
7/1（金） 民生児童委員活動発表会/ 商工会打ち合わせ 
  2（土）   動画でつなごう水品氏講座（島田市） 
  3（日）  消防団査閲大会/静岡県農林技術研究所見学 
  4（月）   議会報告会応援（嶺田会館） 
  6（火）   教育福祉委員会 
  7（木）  馬場先生憲法講座（磐田） 
  9（土）   平山佐知子選挙応援 
  11(月）  きくがわおんぱく反省会 
  12（火） 政策討論会/議会だより編集委員会 
  13（水） 市町村議会議員研修「自治体決算の基本と実践」 
 14（木）  研修2日目 
 16(土）  倫理法人会女性経営セミナー/千寿の園夏祭り 
 18（月） 文化会館アエル水平線公演/はなちゃん募金協力 
 19（火）  調査：適応機能教室 福祉課 健康づくり課 
 21（木） 調査：体育協会/六郷地区健全育成会議 
 22（金） 4市議員フォーラム 
 23（土）  喜久の園夏祭り/上本所夏祭り/班長会 
               つくしの会 
  24（日） カラフル・ブリッジフェア開催 文化会館アエルにて 
 25（月） 教育福祉委員会/全員協議会・議会だより編集員会 
 27（火） 子ども議会/調査：福祉課/*きくがわ未来塾 
 28（水） 調査：健康づくり課/焼却灰立合 
 29（木） 教育福祉委員会掛川市ふくしあ・特別支援学校視察 

 30（金） 議会報告会（全体会） 
 31（土） GAW展（掛川市日坂）  
 
8/2（火）  議会視察 青森県六ケ所村 
  3（水）  岩手県滝沢市議会視察 
  4（木）  福島県被災地視察 いわき・ら・らミュウ他 
  5（金）  菊川夜店市 
  6（土） 草笛夏の祭典 
  7（日） 菊川市陸上競技会 
  8（月） 東遠組合議会 
  9（火） 臨時議会 
 10（水） 議会報告会委員会 
 11（木） なないろの風菊川ミーティング 
 12（金） 一般質問原稿/ 岡田京子さん講演会（島田） 
 13（土） 牧之原納涼大会 
 15（月） 内田小学校体育館安全祈願祭/戦没者慰霊祭 
      なないろの風富士市療育センター視察 
 16（火） 教育福祉委員会赤っち/視察/調査：言葉の教室 
 18（木） 議長会議員フォーラム 
 19（金） アグリフードEXPO視察（東京BIGサイト） 
       焼津おんぱれ成果報告会 
 20（土） みんなの学校上映会/ 掛川西高同窓会 
 21（日） 班長会 
 22（月） 市民ネット執行部説明会 
 23（火） 第3回定例会/きくがわ未来塾（協働センター 
 25（木） 教育福祉委員会/江差福祉会視察報告会 
 26（金） なないろの風焼津ミーティング/NPO法人COCO 
 27（土） 災害ボランティア訓練 
 29（月） 教育福祉委員会 
 30（火） 全員協議会 
 31（水） 調査：かすみ草 南陵高校  
          おおぞら幼保園 フレンズつばさ 
 
9/1（木） ランチミーティング 
      静大フューチャーセンター 
 2（金）  第三回定例会一般質問 
 3（土） 子どもを守る文化会議 
 5（月） 第三回定例会一般質問〇 
 7（水） 第三回定例会 
 8（木） 第三回定例会 決算審査分科会 
 9（金） 第三回定例会 決算審査分科会 
10（土） 千寿の園敬老会 
11（日） 六郷地区体育大会 
13（火） 小笠地区慰霊祭 
14（水） 会派氷見市視察 
15（木） 会派七尾市視察 
 
 

 

9/16（金） なないろの風ミーティング 
    17（土） 喜久の園敬老会 
    18（日） 菊川市六郷地区敬老会 
    21（水） 第三回定例会予算決算特別委員会 
         掛川未来希望塾/きくがわ未来塾プレゼン 
     22（木） 小山町交流会 
     23（金） ぽれぽれサロン ママと話そう 
     24（土） つくしの会 
     25（日） ボランティア研修会/菊川元気祭り/班長会  
     26（月） NBCメッシュテック見学 
     27（火） 第三回定例会/全員協議会 
     28（水） 市民ネット執行部説明 
 
10/1（土） お山の運動会/双葉保育園運動会 
   2（日） みなみめばえ運動会 
        なないろの風菊川キャラバン 
  3（月） 協働センターぷれっぜzんと講座長田氏講演会 
  5（水） 会派市長提案/きくがわおんぱく成果報告会 
  8（土） 棚田稲刈り 
  9（日） 島田実業自由祭 
 11（月）   西中キャリア教育打合せ 
 12（火） 政策討論会/平太さんと語る会/放課後子ども教室 
 14～16（金～日） 菊川市祭典 
 18（火） 議会だより編集員会/教育福祉委員会 
  20（木） LM推進地方議員連盟 
       グラフィック・ハーべスティング研修(（横浜） 

 21（金） ぽれぽれサロン/商工観光課打合せ 
 23（日） 班長会 
 24（月） 全員協議会/エディブルシティー上映会 
 26（水） わらび座げんない公演/きくがわ未来塾プレゼン 
 27（木） LM推進地方議員連盟熊本研修会 
 28（金） 熊本被災地視察 熊本城 益城町 南阿蘇村 
 
11/1（火） ランチミーティング/カラフル打合せ 
  2（水） 議会だより編集委員会/しんば賀津也政治セミナー 
  4（木） 教育福祉委員会 
  6（日） 菊川西中キャリア教育視察/駅伝壮行会 
  7（月） 協働センター打合せ 
  9（水） 菊川地区慰霊祭 
 10（木） 一般質問原稿 
 11（金） 六郷地区まちづくり懇談会 
 13（日） 六郷地区ふれあいフェスタ 
       なないろの風静岡キャラバン 
 15（火） 棚草最終処分場水処理施設放流管水圧点検立合 
 16（水） 棚草最終処分場水処理施設放流管水圧点検立合 
 19（土） なないろの風磐田キャラバン/浜松 
 20（日） まめまめマーケット/六郷地区自治会長会 
 24（木） 第四回定例会  
 26（土） 1％交付金プレゼン/つくしの会 
 27（日） 東遠祭り 
 
12/1（木）2（金） 第三回定例会一般質問 
  

倉部みつよまめまめ活動 

 
  編集・発行：菊川まちづくりフォーラム倉部みつよ後援会 

  439-0018菊川市本所1420-8               内部資料 

  TEL/FAX：0537-35-2781  facebook・Twitter・LINE・Insta 

   ✉：info@kurabemitsuyo.com   HP：http://kurabemitsuyo.com 
                                    

つながる菊川 つなぐ菊川 
~人をつなぐ 世代をつなぐ 地域をつなぐ～ 

 子育てのために菊川へ戻ってみたら、いいところがたくさんあるのに意外と
気づかれていない菊川のまちのちょうどよさ。「子育てするのに、まさにちょう
どいい」と菊川の子育てを応援する市民活動をするうちに、知らないうちに決
まっていることが多すぎる！議会にも女性の目線が必要と政治には、素人
だった私が、対話を重ね、聴いて、調べて、動いて、考え、提案する議員活動
を続けています。目の前の課題に取り組み人に寄り添い、共感を紡ぐことを
大切にしています。この4年間で議員という立場での視野も広がり新たな課
題解決をみなさんと一緒にしていきたいと思っています。 
 まちづくりは人づくりから～「ちょうどいいまち菊川市」は、人の顔の見える
まちです。これからのまちづくり、まちの運営は、一方的な説得型から関わる
人の「やりたい！」を盛り上げる納得型、合意形成型へ変わっていく必要が
あります。そこには年齢、性別、職業などの枠を超えた人々の「対話」が必要
です。対話を重ね一人一人が自分ごととしてまちの課題を解決することが求
められています。ここに住む人が幸せを感じる穏やかな日常を大切にしたま
ちづくりを目標にすることによって、誰もが暮らしてみたいまち、住みよいとな
ります。地方の時代、これからの地方が持続可能なまちとなるには、過去の
成功体験から脱却した独自のブランド力も必要になります。長い目でみてマ
イナスをプラスに転ずる新しい発想が必要です。 
 菊川の子ども達がこのまちに愛着・誇りをもてるようなまちづくりをみなさん
と一緒に続けていきたいと思います。皆様のご支援をよろしくお願い致します。 



●一般質問 4年間毎議会16回登壇しました！● 
■平成25年度  
第1回 ①市民の力でまちの活性化を！ 
第2回 ①市民参加のまちづくりの推進ついて 
     ②指定管理者と行政の協力体制について 
第3回 ①菊川市地域防災計画の見直しについて             
     ②新しい観光パンフレットの活用について 
第4回 ①子育て支援と定住化促進への菊川市ならではの取り組みについて 
■平成26年度 
第1回 ①子育て支援・教育が充実 
第2回 ①生涯を通じた予防対策で健康づくりに取り組むまちへ 
第3回 ①菊川市の2020年東京オリンピック・パラリンピックへの対応について 
第4回 ①協働のまちづくり推進によるこれからの菊川市の魅力発信ついて 
      ②これからの茶業推進について 
■平成27年度 
第1回 ①「菊川市のまち・ひと・しごと創生への取り組みは」 
       対話によるまちづくり・セカンドライフセミナー・投票率アップ・移住定住 
第2回 ①保育園定員と放課後児童クラブについて 
     ②不登校児童・生徒への対応及び対策について 
第3回 ①男女共同参画プランに推進よる女性が働きやすいまちづくり → 
第4回 ①菊川市市民協働センター設置について 
      ②来年度から運動器検診について 
■平成28年度 
第1回 ①対話によるまちづくり②シティプロモーションの方向性③投票率向上へ向けて 
第2回 ①市民サービスの充実   
      ②だれでも楽しめる市のスポーツ推進 
      ③利用しやすい場所への期日前投票所の設置について 
第3回 ①発達障がい支援と共に考える子育て支援のこれからの課題 
              ②不登校児童・生徒への対応その後  
      ③不育症治療への理解と助成 
第4回 ①防災対策 いざというときに役立つ避難所運営 
      ②菊川市の市民協働のこれから  ③菊川市の食育 

倉部みつよまめまめレポート ★がんばろう熊本！ LM熊本勉強会・被災地視察

へ参加10/27・28 
～災害時における議会の役割と自助・共助・公助のあり方を学ぶ～ 
〇大西 一史熊本市長から「熊本地震の対応について」お話をお聴きし
ました。ポイント！ 
・想定と現実の違いを見直す！ 
・本当に必要なことは何か！ 
・地震の後ありとあらゆる広場に避難する現実 
 （余震で建物の中にいるのが怖い） 
・文化財の防災対策が必要 
 熊本城昼間の災害だったら大きな被害が・・・ 
・携帯メールが伝わりやすい 必要！避難所の充電器やWi-Fi設備 
・エコノミークラス症候群対策 
・避難所の認知度の低さを実感 
・避難所マニュアルの使い方（避難所では受け身になりがち） 

防災対策にはまだまだ課題がたくさんあります。              
〇女性目線の避難所運営について 
・最初に 通路を確保する 
・被災者自身が運営することで  
 みんなが参加しやすくなる 
・女性の目線で日常の生活に 
 近い生活ができるように               益城町の被害 
 
12/2 避難・女性目線の避難所運営について一般質問します。 

                 ★＝自費での視察 

●ローカルマニフェスト推進地方議員連盟会員 
●女性議員を増やす会なないろの風 所属 
      （静岡県内市民派女性議員の会） 

★LM勉強会 
住民と議会のコミュニケーション・ツール 
「グラフィック・ハーベスティング 
              基礎講座」（横浜） 

議会と住民との「対話によるまちづくり」
のあり方が問われる中、絵をつかってわ
かりやすくコミュニケーションする 

「グラフィック・ハーベスティング」の手法
で新しい対話の場づくりの可能性を学び
ました。 

←●女性が働きやすいまちづくり 
菊川市になでしこハローワークが 
開設されました。 
●mama’s ShareShop そらまめで
↓ママの働くきっかけの場を提供 

                     運動器を司る     
                    体幹を鍛えるスポーツの推進 
スラックラインを西中の部活で 
リズムジャンプをアエルで開催 

増え続ける不登校児童・生徒への対応 
多様化する子ども達の心に対応する必要性があります。
学校へ行けないけれども場所が変われば 
通える子どももいます。保護者の学校以外の相談先が
必要です。進学先等の情報提供を積極的に行うことも
保護者の心を支えるために必要であることから適応機
能教室の設置を提案しました。 

外ばかりでなく市内へもシティプロモー
ションをする必要性があります。 

平成25年夏の視察時の富岡駅周辺 

平成28年8月視察の状況 
建物は取り壊されています。 
       復興は進んで 
       いますが未だに  
           帰れない被災者  
                がいらっしゃい   
        ます。 

視察 

まめまめマーケットでママの手作り品を販売 
1000人以上のファミリーが訪れて駅南商店街 
がにぎわいます。 

活動 

ぽれぽれサロンは託児付きの講座開催 
ママのお友達作り・リフレッシュの場に 

発達障がい児支援 
働くお母さんのために療育センターの延長保育についての理解を深める支援が 
必要です。保育園、幼稚園の保育士教諭の発達支援教育などについても 
質問しました。掛川のITTAさんが作った サポートブックnikoriの菊川版を 
作製し、年齢を決めて全員に配布することを提案しました。 
なないろの風で富士市の療育センターを事前に視察しました。 
富士市の療育センターは必要に応じて17：00までの延長保育の対応が 

あるとのことでした。健康づくり課に発達支援係が今年度から新設もされました
ので、今後の展開についてうかがい、福祉課・幼児教育課などとの連携について
も確認、ことばの教室、フレンズつばさ、かすみ草なども事前に視察しました。 

静岡県内の市民は女性議員が集まって 「女性議員を増やす会なないろの風」を結成 
日頃の情報交換、共有や視察、選挙応援など地域を越えたつながりで活動をしています。 
平成28年10月2日の菊川から始まった 「HOWTO女性議員 女性議員のトリセツ講座」と
いうキャラバンを県内5カ所で開催しています。女性ならではの目線やきめ細やかさで聴
いて、調べて、対話をして提案をして課題に取り組む活動をみなさんと共有しています。 

菊川キャラバン 

★でらーと・療育センター富士視察 

静岡キャラバン ★横浜市 官民連携視察 

会派の視察では 対話によるまちづくりを推進している 
富山県氷見市へ9/14・15 
市民の意見をふんだんに取り入れた 
高校の体育館をリノベ―ションした市庁舎 
は対話スペースを有効にとった仕事効率 
がアップするオープンな施設でした。 
2日目はお隣石川県七尾市 御祓川の 
森山さんにまちづくりの取組について 
お話を伺いました。市民の力が要です。 氷見市の庁舎内ミーティングスペース 

↓七尾市 ㈱御祓川office 

      地域の良さを見直す着地型イベント 
      きくがわおんぱくを開催→ 

まめマガジン発行→ 


