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登下校時の子どもの安全確保 緊急要望
川崎市でスクールバスを待つ児童らを襲う事件があるなど登下校時の

除いた全ての公用車を青パトに登録し、
現在の１００台から２００台以上

子どもが被害にあう事件や事故が増加しています。自民党市議団では、

に増やす。また、緊急対策として７月末までの平日午前７時〜８時半

1 学校や保護者、地域ボランティア、警察等の関係機関との情報
共有を活発化するなど、地域の連携を強化すること
2 通学路の危険個所を洗い出し、安全対策を講じること

3 防犯教育の充実など、子どもが危険回避するための対策を
強化すること

ごろ、
葵、
駿河、
清水の各区で３台ずつ青パトを走らせ、
登校時の子ども
たちの安全確保の推進」を行うことを早速決定し、
実施しています。
また、
自民党市議団では地域の自主的な防犯活動で自治会等が行う
防犯カメラの設置を推進
してまいります。

4 公用車への青色回転灯の装備（青パト化）など、子どもの安全
確保に向けた市行政の姿勢を示す取り組みを行うこと
を田辺市長に緊急要請を行いました。
それを踏まえて、市当局は「青色の回転灯を装備した自動車が市内を
巡回する青色防犯パトロール（青パト）の活動も強化する。特殊車両を

問い合わせは

静岡市役所
生活安心安全課

電話 054-221-1058
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人生１００年時代

高齢者の就労を促進しています

自民党市議団では、静岡市

NEXTワーク
しずおか

の 目 指 す 健 康 長 寿 なまち
づくりを推 進して増 加する

静岡庁舎2階
電話 054-254-2770

高齢者が活き活きと暮らせる
生涯現役促進地域連携事業

窓口は、
市・シルバー人材センター・商工会議所などが
「協議会」を立ち上げ、
連携して運営します。

を推進しています。

時 市役所開庁日 9:00〜16:00

昨年も、高齢者の就労支援

人 定年後の人、
子育てを終えた人などおお

について、静 岡 商 工 会 議 所
に対して要望しました。

（２）

▲ 全国に先駆けて、
NEXTワークしずおかが6月に静岡市役所

静岡庁舎2階に開設

むね60歳以上の人ならどなたでも(無料)

※予約不要・混雑時は予約者優先。

補正予算案
近年の豪雨、
地震など気候変動の影響による気象の変化や自然災害の

維持の観点から特に緊急に実施すべきハード・ソフト対策をとりまとめ

頻発化・激甚化に事前から備え、
生命や財産を守る防災・減災、
国土強靭化

ました。それを踏まえて、国が国土強靭化のための緊急対策について

の必要性が一層増しています。そのことから国では防災のための重要

社会基盤整備の認証増（21.3億円）を実施し、
6月市議会定例会で補正

インフラ等の機能維持、
国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能

予算案として提出され、
７月に可決されました。

社会基盤整備の主な内容
〇国道１５０号線・久能拡幅（清水区蛇塚〜駿河区大谷）
〇清水富士宮線橋りょう（清水区庵原〜伊佐布）
〇日出町高松線の用地買収（駿河区八幡）
〇静岡焼津線（駿河区：石部海上橋）など３カ所の橋りょう補修
〇大向福士線（清水区大平）法面対策工事
〇梅ケ島温泉昭和線（北賤機トンネル）照明LED化

石部海上橋の老朽化を補修します

法面対策を施工します

学校へのエアコン 進捗
昨年の災害ともいうべき猛暑を受けて、
自民党市議団

平成30年11月14日付け静岡新聞

でも市長あてに要望してきました。それを踏まえて、
静岡市では小学校の教室へのエアコン設置を一気呵成
に行うことを決定しました。中学校についても来年度
以降、
できるだけ早期のエアコン設置を要望してまいり
ます。さらに、私立幼稚園６園、私立こども園・保育所
５園でエアコン設置助成を行っています。市立子ども園
のエアコン設置は今月、
完了します。
● 詳しい設置スケジュールはこちらから ▶ http://www.city.shizuoka.jp/000807691.pdf

子どもの遊び場
研究会をスタート

が着々と動き出しています。
まず、
クルーズ

国道１号
長沼交差点の
渋滞対策の
国交省への
要望

船は、今年度も初寄港8隻を含む４７回

静清バイパスが全線４車線化し、現在、清水立体

先日、千葉大学園芸学部

の寄港、来年度も増加が見込まれ、清水

事業も進められています。今年には、
東名の日本平

教授を招き
『少子化・人口減少問題

港への注目は年々高まっています。そして、

久能山スマートインターが完成し、新東名の新静岡

の起死回生策となる子どもが遊び

日の出地区に待望される海洋・地球総合

インターとを 結 ぶ 山 脇 大 谷 線（流通センター

育つ都 市づくり』をテーマに講 演

ミュージアム整備は、
いよいよPFI事業化

通り）が国道1号線を交差する「長沼交差点」が

していただきました。公 園 など の

の段階に入り、建設用地の取得も進めら

慢性的な渋滞を起こし、市民生活に損失を与えて

ハード面だけではなく子どもたち

れています。また、興津では、2月に海づり

います。先 般 、田 辺 市 長とともに国 土 交 通 省を

が 健やかに成 長し、楽しめる遊び

公園が着工し、令和4年度の暫定供用を

訪問し、牧野副大臣に長沼交差点の渋滞対策を

場について意見交換を重ねて市政

目指し工事が進められています。

要望しました。

に反映してまいります。

清水を
海洋文化
都市へ
清水港周辺での海洋文化の拠点づくり
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