
平成25年度　市政座談会　意見集約集

港第14 地区名 ： 第1、12町内会 日程： 10
平成25年10月12日(土) 会　 場 ： 石津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

2
第1町内会は世帯数が630世帯を超えており、そのうちア
パートの割合も増え、出席率が悪くなっているがどう考え
るか。

自治会のあり方について市がどうこうとは言えないと考え
ています。

総務部 総務課 ○ ○

6 土地区画整理事務所 庶務課

総務部 総務課

教育部 学校教育課

都市基盤部　 区画整理課

7
石津コミュニティ防災センターのエアコンが故障しており、
修理をお願いしているがどうか。

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 40 ○ ○（済）

10 地震・津波の前兆情報はあるか。
そのような情報はない。何時来てもいいように準備してい
きたい。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

1 市民協働
「自治基本条例」を平成26年2月議会で制定したいという
ことだが、この条例により自治会、町内会、組はどのよう
に変わっていくのか。

行政、議会、市民の役割を明確にしていくものであり、条
例の中では、地域コミュニティと書いてあり、自主的な行
動をしていこうという理念的な内容です。

市民部 市民協働課 ○ ○（済）

土地区画整理事務所 庶務課

都市基盤部　 道路課

都市基盤部　 区画整理課

3 土地区画整理事務所 庶務課

総務部 総務課

教育部 学校教育課

危機管理部 危機対策課

都市基盤部　 区画整理課

9
前の川の合流点、前の川橋付近にあるＨ鋼の堰は何の
ためにあるのか。また浚渫はできないか。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

土地区画整
理事務所

工務課 40 ○ ○

8 公園・街路
石津西公園の電柱が傾いている。中電に電話したとこ
ろ、ケーブルを張る時に直すということだが、市が占用を
許可したのに傾いたものを良としているのか。

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 40 ○ ○（済）

4 都市計画
この地域は第1種低層住居専用地域である。できれば近
くに逃げる高い場所が欲しいので、道路沿いぐらいは用
途地域の見直しをしていただきたい。

直ぐには出来ないが、用途地域の見直しは部分部分で
必要と思う。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 都市計画課 39 ○ ○

港第14 地区名 ： 第2、3、10町内会 日程： 11
平成25年10月12日(土) 会　 場 ： 石津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

2 コミュニティ

青年団や中老会がどこでも衰退傾向にある。次代を担う
人材育成に必要な組織なので、他の地区でのよい事例
や運営するための手段、プログラムなどの指導をお願い
します。

良い事例があれば報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

総務部 総務課 41 ○ ○

8.1
津波対策として港口への水門設置には、港口の幅など課
題はあると思いますが、日本を代表する港として焼津港
と小川港を特区化として実現してください。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

水産経済部 水産課 43 ○ *** ***

8.3
津波の不安があると宅地や工場用地などの土地利用が
進みません。津波対策により安全宣言することで土地利
用が進展しますので、ぜひ実現するよう努めてください。

ご提言ありがとうございます。
（文書にて回答済み／別紙）

危機管理部 危機政策課 43 ○ *** ***

8.5
広報やいづ（同報無線）等で、海岸地区への満潮時刻を
お知らせ願いたい。大雨時に海岸・沿岸部の水位が上が
り（満潮時）危険が増している。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

危機管理部 危機政策課 44 ○ ○（済）

8.6 危機管理部 危機政策課

危機管理部 危機対策課

教育部 教育総務課

8.2 交通安全

蔵珠院角の交差点で事故が多発する規制に疑問があ
る。今後も会下ノ島に大きな交差点ができるので、警察と
も十分協議して交通事故がなくなるように努めてくださ
い。

ご意見ありがとうございます。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 区画整理課 43 ○ ○

5 地域福祉

社会福祉協議会の不祥事について、①再発防止策の実
施状況、②計画及び完了予定日、③実施済みの対策、
④特別会員への職員の加入状況、⑤回覧資料の部数不
足について教えてほしい。また、再発しないように要望す
る。

自治会長さんから町内会長さんへと報告します。市が
バックアップして改善するよう取り組んでいます。説明が
必要なら社協職員を出向かせます。

健康福祉部　 地域福祉課 ○ ○（済） 社協に連絡済み

8.4 道路・橋梁
交通安全対策である路面標示のメンテナンスについて、
近年薄れて見えない路側線が多いと思われる。メンテナ
ンスをして欲しい。

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 44 ○ ○

3 公園・街路
石津西公園に残土を利用して小高い丘を造り、非常時の
避難地にするとともに、遊具の整備や法面の一部を芝に
して斜面を子供たちが滑れるような公園にしてほしい。

全体をどうするかということもあり、どういう形がよいのか
研究させてください。

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

自治会名：
開催日：

自治会名：
開催日：

教育の領域はやっていかなければいけないと考えてい
る。地震津波対策はすぐやるべき課題である。どちらも大
きな課題であり研究していきたい。

担当課

自治会

防災

道路・橋梁

No 意見・要望内容

5

混乱がないよう丁寧に対応していきたい。
（文書にて回答済み／別紙） 39 ○ ○

ラウンドアバウトは進めていきたいと考えている。整備に
は直径30mの用地が必要であるが、できるところがあれ
ば進めたい。

区画整理が進み都市化しており、交通事故の危険にさら
されている。新聞でラウンドアバウトの記事を見たが、こ
の地域にも危険な所があるので整備できないか。

区画整理が進み、小学校区や町内会の区分で混乱が生
じている。街区が出される前に町内会の区分の話し合い
ができないか。南部及び会下ノ島石津の区画整理には、
６つの自治会が入っている。幹線道路でスッキリし、街区
ごとに自治会を作れるよう行政で指導できないか。

分類

○

要望箇所が明確となった時
点で対応可能か検討

***○ ***

種別

○

区画整理

第12町内会は68世帯と小さいが、区画整理が進み、教
育とコミュニティの領域でずれが生じている。学区が小川
小と港小で、防災訓練は小川小の3階を13自治会で借り
ている。

意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）
別紙
頁

No

種別

防災

回答
（市長、部課長、担当課等）

担当課
別紙
頁

分類

地域防災計画資料編における小川小学校等学校施設へ
の備蓄量の記載がなくなっている。掲載するとともに町内
会の物資の備蓄を認めてもらえないか相談して欲しい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

44 ○ ○（済）



4.2 土地区画整理事務所 工務課

都市基盤部　 都市計画課

1

旧前の川埋め立ての今後の見通しを教えてください。ゴミ
の不法投棄の防止や防災センターへの避難がしやすくな
るよう早期に埋め立てをするとともに、見通しが悪くなっ
ている桜の木のせん定をお願いします。

進捗状況と年次計画を自治会長へ報告させます。
（文書にて回答済み／別紙）

土地区画整
理事務所

工務課 41 ○ ○

4.1 土地区画整理事務所 工務課

都市基盤部　 都市計画課

6 都市基盤部　 区画整理課

環境部 下水道課

7 環境

前の川公園の前の川に２年くらい前から衛生車が10台ほ
ど来て、ホースを川に入れて作業していて、臭いで近辺
の20、30軒が迷惑している。別の場所が確保できない
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

42 ○ ○（済）

平成25年度　市政座談会　意見集約集

港第14 地区名 ： 第7、8、9、11町内会 日程： 12
平成25年10月13日(日) 会　 場 ： 港公民館

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

8 生涯学習部 社会教育課

都市基盤部　 都市計画課

1
津波対策の水門設置について、予算、設置場所等検討
されていると思うが、現在の状況はどうか。任期中に結論
を出してほしい。

改めて国、県へ要望するとともに、焼津・小川の両漁協と
も話を詰めたいと考えています。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済） 国県に要望していきます。

2

津波、高波時など、木屋川河口が も危険な地域であ
る。避難地は港小だが高齢者が多く避難に時間が掛か
るため、石津下水ポンプ場を津波避難タワー等に活用で
きないか。

調査の上、報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

環境部 下水道課 45 *** ***

7 津波シェルターや救命艇などの検討状況はどうか。
堤防の補強や津波避難タワー、避難ビルがない空白地
域の調査研究等が終わってからの検討課題であり、現時
点で計画はありません。

危機管理部 危機政策課 ○

10 都市基盤部　 区画整理課 ○

市民部 市民相談課 ○（済）

4
木屋川河口付近の堤防は道路排水のために排水口が
開けられているが、高波の時などはそこから逆流してくる
ため、治水、排水対策を講じてほしい。

調査の上、対応を報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 46 ○ ○

9
２年前にも要望書を提出しているが、石津レジデンス（石
津港町30-３）北側道路のガードレールが錆びており、そ
のままとなっている。その後どうなっているか。

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 47 ○ ○（済）

5
現在、県が整備を進めている石津浜公園のトイレに水道
がないという話があるが、本当か。

県へ確認し、状況を報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

水産経済部 水産課 46 ○ ○（済） 県が対応済み

6
石津中央公園に駐車場を設置してほしい。また、トイレの
ガラスが破損してそのままのため、修繕してほしい。

確認し対応を報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 都市計画課 46 ○ ○ ○（済）
駐車場の設置は検討事
項、またトイレの修繕は済

11 土地区画整理事務所 工務課

市民部 市民相談課

3 環境

石津下水ポンプ場はＰＣＢ含有物の保管場所となってい
る。高濃度ＰＣＢは24年度に処理済であるが、低濃度ＰＣ
Ｂの処理は順番待ちと聞いている。今後の予定はどう
か。

今後の予定を調べ報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

総務部 資産経営課 45 ○ ○（済）
処分方法が決まるまで現
施設で保管

港第14 地区名 ： 第4、5、6町内会 日程： 13
平成25年10月13日(日) 会　 場 ： 祐心館

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

4
当地域は、青少年の家がある、水門の検討もしている、
避難タワーもある、従って防災教育を行う適地である。
県、青少年の家でも防災教育を行うべきである。

貴重なご意見ありがとうございます。 危機管理部 危機政策課 ○ *** ***

6
県立焼津青少年の家を避難所に設定して欲しい。当地
域の避難所設置体制は十分でない。県はOKと言ってい
るが。

浸水想定にあわせ見直し作業を行っており、その中で検
討して行きます。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

7.1 水産経済部 水産課

危機管理部 危機政策課

自治会名：
開催日：

回答
（市長、部課長、担当課等）

No 種別 意見・要望内容

担当課
別紙
頁

分類

公共施設
港公民館も築30年を超えており、港小、石津中央公園を
含めた複合施設を検討してもらいたい。

公民館のあり方を研究する中で検討していきたいと考え
ています。

○ ○

啓蒙活動の推進、「止まれ」
表示の拡大、ロードフラッ
シャー（点滅灯）設置など実
施

防災

交通安全 蔵珠院交差点の交通事故対策をどう考えているか。

（平成26年度に県道焼津榛原線の一部を蔵珠院東側の
道路に切り替えを予定しており、当該交差点形状が十字
交差点からＴ字交差点になることで、出合頭事故の軽減
に繋がると考えます。）

○

県道静岡焼津線（旧150線）の桜井資源の交差点の信号
は無駄ではないか。旧道から多少車の出入りがあるので
手押し式や感応式の信号に変えればいいと思う。

現場確認し、対応方法を報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

47 ○

道路・橋梁

公園・街路

○

開催日：

意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）
別紙
頁

No

防災

小川港の津波対策水門設置を早期に実現して欲しい。
堤防整備の取組があるが港の対策がないと感じている。
このままでは住民の流失が止まらない。

焼津市には焼津市の港、街を守らなければならない事情
がある。水門も重要であり効果的な場所へ効果的なもの
を設置できるようにしたい。

○

分類担当課

○

種別

自治会名：

区画整理

○ ○

○

○区画整理

○

会下ノ島の進捗状況を区画整理組合ニュースや広報で
知らせてほしい。生活排水の問題もあるので下水道の進
捗状況や第14自治会のエリアのどこまで広げるのか教え
てほしい。

全体的なことは決まっていませんが、市施工の位置付け
がありますので、もう少し時間をください。

子供たちの遊ぶ場所がお宮さんと西公園しかないことか
ら、地域で子供たちを育てる機会が減っている。子供たち
が集まって遊べる環境の整備をお願いします。

（南部区画整理地内の石津西公園は、事業完了時には
4.2haの広さになることから、防災上の利用としてだけでな
く、地域の皆さんが集う環境の整った公園となっていきま
す。）

道路の側溝に草が茂り、家庭の排水が流れにくくなって
いる。また道路側溝に土砂が堆積し固まっているが、清
掃は組合がやるのか、地元でやるのか。

取り扱い方針など組合に確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

42 ○



7.2 水産経済部 水産課

危機管理部 危機政策課

8

かつて盛んに言われた地震予知の現状はどうか。地震
予知はできないものか。地域のデータを取り、かつては
地震予知連による、予知が出来るとされていたと思うが
今はどうか。

今もデータを取り続けて活用しているが、現在は確実な
地震予知は出来ないものと考えられています。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

9 コミュニティ
４,５,６町内会の集会場設置を要望する。「祐心館」は取り
壊しの情報もあるが今後の状況、土地の所有はどうなっ
ているのか、また地元への建物の払い下げは可能か。

調査し報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

総務部 総務課 48 ○ ○

12 公共施設
公共施設の耐震化、更新を計画的に実施して欲しい。島
田市民会館の突然の使用停止のような事態はまずい、
着実に進めてほしい。

焼津市では耐震診断、対策を着々と進めてきた、そのう
えで公共施設マネ ージメントとして進めています。

総務部 資産経営課 ○ ○

5 防犯
警察による地域内パトロールを増やしてほしい。高齢者
も多くなったこの地域の、警察のパトロール回数を増やし
てほしい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

市民部 市民相談課 48 ○ ○（済） 警察に依頼しました。

1
石津浜サッカー場の男子トイレのドアの傷みがひどいの
で修繕をお願いしたい。

調査し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 都市計画課 48 ○ ○（済）

2

新公園の維持管理は県主体でお願いしたい。大規模な
ので地元にトイレの清掃等を任せられても難しい。市が
早期に県と相談し、県が主体で維持管理を行うよう要望
します。

自治会での対応は難しいのではないか。県に費用負担を
してもらうにしてもNPO組織での対応例などをみながら焼
津市の課題として研究していく。

水産経済部 水産課 ○ ○

10
石津浜サッカー場の駐車場不足を解消して欲しい。釣人
も多く台数が足りない、松林を駐車場に出来ないか。

調査します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 都市計画課 49 ○ *** ***

13 公共交通 当地域から市立病院への巡回バスコースを要望します。
巡回コース設定は難しいと思われる。現在デマンドタク
シーを研究しており、その中での対応を研究していきた
い。

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○（済）

14 環境
福島原発の汚染水がいずれは太平洋沿岸に流れ込んで
くるのではと噂されており、時間の経過とともに、駿河湾
内の放射能汚染を心配するところである。

環境部で定期的に水質検査は行っているが、それらも踏
まえ回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

環境部 環境生活課 49 ○ ○

3

海岸流木を現地で焼却できるよう要望する。浜での流木
の焼却は、経費節減の意味でも有効な手段である。決ま
り事があるのだろうが、地元の海岸を常に綺麗にしてお
きたい。

なかなか行政に相談しても片付かないということですね。
漁港区域なので漁港管理事務所にも相談していく。

水産経済部 水産課 ○ ○

11 松葉清掃の人たちを表彰してほしい。 自治会から推薦の手続きをお願いしたい。 環境部 廃棄物対策課 ○ ○（済）

平成25年度　市政座談会　意見集約集

港第23 地区名 ： 田尻北 日程： 26
平成25年11月30日(土) 会　 場 ： 田尻北岡公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

4 防災
本地区は、高台や高い建物がなく、避難施設がない。タ
ワーの見直しをすると言ったがいつまでか分からない。
避難タワー等の整備をいち早く対応願いたい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

危機管理部 危機政策課 69 ○ ○

5.1 防犯
港学区のパトロールの強化をお願いしたい。（特に下校
時）不審者のメールがあまりにも多く、保護者あてに週１
回きており心配である。

警察に話をして港学区内を回るようお願いしていきます。
（文書にて回答済み／別紙）

市民部 市民相談課 70 ○ ○（済） 警察に依頼しました。

6 農政

トレーニング道路付近で農業を営んでいるが、温暖化の
影響で満潮時、逆流で田が冠水し、塩害により作付けが
できない。土地の有効活用や水門等の整備ができない
か。

農政課から害対策については聞いており、市にとって大
きな課題であると認識しています。排水ポンプ等による対
策も考えられるが他の方法も含め研究していきます。

水産経済部 農政課 ○ ○

9 都市基盤部　 道路課

都市基盤部　 都市計画課

1.1

沿海の魚が年々減っており、沿海漁船は昔の10分の1と
なっている。山からの栄養が川、海に流れて魚が育つ
が、減少した原因はコンクリートの害（あく）によるものだ
と考える。

森は海の畑であり山をしっかり保全することは大事であ
ると言われている。コンクリートの害について、発表して
いる先生はいるが分かっていないことが多く、研究してい
きます。

都市基盤部　 河川課 ○ *** ***

1.2
国土交通省が設置したテトラポットは、年に何十ｃｍも沈
んでおり直しているが、地盤が砂利であり下がるのは当
たり前で、無駄である。

(ご意見ありがとうございます。） 都市基盤部　 河川課 ○ *** ***

2
県道、いちまるグランド信号付近の道路が冠水するた
め、申請している。県に対する要望であるため、市でも
バックアップするようお願いする。

対策が行われるように、引き続き、県に要望していきま
す。

都市基盤部　 河川課 ○ ○

3.1
松の小径沿いの水路についてであるが、県道、いちまる
グランド信号機から北側（下流）は整備されているが、南
側（上流）は未整備である。整備する計画はあるのか。

調べて回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 河川課 69 ○ ○

7 市立病院

市立病院の収益、支出は110億円で、企業決算で1,000
万円の利益。入院した時の医師や看護師の対応は完璧
で良い病院なので、健全な経営のめどを聞かせてもらい
たい。

新たな医師を確保し徐々に経営は改善されています。次
の時代に向けての病院経営は、志太榛原地区を視野に
入れ、病院管理者と病院長と話をしている状況です。

病院事務部 経理課 ○ ○

県管理路線であるため県
へ要望します。

県道、いちまるグランド信号付近の道路冠水は、松葉が
側溝の網を塞ぐことが一つの原因。溝幅が小さいところ
は松葉がたまり、大きいところは松葉が流れてたまってい
ない。

検討し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

No

分類

○

種別

道路・橋梁

回答
（市長、部課長、担当課等）

別紙
頁

70

担当課

河川・水路

○

小川港の水門設置の進捗はどうなっているか。水門は
５，６年前から議論されているがさっぱり進んでいないよ
うに感じる。いまどのような検討がされているのか。

○
国・民間一体となって研究が進められている。現場の地
勢や、ゲートの地形などについて 適な方法を研究して
いる状況です。

清掃活動

公園・街路

○

意見・要望内容

自治会名：
開催日：



3.2
低木（さつき）の剪定や松のチェックは市で管理を行って
いるが、雑木も市で管理して枝払い等をお願いしたい。
全部は出来なくても、村松船舶の横はやってもらいたい。

調べて回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 河川課 69 ○ ○（済）

8

やいづビーチクリーン大作戦のごみは、小さなごみは市
で処分しでくれたが、大きなごみは浜に積まれたままであ
る。火をつけられると困るので出来るだけ早く処分しても
らいたい。

国・県にお願いしていきます。 環境部 廃棄物対策課 ○ ○（済） 県に連絡済

5.2 学校

数人で登校時・下校時に見守り隊として子供の安全のた
めに見守りを行っているが、地域の人、学校関係者が認
めていない。「ありがとう」もない。もっと関心をもってもら
いたい。

各地区で見守り隊として活動されている皆様には御礼申
し上げます。見守り隊を認める体制を検討していきます。

教育部 学校教育課 ○ ○ 取組中

港第23 地区名 ： 北新田 日程： 27
平成25年12月8日(日) 会　 場 ： 北新田公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

11 接遇

市役所で始業前にロビーで待っていたが、挨拶してくれ
たのは３名で内２名は清掃員だった。挨拶から始まる人
と人の繋がりは大きい。市の中心となる市職員が挨拶出
来るように。

総務部から改めて指示を全課に出すようにして、挨拶の
徹底をするようにします。

総務部 人事課 ○ ○（済）

10 まちづくり

人口減少は、何か新しい産業や観光、魅力的な焼津を
作っていけば、遊びに行こう、住みたいとなると思う。市
民と市が一体となって取り組んでいけることを考えてほし
い。

定住人口や交流人口の増加はもちろん、今、住んでいる
皆さんにも、０～６歳児の医療費無料化などの施策を
行っているが、今後は、長期計画も立てながら取り組ん
で行きたい。

水産経済部 商業・観光振興課 ○ ○

9 広報広聴

市民がお願いしたことや意見等は、検討するとして返事
がない場合がある。無理な案件でも、必ず答えるなり、中
間報告を。市民と市の職員の距離が近くなるようにお願
いしたい。

課題をしっかり自治会長を通じて報告をしたい。市民と市
の職員が今まで以上に近づくように連絡を密にしていき
たいと思っています。問題点をあらゆる地域からたくさん
いただいて、その後、検討をして、自治会長、自治会の皆
さんと一緒になって解決していきたいと思います。

未来創造部 広報広聴課 ○ ○

12 防犯
北新田上に外国人がまとまって住んでいる。治安が心配
な面もあるので、近くに交番を作ってほしい。

県の計画ではありますが、再編の計画があって、非常に
難しいかもしれませんが、意見として県に伝えるようにし
ます。

市民部 市民相談課 ○ ○ 県に要望を伝えました。

1 危機管理部 危機政策課

総務部 総務課

2

市で避難場所は大富中学校と指定されたので、大富中
学へ避難する訓練を行ったが、150号線を渡るのは大変
で、近くに高い建物もないので、他の避難場所をお願いし
たい。

一時的に避難する場所の確保については、自治会長とも
相談しながら、地震津波対策の中で検討していきたいと
思います。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

4 危機管理部 危機政策課

水産経済部 水産課

都市基盤部　 河川課 *** *** 港の津波対策決定後、検討

5
先日の避難訓練で市立総合病院まで行ったが、途中、栄
田神社の木が道路側にせり出しており、倒れないか心配
なので、市で確認をお願いが出来ないか。

現場を確認し伝えることは出来ると思います。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 土木管理課 71 ○ ○（済）

8 都市基盤部　 道路課

環境部 環境生活課

6 公園・街路
この地区には、公園がない。地形も平で山型の公園が出
来れば、避難地を兼ねることが出来る。是非設置してい
ただきたい。

北新田に公園をというご要望を明記します。土地を借りて
も出来るようになった。近隣を踏まえて、どのような形で
できるか、できないか研究します。自治会長とも相談して
いきます。

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

3 区画整理 南部区画整理の状況はどうか。
やっと、新しい街が見えてきた。　コミュニティ・学区・地域
が変わってきているので、学区が納まらないなどの問題
もあり、担当課と自治会と話をしながらやっていきたい。

土地区画整
理事務所

工務課 ○ ○

7 都市基盤部　 河川課

環境部 廃棄物対策課

都市基盤部　 建築指導課

平成25年度　市政座談会　意見集約集

港第23 地区名 ： 下小田、下小田中町 日程： 28
平成25年12月8日(日) 会　 場 ： 下小田上公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

5.1 広報広聴
近、新聞に焼津市の記事がよく報道されており、マスコ

ミをうまく使っている。今後も他の媒体を活用する等、ぜ
ひ市の情報をうまく提供してほしい。

情報発信については、よい新聞記者が来てくれたと考え
ている。今後、他の媒体も利用して行なっていきます。

未来創造部 広報広聴課 ○ ○

5.3
１２月に道路交通法が改正されて軽車両（自転車）の路
側帯での通行方法が変わった。この路側帯の白線が薄
い所もあるので対応をお願いしたい。

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 73 ○ ○

8.1

豊田地区（保福島）で歩道に青いラインが引かれていて
自転車と歩行者が通行する部分が分かれているが、突
然青いラインが消えてしまう。きちんとした表示が必要で
はないか。

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 73 ○ ○
県管理路線であるため県
へ要望します。

農免道路（市道祢宜島一色線）のつり富北側の信号があ
る交差点から南北150ｍ位の区間は、大きなトラックが多
く通るため、振動がすさまじい。検証をお願いしたい。

自治会長を通じて早急に対応します。
（文書にて回答済み／別紙）

71 ○

木屋川などの保全について、全体の計画は具体的には
決まっていませんが、多重防御をするようにしたいと思っ
ています。

○

○

種別

清掃活動

防災

道路・橋梁

○

避難場所がジャスコになっており遠いので、近くに避難場
所を作ってほしい。北新田公会堂が、かなり老朽化して
いるので、避難場所を兼ねた公会堂が出来ないか。

確かにジャスコでは遠い。今回、提案の北新田公会堂を
新しくして避難所とすることも案の一つだと思います。一
次避難場所として検討事項に入れるようにします。

○（済）

No 意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課
別紙
頁

○

北新田地区は木屋川、栄田川の間に位置している。津波
の遡上について、川の対策はどのようになっているの
か。港口の対応をぜひお願いします。

分類

○

回答
（市長、部課長、担当課等）

担当課

川沿いの草刈は空き家で住んでいる人がいないと、草刈
ができずに残ってしまい、その後に、台風などで下へ流さ
れ、川をせき止めてしまうので対策をお願いしたい。

草刈りは、空き家や高齢者世帯、一人暮らし世帯などが
増え、あり方が問われていて、改めて大きな問題である。
市の問題として検討していきたいと考えています。

交通安全

自治会名：
開催日：

開催日：

清掃活動

○

No 種別 意見・要望内容
別紙
頁

分類

自治会名：



8.2
歩行者が歩道を広がって歩いており危険である。学校で
の教育も必要ではないか。

参考とさせていただきます。 市民部 市民相談課 ○
交通安全関係団体との連
携により継続的に実施し
ている。

3 こども未来部 子育て支援課

健康福祉部　 健康増進課

7 商業・観光
ゆるキャラの「やいちゃん」について市民（特に子供）に近
い存在（市民一人ひとりのもの）にしていただきたい。

ゆるキャラグランプリで約1,800体中356位であった。特別
市民としての住民登録もしている。市民一人ひとりのもの
になるよう考えて行きたいのでアイデアがあれば教えてく
ださい。

水産経済部 産業政策課 ○ ○

2 道路・橋梁
一色祢宜島線と栄田線の交差点のセンターラインが２
メートルずれており、以前から市に改良をお願いしている
が検討中であるとの回答であった。対応をお願いしたい。

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 72 ○ ○

5.2 都市計画
空き家対策について、この地域にもこの問題があり心配
している住民もいる。

空き家については地域の情報を市役所に入れてくださ
い。

都市基盤部　 建築指導課 ○ ○

1 清掃活動

７月の河川清掃でも住民が藻を切って、藻を道路に上げ
る作業を市でやってくれれば水害の心配がなくなってくる
が、市で何らかの対応を検討して結果を報告してもらい
たい。

自治会長を通じて検討結果を報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

環境部 廃棄物対策課 72 ○

4 市立病院
焼津市立総合病院の医師不足（不在医師）の問題がど
の様になっているか。

（医師数全体では、よい方向に向いている。一時、循環器
科の医師が不在であったが、平成21年度以降常勤医が
勤務し非常勤医師等でも対応、次第に充足されている。
現在、常勤医不在は一部診療科であり、以前から麻酔科
の医師が不在等の問題があったが非常勤医師で対応
し、数のバランス的には戻ってきている。循環器関連の
救急の患者は島田市と静岡市へ搬送している。医師確
保には引き続き努力してまいります。）

病院事務部 病院総務課 ○ ○

未来創造部 まちづくり政策課

志太広域事
務組合

　　　　

○ ***6 消防・救急
消防が藤枝市との志太広域消防となったがメリットとデメ
リットはどうか。また、島田市が静岡市と広域化を図ると
聞いているが理由は何か。

メリットとしては初動体制が充実されたと考えている。デメ
リットとしては、これまでのやり方と異なっている部分があ
り、そのとまどいがある程度である。島田市はヘリコプ
ターの必要性を考慮して静岡市へ委託することになった
ため三市の協議から離脱しました。

子育て
現在の少子化の問題は一人っ子政策のようなもので、夫
婦で子供を一人しか産まないことが原因ではないかと私
は考えている。この問題について市長の考えはどうか。

不妊治療の拡大をするとともに、０歳から７歳の医療費の
無料化について平成２５年度から実施している。このよう
に子育てがしやすい環境を整えている。保育料や医療費
の無料化に取り組んでいる所もあるが、お金がかかる話
であるので他の施策と調整しながら実施を検討したい。

***

○ ○


