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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



No 地区名 自治会 開催日 開会時間 会場

1 東益津地区 東益津１５・１６・１７ １ ～ 2 H30.07.07(土) 10:00～ 東益津公民館

2 大村地区 焼津６・７ 3 ～ 4 H30.07.08(日) 10:30～ 大村公民館

3 豊田地区 豊田８・９・１０ 5 ～ 6 H30.07.26(木) 19:00～ 豊田公民館

4 小川地区 小川１１・１２・１３ 7 ～ 9 H30.08.01(水) 19:00～ 小川公民館

5 焼津地区 焼津１・２・３・４・５ 10 ～ 11 H30.08.03(金) 19:00～ 焼津公民館

6 和田地区 和田２１・２２ 12 ～ 14 H30.08.28(火) 19:00～ 和田公民館

7 大富地区 大富１８・１９・２０ 15 ～ 18 H30.08.31(金) 19:00～ 大富公民館

8 港地区 港１４・２３ 19 ～ 21 H30.09.06(木) 19:00～ 港公民館

9 大井川地区（１）
飯淵・利右衛門・吉永・高新田・藤守・上小杉・下小杉・宗
高

22 ～ 23 H30.09.25(火) 19:00～ 大井川公民館

10 大井川地区（２） 中島・相川・西島・上泉・下江留・上新田・つつじ平 24 ～ 26 H30.09.27(木) 19:00～ 大井川公民館
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平成30年度　市政座談会　意見集約集

東益津第15・16・17 地区名 ：　東益津 日程： 1

平成30年7月7日(土) 会　場 ：　東益津公民館

地区
独自

市内
共通

部 課

1 801 水産

漁業振興のさらなる推進
焼津市内の第一次産業が衰退している。特に
水産業は地場の船が激減し、水揚げも減って
きている。
地場産業の発展に取り組んでいるというが具
体的に見えないし、情報が入ってこない。
また、沿岸の磯が荒れて海藻も育っていない
ために魚もいなくなってしまった。
他のところでは資源保護を目的に様々な取り
組みが行われているが焼津はどうなっている
のか。

これまで水産業界の中が別々に活動していた
ので連携する目的で水産振興会の組織の充実
を図り横断的にやり始めたところです。
今では60社を超える組織となりました。
市では産業戦略会議を立ち上げ「獲る・流通
させる・加工する」に分けて振興策に取り組
んでいるところです。

○ 801 水産部 水産振興課

地元漁船が減少し、全国的にも水揚げ
量が減少している中で、水産関係団体
や金融機関、市など「水産オール焼
津」で組織する焼津市水産振興会で
は、焼津漁港への水揚げ量を確保する
ため、外地船誘致に積極的に取り組ん
でいます。
市では、平成26年５月に産業界と行政
が一体となった産業振興を図ることを
目的に、水産業、商工業、観光業、農
業の各団体の代表者14名で組織する
「焼津市産業振興戦略会議」を立ち上
げ、本市経済界の実情と課題をきめ細
かく把握して、各産業の課題と産業振
興について協議しています。
今後も良質な魚が安定的に漁港へ水揚
げされ、それらが流通加工分野に広く
かつ円滑に行き渡るよう、主要魚種で
あるカツオやマグロ、サバなどの水揚
げ確保・促進に引き続き努めていきま
す。

2 1101 道路・橋梁

道路補修への対応
最近、道路の痛みが進んでおり、特に道路の
標示（停止線や横断歩道など）が消えていた
り、消えかかっている箇所が多いように感じ
ており気になっている。
また、交通ルールを守らない運転者が多く、
交差点で一時停止をしない人が多いので取り
締まりを強化してほしい。

毎年、2億円の予算で道路の維持管理をして
います。
市では幹線道路を中心に、担当が回って点検
しているところです。
国や県が管理しているところは少し遅れてい
るかもしれないので、気が付いたところがあ
れば市に連絡をしてください。担当者に確認
させていただきます。
また、交通安全の取り組みは難しいところが
ありますが警察とも連携して少しでも事故が
減るように努力していきます。
各地域から毎年、交通安全宣言書をいただ
き、交通安全に取り組んでいただいており感
謝しています。

○ 1102 建設部　 道路課

定期的に道路パトロールを実施し、施
設の破損等を発見した場合には、修繕
や補修等を行っております。
また、道路の路面標示が消えている箇
所については、幹線道路から順次引き
直しを進めております。
道路の損傷箇所等につきましては、ご
連絡いただければ現地を確認して、必
要に応じて修繕等の対応を行います。

3 1301 環境

浜当目海岸の環境管理
海岸沿いの市有地に松があり、枝が伸びて松
葉が周囲に落ちて住民が困っている。

担当者に確認に行かせます。
※環境生活課環境保全担当が7月11日に薮内
会長と面談し対応について調整しました。 ○ 1302 環境部 環境生活課

平成30年12月３日に松の伐採が完了
しました。

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

自治会名：
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）

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）

4 903 農政

高草山の農作物の鳥獣被害対策
高草山の課題として、急傾斜地のため土砂災
害の危険性が高いため心配している。また、
斜面を利用した太陽光発電をする問題が他の
地域であるが、市の考えを知りたい。
その他に、イノシシの問題と耕作放棄地の問
題は深刻であり、放置された竹林や農地が点
在して、人の手が入らないためイノシシの出
没も増えている。
市の対応はどうなっているのか。

基本的に高草山は「公の手」を入れていきた
いと考えています。
県から移管された農道を起点にやっていきた
いと思っています。
イノシシの問題は鳥獣保護の問題もあるので
国や県と相談しながら早急に対策を考えてい
きたいと思います。
農政課に会長のところへ行かせます。

○ 902 経済産業部 農政課

高草山周辺全域で農作物を有害鳥獣か
ら守るため、地元や狩猟者等で組織す
る鳥獣被害防止対策協議会を作り、捕
獲計画に沿った対策を実施していま
す。また、被害数が増えるイノシシに
ついては、県に対して個体数の実態調
査の実施を要望しました。それまでの
間、近隣市や狩猟者などとの情報交換
によって実態の把握に努めています。
引き続き、地域の皆様と協力して被害
対策を実施するとともに、先進市の捕
獲体制を参考に、実行可能な体制の整
備に取組んでいきます。

5 903 農政

高草山の整備方針
農業基盤整備の中身がどのようになっている
のか。
高草山の整備について具体的なやり方や方針
があるのか。

各地域で特色ある整備をすることで長い目で
見た時に30年後にこの地区がどのようになっ
ているかを考えた整備をやっていきたいと
思っています。

○ 902 経済産業部 農政課

高草山については、山の環境を守る対
策を進めるとともに、農業としての利
用だけでなく、荒廃農地は林地化を考
えるなど、新たな利活用についても検
討しています。
高草山周辺には、花沢の里や花沢城な
ど地域資源が多くありますので、これ
らを活用しながら、にぎわいや地域活
力の創出につなげていきたいと考えて
います。

2



平成30年度　市政座談会　意見集約集

焼津第６・７ 地区名 ：　大村 日程： 2

平成30年7月8日(日) 会　場 ：　大村公民館

地区
独自

市内
共通

部 課

1 701 子育て

少子化の対応は自治体の存亡に関わる重要
なことだ。
母親が常に笑顔で子育て出来るような環境
づくりが大切だと思う。
サポート体制の充実に人・もの・金を重点
的に増やしていくことが求められている。

※特にコメントなし

○ 701 こども未来部 子育て支援課

子育て支援の大きな５本柱として、①
経済的負担の軽減②子育て環境の整備
③相談体制の充実④教育環境の充実⑤
学校の教育力向上を掲げ事業に取り組
んでいます。

2 501 市民協働

市民協働の意識をもっと醸成させることが
大切だと思う。

※特にコメントなし

○ 501 市民部 市民協働課

市民協働は、第6次焼津市総合計画を
推進するための基本項目のひとつであ
り、まちづくり市民集会など様々な事
業を通じて、市民参加・市民協働の意
識の醸成を図っていきます。

3 1102 河川・水路

瀬戸川・朝比奈川の「どて」の強靱化を
図ってほしい。

県に話をします。

○ 1103 建設部　 河川課

今年度は、保福島地区、大村地区の瀬
戸川で、堤防の漏水対策を実施してい
ると県より聞いております。

4 1206 空き家

近年ではあちこちに空き家が増えてきてい
る。近隣住民は火災などを心配して暮らし
ている。住民が安心して生活できるように
行政がもっと積極的に対応できるようにし
てほしい。

個人が所有している財産に行政が手を出す
ことは困難な状況ですが危険な老朽空き家
については条例を創り行政でも対応できる
ようになりました。また市では利用できる
空き家について貸し出す事が出来るよう
「空き家バンク」を検討しているところで
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について
は、今後も所有者等に適切な管理を行
うよう助言・指導等を行います。
空き家バンクはH30.10月下旬に開設し
ましたが、対象は売却のみとしており
賃借については取り扱っておりませ
ん。

1101 道路・橋梁 1102 建設部　 道路課

迂回路の整備については、県事業の県
道焼津森線の４車線化工事の事業進捗
に合せて進めてまいります。

1205 都市計画 1201 都市政策部　 都市デザイン課

未整備区間の都市計画道路について、
機能性、支障要因、代替性の観点から
必要性の再検証が完了したことから、
今後、幅広く市民からの意見をいただ
くためパブリックコメントを実施する
予定であります。

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）

自治会名：
開催日：

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

5

越後島地区には３本の都市計画道路が計画
されている。県道の焼津森線が4車線化され
ると迂回する車が周辺に流入してくること
が予想されるので都市計画決定されている
３本の道路を整備してほしい。

都市計画道路の整備については計画の見直
しも含め検討しているところです。現在、
県がやっている道路が整備されることによ
る迂回路対策を含め、どのようなまちづく
りをしていくのがよいのか考えていきたい
と思います。

○

3



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）

1101 道路・橋梁 1102 建設部　 道路課

1205 都市計画 1201 都市政策部　 都市デザイン課

未整備区間の都市計画道路について、
機能性、支障要因、代替性の観点から
必要性の再検証が完了したことから、
今後、幅広く市民からの意見をいただ
くためパブリックコメントを実施する
予定であります。

7 1101 道路・橋梁

梅田川の東名から150号までの区間の全体的
に沈下してきている。特に左岸側の道路は
何度も嵩上げを道路課がしている。またブ
ロック積のあちこちに空洞化しているとこ
ろもある。早急に改修してほしい。

状況の確認をしたいので早急に見に行かせ
ます。

○ 1102 建設部　 道路課

平成30年８月に河川管理者である県島
田土木事務所に対応を依頼し、今後、
空洞調査について検討すると、県より
聞いております。

8 1102 河川・水路

瀬戸川の河床が高くなっている箇所がある
ので掘削して低くしてほしい。

これまで県では島田土木事務所の予算で対
応してきたが思うような進捗が図れないた
め、県全体の中で対応するように強く県に
要請しています。
改めて県に対して状況を確認して早急な対
応をするよう強く言います。

○ 1103 建設部　 河川課

今年度は、駅北地区で河道掘削を実施
していると県より聞いております。
二級河川の河積確保のための適切な維
持管理について、引き続き県に対して
要望してまいります。

9 1001 商業・観光

流入人口を増やしていくには働く場を創る
必要がある。いま焼津市では企業誘致の取
り組みはどのようになっているのか。

市では重要な施策の一つとして強化してい
るところであります。周辺の地域(藤枝市・
島田市・吉田町など)とも連携して働く場の
創出を図っ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

企業流出の防止と市外からの企業誘致
を推進するため、平成16年度より立地
企業等への補助金交付を実施するほ
か、進出希望企業に対する工場用地情
報の提供や企業訪問による企業動向の
把握に努めています。

10 1001 商業・観光

市内の商工業が近隣市町に比べ衰退してい
ると感じる。商工会議所に登録している企
業の数も焼津市は少ない方だと聞いてい
る。どのような対策を講じているのか。

儲かっているのに後継者がいない事で廃業
しているところもあると聞いています。
事業を継承していくための後継者づくりも
大変に重要だと認識しているところです。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

焼津市の製造品出荷額は、平成26年度
が5,409億円、平成29年度は5,880億円
と伸びております。
また、市では、商工会議所等へ事業補
助金を交付しており、定例で連絡会議
を開催しております。平成30年度から
は、職員の派遣も行っております。
さらには、水産業を中心に、事業承継
についての調査を商工会議所と協力し
て行い、各事業所に問題意識を持って
もらうことと、課題の整理を行いまし
た。今後の対策について、商工会議所
とも検討を進めてまいります。

6

昨年もお願いしたが八楠坂本線の整備を早
期に実施するよう要望する。

※特にコメントなし

○

4



平成30年度　市政座談会　意見集約集

豊田第８・９・10 地区名 ：　豊田 日程： 3

平成30年7月26日(木) 会　場 ：　豊田公民館

地区
独自

市内
共通

部 課

1 802 漁港

焼津港の津波対策について
南海トラフ巨大地震による津波被害をどの
ように防ぐのか知りたい。

国土交通省の津波対策は海岸線に堤防を造
り津波を防ぐ考えです。
県の交通基盤部は胸壁を設置して減災させ
る考えです。
焼津港は516億円の水揚げがあり日本一で
す。
水産業の生産額は1200億円あります。併せ
て1700億円もあります。
津波で水産業がダメになれば市全体の産業
が壊れてしまうと考えています。
ようやく県でも焼津の水産業をどうしたら
守ることが出来るのか検討を始めたところ
です。
焼津市ではフラップゲートの設置を提案し
ているところです。
東北の大船渡港ではフラップゲートの設置
工事が始まったと聞いています。
費用対効果があるのでフラップゲートを設
置してほしいと強く言っているところで
す。

○ 802 水産部 漁港振興課

現在、静岡県により水門の整備に向け
た検討と胸壁の整備が同時並行で進め
られています。

2 803 ふるさと納税

ふるさと納税の現状と今後について 始めた時はお礼品を五割でやり全国二位ま
でになりましたが総務省より三割に抑える
ように通知があり焼津市では三割にしたと
ころです。
また換金できる返礼品をしている自治体が
あり総務省では是正を求めている状況で
す。
子育てと交流と健康に係わる施策に使う計
画で基金にしています。
焼津市の目標は100億円を基金にして子育
て・交流推進・健康に特化した施策に充当
していく考えです。

○ 803 水産部 ふるさと納税課

当市のふるさと納税の主たる目的は、
地域の活性化を図る「産業振興」と焼
津市を全国に発信する「シティプロ
モーション」であります。
焼津市は総務省大臣通知にいち早く対
応し、今後もふるさと納税の趣旨を順
守し、いただいた寄附を有効に活用し
ていきます。
なお、小中学校・幼稚園の教室へのエ
アコン設置について基金を活用しまし
た。

3 1101 道路・橋梁

都市計画道路豊田南線の整備について
ジュエルツチヤまでの交差点までを早期に
完成するように進めてほしい。

現在は神明宮の交差点から服部茶園までの
214mを平成32年までに完了するよう進めて
いるところです。
全体を急いで整備できるようにやっていき
たいと考えています。

○ 1102 建設部　 道路課

現在、国道150号神明宮西交差点の取
合部から西焼津方面に向かう約240ｍ
区間について、平成34年度の事業完了
を目途に進めているところでありま
す。

No 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）

自治会名：
開催日：

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

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）

4 1702 教育

三ヶ名地区の学区について
平成22年に学区の改正があり黒石と豊田に
分かれてしまった。
遠くの学校に通学する子供たちがおり地域
のコミュニティーが分断してしまった。
地域の子供たちが同じ学校に通学できるよ
うにしてほしい。

豊田小学校の児童数が増大し学区を見直し
た経緯は承知しているが大変に難しい問題
として認識していますので教育委員会に伝
えます。 ○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

通学区域の適正化を図るための改正
は、児童・生徒の通学の安全確保、日
常の生活圏、学校規模の適正化等の教
育的配慮を基本とし、当該学校から２
ｋｍ程度までの地域を対象に行ってい
ます。今後も地域住民の意思を尊重し
ながら、通学区の適正化に努めます。

5 1207 公園・街路・広場

小石川沿いの樹木管理について
流木が橋に引っかかり洪水を招いている。
川沿いにある樹木の剪定などをやってほし
い。

担当に言ってくれれば剪定等の対応はして
います。
危険な箇所を教えてください。 ○ 1206 都市政策部　 公園・地籍課

支障となるものについては剪定実施済
みです。

1701 学校・幼稚園 ○ 1701 教育委員会事務局 教育総務課

1702 教育 ○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

学校では、見守り隊（ボランティア）
と連携しながら、児童の登下校の見守
りを行っています。また、交通安全教
育を実施し、自分の身を自分で守る教
育を行っています。

1101 道路・橋梁 ○ 1102 建設部　 道路課

当該箇所については、通学路交通安全
プログラムに基づき平成30年７月17日
に関係機関による合同点検を実施して
おります。なお、必要に応じて自治会
関係者の方も合同点検に参加していた
だいております。

7 1701 学校・幼稚園

小中学校の空調設備の整備について
具体的にいつまでにどのようにやるのか。

学校の意見を聴くための校長会を開催し意
見を聴きます。
なるべく早期に実施したいと考えていま
す。
子育てという意味合いからふるさと納税の
財源も考えています。また国の補助制度な
ども調べている状況です。
現状を調査している段階ですができるだけ
早急に対応していきます。

○ 1701 教育委員会事務局 教育総務課

５月末までに空調設備を設置します。

8 1901 議会

市議会議員の手当てについて
歳費が低いのではないか。
議員の副業は認めているのか。

ボランティアであるという考えとしっかり
とした歳費を出した方がよいという考え方
があり貴重な意見としてしっかりと伝えま
す。また副業は行政と関わり合いのない商
売はよいとされています。

○ 1901 議会事務局 庶務課

9 1207 公園・街路・広場

地域の公園整備について
豊田地区は人口が増加しており身近なとこ
ろに小さな公園がほしいという住民が多く
いるので何とか地域に創ってほしい。

公園を整備をするに都市公園法があり大変
に厳しい規程があるのでなかなか難しいと
考えています。土地を借りて公園のように
する手法もあるので地域で相談しながらど
うしていくのが良いのか考えていきたいと
思います。

○ 1206 都市政策部　 公園・地籍課

6

豊田小学校の通学路について
小石川の橋のところに子供たちのたまり場
がなくて非常に危険な状態となっている。
また集団登校しない子供たちがいる。
子ども会に入会しない家庭がある。
加入率も減ってきていると聞く。
子ども会単位での通学ではなくて学校教育
の一環で集団登校していくような取り組み
が必要だと考える。
子供たちの安全は地域の中で守っていきた
いと考えているので行政と共に協働して地
域が活動できる環境を創ってほしい。

集団登校時での交通事故が多発している状
況です。どのようにして子供たちを守って
いくのかが大きな課題となっています。
通学路の安全対策をどうしていくか教育委
員会とで検討していきます。
都会では子ども会に入らない家庭が五割程
度あると聞いています。
子供たちの安全対策について教育委員会と
話し合っていきます。
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平成30年度　市政座談会　意見集約集

小川第11・12・13 地区名 ：　小川 日程： 4

平成30年8月1日(水) 会　場 ：　小川公民館

地区
独自

市内
共通

部 課

1 504 防犯

防犯カメラの設置状況と今後の考え方につ
いて

市が設置している防犯カメラの総数は47施
設で208台設置しています。またこの夏休み
の間に公立幼稚園７園に14台設置しますの
で合計で222台となります。
不特定多数が往来する施設に設置する場合
は個人情報の保護の観点から運用面で課題
もありますが防犯上有効と考えていますの
でこれからも設置していきたいと考えてい
ます。

○ 502 市民部 くらし安全課

2 1101 道路・橋梁

側溝内の土砂除去について 基本的には地元の皆さんで出来る範囲で
やっていただきたいと思いますが難しい場
合は市の方に相談してください。

○ 1102 建設部　 道路課

通常の道路側溝については地域の皆様
に清掃をお願いしています。
具体的な場所をお示しいただければ現
地を確認し対応について検討させてい
ただきます。

101 自治会 ○ 101 総務部 総務課

町内会や組の活動が円滑に行われるよ
う、地元で調整していただければと考
えます。

1203 区画整理 ○ 1204 都市政策部　 区画整理課

4 401 防災

13自治会のコミセンの広場に緑陰を創って
ほしい。
広場に日陰を創ってほしい。

現場を見てみます。

○ 402 防災部 地域防災課

コミセンの広場は、会下ノ島石津土地
区画整理事業区域内の公園用地である
ことから、公園が整備される際に緑陰
なども検討していくことになります。

1701 学校・幼稚園 ○ 1701 教育委員会事務局 教育総務課

1702 教育 ○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

選書の方法や図書館運営についての研
修を司書や図書担当教諭を対象に行
い、学校図書館の円滑な運営に努めて
います。

3

区画整理に伴う町内会や組の組織の編成に
ついて
会下の島地区では区画整理事業が進み町内
会の回覧などに支障が出てきている。
今後の取り組みについて知りたい。

区画整理事業を計画的に実施していくよう
にしっかり予算をつけて進めているところ
です。
事業が概成に近づいてきている南部では地
域の住民の方々の意見を聞きながら町名や
町内会の編成などについて話し合っている
ところです。
市では期限までに会下の島の区画整理事業
を完成させるため事業を進めており事業が
完成するまでに地域の方々と共に町名変更
や区域割りなどについて相談しながらやっ
ていきたいと考えています。

5

小中学校の児童生徒に良書を贈ることをし
ている。
小川小学校の図書室の蔵書が大変に痛んで
いる。子供たちが良い本に接することが出
来るように教育委員会の予算を増やしてほ
しい。

学校の図書室の蔵書に対する予算も多くは
ないので徐々に増やしていきたいと思いま
す。

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

自治会名：
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 1101 道路・橋梁

市内の電柱の地中化について 大きな事業費が必要となることから景観に
配慮する場所や緊急輸送路など重点的にや
るところなどについて研究しているところ
です。

○ 1102 建設部　 道路課

7 1701 学校・幼稚園

小川中学校のグランド整備について 市内の学校のグランドで水はけがよいとこ
ろもあり調査してみます。

○ 1701 教育委員会事務局 教育総務課

グラウンドの水はけは勾配と吸水率が
大事とされています。勾配がないと水
は流れていきません。また、側溝が詰
まっていると流れていきません。砂を
入れることで排水性は向上しますが走
りにくくなるなど長所と短所がありま
す。小川中は、H22年度区画整理事業
に伴いグランド整地（工事）していま
す。

8 503 交通安全

交通安全対策について
高齢者の運転免許の自主返納に対する市の
支援をどう考えているのか。
また高校生の自転車通学時にスマホを見な
がら運転している生徒がいる。大変に危険
なため取り締まりを強化出来ないか。

市としては全ての高齢者に対して交通手段
の確保を目標に検討しているところです。
運転免許証の自主返納に係わる市の支援策
はありませんがタクシー料金を割り引く制
度などがあると聞いています。
また道路交通法の改正により自転車の危険
行為に対する罰則が強化されましたので学
校とも連携しながら指導していきたいと考
えています。

○ 502 市民部 くらし安全課

県警が実施する「運転免許自主返納者
サポート事業」において、バスやタク
シーの料金割引などのサービスが受け
られます。

9 1101 道路・橋梁

道路の標示について
白線などが消えているので直してほしい。

今は幹線道路から順次やっていますので危
険なところや気になるところがあれば教え
てください。 ○ 1102 建設部　 道路課

現在、幹線道路から順次白線の引き直
しを実施しております。
具体的な箇所をご連絡いただければ現
地を確認いたします。

10 1205 都市計画

小川地区の市街化調整区域について 平成25年に地権者の皆さんの意向調査した
ところ現状を維持することとなりました。
市街地が隣接しており大変に良いところと
思っております。
都市計画マスタープランでも市街地環境を
補完する新たな土地利用をしていく地域と
位置づけられています。
将来的には大変に重要な場所ですので時間
をかけて地域の皆さんの意見を聴きながら
やっていきたいと考えています。

○ 1201 都市政策部　 都市デザイン課

平成31年度末までに用途地域廃止の都
市計画変更を行うため、今後、地元説
明会の開催や都市計画に関する手続き
を行ないます。
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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）

11 503 交通安全

交通違反に対する警察の対応について
違反行為に対する取り締まりを指導する対
応に変えるよう市から警察に言ってほし
い。
警察は安全指導をまず先にすべきである。
一方的に話も聞かずにいきなり違反切符を
切る今のやり方はいかがなものか。
教育社会に変えていく方向で警察に伝えて
ほしい。

今の警察のやり方で認知症の検査方法につ
いて批判があることも承知していますので
焼津警察署にこのような意見が出たことを
伝えます。

○ 502 市民部 くらし安全課

警察に報告しました。

12 1401 水道

水道管の計画について
数年間に旧150号の水道管が破損し通行止め
にしたことがあった。
また最近になり水道水に錆びが出たので市
に苦情を言ったところ担当者が水道管が古
くなると錆が出ることがあると言ったとい
う。
水道管を新しくする計画はどうなっている
のか。

基本的には老朽化したところから順次新し
い管に変えています。
水道管の老朽化は大きな課題となっていま
す。
800億円の事業費が必要となるため一度に新
しく変えることは出来ない状況です。
少し時間がかかりますがしっかりとやって
いきたいと考えています。

水道部長
先ほど錆が出た箇所は常に錆が出ている状
況ではないため状況を調査しているところ
です。
古いところから順次新しい管に変えており
50年以上経過している箇所から順次新しい
管に入れ替えているところです。
水道部に来てくれればいつ布設したかを見
て頂けます。

○ 1401 水道部 水道総務課

13 1102 河川・水路

泓の川の改修について
ミニストップの交差点のところが未整備と
なっている。
なぜ一部だけ残っているのか。
早期に整備してほしい。

順次整備をしていますがこの場所は都市計
画道路が計画されているため河川改修され
ていません。
地元へは担当からしっかり説明させますの
でご理解願います。

○ 1103 建設部　 河川課

平成30年8月2日に地元自治会長に対し
て、「泓の川を横断する都市計画道路
の計画があり、事業実施時期（橋梁設
置）が未定のため、現在の状況で維持
管理をしております。」と説明いたし
ました。
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平成30年度　市政座談会　意見集約集

焼津第１・２・３・４・５ 地区名 ：　焼津 日程： 5

平成30年8月3日(金) 会　場 ：　焼津公民館

地区
独自

市内
共通

部 課

1 101 自治会

防犯灯の補助金について
全灯一斉切り替えする前に地元でLED化した
防犯灯は補助対象外であると市で言われ
た。
壊れて修繕する時に将来的にはLED化される
ので蛍光灯にしないでLEDにした結果もとも
とLEDだった防犯灯は補助対象から外れてし
まった。
一斉に切り替える前にLED化した防犯灯も補
助対象にしてほしい。

すべて同じように扱います。
約束します。

○ 101 総務部 総務課

2 401 防災

津波避難場所の整備について
新屋公園に盛土した６ｍくらいの避難場所
をつくってほしい。

市では逃げる場所を確保することを目的に
避難場所を創ってきています。民間の施設
も含めて現在では想定される浸水区域内の
市民の方々が避難するスペースは確保され
ています。新屋地区は市役所やコミセンも
あり避難場所が確保されていますので少し
安心していただきたいと思います。

○ 401 防災部 防災計画課

新屋地区では津波避難場所として、市
役所本庁舎や新屋コミュニティ防災セ
ンター、新屋幼稚園津波避難タワーを
確保しております。

1701 学校・幼稚園 ○ 1701 教育委員会事務局 教育総務課

1702 教育 ○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

市内の小中学校では、年間10回の避難
訓練を教育課程に位置付け、各校で
様々な状況を設定した訓練を実施して
います。また、防災連絡会等を実施
し、自治会組織と連携した防災体制づ
くりに努めています。

3

学校の防災訓練への参加について
自治会の防災訓練に小中学校の児童生徒の
参加状況があまりよくない。
学校に参加証明書をどのように活用してい
るか聞いたところ「なにも活用していな
い」と言われた。
地域に住む児童生徒も地元自治会のルール
に基づいた訓練を受けるように学校側から
児童生徒に対しアクションを発信してほし
いと思う。
総合防災訓練の最重要事項に児童生徒の訓
練参加による協働体制の強化という項目も
あり地域にある学校の先生たちも自治会の
訓練に参加するようにお願いしたい。
また低学年児童の災害発生時の対処につい
て日頃からどうすべきかを家族で話し合っ
てほしい。

子供たちの防災力向上は必要なことである
と思っています。このため地域と教育委員
会のつながりをもっと強化していくことは
大切なことであると思います。
学校は子供たちの学力の向上を主にしてい
るが地域にある学校ですので地域との連携
を強化していくことは子供たちにとっても
良いことなので学校の方にしっかりと伝え
ます。

分類 課
コー
ド

意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

自治会名：
開催日：

No 種コード 種別
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別

4 1002 スポーツ

焼津体育館の今後について
地域に密着した体育館である焼津体育館は
使い勝手が良いため利用頻度が高い施設で
ある。
今後の方針についてどうするのか知りた
い。

非常に利用頻度が高い施設であると認識し
ています。
基本的には現在の場所に建替えたいと思っ
ていますが各関係者の皆さんの意見等を拝
聴する中で複合化を含め考えていきたいと
思います。

○ 1003 交流推進部 スポーツ課

現在の場所を含めた近隣の市有地で再
整備に向けて検討していきます。ま
た、将来的な他施設も含めた複合化を
併せて検討していきます。

5 1601 市立病院

5～6年前から病院がシンポジウムを開催し
て市立総合病院が地域に開かれた病院に
なってきたと感じる。
病院が市民と交流することは大変に良いこ
とだと思う。
現在の医療技術の進歩は目覚ましいものが
ある。
新しい病院には最新最先端の高性能な機器
を導入してほしい。

新病院には最新の機器を入れるように努力
していきます。
新病院は37年か38年に完成させる計画で進
めておりその時に機器や機械も新しい良い
ものに入れ換えていきたいと考えていま
す。 ○ 1605 病院事務部 新病院建設課

機器の導入にあたっては、技術革新や
医療情勢の変化に対応するため柔軟に
見直しを行います。
（基本計画Ｐ49より）
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平成30年度　市政座談会　意見集約集

和田第21・22 地区名 ：　和田 日程： 6

平成30年8月28日(火) 会　場 ：　和田公民館

地区
独自

市内
共通

部 課

1301 環境 ○ 1301 環境部 廃棄物対策課

1102 河川・水路 ○ 1103 建設部　 河川課

リバーフレンドシップ制度により、草
刈機等の資機材を支給等させて頂いて
おりますが、作業に危険や困難が伴う
場合には、管理者である県に相談して
まいります。

2 903 農政

田尻海岸の保安林の松の枝が民家側に伸び
ている。
枝の伐採を行政でやってほしい。

適性な維持管理手法について研究してみま
す。

○ 902 経済産業部 農政課

保安林に指定された松林であっても、
その管理は原則所有者が行うことにな
ります。松の枝の除去などの整備につ
いてですが、森林機能を強化する事業
等を活用して、枯損木や危険な木を含
む除去を行うとともに、植林を行うな
ど森林機能の強化に取り組んでいま
す。今後も、地元の皆様のご意見を聞
きながら、防災林の整備に取り組んで
まいります。

3 401 防災

和田地区は河川が氾濫した時に逃げる高い
場所がない。
水道用地を盛り土して高台を造ってほし
い。

市内の避難場所については計算上では確保
されていますが地域でより効果的な意見な
どがあれば聞かせてほしいと考えていま
す。

○ 401 防災部 防災計画課

風水害は、気象観測等により災害発生
の危険性が気象庁から予め発表されま
す。危険性が高まった場合には、市か
ら避難に時間を要する方向けの避難情
報（避難準備・高齢者等避難開始）を
発令いたしますので、事前に避難所や
自宅内のより安全な場所（上層階な
ど）に避難してください。

102 コミュニティ ○ 101 総務部 総務課

1301 環境 ○ 1301 環境部 廃棄物対策課

草刈りについては自治会内の清掃範囲
の見直しを自治会長に提案しました。
ごみ集積所については、自治会役員様
と共に管理会社に集積所の美化を要望
し、分ごみ分別冊子や啓発看板を渡し
て徹底を図ってもらいましたが、効果
は得られず、11月より、管理会社が変
わり連絡もつかない状況となってしま
いました。１/25にも自治会役員と情
報共有を行いました。

1

和田地区には3本の河川があり年に2回ほど
草刈をしている。
地域では高齢化が進み大変な状況となって
いる。
もっと作業が楽になるよう機械化を行政側
で考えてほしい。

市内各地域で同じような意見が出ていま
す。
地元の方々がなるべく負担にならない程度
に無理をしないで出来る範囲でやっていた
だきたいと思います。

4

和田21自治会の11町内会は外国人(ブラジル
人)が多くて自治会活動に参加していなため
草刈もやっていない。
またゴミの収集も危険物を混合してしまう
のでゴミを回収してくれずにそのまま残っ
ているため自治会長などが大変に苦労し対
処している。
外国人を雇用している業者がもっとしっか
り指導すべきであると思う。

市内の外国人対応について調べてみます。
現地の状況を調査します。

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

自治会名：
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）

5 102 コミュニティ

惣右衛門団地は外国人が多くて自治会活動
に参加していない。
このため団地の周囲は草が伸び放題になっ
ている。
行政でしっかり指導してほしい。

現地を確認し調査します。

○ 101 総務部 総務課

6 1101 道路・橋梁

浜田排水路沿いの桜の枝が伸びて通行に支
障をきたしている。
通行車両が脇に避けるためか道路の路肩部
が下がり段差が出来ている。
危ないので補修してほしい。

現地を確認し調査します。

○ 1102 建設部　 道路課

通行に支障となるものについては剪定
実施済みです。(公園・地籍課）

7 1201 住宅

田尻西団地はだいぶ古くなっており建て替
えの計画はあるのか。
市営団地はどのような計画で建て替えをし
ているのか。
耐用年数はどのくらいなのか。

公共施設マネジメントの中で検討していま
す。
市営団地の耐用年数は概ね50年程度だと思
いますが調べてまたお伝えします。

○ 1203 都市政策部　 住宅・公共建築課

現時点では田尻西団地を含めた市営住
宅施設の建替計画はありませんが、入
居者のニーズを踏まえた改修や適切な
維持保全を計画的に行う予定です。
なお市営住宅の耐用年数は、鉄筋コン
クリート造の施設（田尻西団地ほか）
の場合、国の基準により70年となって
います。

8 201 まちづくり

焼津駅舎の建替えを早期にして綺麗にして
ほしい。

駅舎はJR東海が平成24年に耐震工事をした
ところあり直ぐに建替えはしないと言って
います。
全て市が費用を負担すれば建替えは出来ま
すが市では駅舎を複合・多機能化したいと
考えておりJR側との妥協に至っていない状
況です。
このため市では駅南地区の再開発を先に行
うことにしました。

○ 201 総合政策部 政策企画課

H30.12.13に焼津駅南口の0.4ヘクター
ルの地権者が、再開発準備組合を設立
し再開発に向け具体的に動き始めまし
た。

9 903 農政

市内にある農地が荒れているように思う。
耕作するのを放棄している農地の管理はど
うなっているのか。

基本的には土地の所有者が管理することと
なっています。

○ 902 経済産業部 農政課

市では農地の活用が進むように、農地
パトロールなどによる遊休化の未然防
止や、各種事業を使っての荒廃農地の
再生に努めています。また、地域を支
える担い手農家への集積を進めている
ところであり、農地の相談窓口として
「やいづ農業支援センター」を設置し
たので、農地のことでお困りの声を聞
いた際は、ご紹介ください。

10 1102 河川・水路

東洋水産の周辺地域の土地が低いため木屋
川の水位が高いと排水しきれない状態と
なっているので排水ポンプ設備を造ってほ
しい。

現地の状況を確認します。

○ 1103 建設部　 河川課

本地区が大雨等により、度々浸水する
ことを確認していることから、水防体
制時にはパトロールを強化しておりま
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）

11 802 漁港

アクアス焼津の運営状況はどうか。 指定管理者によって適正に運営されており
黒字になりました。

○ 802 水産部 漁港振興課

アクアスやいづについては、毎年度、
有識者による運営評価委員会が開か
れ、運営や経営状況の確認と評価が行
われています。今年度についても「適
正」である旨の評価を受けています。
評価結果についてはホームページで公
開していますのでご確認ください。

401 防災 ○ 401 防災部 防災計画課

沿岸部での津波対策が進んできました
ので、焼津市の安心安全をＰＲしてい
きます。

1702 教育 ○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

児童生徒数は減少傾向にありますが、
学校がなくなってしまうことはありま
せん。試算では、H33に6学級に、H39
に5学級、H41に4学級となります。

13 1105 港・海岸

田尻海岸のテトラポットがだいぶ低くなっ
てきてしまった。
また堤防に土砂が盛り上がっているので下
げてほしい。

国では3000個のテトラポットを製作してい
るところです。
これらを順次積んでいくと聞いています。
また海岸の養浜については国へ要望しま
す。

○ 1103 建設部　 河川課

田尻海岸においては、今年度中に国の
事業により復旧工事が完了すると聞い
ております。
養浜工事につきましては、引き続き国
に対して要望活動を実施してまりま
す。

14 1102 河川・水路

和田地区では三本の河川の改修を県に陳情
しているが思うようにいっていない状況
だ。
市の行政や議会などと一緒に県に要望した
いと考えているので協力してほしい。

継続的に多方面から数多く要望した方が効
果があると考えていますのでこれからも地
域と共に努力しますのでご支援ください。 ○ 1103 建設部　 河川課

焼津市成案寺川・栃山川・木屋川流域
自治会による県への河川改修の要望活
動に、市も同席いたしました。

15 1102 河川・水路

栃山川の河口部が閉塞し上流からの流れを
阻害している。
このため海岸を管理している国に行って相
談すると「これは県に言ってほしい」と言
われたので県にお願いしたが良い返事が得
られなかった。
河口部の土砂を撤去して流れを良くしてほ
しい。

現地の状況を調べてみます。

○ 1103 建設部　 河川課

現場の状況を確認した中で、対応を検
討していくと県より聞いております。
栃山川河口部の対応につきましては、
引き続き県に対して要望活動を実施し
てまいります。

12

すみれ台一丁目に37年前から住んでいるが
近年では周りに若い人たちがいなくなって
しまった。
残っているのは高齢者ばかりである。
若い人たちはこの地域が安全な場所ではな
いと思っているようだ。
もっと行政で焼津市は安全なところだとア
ピールすべきと思う。
また和田中学校の生徒数が減ってきており
学校が無くなってしまうのでは心配してい
る。

もっと安心安全を精力的にPRしていきたい
と考えています。
和田中学校は小規模校ですが学校が無く
なってしまうことはありませんので安心し
てください。
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平成30年度　市政座談会　意見集約集

大富第18・19・20 地区名 ：　大富 日程： 7

平成30年8月31日(金) 会　場 ：　大富公民館

地区
独自

市内
共通

部 課

1 601 地域福祉

地域で生活支援をするには人・場所・お
金・情報が必要だと考えている。
社会福祉協議会の事業に年齢制限がない
「地域ふれあいサポート助成事業」と市が
事業主体の「高齢者対象のミニデイサービ
ス運営事業」と年齢制限のない「高齢者等
居場所運営事業」の3がある。しかし地域で
の生活支援に対する補助金申請手続きがと
ても大変で面倒である。
3つの手続きを一本化して交付金制度にして
ほしい。

各事業が使い勝手が良くなるように工夫し
てみます。

○ 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

「地域ふれあいサポート助成事業」、
「高齢者対象のミニデイサービス運営
事業」及び「高齢者等居場所運営事
業」は、それぞれ制度が異なるため一
本化することは出来ませんが、申請様
式の見直し等、申請手続きの簡略化に
努めます。

2 1701 学校・幼稚園

大富中学校の駐車場の舗装に予算をつけて
ほしい。
30年度にやるというがどうなっているの
か。

早急に対応できるよう調整してみます。

○ 1704 教育委員会事務局 社会教育課

11月補正にて予算措置しました。
２月15日工期で施工予定です。

3 1701 学校・幼稚園

市の子供たちの安全に配慮した取り組みに
ついて大いに評価したい。
暑さ対策で小中学校の全教室にエアコンを
設置する費用はどのくらいかかるのか。ま
た財源的にはどうするのか。

学校の現状を調査しているところです。
詳細事項を調べて費用の算出をしますので
現段階ではまだ分かりません。
財源は国や県などの補助金を入れることも
考えていますが市の財源で対応することも
考えています。
子育て支援としてふるさと納税での資金を
充当したいとも思っています。

○ 1701 教育委員会事務局 教育総務課

4 1206 空き家

近年では大富地区内にも空き家が増えてき
ている。
危険な空き家はまだ少ない状況だが防犯上
の問題や環境衛生的の観点から問題も出て
きている。
市の空き家対策はどうなっているのか。

市では空き家バンク制度を創ったところで
すが現状を良く調べてみると本当に空き家
となっているのはごくわずかでした。全体
の3.9％程度が空き家でその他は所有者がま
だ使っている状態でした。また老朽化して
危険な状態となった物は所有者に改善を申
し入れしています。
更地にすると固定資産税が6倍になってしま
うことで建物を撤去しないことも原因の一
つであると思いますので法改正をしてほし
いと国に言っているところです。
半田副市長
広報やいづ9月号で空き家の記事を掲載して
いますのでご確認ください。

○ 1203 都市政策部　 住宅・公共建築課

空き家の流通を促進するため、市の
ホームページに売却を希望する空き家
の情報を公開する「空き家バンク」を
H30．10月下旬に開設しました。

国が５年毎に実施している住宅土地統
計調査によると、空き家の多くは賃貸
物件の住戸であり、問題となる利用目
的のない空き家率は3.9％程度です。
なお、周辺に悪影響を及ぼす空き家と
して情報提供された物件は、条例や法
律に基づき所有者に適切な管理を行う
よう助言・指導等を行っております。

更地にした場合、報道等では固定資産
税が6倍になると言われていますが、
実際は4倍〜5倍程度になります。

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）

自治会名：
開催日：

分類 課
コー
ド

担当課
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地区
独自

市内
共通

部 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）

分類 課
コー
ド

担当課

5 1601 市立病院

新病院の建設に係わる事項や周辺の整備な
どについては次回の協議会の時に市から回
答をしてほしい。

病院の建設に当り地区協議会を創っていた
だいておりますのでその中で地元の皆さん
の意見などについて検討していただけたら
と思っております。 ○ 1605 病院事務部 新病院建設課

10/31、11/26開催の地区協議会にて周
辺道水路整備計画について説明し、了
解を得ました。このことについて1/17
に地元報告会を行い了解を得ました。
新病院建設に係わる事項などについて
は、別途回答させていただきます。

6 1203 区画整理

南部土地区画整理事業によって地区の町名
や町界が変更になるが地元に相談もなく勝
手に作業を進めていると聞いた。
もっと地元の意見を聴いて慎重にやってほ
しい。

南部の町名町界の決め方については長い時
間をかけて地元の皆さんに意見を聴いてい
るところであり勝手に決めているというこ
とではないと思っています。
今後も時間をかけて丁寧に説明していきま
すのでご理解願います。

○ 1205 都市政策部　 土地区画整理事務所

平成27年度に「焼津市南部土地区画整
理事業区域内における町界町名整理の
検討会」を立ち上げ、関係する６つの
自治会から推薦された町内会の代表者
15名と南部の役員等５名、市の職員２
名の22名の委員で組織し、市が事務局
となり調査検討を行ってきました。
また、検討会の委員が必要に応じ地元
への報告や意見等の確認を行い、平成
30年８月までに８回の検討会を開催
し、新しい町界と町名の案を整理して
います。
今後、検討会で取りまとめた案を南部
区域内の皆様にお知らせするととも
に、新しい町界及び町名を正式に決定
する手続きを行ってまいりますので、
御理解と御協力をお願いします。

1201 住宅 ○ 1202 都市政策部　 建築指導課

1/23に大富第20自治会長へ「建築基準
法に基づく道路後退及び接道の規定に
ついて」説明を行いました。

1205 都市計画 ○ 1201 都市政策部　 都市デザイン課

1/23に大富第20自治会長へ「開発許可
指導基準及び土地利用指導要綱に基く
指導について」説明を行ないました。

102 コミュニティ ○ 101 総務部 総務課

静浜基地の訓練飛行に対する苦情につ
いては、基地渉外室へ連絡を行いまし
た。

1601 市立病院 ○ 1603 病院事務部 用度施設課

緊急ヘリ(ドクターヘリ)の離着陸は年
間２～３件程度。
ヘリの離着陸に伴う周辺道路の通行止
めや交通規制は実施していない。

9 1101 道路・橋梁

三和地区の道路幅は1.8mから2m程度しかな
く路肩が壊れて段差が出来ているので調べ
て直してほしい。

現地を確認して危険な個所から順次やって
いきます。
すべて一気にはできませんが危険なところ
から手を付けていきます。

○ 1102 建設部　 道路課

現地調査を実施しました。
路肩の補修が必要な箇所については、
順次対応してまいります。

8

病院のところが静浜基地の訓練飛行ルート
になっており大きな音がして苦情が出てい
る。毎日の訓練はやめてほしい。
また病院の緊急ヘリが来ると周辺の道路が
通行止めとなり地域の住民は迂回させられ
る。事前に一切地元に連絡がない。
墜落の不安もあるので市から地元に事前の
説明や迂回ルートの説明をしてほしい。

静浜基地に係わる事項は国の関係ですので
地元からこの様な意見があったことを基地
へ伝えます。
また病院の緊急ヘリについては状況を調査
してみます。

7

市の諸規定に関する事項で道路後退線に係
わる問い合わせ先はどこか。
建売業者が開発すると水門の付け替えなど
勝手なことをしている。また後退線部分を
側溝など整備して無償で提供しろと言う。
市ではどの様な指導をしているのか教えて
ほしい。

市の諸規定については改めて自治会長へ回
答しますのでよろしくお取り計らい願いま
す。

16



地区
独自

市内
共通

部 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）

分類 課
コー
ド

担当課

10 503 交通安全

小川島田幹線と保福島大島新田線の交差点
に信号機を設置してほしい。
通学路にもなっており運転者からの見通し
も悪くて危険な状態となっている。

信号機の設置は県の公安委員会が行ってい
るので現場の状況確認を含め、警察にお願
いしてみます。 ○ 502 市民部 くらし安全課

警察に報告しました。

11 106 人事・組織

市の人事異動でベテラン職員が抜けて新し
い組織となった防災部だが名称も危機管理
部から変わり少し力が抜けたような印象が
ある。
配属された職員が業務に慣れるまでには時
間がかかる。不慣れな時に災害が起きた時
の事を思うと心配だ。
災害に係る業務は人の命に係わる事だから
経験豊かな職員が必要となると考える。
危機対策課から地域防災課に変わり以前の
職員は殆ど居なく成ってしまった。

特定の業務に長く従事することで専門的な
経験を積むことは大事なことではあるが行
政組織の中で職員の資質をより高めていく
ことも必要だと考えています。適材適所で
の組織づくりをしていますのでご理解くだ
さい。 ○ 102 総務部 人事課

12 302 税

町内会の集会所の土地に係わる固定資産税
を減免してほしい。

公の施設では減免の措置が出来る場合があ
るので少し研究してみます。

○ 302 財政部　 課税課

町内会の集会所の土地の固定資産税は
基本的に減免しています。
ただし、集会所の土地を有償契約によ
り利用している場合は減免の対象外と
なります。
具体的な土地の地番等をお教えいただ
ければ、現在の状況を確認させていた
だきますので、課税課にご相談くださ
い。

13 102 コミュニティ

自衛官募集についてもっと市でPRをしてほ
しい。

各地域に協力員の方々がいますので市でも
連携して側面支援をしていきたいと思いま
す。 ○ 101 総務部 総務課

14 1301 環境

高齢化が進みゴミ出しなどが困難な世帯が
ある。行政が各戸を回ってゴミを回収する
事を考えてほしい。
昨年も同じことを言ったが担当からの意見
は「状況を調査する」とのことだったがど
うなっているのか。

行政でどこまで出来るのか難しい問題とし
て認識しています。
民間に任せることも含め少し時間を頂きた
いと思います。 ○ 1301 環境部 廃棄物対策課

現体制での実施は困難であります。
引き続き、地域の力を借りながら、引
き続き調査を進めてまいります。

15 401 防災

災害時の燃料を保管しておくことが地元で
は出来ない。
行政で災害時の対応を考えていると思うが
燃料の手配に係わる現状はどうなっている
のか。

エネルギーはインフラという認識で対応し
ています。様々な関係機関と提携し災害時
に必要な物資の確保を図っているところで
す。
燃料などの確保については公共施設では備
蓄していますが自主防災に係わる燃料のス
トックについては課題として認識していま
すので更に議論を深めていきたいと考えて
います。

○ 401 防災部 防災計画課

ガソリンやカセットガスボンベの備蓄
に加え、静岡県石油商業組合焼津藤枝
支部や静岡県ＬＰガス協会藤枝地区会
と協定を締結しており、災害時には協
定に基づき燃料が調達されることと
なっております。
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地区
独自

市内
共通

部 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）

分類 課
コー
ド

担当課

201 まちづくり ○ 201 総合政策部 政策企画課

1205 都市計画 ○ 1201 都市政策部　 都市デザイン課

17 201 まちづくり

大富地区には静岡福祉大学がある。もっと
行政が大学と連携して地域の発展と市民の
資質の向上を図ってほしいと思う。

市では大学と連携した様々な取り組みを実
施しているところです。
静岡福祉大学の学生たちが地域と根ざした
いろいろな活動をしているとも聞いていま
す。
学長も地域全体がキャンパスだと言ってい
ますので大学に相談してみます。

○ 201 総合政策部 政策企画課

大学では、わんぱく寺子屋・静福サロ
ンなどの地域交流活動や、子育て支援
事業の一環として、親子ふれあいフェ
スティバル等の公開講座を実施してい
ます。

601 地域福祉 ○ 601 健康福祉部　 地域福祉課

支援の必要な人も必要でない人も、そ
れぞれの事情や考え方がありますの
で、それぞれが自分でできることを普
段から備えていただくことが大切であ
ると考えています。

401 防災 ○ 401 防災部 防災計画課

要支援者への対応については、皆様の
ご理解、ご協力をいただき、自助・共
助の取り組みを進めるための支援を
行っていきます。

災害時の要支援者対応であるが移動困難な
人たちを地域で支援し避難所に移動させる
手段として希望する世帯に車椅子を行政で
配ることを検討してほしい。

それぞれに様々な思いや考えが存在してお
り一様な対応がなかなか出来ない中で地域
の皆様のご支援に感謝しています。
災害時の要支援者対応につきましては一番
に難しい問題であると認識しています。
双方でどの様な対応対策が最善なのか関係
者の皆さんの意見を聴く中でしっかり取り
組んでいきたいと考えています。

18

16

8年後に大井川用水の縛りが取れた時の調整
区域の開発について将来形を示してほし
い。

現状の法体系の中で調整区域を開発するこ
とは大変に厳しい状況で難しいと問題だと
考えています。
国は現状をなかなか変えようとはしません
が辛抱強く市長会などを通じて国に要望し
ていきます。

18



平成30年度　市政座談会　意見集約集

港第14・23 地区名 ：　港 日程： 8

平成30年9月6日(木) 会　場 ：　港公民館

地区
独自

市内
共通

部 課

1 903 農政

保安林の松の枝が民地に伸びているので
切ってほしい。
また松葉などが屋根のトイに溜まり痛んで
しまうので何とかしてほしい。

現地の状況を調べてみますが保安林を伐採
するためには解除申請をしないと出来ない
ので難しい問題です。

○ 902 経済産業部 農政課

保安林に指定された松林であっても、
その管理は原則所有者が行うことにな
ります。松の枝の除去などの整備につ
いてですが、森林機能を強化する事業
等を活用して、枯損木や危険な木を含
む除去を行うとともに、植林を行うな
ど森林機能の強化に取り組んでいま
す。今後も、地元の皆様のご意見を聞
きながら、防災林の整備に取り組んで
まいります。

2 1207 公園・街路・広場

14自治会の5町内会は松の枝を切った。
4町内会のところは切ってないので松の枝を
切ってほしい。

状態を再度見てみます。

○ 1206 都市政策部　 公園・地籍課

平成29年度より順次枝払いを実施して
います。
平成30年度も引続き支障となるものに
ついては剪定実施済みです。

3 1101 道路・橋梁

毎年2～3回浸水するところがある。床下ま
で浸水している。

現場を見に行きます。

○ 1102 建設部　 道路課

現地調査を実施しました。
路肩の補修が必要な箇所については、
順次対応してまいります。

4 1101 道路・橋梁

交差点の見通しが悪くて事故が多発してい
る。カーブミラーも設置されていない。一
時停止の規制もされていない。

至急調べます。

○ 1102 建設部　 道路課

現地調査を実施し、調査結果を地元自
治会に報告済みです。
一時停止の設置については、焼津警察
署交通課へ現地確認を依頼しておりま
す。

5 1207 公園・街路・広場

県外の車が駐車場にいっぱい止まっている
ので不燃物処理の作業が出来なくて困って
いる。
車が入ってこれないようにしてほしい。

何が出来るのか検討してみます。
半田副市長に現地に行って見てもらいま
す。 ○ 1206 都市政策部　 公園・地籍課

地元関係者と現場立会いを行い、バリ
ケードの設置、掲示物の作成、土の補
充などを実施済みです。

6 1207 公園・街路・広場

23自治会2町内会の西松原団地北側にある松
の径の枝はらいを市に言ってあるが何時や
るのか。5月に職員と立ち会っている。

早くやるように担当へ言います。

○ 1206 都市政策部　 公園・地籍課

通行に支障となるものについては剪定
実施済みです。

7 1102 河川・水路

23自治会5町内会
波が堤防を越えた写真を撮ったので市長に
見てほしいと持ってきた。
テラスがあるために波が超えて来たという
住民もいる。
対策をお願いしたい。

県に状況を伝えます。県と国では再度調査
していまので養浜工事をピッチを上げてや
るように言います。

○ 1103 建設部　 河川課

平成31年２月に、海岸の不陸整正（堤
防と海岸の高さを確保する工事）を実
施すると国より聞いております。
養浜工事につきましては、引き続き国
に対して要望活動を実施してまりま
す。

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）

自治会名：
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）

1102 河川・水路 ○ 1103 建設部　 河川課

速やかに避難行動がとれるように、市
民の皆様には、洪水ハザードマップで
自宅や避難場所の浸水深を確認して頂
きたいと考えております。

401 防災 ○ 401 防災部 防災計画課

風水害は、気象観測等により災害発生
の危険性が気象庁から予め発表されま
す。危険性が高まった場合には、市か
ら避難に時間を要する方向けの避難情
報（避難準備・高齢者等避難開始）を
発令いたしますので、事前に避難所や
自宅内のより安全な場所（上層階な
ど）に避難してください。
県立焼津青少年の家は、津波からの一
時避難施設及び避難生活の長期化によ
り健康に支障を来すと判断した者を受
け入れるための２次的避難所となって
おります。

401 防災 ○ 401 防災部 防災計画課

1301 環境 ○ 1301 環境部 廃棄物対策課

※9月11日(火)に防災計画課と廃棄物
対策課の担当者と自治会役員による調
整を行い10月15日(月)から不燃物の収
集場所として使用することになりまし
た。

10 1102 河川・水路

木屋川の水天宮橋あたりの河床に多くの土
砂が堆積している。

県に状況を確認して対応するように伝えま
す。

○ 1103 建設部　 河川課

今年度については、和田浜橋付近の浚
渫を実施していると県より聞いており
ます。
二級河川の河積確保のための適切な維
持管理については、引き続き県に対し
て要望してまいります。

11 401 防災

津波避難タワーに物を入れる構造物を設置
したいので防災担当に相談したら地域の自
主防災会に相談してほしいと言われた。
防災関連備品を収納したいので早期に市で
検討しやってほしい。

内容を確認します。

○ 401 防災部 防災計画課

津波避難タワーは、津波から命を守る
ための避難場所であるため、避難に支
障となる構造物は原則として設置でき
ません。

12 401 防災

避難所にある備蓄食料の耐用期限があと2～
3年で耐用を過ぎてしまう。
どうするのか。

耐用年数が過ぎる前に換えていきます。

○ 401 防災部 防災計画課

備蓄食料は、計画的に更新しており、
消費期限を過ぎる前に入れ替えます。

不燃物の収集場所を歩道上でやっているた
め通行に支障を来している。
近くに津波避難タワーがあるのでその下で
やりたいと思い防災担当に相談したらダメ
だと言われた。
なぜできないのか。

防災部に確認してみます。

※9月11日(火)に防災計画課と廃棄物対策課
の担当者と自治会役員による調整を行い10
月15日(月)から不燃物の収集場所として使
用することになりました。

8

昨年の6月の大雨の時に和田公民館に避難し
ろと言われたので行ったが道路が浸水して
いて通行が困難であった。
どこへ逃げたらよいのか分からない。
青少年の家に逃げることも考えている。
市から県に言っておいてほしい。

避難行動は自分の判断で逃げていただくこ
ととなり場所も普段から決めておくことが
基本です。

9
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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）

1301 環境 ○ 1301 環境部 廃棄物対策課

緑のテラス周辺の砂浜に野済みされた
ものは８月に回収しました。また、今
年度１１月のビーチクリーン大作戦の
後には関連業者と調整し砂浜に集めら
れたものを回収しました。

1105 港・海岸 ○ 1103 建設部　 河川課

堤防下の流木等については、撤去・処
分いたしました。

14 1101 道路・橋梁

カーブミラーを設置する箇所がなく地権者
の協力を得て民地内に設置することにし
た。
しかし職員の対応がまずく地権者が協力で
きないと言い出してしまった。

職員の育成をしっかりやっていきます。

○ 1102 建設部　 道路課

13

海岸清掃で堤防上まで持ってくれば市が処
理してくれるというが住民たちだけで堤防
上まで持って上げることはなかなか出来な
い。
そのため堤防下に集めたが持って行っても
らえずに放置状態となっている。
このままでは協力してくれた住民たちがや
る気をなくしてしまう。
何とか市で処分してほしい。

地域の住民の皆さんに協力していただいて
いますので市でちゃんと処理します。
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平成30年度　市政座談会　意見集約集

飯淵・利右衛門・吉永・高新田・藤守・下小杉・宗高・上小杉 地区名 ：　大井川・南東地区 日程： 9

平成30年9月25日(火) 会　場 ：　大井川公民館

地区
独自

市内
共通

部 課

1 1001 商業・観光

花沢のハイキングコースの維持管理につい
て
花沢から日本坂を通って静岡へ向かうハイ
キングコースが草が生い茂っていて通れな
い状況だった。観光で訪れる人が多いので
ハイキングコースの整備をしてほしい。

これまで静岡市とも相談しながら対応して
きていますが少しづつですが静岡市でも
やってくれるようになってきています。今
後も静岡市と連携し維持管理に努めていき
ます。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

2 1101 道路・橋梁

緊急輸送路の拡幅整備について
県道島田大井川線は緊急輸送路として位置
付けられているが福祉センター付近は道路
幅が狭くすれ違いも厳しい状況である。こ
のため県に道路の拡幅をしてほしいと言っ
たところ地元要望書を出してほしいとのこ
とであった。そこで沿線住民に要望書への
記名捺印をお願いしたが(財産に係わる案
件)記名捺印してもらえなかった。地元要望
書の提出などしないで行政が緊急輸送路と
しているのだから機能を果たすことが出来
るようにすべきである。

市政座談会の席でこの様な意見があったこ
とを県にしっかりと伝えます。

○ 1102 建設部　 道路課

平成30年11月29日に県島田土木事務所
に意見を伝えました。

3 903 農政

藤守川の水門及び排水機場の整備について
排水機場のポンプを大きな能力のポンプに
換えてほしい。
また水門も川幅に合わせた施設で整備して
ほしい。

県の事業であるが国へ市からも要望した結
果ようやく調査が始まったと聞いていま
す。大きな事業費を要する事業なので少し
時間がかかっていますがご理解ください。
維持管理を含め県に伝えます。 ○ 902 経済産業部 農政課

平成30年度から県と連携し、藤守排水
機場の改修計画に着手しています。排
水機場は農業用の施設ながら防災上も
重要な施設と認識しており、今後も地
域の皆様のご理解とご協力を得なが
ら、県による再整備を着実に進めるよ
うに努めてまいります。

4 1101 道路・橋梁

通学路の歩道整備について
JAのまんさい館のところから自衛隊の入り
口へ向かう道路は通学路となっているが歩
道がないので整備してほしい。朝の時間帯
(7時～8時まで)の状況を調べ子供たちの安
全対策をしてほしい。

現状がどのような状態かを早速見て対応を
研究します。

○ 1102 建設部　 道路課

平成30年11月20日に児童の通学状況を
調査いたしました。
今後、焼津市通学路交通安全プログラ
ムに基づき、関係機関による合同点検
を実施し、対策について検討してまい
ります。

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

自治会名：
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）

102 コミュニティ ○ 101 総務部 総務課

飯淵公会堂は平成21年度、第1町内会
集会所は平成11年度、第2町内会集会
所は平成8年度、第2町内会浜集会所は
平成21年度、第3町内会集会所は平成9
年度に建設されており、全ての建物は
鉄骨造となっています。

1201 住宅 ○ 1202 都市政策部　 建築指導課

昭和56年以前の木造住宅は、無料耐震
診断の制度がありますが、集会所には
該当しません。
また、昭和56年以前の集会所の場合は
耐震診断費用の一部を補助する制度が
ありますが、今回該当の建物は昭和56
年以降のため補助対象外となりますの
で、耐震診断を行なう場合は全額費用
がかかります。

6 1105 港・海岸

第4次地震津波被害想定について
近年の自然災害の状況が変わってきている
ように感じている。
大井川港の胸壁は東海地震レベルの高さ５
ｍで整備するというが心配だ。
レベル２の対応をするべきと思う。

県の第4次地震津波被害想定ではL1とL2につ
いて対応を定めています。ハード整備はL1
対応としています。
L2は避難を主体としたものとなっていま
す。

○ 1104 建設部　 大井川港管理事務所

補足等は、ありません。

町内会集会所の耐震補強に係る調査及び補
助制度について
飯淵地区には公会堂と集会所が３箇所ある
が建物の耐震性を調べていない。発災した
時に施設が使えるのか判断できていない。
市ではどの様に考えているのか。
耐震診断は建築基準法が変わる以前の建物
は無償でやってくれるというがそれ以降に
建築したものは費用が発生するということ
か。

公共施設は耐震補強をしました。各地区が
所有している施設は市で対応できないので
各地区で調査していただきたい。
各町内会の集会所がどのような状態なのか
手元に資料がないので調べてお伝えしま
す。（飯淵地区の小澤町内会長まで）

5
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平成30年度　市政座談会　意見集約集

中島・相川・西島・上泉・下江留・上新田・つつじ平 地区名 ：　大井川・北西地区 日程： 10

平成30年9月27日(木) 会　場 ：　大井川公民館

地区
独自

市内
共通

部 課

1 803 ふるさと納税

ふるさと納税について
ふるさと納税に係わるお礼品として市立病
院の高度医療であるドゥイブス検査を始め
たというが市民のために導入した機器を
使った検査をふるさと納税のお礼品にして
しまうと市民が受診するのに影響が出てし
まうのはどうかと思う。

全国で初めての取り組みで市外の家族など
がふるさと納税することで市内に居住する
家族が高度医療であるドゥイブス検査を受
診できるというシステムです。

○ 803 水産部 ふるさと納税課

お礼品として登録するに際しては、市
民が受診するのに影響がないことを確
認して登録しています。
なお、市立総合病院では、10月中旬か
ら最新の次世代型　3.0T（テスラ）
MRI装置を新たに1台導入し、３台体制
となり、多くの方にDWIBS検査を受け
ていただける環境となりました。

2 401 防災

防災訓練について
8月末の総合防災訓練は暑い時期なので開催
時期をずらしてほしい。

防災訓練は各自治会の防災委員の中で検討
していただき市と連携しながら取り組んで
いるところです。各自治会で無理のないよ
うに訓練を実施していただいていますので
市もしっかり支援していきます。
開催時期についても検討していただき対応
していきたいと思います。

○ 402 防災部 地域防災課

・８月末の総合防災訓練は、「防災の
日」である９月１日の前後１週間を
「防災週間」と位置付けられているこ
とから焼津市では防災週間内の日曜日
に訓練を実施して来ました。
・炎天下での訓練は、熱中症の危険性
が高くなることから、今年度より市内
全域を対象に夜間訓練を計画し、自主
防災会ごとに夜間か昼間のいずれかで
の実施を依頼しております。
・夜間訓練の実施については、自主防
災会ごとに訓練日時や内容を検討して
もらっております。

601 地域福祉 ○ 601 健康福祉部　 地域福祉課

401 防災 ○ 402 防災部 地域防災課

・自分の命は自分で守り、地域住民が
協力し、お互いに助け合う「自助・共
助」が非常に重要であると考えており
ます。
・地域住民の繋がりを大切にしている
自主防災会の取り組みもあることか
ら、これらの先進的な取り組みを出前
講座等で周知、啓発を行うなど、地域
における共助体制の充実、強化を支援
していきます。

4 1601 市立病院

全身ガン検査について
焼津市立総合病院では全身ガン検査を始め
たという。効果をもっとPRしてほしい。
データーを蓄積して信頼度を増して検査の
効果をもっとPRしてほしい。

しっかりPRに努めます。

○ 1602 病院事務部 企画経理課

平成28年の導入以来、MRIを利用した
DWIBS検査について、広報やいづや病
院広報誌を始め、多くのニュースリ
リースを行い、テレビのニュース番組
でも取り上げられるなど、多くの方に
知っていただいております。今後も、
引き続きPRに努めてまいります。

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

自治会名：
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）

3

災害時の要支援者対応について
地域の要支援者の情報は自治会長と民生委
員だけが知っている。個人情報なので一般
に明かすことは難しいことは理解している
が実際に大きな災害が発生したことを考え
ると地域で要支援者の対応が上手く出来る
か心配である。

基本的には各家族で対応していくことにな
りますが足りないところはご近所のつなが
りで皆で支援していくことが大切な事だと
考えています。
このため災害時ではご近所同士の助け合い
が基本となりますので市でも住民のつなが
りを支援していきます。
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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）

5 1101 道路・橋梁

市道1160号線の整備について
橋梁工事を今年中に完成させてほしい。
大井川西小学校周辺に車両が入ってこれな
いよう朝の時間帯を交通規制してほしい

橋の工事は期日内に完成するように指導し
ます。
道路が新しく開通すると新たな問題点が出
てきますので現状をよく調査して安全対策
を考えていきます。

○ 1102 建設部　 道路課

工事は、平成31年３月末までに完成予
定です。
また、時間帯の交通規制については、
開通後の車両の通行状況を確認する中
で、警察と協議調整してまいります。

6 104 庁舎建設

新庁舎の建設場所に係る経緯について
現在の場所に新庁舎を建てるメリットは何
か。
どのような理由で現在の場所に建てること
になったのか知りたい。

これまで様々な機会を通じてお知らせして
きましたが基本的には新庁舎の建設場所に
つては用地が確保されている場所で検討し
てきました。
現在の場所に建設することでコストを抑え
ることが出来ました。
またまちづくりの観点から現在の場所が選
ばれ市議会でも審議された中で決定してき
ています。

○ 104 総務部 新庁舎建設課

7 201 まちづくり

中心市街地の活性化について
駅の周辺をリノベーションできるのか。
東側の外れの焼津駅の周りを開発しても発
展することなどないと思う。

市では60年前に駅周辺を開発してきまし
た。もう一度改めてリノベーションする計
画をしています。これからの動向を見てい
てください。

○ 201 総合政策部 政策企画課

8 903 農政

農業支援について
JAと連携した支援体制の取り組みは評価し
たい。農地の集約化も良いけど耕作放棄地
を減らすには農業の担い手支援や小さな農
家をもっと大切にしてほしいと思う。
地域に根差した農業を守ってほしい。

相談窓口を創りJAと市が連携しながら農業
従事者への支援を引き続きしていきたいと
考えています。

○ 902 経済産業部 農政課

農家に集中している農地や水路の管理
を地域で支え、保全を図る地域ぐるみ
の共同活動を支援する制度として「美
農里プロジェクト」があります。現
在、６地区の組織が、水路の沼上げや
農業体験など地域住民と農家が共同し
て活動しており、荒廃農地の未然防止
にもつながっています。組織づくりな
ど具体的な内容は、農政課にご相談く
ださい。

9 701 子育て

子育て支援対策のPRについて
焼津市の子育て支援策は大変に良い事を
やっていると思う。
もっと広くPRして情報を発信してほしい。

これからもしっかりとPR強化していきま
す。

○ 701 こども未来部 子育て支援課

201 まちづくり ○ 201 総合政策部 政策企画課

1205 都市計画 ○ 1201 都市政策部　 都市デザイン課

11 201 まちづくり

焼津駅の建替えについて
近隣の駅舎はどれもみな新しくなったが焼
津駅だけが古い。
焼津駅をシンボル化して集客が出来るよう
に新しくしてほしい。

H24年にJRは駅舎の耐震工事をしたので直ぐ
には建替えしないと言われてしまいまし
た。そこで市では駅周辺をリノベーション
して開発していくことにしました。今後も
JRと相談しながら駅舎を含め開発していき
たいと考えています。

○ 201 総合政策部 政策企画課

10

スマートIC周辺の土地利用について
国土利用計画の中でスマートIC周辺の土地
利用がどのようになっているのか知りた
い。

スマートIC周辺の都市計画ですが市街化調
整区域、かつ、農業振興地域となっている
ため、都市的土地利用の方向性については
地元の地権者の方々と相談しているところ
です。
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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 1001 商業・観光

野鳥公園の再整備について
大井川町の時はいつも綺麗な状態だったが
現状は大変に汚い。
今後どのようにしていくのか。

近隣に日本ホイストという企業が来るので
再度リニューアルをしたいと考えていま
す。 ○ 1001 交流推進部 観光交流課

リニューアルにあたり、野鳥園として
存続していくことが妥当であるのか、
野鳥の飛来状況、野鳥観察の活動状況
等調査を行い、今後の方向性について
検討しております。

401 防災 ○ 401 防災部 防災計画課

地震・津波のハザードマップは、平成
27年度に全戸配布するとともに、市
ホームページにも掲載しております。
地図が必要であれば、防災計画課にご
連絡ください。

1102 河川・水路 ○ 1103 建設部　 河川課

洪水ハザードマップについては、市内
全戸配布済みであります。
土砂災害ハザードマップについては、
対象地区に全戸配布済みであります。
これらは、市のホームページでも掲載
しております。
国や県では、「洪水浸水想定区域図」
が本年度までに更新されることから、
今後、市も洪水ハザードマップを更新
する予定です。

1206 空き家 ○ 1203 都市政策部　 住宅・公共建築課

1201 住宅 ○ 1202 都市政策部　 建築指導課

15 102 コミュニティ

つつじ平自治会館の耐震補強に係る補助制
度について
つつじ平の自治会館がだいぶ古くなり耐震
診断による耐震工事をしたいと思っている
が市の補助制度があるのか知りたい。

市の補助制度がないので改めてどのような
事が出来るのか研究してみます。

○ 101 総務部 総務課

16 1401 水道

水道管の更新計画と耐震化について
水道管の老朽化に伴う新しい管に換えてい
く計画はどうなっているのか。
また管を耐震管に換えているようだがその
進捗状況はどうか。

詳細な資料が手元にないので改めて自治会
の方に資料を提示させてもらいます。
基本的には太い管から順次更新していると
ころです。
市内の水道管をいっきに新しくすることは
出来ません。大きな事業費を伴いますので
計画的に水道料金を上げないで工夫しなが
ら対策を講じていきたいと考えています。

○ 1402 水道部 水道工務課

水道管の更新計画については、焼津市
水道事業中期経営計画（H27～H31）に
基づき、重要度・老朽化を踏まえた更
新計画を策定し、老朽管の更新に合わ
せ耐震化を進めています。

14

空き家のブロック塀対策について
人が住んでいない空き家のブロック塀の対
策はどうするのか。

建物の所有者を確定し対応をお願いしてい
くことが基本となります。

13

ハザードマップの状況について
最近は自然災害が多発しているように感じ
ている。市のハザードマップの現状がどう
なっているのか知りたい。

様々な災害に係わるハザードマップがあり
ます。
もっと分かりやすいように各種のハザード
マップをとりまとめていきたいと思ってい
ます。

空き家のブロック塀については、相談
があった場合、所有者を確定し、危険
なブロック塀の撤去補助制度を紹介し
て、撤去等の対応していただくよう両
課で連携してお願いしています。
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