールして
いくか。どう考えているのか。

新居

移住・定住 湖西市に住めば100万円の助成金の件について おぼと
移住・定住 「定住の促進」現在に比べ5年後、10年後はどうなるのかを知りたい おぼと

移住・定住
定住者減少対策はいかにすべきか？シュミレーション20年後に４万人になる見通し（▲
２万人）

おぼと

移住・定住 学生から湖西に定住10年奨学金 西部
移住・定住 定住促進奨学金制度について 西部
移住・定住 みらいのこさい奨学金について 西部
移住・定住 アンケートの実施。市外の人。（移住） 西部
移住・定住 他市から通勤している人へのアンケートの実施はされているか。 西部
移住・定住 借家の市民と市内に住宅を取得する市民との差は何人ですか。 西部
移住・定住 家購入補助、新婚さんへの10万円、奨学金制度には大賛成 ○ 西部

移住・定住
みらいのこさい奨学金について。グローバルな人材になってもらうためには市内の企
業に就職っていうしばりはどうかと。

○ 西部

移住・定住 Uターン希望者が戻れるようなPRやその施策 ○ 南部

移住・定住
湖西市出身のUターン希望者を集め、Uターンをしやすくする。湖西市の住み易さをPR
活動に使う

南部

移住・定住 なぜ住みたがらないか？ 北部
移住・定住 若い人が転出しないプランは？ 北部
移住・定住 湖西中学校区の人口（子供）減少に対して、市の考えは？ 北部
移住・定住 人口を増やしたいとのことですが、学校施設拠点構想とは相反していると思います。 西部
移住・定住 みらいのこさい奨学金。親の収入のわくがあるのか？ おぼと
移住・定住 二世帯居住事業補助金 ○ おぼと

移住・定住
若い人を増やす→病院や学校や買い物道路などの拡充も必要になると思います。（最
終的には墓地も）今現在も問題が山積だと思うのですが…。できますか？

○ 西部

移住・定住 中古住宅（現状リフォーム20万補助）へ補助金を増額して定住者を増やす（案）はどう おぼと
インフラ 下水道の整備。 西部
インフラ 旧焼却場の解体なぜストックヤード建設 ○ 西部
インフラ インフラ整備のあり方 新居

インフラ
公共工事の時間が長すぎる。もっと短時間に終わる方法は。予算もかなり使うのでは。
（税金の無駄使い）

北部

インフラ（ＪＲ） ＪＲ新所原～鷲津の中間に岡崎駅をつくる。 ○ 西部
インフラ（道路） 道路整備のしっかりした街 新居
インフラ（道路） 道が狭い 新居

インフラ（道路）
中之郷の通学路が車の行き来が激しく、雨の日に車が水を跳ね上げてしまうので道路
を整備してほしい。

新居

インフラ（道路）
しょっちゅう道路工事をしとるけど本当にいる？税金の無駄遣いではないの？貴重な
税金しっかり使ってください。

西部

インフラ（道路）
市営住宅から学校までの道について。小中学生と会ったとき、雨で傘をさしているとき
「今、車突っ込んで来たら怖いなぁ」と何度も思ったことがあります。

○ 西部

インフラ（道路） 道路の整備 ○ 南部
インフラ（道路） 道路の整備 南部
インフラ（道路） 白須賀・新所原県道の交通量の緩和（最近トラクターで県道を走れない） 南部

インフラ（道路）
三ケ日インター～豊橋港までの有料道路H33年度計画立案（湖西北部地区にインター
の導入）

○ 北部

インフラ（道路）
道路の渋滞対策について。また、新しい道路建設において一番の障害になっているこ
とは？

北部

インフラ（道路） 浜松三ケ日豊橋道路の進捗状況。どのへんにIC？ 北部
インフラ（道路） 朝の通勤時間帯の301号の渋滞について ○ 北部
インフラ（都市ガス） インフラの整備。都市ガスの整備。 西部
エネルギー 昨年台風で広域停電を経験した。湖西市として省エネ・創エネについて考え方を聞きた おぼと
介護 介護の充実⇒包括ケア病棟でも自宅でも生活したい 新居
学校施設 学校施設がすぐにきれいに改修されないのはなぜですか。 西部
環境 白須賀第6では明輝クリーナー問題 南部
環境 臭気について 西部
環境 きれいな街づくり（マナー条例をどのように進めるか） ○ 新居

環境
湖西市の定めている「マナー条例」についてＰＲするだけではよくはならない守ることが
大事。きれいな街づくりが必要だと考える。必然的に住みたいまち、家を建てたいまち
となるのでは

新居

環境 浜名湖の水産資源を増やす（キレイ化）する取り組みをしてほしい 新居

議会
議員定数について。議員が多く、湖西市として約10億の拠出は大きいのでは。18（17）
を半数に減らしてほしい。

新居

教育 教育環境の充実（企業のサポート） ○ 新居
教育 外国籍児童への対応（教育） 新居

教育
子どもの教育環境について。自由研究等で市内での評価を受けた後西部地区に出ま
すが、市としての支援不足が気になります。コンテストに教育長も来たと思いますが。

新居

教育 小中学生の「置き勉」等の荷物の軽量化 おぼと



分類 議題 優先 会場
教育 子どもの教育環境。習い事など…。 西部
教育 教育環境の充実 ○ 北部

教育
子どもの教育について。発達障害を含めた子どもの心の問題を幼保子ども園から小中
には医療と行政の連絡までどう考えているか？

おぼと

教育 高校。湖西高校、新居高校⇒できれば浜松へという親の願い。 新居
教育 新居小学校の体育館の雨漏りを直してほしい 新居
教育 学校給食センターについて おぼと
教育 教育長公募制の導入 おぼと
教育 湖西市にある高校の統一化は？ 西部
教育 幼小中学校のエアコンの導入 北部
教育 教育長公募制の導入 ○ おぼと

教育
小中高は現在あるが、更に上を望むと結局市外へと出ていく。企業とのコラボにより、
専門性の高い教育機関を誘致できないか？

○ 新居

教育 幼稚園教育（市立と民間での差） おぼと
教育 保育園の数を増やしてほしい ○ おぼと

教育
湖西市が小さいしながら住みやすいより良い市にしていくためには教育面から考えると
小児精神科医を常駐させる。または、日数を多くするという方針はあるか？また、障害
をもった子が通える幼稚園のようなものを作る計画はあるか？

○ 新居

警察 警察署（交番）の建設する場所について 新居
健康 若い夫婦が住みやすくなるように妊婦への対応。相談ができる場所を作ってほしい。 ○ 北部
健康福祉施設 おぼとの会議室の予約がなかなかとれない。 西部

公共交通
コーちゃんバスについて。高師山に住んでいるが、行きはよいが帰りのバスの本数が
少なすぎる。乗車の人数が少ないために財政負担が大きいとはわかっているが？

○ 新居

公共交通

今昼間乗っている人が誰もいなくても奏功している無駄では？かといって路線がなくな
ると高齢者の足がなくなる。完全予約制みたいに連絡、そし乗る人があれば走行する
とかボランティアが普通乗用車で送り迎えをするとか。湖西市としてみらい自動運転の
モデル地区をめざして

○ 新居

公共交通 コーちゃんバスの改善。大きく、乗車数がすくない。前のように小型に変更したらどう 新居

公共交通
コーちゃんバスの利用について。手をあげたらどこでも止まってくれ、乗車できるシステ
ム作り

新居

公共交通 北部方面の遠鉄バスの再開。希望する学校に進学するためにも朝夕2便だけでも ○ おぼと
公共交通 交通の便。5年後、10年後の構想は？ おぼと
公共交通 市営バス等の高齢者の移動手段について おぼと
公共交通 交通の便（湖西市内） 西部
公共交通 交通の便（車がないと生活できない） 西部
公共交通 公共交通機関の整備 ○ 南部
公共交通 交通網の整備 南部
公共交通 買い物等、自動車が乗れないときの不便さ 南部
公共交通 高校生の交通手段の検討 ○ 北部
公共交通 老後の交通手段 ○ 北部
公共交通 高齢者や子どもの交通手段の確保 ○ 北部
公共交通 交通が不便 ○ 北部
公共交通 交通の便 ○ 北部

公共施設
何か施設を作るとしたらメリット・デメリットが知りたい。そしてそれを中学校に出向いて
話すのはどうですか

北部

公共施設 公共施設の在り方 新居
公共施設 児童館、図書館など放課後や休日に利用できる施設の充実 西部

公共施設

この市で最も多いであろうおじいさんおばあさん達を優遇（老人ホームの建設など）す
るのはなぜか。なぜ若い人が出ていくかを考え、未来の住人である私たち小中校（特
に小）をもっと優遇しないのか。設備を整えるのが良いとは限らないが、もう少し考える
べきではないだろうか。小学生より。

西部

高齢者対策 市長　若者への配慮に賛同するが、高齢者への対応が欠けているような気がする 南部
子育て 子どもの遊び場が少なく感じる 新居
子育て 小学４年からの放課後の居場所欲しい。 ○ 西部
子育て 子育て支援施設について。のびりん（新居）津波が心配。 ○ 西部
子育て 子育てのしやすさ ○ 北部
子育て 知波田地区の子供の減少対応 北部

子育て
子供が4月から小学校に入学し、授業後、児童クラブを利用したいのですが私の住ん
でいる岡崎小学校では定員がいっぱいで入れないと言われてしまいました。湖西市は
子育てに協力的な町だと思いますが、至急対策を立てていただきたいです。

北部

財政
人件費。どこのまちでも人件費の削減に悩んでいると思いますが、市のラスパイレス指
数はどうなっていますか。

新居

在宅医療 通院できない人のための在宅訪問診療について 西部
在宅医療 自立での看取り体制 北部

産業振興
湖西ふるさと納税の件。豊田佐吉さんにちなんだ光るカイコの生産→豚コレラなどで生
産が不安定。新しい産業を興す。

西部

産業振興
1月の公報に解体時期完了がH31.1.31からH31.7.31に延びたのはどうしてですか（勤労
青少年ホーム）

南部

産業振興 共働きが多いので、企業内に託児があれば安心して働きやすいのでは。 新居
産業振興 ＥＶ化に伴う産業構造の検討 新居

産業振興
日本企業は女性主婦の皆さんの働きはたいへん企業にとって戦力になっています。今
後市長の戦略は？

新居

産業振興
外国人労働者の生活環境や労働環境の改善。すでになくてはならない外国籍の人た
ちに対する市としての考えは？労働力としての確保を企業だけに任せていないか？

新居



分類 議題 優先 会場
産業振興 来てもらう企業を多様化していろいろな職種の人が来られるように ○ 南部

産業振興
湖西市は湖の西。静岡の西端の工業の街。今後移り住む人を増やすための湖西市の
魅力作りを企業市民と組んで発想する考えはあるか？

○ おぼと

市職員 電話は名前を言う。（名乗る）（市の職員） 西部

市職員
昨年度、市の職員の評価するシステムができたと言われましたが、その成果はいかが
なものでしたか。

南部

市職員
湖西市職員の採用は湖西市市民を優先にしてはどうかな。市外の人では災害時の救
助支援に役立たない。

おぼと

市税 都市計画税の見直し 新居
自治会 各地域の地元のお祭りへ補助があってほしい。もっと地元を盛り上げたい。 新居
自治会 自治会の役員を選ぶのが大変です。自治会の負担を少なくする案は。家の新築を減ら 新居
自治会 自治会の子供と青年老人のふれあいが多いと思います。あったかい。 新居
自治会 日系人のアパート入居において町内会費の入金。ゴミ問題について。 新居
市の財政 借金は自分で返すことが大原則です。 西部
市民活動 諸団体への手当を減しているのはなぜか 西部

商業施設
食品は近くで買い物できるが、買い物はイオンに行くことが多々ある。魅力的な買い物
先が少ないかな？

おぼと

商業施設
鷲津地区、新居地区に比べて岡崎地区で集まったり買い物する場所が少ないので賑
やかなところが欲しい。

西部

商業施設
商業施設による街の活性化。郊外へ出なくても子ども達が買い物し、遊べる場所があ
ると良いのでは？（親の目も届きやすい）

西部

商業施設 商業施設について（歩いて買い物に行けない地区がある） 西部
商業施設 商業施設について 西部
商業施設 スーパーマーケットなどの商業施設 南部
商業施設 商業施設をもっと呼んでほしい（ショッピングモール・せーパー銭湯等） 北部
商業施設 大型ショッピングセンター 北部
消防団 機能別消防団について市はどう考えていますか。 おぼと
消防団 消防団員減少問題 南部

消防団
消防団員のなり手が少なく、消防団が解散してしまいそうだ。第3分団では、他地域に
住んでいる人が6名ほど団員として活動している。どうしたら団員を確保できるか

南部

消防団 消防団のなり手がない。今後どうするのか 南部
人口減少 児童減少問題 南部
人口減少 子どもの減少。今、小学生が当地区では3人 南部

新市民会館
市民会館について現在鷲津地区に計画されているようですが、新居文化公園の西の
空地に防災センター兼用で設置したらと思います。

新居

新市民会館
市民会館だといっているが、本当に需要はあるのだろうか。そんなに作りたいなら、１
回市民全員（満７歳以上）の人たちにアンケートをとることをして、市民たちの声を聞け
ばよい。そうすれば、本当に必要な施設が分かるはずだろう。小学生より。

西部

新市民会館 旧市民会館は文化ホールに（音響効果の優れたホール） ○ 西部
新市民会館 市民会館はいりますか？市民全員のアンケートをしてほしい。 ○ 西部
新市民会館 湖西市市民会館の建設場所、時期。提案：市の中心ではなく、将来を期して市街地が 北部
生活支援 最期まで家、地元で生活できるシステム、支援サービスの強化。 ○ 新居
生活支援 年齢を重ねてからの生活が不便になることに常に不安を感じます。特に買い物 南部
生活支援 生活の不便さを解消するには？ 北部
生活支援 高齢者の買い物に不便（交通の便が悪い、コンビニ等の小売業が無い） ○ 北部

総合計画
広報こさいの表示にあった市民協働で創る「市民が誇れる湖西市」のキャッチフレーズ
を削除したのはどうしてか。2020年までの新湖西市総合計画のキャッチフレーズは「市
民が誇れる湖西市」であることから理解できない。説明を願います。

おぼと

太陽光発電 太陽光発電事業者の開発行為について、今後の条例等の法案を作成するのか？ ○ 北部

太陽光発電
太陽光発電につき、ソーラー設置の現状を一度市長さんに近くで山崩れの現状を見て
ください

北部

太陽光発電 条例施行前の開発行為の不備のあるものは、どのような対処をするのか（ソーラー設 北部
地域医療・病院 どうしても浜松の病院を受診。大きい病院のほうが安心。 新居
地域医療・病院 市内に産婦人科がなく安心して子供を産める病院に 西部
地域医療・病院 医師の育成。市出身の医学生に奨学金 西部

地域医療・病院
新婚さんを「こさい」に招いても子どもを産める病院が市内にない。→豊橋市や浜松市
に住もうにならないか

西部

地域医療・病院 こども医療費無料化はよいが、小児科は市内で充足しているか。 西部
地域医療・病院 湖西病院。産科必要。市内で産めるように。 ○ 西部
地域医療・病院 湖西病院への市からの補助金の推移は（前年比）。 ○ 西部
地域医療・病院 医療サービスの充実 ○ 南部
地域医療・病院 知波田地区のお医者さん診療所がない 北部

地域医療・病院
湖西病院について、地域の病院として必ず残して頂きたく、効率化、合理化を図り医師
の確保も願う。（開業したい医師に科単位での貸し出し制）

新居

地域医療・病院 湖西病院患者を多くする。マッサージ（老人対象の課を補充する） 新居

地域医療・病院

湖西市が小さいしながら住みやすいより良い市にしていくためには教育面から考えると
小児精神科医を常駐させる。または、日数を多くするという方針はあるか？また、障害
をもった子が通える幼稚園のようなものを作る計画はあるか？

○ 新居

地域医療・病院 夜間救急に小児の対応ができる先生を常駐してほしい。 ○ 新居

地域医療・病院

湖西病院経営改善。湖西市の企業の社長さんに予算・決算を見てもらいアドバイスを
受けてみたらと思います。同じく銀行の貸付係に予算決算のをみてもらい、湖西市の
保証がなくても金を貸し付けてくれるか聞いてみて下さい。

新居

地域医療・病院 子育て前の対応。湖西病院　出産のための産科 新居



分類 議題 優先 会場

地域医療・病院
湖西病院の赤字対策。本当に赤字を減らすことができるのか。経営体系を市立から他
の組織に移行する意思は無いか。

○ おぼと

地域医療・病院
湖西病院の赤字改善状況は？高齢化に備え療養型病棟に重点をおくべきでは。定住
促進にもつながるのでは

西部

地域医療・病院 2025年には入院ベッド数が足りなくなり入院拒否が生ずるのではないか 西部
地域医療・病院 湖西病院を差別化したらどうか？救急病院＋何か１つor２つ 西部
地域医療・病院 子育てしやすい市。小児科の緊急医療の充実。湖西病院で対応できていますか？ 西部
地域医療・病院 産科に特化した病院をつくる（医師、助産師、施設に予算を充てる） 西部
地域医療・病院 入院者の減少の原因は？ ○ 西部

地域医療・病院
湖西病院の利用者が何人になれば採算が取れるのですか？また、市民数が何人にな
れば採算の可能性があると思われますか？

○ 南部

地域医療・病院 湖西病院の赤字問題 南部
地域医療・病院 湖西病院の赤字解消（案）は？ おぼと

地域格差
住宅等促進を図る中、湖西市全体をみると、年寄り地域格差が非常に目立つ。鷲津岡
崎地区に多く、その他の所は手をつけてない。学校の存続、小学校等コンビニ無し。負
のスパイラルに入っている。

南部

都市計画 新しく開発するＥＶエナジー用の土地の周りに宅地開発も合わせて行えたらよいと思 新居
都市計画 居住用の土地。10年後はどうなのか おぼと

都市計画
職住近接の促進。市街化調整区域の活性化を図ることから安価な住宅用地の提供が
重要と考えます。市として市街化調整区域にあの大規模既存宅地の再開発、あるいは
大規模集落区域の住宅用地開発ができないでしょうか。

北部

都市計画 市の中心を運動公園の近くにもって来て欲しい。 西部
都市計画 住宅地について、新居地区にはあるか（計画） 新居
都市計画 規制を緩和し自由度の高い街 新居
都市計画 都市計画道路について。20年前に計画して急に変更することなく、今後の計画を聞き 新居
都市計画 市街化調整区域の用途変更について。市の取り組みは ○ おぼと
都市計画 居住用の土地 ○ おぼと
都市計画 市街化区域の見直し ○ 西部

都市計画
白須賀に住宅を増やす施策を既存集落に集落に住んでいる人以外にも集めるように
（調整区域の見直し）

○ 南部

都市計画
白須賀地区の人口、インフラ、道路等と学校を含めて5年後、10年後、15年後の設計
図、計画がみえない（全体の絵がみえない）

南部

農業振興 農業用地との線引きについて 西部
農業振興 高齢者の増の中、農業経営・従事者の減 ○ 南部
農業振興 農地の利用をどう考えていくか ○ 南部
農業振興 特産物を開発して（昔の白須賀大根）入出のこでまりの様に全国に自慢出来るものを 南部

農地
農地へのも自由に家を建てることができるように（売買も自由に）サラリーマンの定住
のために

北部

農地 住宅地を確保するために農地転用を進める手立ては？ おぼと

農地
住居用の土地について。農地との兼ね合い。自分の土地でも子どもに住宅地として使
えない場合がある。

南部

農地
農地法で農地は守られるべきだと思うが、農業委員の権限で指導監督していただきた
い。私人との問題だが、いまだ設置者と話がついていない

北部

農地
白須賀1.2区の人達で坂上に土地（農地）を所有している者には、災害が発生する前に
家を建てられるようにしてほしい

南部

農地
宅地が高い。市内の宅地を安価に提供するように農耕地の改革（青地→白地へ）国へ
の陳情をする（案）昭和の地（今から30年前の青地を白地へ）を変える。

おぼと

福祉 発達障害支援について ○ おぼと
保育園・こども園 保育園充実。こども園の充実。 ○ 西部
保育園・こども園 こども園化の加速方策等 ○ 西部

防災
津波対策・対応については旧湖西と旧新居で別な取り組みが必要と考える。（沿岸部
と陸部の違い）

○ 新居

防災
沿岸部地域の防災倉庫は流出防止のために旧ユースホステル（三十ヶ谷の森）に用
地準備をしてほしい

○ 新居

防災 生命の確保・財産の保護⇒安全安心に住める街づくり ○ 新居
防災 防潮堤の計画はあるか？津波対策をしてほしい。小さくてよいので数を増やしてほし ○ 新居

防災
40億円のお金があります。市長は箱モノを作るかまた、住民の命又財産を守る堤防を
作るかどちらですか

○ 新居

防災 大津波の際、身体に障害のある方を避難地に避難させる方策は 新居
防災 少子高齢化の対応。特に災害対策 新居
防災 津波対策 新居

防災
命山の利用方法。市民の意見を多く取り入れてほしい。（代表者だけでなく、一般人（だ
れでも））

新居

防災 堤防の補強 新居
防災 地震など防災に安心できる街 新居

防災
自然災害時（国や県以外の）市としての対応策はありますか？（人、資材、他県との協
力など）

新居

防災
広報こさい3月号に市民に対して災害の備えを伺っているが、当局は災害復興基金は
いくらあるのか。因みに静岡県は5千億円強準備している。

おぼと

防災 防災について。台風24号を受けて心配になった。 西部
防災 白須賀海岸の津波対策について計画はどのようになっていますか？ 南部
防災 防潮堤は作りませんか？（浜松磐田はしていますが、、、） 北部
防災 浜名川の水門管理の自動化 ○ 新居
防災 新居町は海、湖に近く津波などがこわく、住宅地を高台に 新居



分類 議題 優先 会場
魅力・観光 湖西の魅力を伝えるために佐吉翁のことをＰＲしてはどうか。 西部
魅力・観光 観光資源を生かしてほしい 新居
魅力・観光 関所を中心とした食べ歩き 新居
魅力・観光 浜名湖一周ウォーク 新居
魅力・観光 観光資源の活用。旧湖西市、旧新居町の連携ができていないのでは？ 新居
魅力・観光 ボートレース場にテーマパークのような施設を作ってほしい 新居
魅力・観光 観光。大知波桜を梅田川に植える。時間が掛るので、アジサイでつなぐ。 西部

魅力・観光
湖西市のホームページに湖西を自慢できるようなことが書いてあるカードみたいなもの
があればいいなと思います。（今まで初めて会った人が、湖西を知っていたことがない

○ 西部

魅力・観光 市営のグランドゴルフ場の建設 ○ 西部

魅力・観光
観光の活性化について（新居関所だけでは増加は見込めない。他の施設とセットでPR
できないか。）

南部

魅力・観光 市への愛着を高める。まず、白須賀への愛着を高めるには 南部
魅力・観光 市民の憩いの場（すてきな所がほしい） ○ 北部

魅力・観光
流出する消費に対する具体的な事業をしてほしい。道の駅の近くに観光＋物産の店み
たいなもの等（ファーマーズマーケットみたいな）

北部

民間活用 民間アパートのマンション活用 おぼと
労働力不足 湖西市企業の労働者不足をどう対応するのか 北部

グループワークの際のファシリを決めては？ 新居
※優先…タウンミーティングにおいて優先課題として出されたもの


