
焼津第１ 地区名 ： 1区 日程： 4
平成25年10月6日(日) 会　 場 ： 第１区公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

2
以前、市の家具等転倒防止器具取り付けサービスを利
用して、１カ所固定し、新たに固定したい家具がある。一
度に３カ所までと言われたがもうできないのか。

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 1 ○ ○（済）

3
発災時、黒石川に架かる橋が損壊等した場合、この地区
は「島」になってしまう。老朽化した橋の架け替え等の対
策は大丈夫か。

現況を確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 2 ○ ○

4
海に向かって逃げることにはなるが、吉田町のような歩
道橋を兼ねた避難タワーを、直近のオーシャンロードに
作ってほしい。

避難タワーは一つ作ると、ここにもあそこにもと、いくつ
あっても足りなくなる。総合的な対策を地域の皆様と相談
しながら研究していきたい。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

5
自主防災会や地域でも話し合っていかなければならない
が、避難場所まで高齢者や障害のある人などの避難す
る手段や方法を検討してほしい。

参考とさせていただきます。 危機管理部 危機対策課 ○ ○

6
発災時、隣組全体の人が声を掛け合って助け合うシステ
ムにしないと、誰も助けに来てはくれないと思う。普段か
ら話し合って決めておかなければならない。

参考とさせていただきます。 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

自治会名：
開催日：

別紙
頁

分類

No 意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課
種別

7
地震はいつ来るかわからない。健常者も要援護者も家屋
の耐震化、家具の固定がまず大切になる。家屋の耐震
化率はどのくらいか。またそれは良いのか悪いのか。

市全体の家屋の耐震化率は約82％です。職員が戸別訪
問しお願いしているが、補強となるとお金もかかるので、
なかなか数字が上がっていかないのが現状です。

都市基盤部　 建築指導課 ○ ○

9 危機管理部 危機政策課

都市基盤部　 住宅営繕課

10
遺体安置所のことが新聞に載っていたが、大きな被害が
想定されていることについて、市はどう考えているのか。

津波対策等、減災のためのあらゆる手段を講じていきま
す。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

11
陸閘の開閉を防災訓練の時に確認したい。また、停電時
の可動は大丈夫か。

開閉訓練は検討します。また非常用電源については確認
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 2 ○ ○（済）

12 青峯プール利用者の避難場所はどこか。
避難場所は汐入下水処理場で、耐震工事を実施すると
聞いています。

生涯学習部 スポーツ振興課 ○ *** ***

8 自治会
広報やいづ5/1号に行財政改革推進審議会の中間答申
が掲載されていたが、自治会組織の再編等の進捗状況
はどうなっているのか。

自治会長及び行財政改革推進審議会委員の各代表者と
行政とで協議の場を持つよう準備を進めています。

総務部 総務課 ○ ○

この地区は歴史もあり大変良いところなので、若い人が

○ ○市は仮設住宅の場所を確保してあるのか。
規模の大きな公園が基本となるが、現在防災広場の整
備を進めている。空き地や雑種地等も用地になりうるし民
間アパートの借り上げも視野に入れています。

防災

14 まちづくり

この地区は歴史もあり大変良いところなので、若い人が
多く住むようになればと思う。早く安全宣言してもらい、昔
のような活気のある、住み良いまちとなるようお願いした
い。

参考とさせていただきます。 危機管理部 危機政策課 ○ ○

1 水産
深層水が購入できる時間は午前10時からとなっているが
もっと早い時間（午前9時または9時半）から購入できない
か。

検討し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

水産経済部 水産課 1 ○ ○（済）

13 公園・街路
青峰公園の敷地がでこぼこになっているので平らにして
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 2 ○ ○（済）

焼津第１ 地区名 ： 2区 日程： 5
平成25年9月21日(土) 会　 場 ： 二区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

8.1 庁舎建設
市役所が移転するとさらに人口減少につながるが対策
は。

まだ何も決まっていません。公共施設マネジメントの中で
検討します。単発ではなく全体としてどうするのかを示し
ます。

総務部 資産経営課 ○ ○ ○
計画策定等は短期、建設
については長期

健康福祉部　 地域福祉課

未来創造部 まちづくり政策課

別紙
頁

分類

○○
少子高齢化が進んでいるが、若い人が結婚しない。経済
的な理由なのか。

若い人が結婚できるように考えていきます。

担当課

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）

3.2

未来創造部 まちづくり政策課

健康福祉部　 地域福祉課

未来創造部 まちづくり政策課

4 広報広聴
市政座談会なのに参加者が少ない。開催日時や時間を
工夫してほしい。

なるべく今年度中に実施したかった。今後は配慮してい
きます。

未来創造部 広報広聴課 ○ ○

11 水産
新港の広場だが、先日親子連れ2組しかいなかった。用
宗の海賊船のように、せっかく親水広場や砂場があるの
で焼津らしい船の設置を再検討してほしい。

(ご意見ありがとうございます。） 水産経済部 水産課 ○ *** ***

1
焼津公民館3階が避難場所だが3階で大丈夫なのか。民
間ビルができたが避難できるのか、避難できるようにして
ほしい。

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 3 ○ ○（済）

2
橋が落ちると逃げ道が無くなってしまう。黒石川の橋は大
丈夫なのか。地震対策はどのような状況か。

耐震化の状況について報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 3 ○ ○

3.1
逃げ遅れた場合、避難場所に行けないので屋根などに
逃げるしかない。救命胴衣の効果はどうか。

浸水を50㎝以下にしたいと考えている。津波が来ない対
策を進めていく。救命胴衣を配っているところもあるが津
波が来た中での効果はまだ疑問です。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

5 堤防の海側に土を盛っているが何か。避難地か。
地盤を上げるために土を盛っている。土地利用は決まっ
ていません。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

○○7.4
商工会議所女性部が出会いの取り組みをしている。市で
やるのが良いかも含め検討します。

結婚する人が少ないとの話があったが、テレビの公開見
合いのようなものに焼津をアピールする意味でも応募す
る考えはあるのか。

まちづくり



6.1
築山と盛土をしているが、２線用地で今後、盛土をしてい
くのか。

漁港管理事務所の正式な話ではないが、土地利用がな
い中、地盤を上げて津波による浸水を防ぐことを考えて
いると聞いています。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

6.2
築山が6ｍの堤防を超えているが、3次想定と同じ3～4ｍ
の津波高と考えてよいか。

南海トラフ巨大地震を想定し、100～150年に一度起きる
レベル1と1000年に一度のレベル2を想定している。レベ
ル1はほぼ3次想定と同じ、レベル2でも焼津地区は6ｍの
堤防を超えることはない。しかし、県の想定では、コンク
リート構造物が壊れるとしているので浸水することを想定
しています。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

6.3
オーシャンロードのところに吉田町のような道をまたぐグ
レーチングのようなものを作ってもらえないか。

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

6.4
築山と岩手のいのち山は強度が違う。築山ではかえって
波が乗り越えてしまうのではないか。盛るならもっとしっ
かり盛ってほしい。

県に確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

危機管理部 危機政策課 4 ○ ○（済）

7.1
世帯調べ調査で「家具の固定化」の回答の選択肢が、な
し、一部、全部の3区分であるが3分の2程度の場合は迷
う。

「一部」で回答してください。避難のルート上に設置するよ
うに努めてください。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

7.3
須賀神社横の津波避難タワーはいつ完成するのか。ま
た、第1自治会は利用できるのか。出来るのならば見学
会などにより使い方の説明はしてくれるのか。

検査の状況は確認しなければならないが既に完了してい
ます。自治会単位で作っているものではないので誰でも
利用できます。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

津波避難場所 年後を目途 全員が避難 きる
3年以内に避難できることを目標にやっていきたい どの

防災

10
津波避難場所について3年後を目途に全員が避難できる
場所を確保するということか。

3年以内に避難できることを目標にやっていきたい。どの
ようなものが良いか検討します。単純な施設ではなく、普
段は何かをやっているような複合的なものを検討したい。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

7.2 防犯
ＬＥＤ化については、発展会と地域が整備した防犯灯も含
むことはできないのか。

商店街の街路灯については研究します。 総務部 総務課 ○ ○（済）

9 商業・観光
商店街に元気がない。港の方に賑わいがほしい。２線用
地への集客を考えてほしい。

各団体の方々と定期的に話し合いをしている。活性化に
つながることを考えていきたい。

水産経済部 商業・観光振興課 ○ ○

8.2 道路・橋梁
スーパーもちづき前の道路工事はどうなるのか。どのよう
な図面になるのか回覧してもらえないか。

自治会長を通じてお知らせします。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 4 ○ ○

焼津第１ 地区名 ： 3区 日程： 6
平成25年9月21日(土) 会　 場 ： 三区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

8 自治会

ラポールのクーラーの室内外機故障について、4月に申
請したら、「本年中はできない」と言われ、来年のことを確
認すると「来年はわからない」と言われた。なんとかなら
ないか。

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 5 ○ ○（済）

市役所は建て替えか、移転か。また議会や水産商工が
市役所の件は公共施設マネジメントで現在調整中。他の
施設と勘案し、10年20年後を見据えて検討したい。福祉

計画策定等は短期 建設

自治会名：

No 種別 意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課
開催日：

別紙
頁

分類

4.1
市役所は建て替えか、移転か。また議会や水産商工が
入っていた所は、来年は解体と聞いているが。跡地利用
はどうなるか。

施設と勘案し、10年20年後を見据えて検討したい。福祉
庁舎跡地も含め、全体像を示し、この説明会の単位より、
もう少し広い範囲でのまちづくりの方向性を示していきま
す。

総務部 資産経営課 ○ ○ ○
計画策定等は短期、建設
については長期

4.2
移転になった場合は、庁舎は、そのまま避難場所にして
ほしい。

移転とか決まっていないが、皆様が困らないようにやって
いきたい。

総務部 資産経営課 ○ ○ ○
計画策定等は短期、建設
については長期

5 税 空家対策は税制だけの問題か。

青野酒店の前の件があるが、持ち主を探してお願いに
行っている。現税制だと建物があると固定資産税が軽減
される。議員立法で立ち入り権の法定化などの動きがあ
り、これらと連動しながら検討し解決できるよう考えてい
ます。

都市基盤部　 建築指導課 ○ ○

1 水産経済部 商業・観光振興課 ○

生涯学習部 文化財課 ○（済）
指定（無形民俗）文化財に関
する範囲で関与している。

2
スーパーもちづきの撤退後の話がでたが、この地域は高
齢者が多く食料品、日用品が買えないので力を入れて
（新たな出店先を見つけて）ほしい。

（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 ○ ○

3.1
この地区は、津波が黒石川を溯上してくることが一番危
険だと思う。津波対策を是非進めてほしい。なるべく早く
にやって、安心して暮らせるようにしてほしい。

国県は、画一的で、胸壁でやろうとしているが全部造るに
は何年かかるかわからない。細かく造るよりは、港口に
100～200億円かけて水門を造る方が費用対効果も高く
良いと思っている。津波がくると上がる防波堤（浮上式津
波防波堤）が水産業の妨げにもならなく良いと思っていま
す。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

庁舎建設

商業・観光

お祭りに市はどのくらい関与していくのか。
焼津神社のお祭りはＴＶでも放送され有名である。京都
の例なども参考にし、神社総代にも諮る中、観光の面で
協議会のようなものをつくっていければと思っています。

○

す。

3.2
港口を塞いだ場合、塞ぐ時間が長いと川側に水が溜まら
ないか。

波や川の流れで両方に動き、ずっと止まってはいない。
それも今細かく研究しているが、これからも研究して、事
業化出来るように頑張っていきたい。応援してほしい。

水産経済部 水産課 ○ *** ***

3.3
デモで作った水門があるが、あの方式か。止まっている
ようだが。

そのようなことはない。成功している。とりあえず１年とい
うことだが少し期間を延長し業者がやっている。ベネチア
とかヨーロッパで高潮対策としてやっている方式で、この
方式も5年経過し信頼性も高くなっているようです。

水産経済部 水産課 ○ *** ***

7
避難タワーのメンテナンス費用はいくらくらいか。定期的
なメンテナンスは予算がないとやれないのではないか。

30～40年は大丈夫と考えており、今の時点では、メンテ
ナンス費用はいらないと考えています。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

9
新聞で、県内で観測された 大放射線量が記載されてい
たが焼津の掲載がない。測定ポイントがないのか。

県の決めたポイントで、たまたま新聞に記載されていない
のでご理解願いたい。大井川庁舎の東側に測定器があ
り市役所の２階のディスプレイで見れるようになっていま
す。

危機管理部 危機対策課 ○ ○（済）

防災



6.1
昭和通りのサカエヤの前の公園の工事は、これで終わり
か。どのように利用して行く方針のか。

工事は終了だと思う。商店街からもいろんな要望があっ
たが、地域でも有効に利用して欲しい。

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○（済）

6.2
夜、公園に、誰かが入っても通りからでは見えなく空き巣
の心配があるので細い道路へは柵を作ってもらいたいと
要望しているがどうなったか。確認してほしい。

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 5 ○ ○（済）

10 ごみ・し尿
危険物を回収場所へ出さず、業者に収集を任せる人が
増えている。（3区の）会計に収入が無くなるので何とかな
らないか。

民間の人がやっているのを市がどうかすると言うのは出
来ないかもしれないが、宿題とさせてください。
（文書にて回答済み／別紙）

環境部 廃棄物対策課 6 ○ ○

平成25年度　市政座談会　意見集約集

焼津第２ 地区名 ： （自治会単位） 日程： 7
平成25年9月29日(日) 会　 場 ： 四区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

5 庁舎建設
公共施設マネジメントの中には、市役所の建設も含まれ
るのか。

含まれます。 総務部 資産経営課 ○ ○ ○
計画策定等は短期、建設
については長期

回答
（市長、部課長、担当課等）

担当課
別紙
頁

分類

自治会名：
開催日：

意見・要望内容種別No

公園・街路

4 公共施設 産業会館の跡地は何か決まっているのか。
注目されている場所でもあり、公共施設マネジメントの中
で、体育館・相撲場、公園等と一体的に考えて検討して
いく。何か要望があったらお聞かせ願いたい。

総務部 資産経営課 ○ ○

1

どの人も避難できるように半円を描くとのことでしたが、
地元では、津波到達まで5分として300m位が避難エリア
と考えているが市の半円の範囲はどの位を考えている
か。

まず、津波は海岸線で止めることを考えている。そのあと
になっていきますが、海岸線では1分で200mと考えれば
早いところで3分程度で津波が到達するので600m位が半
円の範囲になると考えています。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

2
消防署東分署が構造的にも良くないのではないかと噂で
聞いたが、耐震補強は検討されているか。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

総務部 資産経営課 7 ○ ○（済）

3
避難タワーに倉庫などが建設できれば、その中に組み立
て式トイレや食料等が備蓄できるのであれば作ってほし
い。

（津波避難タワーは建築基準法上、工作物であるため、
倉庫は建築できない。）

危機管理部 危機政策課 ○ *** ***

9 交通安全
横断歩道の一時停止違反の取り締まり対応として、アト
レ庁舎とサスエ前田商店前の横断歩道のところに手押し
信号でもいいから設置してほしい。

道路交通法のルールからして難しい問題です。
（自治会要望として出された時点で警察と協議）

市民部 市民相談課 ○ *** ***

7 健康福祉
特定健診の受診率が焼津市は低いとのことだが、ピロリ
菌検査についても市で取り組んでいただけるとありがた
い。

ピロリ菌検査については検討しています。 健康福祉部　 健康増進課 ○ ○（済）

10 商業 観光
観光に力を入れたらと思う。観光地が点在しているので、
交通網の整備として 自主運行バスを観光にも使えるよ

焼津の観光はいいところが沢山あるが市内に住んでいる
と気づかない。外から見てわかる所もあるので、教えても

水産経済部 商業 観光振興 ○ ○

防災

10 商業・観光 交通網の整備として、自主運行バスを観光にも使えるよ
うしてはどうか。駅前の観光協会の施設の充実も望む。

と気づかない。外から見てわかる所もあるので、教えても
らいながら、皆さんの意見を総合計画に反映していきた
い。

水産経済部 商業・観光振興課 ○ ○

6 区画整理

旧150号線から東側の沿岸部は焼津発祥の地であるが、
今では若い人が出て高齢者世帯が多くなってきている。
区画整理をやって若い人に住んでもらうようにしたらどう
か。

（ご意見ありがとうございます。） 都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

8 学校
教育が腰がふらふらしている状態であり、腰を据えた教
育行政をやってほしい。

今回の学力学習状況調査については結果を検討し授業
に生かすとともに、今までやってきたことも大事にし、足り
ない部分を学校・教育員会一体となって努力していきま
す。

教育部 学校教育課 ○ ○ 取組中

平成25年度　市政座談会　意見集約集

焼津第３ 地区名 ： 新屋区 日程： 8
平成25年9月29日(日) 会　 場 ： 新屋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

7 市役所本庁舎の建て替え計画はどうなっているか。
公共施設全体の中で、建て替え時期を含め、どういう機
能を持たせるかも検討していく。基本的には、どうしたら
住民が安心と思えるかを基準と考えています。

総務部 資産経営課 ○ ○ ○
計画策定等は短期、建設
については長期

8
商店街の店舗は減少し、これで市役所が移転したら、こ
の地区はどうなるのかと思うとつらい。移転するのならせ
めて支所としての機能を残してほしい

漁港周辺に観光施設等を誘致することを考えている。ま
た、焼津は津波に対して安全だという情報発信もしていき
たい

総務部 資産経営課 ○ ○ ○
計画策定等は短期、建設
については長期

意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課
種別

庁舎建設

別紙
頁

分類

No

自治会名：
開催日：

めて支所としての機能を残してほしい。 たい。
については長期

1 公共施設 解体された旧福祉庁舎の跡地利用はどうなるか。
（当該跡地は重要な土地である。売却は行わず民間活力
も含めて、活用を検討していきたい。）

総務部 資産経営課 ○ ○

11 選挙

県道31号線（県道静岡焼津線～船玉浦神社間）の街路
灯は地元負担で電気料を払っているが、店舗も減り、今
後支払えなくなる可能性もある。市で一部負担をお願い
したい。

他地区との公平性を考えた場合、困難であると思うが、
維持するには、どうしたら良いかを検討する必要がある。

総務部 総務課 ○ ○（済）

2
新屋幼稚園が独自に設置した屋上の避難施設には照明
施設が無いため避難時には暗くて危険である。照明施設
がいつ頃設置される予定か分かれば教えてほしい。

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 8 ○ ○（済）

3
天王の杜公園に津波避難タワーが出来たが、周囲には、
学校施設や３F以上の高いビル等がある。新屋地区には
高いビルがない。このことについて市長はどう考えるか。

要望によって建設するのであれば、いくつあっても足りな
い。津波避難タワーは避難の手段の一つであり、他の手
段があるか複合的に考えている所です。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

5 危機管理部 危機政策課 ○

水産経済部 水産課 ○（済） 県に連絡済み

○

地震や津波により家が潰れたり浸水はある程度止むを
得ないが命は守りたい。人口流出防止のため減災対策
や漁港内の石油備蓄タンクが流出しない対策をお願いし
たい。

２年前に国交省の大臣が来た時も石油タンクの危険性を
指摘されており対策の必要性は十分認識しているが、国
の指針策定が遅れている。今後改めて要望していきま
す。

防災



6

津波避難タワーありきでなく、学校や公民館等に外階段
を設置し手すりを付ければ事足りる場合もある。特に学
校は空き教室を食料品庫として利用するなど他目的に利
用が可能。

学校への避難用外階段の設置を進めており、民間施設
にも補助を行っている。避難タワーは、地区固有の所有
物ではないという認識を持ってもらうよう周知していきま
す。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

4 都市基盤部　 都市計画課 ○ 施設整備

未来創造部 まちづくり政策課 ○ 構想策定

12 防犯
防犯灯のLED化について、電灯交換時等には地元の業
者にお願いしてきたが、今後はその対応はできなくなる
のか。また、電気料は地元負担か。

中部電力との契約上、登録業者でないと施工できない。
また国の補助金により行う市の発注工事のため、入札指
名選定業者でないと入れない。小規模業者は下請け業
者として入ってもらうしかない。また、防犯灯は寄付を受
けて市の所有とし、ＬＥＤ電灯を市で貸し出す形となるが、
電気料は地元負担となります。

総務部 総務課 ○ ○（済）

9 水産経済部 商業・観光振興課

未来創造部 広報広聴課

未来創造部 まちづくり政策課

10 斎場
今後、高齢化に伴い斎場会館のキャパシティが足りない
と思うが、改築等の計画はあるか。

建設場所の地質が軟弱地盤のため再検討している所で
す。詳細は後日自治会長宛に回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

環境部 環境生活課 8 ○ ○（済）

○

○

イベントが点で終わり線として繋がっていない。市の協力
をえて線から面になれば漁業の活性化にも繋がる。市も
一体となった焼津の情報発信が必要。

伝統文化と新しいイベントの融合については、何が不足
しているか研究する必要がある。若手を中心に情報発信
の研究を行っている。また、NHKだけでなく民放にいかに
取り上げられるかが必要です。シティプロモーションの中
で対応します。

○

現在の焼津駅前は、藤枝駅や島田駅に比較して活気が
なく、さびれている。今後の駅前の開発計画や土地利用
計画に絡んで考え方を教えて欲しい。

駅南の区画整理は昭和48年に完了し、逆に整備が早す
ぎた。現在、駅舎及び駅周辺の開発については内々検
討を始めたところであり、都市計画マスタープランや中心
市街地活性化基本計画の中で位置付けを考えて行きた
い。

商業・観光

駅前広場

（文書にて回答済み／別紙）

焼津第３ 地区名 ： 焼津北区 日程： 9
平成25年9月29日(日) 会　 場 ： 焼津北区公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

4 危機管理部 危機政策課

危機管理部 危機対策課

5
民間津波避難協力ビルは誰が非常階段のカギを開ける
のか、毎年理事長も代わるため決められない。市で仲介
をお願いできないか。

（管理組合との覚書にて、入居者の誰でも鍵の開錠は可
能であり、地域住民がその他の方法で立ち入ることも認
められています。）

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

6

流出した小石・土砂が千歳橋（タケル橋の一本下流）まで
達している。地震・津波で橋が倒壊してしまわないか心配
だ。河川は県管理かも知れないが、早急に調査してほし
い。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 河川課 9 ○ ○（済） 県に連絡済み

10 危機管理部 危機政策課

危機管理部 危機対策課

2.1 公共施設
福祉庁舎跡地売却中止の決断に感謝している。総合的
な計画の中で複合的な施設として、地元にも還元できる 参考とさせていただきます。 総務部 資産経営課 ○ ○

防災

レベル１想定時の津波到達から津波警報解除までの時
間はどれくらいになるのか。避難から警報解除までに長く
かかる場合は、飲料水やトイレの使用の問題がある。

後ほど回答させていただきます。
（文書にて回答済み／別紙）

9 ○

防災倉庫はおそらく津波で全滅してしまい、後で防災グッ
ズが使用できなくなってしまうのではないか。保管につい
ても研究が必要ではないか。

場所により異なるので浸水想定に基づき研究します。

○（済）

○ ○

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）

担当課
別紙
頁

分類

2.1 公共施設 な計画の中で複合的な施設として、地元にも還元できる
施設ができることを望んでいる。

参考とさせていただきます。 総務部 資産経営課 ○ ○

1 総務部 資産経営課 ○

危機管理部 危機政策課

総務部 総務課 ○
自治会要望として出された
時点で判断

3 市民部 市民相談課 ○（済） 警察に連絡済

都市基盤部　 道路課 ○

2.2 健康福祉部　 地域福祉課

健康福祉部　 長寿福祉課

7 都市基盤部　 土木管理課

都市基盤部 都市計画課

9
駅周辺は居酒屋が多く、朝見ると嘔吐物があることがあ

（焼津駅前広場については市の管理となっており、安全
で快適に利用できる環境を維持するために 委託業務と 都市基盤部 都市計画課 ○ *** ***

駅前広場

交通安全

コミュニティ

長寿福祉
高齢者の「見守り事業」について、多くの目で見守る制度
にしてほしい。福祉委員や見守り委員が自治会内に組織
され民生委員と一体となって活動しているところもある。

駅前のタクシー乗降場所付近や周辺の歩道に多くの雑
草が生えている。市で対応してもらえるのか、地域でやら
なければならないのか。

子ども創造の広場建物解体後跡地には、平屋でもよいの
で避難施設を兼ねた子どもたちの遊べる施設、老人憩い
の家のような施設、会合のできる施設を考えていただき
たい。

子ども創造の広場建物は耐震性がなく、平成28年3月ま
でに解体する計画となっている。公会堂を移すのか、ど
のような機能をもたせる施設がよいのか地域で話し合っ
ていただき、要望を出してほしい。

○

研究させてください。

（「自転車ナビライン（路面表示）」に関する新聞記事を市
長に手渡し）　高齢者や自転車の交通事故対策として、
やるやらないは別にして参考にしてほしい。

交通事故対策は大きな課題。研究させてください。

（具体的な場所が定かではありませんが、駅前広場、市
道の歩道に生えている雑草については、市で対応しま
す。）

○

○ ○

○

*** ***

S44年建築（耐震性能ラン
クⅢ）。H27年度末までに
解体。

9
る。市で掃除してくれるところがあればよいのだが。

で快適に利用できる環境を維持するために、委託業務と
して３日に1回の割合で清掃をしております。）

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

焼津第４ 地区名 ： （自治会単位） 日程： 21
平成25年12月15日(日) 会　 場 ： 塩津公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

7 自治会 自治会の組織改編はどう考えるか。

自治会は皆様の団体であり、市が規模の大小を言う事で
はないと考えますが、市は自治会を公平に見てやって行
かなければならない。現在、「自治会の在り方検討会」で
検討しています。

総務部 総務課 ○ ○

2.2 公共施設
老人福祉センターがH26に廃止されると聞いている。PC
教室等で利用者が多いのだが、代替えはどう考えている
か。

元々、老人会等が利用する施設であった。廃止による不
便を生じないように、より使いやすい場所を考えたい。

健康福祉部　 長寿福祉課 ○ ○
市老連と他の施設移転で
調整中

5.3 選挙
選挙で高校生のボランティア参加は良いことだと思う。ま
た、投票区の改善や市内どこでも投票が出来るよう、投
票率アップに向けて考えてほしい。

「市内どこでも」というのは、必ず本人が投票するかという
懸念もあるが、市として、投票しやすい体制を作って行く
よう研究していきます。

総務部 総務課 ○ ○

No 意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課
別紙
頁

分類

自治会名：
開催日：

種別



5.2 危機管理部 危機対策課

教育部 学校教育課

教育部 教育総務課

1.2 都市基盤部　 道路課

総務部 資産経営課

3.1
昔整備している側溝の蓋が重い、また欠けている。10年
～20年で交換はしてもらえないのか。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 11 ○ ○

3.2
付近の道路のひび割れが大きく、段差で自転車が倒れ
そうな位である。市ではメンテナンスやパトロールはしな
いのか。連絡をしなくてはいけないのか。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 11 ○ ○

6
東海ガス前の道路（市道豊田焼津線）について、歩道の
水たまりの改善をお願いしたい。

現場を見させてもらい検討します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 11 ○ ○

3 3 防犯
自治会と自治会の境目付近の防犯灯の距離が長く空い 内容の変更等は、市へ連絡をしてもらえれば、考えてい

総務部 総務課 ○ ○（済）

○

現在市が進めている橋梁の長寿命化の作業は大変に有
難い。将来を見据え、詳細を調査しての保守点検は大事
である。市有資産のシステム一元化を行い適正管理を進
めてほしい。

現在、対象となる橋梁の点検は終わっております。長寿
命化計画を策定し、補強等を行っていきます。万全の体
制を期していくように、改めて指示をしていきます。

小学校の防災設備（ポンプ等の機材）が低い位置にあ
り、津波等の際に役立たないのでは、もっと高台に置く必
要があると思うが。

小学校の備蓄品については、東小は本館４F、南小は北
校舎４Fに保管しています。

○ ○

○

道路・橋梁

防災

3.3 防犯
自治会と自治会の境目付近の防犯灯の距離が長く空い
ており設置を望む。

内容の変更等は、市へ連絡をしてもらえれば、考えてい
きたい。

総務部 総務課 ○ ○（済）

都市基盤部　 道路課 ○ ○

環境部 環境生活課 ○ ○（済）

1.1 都市基盤部　 都市計画課

環境部 下水道課

4 下水道
公共下水道の整備を進めてほしい。区画整理と一体でな
ければ公共下水道は整備できないのか。

一体整備ではない。どちらも非常に予算が掛かるが、臭
いが出ない等、環境改善が出来る方法も含め、現在検討
中。整備範囲を決めていきたい。

環境部 下水道課 ○ ○

5.1 教育部 学校教育課

健康福祉部　 長寿福祉課

8
西小が増築され、その一方で東小の入学者50人という状
況。学区編成について、急ピッチではなくても見直しを
行っていく必要があると考えるがどうか。

現在、南部区画整理を中心に、人口増に伴う学区等の見
直しの検討を始めています。人口の在り方を含め、研究
していきます。

教育部 学校教育課 ○ ○

焼津図書館が非常に手狭で 施設も汚く 蔵書も汚れて 現状は 大井川図書館もあり また公民館にも図書室が

塩津地区は区画整理が実施できなかった経過がある
が、接続する道路を中心に整備を望む声が多い。ぜひ塩
津地区の区画整理という課題があることを念頭に置いて
ほしい。

要望として、受け止めます。区画整理事業は大きな費用
も要すため選択の岐路に立っている。検討を踏まえ地域
の皆様と相談していきたい。

○ ○

2.1
公会堂西側の小石川塩津橋からJR塩津踏切までの間
（市道焼津中央高校線）沿いの水路暗渠化（歩行者交通
改善、悪臭、蚊の発生）を行ってほしい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

○
学区の再編等は非常に難しいものがある。1クラスになっ
たからと言って即再編に繋がる不安はないが研究してい
きます。

区画整理

○

10

学校

河川・水路

東小、南小の生徒数が激減している。統合・再編等考え
ているのか。また空き校舎等を利用して老人対策等に活
用してほしい。

2.3 図書館
焼津図書館が非常に手狭で、施設も汚く、蔵書も汚れて
いる。近隣と比較しても、焼津市の図書館として貧弱であ
る。施設の拡充についても要望したい。

現状は、大井川図書館もあり、また公民館にも図書室が
あります。　現在、将来の在り方について検討中であり、
今後報告させてもらいます。

生涯学習部 図書課 ○ ○

平成25年度　市政座談会　意見集約集

焼津第５ 地区名 ： （自治会単位） 日程： 20
平成25年10月19日(土) 会　 場 ： 第５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

10
市からの補助金の入金が１０月、２月と下期が多い、自
治会を運営するにあたり、もっと早めに振り込んで頂きた
い。

担当に伝えます。 総務部 総務課 ○ ○

3
防災センターの維持費が年間230万円程かかる。使用料
（66万円）だけでは賄えない。せめて管理人の手当だけ
でも市で補助・負担して頂けないか。いい知恵はないか。

各自治会より要望があるため、建設当時の地元との約束
を確認し、研究させてください。

危機管理部 危機対策課 ○ ○

4
回覧物が多過ぎる。静岡市の広報も月２回から１回発行
になるようだ。公民館だよりも毎月発行する意義がある
のか。役員の負担も減るし、経費節減につながる。

回覧物を減らす方法・工夫を指示した。この一年かけて、
方法を検討中です。

総務部 総務課 ○ ○

別紙
頁

分類

意見・要望内容No 種別
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課

自治会名：
開催日：

自治会

7 水産経済部 水産課 ○

都市基盤部　 河川課 ○（済） 県に要望済み

危機管理部 危機政策課 ○（済） 県に要望していきます。

6 原発
原発問題について、焼津市も30ｋｍ圏内に入った。生命
身体財産を守る立場から私は市長に原発に反対して頂
きたいが、市長の考えを伺う。

現実に今、浜岡にあることを踏まえれば、その安全対策
を徹底的にやってもらうことが第一だと思っている。その
次に、原発をどうするかの問題だと思う。まずは、国民の
命を守る対策を徹底的にやって頂く。

危機管理部 危機対策課 ○ ○

8 水産経済部 商業・観光振興課

水産経済部 水産課

未来創造部 まちづくり政策課

9 道路・橋梁
平成24年３月に第３・５自治会長連名で地盤の修理（舗
装補修）の要望書を提出したがどうなっているのか。また
地盤調査の結果も知りたい。

早急に対応します。 都市基盤部　 道路課 ○ ○（済）

11.1 河川・水路
瀬戸川の土手の草刈りをシルバー人材センターに委託し
てくれてありがとうございます。

都市基盤部　 河川課 ○ *** ***

旧港の活用として、食・資料館構想などが漁港マスタープ
ランに位置づけられている。新たな賑わいを検討したいと
言っているが、どう考えているか。旧港への施設構想は
あるか。

公共施設のポイントは市役所・病院・駅であり、駅周辺を
どうするかの中心が中港であるため、しっかり開発を進
めていきたい。（都市計画マスタープラン・中心市街地活
性化基本計画の中で位置付けを考えて行きたい。）

○ ○

第5自治会には、港・ＪＲ・瀬戸川がある。実際に津波が
来たら逃げる体力がない。瀬戸川河口に水門、巨大なブ
ロック等造って頂けないか。減災措置をお願いする。

まずは堤防から考えていきたい。県、ＪＲ東海にも働きか
けをして頂きたい。ご提言として承らせていただきます。

○防災

水産



2 駅前広場
駅北口の分かりやすい所に「焼津駅北口」の案内標識を
お願いしたい。

どこに付けられるか研究し、県にも依頼します。 都市基盤部　 道路課 ○ ○

5 公民館
（大村公民館の）ふるさと祭りについて、毎年２日間かけ
て開催しているが、２日間やる必要があるのか。行事も
見直しが必要である。

コミュニテイ内で話し合って頂き提案して頂きたい。また、
地元負担がかからないよう、指示していきます。

生涯学習部 社会教育課 ○ ○

1.1

北口スカイプラザ前の集積所を交番跡地辺りに移動する
よう市に相談したが、事故の原因になるおそれがあると
断られた経緯があるが、再度設置場所についてお願いし
たい。

再度精査して後日回答させていただく。
（文書にて回答済み／別紙）

環境部 廃棄物対策課 12 ○ *** ***

1.2
ＫＯマート付近も車で駅に送った人が帰りにゴミを置いて
いく。いい知恵はないか。

研究させてください。 環境部 廃棄物対策課 ○ ○

11.2 その他
中港のプールの跡地の売却に市の協力ありがとうござい
ました。

こども未来部 子育て支援課 ○ *** ***

平成25年度　市政座談会　意見集約集

ごみ・し尿

焼津第６ 地区名 ： （自治会単位） 日程： 22
平成25年11月9日(土) 会　 場 ： 大村公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

3 環境部 廃棄物対策課 13

生涯学習部 スポーツ振興課 14

4 庁舎建設
現在の市庁舎は２か所に分かれていて不便であるが、ど
のように考えているのか。

新市庁舎については、公共施設マネジメントの中で位置
付けていますが、ポイントなので、平成26年度には基本
構想等を 初にやっていくことにしています。

総務部 資産経営課 ○ ○ ○
計画策定等は短期、建設
については長期

2
市の防災訓練が市民総出で年３回開催されているが、間
隔も短いことから参加者の緊張感が無くなってしまうので
はないか。

地震・津波の関係で３年前に２回から３回に増やしたが、
今のままでいくとは考えていません。訓練の内容を現在
検討中ですが、今後も研究していきます。

危機管理部 危機対策課 ○ ○

5 都市基盤部　 河川課

危機管理部 危機政策課

6
当地区に避難タワー・ビルを何処にと考えた時、新幹線
がある 上が恰好の避難場所となるので 時利用につ

当地区に浸水域はないと考えています。それでも新幹線
を 時避難場所にということであれば また考えさせてい 危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

新幹線の敷地内に立ち入

○ ○

担当課
種別

少子高齢化により、瀬戸川堤防の草刈りやふれあいス
ポーツ大会などの自治会活動に支障が出ている。年寄り
でもできる種目や草刈りなどの情報提供をお願いした
い。

高齢化により難しくなって来ているので、市でお願いする
範囲で皆さんの組織で出来ることを研究していきたい。
（文書にて回答済み／別紙）

防災

別紙
頁

分類

瀬戸川は安定した川と考えられていますが、津波防災ま
ちづくり推進計画に入れ込むことになっています。川を溯
上する津波のシミュレーションについては改めてご報告し
ます。

○ ○
当地区では、川を溯上する津波が心配だが、瀬戸川につ
いては、昨年、島田土木事務所が土手の地質検査をした
が、どのように活かされているのか。

自治会名：
開催日：

No 意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

自治会

6 がある。上が恰好の避難場所となるので、一時利用につ
いてJRと話をしてみてはいかがか。

を一時避難場所にということであれば、また考えさせてい
ただきます。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）
新幹線の敷地内に立ち入
ることはできない。

12
同報無線の電話サービスができたが、聞き取れないの
で、自動メール配信をやらないのか。情報を一括して市
から取得できれば確実でありがたい。

同報無線については色々なご意見があり、メール配信に
ついてまだ進んでいない。

危機管理部 危機対策課 ○ ○

7 原発
焼津も浜岡原発の影響を大きく受けるが、これに対する
考えは。

廃炉にする、しないの前に、テロ・事故等に対する今の安
全対策を徹底するように、中部電力や国に話していま
す。

危機管理部 危機対策課 ○ ○

9 公園・街路
当地区の大覚寺の方（大村中の西、大村新田）は公園が
ない。子育て支援のためにも公園を造ってほしい。都市
計画マスタープランにも公園を位置付けてほしい。

適正配置も含めて検討します。 都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

14 危機管理部 危機政策課

危機管理部 危機対策課

15 市民部 市民協働課

総務部 人事課

○（済）

○（済）

男女共同参画に関して、市の防災会議に来年度以降も２
人の女性委員を確保してほしい。また、自主防災組織に
も女性を何パーセントか必ず入れるように、市で指導して
ほしい。

自主防災組織の中で男女の差別はないと思いますが、
新しいご意見として承り、検討させてください。
（文書にて回答済み／別紙）

14 ○

○
市民協働課の男女共同参画担当が係長１人である。市
全体として少ない職員でやりくりが大変だと思うが、充実
して男女共同参画を推進してほしい。

事務事業に応じて職員を配置しているので、ご意見とし
て承ります。なお、子育て支援も充実していきたいと考え
ています。

男女共同参画

総務部 人事課

1
６月に社会福祉協議会より特別寄付の依頼があったが、
町内会の世帯の多くが年金生活者であり違和感がある
なと思った。藤枝市では法人のみ対象と聞いている。

特別寄付は無理にお願いするものではないため、検討さ
せてください。
（文書にて回答済み／別紙）

健康福祉部　 地域福祉課 13 ○ ○（済） 社協に連絡済み

16
民生委員に補助員がいると助かる。包括支援センター等
ときちんと連携して、効率の良いサービスが提供できたら
と考えている。

お年寄りの見守り、支援を関係部署、他団体と連携して
研究していきたいと考えています。

健康福祉部　 地域福祉課 ○ ○

8 長寿福祉
高齢化対策で、買い物や不燃物の搬出などが困難な高
齢者に対する地域の支援グループの立ち上げに、市職
員の支援・働きかけが必要ではないかと考えている。

良いご意見ですので、検討・研究させていただきます。 健康福祉部　 長寿福祉課 ○ ○

10
自主運行バスについて、当地区に路線がないので、交通
体系を見直して当地区への運行も考えてほしい。

デマンドタクシーなどいろいろな方策はあるので現在検討
しています。また昨年９月にアンケートを実施し、現在整
理している。

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

11
さかなセンターに来るお客で観光の問い合わせが増えて
いる。自主運行バスを拡充し市内フリーパスやバス停を
センター内に移設することなども検討したらどうか。

全体を見ながら考えていきます。 都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

公共交通

して男女共同参画を推進してほしい。 ています。

地域福祉



13 消防・救急
志太消防になってから、火災場所を知らせるHPでのサー
ビスがなくなってしまったが、復活はしないのか。

広報やいづ11月１日号に掲載しましたが、火災情報を防
災メールに追加し、11月１日から運用を開始しています。

危機管理部 危機対策課 ○ ○（済）

平成25年度　市政座談会　意見集約集

焼津第７ 地区名 ： 八楠区 日程： 23
平成25年11月23日(土) 会　 場 ： 八楠第一公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

7.3 公共施設
耐震補強の終わっていない一色の老人福祉センターが
どうなるのか。あの建物は市老連の中心的建物である
が。

平成27年度末までに公共施設の耐震化を進めるなか
で、撤去する方向で進んでいます。公共施設マネジメント
の中で活動する場所がなくならないよう検討していきま
す。

健康福祉部　 長寿福祉課 ○ ○
市老連と他の施設移転で
調整中

12 広報広聴
通信網が発達している。市の広報紙だが、ページ数を増
やしても発行を月1回に、また、紙の質をもう少し落とした
りできないか。経費の節減になる。御一考願いたい。

広報のやり方について、2回の意味や、色々ご意見をい
ただいていますので、経費がかからない方法、かつ分か
りやすい方法で検討していきたい。

未来創造部 広報広聴課 ○ ○（済）
発行回数の減により軽費
削減を行った。

1
大地震で瀬戸川や朝比奈川の堤防が液状化現象で崩
れ、大津波が来たらどうしようかと思う。生命・財産を守る
ため六間川の入り口に水門をつけてほしい。

県の津波高の解析では、六間川でＬ１で2.3ｍ、Ｌ２で3.3
ｍで、六間川・瀬戸川合流部の左岸の堤防高は8ｍのた
め、水門は不要と言う見解。水が来ないように県にはお
願いしていくし、市でやれることはしっかりやっていく。

都市基盤部　 河川課 ○ *** ***

意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課
別紙
頁

No 種別

自治会名：
開催日：

分類

7.2

東名高速道路の避難場所について、今は、草ぼうぼうで
勾配がきつい。上にテラスみたいなものと造ってそこに避
難するか。津波が来ないならやめるかはっきりしてもらい
たい。

東名の法面は、避難する場所をちゃんと決めていきた
い。津波防災地域づくり推進計画の中で推進するところ
からやっていくし、この地区もその中で計画的に行ってい
く。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

8.1

地震が来た時の八楠地区の津波、液状化、火災の延焼
などの被害想定に対して地区としてどのように対応して
いったらよいのか、市としてどのような考えでいられるの
か。

各地区の想定対応については、市全体の中での計画で
ある津波防災地域づくり推進計画の中において位置づけ
ていきたい。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

10 原発
中部電力は浜岡の原子力発電所4号機を再稼働させる
ために、本年度中に原子力規制委員会へ安全審査の申
請をする意向と報道されている。市長の考えを聞きたい。

再稼働の権限は焼津市長にはない。安全・安心という観
点から、稼働するしないに係わらず、今の安全対策をしっ
かりやる必要がある。これは稼働するしない以前の問
題。

危機管理部 危機対策課 ○ *** ***

8.2 水産
さかなセンターについて、建て替えるのか、補修するの
か。八楠地区にとっては、大きな影響を持つものです。市
としてどのような位置付けでいられるのか。

市が50％出資する会社と店子の組合と二つあり、事業が
円滑にできるよう会社と組合がどのようにするか決めて
いくべきで、市は、両者の中間に入って調整を始めていま
す。

水産経済部 水産課 ○ ○

5
消防組織の広域化の効果はあったか。また、藤枝市との
市境の緊急時の管轄はどのようになっているのか、八楠
地区の対応はどうなっているのか。

八楠地区に一番近いのは焼津消防署東分署です。広域
化のメリットは、より近いところから出動し、早く到着する
こととなっています。一年たった所で精査し効果を報告し
ます。

志太広域事
務組合

　　　　 ○ ○（済）
広報やいづ（3/1号）に1年
経過後の効果を掲載済

11
インターの近くに救急車が多く通る。八楠地区・東益津に
消防署を持ってきてほしい。

消防署は、郵便局などと違って市民が行くところでは無
く、向こうから緊急時に来るところです。八楠地区は今、
東分署から3～4分で来ますから様子を見させていただき
たい。

志太広域事
務組合

　　　　 ○ ○

梅田川の河床高に いて 年に 度はきれいにするという

防災

消防・救急

2 河川・水路
梅田川の河床高について3年に1度はきれいにするという
約束になっていたと思うが、確か1～２回はやってくれた
がそれ以降やっていない。ぜひ約束どおりお願いしたい。

早急に県へ依頼していきたいと考えています。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 河川課 15 ○ ○

3
鰯ケ島・八楠線の延長が朝比奈川のところで止まってい
る。区画整理が終わって17年が経っているが、東益津へ
通ずる八楠・坂本線の今後の進捗を教えてほしい。

後日報告させていただきます。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 15 ○ ○

4
八楠中央線の両側の歩道の植え込みが、時期によって
は大きくなって歩行者・自転車の通行に不便を来してい
る。また、歩道に段差があり車いすの人に不便である。

植樹帯の幅で管理するようになっているので、現場を道
路課に言っていただければすぐに対応させます。段差
も、場所をまた確認して、順次対応していきたいと思いま
す。

都市基盤部　 道路課 ○ *** ***
危険箇所については修繕
において対応します。

6

坂本八楠３号線が終了したら１号線を引き続き施工して
ほしいと前の自治会長に依頼してある。その要望が市に
届いているか。また、どのようにして要望していけばよい
か。

今ここで改めて区長様から要望ということで検討し、自治
会長様に報告していきます。しかし、他にもたくさんありま
すので、優先順位をつけて時期も含めて検討していきま
す。

都市基盤部　 道路課 ○ ○

7.1
区画整理で八楠地区は整備できたが、八楠・坂本線が
残っているのは残念。ぜひやってもらいたい。市長が変
わっても継続性を持ってやっていただきたい。

八楠・坂本線については、継続してどのようにしてできる
か検討をしていきたい。用地・補償費も含めると金額もそ
うですが、少し時間がかかると思いますが、検討していき
ます。

都市基盤部　 道路課 ○ ○

焼津第７ 地区名 ： 大覚寺区 日程： 24
平成25年11月23日(土) 会　 場 ： 大覚寺公会堂

部 課
地区 市内

長期 短期 備 考
No 種別

自治会名：
開催日：

道路・橋梁

意見・要望内容
回答

（市長 部課長 担当課等）

担当課
別紙
頁

分類

部 課
独自 共通

長期 短期 備　　　考

3
瀬戸川以南の地区であるが、災害の一時避難地が西宮
神社であるが社殿などに倒壊の心配がある。新たな避難
地の確保をお願いしたい。

検討します。 危機管理部 危機政策課 ○ ○

4
避難地の件で、笑子橋のたもとにある法音院の駐車場が
１次避難地であるが、この場所が適地なのか。ここから八
楠公園へ避難をすることになるが現実的かどうか。

１次・２次避難地を踏まえて検討します。 危機管理部 危機政策課 ○ ○

7
県の第４次被害想定によると、この地区は津波の被害が
ないと思われるが、住民に対して公言してよいか。また、
同様の文書を自治会宛にもらえるか。

安心・安全宣言は現時点では、まだ出せません。 危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

1 都市基盤部　 道路課

都市基盤部　 都市計画課

環境部 廃棄物対策課

8 防犯

防犯灯については地元業者に設置依頼しているが、この
業者に引き続き来年以降も頼みたいが、中部電力の登
録業者でないので工事ができないと聞いた。対応はとれ
ないか。

LED防犯灯の設置については、中部電力の登録業者で
ないと施工ができないと聞いている。調整は中部電力に
なるが、配慮していただけるように要望はしている。

総務部 総務課 ○ ○（済）

2 公園・街路
大覚寺公園で夜間、カラオケやBBQをして騒ぐ若者が多
い。また公園内のトイレも本来の使い方をしない利用者も
見受けられる。

公園やトイレの使い方を考えていかなれればならない。 都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

防災

○

交差点路面表示（止まれ）を土木管理課に要望したが要
望以上に工夫し対応してくれた。また大覚寺公園内のあ
ずまや周辺の美化清掃や六間川の消火器不法投棄も即
対応してくれた。市の対応姿勢が良くなってきた。

******ありがとうございます。今後とも精進していきます。接遇

（市長、部課長、担当課等） 頁



5 市民部 市民相談課

都市基盤部　 道路課

6.1
甲賀病院第２駐車場と第３駐車場の間にある横断歩道
の位置が西よりのため、自動車運転者から見えにくい。
もう少し150号よりへ移設を検討して欲しい。

県に要望していきます。
（文書にて回答済み／別紙）

市民部 市民相談課 17 ○

6.2
同交差点（東西方向）の右折優先信号を設置して欲し
い。ここは、右折レーンも短く渋滞が起こりやすくなってい
る。

県に要望していきます。
（文書にて回答済み／別紙）

市民部 市民相談課 17 ○

焼津第７ 地区名 ： 越後島区 日程： 25
平成25年11月30日(土) 会　 場 ： 越後島公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

1 農政

減反政策がなくなることによって、米が安くなり耕作をや
めていく人達が出てきて、耕作放棄地がたくさん出てく
る。耕作放棄地があまり出ないような指導をお願いした
い。

国の動きを注意深く見ているところで、国の農業政策に
よって大きく変わる。農協とも話しをしながら、焼津市が
出来る形でやっていきたい。

水産経済部 農政課 ○ ○

3 都市基盤部　 河川課

都市基盤部 土木管理課

○（済）

回答
（市長、部課長、担当課等）

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

18 ○

区域内の通学路の横断に危険な箇所があるので対策を
講じて欲しい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

16 ○ ○

開催日：

No 種別

交通安全

自治会名：

意見・要望内容

県に要望済み

朝比奈川右岸堤防道路は河川管理用とウォーキングの
ために整備されていると聞いているが、１件のお宅のト
ラックが出入りして危険である。車両を通行止めにして頂
きたい

担当課
別紙
頁

分類

都市基盤部　 土木管理課

7.1
計画道路の焼津森線の整備は決定しているが、その背
後地の道路はどのようになるか示して頂きたい。（計画路
線と合わせた整備をお願いしたい。）

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 19 ○ ○

7.2 市民部 市民相談課 ○（済） 看板を電柱や交通標識に設置

都市基盤部　 道路課 ○

2
以前（平成12年頃）、県の説明会で梅田川の親水公園
（東名上流から藤枝境まで）の話があったが、その後どの
ようになっているのか。

県に計画を確認し報告させていただきます。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 河川課 18 ○ *** ***

8
朝比奈川の堆積土砂について除去して頂きたい。（市に
お願いしていますが、再度この場でお願いします。）

早急に対応するように土木事務所へ連絡します。 都市基盤部　 河川課 ○ ○（済） 県に要望済み

6 区画整理
かつて越後島でも区画整理の話があったが、市としては
あくまでも反対者があればやらないのかを伺いたい。

基本的に区画整理事業自体をやるかやらないか（取り組
み方）を現在検討しているところである。

都市基盤部　 都市計画課 ○ *** ***

越後島地区は西小学校区の一番遠い所にあり、冬期は

河川・水路

○

旧梅田橋線の幅員は狭く、朝晩は迂回の交通量も多く危
険。東名までの間が通学路であることを周知する表示等
をお願いしたい。狭い所については道路改良をお願いし
たい。

19

道路・橋梁

現地を確認し検討します。
（文書にて回答済み／別紙）

きたい。

4
越後島地区は西小学校区の 番遠い所にあり、冬期は
薄暗く寒いため、通学バスが出ていて非常に助かってい
る。継続して通学バスの運行をお願いしたい。

（今後も可能な限り対応していきたいと考えております。） 教育部 学校教育課 ○ *** ***

5
沿岸部の人口の流出で焼津西小の児童数は増えている
が、将来的に焼津北小の建設は考えられるか伺いたい。

市では人口を戻す施策をしながら、人口等の動向と連動
して学区のことも考えていきたい。庁内で調整をやり始め
た所であり、将来的な北小までは現在いたっていない。

教育部 学校教育課 ○ ○

学校


