鳥羽市は将来消滅可能
性都市に入っています！
日本創生会議の公表で

企画経営担当副参事
平成２６年６月議会では 一問目「日本創成会議の公表結果」

えは。

の結果について市長の考

れば、鳥羽市の売りの食の価

は検討したい。漁業が衰退す

こうなりますよということで

ただ、何もしなかった場合は

衰退を食いとめることをやっ

光だけでなく、第一次産業の

も観光協会と連携しながら観

木田市長 私も驚きました。 値が下がっていく。これから

すので、やっぱりこれは何か

ていかなければなりません。

市長 議会の意見も聞いて検討したい

市民が集まる場所に市民センターの設置を

をしてこれを食いとめていか
なければならないと考えてお
ります

いたづ らに悲観する
ことはありません。しか
しこの現実の数字を行政、

一日に一万人が集まるとい

がかなえられるのか。

市内ショッピングセンター ２０４０年の市の人口は

議会および市民がしっか

う市内のショッピングセンター

梅村市民課長 初期投資の費

と鳥羽市の対策について、二問目

への「市民サービスセンター」設置について一般質問を行な 何人ですか。鳥羽市は将

りと踏まえて政策課題を

へ「市民サービスセンター」

用として、ファクス電話回線

何をクリアすれば願い

来消滅する可能性都市に

進めることが必要です。

いました。

入っていますか。

を設置する考えについて。

めに地場産業である漁業、 について一般質問をしま

守などの費用に対して３５万

万円。システム機器購入や保

そこで課題の若者の働

した。その後の状況はど

円程度、また、事務所として

等インフラ整備におよそ十数

う変わってきたのか。

の改修費、備品購入費等が見

浜口企画経営担当副参事 第

年 月にこの件

構想を早急につくり、予

梅村市民課長 ショッピング

込まれます。その他賃借料、

平成

算を集中的に投入すべき

センターへのアクセス等につ

共益費や１、２名の人件費が

く場所を確保していくた

消滅可能都市の中に入ってい

と考えますが。

きましては、かもめバス、高

必要となります。

５次総合計画の推計では、２

ます。

木田市長 全体的に眺めて体

齢者外出支援事業等により利

０３５年の鳥羽市の人口は１

最悪の場合には、２０４

系的にやることは大事だと思

費 用対 効果 より も 市民

人口移動が終息しない

万４８９５人になると推計し、 観光業と市が連携し骨太

０年には１万１２８４人

便性の向上は図れています。

ありがとうございました 全国市議会議長会より

議員在職十年表彰を受けました！

幸せになるよう」に

けられてこられのは、 ありがとうございま

きたいと思います。

ます。
会開会時に議場で全

市民の皆さんや行政

この度の受賞を励

皆様のご声援をよろ

これまで十年間続
国市議会議長会、そ

の関係者の暖かい激

みに今後もさらに精

しくお願いいたしま

去る６月６日の議

して東海市議会議長

励の言葉やご支援を

進し、「鳥羽がます

市民の皆さんと共に

会より市議会議員在

頂いたおかげである

ます好きになるよう、 す。

政策の提案をしてい

職十年表彰を受けま

と厚くお礼申し上げ

した。

した。

も聞いて検討していきたい。

ニーズがあるか、議会の意見

う気持ちもあります。本当に

ていかなければならないとい

たちの組織というものも変え

で、その人口に見合った自分

人口がこれだけ減ってきた中

常にいいことだと思います。

木田市長 設置することは非

るべきであると考えるが。

サービス向上が優先され

います。骨太の方針について

9
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ク ト と して 、 相可 高 校 の高
よ。ステキだと思います。

◎子どもたちは賢いです

◎日本や地域の人口減少
が心配されている中で 年後
には 割が減ります。しかし
減る事は怖くない。日本は逆

いったら幸せになるのか、
今住んでいるところで、

市民や議会の要望を受け市長

が補正予算で承認されました。

皆様お誘い合わせの上ご来

の決断で子どもたちの学習環

も販売していました。。

方法を真剣に考えていく

場下さい。主催はくざき朝市

もがきながら幸せになる
ことです。できると思い

境の整備が一歩前進しました。

する経費約１億１５００万円

年間同じ班で周ってきたが、

早ければ今年度以降の報告会

ており、被る年がある。
・時期
から？
・現状

参加地区（者）、女性・若者が減少。

・議会報告会に来ない人をターゲット
に考える。

・ 年で各班一巡したので、今年は各

種団体と行ってはどうか。

・対象やテーマ設定をいつ、誰が行う
のか。

・今年度は各種団体向けに行うという

キョ ン

市提携」を提案します。

羽 市（ 三重 県） の「 姉妹 都

う にチ ェジ ュ市 （州 ）と 鳥

き た絆 を、 さら に深 める よ

で 海女 さん の交 流で 築い て

口 は見 出せ ませ ん。 これ ま

世 界で は日 韓関 係改 善の 糸

ス ）教 授の 話で す。 国政 の

の 全京 秀（ チョ ン

国 崎町 を訪 れた ソウ ル大 学

の娘さんという意味です」。

省 では 『海 女』 は海 の神 様

ジ ュ島 だけ です 。中 国福 建

る のは 、日 本と 韓国 のチ ェ

「世 界中 で海 女さ んが い

編集後記

制の大きな成果です。

応ができたことは、通年議会

無理な状況でした。素早い対

うてい工事完成は年度内には

に上程され可決されても、と

は、従来の方法では９月議会

通年議会が行なわれるまで

成する予定です。

事業で、工事は今年度中に完

付金」を活用して行なわれる

国からの「がんばる地域交

実行委員会です。

七月十一日に行なわれた本

ました。

になり、早速その成果が表れ

今年の５月から通年議会

子どもたちの教室
にエアコンを設置
通年議会の成果

六七まで）

問い合わせは（三三ー六八

ます。
地域の歴史や文化、特産
物は「宝」です。磨いて
まちの誇りにしていきま
しょう。

くざき朝市を７月より開催！

あわびご飯と西瓜やトマトな

の広場で行っています。
会議で、市内小学校と幼稚園
この日はゆでダコ、岩ガキ、 の普通教室にエアコンを設置

を下りて県道に出たすぐの前

毎月第一・第三日曜日 午前９時～
国崎町で「くざき朝市」を
月から毎月第一と第三の
日曜日、午前 時から 時ま

どの海産物や加工食品、野菜
性がある。

市長も 年に一度市政懇談会を行っ

③議会報告会の見直し

見を聞いたうえで再度協議する。

でチェックすることと、議長に事故あ

月か

・８月下旬までに、市民や支持者の意
年

・メリット 次
：期改選（平成 年度）
以降の人口減少に対応？

との結果が出ている。

現状 市
：民アンケートで定数が多い

②議員定数について

ら質問を認めるということで決定。

ということを確認し、平成

るときは質問を取り下げて職務を行う

で。パールロード国崎インター

これまで議会改革を進めるために、特

別委員会を設置して議論してきました。
今回はその中の一部を紹介します。

「議長に事故あるときは副議
：

① 副議 長の 一般 質 問 制 限
の撤廃
現状

・デメリット 地
：域の意見を吸い上げ

年
・これ以上の削減は難しい。補完的な

月までには条例改正が必要。

反映させる場合、遅くとも平成

・時期 次
：期改選（平成 年 月）に

長が職務を行う」（法 106
①）により、 る機能低下。
事実上認めていない。議長も 一 議 員
として発言機会が与えられる。
・制限は撤廃すればよい。
・ 月から実施すればよい。
・職務上、多くの情報を知り得る立場

別組織等が必要ではないか。
・市民に議員活動が十分理解されてい

ことで、その方法や内容について、小

委員会で協議する。

「世古やすひで」ホームページを開設しています。市議会や市政、たよりへのご意見はメール sekoyasuhide＠gmail.com へどうぞ。

偏差値だけが

社会の物差しでない

が働いています。

号店までできて 人の従業員

んぱいの店」も開店。現在

み続けることができると「せ

多気町役場「まちの宝創造特命監」岸川政之氏
～ 高校生レストランの
仕掛け人が語る～
「未 来の 大 人た ち のた
めにできること 」
ング をして新しい化粧品や

に水やエネルギーではチャン

年育成会総会と教育講演会が
お茶の商品を作った。（赤福、 ◎そのような中どうして

◎高校生と企業がマッチ

相差女性等活動センターでお
万協製薬、川原製茶など）

日に 長岡地区青少

こなわれました。岸川先生の
◎現在全国各種団体に出かけ

校生レストラン「まごの店」
世の中は正解のないものがいっ

スになると考えています。

現場での話、子どもたちや地
講演、講義を行い「まちづく

で

開催しています。

域への深い愛情に、すごく勇

の実績が一躍有名になりまし
ぱいある。偏差値だけが社会

り」や「ものの考え方」「商

気を与えてくれました。

た。現在の売り上げは一億円

テージをつくりたい。

も伸びるような、そういうス

になる子どもたちがどこまで

の物差しでない。未来の大人

◎食のまちづくりプロジェ

ただいま進行中！
品開発」等を提案しています。
議会の改革

６月

50

にいるが、そこは問題ないのか。（監

2

3

とのこと。テレビのドラマで
も放映されました。
また結婚、出産後の女性で
も働ける場があれば地元に住

◎社会貢献を念頭に、人
口減少社会に対応する地
域づくり を今後は南伊勢町
や全国で進めていきたい。

◎私はオンリーワン、ナ
ンバーワンは目指しませ
ん。 これまでやってきたこ

ない。
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暑い暑い。
お見舞い申
し上げます

・質問内容について、議会運営委員会
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査委員も同じ）
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とを他の地域にも真似をして
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この言葉には共感しましたね。
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