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☆「分類」について

　「地区独自」 ･･･ ある一定の地区に関する内容の場合

　「市内共通」 ･･･ 市内全域に共通する内容の場合

☆担当課から補足説明がある場合は「備考」欄に記載があります。

〈表の見方について〉

☆「意見・要望等」については、市政座談会参加者の方からのご発言内容を要約して記載してあります。

☆｢回答」については、市政座談会での市長・副市長・出席部長等の答弁内容のほか、その後の担当課等からの回答内容も一
部記載されています。



日程 開催日 開始時間 団体名 会場

1 07月08日(月) 19:00 静岡福祉大学 駅前キャンパス 1 ～ 3

2 07月15日(月) 19:00 焼津市薬剤師会 応接室 4 ～

3 07月22日(月) 19:00 音楽・文化　連盟 応接室 5 ～ 6

4 07月29日(月) 19:00 スポーツ推進委員会 応接室 7 ～ 8

5 09月21日(土) 10:00 焼津市体育協会 応接室 9 ～ 10

6 09月24日(火) 19:00 保育園協会 応接室 11 ～ 12

7 10月16日(水) 19:00 さわやかクラブやいづ連合会 応接室 13 ～ 14

8 11月01日(金) 19:00 私立幼稚園協会 応接室 15 ～ 16

9 11月25日(月) 19:00 民生委員児童委員協議会 応接室 17 ～ 18

10 12月06日(金) 19:00 焼津市保健委員協議会 応接室 19 ～ 23

11 12月11日(水) 19:00 焼津市ボランティア連絡協議会 応接室 24 ～ 26

12 12月18日(水) 19:00 消防団 応接室 27 ～ 28

13 12月20日(金) 19:00 大井川農業協同組合 応接室 29 ～ 31

14 01月14日(火) 19:00 焼津市ＰＴＡ連絡協議会 応接室 32 ～ 34

15 02月04日(火) 19:00 焼津鰹節水産加工業協同組合 応接室 35 ～

2019年(令和元年)度　市政座談会『ティー・ミーティング』（各種団体）

掲載頁



令和元年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

静岡福祉大学 対象者 ：　学生 日程： 1

令和1年7月8日(月) 会　場 ：　駅前キャンパス

地区
独自

市内
共通

部 課

1 1203 区画整理

〇焼津のまちづくりについて
焼津市に来て4年が経過したが少子化が進む
中でいま住んでいるところ(南部区画)は公園
もあり子供たちの声が聞こえてくる。とても
住環境が良いと感じる。公園の数が多く施設
も整っておりとても良い街だと思う。

焼津市は長い時間をかけて区画整理事業を進
めてきており住環境の整備に力を入れてきま
した。南部土地区画整理事業もようやく完成
に近づき新しい街ができてきました。焼津の
良いところを教えていただき嬉しいです。

○ 1205 都市政策部　 土地区画整理事務所

2 1103 公共交通

〇公共交通について
バスの本数が少なく待ち時間が長い。
冬の寒さや夏の暑さは身体に堪える。もっと
本数を増やしてほしい。

静鉄などに相談していますが運転手の確保な
どの問題で運行本数を増やすことが厳しい状
況とのことでした。
自主運行バスの運行経路を見直して主要な拠
点を往復する形態に変えていきたいと考えて
います。

○ 1102 建設部　 道路課

3 504 防犯

〇街が暗いことについて
いま住んでいる(下小田)ところが夜になると
暗くて怖い。また大学周辺も夜になると真っ
暗で所々に照明灯があるが怖いと感じる。
照明灯をもっと増やして街の中を明るくして
ほしい。

郊外は田畑も多く街路灯が少ない場所もある
と認識していますが難しい問題です。

○ 502 市民部 くらし安全課

4 503 交通安全

〇交通安全について
子どもたちが路上や駐車場などで遊んでいる
のをよく見かけ危ないと感じたことがあっ
た。小学生の時から交通安全についてしっか
りと指導した方がよいと思う。
警察と共に交通安全教室を数多くやった方が
良いと思う。

幼いころから交通安全について学ぶことは効
果があると考えており交通安全教室の開催は
大切なことだと思っています。

○ 502 市民部 くらし安全課

701 こども未来部 子育て支援課

702 こども未来部 こども相談センター

ホットスルこども相談センターでは、
プライバシーを配慮した専用相談室や
同伴した子どもの安全確保のためクッ
ションフロアー敷きの相談室を設け、
相談しやすい環境を整えています。

6 701 子育て

〇焼津市の子育て事業について
子育てに専念して働いていない母親の心情は
「申し訳ない」という思いがある。働く女性
がスタンダードになっている。そのような世
間の風潮が子供にとってどのように影響する
のか心配している。

個人的な思いとしては子どもが三歳程度にな
るまでは母親が面倒をみるのが子どもにとっ
て良いことだと考えています。しかし世間の
ニーズは0歳から見てほしいとの意見が多い
のが現状です。

○ 701 こども未来部 子育て支援課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

○

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

5 701 子育て

〇焼津市の子育て事業について
待機児童の数が０となったのはとても素晴ら
しいことだと思う。また子育てに係る相談体
制もAIを活用した取り組みもよいと思う。し
かし機械の対応よりも保育士さんに悩みなど
を聴いてほしい母親は多いと思う。子育ての
不安解消には面談での対応が大切だと思う。

市では子育て支援の強化策として相談体制を
充実させました。ホットスルこども相談セン
ターを設置して資格を持った保育士など23人
の相談員により対応しています。
子育てコンシェルジュを配置して相談体制の
強化を図っています。

1 



地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

1103 建設部　 河川課

902 経済産業部 農政課

8 401 防災

〇焼津市の防災意識について
年に何回か地域で防災訓練をしている。小学
校でも防災訓練をやっているのを見た。焼津
市は防災に対する意識が非常に高いと思う。

焼津市は年に三回防災訓練をしています。毎
回約４万人ほどの市民が訓練に参加していま
す。これは県内でも非常に多い人数です。そ
れだけ防災意識が高いと考えています。また
防災リーダーの育成もやっています。

○ 402 防災部 地域防災課

9 503 交通安全

〇高校生の自転車マナーについて
駅周辺は朝の通学時間帯になると交通ルール
を守らない高校生がたくさんいる。高齢者や
歩行者との接触が心配だ。

高校生の自転車事故が多く以前から問題視さ
れていますので各学校へ再度しっかりと申し
伝えます。 ○ 502 市民部 くらし安全課

交通安全協会の交通安全指導員が高校
へ出向いて自転車交通教室を開催する
他、随時実施する街頭指導の中でも悪
質走行については学校へ通報し指導を
求めております。

10 1001 商業・観光

〇レンタルサイクルについて
市内を移動するのにレンタルサイクルがある
と便利だと思う。

観光協会で乗り捨てできるレンタルサイクル
をやっています。2時間で500円だそうですの
で使ってみてください。
もっとPRするように努めていきます。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

市内７か所のレンタルステーションに
て、自転車の貸出及び返却を行ってお
ります。料金は電動付の自転車が1日
600円、電動なしの自転車が1日500円と
なっております。

11 1204 駅前広場

〇駅周辺のまちづくりについて
焼津駅周辺には観光客などが気軽に立ち寄れ
る場所がない。一休みできるような場所があ
るとよいと思う。

焼津駅前の再開発についてはこれまで地権者
の皆さんと土地の利活用について勉強してき
ました。ようやく組合ができて再開発事業が
始まる状況となりました。10年もたてば大き
く変わると考えています。

○ 1206 都市政策部　 都市整備課

12 503 交通安全

〇子どもたちの安全対策について
通学時や帰宅時に多くの大人たちが子供たち
を見守っている。とてもよいと思う。
交通安全の旗もたくさん立っているがその旗
が路上に散乱していたこともあった。

地域のボランティア活動の一環で子供たちの
安全対策として取り組んでいます。たくさん
の方々が自主的に協力してくれています。
焼津市は大変に進んでいると考えています。 ○ 502 市民部 くらし安全課

13 701 子育て

〇子どもの虐待について
ニュースなどで子供の虐待に係る報道が多く
あるが焼津市の状況はどうなっているのか。

相談体制の強化を図っており相談員を23名配
置して対応しています。また地域の民生委員
の方々などが訪問したりして状況把握に努め
ていますが親たちが隠すため難しい問題で
す。行政としてできることはしっかりとやっ
ていきますが社会全体で取り組むことが必要
だと感じています。

○ 702 こども未来部 こども相談センター

民生委員、児童委員、人権擁護委員な
どの地域の皆さんや学校・保育園・幼
稚園、医師会・歯科医師会、警察署な
どの関係機関からなる要保護児童対策
地域協議会のネットワークを通じ、多
くの目で子どもたちを見守っていきま
す。

7

〇水路について
大学周辺の水路には蓋がない箇所が多くあ
る。夜間は真っ暗で水路に落ちたこともあっ
た。危険な場所もあるので目印になる反射材
のようなものを設置してほしい。

大学の周辺は田んぼが多くあり農業用水路が
あることも承知しています。大変に良い意見
なので参考にさせてください。

○1102 河川・水路

2 



地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

502 市民部 くらし安全課

1102 建設部　 道路課

15 1206 空き家

〇空き家対策について
増えている空き家などを活用して若い人たち
が気軽に企業できるような環境づくりについ
て行政がどのように関わっていったらよいの
かを考えてほしい。

市内の空き家の状況を調査したところ全体の
約3％が完全な空き家でした。老朽化した危
険な空き家については条例を制定し行政が係
ることができるようにしました。また空き家
の利活用については空き家バンクを創り取り
組み始めたところです。空き家の利活用につ
いては新たな段階にきており政策的に考えて
いきたいと思います。

○ 1203 都市政策部　 住宅・公共建築課

空き家の利活用を促進するため、平成
30年度に空き家バンクを開設し、平成
31年度からは中古住宅流通促進奨励金
を実施しています。

16 901 産業

〇商業施設について
市内にコンビニやスーパーをもっと増やして
高齢者の買い物がもっと便利になるような街
になってほしい。

焼津市は産業力が大きく裕福な街なので企業
の展開も期待できる状況です。交流人口も非
常に多いのでこの10年で大きく変わってくる
と思います。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

大学周辺の交差点につきましては、こ
れまでに順次、対策施設の設置を行
い、現在に至っております。今後も啓
発活動を促進するとともに、有効な対
策についての調査検討を行ってまいり
ます。また、大富小学校前の交差点に
つきましては、関係者による合同点検
を行い、令和元年度12月に安全柵の設
置を行いました。今後もハード、ソフ
トを含め交通安全の推進に努めてまい
ります。

14

〇交通事故対策について
大学周辺のある交差点は非常に出合い頭事故
が多くて危険だ。
（ゼンリンP118A-2）
また大富小学校のところの交差点も子供たち
が多くて怖いと感じる。

現地の状況を調べてみます。
これまでも様々な対策をやってきていますが
交通事故が減らなくて苦慮しています。

○503 交通安全

3 



令和元年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市薬剤師会 対象者 ：　役員 日程： 2

令和1年7月15日(月) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 603 健康福祉

〇夏のイベントについて
8月25日に小学生を対象としたイベントを開
催する。調剤体験などを通じて薬剤師に関心
をもってもらいたいと考えている。市の広報
でも紹介してもらっており感謝する。

ターゲットが決まっており昨年も好評でよ
かったと思います。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

2 1701 学校・幼稚園

〇学校の環境基準について
空調設備の整備に伴い検査を夏季に実施す
る。

教育委員会へ伝えます。

○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

3 603 健康福祉

〇講演会の開催について
毎年開催している薬講演会について依頼がき
ていない。様々な団体等に市から開催につい
て申し込みをするようにお願いしたい。

健康福祉部長
他の部局とも調整し相談会が開催できるよう
に対応します。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

4 401 防災

〇薬剤の備蓄対応について
防災対応に係る薬剤の備蓄について市内にあ
る各薬局をもっと活用してほしいと考えてい
る。行政との連絡体制等を整備して災害に備
えることが重要だと思う。

市内にある各薬局と行政が共に連携しあうこ
とで更に市民の安心安全につながると思うの
で調整させてください。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

1601 病院事務部 病院総務課

1605 病院事務部 新病院建設課

現時点において敷地内薬局を設置する
計画はありません。

6 603 健康福祉

〇災害時の対応について
大きな災害が発生した時に救護所で負傷した
人たちのトリアージを行うことになるが医師
会とも連携して事前に役割分担を決め薬剤師
の体制を明確化しておくことが必要と思う。

薬剤師の皆さんの協力が必要となりますので
最善の方策を検討させてください。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

団体名：
開催日：

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

○5

〇新病院建設に伴う薬局について
浜松市は病院の敷地内に大手の薬局が入るこ
とになり浜松市内の薬局は嫌な思いをしたと
いう。焼津市では新病院建設に伴う薬局はど
うなるのか。

まだ具体的なことではないと認識していま
す。月に一度の病院との会議があるので話を
してみます。

1601 市立病院

4 



令和元年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

音楽連盟・文化連盟 対象者 ：　役員 日程： 3

令和1年7月22日(月) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 2000 その他

〇エコリオの復活について
平成16年に取り壊されH24年にできたプレハ
ブの建物を使用しているが使いにくい。来訪
者も場所がよくわからないという。新庁舎の
中に新たにエコリオを復活させてほしい。

様々な団体の皆さんと相談しながらどうした
らよいのかを考えていきたいので少し時間を
ください。

○ 1002 交流推進部 文化・交流課

2 1702 教育

〇県民合唱会開催に係る対応について
来年に県民合唱会が焼津で開催され県内から
たくさんの人たちが集まるので子どもたちと
交流の場を創りたいと思い教育委員会に相談
したが難しいと断られてしまった。

学校現場は大変に忙しい中で様々なことを
やっています。教育委員会を通じずに子供会
へ直接話をした方がうまくいくと思いますの
で学校の先生方に話をしてみます。

○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

現在、学校では児童生徒が学習すべき
内容がたいへん多く、新たなものを受
け入れることが難しい状況にあること
をご理解いただきますようお願いしま
す。

3 2000 その他

〇予選会へのアクセスについて
ミュージコで予選会が開催されるが駅からの
交通手段がなくて困っている。臨時的に西焼
津駅からのアクセスを考えてほしい。

どのような対応がよいのか宿題とさせてくだ
さい。

○ 1002 交流推進部 文化・交流課

対応について、県音楽連盟事務局長と
協議しました。

4 2000 その他

〇作品の保管について
エコリオがあった時は保管倉庫があり資料な
どを保管していた。現在は大井川の水道施設
内に移されてしまっている。エコリオを復活
した時には資料などを保管する倉庫を造って
ほしい。

現在の保管状況を確認します。

○ 1002 交流推進部 文化・交流課

5 2000 その他

〇文化振興計画について
市が作成している文化振興計画の説明をして
ほしい。全体のイメージを知りたい。8月24
日に焼津公民館で会合があるので市から説明
に来てほしい。

現在の状況を含め振興計画の内容について担
当者が説明に行きます。

○ 1002 交流推進部 文化・交流課

対応しました。

6 2000 その他

〇活動拠点整備について
静岡市には交流会館という施設があり市民活
動の拠点になっている。資料の印刷なども用
紙を持参すると一枚一円でできる。会議室や
ロッカーなども完備されている。焼津市でも
活動拠点の整備をしてほしい。

静岡市の状況を参考に少し研究してみます。
昭和通りに「クルサー」という拠点がありま
す。
交流推進部長
総合福祉会館内にボランティア・ビューロー
という場所があり、ボランティア団体として
登録されると、ロッカー、会議机の使用もで
き、印刷も安価にできます。

○ 1002 交流推進部 文化・交流課

種コード 種別 意見・要望内容

分類
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

団体名：
開催日：

課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No

5 



地区
独自

市内
共通

部 課
種コード 種別 意見・要望内容

分類
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No

7 1206 空き家

〇空き家の活用について
市内の空き家対策はどのようになっているの
か。

市では条例を制定して行政が係ることができ
るようにしました。また固定資産税も見直し
1/6ではなくなりました。実際の状況を調査
したところ全体の3.8％が空き家でした。現
在は空き家バンクを創り利活用の促進など対
策が始まったところです。

○ 1203 都市政策部　 住宅・公共建築課

空家法に基づき勧告を受けた特定空家
等は、固定資産税の住宅用地特例（住
宅１戸あたり200㎡までは課税標準額が
評価額の1/6に減額、200㎡を超える部
分が同1/3に減額される措置）が適用さ
れません。
また、国が５年毎に実施している住宅
土地統計調査（R1.9.30公表）による
と、問題となる利用目的のない空き家
率は4.4％でした。
なお、平成31年度からは、中古住宅流
通を促進するため、中古住宅流通促進
奨励金を実施しています。

8 901 産業

〇アートラインへの支援について
商店街の活性化対策としてのアートラインに
支援してほしい。

大変に評判が良いので行政として出来ること
はやっていきたいと思います。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

商店街等の賑わいの創出や活性化を図
るため、H27年度からアートラインの実
行委員会に対し、補助金交付やイベン
トの後援として支援を実施しているこ
とろです。

9 2000 その他

〇文化体験会の継続的開催について
文化体験会を開催したが大変に良かったので
継続的に開催できるようにしてほしい。

いろいろと工夫しながら考えていきたいと思
います。

○ 1002 交流推進部 文化・交流課

今年度の一日体験会を来年度は連続講
座で企画し、引き続き文化連盟様への
協力をお願いしました。

10 2000 その他

〇文化活動への参加について
若い人たちが気軽に文化活動へ参加できるよ
う大学生などの意見アイデアなどを参考にし
て若い人たちを呼び込むことが大切だと思
う。

福祉大学の学生と意見交換会をやり若い人た
ちの意見を聴いて市政に反映させているとこ
ろです。文化に触れあうことで感動が生まれ
体験することが大切だと考えています。新元
気世代の人たちに協力してもらい新たな活動
を考えていきたいと思っているところです。

○ 1002 交流推進部 文化・交流課

6 



令和元年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

スポーツ推進委員会 対象者 ：　役員 日程： 4

令和1年7月29日(月) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 1704 図書館

〇図書館の閉館時間について
子どもたちが図書館を利用して勉強している
がもう少し長く使用したいという意見があっ
た。閉館時間の見直しをお願いしたい。

他からも同様の意見があり現状がどのように
なっているのか確認してみます。学習できる
環境を整備していきたいと思いますので子ど
も館の中にもそのようなスペースを確保して
いきたいと考えています。

○ 1706 教育委員会事務局 図書課

図書館の閉館時間は、火曜日から金曜
日までが午後７時、土・日、祝・休日
が午後５時となっています。また、県
内のほとんどの図書館でも、本市と同
様午後７時前の閉館となっています。
図書館は，本来市民が求める資料や情
報を提供する場であり、そのために職
員は、土・日、祝・休日出勤や交代制
勤務により、資料の貸出やレファレン
ス等のサービスを提供しています。閉
館時間の見直しについては、これら人
員数を含めた勤務体制や振興公社が
行っている施設管理体制の見直し等、
様々な検討をする必要があることか
ら、今後の研究とさせていただきま
す。

2 603 健康福祉

〇歯の大切さについて
歯に対する知識が足りないと感じている。
もっと行政で市民に啓発してほしい。

口腔ケアに係る条例を創ったところです。歯
の大切さを知ってもらうためのイベントも開
催していきます。市では8020運動を強化して
おり80歳になっても20本の歯が健在する目標
で取り組んでいます。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

3 1002 スポーツ

〇スポーツ教室について
幼時から小学生までの子どもたちとその家族
がファミリーで楽しめるスポーツ教室があれ
ばよいと思う。

家族が一緒に楽しむことができる環境を充実
させていきたいと思います。

○ 1003 交流推進部 スポーツ課

現在実施している体操教室やスポーツ
クラブ事業に家族や仲間で参加できる
よう引き続き研究していきたいと考え
ています。

4 1002 スポーツ

〇地域のスポーツ交流について
各地域では一生懸命に様々なスポーツ交流を
している。町内会対抗の競技会などにより地
域交流が充実する。地域の交流を促進するた
めスポーツを通じた環境整備が大切だと思
う。

よい指導者の育成が大切だと思っていますの
でご協力をお願いします。

○ 1003 交流推進部 スポーツ課

現在地域スポーツの振興を図るため、
地域交流スポーツ祭を実施していま
す。より多くの地域住民が気軽に参加
できるよう競技種目への参加方法など
環境を整備していきたいと考えていま
す。

5 1002 スポーツ

〇公共施設の拡充について
ナイター施設や体育館など公共施設の利用率
は非常に高く常に予約でいっぱいの状態だ。
使用したくても借りることが難しい。もっと
スポーツが手軽にできるよう施設の整備をし
てほしい。

たくさんの市民の皆さんから同様な意見が寄
せられており焼津体育館も再整備する方向で
考えています。

○ 1003 交流推進部 スポーツ課

施設整備、拡充につきましては、公共
施設マネジメントを踏まえ引き続き調
査・研究をしていきたいと考えます。

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

601 地域福祉 601 健康福祉部　 地域福祉課

1002 スポーツ 1003 交流推進部 スポーツ課

現在は、地域交流スポーツ祭の一部の
種目とみなとマラソン大会へ障害者が
参加できるように働きかけをしており
ます。今後もこれらのことについては
継続していく方向で考えておりますの
で、ご協力をお願いします。

6

〇障がい者とのスポーツ交流について
障がい者と健常者が共に一緒になって競技が
できる環境を創っていきたい。玉入れやペタ
ンクなどは障がい者でもできる競技である。
行政の協力とアドバイスをお願いしたい。

市では障害者計画を見直したところです。地
域の皆さんと共に生きていく計画にしまし
た。人として障がいは個性だと思っています
ので普通に接するようにしていきたいと思い
ます。また障がい者の皆さんが気軽に施設を
使用できるよう使用料を無料にしました。行
政ができることはしていきます。

○

8 



令和元年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市体育協会 対象者 ：　役員 日程： 5

令和1年9月21日(土) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 1002 スポーツ

〇港マラソン大会について
34回大会は1万人以上の参加があり10万人都
市でこれだけの規模となったのは会場がJR駅
に近く駐車場もあるためだが大学対抗マラソ
ンが高い評価を得ていることだ。スポーツ振
興によって市の活性化に寄与しているので今
後も大学対抗マラソンを継続していくために
は市の支援が必要だと思う。また大会の運営
で問題が発生した時の対応を市が率先して
やってほしい。スポーツ課だけではなく全庁
的な対応をしてほしい。更に小川漁業協同組
合との連携と協力要請について市からもお願
いしたい。警察への対応も市からやってほし
い。
大会運営に係る市の補助金についても継続的
な支援をお願いしたい。
マラソンコースは国道や県道を使用するので
事前の補修等について万全な対応をお願いし
たい。

来年は35回目の記念大会となるので人的な対
応や予算面での支援など具体的な内容につい
て教えてください。また小川漁業協同組合や
県と警察などとの連携等について強化してい
きたいと思います。

○ 1003 交流推進部 スポーツ課

引き続き、大会運営に関する予算の確
保と大会運営が円滑に行えるための人
員の確保に努めるとともに、庁内の関
係部局、また関係協力団体との連携を
密に円滑な大会運営ができるように努
めてまいります。

2 1002 スポーツ

〇大井川グラウンドについて
グラウンドの水はけが悪くて困っている。排
水施設がないため雨が降ると水たまりができ
る。また表面の砂が流れてしまいスライディ
ングすると怪我をしてしまう。

現状がどのようになっているのか調べてみま
す。

○ 1003 交流推進部 スポーツ課

１.大井川河川敷公園は、河川敷内にあ
るため、排水設備が設けられていませ
ん。
２.降雨により表面にたまった雨水は、
地下浸透していきますが、河川敷特有
の砂礫層のため、浸透していく水と一
緒にグラウンド表面の砂も浸透してし
まうことから、砂利が浮き出てくる現
象が見られます。従いまして随時土を
入れ更には、水が溜まる部分について
は、鉄製の網を利用して訂純化を図る
よう整備をしています。

3 1002 スポーツ

〇水道用地と和田広場の維持管理について
草が生えてグラウンドが使用できないことが
あるので維持管理をお願いしたい。また埃を
押さえるため塩化ナトリウムを捲いてほし
い。

維持管理の状況を確認します。

○ 1003 交流推進部 スポーツ課

スポーツ広場の除草は、業者委託によ
る年１回の抜き取りと、年２回の薬剤
散布を実施しております。いずれも限
られた予算の中で実施しているため、
利用者のご協力を頂ければ幸いです。
また、防じん対策としての塩化カルシ
ウムの散布につきましても同様に予算
の範囲内で対応していきたいと考えて
おります。なお、使用前に散水を行う
等のご協力をいただきますようお願い
します。

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

4 1002 スポーツ

〇高齢者の運動環境について
高齢者がもっと外で運動できる環境を整備す
る必要を感じているので指導者の育成を市で
やってほしい。

高齢者でも元気な人が多いので若い時にやっ
ていたスポーツに親しんでもらいたいと思い
ます。どのようにしたらよいのか調べてみま
す。 ○ 1003 交流推進部 スポーツ課

スポーツ分野において「指導者の育
成」は重要な課題であると認識してお
ります。まずは、焼津市スポーツ推進
委員などのスポーツ振興に関わる人材
の確保、資質の向上を目的に育成事業
を進めていきたいと考えています。

1002 スポーツ 1003 交流推進部 スポーツ課

1702 教育 1702 教育委員会事務局 学校教育課

焼津市の部活では、子どもの減少→教
員の減少（顧問の減少）となり、部活
の数を減らしていかなければ対応でき
なくなっている状況があります。市で
は、外部指導者、部活動支援員の配置
で対応しています。

6 1002 スポーツ

〇中港テニスコースについて
以前からちゃんとしたテニスコートを創って
ほしいと言っているが改善されていないので
再度要望書を提出するので検討してほしい。
休憩所や観覧場所などスポーツ施設としての
環境整備を政策的にやってほしい。

これまでの経緯についても再度よく調べてみ
ます。

○ 1003 交流推進部 スポーツ課

現在の漁船員テニス場は、昭和61年に
静岡県が漁船員の福利厚生施設として
設置したもので、設置後の維持管理を
市が行う条件で一般市民が利用できる
ようになったものであります。
テニス場の再整備については、焼津市
総合グラウンドテニス場も含め、現在
の施設の利用状況や財政状況を加味し
たうえで調査研究をして参ります。
また、既設のクラブハウスについて
は、経年による劣化の状態を承知して
おりますが、市の公共施設全体のマネ
ジメントの方針を踏まえ、順次整備し
てまいります。

7 1701 学校・幼稚園

〇相撲土俵マットについて
各学校に相撲土俵マットがあれば相撲教室な
どで使用できるので整備してほしい。

教育委員会とも相談してみます。

○ 1701 教育委員会事務局 教育総務課

中学校の保健体育において武道が必修
化された際、相撲を選択した学校には
土俵マットを整備してあります。今後
も授業等の学校活動で必要になった場
合には対応していきますが、現時点で
はすべての学校に統一して整備をする
考えはありません。

5

〇子どもたちの運動環境について
少子化に伴い子どもたちの数が減少しクラブ
活動にも支障がでてきているという。指導す
る側もやりづらくなっていると聴く。

教育担当と話をしてみます。

○

10 



令和元年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

保育園協会 対象者 ：　役員 日程： 6

令和1年9月24日(火) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 701 子育て

〇子どもを取り巻く環境について
行政の切れ目ない支援を縦の線とすると様々
な関係機関の支援を横の線として組織機能を
発揮しなければならないので活きた政策を絵
に描いた餅にしないよう取り組んでほしいと
思う。AIの状況はどうか。

子育て環境を支援するためにAIを活用した24
時間365日対応の問い合わせ窓口の運用を始
めました。今後は様々な行政サービスに係る
対応をしていきたいと考えています。 ○ 701 こども未来部 子育て支援課

2 602 長寿福祉

〇高齢化社会への対応について
現状に即した高齢者に対する行政の対応が甘
いと思う。現場に良い人材が不足している。
もっと質を良くしていかないといけない。介
護度が1・2の人でも施設に入れるような取り
組みをしてほしい。

人材の育成や研修など出来ることからやって
いますが良い人材がなかなか集まらないのが
現状です。介護する家族の負担を出来るだけ
軽減させることができるよう努力していきま
す。

○ 603 健康福祉部　 介護保険課

　本年度、サポーターとして介護周辺
業務を担っていただくため、入門的研
修を2回開催し、介護人材のすそ野拡大
と、介護現場の介護職員の負担軽減と
良質な介護サービスの提供に取り組ん
でいます。

3 701 子育て

〇子どもたちの居場所づくりについて
ターントクル子ども館の完成を楽しみにして
いるが小学生から高校生までが気軽に立ち寄
れる居場所になればよいと思う。子どもたち
が主体的に選んで行ける場所があればよいと
思う。

ターントクル子ども館は赤ちゃんから高校生
までが対象の施設です。目的別に創っていく
のが理想ですが先ずは子育て世代の人たちが
焼津市はよいところだと感じてもらうように
取り組んでいるところです。

○ 701 こども未来部 子育て支援課

4 803 ふるさと納税

〇ふるさと納税について
教育施設の空調設備をふるさと納税の資金で
やったというが現状はどのような状態か。

国は返礼品について地場産品に限るとのこと
でしたので内容を見直しました。寄付金の使
途については子育て・観光交流・健康増進に
限定して活用していきます。

○ 803 水産部 ふるさと納税課

5 1001 商業・観光

〇屋外の遊び場整備について
屋外で遊ぶ場所として浜当目の海水浴場や
ディスカバリーパークのアスレチックなどを
使っているが施設がさびれていると感じてい
る。もう少し充実させてほしい。

アスレチック施設やキャンプ場などは民間の
力を借りないとうまくいかないと思っていま
す。行政がやること民間がやることを区分し
ていかなければならないと思います。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

6 903 農政

〇高草山の開発について
最近は鳥獣被害やマダニの問題などがあるが
高草山をもっと活用してほしいと思う。

高草山はすべて民間の土地なので行政が係る
ことが難しいが放置できない状況となってい
るため少し手を入れていきたいと考えていま
す。
自然公園的になればよいと思っています。

○ 902 経済産業部 農政課

7 701 子育て

〇副食費について
第2子の本人負担を軽減することはできない
か。

多子世帯の支援を拡充し取り組んでいるとこ
ろです。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

8 701 子育て

〇保育士の確保について
もう少し人員が居れば子どもたちをもっと預
かることができる。職員が足りない状況が続
いているので人員の確保をお願いしたい。

今後も良い人材の確保に努めていきます。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

9 601 地域福祉

〇社会福祉協議会の役割について
行政と民間をとりまとめたりするような組織
になってほしいと思う。市内をネットワーク
化する取り組みを期待したい。

このような意見があったことを社会福祉協議
会に伝えます。

○ 601 健康福祉部　 地域福祉課

12 



令和元年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

さわやかクラブやいづ連合会 対象者 ：　役員 日程： 7

令和1年10月16日(水) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 601 地域福祉

〇老人福祉センターの新設について
藤枝市の藤美園と同じような施設を焼津市に
も創ってほしい。一色の福祉センターがなく
なり残念だ。市長は合築でというが具体的な
計画はあるのか。ふるさと納税を活用して新
設してほしい。

これからは長寿の時代となるのですぐにでき
ることではないが検討材料の一つとして研究
していきたいと思います。

○ 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

2 602 長寿福祉

〇移動手段の確保について
営業バスは料金が高額で頻繁に利用できな
い。寿大学の時は市から15回分の支援を受け
ているが足りない状況だ。島田市は福祉バス
を市で持っている。焼津市は「ほほえみ号」
が老朽化してきているが更新しないと聴い
た。寂しい限りだ。クラブの活動には足の確
保が欠かせない。相乗りが禁止となり足の確
保が課題となっている。福祉センターを使う
時はまだよいがディスカバリーパークや市内
の施設を利用する時にバスが使えるようにし
てほしい。

以前は市でもバスを持っていましたがレンタ
ルに切り替えました。相乗りは責任問題があ
り難しいことだと思います。高齢者の足を確
保することは大切なことだと認識していま
す。

○ 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

3 602 長寿福祉

〇さわやかクラブの在り方について
島田と藤枝には立派なクラブの事務所があ
る。島田の事務所は「いたわりの湯」のとこ
ろにあり景色がよくて木造で大変によくでき
ている。焼津だけ事務所がないがクラブとし
て何ができるのか考えていく必要がある。
もっと積極的に社会に貢献し参加していくこ
とが必要だと思うので時間的に余裕のある高
齢者がもっと社会貢献ができる環境を行政と
共に創っていきたい。市でもクラブの在り方
をよく考えてほしい。

大変に良い意見だと思いますので市として出
来ることは支援していきたいと思います。

○ 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

4 602 長寿福祉

〇元気な高齢者の活用について
奉仕活動等をしたときにポイントが貯まる制
度を考えたらどうか。焼津市独自の取り組み
として考えてみてほしい。吉田町は民間事業
所の協力を得てポイント制度を行っている。
焼津市はもっと老人パワーを活用すべきだと
思う。

難しい問題もありますがとても良い意見だと
思います。元気な方々が多いので社会全体で
何ができるのか考えていきたいと思います。
何か良い方策があれば教えてください。

○ 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

5 503 交通安全

〇交通事故対策について
高齢者の交通事故が多いというがもっと地域
を回って話をしていくことが大切だと思う。
また自転車保険の加入と更新などについて市
でしっかりと指導することが必要だと思う。

さわやかクラブの皆さんと共に協力し合い前
に進んでいきたいと思います。

○ 502 市民部 くらし安全課

6 1103 公共交通

〇デマンドタクシーの拡大について
大覚寺八楠地区でデマンドタクシーを始めた
がもっと市内に拡大すれば高齢者も外に出や
すくなるのでどこでも使えるようにしてほし
い。

高齢者の足の確保は大切なことだと認識して
います。

○ 1102 建設部　 道路課

7 1105 港・海岸

〇海岸砂の個人使用について
海岸の砂を土のう袋に入れて持って行ってし
まう。海岸が浸食されたようになってしまう
ので対策を講じてほしい。

市内の14箇所に「土のうステーション」を設
置しました。一人20袋まで利用できますので
市民にもっとPRして活用してもらえるように
します。

○ 1103 建設部　 河川課

今年度、「土のうステーション」を市
内13箇所から30箇所に増やしました。
ホームページに掲載しましたのでご覧
ください。

8 401 防災

〇災害時の備蓄品等について
災害の時に避難した人たちに支給する食料や
毛布などはどうなっているのか。

災害時の備蓄品等は市内の各所に確保してあ
ります。食料などは賞味期限等があるため定
期的に入れ替えをしています。 ○ 402 防災部 地域防災課

行政でも備蓄はしておりますが、各家
庭においても非常持出品や備蓄品の備
えをしていただくようお願いします。

9 1105 港・海岸

〇田尻浜の越波について
田尻浜にある「みどりのテラス」の箇所から
波が超えてくる。テラスの前に砂が堆積して
いるために波が入って来てしまうのではない
か。
しっかり検証して対策を講じてほしい。

国が管理していますので現状をしっかりと
チェックするように改めて国に伝えます。

○ 1103 建設部　 河川課
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令和元年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

私立幼稚園協会 対象者 ：　役員 日程： 8

令和1年11月1日(金) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 701 子育て

〇保育料無償化の影響について
10月からの無償化に伴い法定代理受領の事務
処理が非常に大変になった。全国私立幼稚園
理事長研修会で文科省の担当者も気にしてい
た。今後の対応についていろいろ考えてい
る。

市でもそれらに係る対策は大きな課題として
考えていますので具体的に相談してみてくだ
さい。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

2 701 子育て

〇預かり保育の対応について
預かり保育の利用者が多くなり場所と人員が
不足している状況である。無償化により保護
者は「預けないと損だ」と思う気持ちになっ
ているように感じる。
2号認定をとる要件に適合できるように無理
して理由付けしている保護者もいる。このよ
うな状況が続くと現場の対応も出来なくなっ
てしまう。
施設と人材も限りがあるので国でも現場の状
況を考えてほしいと思う。

市では子預かり支援にならないよう子育て支
援を頑張っているところですので現場の状況
を詳しく教えてください。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

3 701 子育て

〇人員の不足について
現場で対応する人員が確保できない状況にあ
る。このような状況体が続くと今後の対応が
難しくなると思う。

行政で出来ることは支援していきますので具
体的な内容を教えてください。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

4 701 子育て

〇保育料の対応について
実際に市にとって無償化に伴う保育料の事務
処理についてどちらが良いか知りたい。入園
料等は償還払いとしているが保育料は法定代
理受領にしている。市として事務量を考える
とどちらが良いのか。

こども未来部の業務が増えてきており組織的
に増員し対応していく考えです。園の運営が
楽になるよう事務の効率化については保護者
の負担にならないように取り組でいきたいと
思います。

こども未来部長
現在は希望とおり行っており特に問題はない
と考えていますが市の事務量も増えてきてお
りお互いに負担とならないよう取り組でいき
ますので何でも相談してください。
次年度は負担増にならないよう四半期ごとに
償還払いできるように考えているところで
す。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

団体名：
開催日：

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
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地区
独自

市内
共通

部 課
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

5 701 子育て

〇施設等利用費に係る事務が他市との違いに
ついて
事務手続きや様式が焼津市は他市町と異なっ
ており事務の効率化を図る観点から統一する
ことは出来ないのか。

担当も把握に努め対応していますので少しお
待ちください。

こども未来部長
担当者も現場の事務処理について心配してお
り他市町との差異も把握しているところで
す。近隣市町と調整をしていますので少し時
間を頂きたいと思います。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

6 1001 商業・観光

〇クルーズ船誘致について
クルーズ船を誘致しても地元にお金が落ちな
いと聞くが市にとってメリットはあるのか。

直接的な経済効果を求めているのではなく焼
津を広くＰＲできる手段として考えていま
す。ＰＲ効果を期待しているところです。 ○ 1104 建設部　 大井川港管理事務所

7 2000 その他

〇今年度の職員採用状況について
職員採用で苦労している。採用予定者が市職
員に採用されてしまった。今年度の市職員の
採用状況はどうなっているのか。

下山副市長
今年度の採用状況は数名(3～4名)程度と考え
ています。様々な要因を勘案しながら採用人
数を決めています。

○ 102 総務部 人事課

今年度の職員採用試験により、来年度
より保育士・幼稚園教諭として5名を採
用する予定です。

16 



令和元年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

民生委員児童委員協議会 対象者 ：　役員 日程： 9

令和1年11月25日(月) 会　場 ：　市長室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 1301 環境

〇自然エネルギーの利活用について
焼津市には海がある。海水を電気分解すれば
水素と酸素ができる。水素エネルギーを使っ
た一つの産業が生まれると思う。市は自然エ
ネルギー利活用の取り組みをしているのか。

これまでもエネルギーに係る研究はしてきて
います。太陽光やバイオなどの自然エネル
ギーに係ることは大変に重要と考えており研
究中です。利活用については大変に難しい問
題と認識しています。 ○ 1302 環境部 環境生活課

焼津市では平成21年度から住宅用太陽
光発電施設等設置者に補助金を交付し
ております。詳しくは環境生活課にお
問い合わせください。054-662-0571

2 201 まちづくり

〇流入人口の拡大について
少子高齢化等により人口が減少しているが地
域によっては増加しているところもある。南
部地区は新しい街ができて若い人たちが増え
ているが旧市街地は高齢化が進んでいる。外
から人を呼び寄せる方策を考えているのか。

流入人口拡大は総合戦略の根幹となっていま
す。豊田や大村などでは人口が増加傾向と
なっています。空き家をリノベーションして
若い人や外国人が移り住んでいるところもあ
ります。焼津市は温暖で災害も少なく住みや
すいところとして認識されつつあり土地の動
きも徐々に出始めています。駅前の再整備も
始まります。一つづつやれることをしっかり
とやることで焼津市に活気を創っていきたと
考えています。

○ 201 総合政策部 政策企画課

3 203 広報広聴

〇市ホームページの構成について
南伊豆町から転入した人が焼津市のホーム
ページは利用しにくいと言っていた。南伊豆
町のHPは知りたい事項がすぐに分かるとい
う。他市町の状況を調べてみてはどうか。

他の市町の状況を改めてチェックしてみま
す。利用しやすくなるように改善していきま
す。

○ 204 総合政策部 広報広聴課

501 市民協働 501 市民部 市民協働課

901 産業 901 経済産業部 商業・産業政策課

今年度、外国人を雇用している、また
は検討している企業を対象に、外国人
雇用にかかるセミナーをハローワーク
焼津、焼津市市民協働課、藤枝市と連
携して開催しています。

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

4

〇外国人の転入促進について
町内に一戸建てを購入し住んでいる外国人が
数世帯ある。市の人口が減少していく中で外
国人を増やす取り組みはどうか。

法律が改正され外国人が増えてきています。
国や県などの関連部局と連携して分野別に対
応していきたいと考えています。以前はブラ
ジル人が多かったが現在はフィリピン人が一
番多く住んでいます。大変に良い人たちばか
りです。ベトナム人や中国人の方も市内の工
場などで働いています。

○
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

601 地域福祉 601 健康福祉部　 地域福祉課

602 長寿福祉 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

6 1103 公共交通

〇市の自主運行バスのフリー乗車について
東益津地域内ではどこでも降りられる区間が
ある。どこでも乗降することができげれば
もっと利用しやすくなると思う。

基本的には定められたバス停での乗降となり
ますが少し状況を調べてみます。

○ 1102 建設部　 道路課

フリー乗車については、運輸支局の許
可及び公安委員会の了解が必要であ
り、交通量が極めて少なく、見通しな
ど道路状況の良い区間であり、安全確
保や利用手順について適切に行われる
こと等が要件となっており、自主運行
バスの経路上では該当する区間がない
ため、乗車については定められたバス
停でお願いします。

5

〇高齢者や生活弱者の交通手段確保について
ボランティア活動で車を使いたいが交通事故
が心配で搬送ができないという。路線バス等
の利用も時間的に使用しにくい。高齢者や生
活弱者の足の確保について行政で何かよい方
策を考えているのか。

八楠越後島地区や大覚寺地区の一部でデマン
ドタクシーの実証実験をしています。予約制
の乗り合い形式で低価格でやりたいと考えて
いるところです。また買い物支援の活動も一
部の地域で始まっています。地域の皆さんと
一緒に何ができるのかよく考えていきたいと
思っています。

○
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令和元年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市保健委員協議会 対象者 ：　役員 日程： 10

令和1年12月6日(金) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 603 健康福祉

〇健康食を広める取り組みについて
市の特産物を使った健康的な食事を広める取
り組みをしてほしい。市はどのように考えて
いるのか。

市が直接的に食堂をやることは考えていませ
んが様々なイベント時には多くの人が来てく
れるので出来る事なら年中グルメイベントを
開催してマグロやカツオ、シラスやサクラエ
ビなどの食材を使った健康的な食事の普及に
努めていきたいと思いますので良い意見等が
あったら教えてください。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

2 603 健康福祉

〇減塩食の普及紹介について
グルメイベントは大変によい取り組みだが減
塩しても美味しく食べられるように工夫した
食事の紹介を行政が率先してやってほしい。

市民の健康に対する気持ちは敏感なので健康
増進に役立つようイベントを企画する時には
新たな視点で細かく配慮していきたいと思い
ます。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

3 1601 市立病院

〇焼津市立総合病院の専門医確保について
市立病院は専門の医師がいない科がある。ま
た担当医が少ないので市立病院には行かない
と聞く。現状はどうなのか。

平成21年の時に医師が80人となってしまって
循環器の医師が居なくなり心配をおかけしま
したが現在では116人に増え循環器の医師も2
名います。県内の公立病院の100床当たりの
平均医師数15.5人に対して焼津市は22.2人い
ますので決して少ない状況ではありません。
今後も優秀な医師の確保に努めていきます。

○ 1601 病院事務部 病院総務課

4 903 農政

〇イグサ栽培に伴う綿毛の飛散について
田尻地区で始まったイグサ栽培で「ガマの穂
の綿毛」が飛散し周辺の家屋の洗濯物などに
ついて困っている。健康的な問題もあるので
対策を講じてほしい。

塩田対策で始めた新しい産業ですので事業者
に伝えます。状況を調査して早急に対応して
いきます。 ○ 902 経済産業部 農政課

事業者に伝え、12月に草刈を実施しま
した。今後も管理を行い、イ草栽培を
広げていきますので、ご理解よろしく
お願いします。

5 1102 河川・水路

〇台風19号の洪水について
今回の台風で木屋川が溢れて車が浸水してし
まった。木屋川の洪水対策をお願いしたい。

昭和57年に瀬戸川が決壊し大きな被害が発生
しました。その後大きな河川から改修を進め
ています。大井川はほぼ改修が終わりまし
た。また県管理の河川は整備計画を策定し改
修していく計画です。木屋川も順次整備して
ほしいと県に要望しています。市が管理する
河川水路についても状況に応じた改修を進め
ていきます。

○ 1103 建設部　 河川課

6 603 健康福祉

〇公民館に血圧計と体組成計の設置について
大富の公民館まつりで保健センターから血圧
計と体組成計を借りて実施したところ利用者
が多かった。市民が気軽に自分の健康につい
て知る機会をつくることが出来るので公民館
に設置をお願いしたい。

市民の健康増進に役立つので少しづつでも設
置していく方向で検討します。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
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地区
独自

市内
共通

部 課
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

No 種コード 種別 意見・要望内容

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

7 101 自治会

〇自治会役員の人材確保について
近年では自治会活動をやってくれる人が集ま
らないので大変に苦労している。仕事量が多
くて参加したくても時間的な問題で出来ない
という人が多い。特に保健委員の選出に苦労
している。

市以外でも自治会へいろいろお願いすること
が多くなっているようです。自治会の業務量
の軽減化について自治会長とも話し合ってみ
たいと思います。 ○ 101 総務部 総務課

8 603 健康福祉

〇障がい者用トイレにベッド等の設置につい
て
障がい者用トイレ内に横になれるベッドがあ
ると大変に助かる。ブルーシートをひいて用
をたしている人もいる。ベッドでなくても長
椅子でもよいので設置してほしい。

どのような方策がよいのか少し検討してみま
す。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

9 1101 道路・橋梁

〇カーブミラーやガードレール等の設置要望
について
見通しが悪い交差点にカーブミラーを設置し
てほしい。またガードレールを設置してほし
い場所がある。どこに連絡すればよいのか知
りたい。

地元の要望は自治会がとりまとめしています
ので自治会長へ話をしてほしいと思います。
また緊急的な要件は市の道路課へ直接連絡し
てください。 ○ 1102 建設部　 道路課

10 1101 道路・橋梁

〇道路の白線等の引き直しについて
市内の道路にある白線が消えかかっているの
で引き直してほしい。

市では現状を調査して幹線道路から順次引き
直しています。また県が管理する道路もある
ので情報を共有しながら対応しています。お
気づきの点がありましたら具体的な内容を道
路課まで連絡してください。

○ 1102 建設部　 道路課

11 1301 環境

〇災害ごみ等の処分に伴う対応と問い合わせ
先について
台風などの被害で発生したゴミの処分に困っ
ている。対応方法などがよく分からない。問
い合わせ先が分かれば市民は安心すると思
う。

今回の事案を精査し改めて検討しなおしてい
ます。どのような方策が有効なのか研究して
出来るだけ分かりやすい方法で対応していき
たいと思います。

○ 1301 環境部 廃棄物対策課

災害ごみの処分については、廃棄物対
策課で対応を行っております。
お問合せは、廃棄物対策課（054-662-
0572）へご連絡ください。
台風19号では、市民生活に支障がない
よう、通常の生活ごみ以外の「災害起
因による大型ごみ」について、特別に
搬入先を設ける等して対応を行いまし
たが、災害ごみを出す際には、平時と
同様に分別をお願いいたします。
また、発生するごみの種類は、災害ご
とに様々であるため、詳細は災害時の
市ＨＰ等をご覧いただくか、廃棄物対
策課へお問合せください。
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地区
独自

市内
共通

部 課
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

No 種コード 種別 意見・要望内容

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

12 901 産業

〇気軽に買い物ができる商店の誘致について
市内の商店街周辺が寂しくなってしまった。
藤枝市に比べると有名店や人気店が少なくて
人が集まらないためお店を閉めていると聞い
た。特に郊外では店舗が少なくて車で移動し
ないと買い物ができない。高齢者などは遠く
まで自転車で買い物に行くという。商店の誘
致をお願いしたい。

よく藤枝市と比較されますが焼津市の製造品
出荷額は近隣に比べて大きいです。足りない
のはそぞろ歩きできるような場所がないと聞
いています。まちづくりも区画整理を中心に
焼津駅周辺から進めてきました。改めて駅前
の再整備を検討しています。時代の変化と共
に状況が変わってきています。もう少し経て
ば商業環境も活性化していくと思いますので
民間の人たちと協力し合って環境整備を進め
ていきたいと考えています。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

13 1002 スポーツ

〇焼津体育館の再築について
焼津体育館をよく使っているが大変に老朽化
しているので改修してほしい。隣の相撲場と
共に新しく創れば施設の複合化ができるので
はないか。

利用率が非常に高い施設なので建て替えを計
画しています。関係する団体の皆さんと相談
しながらどのような施設にするのか検討して
いきます。

○ 1003 交流推進部 スポーツ課

市民意見が取りまとめられた提言書を
受領しました。いただいた提言内容を
より多く取り入れられるよう計画して
いきたいと考えています。

101 自治会 101 総務部 総務課

防犯灯については、地元自治会が設置
を行っておりますので、まずは、自治
会長にご相談ください。

1101 道路・橋梁 1102 建設部　 道路課

道路照明灯については、主に幹線道路
の信号交差点や横断歩道の設置されて
いる箇所に、必要に応じて整備してお
ります。

15 201 まちづくり

〇合併の効果について
大井川町と焼津市が合併して10年が経過した
が大井川地区の住民は合併して良かったと
思っている人は少ないと思う。以前に比べ不
便になったと思う大井川地区の住民は多いと
思う。旧焼津市民の方が優遇されていると感
じている。

これまでも市議会などで予算等の執行状況な
どを説明してきていますが大井川地区への投
資的経費等の割合は焼津地区に比べ低くはあ
りません。今後も様々な機会をとらえ分かり
やすく説明していきたいと思います。 ○ 201 総合政策部 政策企画課

16 603 健康福祉

〇保健委員協議会の活動について
大井川地区の保健委員は会合に出るため焼津
地区まで行くのが大変である。正副会合など
は各地区の公民館等で開催すれば効率的だと
思う。

相談しながら活動しやすい方向でやるように
担当者に伝えます。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

14

〇夜間照明の充実について(大井川地区内）
大井川地域に比べ市役所の周辺は非常に明る
いと感じる。大井川地区をもっと明るくして
ほしい。夜間にウォーキングしている人がい
るが危険だと思う。

○
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独自

市内
共通

部 課
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）
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コー
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105 公共施設 103 総務部 資産経営課

104 庁舎建設 104 総務部 新庁舎建設課

18 1705 公民館

〇豊田公民館の建て替えについて
高齢者が階段を上り下りするのは大変で施設
が老朽化して使いにくい。駐車場も少なくて
困っている。早く建て替えてほしい。

地元のまちづくり委員会に場所の選定をお願
いしています。用地の場所も決まってきまし
たが個人の所有地なので地元の皆さんと相談
しながら建て替えの計画を進めていきたいと
思います。

○ 1704 教育委員会事務局 社会教育課

19 503 交通安全

〇国道150号みやじま幼稚園地先交差点に横
断歩道の設置について
横断地下道があるが自転車は道路を横断して
いる。高齢者は地下道の階段が大変だと言っ
ている。大きな事故が起こる前に人が渡れる
ように横断歩道を設置してほしい。

県が管理している道路なので県に相談してみ
ます。また状況をお知らせします。

○ 502 市民部 くらし安全課

警察が地元住民参加の下で検討会を設
けています。

20 602 長寿福祉

〇高齢者等の居場所づくりについて
行政が取り組んでいる「居場所づくり」は家
に閉じこもっている人が外に出るきっかけを
創っているのでとてもよいと思う。

ミニデイサービスを60ヵ所各地区で創ってき
ましたが徐々に年配になってきたので各地域
の状況に即して少し年下の皆さんが集まる場
所を創たいと思い「居場所づくり」をはじめ
ました。

○ 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

21 1206 空き家

〇空き家対策について
近所に空き家があり荒れ放題で雑草が茂って
害虫がたくさん発生して困っている。市に相
談しているが一向に改善しない。市の空き家
対策はどうなっているのか。

所有者に適正な管理をお願いしていますが難
しい状況です。市では空き家バンク制度を始
めました。登録してもらい有効活用を図る制
度です。
空き家対策は難しい問題ですが行政指導等を
適正に執行し少しでも改善できるように努め
ていきます。

○ 1203 都市政策部　 住宅・公共建築課

周辺に悪影響を及ぼす空き家として情
報提供していただければ、所有者に対
し、条例や法律に基づき適切な管理を
行うよう助言・指導等を行っておりま
す。

22 101 自治会

〇塩津公会堂の空調設備について
塩津公会堂は古くてクーラーがない。夏場の
使用は暑くて困るのでクーラーを設置してほ
しい。

公会堂は各自治会が管理していますので市か
ら自治会へこのような話があったことを伝え
ます。 ○ 101 総務部 総務課

17

〇大井川庁舎の機能と新庁舎の建設位置につ
いて
大井川庁舎はすべての業務ができる施設にし
てほしい。また市役所は市の中心にあれば良
かったがこの場所で建て替えた理由を知りた
い。

市役所に来なくてもマイナンバーカードで住
民票や印鑑証明書等の交付がコンビニ等でで
きるようなりました。またAIを活用した相談
体制の充実を図っていきます。役所に来るこ
とを少なくする取り組みを進めており出来る
だけ動かずに済むようにしているところで
す。
新庁舎の場所は人口が減少していく中で将来
的に税収が少なくなることを考えた時に出来
るだけコストをかけずに建設するという条件
に見合う場所を総合的に検討した結果この場
所以外になかったのです。

○
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23 1101 道路・橋梁

〇焼津駅道原線の段差解消について
焼津駅から保健センターへ行く道路に段差が
あり危険と感じた。

現場の状況を確認してみます。また一部県道
もあるので管理する部署へこのような話が
あったことを伝えます。

○ 1102 建設部　 道路課

現場を確認した結果、敷地への出入り
口付近における段差は、道路構造上、
やむを得ないものであり、対応が困難
であることをご理解ください。
道路に陥没等の危険な状況があった際
は、道路課までご連絡をお願いしま
す。

24 603 健康福祉

〇保健委員に男性の登用について
女性だけが保健委員をやるのではなく男性も
やればよいと思う。

参考意見として拝聴させていただきます。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

25 603 健康福祉

〇減塩対策の状況について
これまでも行政に対して減塩対策をお願いし
てきている。現在の状況はどのようになって
いるのか。呉市では各店舗にお願いして減塩
食の普及活動をしたら効果があったという。
鰹三昧のイベントメニューなどを工夫して野
菜などを追加したヘルシーなメニューを売り
にしたイベントを企画してみたらどうか。

焼津商工会議所や大井川商工会などの関係者
に改めて減塩対策をお願いしてみます。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

26 603 健康福祉

〇歯科検診について
現行では5年ごとに歯科検診をしているが5年
は長いので2年ごとの検診にしてほしい。

少し検証してみたいと思います。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

27 101 自治会

〇自治会への未加入問題について
近年ではアパートに居住する人が自治会へ加
入しない傾向があるという。市職員が「加入
しなくてもよい」と言ったという。地元の自
治会に世話になるので加入するよう説明する
べきだと思う。

説明の仕方の問題だと思いますので強制では
ないが自治会活動に協力してもらえるように
お願いしていきます。

○ 101 総務部 総務課

23 



令和元年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集
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地区
独自

市内
共通

部 課

1 201 まちづくり

〇焼津市の良いところについて
他の地域から来た人が焼津市はライフライン
がしっかりしていると言っていた。駅前広場
も広くてきれいに整備されているが周りの商
店街などが寂しいと言っていた。また焼津市
は道路が整備され走行しやすいが藤枝市は駅
周辺はよく整備されているが市内の道路が狭
くて渋滞が多いとも言っていた。

お褒めの言葉をいただきありがたく思いま
す。しっかりと記録に残しておきます。

○ 201 総合政策部 政策企画課

2 401 防災

〇過去の地震津波について
沿岸部のある料理屋に東大の先生が書いたと
いう「焼津には津波の痕跡がない」という紙
が貼ってあった。震災後に沿岸部から逃げて
いく人がいるようだがなぜ逃げるのかよくわ
からない。

600年くらい前まで調べましたが史実として
残る形跡はみつかっていません。焼津市は地
形的に津波は高くならいようです。

○ 401 防災部 防災計画課

3 801 水産

〇さかなセンターについて
開業してから30年以上たちだいぶ古くなって
きた。テナントの数も少なくなってきている
と聞く。今では市外の業者も入ってきている
というが今後のさかなセンターはどうなって
しまうのか。

さかなセンターは第三セクターで運営してお
り焼津市も出資しています。施設も老朽化し
てきたため現在の場所でリニューアルすると
聞いています。年間当たり180万人もの集客
があり焼津市にはたくさんの人が来てくれて
います。

○ 801 水産部 水産振興課

4 1207 公園・街路・広場

〇東益津地区の公園整備について
東益津幼稚園が民営化されるというが用地を
公園として整備してほしい。既存の園舎を高
齢者の居場所として公園と一体的な施設にな
ればよいと思う。

東益津地区には高草山があり自然豊かな環境
があるので高草山を自然公園にするのが一番
よいと思っています。公園の整備は各地域か
ら要望が多く寄せられていますので参考とさ
せていただきます。

○ 1206 都市政策部　 都市整備課

5 1105 港・海岸

〇潮風グリーンウォーク整備について
沿岸部にある松林の景観が好きだ。潮風グ
リーンウォークの整備で松林がどうなるのか
心配だ。自然の景観は出来る限り残してほし
い。

沿岸部の松林は塩害・風害対策で植林してき
ました。潮風グリーンウォークの整備により
塩害・風害にも効果が期待でます。緑を出来
るだけ残すように整備して盛り土部には植林
し緑化していきます。

○ 1103 建設部　 河川課

6 601 地域福祉

〇手話通訳の配置について
市に以前は手話通訳士が常駐していたが居な
くなってしまった。時代に逆行していると思
う。行政がAI化されても窓口に手話通訳士が
配置されていなければなんにもならない。市
としてどう考えているのか。

常駐までは難しいですがある程度のことが出
来るよう対応していきたいと思います。

○ 601 健康福祉部　 地域福祉課

手話通訳者を配置するために、ハロー
ワークでの募集や、関係機関（市内の
出通訳者、静岡県庁、近隣市役所、静
岡県聴覚障害者協会など）への協力要
請（適任者の紹介など）を行っていま
す。しかし、現時点で応募はありませ
ん。

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）
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7 1001 商業・観光

〇ろうあ者の「満腹ツアー」について
耳の聞こえない人たちに焼津市のよいところ
を紹介するツアーを2月にやるが焼津を紹介
するのに地元をよく知っていて手話が出来る
人が必要だと考えている。市の支援をお願い
したい。

市でも「満腹ツアー」に大変期待していると
ころです。行政として何ができるのか少し考
えてみます。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

本ツアーは、焼津市手話言語条例制定
に伴い、焼津市の観光を障害の有無に
関わらず楽しんでいただこうと企画さ
れたモニターツアーです。
モニターツアーを検証していく中で、
必要な事項は検討していきたいと考え
ております。

8 1001 商業・観光

〇フィルムコミッションについて
静岡市や島田市では既に映画等のロケ地とし
て呼び込む取り組みを行っている。宣伝効果
が大きいので焼津市でもやってみてはどう
か。行政側で体制を準備しておけば宣伝して
くれるので体制づくりが必要だ。焼津市には
魅力的な資源や宝がたくさん埋まっていると
思うのでもっと積極的にアピールすることが
行政として必要だと思う。

二年ほど前から観光協会でロケーションサー
ビスの取り組みを始めています。テレビの食
レポなどが増えてきています。今後も焼津市
の魅力を発信する取り組みを強化していきま
す。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

9 1207 公園・街路・広場

〇自然生態観察公園の駐車場について
地元の人たちと共にホタルの生息環境を整備
する活動をしている。自然生態が回復して近
年では公園に来る人も多くなっている。車で
来る人が多く駐車場の拡張をお願いしたい。
県の用地が近くにあるので活用できないか。
また大井川地区の防災公園でもホタルを育て
る活動をしていきたいと考えている。

駐車場については状況を調査して対応を研究
してみます。
以前は大井川地区でも豊富な湧き水を使って
ホタルの生息に取り組ん出来たと聞いていま
すので大変にありがいことだと思います。 ○ 1206 都市政策部　 都市整備課

栃山川自然生態観察公園の駐車場につ
いては、県有地を所管する島田土木事
務所と12月27日に協議をしました。現
状、資材置き場に使用しており、駐車
場としての活用は難しいとの見解で
あったことから、近傍の河原富士見公
園等既存施設の活用をお願いします。
引き続き利用しやすい公園になるよ
う、研究してまいります。

10 1303 犬・猫

〇野良猫対策について
野良猫の避妊手術費用を個人がすべて負担し
たという話を聞いた。野良猫の避妊去勢手術
費用については行政の支援をお願いしたい。
野良猫が増えすぎてフン害も起こっている。
避妊去勢して増やさない取り組みが必要だと
思う。また行政の助成内容を具体的に分かり
やすく説明してほしい。

市では避妊手術の助成をしていますが野良猫
の対策についてどうなっているのか調べて報
告します。

○ 1302 環境部 環境生活課

飼い猫の去勢・不妊手術助成制度につ
いては、猫を飼い猫として市に登録し
た方から助成制度利用申請をいただ
き、手術費用のうち4,000円を助成して
います。
野良猫については市内の動物愛護団体
が実施するTNR活動の手術を、獣医師に
委託するという形で支援をしていま
す。
いずれも、予算の範囲内で実施してい
ますので、件数に限りはあります。

11 501 市民協働

〇外国人の子供たちの支援について
近年では市内に外国人が多く住んでいるよう
になった。子供たちも多くいるので生活面を
含めて支援を行政が積極的にやってほしいと
思う。

市内には多くの外国人が暮らしており子供た
ちも増えています。そこで学校に支援員を配
置して対応しています。今後も生活支援を含
め子供たちの支援を強化していきたいと考え
ています。先進地の取り組みを参考に出来る
限り支援をしていきたいと思います。

○ 501 市民部 市民協働課
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12 501 市民協働

〇伴奏型の市民協働について
説明資料にある伴奏型の市民協働という言葉
は行政にとって大変に都合の良い言葉であ
る。いったい誰が誰に対して具体的に何をす
るのかがよくわからないので説明してほし
い。

これまでのように行政が主体的に地域の様々
な諸問題に取り組むのではなく市民や事業者
などと共にそれぞれの役割を担いながら協働
していくことが求められています。豊田地区
では3つの各自治会で創るまちづくり協議会
が公民館の再整備について協議したりしてい
ます。また清掃活動なども企業や事業者など
が地元貢献の目的で組織を創って活動が始
まっています。このように時代の変化に柔軟
に対応した行政と市民・事業者による取り組
みが必要だと考えています。

○ 501 市民部 市民協働課
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令和元年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

消防団 対象者 ：　本部員 日程： 12

令和1年12月18日(水) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

401 防災部 防災計画課

台風第19号における災害対応検討会議
を設け、全庁をあげ今後の対応につい
て検討を行いました。

402 防災部 地域防災課

消防団の資機材整備については、県の
交付金なども活用しながら地域特性に
応じた配備を検討していきたいと思い
ます。

2 1301 環境

〇台風19号通過後の片づけ等について
今回の台風による浸水ではあちこちに藁ゴミ
が堆積しその片づけを行政がやっていた。各
地域でやればよいと思う。昨今では自分たち
でやれることでも市役所に言ってやらせるの
が当たり前と思っている。とても残念なこと
だ。

多くの市民の方が後片付けに協力してくれま
した。大変ありがたく感謝しています。今後
もそれぞれ協力し合いやっていきたいと思い
ます。

○ 1301 環境部 廃棄物対策課

3 1102 河川・水路

〇高草川堤防の改修について
高崎・吉津地区を流れる高草川の新幹線ガー
ド下流右岸側の堤防の一部が低くなっている
箇所がある。そこから溢れて付近一帯が浸水
した。

※ゼンリンP15-J-1/2

高草川は県が重点的に対策を講じている河川
で遊水地の整備もしています。現場の状況を
調べて県に伝えます。

○ 1103 建設部　 河川課

R1.12.20現場確認を行い、その結果を
島田土木事務所にR1.12.26に報告しま
した。

4 401 防災

〇土のうステーションの増設について
土のうステーションは水没しない場所に設置
するよう検討してほしい。車で土のうを取り
に行けるよう増やしてほしい。

市民の皆さんの関心が高まってきましたので
現在13ヵ所ありますがこれを23ヵ所に増やし
29基設置します。 ○ 1103 建設部　 河川課

今年度、「土のうステーション」を市
内13箇所から30箇所に増やしました。
ホームページに掲載しましたのでご覧
ください。

5 2303 消防・救急

〇災害時の資材運搬車両について
8分団の消防車には土のう等の資材を積載す
るスペースがない。軽トラックなどがあると
よいと思う。また資機材等を運搬する車両が
別途あると活動しやすくなる。

地域の特性もありますので少し研究させてく
ださい。

○ 402 防災部 地域防災課

消防団活動の充実や強化のために必要
であることを踏まえ、車両の保管場所
の確保や維持管理など、今後の検討課
題とさせていただきます。

6 2303 消防・救急

〇狭隘地区へ軽車両の導入について
大井川の高新田地区には四駆の軽車両が配備
されている。道路が狭隘なため大井川町時代
に整備した。狭隘な道路が多い浜当目地区や
東益津地区でも軽車両は有効である。軽車両
を配備できないか。

団より軽車両の配備について要望がありまし
たので検討します。また団と相談させてくだ
さい。

○ 402 防災部 地域防災課

地域の特性や分団の考えもあると思い
ますので、車両更新の際には対象とな
る分団と協議させていただきます。

○1 401 防災

〇台風19号災害における今後の対応等につい
て
水害対応として自治会の防災担当や自主防救
助隊にも広報活動等に協力してほしいと思っ
ている。また今回は沿岸部の浸水被害が酷く
て車両は使用できなかった。沿岸部の団に簡
易なゴムボートがあると活動しやすいと思
う。

現場の状況に精通した意見ですので参考にさ
せていただきます。
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7 2303 消防・救急

〇県の消防学校誘致について
大井川地区に整備する防災広場に県の消防学
校があれば災害時の対応に効果があると思
う。スマートICにも近く利便性が高い場所で
あり現在の消防学校が老朽化しているので考
えてみてはどうか。

大変に良い意見なので県の考え方を聴いてみ
ます。

○ 402 防災部 地域防災課

8 2303 消防・救急

〇消防団員の中型車免許取得に係る助成につ
いて
消防団員が2ｔ以上の車両を運転する免許取
得に伴う市の助成について説明してほしい。

市でも助成をしていきます。11月議会で補正
予算が議決されましたのでこれから皆さんに
しっかり説明させていただきます。

防災部長
県の協会と市で支援していきます。中型免許
を取得する費用の2/3を助成しますので個人
の負担は1/3程度となります。

○ 402 防災部 地域防災課

・道路交通法の改正により軽可搬型ポ
ンプ車を除く消防団車両の運転には準
中型免許が必要となったことから、焼
津市でも中型免許取得費用の補助制度
を創設しました。
・補助内容は県の消防協会に準じて、
補助率1/3、補助限度額は8万円として
おり、免許取得後２年以上の在職が必
要といった条件を付けています。

9 2303 消防・救急

〇消防団のPRに係るプロバスケットチームと
のコラボについて
消防団をPRするためユナイテッドチームとコ
ラボして団をPRする活動を企画している。具
体的な内容は未定だがうまくコラボが出来れ
ばよいと思っている。

焼津市ではプロの3X3バスケットチームを創
り二年目となりました。
バスケットボールはオリンピック種目となり
男女のチームを創りました。市内の各企業の
皆さんに協賛していただき運営しています。
大きな運営経費をかけずにミニマムで活動で
きるので市民の皆さんにも応援していただき
たいと思っています。焼津市のPRになるので
チームの育成をしているところです。どんど
ん利用していただけばと思います。

○ 402 防災部 地域防災課

消防団活動をＰＲするイベントなど、
積極的に協力していきたいと考えてい
ます。

10 2303 消防・救急

〇消防団員の確保について
機能別消防団が発足したが基本は現役の消防
団がしっかりと機能することが必要だと思
う。団員の確保については自治会の協力を得
て団員の確保を図っているが難しい状況が続
いている。地域で団員を育てていく環境を
創っていく必要があると思う。

時代の変化に伴い総務省から機能別消防団拡
大の要請を受け焼津市でも昼間の大規模火災
等に対し後方支援するOB主体の機能別消防団
を創りました。今後も拡大していきたいと考
えています。女性の入団もありますので今後
もあらゆる機会をとらえ団員の確保に努めて
いきたいと考えています。

○ 402 防災部 地域防災課

・特定の業務を担う機能別団員につい
ては、令和２年４月を目途に新たに事
業所の従業員で組織する隊と市役所職
員で組織する隊の２隊を創設しまし
た。
・基本団員についても様々な催し等で
ＰＲを行い、団員の確保を行っていき
ます。
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令和元年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

大井川農業協同組合 対象者 ：　職員 日程： 13

令和1年12月20日(金) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 701 子育て

〇子育て保育について
小規模認可保育所から幼稚園や保育園に入園
させるのに働きながら子育てしている親は時
間的な制約があり仕事を辞めないといけなく
なるという。そのまま長く保育園に居られる
環境や移りやすいシステムになればもっと焼
津市に子育て世代の人たちが多く転入してく
ると思う。

全国的に国の制度変更に伴い満三歳に対する
新たな問題として出てきています。国の制度
に係る問題ですが今回このような意見があっ
たことを担当に伝えます。現場に即した制度
となるよう国県とよく調整し取り組んでいき
たいと思います。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

2 1301 環境

〇ゴミの減量化について
藤枝市は4月から生ゴミ専用の袋に入れて出
している。生ゴミをたい肥にする取り組みを
している。焼津市はどのようにしているの
か。

焼津市はゴミの組成分析をしたところ紙類が
比較的多いため紙の分別を推進し再資源化と
コスト削減に取り組んでいます。生ゴミのた
い肥化には大きなコストを必要とします。焼
津市は出来るだけ予算をかけずに市民に協力
していただき出来るところからゴミの再資源
化に取り組んでいるところです。

○ 1301 環境部 廃棄物対策課

市では、生ごみ減量の取り組みとし
て、生ごみの３きり「食材の使いき
り、食べきり、生ごみを出す際の水き
り」を地域等で行うごみ減量説明会等
において、市民の皆さまにお願いして
おります。
また、ご自宅での生ごみ処理も併せて
推進しており、コンポストや電気式生
ごみ処理機の購入の方を対象に補助金
を助成しております。補助金の詳細
は、廃棄物対策課（054-662-0572）へ
お問合せください。

503 交通安全 502 市民部 くらし安全課

1103 公共交通 1102 建設部　 道路課

602 長寿福祉 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

4 1204 駅前広場

〇焼津駅前の開発について
藤枝駅前と比べると焼津駅前には観光客など
が手軽に食事するところがないように思う。

焼津駅はJR東海が耐震工事をしたので当分の
間は建て替えしないようですが焼津市では駅
前の再開発について地元の地権者と共に検討
してきました。ようやく一部のブロックの地
権者が組合を創りビルを建設し開発が始まり
ます。もう少し経てば大きく変わると思いま
す。

○ 1206 都市政策部　 都市整備課

3

〇運転免許証の返納に伴う交通手段確保につ
いて
高齢化社会になり高齢者ドライバーの事故が
問題視されている。運転免許証の返納をすれ
ば移動手段の確保が必要となる。タクシー代
の補助等をしているところもあるが焼津市は
どのような対策を講じているのか。

タクシー業界は返納者に対する一部助成をし
ていますが返納が進んでいない状況だと聞い
ています。焼津市は高齢者に対し交通安全意
識の醸成に努めているところです。また自動
運転の研究や高齢者の事故を減らす取り組み
をしています。交通事故削減に向けた施設整
備もしていきたいと考えています。

○

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

5 701 子育て

〇ターントクルこども館について
駅前通りにこども館が出来るというがどのよ
うな施設になるのか。
有料になるのか。

子どもたちが室内で遊ぶ施設を創ります。相
談窓口も設置し令和3年6月までに建設する計
画で来週24日に起工式が行われます。
施設使用に伴う料金の徴収を検討しています
が詳細は未定です。

○ 701 こども未来部 子育て支援課

1204 駅前広場 1206 都市政策部　 都市整備課

901 産業 901 経済産業部 商業・産業政策課

7 1103 公共交通

〇公共交通の充実について
路線バスの本数が減ってしまい通勤通学に大
変に不便となった。もっと公共交通を充実さ
せ高齢者も使用しやすい交通面の向上をお願
いしたい。

バス業界は運転手の確保が問題となっており
採算の問題もあって路線バスを削減している
と聞いています。
運転手不足の対策で自動運転の研究が進んで
おり焼津市内でも自動運転の実証研究が始ま
ります。
市でも路線バスの空白域に循環バスを運行さ
せていますが効率性や採算性の問題もあり新
たな公共交通システムについて総合的に研究
しているところです。

○ 1102 建設部　 道路課

8 302 税

〇スマホによる納税について
税金を納めるのにスマホ決済ができるように
してほしい。

現在にところはコンビニ納付とクレジット納
付はできます。
税システムを変更するには大きなコストを必
要としますのでご理解ください。

福與福市長
スマホのアプリによる決済はシステムを変更
する必要があり現在のところはやっていませ
ん。

○ 303 財政部　 納税促進課

9 603 健康福祉

〇子どもたちの衛生環境について
日本の衛生環境が良くなったことで子どもた
ちの免疫力が低下してきているという。昔と
違って衛生に対する意識も大きく変わった。
良いことではあるが身体にとってはマイナス
の面もあると思う。体力を強くして病気にな
らない身体を創ればそれだけ医療費の軽減に
つながる。幼い時から自然に触れる子育てが
一番よいと思う。

日本は清潔になりすぎてしまって逆に弊害に
なっているのかなと感じます。またアレル
ギー等に対する問題もあると聞いていますの
で大変よい意見として拝聴しておきます。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

6

〇焼津駅北口の開発について
南口のことはよく話題になるが北口はどうな
るのか。北側の活性化などどうなるのか知り
たい。

南側と北側も併せて整備していきたいと考え
ています。シーガルブリッジを南北につなげ
新しい駅舎と一体化したいと思っています。
長期的には北側も整備していく構想です。 ○
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

10 201 まちづくり

〇大井川地区の魅力発信について
相川支店に勤務しているが藤枝市の境でス
マートICも近くある。合併して10年くらい経
つが旧大井川町住民の行政に対する意識が低
いと感じる。スマートICも周辺企業による利
用が多いと思う。大井川地区の観光資源を発
掘して魅力を発信できればもっと地域が活性
化できると考える。農産物でも「梨」が有名
である。焼津はさかなのイメージが強いので
大井川地区の良いものが外に出ていないよう
に感じている。

大井川地区の農産物も大変良いものがたくさ
んあるので今後も積極的にしっかりとPRして
いきます。また大井川地区の地域資源を磨い
てよいところを内外に発信して地域振興を
図っていきたいと考えています。

○ 201 総合政策部 政策企画課
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令和元年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市ＰＴＡ連絡協議会 対象者 ：　役員 日程： 14

令和2年1月14日(火) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

503 交通安全 502 市民部 くらし安全課

1101 道路・橋梁 1102 建設部　 道路課

1702 教育 1702 教育委員会事務局 学校教育課

2 901 産業

〇進出企業(日本ホイスト)の地域貢献策につ
いて
大井川地区に進出する日本ホイストではク
レーンの展示場を創りたいという企画を考え
ているようだ。ありがたい話だと思うので紹
介した。

大変貴重なお話をありがとうございます。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

501 市民協働 501 市民部 市民協働課

1702 教育 1702 教育委員会事務局 学校教育課

4 1702 教育

〇PTAの学年会計の値上げについて
焼津中学校では消費税UPに伴い4月から一人
当たり月に190円値上げする。また銀行の振
込手数料が値上げされ負担が多くなり困って
いる。保護者の負担が少なくて済むようにな
れば良いが市内の各学校の状況がどうなって
いるのか知りたい。

直接的に行政が何かするということは考えて
いませんが何ができるのか考えていきたいと
思います。

○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

5 1101 道路・橋梁

〇和田小学区の通学路にある橋梁への歩道設
置について
通学路にある橋梁が歩道設置されていない箇
所が多くある。通学路は安全に子どもたちが
通行で来るように歩道を設置してほしい。

直ぐにできることではないですが少し研究し
てみます。

○ 1102 建設部　 道路課

情況が改善できるようソフト、ハード
両面から対策を検討してまいります。

3

〇外国人家庭への支援策について
近年では市内に外国人の家庭が増え外国人の
子どもたちへの支援が必要と感じている。
PTAの通知が届かないだとか親と話をしたい
が通じないなどの問題があり困っている。ま
た災害時の対応にも不安がある。

市内で仕事する外国人が増えてきています。
外国人の子どもたちへの支援として学校では
特別に支援員を配置して対応しています。生
活環境や文化などが異なることからトラブル
も多くあり県と連携し対応しているところで
す。また先進地を参考に取り組んでいるとこ
ろです。

○

1

〇大富小学区の通学路の安全対策について
地域の道路が狭くて通学路が危ないと感じ
る。大富小学校前など通行車両が多い中を子
どもたちは通学している。子どもたちの通学
路の安全対策はどうなっているのか知りた
い。

昨年の大津での事故後に緊急点検を実施し危
険個所の対策を講じたところです。通学路の
安全対策は重点的に実施していきたいと考え
ており担当に行かせますので状況を詳しく教
えてください。 ○

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

大富小学校の通学路については、毎年
合同点検を行い、対策を行っていると
ころでありますが、中学生についても
必要な安全対策を図るよう努めてまい
ります。

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

6 1701 学校・幼稚園

〇グラウンドの水はけ対策について
和田地区や港地区の学校グラウンドは水はけ
が悪く降雨後の使用が出来なくて困ってい
る。大井川地区の学校グラウンドは砂地のた
め水はけがよくて降雨後でも直ぐに使用でき
るという。水はけのよいグランドにしてほし
い。

改良するには大きな予算を必要としますので
状況をしっかりと調べてみます。

○ 1701 教育委員会事務局 教育総務課

7 1203 区画整理

〇小川地内にある歩道の未舗装について
小川地内(会下ノ島土地区画整理事業区域内)
にある道路の歩道が舗装されていない箇所が
ある。何年も放置されている状態なので早く
整備してほしい。

途中の段階だと思いますので状況を調べてみ
ます。

○ 1204 都市政策部　 区画整理課

現在施行中の会下ノ島石津土地区画整
理事業は、工事完成に向け進めていま
す。
歩道舗装については、沿線の土地利用
が決まりしだい整備する計画ですが、
歩道の使用状況等を考慮し、必要な整
備を検討していきます。

8 1701 学校・幼稚園

〇大富小学校の施設老朽化への対応について
体育館へ行く地下通路は大雨の時に浸水し通
行が出来ない時がある。また体育館のトイレ
は配管が壊れて使用できない。学校の施設が
老朽化しており早急な対応をお願いしたい。

これまで耐震化を推進し全校の耐震化が完了
しました。次に和式トイレを洋式化してきま
したが猛暑は災害だということで昨年の5月
までにすべての教室へクーラーを設置しまし
た。施設の老朽化に伴う修繕が残っています
ので順次しっかりと対応していきたいと考え
ていますので状況を教えてください。

○ 1701 教育委員会事務局 教育総務課

地下通路入口は屋外に面しており台風
など強い雨の場合は地下通路側に流入
してしまう場合があります。浸水時は
手動の水中ﾎﾟﾝﾌﾟで吸い出しています。
検討して対策を施します。体育館への
給水配管修繕は２月19日に復旧しまし
た。大変、御迷惑をお掛けしました。

9 1102 河川・水路

〇防災減災対策の市がやるべきことについて
港の津波対策や海岸堤防の改修などは国や県
の事業でありそれらが整備されても市が行う
小さな水路の整備など細かなことが出来なけ
れば防災効果が出ないと思うので市がやるべ
きことをしっかりと実施してほしい。

小河川の整備についても順次やってきている
ところです。

○ 1103 建設部　 河川課

10 1205 都市計画

〇市街化調整区域のまちづくりについて
豊田地区は人口が増加傾向にあり開発が進ん
でいるが隣の大富地区などは市街化調整区域
となっていて様々な制限があり思うような都
市計画ができない。市は市街化調整区域のま
ちづくりについてどのように考えているの
か。

国の政策は農地を守る方向で進んでおり市街
化調整区域内の開発は難しい状況ですが市長
会を通じて改善できるよう要望しているとこ
ろです。

○ 1201 都市政策部　 都市計画課
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

11 1002 スポーツ

〇総合グラウンド内の火気使用について
豊田のまちづく協議会に参加して活動してい
る。総合グラウンドで西焼津フェスタを企画
しているが火気の使用に制限がありバーベ
キューなど思うような活動ができない。今後
の様々な企画に対応できるように規則の見直
しを考えてみてはどうか。

スポーツ施設ですのでルールを定め対応して
いますが少し研究してみます。

○ 1003 交流推進部 スポーツ課

総合グラウンドは、スポーツ施設とし
て条例に基づき体育館、野球場、陸上
競技場等を貸出しており、付帯施設と
して駐車場等をご利用いただいており
ます。
スポーツ以外の目的で総合グラウンド
を使用する場合においては、本来の目
的で使用する場合以上に周辺への影響
を考慮する必要があるため、慎重に検
討していきたいと考えています。

12 1702 教育

〇PTA未加入世帯への対応について
近年では自治会や子供会に入らない家庭があ
ると聞くがついに初めてPTAに加入しない家
庭が出てきてしまった。今後どのように対応
していくのか早急に考えていく必要があると
思うので市の考えを知りたい。

時代の変化に伴い自治会や子供会などにも入
らない家庭があることは承知していますので
教育委員会とも話をしてみます。

○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

13 1701 学校・幼稚園

〇東小学校のトイレ改修について
東小学校の高学年クラスのトイレが老朽化し
ているので改善してほしい。

環境整備についても順次進めていきたいと考
えています。

○ 1701 教育委員会事務局 教育総務課

トイレ改修について、洋式化をどの様
に進めていくか工法などを含め検討し
ています。

14 1702 教育

〇地元を愛する気持ちの醸成について
東小の子どもたちの心の問題ではあるがこの
頃では自己肯定感が低く大人の顔色を見てお
となしくしている子どもが多く焼津っ子らし
くない活発な子どもが少ないとも感じてい
る。また将来的に焼津で活躍する人を創るた
めにも地元を愛する気持ちを育てる取り組み
をしていくことが求められていると思う。

子どもたちの心の問題は教育委員会だけはな
く地域や行政でも何ができるのか大きな課題
として認識しています。教育委員会と連携し
て取り組んでいきたいと考えています。

○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

15 1702 教育

〇部活動のあり方とこれからの取り組みにつ
いて
中学校の部活動が縮小傾向にある。専門的に
やりたい子どもは親がお金を出してクラブ
チームで活動している。経済的に難しい家庭
の子どもはクラブチームに入れず格差が生じ
ている。中体連は存続しているのに部活は縮
小していく中で部活動の在り方について疑問
に思う。少子化の影響で各学校での部活動が
難しくなっている状況は理解するがこれから
の部活動のあり方等について市ではどのよう
に考えているのか知りたい。

基本的には教育委員会で対応しており行政が
直接なにかをやることはありませんが体育協
会でも同様の意見がありました。理想的には
各学校で一つの部活動ができることだと考え
ていますので教育委員会とも話をしながら工
夫していきたいと思います。

○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課
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令和元年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津鰹節水産加工業協同組合 対象者 ：　役員 日程： 15

令和2年2月4日(火) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

801 水産 801 水産部 水産振興課

901 産業 901 経済産業部 商業・産業政策課

15 2 201 まちづくり

〇人口動態に係る今後の見通しについて
新聞報道によると焼津市は社会増につながる
施策を展開し成果を出しつつあるとのことだ
が今後ますます力強く進展させていくために
市はどのように取り組んでいくのか関心があ
る。

国全体で子どもの数が増えていく取り組みが
求められています。子育てに係る取り組みは
基本的には国が実施することですが細かい手
立ては市が担っていますので子どもが病気に
なった時の対応とか新生児の全戸訪問看護な
どを行っています。子預かり支援にならない
ように子育て支援の充実を図っています。ま
た高校生まで医療費の無償化も併せて実施し
ています。さらに若者世代を対象とした住宅
取得に係る費用の支援もしています。このよ
うに細かな施策を展開しているためか若い人
たちが焼津市に住んでくれるようになってき
ています。

○ 201 総合政策部 政策企画課

H28年度に稼働した焼津市移住定住支援
サイト「やいづライフ」には、企業情
報のほか、焼津の魅力ある情報を掲載
しており、県内や全国へも本市の魅力
を伝えております。こうした情報発信
と子育て施策等を合わせて行ってきた
ことが、社会増につながりつつありま
す。今後も引き続き取り組みを進めて
まいります。

1204 都市政策部　 区画整理課

1205 都市政策部　 土地区画整理事務所

15 4 501 市民協働

〇外国人労働者等に係る行政の取り組につい
て
水産加工団地で働く外国人労働者が100人を
超えた。国籍も以前とは変わってきている。
行政として外国人の対応についてどのように
取り組んでいるのか。

一元化した外国人の相談窓口を創りました。
時代の変化に即した対応を展開しています。
また学校に支援員を配置して子どもたちへの
支援体制も強化しているところです。労働者
不足を補うため県と連動しながら労働者の確
保を進めると共に生活面での支援を丁寧に
やっているところです。

○ 501 市民部 市民協働課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

日程 No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

15 1

〇製造品出荷額に占める水産業の割合につい
て
焼津市の製造品出荷額に占める水産業に係る
割合はどの程度か。

製造品出荷額全体の約1/4にあたる1500億円
が水産業に係る金額となっています。焼津市
は産業構造のバランスがよいので経済情勢に
大きな影響を受けにくいと考えています。 ○

○

〇良好な住環境整備について
焼津市は区画整理事業を進めたことで住む場
所が整備されそれが活用されるようになって
きていると感じる。

焼津市はこれまで大きな事業費を費やし区画
整理事業を進めてきています。このため良好
な住環境が整備され住む場所が広がって来て
います。

15 3 1203 区画整理

35 


