
プログラミングコンテストで
優秀賞の掛北中生徒と

千浜小にて児童が ICT機器を
扱う様子を見学

原泉地区のフォレストツアーに
参加し市民と共にサイクリング

移住拠点 JOKA BASE
（城下ベース）を見学

成滝の山口橋側道橋の揮毫を
人生で初めて経験

事任八幡宮の例大祭

ヘリで上空から菊川河川や
国道１号バイパスを視察

掛川在住ウクライナ人
マクシムさんご家族らと

立命館大学主催の
「3.11 いのちの集い」で講演

祝！エアロビック全国大会に
出場

未来試行 柔軟思考
11 の地区で要望のあった草刈りにつ
いては機械化による負担軽減を進めま
す。自治会やまちづくりに女性や若者、
現役世代の参加を促します。その他に
ついても市政に反映していきます。

掛川市公式 LINE に、市民が発見した道路等の不具合を、
位置図と写真とともに情報提供してもらう「情報受付デ
スク」を追加し、昨年４月１日から運用開始しました。
これにより市民は、道路等の不
具合について LINE アプリを利
用した直感的な操作で、いつで
も気軽に情報提供することがで
きます。

市民と行政の対話を重視しながらまちづくり 新しい技術を取り入れ、掛川を次のステージへ 既成概念にとらわれず時代に合った市政を

対話志向

敬老の日、100歳おめでとう
ございます！

袋井市長、湖西市長とラグビー
静岡ブルーレヴズを応援

全国初、夜間自動運転の実証実験を実施全国初、夜間自動運転の実証実験を実施

LINE を活用した「情報受付デスク」LINE を活用した「情報受付デスク」

県内初、オーガニックビレッジに選定県内初、オーガニックビレッジに選定地区集会で本音の対話を行いました地区集会で本音の対話を行いました 全国初、夜間自動運転の実証実験を実施

10 月のデジタル月間に合わせ、ゴーグルを装着し浸水し
た自動車や自閉症の方から見える世界を疑似体験しまし
た。メタバース上では隣にいる佐藤教育長とハイタッ
チ！様々な分野への活用を検討していきます。

全国初となる夜間で公道を
使った自動運転の実証実験を
8月と 12月、掛川駅から掛川
城に至る区間で実施しました。
市内のバスの本数が少ない、バ
ス停までが遠くて不便などの
声をよくいただいています。運
転手不足が懸念される中、こう
した最新技術の活用を見据え
ながら少しずつ公共交通を改
善していきます。

掛川市は農水省の「みどりの食
料戦略」に基づく地域ぐるみの
有機農業への取組に挑戦し、県
内で初めてオーガニックビレッ
ジ宣言を行います。

デジタルの日に、VRとメタバースにチャレンジデジタルの日に、VRとメタバースにチャレンジデジタルの日に、VRとメタバースにチャレンジ LINE を活用した「情報受付デスク」

県内初、オーガニックビレッジに選定地区集会で本音の対話を行いました

市内 29の地区にお邪魔しました市内 29の地区にお邪魔しました市内 29の地区にお邪魔しました

新年あけましておめでとうございます。
市長に就任して今年の４月で丸２年となります。昨年は、３年ぶりに地区集会を開催し、２９地
区すべてにお邪魔して対話を行いました。草刈りの負担軽減や自治会役員の担い手不足など、い
ただいた意見からは「人」の持続可能性が問われていると感じました。全国初の夜間公道での自
動運転実証実験、県内初の副市長公募、オーガニックビレッジ宣言、高校生ドローン防災航空隊
発足など、新たな取組にもチャレンジしました。引き続き対話とチャレンジを続けます。
今年も１月８日から将棋の王将戦が掛川城二の丸茶室で開幕しますが、今回は藤井聡太王将に
羽生善治九段が挑むという最高の顔合わせです。将棋めしにも注目ください。
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東中学区

西中学区

北中学区

桜が丘中学区

原野谷中学区

栄川中学区

城東中学区

大浜中学区

大須賀中学区

掛川第一・第二、西山口、上内田、南郷

掛川第三・第四、掛川第五、西南郷、曽我

西郷、原泉、 ヶ丘、倉真、城北、粟本

桜木、和田岡

原谷、原田

東山口・日坂・東山

土方、佐束、中

睦浜、千浜、大坂

大須賀第一、大須賀第二、大須賀第三、大渕



1976 年 掛川市城西に生まれる（２歳のとき青葉台に引っ越し）
1983 年 智光幼稚園卒園
1989年 掛川市立西山口小学校卒業（スポーツ野球少年団）
1992 年 掛川市立東中学校卒業（バスケットボール部）
1995 年 掛川西高校卒業（弓道部）
2000 年 京都大学総合人間学部卒業
2001年 国家公務員試験合格、内閣府入府。

2005年 英国留学（ケンブリッジ大学・ヨーク大学）
2009年 内閣府参事官補佐としてニート・ひきこもり対策を内容とする
 「子ども・若者育成支援推進法」の制定や青年国際交流事業等に携わる。
2011年 岩手県陸前高田市副市長
 ボランティア活動が縁となって被災地の復興業務に携わる。
2016年 立命館大学教授
2019年 掛川市副市長
2021年 掛川市長

『官僚が学んだ
究極の組織内
サバイバル術』
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久保田たかし　掛川市 検索
NEXT!
掛川を次のステージへ

久保田たかし　プロフィール
掛川市に生まれ育ち、国家公務員試験に合格し内閣府
の官僚となる。2011 年の東日本大震災発生後はボラ
ンティア活動をきっかけに岩手県陸前高田市の副市長
に請われ 4 年間復興に尽力。退任後は立命館大学教授、
掛川市副市長を経て 2021年 4月に掛川市長に就任。

久
掛川
の官
ンテ
に請
掛川

久保田たかし 2022年の活動の一部をご紹介します。

二の丸茶室で藤井聡太竜王が渡辺明王将に挑戦

2年振りに消防出初式 中電、イズモと災害
対策連携協定を締結

県内初の公募により掛川市初の女性副市長誕生

感動をありがとう！
三木つばき選手

杉浦佳子選手の活躍を記念し
中村郵便局に金ポスト登場

掛川城からウクライナに平和を祈るライトアップ

原泉地区の萩間橋
完成記念式典

子育てに優しい事業所
認定

掛川市が「ごみ少ない」全国 1位を奪還

人口10万人以上 50万人未満

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度

東京都
小金井市

605.3g/ 人日
第１位

東京都
小金井市

609.4g/ 人日

静岡県
掛川市

616.1g/ 人日
東京都
日野市

639.5g/ 人日
第 2位

静岡県
掛川市

627.2g/ 人日

東京都
日野市

648.1g/ 人日
静岡県
掛川市

645.7g/ 人日
第 3位

東京都
日野市

646.3g/ 人日

東京都
小金井市

655.2g/ 人日

リデュース（1人 1日あたりのゴミ排出量）
取り組みの推移

抜き打ち参集訓練で
訓示

掛川市ふるさと納税
過去最高の 10億円に

西大谷バイパスの開通記念式典

佐賀県武雄市と
災害協定を締結

横須賀高校存続に
向けた検討開始

掛川城修復景観整備工事の安全祈願祭

全国市長会、全国青年
市長会に出席

３年ぶりに開催された
海岸清掃、潮騒橋にて

空き店舗活用事業チャレンジ BASE なかまちオープン

掛川舞台のシュート！
アニメ第１話放送

中部環境先進５市
（TASKI）サミットに参加

掛川城前にて全国初の自動運転の実証実験

戦没者追悼平和祈念
式典で式辞

原野谷中学校区の
学校再編意見交換会

台風災害の早期復旧を緊急要望

中東遠総合医療センターで
ドクターカーの運用開始

上西郷造成工事、
安全祈願祭を実施

斉藤鉄夫国土交通大臣に国１バイパス 4車線化要望

伊勢神宮に掛川茶奉納 川勝知事に『防潮堤整備』
などの要望書を提出

第 76回全国茶品評会、24年連続産地賞受賞

石原良純さん掛川市で
講演

3年ぶりのフラワー
フェスティバル開催

大井川の水を守るため田代ダム活用案を主張

高校生ドローン防災
航空隊の発足

しずおか市町対抗駅伝
17年ぶりの 10位入賞
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