
平成25年度　市政座談会　意見集約集

小川第11 地区名 ： 第1、2町内会 日程： 41
平成26年1月19日(日) 会　 場 ： 小川上公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

6
自治会役員の選出について、任期問題、勤務状態等の
課題があり、選考に苦慮している。新たな取組みを進め
ている他の自治会、町内会の情報をご教示願う。

本日の意見は自治会連合会へ照会します。
（文書にて回答済み／別紙）

総務部 総務課 29 ○ ○

17
11自治会の１町内会は、850戸、２町内会は150戸。小川
第12自治会は250戸と聞く。市は、１地区ごとの標準戸
数、町内規模を想定していないのか。

市ではなく、自治会ごとで組織を形成している。自治会の
中で協議願います。

総務部 総務課 ○ ○

11
焼津市民のすばらしいところ、市の所有する各種データ
から、他市と比べて焼津市民のプラスのデータ、焼津の
良いとこ探しを進めて欲しい。

来年度は、新しい部「未来創造部」を設置する。その中で
焼津にはこんなにいいところがあると示していく。シティプ
ロモーションで焼津のまちづくりを進めていきます。

未来創造部 まちづくり政策課 ○ ○

12.1

焼津市民は、市民意識が低いと感じてきたが、これを高
めて積極的にまちづくりに参加していくべきである。従来
の政策企画課と今回市長が立ち上げる課は違いがある
のか。

未来創造部のまちづくり政策課は、複数の課が連携して
いくべき事業をまとめてバランスをとれるように掌握して
進めていく部署です。

未来創造部 まちづくり政策課 ○ *** ***

1 防災
今の焼津のイメージは「地震」「津波」であるので、ブラン
ドイメージを変えて欲しい。アクションプランのアナウンス
を早く行いイメージを良くしていただきたい。

ブランドイメージを上げる活動を行っている。適格な情報
を伝えながら、早期の「安心宣言」を目指しています。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

2 原発
焼津市は、浜岡原発から30ｋｍ圏内である。浜岡が再稼
働するという問題がある。中部電力にどのように対応して
いくのかお答えいただきたい。

浜岡原発に対しては、市民に適格な情報を伝えるととも
に、5市2町と連携していく。浜岡には停止している間に安
全対策を徹底的に行うことを訴えていきます。

危機管理部 危機対策課 ○ ○

8 都市基盤部　 道路課

環境部 廃棄物対策課

10
グレーチングの設置箇所の清掃を市に申し込んだとこ
ろ、前例がない、予算がない等言われた。「何でもやる
課」を設置して要望に答えられる部署をつくってほしい。

道路を横断している箇所のグレ―チングはボルトで固定
しているので、そのような個所は役所に連絡していただき
たい。清掃要望に対する職員対応についてはお詫びしま
す。

都市基盤部　 河川課 ○ *** ***

15 泓の川沿いの桜の植栽はどのようになっているのか。
改めて報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 河川課 29 ○ ○

12.2 健康福祉部　 地域福祉課

未来創造部 広報広聴課

9 商業・観光
焼津には全国的に評価を受ける地酒やサッポロビール
などがある。駅前に観光協会があるので、その一画にい
つでもお酒が飲めるスペースをもうけたらいかがか。

（ご意見ありがとうございます。） 水産経済部 商業・観光振興課 ○ *** ***

3
夏場にこども達が水場で遊べるように、東京多摩地区・
青葉地区のような水と公園が一体化した、ビオトープ、親
水公園を造ってほしい。

市内には清見田公園がある。タコ公園では盛夏の時期に
こども達の姿は見られない。東京では、二子玉川公園が
一部開園していて参考にしたい。

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

7
「いちょう通り」の街路樹があるが、バス停の標識位の高
さまでにすれば地元住民も枝うちできる。街路樹の高さ
の基準はあるのですか。

街路樹の高さは道路幅にも合わせている。以前は、緑を
増やすために高木であったが、今は中低木を植えてきて
いる。電線にかかるものは市に連絡してほしい。

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

14
竪小路の街路樹は、剪定しても枝ぶりが整わない。剪定
しても街路樹がきれいと感じる時が少ない。植栽も剪定し
やすい樹木にして見栄えのあるように願う。

樹木の種類も考え、きれいに見栄えのあるようにしていき
たい。

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

5 区画整理

区画整理事業について、様々な意見を１件ずつ解決しな
がら、「だめではなくて、どうしたらできるか、だめならこう
いう理由でだめ」ということを明らかにしながら協議してい
く会合にしてほしい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 都市計画課 28 ○ ○

13 都市基盤部　 都市計画課

未来創造部 まちづくり政策課

16 泓の川以南の区画整理は市としてやるのか。
現在、決定していない。対象地区住民にアンケートを行い
どのような方法が良いか集計をとり、考え方を確認してい
ます。

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○
H25年度に方針決定し、今
後の取組を検討中

18

逆線引きとなった地区の区画整理の協議に父の代理で
出席しているが参加者が少ない。住民の意向としては現
在の静かな住環境を保った地区でありたいと考えてい
る。

現在は、区画整理を行うか否か、どのような手法で整備
するか検討しています。

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○
H25年度に方針決定し、今
後の取組を検討中

4 環境部 廃棄物対策課 ○

都市基盤部　 都市計画課

平成25年度　市政座談会　意見集約集

小川第11 地区名 ： 第10、8町内会 日程： 42
平成26年1月19日(日) 会　 場 ： 第10町内会公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

9.1 自治会
第10町内会は昔のことを知っている人が少なく、自治会
役員のなり手がいない。自治会組織を充実させる方策を
検討して欲しい。

自治会組織については、現在、自治会連合会で検討して
いるところである。各自治会にはそれぞれ歴史があり、市
は直接、中に入れないが、手助けはしていきたい。

総務部 総務課 ○ ○

4.4 接遇

「防災委員が地区の要介護者をチェックするように。」と
の話があったのでおかしいと思い、市役所に話を聞きに
行ったら長く待たされた。対応が悪いので指導して欲し
い。

職員の接遇については、私も若い時に同じ思いをしたこ
とがあるので、しっかり指導していきます。

健康福祉部　 地域福祉課 ○ ○（済）

No 種別 意見・要望内容

自治会名：
開催日：

回答
（市長、部課長、担当課等）

担当課

ごみ・し尿

公園・街路

都市計画

○（済）

焼津駅前も「これが焼津」という形でこどもから老人まで
集える場をつくってほしい。市長が事業を進めるうえでの
「夢」を語ってほしい。

「さかなのまち焼津」を目指したい。そのために、駅だけで
はなくまず南口を整理して、市内をブロック化してより良
い地区のあり方の意見交換をしながら進めていきたい。

○

社協に連絡済み

○

別紙
頁

分類

○（済）○

○

芝原公園に生ゴミ処理器を仮設置したところ、利用者が
増加して効果が表れている。公会堂敷地内に移設すべき
であるが、公園内に恒久的に設置できないか。

生ゴミ処理機の設置場所について、法律の範囲内で検
討していきたいと考えています。
（文書にて回答済み／別紙）

28 *** ***

地元で側溝の清掃をやるが、道路と交差する部分はグ
レーチングがボルトで固定されていて、一般住民では取
り外しができない。市に連絡すれば市で対応してくれない
か。

常に水の流れていない箇所は道路課に連絡していただ
きたい。現場を確認して対応します。

「社協だより」も６回発行され配布されるが、中身をみてい
ない人が多いのではないか。組回覧にして他の福祉事業
に充てたらどうか。市の広報に掲載しても良い。

「社協だより」は各世帯から協力金をいただいているの
で、情報は各世帯配布としている。市の広報は８割の人
が毎号見ている。無駄のないようにしていきたい。

河川・水路

地域福祉

駅前広場

意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

自治会

自治会名：
開催日：

No 種別

まちづくり

担当課
別紙
頁

分類



9.2 総務部 資産経営課 ○ 計画策定等は短期

病院事務部 病院総務課 ○ 建設については長期

4.1
第10町内会では避難訓練でリヤカーを利用したが、１台
しかないので車椅子を２～３台支給してもらいたい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

危機管理部 危機対策課 30 ○ ○（済）

4.3
先日、市長が防災委員長の会議を欠席したが、市長名で
通知文が出ているので 初だけでも出席して欲しい。出
られないなら副市長が出席するべきではないか。

公務が重なり、会議に出られないことがあるが、なるべく
出席するようにしたい。

危機管理部 危機対策課 ○ ○（済）

5.1
防災訓練の時、避難先として焼津中央幼稚園が屋上を
解放してくれたのでありがたいと思っている。避難者受け
入れ先をもっと増やし、安心できるようにして欲しい。

津波避難協力ビルは、もっと数を増やしたいと考えていま
す。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

9.3 原発 浜岡原発の再稼働について、市長の考えを聞きたい。
浜岡原発については、中に燃料棒が入っているので安全
対策を徹底的に実施するようお願いしており、再稼働は
その後の問題だと考えています。

危機管理部 危機対策課 ○ ○

1
小川北公園内の照明が午後10時で消えて真っ暗になる
ので怖い。１灯だけでもよいので照明を点けたままにして
欲しい。

経緯等調査し、自治会長に報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 都市計画課 30 ○ ○（済）

3
竪小路公園について、植樹帯で囲まれ道路側から中が
見えないので不安である。夏は深夜に若者が花火やスケ
ボーをしており、風紀上もよくない。

現地を調査する。対応策が直ぐに見つからないときは、
警察に連絡し、指導してもらうのも効果があると思う。

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

6.2 産業
これからの焼津の発展を長い目で見た場合、水産業だけ
でなく別の産業の育成についても考えた方がよいのでは
ないか。

産業全体の底上げが必要だと考えているが、全国にPR
するには水産を切り口にするのが分かりやすいので、そ
れに付随する形で振興を図っていきたい。

水産経済部 産業政策課 ○ ○

2 河川・水路
赤塚川を改修工事中であるが、看護学校より上流の工
事を実施する計画があるのか。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

環境部 下水道課 30 ○ ○

5.2

子供たちが安心して学校へ行けるようにトイレの洋式化
など、学校にもっとお金をかけてもらいたい。また、先生
が忙しすぎると思うので、そういったことにも力を入れて
欲しい。

学校施設は、今まで主に耐震化を進めていたので、細か
い点に目が届かないところがあった。学校施設について
も目に見える形で改善が進むように検討していきたい。

教育部 教育総務課 ○ ○

6.1
少子化により南小学校は各学年２クラスずつしかなく、Ｐ
ＴＡ役員の順番が６年間に２回来るなど親の負担になっ
ている。将来を考えれば学区の再編が必要ではないか。

各学年２クラスずつという規模は、決して小さいものでな
く、教えやすい大きさだと先生方からも聞いている。PTA
役員が大変だという話は、御意見として教育委員会に伝
えます。

教育部 学校教育課 ○ ○

10 公民館
「公民館だより」について、回覧しても取ってくれない人が
多く、 終的には組長が余ったものを処分しているため、
そういう事情があることを承知しておいて欲しい。

参考とさせていただきます。 生涯学習部 社会教育課 ○ ○

4.2
12月にゴミ置き場用の黄色ネットを市から２枚もらって設
置したが年明けに１枚無くなっていた。カラスが来るので
一回り大きなネットが欲しい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

環境部 廃棄物対策課 31 ○ ○

7.1
県営団地のゴミ置き場について、マナーが悪く、通りすが
りの人がゴミを置いていく例もあると思うので、ゴミ置き場
を団地内部へ引っ込めた方が良いと思う。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

環境部 廃棄物対策課 31 ○ ○（済） 県に連絡済

7.2
県営団地は住民の入れ代わりが激しく外人も居るので、
入居時の条件としてゴミ出しの方法をしっかり教えるよ
う、市から県へ申し入れて欲しい。

ルール順守を市からお願いします。
（文書にて回答済み／別紙）

環境部 廃棄物対策課 31 ○ ○（済） 県に連絡済

8
県営団地内が草ボウボウで汚く、清掃日の参加者も少な
いようだ。

汚いところは、より汚くなっていくのでゴミの不法投棄も含
め現地を確認し、対応を検討します。

環境部 廃棄物対策課 ○ ○（済） 県に連絡済

小川第11 地区名 ： 第3、9、4町内会 日程： 43
平成26年1月25日(土) 会　 場 ： 小川東公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

健康福祉部　 地域福祉課

未来創造部 まちづくり政策課

8
町内会長の受け手がなく留任した。役員に手当を出した
り、行政の方にやっていただくなどできないか。

自治会の中のことは自治会で考えていただきたい。だ
が、市でお願いする部分が多くなると役員の負担が増す
ので市が自治会とどう関わっていくか研究したい。

総務部 総務課 ○ ○

9
回覧文書が増えている。また、文書の閉じ方も右綴じ、左
綴じとばらばらなので統一してほしい。全市的なものは広
報へ掲載すればよいのではないか。

市が回覧をお願いするものは配布日を決めコンパクトに
するよう指示している。他団体も含めどのようなものをお
願いしているか調べたい。
（文書にて回答済み／別紙）

総務部 総務課 32 ○ ○

17.2 財政
市の電算化が進めば市の職員数が減り、その分市立病
院へお金をかけることができるのではないか。

（職員数は他市と比較しても少ない方となっております
が、参考意見とさせていただきます。）

総務部 人事課 ○ ○

2 危機管理部 危機政策課 ○

危機管理部 危機対策課

3 危機管理部 危機政策課 *** ***

こども未来部 こども育成課 ○

教育部 教育総務課

自治会

防災
小川保育園と小川中を2階でつなげて、直接避難できる
ようにならないか。

（小川中はL2津波想定浸水区域の境界にあたり浸水区
域の深水深は30ｃｍ未満ですので参考意見とさせていた
だきます。）

防災

学校

○

○ ○

小川小・中学校が避難地となっているが、その収容人数
はどのように算定しているか。町内会ごとに避難する教
室を指定できないか。安否確認がしやすいのではない
か。

収容人数は学校の3階以上に何人避難できるかを面積
から算定している。避難する教室の指定は難しい。警報
解除後に各指定避難場所で町内会ごと安否確認はお願
いしたい。

○

6 まちづくり
少子化問題として結婚適齢期の人が結婚していない現
状があるが、何らかの対策はないか。

意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課

商工会議所や社会福祉協議会が出会いの場を設けてい
るが、出会いの場だけでは効果がない。何らかの対策が
ないか研究するよう指示しています。

別紙
頁

分類

自治会名：
開催日：

No 種別

庁舎建設
市役所と市立病院が移転するという噂があるが、どうなっ
ているのか。

公共施設マネジメントにより総合的に検討し、私の任期
中には位置などについて地元の人達と話し合っていきた
いと考えており、その段取りをしているところです。

○

ごみ・し尿

公園・街路



16 避難タワーの１階を有効的に活用できないか。
避難タワーは工作物なので1階の活用にも規制がある。
避難タワーのようなものでなく、普段も利用できて災害時
にも利用できるものを考えていきたい。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

1 都市基盤部　 区画整理課

市民部 市民相談課

10 地域福祉
民生委員の受け手がなくて困っている。市で定年の人を
あてはめてもらいたい。また70歳までという年齢制限もあ
るし、プライバシーの問題もある。

誰でもいいという訳ではないので難しい。民生委員は国
の制度であるので、国会議員へも意見として伝えたい。

健康福祉部　 地域福祉課 ○ ○
年齢制限が緩和され75歳
に変更されます。

4 長寿福祉
65歳以上を高齢者としているが、健康な65歳以上の人が
増えている。焼津市独自で、70歳以上の人を高齢者の基
準とするようなことはできないか。

国の基準であるが現状に合っていないところはあるので
はないか。

健康福祉部　 長寿福祉課 ○ ○

13 観光面で、よそから焼津に来てもらう方法はないか。
焼津市には430万人の来訪者があり、その内170万人は
さかなセンターに来ている。さかなセンターだけでなく、新
港へも産業観光の企業を誘致したいと考えています。

水産経済部 商業・観光振興課 ○ ○

15 水産経済部 商業・観光振興課

水産経済部 産業政策課

未来創造部 まちづくり政策課

5 道路・橋梁
暗渠水路のグレーチングの目が粗いものは手押し車の
車輪がはまってしまうので、細かい目のものに交換する
よう道路課に要望しているが、まだ交換されていない。

早く対応するよう指示します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 32 ○ ○

14 駅前の整備は。 水産経済部 商業・観光振興課

都市基盤部　 都市計画課

7 環境
JR東海のリニア中央新幹線による水の問題について、
JRに要望しているのか。

JRは静岡県と静岡市にのみ意見を求めているが、市とし
ても地下水との関係について強く要望したい。2月の市長
会で各市の意見統一をしたい。しっかり訴えていきます。

未来創造部 まちづくり政策課 ○ ○（済）

11 清掃活動
第3町内会の境の暗渠が、出来てから１・２回位しか掃除
されていない。市で清掃してもらえないか。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

環境部 廃棄物対策課 32 ○

17.1 市立病院
市立総合病院で行う胃カメラ検診は静脈麻酔を採用して
いない。痛みもない静脈麻酔をなぜ実施しないのか。市
立病院が他市県から患者が来るようになってほしい。

調べて自治会長に報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

病院事務部 病院総務課 33 ○（済）

12 消防・救急
消防団員だが、平成25年度まで20名で活動していたが、
来年度から16名になってしまう。自治会の皆さんの力添
えをお願いしたい。

私も消防団をやっていたので苦労は承知している。 危機管理部 危機対策課 ○ ○

平成25年度　市政座談会　意見集約集

小川第11 地区名 ： 第5、6、7町内会 日程： 44
平成26年1月25日(土) 会　 場 ： 向川原公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

5 防災

市長は先ほど堤防等で津波を防御し浸水がゼロとなれ
ば避難タワーは不用のように言われた。避難タワーの周
囲の人たちは安心感を持っている。設置は必要であると
思う。

（参考とさせていただきます。） 危機管理部 危機政策課 ○ *** ***

1 原発
浜岡原発から31キロ圏の５市２町のうち、焼津市を含め
追加された市町は、まだ安全協定が結ばれていないの
で、10キロ圏の４市と同様に足並みを揃えたらどうか。

５市２町でどうするか検討する。今後、市町で安全協定の
内容について協議していくことになります。

危機管理部 危機対策課 ○ ○

3

南部区画整理のお知らせ文に、今後、町名変更を検討し
ていく旨が書かれていた。昔からあった愛着のある地名
を町名としたいので、与惣次の地名は是非、残してもらい
たい。

町名は、あまり変えない方向で考えたい。
（本年度、地元及び焼津市南部土地区画整理組合の役
員、市関係課を構成メンバーとする検討会を立ち上げ、
焼津市南部地区及び会下ノ島石津地区の町名・町界、
自治会、学区の再編について４年程度をかけて協議する
予定）

土地区画整
理事務所

庶務課 ○ ○

4
民地境にブロック塀が設置され、隣地である私の関係者
の土地にそれが越境していたことがあった。境界杭の設
置は、どこで行っているのか。

境界杭は区画整理組合が業者に委託し設置している。ブ
ロック塀の設置に際し数㎜程度の誤差はどうしても生じ
る。完了後、再度、測量し 終的に清算を行うことになり
ます。

土地区画整
理事務所

庶務課 ○ ○

7 未来創造部 まちづくり政策課

都市基盤部　 都市計画課

水産経済部 商業・観光振興課

6 公民館
焼津市には、生涯学習センターと名の付く施設がない。こ
れから高齢化が進行していく中、歩いて行ける公民館
を、生涯学習センターとして活用することはできないか。

公民館の活用については、法的な面も踏まえ、今後その
あり方を考えていきたい。

生涯学習部 社会教育課 ○ ○

未来創造部 まちづくり政策課

志太広域事
務組合

　　　　

2 消防・救急
広域消防について、焼津市は藤枝市と、島田市は静岡
市と一緒になった。防災等を考えると、島田市を含め焼
津市、藤枝市は一緒にやったほうが良いのではないか。

県内を５分割する案になって、焼津市と藤枝市、島田市と
は一緒にやっていく考えであったが、その後島田市が救
急ヘリ等の関係で、静岡市と一緒になった経過がありま
す。

莫大な建て替え費用は市が負担しなければならないこと
や、市の意向を踏まえた建替え交渉は難しいと聞いてい
る。都市計画を入れて街づくりを計画していきたい。

***

○ ○

○

担当課
別紙
頁

分類

***

区画整理

駅前広場
焼津駅が古くなってきており、新しい駅に建て替えられな
いか。

自治会名：
開催日：

No 種別 意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

商業・観光

交通安全

駅前広場
駅前を整備するのに70億円位かかるが、それもJRへあ
げるだけになってしまう。駅前にグルメロードみたいなも
のを整備したいと考えています。

（H26.2.5に交通死亡事故現場診断が行われ、信号機設
置要望の意見が出たが、焼津警察署の回答としては、本
交差点の交通量が少ないことから現時点で信号機は設
置できないことの説明があり、現時点で可能な対策（一時
停止位置の変更、標識板の位置変更及び自発光式フ
ラッシュ板への取替）を行うことした。）

小川中学校のバックネット裏の交差点で2件目の死亡事
故が発生した。通学路でもあるので、その対策はどうなっ
ているか。

○

松風閣からロープウェイを造ったり、船で富士山を見させ
てはどうか。また、観光客への刺身の量を多くしたり、料
理を7品から6品にして安くするなどはどうか。

観光を多面的にしたい。さかなのイメージを大事にした
い。

○ ○

○

○ ○（済）



平成25年度　市政座談会　意見集約集

小川第12 地区名 ： （自治会単位） 日程： 45
平成26年1月26日(日) 会　 場 ： 小川新地コミュニティ防災センター

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

4
第12自治会は減って、第11自治会は増えているが、配布
資料の地区別人口推移では自治会ごとの状況がわから
ない。自治会ごとの資料とならないか。

後日自治会長に資料を渡します。
（文書にて回答済み／別紙）

総務部 総務課 35 ○ ○（済）

7.1
自治会の規模にばらつきがある。市域の自治会の再編
成を考えているのか。

自治会の規模などそのあり方は自治会連合会において
検討がされていると聞いている。市として立ち入るべきで
はないと考えています。

総務部 総務課 ○ ○

7.2
自治会の改変については、しがらみも多く、自治会連合
会でもなかなか進まないのが現状と思われる。市が大き
い方針を出してほしい。是非、行政に動いてもらいたい。

ご意見として伺っておきます。 総務部 総務課 ○ ○

6 財政
津波対策などいろいろと検討していただいてありがたい
が、4月から消費税もあがり、施設等の整備のために更
に税金（市税）もあがるようだと心配である。

市では、30年間の財政計画をシュミレーションしており、
そのなかで、無理のない計画を立てている。税金を余分
に貰おうとは考えていない。また、市の借金は減らす方
針です。

財政部　 課税課 ○ *** ***

2
ふたば保育園が移転した場合の要望書を見ているか。
回答をもらったが、第12自治会のことを考えていないよう
な内容で納得できない。

要望書は見ている。改めて回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

危機管理部 危機政策課 34 ○ ○（済）

7.3 総務部 総務課

危機管理部 危機政策課

1 地域福祉
社会福祉協議会の会長はいつまでやるのか。横領した
職員の氏名を明らかにしないのはなぜか。

体制を変えて改革をするために会長に就任したが目途が
立ったので本年の4月1日に交代する予定。氏名を公表し
ないのは容疑の段階であり裁判にて確定していないため
です。

健康福祉部　 地域福祉課 ○ ○（済） 社協に連絡により対応済み

8 商業・観光
市長は西町商店街ばかり応援しているのではないか。他
の商店街も応援すべき。

西町商店街だけを応援してはいない、市の全体を応援し
ています。

水産経済部 商業・観光振興課 ○ ○

9
駿河湾は焼津市にとって貴重な地域資源である。駿河湾
をアピールする水族館、博物館など、子供を含めて駿河
湾をアピールすることを要望する。

(ご意見ありがとうございます。） 水産経済部 水産課 ○ *** ***

10 水産経済部 商業・観光振興課

水産経済部 水産課

3.1 道路・橋梁
中央通りの赤塚川橋のところに段差があり、車が通ると
かなりの音がしてやかましい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 34 ○ ○（済）

5 都市基盤部　 建築指導課

環境部 環境生活課

3.2 環境
赤塚川が黒石川に合流しているが、干満の影響で赤塚
川(合流点の上流)に土砂が堆積し、水の流れが悪く夏季
は悪臭を発している。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

環境部 下水道課 34 ○ ○

平成26年度第一四半期に
おいて、要望箇所の浚渫
清掃業務を発注済であ
る。

平成25年度　市政座談会　意見集約集

小川第13 地区名 ： （自治会単位） 日程： 46
平成26年1月26日(日) 会　 場 ： 小川第13コミュニティ防災センター

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

1.1
この地区は海岸沿いで、津波のことが問題であり、（堤防
の）嵩上げも前から聞いている話であるが、もっと具体的
に早く進めて欲しい。

対策は行っている。しかし、今までは単発的に行ってきた
が、今後は総合的にやっていきたい。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

1.2

岡本石井病院のすずかけの木が避難ビルになっている
が、緊急時は入居者優先と言われている。いつでも使え
るようにして欲しいし左口公園へ避難タワーを建ったらど
うか。

岡本石井病院へは相談します。 危機管理部 危機政策課 ○ ○

2.3 危機管理部 危機対策課

未来創造部 広報広聴課

5.1
避難タワーについて、階段は２方向あるが、車いすのこと
を考え、どちらかにスロープが付けられないのか。今後も
付ける予定はないのか。

御前崎市のタワーを視察し、スロープを再検討した結果、
通路が渋滞してしまうため、緊急時にはおぶって行くのが
ベストと判断し、設置しないという結論となりました。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

自治会名：
開催日：

No

担当課
別紙
頁

分類

○○

聞きづらい所は個々に対応しているので知らせて欲し
い。また、この地域でも聞き取りやすい同報無線（スピー
カー）の実験をしたり、ＦＭ放送の活用なども調査研究し
ています。

意見・要望内容種別

同報無線が聞きづらい。昨年防災ラジオを購入したが、
今後聞こえなくなるらしいが、どうすればよいか。

回答
（市長、部課長、担当課等）

No

防災

①小川新町３丁目の家、②小川新町２丁目10－２の家
（猫が住み着いている）、③後藤歯科斜め前の家、それ
ぞれの老朽化住宅について早急に対応してほしい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

36

150号線の海側の件（11自治会の一部を12自治会に編
入できないか）について総務課へ相談に行ったが報告を
受けているか。避難場所等でも支障がある。

36

自治会名：
開催日：

自治会

防災

水産

別紙
頁

分類

今住んでいる人の考え方が一番大事だと考えています。
報告は受けていない。総務課に確認します。
（文書にて回答済み／別紙）

意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課

○（済）○

（ご意見ありがとうございます。）

住宅

種別

○ *** ***
「かつお三昧」をやっているが、鯵、鯖などを含めて、焼津
としては生をやるべき。焼津漁協は市とは別である。

○ ○



5.2
避難タワーの下は砂利であり、杖や車いす等で階段まで
行くのに不便である。舗装等出来ないか。

（文書にて回答済み／別紙） 危機管理部 危機政策課 37 ○ ○

6.1

岡本石井病院とすずかけの木が民間施設の協力ビルと
して避難施設に指定されているが、今後も長く公共施設
のように使用できるのか。また、避難タワーの要望は可
能か。

いざと言う時に使えることを前提に契約しており、その都
度更新をお願いしていく。避難タワーの要望は可能だ
が、浸水区域内で避難施設などが無いかなどを考慮し判
断します。

危機管理部 危機政策課 ○ *** ***
自治会要望として出された
時点で判断

7.1
津波高について、レベル１でこの地域がどの位になるの
か、何メートルから何メートルと幅を持たせた単位で良い
ので教えて欲しい。

調べて自治会長へ報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

危機管理部 危機政策課 37 ○ ○（済）

7.2

以前、市が出した津波マップではこの地域の津波高は１
ｍであったが、内閣府から発表されたものではこの地域
は40cmと減っている。 新の津波マップもまた発行して
欲しい。

参考とさせていただきます。 危機管理部 危機政策課 ○ ○

3 水産経済部 商業・観光振興課

都市基盤部　 都市計画課

7.3 都市基盤部　 区画整理課

都市基盤部　 河川課

2.1 総務部 総務課

未来創造部 広報広聴課

6.2
左口公会堂も老朽化してきている。修繕料が何百万の見
積もりがでてきた。準公共的な施設でもあるため、補助金
はあるのか伺いたい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

総務部 総務課 37 ○ ○

2.2 都市基盤部　 区画整理課

総務部 総務課

4

会下ノ島区域内の道路で、コンクリートを壊す工事があり
振動がひどかったが、早急に対処してくれた。近所の人
共々感謝している。今後もこのような対応をお願いしま
す。

了解しました。 都市基盤部　 区画整理課 ○ *** ***

7.4
区画整理事業が進んでいくうちに虚しくなっていく。まちづ
くりでなく、まち破壊と感じてしまう。

（ご意見ありがとうございます。） 都市基盤部　 区画整理課 ○ *** ***

区画整理

河川・水路 ***

○

自治会

この地区の人口は減っている。今年も次期町内会長や組
長の選出が問題となっている。また、配布物が多い、市
からの配布物が減ってくれれば助かる。

黒石川改修について、40～50年くらい前に改修されてい
るが、特に改修する問題もないと感じたが、何故今回ど
んな理由で改修するのか教えて欲しい。

商業・観光

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

38 ○

○

配布物は精査している。市から出す物は配布日を決める
など対応しているが再度徹底させたい。また、なるべく広
報に掲載するなどの対応も検討していきたい。

○

○

***

区画整理地内の道路などが明確にならないと、防犯灯の
ＬＥＤ化や消火栓（器）の設置箇所が分からない。

柔軟に対応したい。出来るところからやっていきたい。 ○

市の商工政策と商工会議所が一緒にやっていくことが大
事である。例えば、高齢化しても地場産品が小売できる
ようにするなど地場産品の小売りなど振興策を進めてほ
しい。

いま、駅前の振興について都市計画を含めて考えてい
る。重点的にやっていきたい。

○


