
 

 
 

 
 

    

震災被害震災被害震災被害震災被害にににに続続続続きききき豪雨災害豪雨災害豪雨災害豪雨災害もありもありもありもあり、、、、

自然自然自然自然のののの脅威脅威脅威脅威をををを思思思思いいいい知知知知らされていますらされていますらされていますらされています。。。。    

今月号今月号今月号今月号はははは地震対策地震対策地震対策地震対策をををを中心中心中心中心にににに静岡県静岡県静岡県静岡県

のののの危機管理施策危機管理施策危機管理施策危機管理施策をををを調調調調べましたべましたべましたべました。。。。    

そのそのそのその中中中中からからからからいくつかのいくつかのいくつかのいくつかのポイントポイントポイントポイントをををを

ごごごご紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。    

  

１．県の組織体制 
 

    平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度、、、、総務部危機管理局総務部危機管理局総務部危機管理局総務部危機管理局をををを    

危機管理部危機管理部危機管理部危機管理部としてとしてとしてとして独立独立独立独立しましたしましたしましたしました。。。。    

    危機管理監危機管理監危機管理監危機管理監はははは、、、、本部長本部長本部長本部長（（（（知事知事知事知事））））代理代理代理代理とととと

してしてしてして全庁全庁全庁全庁のののの統括統括統括統括、、、、調整調整調整調整をををを行行行行いいいい、、、、危機事案危機事案危機事案危機事案

にににに対処対処対処対処するするするする役割役割役割役割をををを担担担担ってってってっていますいますいますいます。。。。    

        

    マンパワーマンパワーマンパワーマンパワーはははは、、、、本庁本庁本庁本庁にににに「「「「危機政策課危機政策課危機政策課危機政策課」」」」

などなどなどなど 7777 課課課課 73737373 人人人人。。。。出先機関出先機関出先機関出先機関としてとしてとしてとして伊豆伊豆伊豆伊豆・・・・

東部東部東部東部・・・・中部中部中部中部・・・・西部西部西部西部のののの「「「「地域危機管理局地域危機管理局地域危機管理局地域危機管理局」」」」

などなどなどなど 6666 ヵヵヵヵ所所所所にににに 67676767 人人人人をををを配員配員配員配員。。。。計計計計 140140140140 人人人人    

体制体制体制体制でででで危機事案危機事案危機事案危機事案にににに備備備備えているほかえているほかえているほかえているほか、、、、日常日常日常日常

のののの防災対策防災対策防災対策防災対策などにあたっていますなどにあたっていますなどにあたっていますなどにあたっています。。。。    

        

    県庁内県庁内県庁内県庁内にはにはにはには「「「「静岡県危機管理静岡県危機管理静岡県危機管理静岡県危機管理センタセンタセンタセンタ

ーーーー」」」」をををを常設常設常設常設しておりしておりしておりしており、、、、いつでもいつでもいつでもいつでも県内全域県内全域県内全域県内全域

のののの情報情報情報情報をををを把握把握把握把握できるできるできるできるシステムシステムシステムシステムをををを構築構築構築構築してしてしてして

いますいますいますいます（（（（右右右右のののの写真写真写真写真はははは「「「「情報統制室情報統制室情報統制室情報統制室」）」）」）」）。。。。    

        

２．総合計画と危機管理    

        

    ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体はははは「「「「総合計画総合計画総合計画総合計画」」」」

にににに    

    

    

にににに基基基基づきづきづきづき行政運営行政運営行政運営行政運営をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

    静岡県静岡県静岡県静岡県はそのはそのはそのはその「「「「基本計画基本計画基本計画基本計画」」」」ののののイイイイのののの一番一番一番一番

にににに「「「「命命命命をををを守守守守るるるる危機管理危機管理危機管理危機管理」」」」をあげていますをあげていますをあげていますをあげています。。。。    

このようなこのようなこのようなこのような自治体自治体自治体自治体はほとんどなくはほとんどなくはほとんどなくはほとんどなく、、、、    

静岡県静岡県静岡県静岡県がががが危機管理危機管理危機管理危機管理にかけるにかけるにかけるにかける意気込意気込意気込意気込みがみがみがみが伝伝伝伝

わってきますわってきますわってきますわってきます。。。。    

        
【【【【参考参考参考参考：「：「：「：「基本計画基本計画基本計画基本計画」」」」のののの戦略体系戦略体系戦略体系戦略体系】】】】    

    

    ○「命」を守る危機管理    
◆“◆“◆“◆“ふじのくにふじのくにふじのくにふじのくに””””のののの徳徳徳徳のあるのあるのあるのある人材人材人材人材のののの育成育成育成育成    

    ○○○○「「「「有徳有徳有徳有徳のののの人人人人」」」」づくりづくりづくりづくり    

    ○○○○「「「「憧憧憧憧れれれれ」」」」をををを呼呼呼呼ぶぶぶぶ““““ふじのくにふじのくにふじのくにふじのくに””””づくりづくりづくりづくり    

◆“◆“◆“◆“ふじのくにふじのくにふじのくにふじのくに””””のののの豊豊豊豊かさのかさのかさのかさの実現実現実現実現    

    ○○○○一流一流一流一流のののの「「「「ものづくりものづくりものづくりものづくり」」」」とととと「「「「ものづかいものづかいものづかいものづかい」」」」のののの創造創造創造創造    

    ○○○○「「「「和和和和」」」」をををを尊重尊重尊重尊重するするするする暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの形成形成形成形成    

    ○○○○「「「「安心安心安心安心」」」」のののの健康福祉健康福祉健康福祉健康福祉のののの実現実現実現実現    

◆“◆“◆“◆“ふじのくにふじのくにふじのくにふじのくに””””のののの自立自立自立自立のののの実現実現実現実現    

    ○○○○ヒトヒトヒトヒト、、、、モノモノモノモノ、、、、地域地域地域地域をををを結結結結ぶぶぶぶ「「「「基盤基盤基盤基盤」」」」づくりづくりづくりづくり    

    ○○○○「「「「安全安全安全安全」」」」なななな生活生活生活生活とととと交通交通交通交通のののの確保確保確保確保    

    ○○○○地域主権地域主権地域主権地域主権をををを拓拓拓拓くくくく「「「「行政経営行政経営行政経営行政経営」」」」    

後援会後援会後援会後援会    

だよりだよりだよりだより    
平成平成平成平成 23232323 年年年年 8888 月月月月 1111 日日日日    

おおおお気軽気軽気軽気軽にどうぞにどうぞにどうぞにどうぞ    

昼昼昼昼 053053053053－－－－447447447447－－－－3820382038203820    

夜夜夜夜 053 053 053 053－－－－440440440440－－－－7100710071007100 田口田口田口田口    章章章章    
静岡県議会議員静岡県議会議員静岡県議会議員静岡県議会議員    

創創創創ろうろうろうろう！！！！元気元気元気元気なななな浜松浜松浜松浜松＆＆＆＆静岡県静岡県静岡県静岡県    

静岡県の危機管理



３．“ふじのくに”危機管理計画    

    

    県県県県はははは、、、、総合総合総合総合計画計画計画計画「「「「基本計画基本計画基本計画基本計画」」」」のののの中中中中でででで、、、、

新新新新たにたにたにたに““““ふじのくにふじのくにふじのくにふじのくに””””危機管理計画危機管理計画危機管理計画危機管理計画をををを    

策定策定策定策定することとしすることとしすることとしすることとし、、、、6666 月月月月にににに大原則大原則大原則大原則をををを定定定定めめめめ

たたたた危機管理計画危機管理計画危機管理計画危機管理計画「「「「基本計画基本計画基本計画基本計画」」」」をををを策定策定策定策定しましましましま

したしたしたした。。。。    

        

ここではここではここではここでは、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな危機事案危機事案危機事案危機事案にににに対対対対すすすす

るるるる平時平時平時平時からのからのからのからの「「「「危機管理危機管理危機管理危機管理システムシステムシステムシステム」」」」やややや    

応急対策時応急対策時応急対策時応急対策時のののの「「「「意思決定意思決定意思決定意思決定システムシステムシステムシステム」」」」などなどなどなど

をををを統一化統一化統一化統一化するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、応急対策要員応急対策要員応急対策要員応急対策要員のののの

留意点留意点留意点留意点などをなどをなどをなどを記載記載記載記載しししし、、、、基本的基本的基本的基本的なななな対応対応対応対応がががが    

実行実行実行実行できるようにできるようにできるようにできるように構成構成構成構成されていますされていますされていますされています。。。。    

        

    今後今後今後今後、「、「、「、「基本計画基本計画基本計画基本計画」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、下記下記下記下記のののの

とおりとおりとおりとおり危機事案危機事案危機事案危機事案ごとのごとのごとのごとの「「「「個別計画個別計画個別計画個別計画」」」」をををを    

策定策定策定策定しししし、、、、具体的具体的具体的具体的なななな対応事項対応事項対応事項対応事項をををを定定定定めることめることめることめること

としていますとしていますとしていますとしています。。。。    
  

【【【【参考参考参考参考：「：「：「：「危機管理計画危機管理計画危機管理計画危機管理計画」」」」のののの構成構成構成構成】】】】 

        ◎◎◎◎地域防災計画編地域防災計画編地域防災計画編地域防災計画編    

        ・・・・共通対策共通対策共通対策共通対策のののの巻巻巻巻    

            ・・・・地震対策地震対策地震対策地震対策のののの巻巻巻巻    

            ・・・・津波対策津波対策津波対策津波対策のののの巻巻巻巻    

            ・・・・原子力災害対策原子力災害対策原子力災害対策原子力災害対策のののの巻巻巻巻    

            ・・・・風水害対策風水害対策風水害対策風水害対策のののの巻巻巻巻    

            ・・・・火山災害対策火山災害対策火山災害対策火山災害対策のののの巻巻巻巻    

            ・・・・大火災対策大火災対策大火災対策大火災対策のののの巻巻巻巻    

            ・・・・大規模事故大規模事故大規模事故大規模事故のののの巻巻巻巻    

                    道路事故対策計画道路事故対策計画道路事故対策計画道路事故対策計画    

                    船舶事故対策計画船舶事故対策計画船舶事故対策計画船舶事故対策計画    

                    沿岸排出油事故対策計画沿岸排出油事故対策計画沿岸排出油事故対策計画沿岸排出油事故対策計画    

                    鉄道事故対策計画鉄道事故対策計画鉄道事故対策計画鉄道事故対策計画    

                    航空機事故対策計画航空機事故対策計画航空機事故対策計画航空機事故対策計画    

    ◎◎◎◎石油石油石油石油コンビナートコンビナートコンビナートコンビナート等防災計画編等防災計画編等防災計画編等防災計画編    

    ◎◎◎◎国民保護計画編国民保護計画編国民保護計画編国民保護計画編    

    ◎◎◎◎感染症対策編感染症対策編感染症対策編感染症対策編    

            ・・・・新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ対策対策対策対策のののの巻巻巻巻        

    ◎◎◎◎家畜伝染家畜伝染家畜伝染家畜伝染病対策編病対策編病対策編病対策編    

            ・・・・高病原性鳥高病原性鳥高病原性鳥高病原性鳥インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ対策対策対策対策    

            ・・・・口蹄疫対策口蹄疫対策口蹄疫対策口蹄疫対策    

    ◎◎◎◎食食食食のののの安全対策編安全対策編安全対策編安全対策編    

            ・・・・大規模食中毒対策大規模食中毒対策大規模食中毒対策大規模食中毒対策のののの巻巻巻巻    

    ◎◎◎◎環境汚染対策編環境汚染対策編環境汚染対策編環境汚染対策編    

            ・・・・大気汚染対策大気汚染対策大気汚染対策大気汚染対策のののの巻巻巻巻    

        

    

４．これまでの防災・減災対策 
        

◆大規模地震対策特別措置法（S53） 

    耐震化工事耐震化工事耐震化工事耐震化工事、、、、緊急輸送路整備緊急輸送路整備緊急輸送路整備緊急輸送路整備、、、、がけがけがけがけ崩崩崩崩

れれれれ防止対策防止対策防止対策防止対策、、、、避難地整備避難地整備避難地整備避難地整備、、、、津波対策津波対策津波対策津波対策、、、、消消消消

防防防防、、、、通信通信通信通信などなどなどなど S55S55S55S55～～～～H26H26H26H26 までまでまでまで 35353535 年計画年計画年計画年計画でででで

約約約約 2222 兆円兆円兆円兆円をかけてをかけてをかけてをかけて整備整備整備整備していますしていますしていますしています（（（（写真写真写真写真

はははは学校校舎学校校舎学校校舎学校校舎のののの耐震化工事耐震化工事耐震化工事耐震化工事））））。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

◆地震予知観測体制 

    地震計地震計地震計地震計、、、、GPSGPSGPSGPS、、、、大深度大深度大深度大深度ひずみひずみひずみひずみ計計計計などなどなどなど 485485485485

施施施施設設設設ででででデータデータデータデータをををを観測観測観測観測していますしていますしていますしています。。。。    

    見見見見えにくいとえにくいとえにくいとえにくいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、下下下下ののののグラフグラフグラフグラフ

はははは、、、、掛川掛川掛川掛川にににに対対対対してしてしてして御前崎御前崎御前崎御前崎がががが過去過去過去過去 48484848 年間年間年間年間

でででで 25cm25cm25cm25cm 沈降沈降沈降沈降しているのしているのしているのしているのをををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

◆情報システム 

    通信衛星通信衛星通信衛星通信衛星をををを使用使用使用使用しししし、、、、県県県県とととと市町市町市町市町ををををネットネットネットネット

ワークワークワークワーク化化化化していますしていますしていますしています。。。。防災防災防災防災ヘリヘリヘリヘリによりによりによりにより被被被被

災状況災状況災状況災状況をををを映像映像映像映像でででで確認確認確認確認することもできますすることもできますすることもできますすることもできます。。。。    

    23232323 年度年度年度年度からからからからデジタルデジタルデジタルデジタル化化化化にににに着手着手着手着手、、、、25252525 年年年年

度末度末度末度末にににに完成予定完成予定完成予定完成予定となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

        

◆プロジェクト「TOUKAI－０（トウカイ－ゼロ）」 

    阪神大震災阪神大震災阪神大震災阪神大震災のののの死者死者死者死者のののの 8888 割以上割以上割以上割以上がががが建物建物建物建物のののの

倒壊倒壊倒壊倒壊やややや家具家具家具家具のののの転倒転倒転倒転倒によるによるによるによる圧死圧死圧死圧死やややや窒息死窒息死窒息死窒息死とととと

言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。    

    県県県県ではではではでは、、、、市町市町市町市町とととと連携連携連携連携してしてしてして、、、、平成平成平成平成 27272727 年年年年

度度度度までにまでにまでにまでに住宅耐震化率住宅耐震化率住宅耐震化率住宅耐震化率 90909090％％％％をめざしをめざしをめざしをめざし、、、、    

木造住宅木造住宅木造住宅木造住宅へのへのへのへの助成助成助成助成をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    
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５．発災時の対応    

        

◆静岡県広域受援計画 

    救助救助救助救助････消火活動消火活動消火活動消火活動、、、、医療活動医療活動医療活動医療活動、、、、物資調達物資調達物資調達物資調達、、、、

輸送活動輸送活動輸送活動輸送活動のののの 4444 分野分野分野分野でででで受入計画受入計画受入計画受入計画をををを策定策定策定策定してしてしてして

いますいますいますいます。。。。    

    西部西部西部西部のののの拠点拠点拠点拠点をををを東名東名東名東名    浜名湖浜名湖浜名湖浜名湖 SASASASA にににに、、、、東部東部東部東部

をををを足柄足柄足柄足柄 SASASASA にににに設置設置設置設置しししし東名東名東名東名・・・・新東名新東名新東名新東名のののの大動大動大動大動

脈脈脈脈をををを活用活用活用活用してしてしてして、、、、他県他県他県他県からのからのからのからの応援部隊応援部隊応援部隊応援部隊をををを展展展展

開開開開するするするする計画計画計画計画ですですですです（（（（右下図右下図右下図右下図））））。。。。    

    

一方一方一方一方、、、、今回今回今回今回のののの震災震災震災震災ではではではでは物資支援体制物資支援体制物資支援体制物資支援体制のののの

遅遅遅遅れがれがれがれが発災当初発災当初発災当初発災当初のののの課題課題課題課題でしたでしたでしたでした。。。。反省反省反省反省をををを踏踏踏踏

まえまえまえまえ内容内容内容内容ををををチェックチェックチェックチェックするするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

◆消防防災航空体制 

    県県県県ではではではでは平成平成平成平成 9999 年度年度年度年度にににに「「「「消防防災航空消防防災航空消防防災航空消防防災航空

隊隊隊隊」」」」をををを設置設置設置設置。「。「。「。「防災防災防災防災ヘリコプターヘリコプターヘリコプターヘリコプター」」」」がががが活活活活

動動動動していますしていますしていますしています。。。。    

    加加加加えてえてえてえて政令市浜松市政令市浜松市政令市浜松市政令市浜松市とととと静岡市静岡市静岡市静岡市にもにもにもにも「「「「消消消消

防防防防ヘリコプターヘリコプターヘリコプターヘリコプター」」」」がががが配備配備配備配備されていますされていますされていますされています。。。。    

    またまたまたまた、、、、浜松市浜松市浜松市浜松市のののの聖隷三方原病院聖隷三方原病院聖隷三方原病院聖隷三方原病院、、、、    

伊豆伊豆伊豆伊豆のののの国市国市国市国市のののの順天堂大学病院順天堂大学病院順天堂大学病院順天堂大学病院にはにはにはには    

「「「「ドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリ」」」」がががが配備配備配備配備されていされていされていされてい    

ますますますます。。。。    

    緊急対応可能緊急対応可能緊急対応可能緊急対応可能ななななヘリコプターヘリコプターヘリコプターヘリコプターがががが    

5555 機機機機もあるもあるもあるもある県県県県はははは珍珍珍珍しいのではないしいのではないしいのではないしいのではない    

でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

    これにこれにこれにこれに加加加加えてえてえてえて航空自衛隊浜松基航空自衛隊浜松基航空自衛隊浜松基航空自衛隊浜松基    

地地地地もありますのでもありますのでもありますのでもありますので、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県のののの消防消防消防消防    

防災航空体制防災航空体制防災航空体制防災航空体制はははは、、、、かなりかなりかなりかなり充実充実充実充実したしたしたした    

ものといえますものといえますものといえますものといえます。。。。    

        

◆災害ボランティアの受入と支援 

    県県県県ではではではでは、、、、静岡県社会静岡県社会静岡県社会静岡県社会福祉協議会福祉協議会福祉協議会福祉協議会、、、、    

ボランティアボランティアボランティアボランティア協会等協会等協会等協会等とととと連携連携連携連携しししし、、、、    

    

「「「「県災害県災害県災害県災害ボランティアボランティアボランティアボランティア本部本部本部本部・・・・情報情報情報情報センタセンタセンタセンタ

ーーーー」「」「」「」「災害災害災害災害ボランティアボランティアボランティアボランティア支援支援支援支援センターセンターセンターセンター」」」」

をををを設置設置設置設置しししし、、、、市町市町市町市町のののの圏域圏域圏域圏域をををを越越越越えたえたえたえた配置調整配置調整配置調整配置調整

をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

今回今回今回今回もももも岩手県遠野市岩手県遠野市岩手県遠野市岩手県遠野市にあるにあるにあるにあるボランティボランティボランティボランティ

アアアア支援組織支援組織支援組織支援組織「「「「遠野遠野遠野遠野まごころまごころまごころまごころネットネットネットネット」」」」をををを開開開開

設当初設当初設当初設当初からからからからサポートサポートサポートサポートしししし、、、、高高高高いいいい評価評価評価評価をいたをいたをいたをいた

だいていますだいていますだいていますだいています。。。。    

        

６．大切なのは日ごろの備え    

        

東海地震東海地震東海地震東海地震にににに対対対対するするするする県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをいくみをいくみをいくみをいく

つかつかつかつか紹介紹介紹介紹介しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、大切大切大切大切なのはなのはなのはなのは日日日日ごろごろごろごろ

からのからのからのからの備備備備えですえですえですえです。。。。    

    来月来月来月来月 9999 月月月月 1111 日日日日はははは「「「「防災防災防災防災のののの日日日日」。」。」。」。8/308/308/308/30～～～～

9/59/59/59/5 はははは防災週間防災週間防災週間防災週間ですですですです。。。。防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練をををを行行行行うとうとうとうと

ころもあるでしょうころもあるでしょうころもあるでしょうころもあるでしょう（（（（地域地域地域地域によってはによってはによってはによっては 12121212

月第月第月第月第１１１１日曜日日曜日日曜日日曜日のののの「「「「地域防災地域防災地域防災地域防災のののの日日日日」」」」にやるにやるにやるにやる

ところもありますところもありますところもありますところもあります）。）。）。）。    

    みなさんもこのみなさんもこのみなさんもこのみなさんもこの機機機機にににに、、、、訓練訓練訓練訓練にににに参加参加参加参加するするするする

とともにとともにとともにとともに、、、、避難場所避難場所避難場所避難場所のののの確認確認確認確認やややや非常持非常持非常持非常持ちちちち出出出出

しししし袋袋袋袋などなどなどなど、、、、日日日日ごろのごろのごろのごろの備備備備えをえをえをえを見直見直見直見直してはいしてはいしてはいしてはい

かがでしょうかかがでしょうかかがでしょうかかがでしょうか。。。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★“自治体クラウド” を研究します ＜「クラウドコンピューティング」の説明は、紙面の都合上割愛します＞ 
国の「IT 戦略会議」は、昨年 5 月に「新たな情報通信技術戦略」を閣議決定しました。この工程表によると、2020 年

度までに 50％の自治体で、クラウドを利用した電子行政を進めることとしています。50％で導入といえば、当然、静岡

県も浜松市も導入していることになります。 

ところが、そんな準備ができているとは、とても思えません。H21-22 年度、北海道、京都府、佐賀県（＋大分県・

宮崎県・徳島県）の 3 ヵ所で「自治体クラウド」の実証実験が行われました。 

「クラウド」を使うことで、コスト改善や業務効率化（標準化）など、さまざまな面で行財政改革にもつながります（県内 35

市町がそれぞれお金をかけてシステム設計をするよりも、共通化すれば当然安くできるということです）。 

県が主導して県内市町の行政システムのクラウド化を進めることは、まさに広域行政の役割と言えます。 

まだこの程度しかお伝えする知識はありませんが、継続的に勉強して、県の体制づくりを進めます。 



 
 

 

  

７ 月 の 活 動 報 告
01(金) 本会議 
     浜松市制施行 100 周年式典 

05(火) 産業委員会 

06(水) 産業委員会 

07(木) 川勝知事との意見交換会 

     自治体トップマネジメントセミナー 

08(金) 入野地区自治連会議 

11(月) 自動車総連政策コンベンション 

12(火) 本会議、会派総会・政調会 

13(水) 三方原学園訪問 

16(土) スズキ友の会総会 

     浜松市行革審傍聴 

21(木) 静岡県行革推進委員会傍聴 

22(金) 会派街頭キャラバン（沼津・長泉） 

23(土) 大平台夏まつり 

24(日) 浜松西倫理法人会設立式 

25(月) 富士山静岡空港視察 

     自治体クラウド研修 

     教組意見交換会 

28(木) 自治体財政セミナー 

     航空自衛隊納涼祭 

29(金) 自治体財政セミナー 

 

８ 月 の 活 動 予 定
03(水) 親子県議会 
04(木) 教組意見交換会 

05(金) 会派総会 

07(日) 佐鳴湖クリーン作戦 

08(月) 入野地区自治連会議 

11(木)～12(金) 

     中山間地域振興視察（天竜区） 

15(月) 平和祈念式 

20(土)～21(日) 

     バイクのふるさと浜松 2011 

23(火) 生産性本部セミナー（東京） 

24(水)～25(木)  

     金属労協研修会（御殿場） 

○最近のブログから 「しらびそ高原」（７/１５） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暑い日が続きますね。今日（7/15）は世間的にはウィークデーで、明日 

から三連休という人も多いでしょうね。 

私は県議会閉会中、自動車業界も木金休みなので、今日は会社カレ

ンダーに合わせて、お休みをいただきました。 

ちょっとソコまで・・・と、久々にバイクに乗ったのですが、天気もよかったの

で、ついつい南アルプスまで行っちゃいました。 

写真は「しらびそ峠」。 

 標高 1833m まで来ると、気温も平地より 10℃ほど下がります。目の前に

は 3000m 級のスカイラインが広がっています。 

ここにはたまに来ますが、ホントに気持ちいいツーリングスポットです（目の

前にカモシカが飛び出してきたこともあります）。 

涼やかな風と樹木の緑を肌で感じながら走る、クルマでは味わえないバイ

クならではの旅。癒されました。 

【日々の活動はブログをご覧ください】 

★創ろう！元気な浜松＆静岡県 

        田口章田口章田口章田口章                    でででで検索検索検索検索    

 

【あとがき】最近「Facebook」を始めました。 

インターネットを使った新しい情報ツール

がどんどん出てきますが、佐賀県の武雄市

（たけおし）は、今日（8/1）から市のホームペ

ージを「Facebook」に切り替えるそうです。 

クラウドコンピューティングの勉強も始めま

した。自治体の ICT 戦略は大きく変わって

くる予感がします。  

*ICT＝ Information and Communication 

Technology（情報通信技術） 

 

 

◎今年も開催 

バイクのふるさと浜松 2011 
8/20（土）・21（日） 浜松市総合産業展示館 

自動車関連企業の土日稼

動の影響が懸念されますが、

多くのバイクファンに集まってほ

しいものです。 

３メーカーの電動スクーター

試乗会も開催されます。 

残念ながら四輪車の駐車

場はありません。バイクでお出

かけください。 

←写真は 2009 年の会場風景 


