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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。

☆「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

〈表の見方について〉



H31.2.25

No. 開催日 開始時間 団体名 会場 掲載頁

1 07月17日(火) 11:30 焼津漁業協同組合 応接室 1

2 07月18日(水) 11:30 小川漁業協同組合 応接室 2

3 07月20日(金) 11:30 焼津市魚仲水産加工業協同組合 応接室 3～4

4 08月29日(水) 11:30 焼津水産振興センター 応接室 5～6

5 08月30日(木) 11:30 焼津鰹節水産加工業協同組合 大井川スマートインターチェンジの入り口に○○方面という表示がほしい。わかりにくい。 7～8

6 09月05日(水) 11:30 焼津市水産振興会 応接室 9～10

7 09月06日(木) 11:30 焼津市ホテル旅館組合 応接室 11～12

8 09月10日(月) 11:30 大井川港漁業協同組合 応接室 13

9 09月28日(金) 11:30 焼津市社会教育委員 応接室 14～15

10 10月10日(水) 12:00 消防団（本部） 市長室 16

11 10月15日(月) 12:00 焼津商工会議所（役員） 応接室 17～18

12 10月16日(火) 11:30 焼津商工会議所（青年部） 応接室 19～20

13 10月17日(水) 11:30 焼津商工会議所（女性会） 応接室 21～22

14 10月22日(月) 11:30 焼津商工会議所（工業部会） 応接室 23～24

15 10月24日(水) 12:00 焼津市社会福祉協議会 応接室 25

16 10月30日(火) 11:30 焼津商工会議所（理財部会） 応接室 26～27

17 11月16日(金) 11:30 大井川商工会（青年部） 応接室 28

18 11月26日(月) 11:30 大井川商工会（役員） 応接室 29～30

19 12月06日(木) 11:30 大井川商工会（女性部） 応接室 31

20 12月07日(金) 11:30 焼津市農協委員会 応接室 32～33

21 12月10日(月) 11:30 おおいがわAkindo事業協同組合 応接室 34

22 12月25日(火) 11:30 焼津市南部土地区画整理組合 応接室 35

23 01月28日(月) 11:30 焼津商店街連合会 応接室 36

24 01月29日(火) 11:30 大井川農業協同組合（若手職員） 応接室 37～38

平成30年度　市政座談会　ランチ・ティー・ミーティング（各種団体）



平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津漁業協同組合 対象者 ：　役員 日程： 1

平成30年7月17日(火) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 801 水産

人手不足の問題と法整備について
マグロ船の乗組員が少なくて困っている。
日本船籍のマグロ船は日本人が6人乗船義務
があり人員の確保が難しい状況となってい
る。
商船は海外の船籍をとって動かしている。
漁船はそこまでまだいっていない。
マグロ船の乗組員の平均年齢は50代を超え
ている。
賃金も安くてなり手がいない。
航海も半年から一年間は帰ってこれない状
況だ。
こんな状態が続くと益々帰ってこれなく
なってしまう。
法律も古くて現場に則していない。
日本船籍のマグロ船を動かす法定員も外国
人でもよいとならないとカベにぶつかる。
運送に関わるトラック運転手も不足してい
るため荷を降ろせない。
八方塞がりとなっており法律の改正を是非
ともお願いしたい。

井林代議士は国交省出身だから古い法律を
現場に則して変える検討をお願いしてみま
す。

水産部長
外国人を使うと日本人の仕事を奪うという
意見もあり難しい問題なのでなかなか進ま
ないと思われます。
また人手不足を補うためには荷捌きと冷蔵
庫を別々に造らず一体にした施設にするこ
とで効率的になると思います。

○ 801 水産部 水産振興課

大井川スマートインターチェンジの入り口
に○○方面という表示がほしい。わかりに
くい。

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）

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

1



平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

小川漁業協同組合 対象者 ：　役員 日程： 2

平成30年7月18日(水) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 801 水産

サバ祭りは13回目となる。これからも発展
させていきたいと思うので市の支援をおね
がいしたい。

炭火焼でギネス認定に挑戦してみてはいか
がでしょうか。
話題づくりにもなるので是非やってみては
いかがでしょうか。
都会でもサバはヘルシーフードとしてうけ
ているので何か話題づくりがほしいと思っ
ています。

○ 801 水産部 水産振興課

2 901 産業

大井川スマートインターチェンジの入り口
に○○方面という表示がほしい。わかりに
くい。

新たな取り組みあり経済産業部の担当から
また詳しく説明させます。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

※小川漁協　増田様へH31.2.1　電話
にて口頭で制度説明のうえ、同日関係
資料をメールにて送付済。

3 802 漁港

津波対策のフラップゲートに係わることだ
が県の担当が説明に来た。
以前は漁協と地元自治会と市が一緒に入っ
てやっていたがどうなっているのか。

県は胸壁で津波を防ぐ考えでありました。
水産業を守るという考えが少し足りなかっ
たように思います。
ようやく国も水産業をどのように津波から
守るかを分かって来始めていますのでご支
援をお願いします。

水産部長
住民から見れば港の中で津波を防いでくれ
ればよいと思っており漁協からすれば浸水
を防ぎ産業を守りたいと考えているのでそ
れぞれ分けて説明した方がよいとのことで
漁港管理事務所が地元自治会とは別に説明
したようです。

○ 802 水産部 漁港振興課

基本方針を平成26年度に国、県ととも
に漁協、自治会、市の各代表者で検討
し、その基本方針に基づき、漁協と地
元自治会それぞれに市も参加して県か
ら具体的な説明をさせていただいてお
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）

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）

2



平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市魚仲水産加工業協同組合 対象者 ：　役員 日程： 3

平成30年7月20日(金) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 801 水産

魚食普及活動への支援について
マグロの解体ショーを幼稚園でやったが費
用の半分は子供たちの負担でやった。行政
がもう少し支援してほしい。

市の予算全体で10％のシーリングをかけて
いる状況であり新規の事業は厳しい状況で
す。 ○ 801 水産部 水産振興課

2 1004 文化・交流

大井川スマートインターチェンジの入り口
に○○方面という表示がほしい。わかりに
くい。

大井川町は姉妹都市にしたいと交流してい
たと聞いています。
姉妹都市として継続的に長く交流していく
ことが重要であると考えています。長く関
わり合って行くつながりが大切だと思って
います。

○ 1002 交流推進部 文化・交流課

大井川町ではアメリカ合衆国メイン州
イーストポート市と、中校生の学生派
遣交流を実施しておりましたが、平成
９年度以降、交流が途絶えておりま
す。その後、ユタ州ノース・オグデン
市と交流を開始しましたが、平成13年
の同時多発テロにより、交流が終了と
なった経過がございます。

3 901 産業

港の活性化について
外港に企業を誘致してほしい。

県では各企業にアンケート調査しているが
反応が少ないと聞いています。
市では港と駅を結ぶゾーンとして研究して
います。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

4 801 水産

カツオからアニサキスが出たという報道が
あり販売に大きな影響が出ている。
一旦世間にテレビ報道されてしまうと業界
では対処できない。
そのような事が起きた時に行政の力が必要
であると思う。
個人レベルの力ではどうしようもない。
水産業界として大きな問題である。

市として何か出来るのか県にも相談してみ
ます。

○ 801 水産部 水産振興課

5 901 産業

水産業に従事してくれる人が少ない。
水産高校にもお願いしているが地元の水産
界に就職してくれない。
市の基幹産業で働く人材が不足している。
焼津市内で働く環境整備が必要ではないの
か。
例えば就学する資金を支援して卒業後は
戻ってきてもらうような対応はできないも
のか。

人と人のつながりを大切に働く環境を良く
していきたいと考えています。
焼津市も地域の魅力をどんどん発信してい
きたいと思っています。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

県外の学生・若者に対しＵＩＪターン
就職を促進するため、大学キャンパス
での企業ガイダンスや大学訪問を実施
しているところです。また、県内・市
内の学生に対しても魅力的な地元企業
を知ってもらうため、合同企業ガイダ
ンスや、大学と連携をし、地元就職の
促進を図っているところです。
今後、市内高校生を対象とした企業ガ
イダンスも計画しており、地元企業の
ＰＲに努めていきたいと考えていま
す。

団体名：
開催日：

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

分類
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

3



地区
独自

市内
共通

部 課

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

分類
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

6 201 まちづくり

焼津駅前周辺も少し変わってきている。
再開発してもっと賑わいのあるまちづくり
をしてほしい。

駅前の再開発を進めていきます。出来る処
から順次やっていきます。
今後、駅舎も含め新しく創り変えていきた
いと思っています。

○ 1201 都市政策部　 都市デザイン課

7 401 防災

焼津市の災害に関わる対策をもっとＰＲし
て人々が安心して集まって来るまちづくり
をしてほしい。

静岡県のハード対策は全国的に見ても一番
進んでいます。
建築の耐震化も全国で一番に厳しい設計で
施工されています。
少しでも安心してもらえるよう情報提供に
努めていきます。

○ 401 防災部 防災計画課

4



平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津水産振興センター 対象者 ：　役員 日程： 4

平成30年8月29日(水) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 1001 商業・観光

焼津黒潮温泉の対応について
黒潮温泉の供給停止による焼津市への来客
者数が減少しており観光事業への影響は大
きいと思う。
市で新たに掘削するとも聞いていますが今
後どのようにしていくのか。

温泉の調査は以前にやっており結果はわ
かっています。
温泉が出る場所もある程度分かっている状
況です。
東海ガスさんに協力していただいて対応し
ているところです。
これまでの体制を見直して体制整備してい
きたいと考えています。
条例で約束事は決めてありますので責任の
所在を明確にしていきます。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

2 601 地域福祉

大井川スマートインターチェンジの入り口
に○○方面という表示がほしい。わかりに
くい。

高齢者の認知症により徘徊して所在が不明
となってしまう方について見守っていく対
応を始めています。
GPSを使って見張るということではなく番号
を登録し見つけた人がその番号を通報する
と個人が特定できる仕組みを考えました。

○ 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

・見守りあいアプリダウンロード数
　1432件（Ｈ30年11月末現在）

・おみね輪プロジェクト登録者数
  32人（Ｈ31年１月末現在）

3 1001 商業・観光

観光エリアの創造について
県内では浜松や静岡清水などが観光に力を
入れ始めている。
清水港に水族館を創る計画があるという。
中部横断道のアクセスを活用した集客を図
るという。
焼津市でもお客様を引っ張って来れるよう
な観光するメインとなる観光エリアの創造
を期待したい。

観光協会と連携してやっていきたいと考え
ています。
焼津に来てくれるお客さんの倍増作戦を計
画しているところです。
過去に焼津市は債権団体となり行政運営が
慎重になっており美術館や博物館など観光
資源が少ないと思っています。
個人的なイメージですがアジやサバ・カツ
オ・マグロなど「食べる水族館」を創りた
いと思っているところです。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

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）

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

5



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）

4 1001 商業・観光

インバウンド需要について
焼津市はインバウンド需要がほとんどない
と思っている。
空港からの二次交通がないため観光客に
とって不便な状況である。
空港から藤枝駅まで行くバスはあるが焼津
駅に行くバスがない。
焼津駅からさかなセンターへ行くのは市営
の循環バスしかない。
空港から直接さかなセンターへバスが入る
と良いと思う。
今後インバウンド需要は年間4000万人にな
るという。
焼津市としてもインバウンド需要を見込ん
だ取り組みを考えてみたらどうか。

これまでも市内に外国人の観光客は入って
きているがその対応をしていない状態と
思っています。
以前駅前で中国人の観光客からさかなセン
ターに行く方法を聞かれたことがありまし
た。
焼津駅から直通のバスがあれば効果がある
と思うので研究してみます。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

5 1103 公共交通

公共交通について
自主運行バスの停留所をさかなセンター内
に創ったらどうか。

市内を循環するのが良いとは限らないので
どのような形が良いのか検討しています。
各拠点を結ぶ方式が良いという意見もあり
公共交通のあり方を研究しているところで
す。

○ 1102 建設部　 道路課

平成31年度に焼津IC周辺地域における
デマンド型乗合タクシーの試験運行の
実施を検討しており、乗降場所の候補
としてさかなセンターも検討しており
ます。今後も、利用者需要や地域ニー
ズに対応した公共交通の整備を進めて
いきます。

6 1703 文化財

花沢ビジターセンターについて
ダイヤモンド構想の中に花沢地域にビジ
ターセンターを創るとあるがどの様なもの
なのか。

民家を改築して喫茶店と案内所を花沢の入
り口のところに創る計画である
駐車場からも近いところです。
花沢城も創る計画で現在いろいろ調べてい
るところです。
お城をポイントとして花沢地区の開発を考
えています。
県内に一つの伝統的建造物群として花沢地
区が指定されておりお城を一つのポイント
として市内を回遊する観光拠点にしたいと
思っています。

○ 1705 教育委員会事務局 文化財課

6



平成30年度　市政座談会（ランチ・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： 5

平成30年8月30日(木) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 801 水産

水産加工屋に対する行政の対応があまり見
えてこない。中小の加工屋たちは一時的に
材料を保存しておく場所がないため安定的
な供給が出来ないでいる。国の補助で水産
物安定供給事業というものはあるが加工屋
を支援する事業が少ないと感じている。

行政の方でどんなことが出来るのか研究し
てみます。
国に相談してみます。

○ 801 水産部 水産振興課

2 1301 環境

大井川スマートインターチェンジの入り口
に○○方面という表示がほしい。わかりに
くい。

中小の加工屋さんたちが負担にならないよ
うな対策を求められていることがよく分か
りました。

○ 1302 環境部 環境生活課

環境保全のため、適正な処理をしてい
ただくようお願いいたします。

3 901 産業

現在の法律では処理施設は一事業一カ所と
決められている。我が社のように道路と水
路で区分けされている工場は処理施設を分
けることが出来ず困っている。

直ぐに解決できるような問題ではないと思
いますが困っていることなどを市に教えて
ください。 ○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

4 901 産業

労働者の確保が難しい状況である。外国人
(ミャンマー人・インドネシア人など)を
使っているがあまり良い効果は出ていな
い。
基本的には日本人の労働者がほしい。
新卒者は無理なのでシルバーの人達を使っ
てみたいとも思っている。

モンゴルの人達は日本の60年くらい前のよ
うな状況で資質の高い人たちが多くいま
す。
月に2万～3万円程度の収入と聞いていま
す。
このため日本で働ければモンゴルの人達に
とっても良いと思うので検討してみてはい
かがでしょうか。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

シルバー人材センターの会員は、豊富
な経験と熟練した技術・知識を持って
いますので、貴重な人材であると考え
ます。一度、シルバー人材事務局へご
相談いただければと思います。

5 901 産業

工場の設備投資が受けられるようにしてほ
しい。

業界の状況分析を良くしてみないと見えて
こない部分があると思いますのでポイント
を定めてメニューを提示できればと思って
います。 ○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

現在焼津市内の中小企業の皆さんは、
先端設備等導入基本計画の認定を受け
た場合、国の各種補助金の優先採択や
補助率の上乗せが受けられるほか、先
端設備を導入することで、３年間、固
定資産税の軽減が受けられます。

6 1105 港・海岸

潮風グリーンウォークはいつできるのか。 今の調子では15年ほどかかってしまうので
様々な手段をつかってでも出来るだけ早期
に完成できるよう国に働きかけていきま
す。

○ 1103 建設部　 河川課

今後国では、駿河海岸の堤防の整備を
重点的に進めていくと聞いておりま
す。市でも、国と連携して整備加速で
きるよう検討してまいります。

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）

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）

7 1102 河川・水路

栃山川の河口付近にうっそうとした林があ
りサギが住み着いているところがある。
河川としていかがなものか。

現地を確認してみますので場所を教えてく
ださい。

○ 1103 建設部　 河川課
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平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市水産振興会 対象者 ：　役員 日程： 6

平成30年9月5日(水) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 203 広報広聴

近年は人手不足が深刻で求人しても来てく
れない。
一企業で様々な取り組みをしても限界があ
る。
市全体の産業PRを行政で強く進めてほし
い。
地域の魅力をもっと発信してほしいと感じ
る。
選択肢を多くする工夫が必要と思う。
学生のインターンシップをやっているが仕
事に対する実感がないことに驚いた。

市でも焼津ライフとか焼津応援団などを
創って情報発信に力を入れ良いイメージ創
りを進めているところです。
都会を中心にあらゆる手段を使って焼津の
魅力を動画などを創ってもっとPRし雇用に
つながるようにイメージUPを図っていきま
す。

○ 204 総合政策部 広報広聴課

今後も様々なツールを駆使しながら多
様な世代の方々に対し情報の発信に努
め市民ニーズを的確に把握して効果的
な広報活動を推進してまいります。

2 701 子育て

大井川スマートインターチェンジの入り口
に○○方面という表示がほしい。わかりに
くい。

企業内保育所の設置に総務省の支援制度が
あり市でも備品などを支援することができ
るのでぜひ検討してみてください。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

児童育成協会が募集する企業主導型保
育事業であれば、施設整備補助、運営
費補助を受けることができます。
なお市単独補助の備品補助については
来年度以降実施しない予定です。

3 1103 公共交通

会社に通勤する交通手段として市のバスが
使えたら良いと思うが時間が合わない。
市のバスで駅と会社を結ぶ交通手段があれ
ば良いのだが。
牧之原市や御前崎市などから焼津市内の企
業に通勤する公共交通手段がなく働く場所
があるのに来れない状況がある。
市をまたいだ取り組みしてもよいのではな
いのか。

公共交通のあり方検討をしているところで
す。焼津駅から病院を経由して大井川庁舎
に幹線道路を通って行くことを検討してい
ます。
足の確保は通勤だけではなく福祉の関係者
などからも意見がありバスだけではなくタ
クシーの活用も含めて循環ではなく拠点間
を行き来する案も検討しているところで
す。

○ 1102 建設部　 道路課

利用状況を踏まえたバス路線の再編を
進めるとともに、タクシーを活用した
乗合交通の導入を検討していきます。
また、市町をまたいで運行するバス路
線を維持するために、国・県・他市町
と連携してバス事業者に対して補助を
行っています。現在、牧之原市から大
井川地区を経由して藤枝駅を結ぶ「藤
枝相良線」が運行しておりますので、
お時間や経路が合うようでしたらご利
用ください。

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード

分類 課
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）

9



地区
独自

市内
共通

部 課

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード

分類 課
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）

104 庁舎建設 ○ 104 総務部 新庁舎建設課

新庁舎は、平成31年度から建設工事に
取り掛かり平成33年（2021年）５月の
開庁を目指して工事を行ってまいりま
す。現在の西側駐車場に新庁舎を建設
し、引越ししてから既存庁舎を解体し
て立体駐車場を建設します。新庁舎２
階と立体駐車場を渡り廊下で結び行き
来しやすいようにします。新庁舎は、
地上８階建で２階に市民課や保険年金
課、福祉関係課などの窓口部門を集中
して配置し手続しやすくします。７階
には展望スペースを設置する計画で
す。

1601 市立病院 ○ 1605 病院事務部 新病院建設課

5 201 まちづくり

西焼津駅周辺の開発はどうなるのか。 豊田地区の人口が増えており民間事業者に
よる宅地開発が進んでいます。無秩序な開
発で地域がおかしくならないように地区協
議会を創って将来のまちづくりについて検
討しているところです。

○ 1201 都市政策部　 都市デザイン課

6 802 漁港

漁協の外港の６バースを新しくして防鳥
ネットを張ったがハサップをとるために
やったのか。どの様な目的でやったことな
のか。

水産部長
高度衛生管理のためで鳥のフン害防止のた
めに鳥が入らないようにしています。 ○ 802 水産部 漁港振興課

7 801 水産

カツオの水揚げが枕崎の方に行ってしま
う。
相場のことや値ごろ感で仕方がないと思う
が。

水産部長
枕崎は焼津の値段を聞いて10円高く買って
います。
そのため枕崎に多く行っていると認識して
います。
市では加工業の皆さんに原料が安定的に行
くように努力しているところです。

○ 801 水産部 水産振興課

4

新庁舎と新病院の計画はどうなっているの
か。

新庁舎は現在の場所に機能を集約させ平成
33年度の完成を目指しています。動画を
創ったので見てください。地上7階建てで現
庁舎の場所に立体駐車を建設し通路で結び
ます。
新病院も現在の西側に新たに建設する計画
で平成38年になってしまうかもしれません
が450床程度を目指しています。
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平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市ホテル旅館組合 対象者 ：　役員 日程： 7

平成30年9月6日(木) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 401 防災

各地で大きな災害が続いている。自分の身
は自分で守ることは理解しているが客商売
をしているとお客様の安全確保は個人とし
て大変に難しい問題である。
災害時の避難場所について小浜地区に津波
避難塔がないが造る計画はあるのか。市に
聞いたら県道の新しく出来たトンネルに逃
げたらどうかと言われた。山の土砂災害で
は逃げるところがない。
高齢者もいるため近くに避難場所があれば
宿泊客も安心してもらえる。

津波避難タワーはメリット・デメリットが
あり高台公園のような整備に変えていま
す。小浜地区は背後に山があるので一早く
山に逃げるのが最良と思っていますが観光
客の対策などについて伊豆などの観光地の
状況を調べてみます。

○ 401 防災部 防災計画課

小浜地区については、山や県道等の高
い場所を目指して避難してください。

2 1001 商業・観光

大井川スマートインターチェンジの入り口
に○○方面という表示がほしい。わかりに
くい。

商工会議所の部会からも意見がありました
が状況に偏りがあるとの話もあるので本当
に効果があるのか調べてみます。
業界に大きな効果が期待できる内容を皆さ
んでいろいろ検討していただいて教えてく
ださい。
組合に補助金が出る事が一番に良いと思っ
ていますのでどのような仕組みが良いのか
研究してみます。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

3 1001 商業・観光

焼津市内に観光バスを停める駐車場がな
い。
藤枝市にはある。
そのため市内を回遊させることも出来な
い。
どうしても駐車場があるところに案内する
ことになる。

常設のバス駐車場があると回遊するのに便
利だということを認識しましたので研究し
てみます。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

4 1001 商業・観光

花火の時間を夕食時と重ならないようにし
てほしい。
午後8時以降にやってくれるとありがたい。
年に4回やるという花火のアナウンスはして
いるのか。
PRに協力するので情報がほしい。
8月15日以降は集客数が減少するのでこの時
期にやってくれるとありがたい。

毎日やる事や季節ごとにやる事など、また
場所や時間帯など様々な状態について調べ
ているのでまた教えてください。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

花火の実施日時につきましては、焼津
ホテル旅館組合へのアンケートを参考
に、12月24日と1月12日のいずれも午
後８時から実施いたしました。告知に
つきましては、新聞、広報やいづ、市
及び民間ホームページ、ＳＮＳ等を活
用して行いました。

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）

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）

5 802 漁港

焼津市には見るところがない。
水族館とか創る計画はあるのか。
体験型の施設があれば良いと思う。

焼津タイヤモンド構想の中で港に水族館を
創る計画をしています。
個人的なイメージとして「食べる水族館」
にしたいと思っています。
市場調査をしているところです。

○ 802 水産部 漁港振興課

平成29年度に焼津漁港の土地利用の可
能性と課題の調査を行いました。

6 802 漁港

新港の活用をどのように考えているのか。
旧港の利活用についてはどうか。

殆どが県の用地で県は企業誘致しています
が来る企業がない状況です。
市でも誘致した事がありましたがダメでし
た。門戸開放しているがメリットが少ない
のか実現していません。漁港なので自由に
何でも出来る事ではないため条件的に厳し
いことなのかとも思っています。

○ 802 水産部 漁港振興課

平成29年度に焼津漁港の土地利用の可
能性と課題の調査を行いました。

7 1001 商業・観光

年に4回やる花火の告知を市ではどのように
やるのか。
民間でやれることはやれというのでは動か
ない。
行政が突っ込んだ営業活動をしなければ民
間は動かない。
投げっぱなしな部分があると思う。
スポーツ団体の誘致についても市内に宿泊
してもらえるよう配慮してほしい。

民間がやれる事と行政がやれる事は違うの
で行政が何もやっていない事ではないこと
をご理解ください。
足りないところがあればまた教えてくださ
い。
大きな大会の情報も発信していますのでこ
れからも皆さんと連携して一生懸命にやっ
ていきたいと思っています。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

8 1101 道路・橋梁

東名インターチェンジ前の県道拡幅に伴う
周辺道路の整備をやってほしい。

県道の拡幅整備に併せて周辺の道路も整備
していきたいと考えています。

○ 1102 建設部　 道路課

迂回路の整備については、県事業の都
市計画道路焼津広幡線の４車線化工事
の事業進捗に合せて進めてまいりま
す。

9 201 まちづくり

長期ビジョンの様々な計画を策定するのは
どのようにしているのか。

専門家のアドバイスを受けながら様々な施
策を検討しています。

○ 201 総合政策部 政策企画課
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平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

大井川港漁業協同組合 対象者 ：　役員 日程： 8

平成30年9月10日(月) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 401 防災

飯淵にある津波避難タワーは民間でやった
ものか。

震災後に最初に建設したもので浸水想定か
ら外れており今後どうするか検討している
ところです。 ○ 401 防災部 防災計画課

飯淵第１町内会集会所の横と、大井川
港内のタワーは、市で整備したもので
す。

2 1101 道路・橋梁

大井川スマートインターチェンジの入り口
に○○方面という表示がほしい。わかりに
くい。

他からもそのような意見を聞いており入り
口部に大きく行先を表示するよう検討しま
す。 ○ 1102 建設部　 道路課

案内が判り易くなるよう、路面標示設
置等による対策を検討しております。

3 102 コミュニティ

小川に出来るボートピアはいつ頃できるの
か。設置に反対の意見があったようだが地
域の活性化につながると思う。

既に建設工事が始まっており来年の1月に開
業すると聞いています。
市は事業者からの申請に基づき事務手続き
をしてきました。

○ 101 総務部 総務課

4 1001 商業・観光

大井川の河口にある野鳥公園は猫が多くて
困っていると聞く。もっと人が集まるよう
な施設にできないものか。

近隣にホイストという会社が来ることにな
り地域でどのような施策がよいのか検討し
ていきたいと考えています。 ○ 1001 交流推進部 観光交流課

野鳥園として存続していくことが妥当
であるのか、野鳥の飛来状況等調査を
行い、今後の方向性について検討して
おります。

5 904 野生鳥獣

栃山川の河口付近（焼却場側）にゴイサギ
がものすごい数おり糞の匂いも凄い。どん
どん南下してきているという。何か良い対
策はないか。

他からも同じような意見がありました。現
地の状況を調べてみます。匂いが酷いとい
うことなので追い払うことも必要なのかも
しれません。鷹を使った事例や爆竹で追い
出すことも有効のようであり少し研究して
みます。

○ 902 経済産業部 農政課

カワウ及びサギについては、県が捕獲
を管理する鳥獣となっておりますが、
生活被害に対する捕獲対策など、他市
等の状況を調査研究してまいります。

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）
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平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市社会教育委員 対象者 ：　役員 日程： 9

平成30年9月28日(金) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 701 子育て

保育園への入園について
焼津市に転入した家庭の母親が少し仕事を
しようと思っても一時的に子供を預かって
もらえるところがない。藤枝市はあるとい
う。一時預かりの施設があればもっとたく
さんの家族が焼津市に転入してもらえると
思う。

社会の変化に対応していくことが求められ
ていますので更なる検討をします。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

一時預かり事業については、すでに焼
津市で実施済です。

2 1702 教育

大井川スマートインターチェンジの入り口
に○○方面という表示がほしい。わかりに
くい。

特にコメントなし

○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

各校において、講師を招聘するなど
様々な形で、情報モラル教育を実施し
ています。また、児童生徒だけでな
く、保護者についても参観日等を利用
して啓発を行っています。

3 203 広報広聴

行政情報のスマホサイトについて
災害時にスマホから市のHPにアクセスし情
報が得られるような訓練をしてほしい。

検討します。

○ 204 総合政策部 広報広聴課

防災関連部局と連携し災害時の的確な
情報発信に努めてまいります。

4 1705 公民館

公民館のWi－Fi環境について
ネット環境を整備してほしい。

今いろいろ研究しており準備していきたい
と思っています。

○ 1704 教育委員会事務局 社会教育課

公民館のWi-Fi環境整備については、
情報戦略課の全庁的な取り組みと併せ
て検討していきたいと考えています。

5 1706 社会教育

社会教育委員の選出について
各地域の課題を掘り下げて地元を耕す農夫
のような人材が求められていると思う。

特にコメントなし

○ 1704 教育委員会事務局 社会教育課

社会教育委員には、自治会長など地域
コミュニティの方にも参画いただいて
おり、そういった方々より地域の課題
を積極的に提言していただければと考
えています。

6 1706 社会教育

社会教育委員会のあり方について
社会教育委員会が何をやっているのか見え
るような取り組みが必要と思う。もっと表
に出て地域の課題に取り組み互いに相談で
きるような環境づくりが大切だと思う。

大変に貴重なご意見ありがとうございま
す。
今後もご支援よろしくお願い致します。

○ 1704 教育委員会事務局 社会教育課

社会教育委員会の活動について、より
積極的に発信していく必要があると考
えています。委員の方々の意見や活動
をより焼津市の社会教育施策に反映で
きるよう、定例会のあり方や行事への
参加について、社会教育委員会で検討
していきます。

202 情報 203 総合政策部 情報戦略課

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）

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

7

行政情報のPRについて
住んでいる人が満足しなければ街は良くな
らないと思う。満足してもらうためには行
政が何をやろうとしているのかを知ること
である。焼津市はPRが下手だと感じている
のでもっと的確な情報発信をすべきと思
う。

税金を使ってのPR活動は公平にやらなくて
はならないため思うようにいかないと感じ
ています。そのため情報戦略課をつくりま
した。今後はターゲットを定めて目的意図
の則したPRに努めてまいりますので何か良
い知恵があったら教えてください。

○
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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）

203 広報広聴 204 総合政策部 広報広聴課

8 701 子育て

ターントクル子ども館について
現在の進捗状況はどのくらいか。
駐車場のスペースは確保できるのか。

完成時期をH32年度としています。現在は設
計をしているところです。また駐車場の確
保についても検討しているところです。 ○ 701 こども未来部 子育て支援課
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平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

消防団（本部） 対象者 ：　役員 日程： 10

平成30年10月10日(水) 会　場 ：　市長室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 2303 消防・救急

機能別消防団の設置について
消防団員の人員確保が難しい状況となって
きている。人員の不足により昼間の火災に
対応することが特に難しい。

昼間の火災と大規模災害に特化した機能別
消防団の設置を考えています。

○ 402 防災部 地域防災課

消防団への加入促進を図るため、機能
別消防団員制度を平成31年4月1日から
導入する予定です。

2 2303 消防・救急

大井川スマートインターチェンジの入り口
に○○方面という表示がほしい。わかりに
くい。

団員の入団資格や任期・階級などについて
消防団の本部の皆さんのご意見などを拝聴
する中で詳細について検討していきたいと
思います。
また被服や活動内容などについても先進事
例等を参考にしながら皆さんのご意見を聴
きたいと考えています。

○ 402 防災部 地域防災課

機能別消防団員制度の内容について
は、平成31年2月焼津市議会定例会に
おいて、焼津市消防団条例の改正に関
する議案を上程しました。

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
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
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平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津商工会議所（役員） 対象者 ：　役員 日程： 11

平成30年10月15日(月) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 1001 商業・観光

デスティネーションキャンペーンを活用し
た取り組みについて
来年のデスティネーションキャンペーンの
中で鰹三昧と焼津飯のグランプリ大会を検
討してみたらどうか。

観光とスポーツと文化を一体とした交流推
進部を創り交流人口を1000万人にしたいと
考えています。花火も年に4回やりたいと
思っています。デスティネーションキャン
ペーンを活用した取り組みについても検討
していきます。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

デスティネーションキャンペーン中に
鰹三昧、鮪めぐりを実施するととも
に、桜えび、焼津おでんなどにより、
1年間を通じて食による焼津市のプロ
モーションを行います。また、デス
ティネーションキャンペーン中の６月
８日には、特別列車「焼津ミナミマグ
ロ満喫号」の運行が決定しています。

2 801 水産

大井川スマートインターチェンジの入り口
に○○方面という表示がほしい。わかりに
くい。

特にコメントなし

○ 801 水産部 水産振興課

3 1601 市立病院

総合ガン健診のＰＲについて
ガン検査ディブスを知らない市民が多い。
大変に良い検査なのでもっとＰＲしてほし
いと思う。

マスコミにも取り上げてもらいＰＲしてい
ますがなかなか思うように浸透していかな
いので広報のあり方についても苦慮してい
ます。
行政情報の発信の仕方は大変に難しいと認
識しています。
行政に足りないのは情報戦略だと考えてい
ますので勉強していきます。

○ 1602 病院事務部 企画経理課

広報やいづや病院広報誌を始めとし
て、多くのニュースリリースを行い、
PRに努めており、テレビのニュース番
組でも取り上げられました。
今後も、引き続きPRに努めます。
なお、ご要望があれば、事業所へ直接
出向き、朝礼等の時間をお借りして、
ご説明・ご案内をさせていただきま
す。

4 401 防災

防災に係わる安全宣言について
吉田町は災害が来ても大丈夫だとマスコミ
に発信している。焼津市でも様々な防災対
策を施しているので外に向かって安全な街
だということを積極的に発信し続けてほし
い。

焼津市でも海岸線を中心に防災対策を実施
しており港の整備が進んで来たら安全宣言
をしたいと考えています。

○ 401 防災部 防災計画課

沿岸部での津波対策の進行状況など、
焼津市の安心安全をＰＲしていきま
す。

5 1001 商業・観光

来焼者への積極的な案内について
焼津市に遊びに来た人たちはどこに何があ
るのか分からないという。特に飲み屋や食
事などが出来るお店を案内するニーズに見
合った情報が足りないように感じる。年代
や性別によって楽しむ内容も異なるのでそ
れぞれに対応した情報をまとめてマップや
パンフなどを創って発信してほしい。

観光協会を法人化しましたので観光などで
訪れてくれる来焼者に対して積極的に焼津
市を案内していきたいと思います。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

観光パンフレットにつきましては、リ
ニューアルを進めています。今後も必
要に応じて見直しを行ってまいりま
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）

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）

401 防災 401 防災部 防災計画課

災害対策本部が設置される消防防災セ
ンターには、無停電電源装置及び非常
用発電機が設置されています。

104 庁舎建設 104 総務部 新庁舎建設課

1601 市立病院 1605 病院事務部 新病院建設課

新病院の電源は、本線・予備線の別系
統による２回線受電とし、非常用発電
機や無停電電源設備により安定的に確
保する計画としております。
給水設備における上水は、水道水及び
地下水を利用したシステムとします。
災害時には３日間分の電源及び給水の
確保をすることとしております。
（基本計画Ｐ18、19より）

7 901 産業

企業誘致について
工業団地を計画し企業を呼び込む施策を展
開してほしい。大きな企業が来ると市内の
工場などにもプラスになるので企業誘致を
図ってほしい。

工業団地の整備については県の考え方もあ
り焼津市でも県と相談しながらやっていま
す。またスマートIC周辺の開発は商業を中
心に整備したいと考えており地元の方や地
権者の意見などを聴きながら丁寧に対応し
ているところです。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

現在市内に工業団地を造成可能な一団
の用地が見当たらないことから、市で
は、遊休地を中心に不動産会社等より
収集した用地情報を、立地を希望する
企業に提供することで、誘致を積極的
に進めている状況であります。

6

災害時の電源確保について
新庁舎や新病院の建設にあたり災害時の対
策として電源の確保について万全な対策を
講じてほしい。太陽光発電や充電器などの
設備も検討してほしい。特に病院は電気と
水が必需であるため対策をしっかりとやっ
てほしい。

病院は非常用発電機を設置してあり電源を
確保します。水は井戸に切り替えるなどし
て自立できる体制を構築しています。
新庁舎も非常用発電設備を設置して災害時
の電源を確保していきます。

○
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平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津商工会議所（青年部） 対象者 ：　役員 日程： 12

平成30年10月16日(火) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

901 産業 901 経済産業部 商業・産業政策課

平成31年度に、日本商工会議所青年部
全国大会の分科会が焼津で開催される
と聞いています。市でもシティセール
スの好機と捉え支援します。

1001 交流推進部 観光交流課

1002 交流推進部 文化・交流課

2 901 産業

商店街の照明灯整備について
台風で商店街の照明塔が倒れてしまったの
で新たに商店街の照明塔を整備したいので
行政で何とか支援してほしい。

特にコメントなし

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

県の『魅力ある買い物環境づくり支援
事業』という補助金がありますので、
一度ご相談ください。

401 防災部 防災計画課

402 防災部 地域防災課

4 201 まちづくり

焼津市のイメージUPについて
最近の焼津市は大変に暮らしやすくなった
と感じている。特に道路環境が良くなりア
クセス性が向上して移動が楽になった。
海に面している街なので負のイメージがま
だあるようだが様々な施策を実施すること
で焼津市のイメージUPを図ってほしい。

頑張っていきます。

○ 201 総合政策部 政策企画課

災害発生時拠点施設（消防防災セン
ター、市立総合病院、水道庁舎等）
は、非常用発電機を備えています。
市内の各避難所には、取扱いが容易な
ガスカートリッジ式の発電機なども配
備し、電源確保に努めています。
民間企業の取り組みは、地域の防災力
向上にも繋がるため、進めていただき
たいと思います。

○

3 401 防災

災害時における地域の電源確保について
太陽光発電による民間企業の災害時におけ
る拠点づくりを考えている。電気自動車を
活用し停電時の電源を確保する計画であ
る。地域の防災対策の一つとして地域にあ
る企業が協力したいと考えている。

日本は災害時の避難に係る対処を地方自治
体に任せられているため災害時のスムーズ
な対応が難しい状況です。このため災害時
における地域の電源確保については防災計
画の中でしっかりと検討していきたいと思
います。地域の企業が共助という形で地域
の防災力の向上に寄与していただけると大
変にありがたいと思います。公共施設は非
常用電源の確保に努めています。エネル
ギーはインフラであると考えていますので
出来る限り自前で対応できるように取り組
んでいきたいと思います。

○

1

1001 商業・観光

交流人口の拡大について
来年は市○連青年部の全国大会の分科会が
焼津で開催されるので全国各地から焼津市
に大勢の人が来てくれるため焼津を知って
もらって好きになってもらいたいと考えて
いる。このため行政の力を借りて分科会を
成功させたい。そこで市内の飲食店などの
情報がほしい。特に飲み屋やスナックなど
のお店の情報と場所が分かる地図があれば
良いと思う。

青年部の事業として商工会議所で実施した
方が良いと思うので予算をつけてもらって
やった方が良いと思います。
観光協会でやってもよいが皆さん方でやっ
た方が面白いものが出来ると思うので市も
協力しますので是非ともお願いします。

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）

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 1002 スポーツ

３×３バスケットへの関わりについて
来年以降も３×３バスケットをやってほし
い。

３×３バスケットのプロのチームを創りま
した。
女子のプロチームも創りたいと考えていま
す。
皆さんの応援をお願いします。 ○ 1003 交流推進部 スポーツ課

３×３プロ―チームは、焼津市スポー
ツ交流振興協議会を中心にチーム運
営、大会招致を行っています。第6次
総合計画に基づき、引き続きプロス
ポーツの招致などの基本事業を推進
し、スポーツ文化の振興や交流機会の
創出を図って参ります。皆さまのご支
援、応援をお願いします。
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平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津商工会議所（女性会） 対象者 ：　役員 日程： 13

平成30年10月17日(水) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 1204 駅前広場

駅前の賑わい創出について
焼津駅前の賑わいを創出することは大変に
重要なことだと思う。来年のデスティネー
ションキャンペーンによって静岡が注目さ
れると思っている。これからラクビーワー
ルドカップや2020年のオリンピックなどが
あり大勢の人たちが焼津にやってくるので
駅周辺が綺麗になってほしいという願望が
ある。今の状況を知りたい。

これから駅前を再整備していきます。現在
約200人の地権者と勉強会をやり合意形成を
図っている状況です。同意が得られたとこ
ろから整備していきたいと考えています。
出来るだけ早期に整備できるよう努力して
いきます。

○ 1201 都市政策部　 都市デザイン課

2 603 健康福祉

大井川スマートインターチェンジの入り口
に○○方面という表示がほしい。わかりに
くい。

民間が出来ない事は行政がやることが基本
ですので早急に状況を調べて対応を検討し
ます。
良い意見なので産気づいた妊婦の移動手段
について研究してみます。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

焼津市内のタクシー会社で「陣痛タク
シー」の事業を行っているところはあ
りませんが、相談をしていただければ
対応できるとのことでした。藤枝市に
あるタクシー会社の「陣痛タクシー」
も焼津市在住の方も、経由地によって
は利用可能であると聞き取りをしてい
ます。これからも、妊婦が困らないよ
うに細かな聞き取りを行い相談にのっ
ていきたいと思います。

3 204 企画

婚活について
市内で婚活している団体に助成金を出すこ
とはできないか。
県内では婚活をしている団体へ助成金を支
出しているところがあるという。助成金に
よって活動の幅が広がるため焼津市でも助
成金を出してほしい。

まずは商工会議所の中で考えて頂きたいと
思います。
どのような事業をやるかを是非とも提案し
てください。
市でも環境の整備を強化していきますので
協力をお願いします。

○ 201 総合政策部 政策企画課

4 1205 都市計画

西焼津駅周辺の整備について
焼津市には玄関が二つある。もっと西焼津
駅周辺に目を向けてほしい。
豊田地区は人口が急激に増えており特に若
い世帯が大変に多い。
焼津駅周辺だけではなく西焼津駅周辺の整
備をしてほしい。

焼津ダイヤモンド構想の中でも西焼津駅周
辺は拠点の一つとして位置付けられていま
す。民間の宅地開発などによって人口が増
えていますがインフラがそれに追いついて
いない状況です。このため地元でまちづく
り推進協議会を創り将来の街づくりについ
て検討が始まっています。

○ 1201 都市政策部　 都市デザイン課

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）

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）

603 健康福祉 604 健康福祉部　 健康づくり課

窓口に来所いただいた方には大変申し
訳ありませんでした。市民の方々が不
愉快な気分にならないように、言葉や
態度など丁寧な対応を心掛けてまいり
ます。
職員同士でも、気が付いたときにはお
互いに注意しあっていきたいと思いま
す。

701 子育て 702 こども未来部 こども相談センター

相談者のお気持ちに寄り添った対応を
心掛けておりますが、今後もより一
層、丁寧に対応してまいります。

6 504 防犯

不審者への対応について
西焼津駅の南口周辺は大変に治安が悪く
なってきている。不審者が多く女児の子供
のいる親は大変に心配しているという。夜
だけではなく朝早くにも不審者が出るとい
う。出来るだけ明るくするとか歩道を整備
して広くするなどの対策をしてほしい。
お店の防犯カメラのデータを何度も警察に
提供している。

現状をよく精査し現状をよく把握して警察
と共に防犯活動の強化に努めていきます。
市でも公共施設には防犯カメラの設置を進
めています。
ハードとソフトをもう一度チェックしてみ
ます。

○ 502 市民部 くらし安全課

7 204 企画

婚活イベントへの協力について
市職員の積極的な参加と市からの宣伝を是
非お願いしたい。
また婚活イベントの募集を手伝ってほし
い。

特にコメントなし

○ 201 総合政策部 政策企画課

市でも婚活イベントを開催しており、
商工会議所と協力して婚活事業を盛り
上げていければありがたいです。

8 901 産業

駅前のイルミネーションについて
藤枝の方がイルミネーションは上手にやっ
ていると思う。
焼津らしい特色ある面白いイルミネーショ
ンを工夫してほしい。

今年は集中して駅前にイルミネーションを
やりたいと考えています。
いろいろ変えながら工夫していきます。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

5

相談窓口の対応について
焼津市に転入して来た時に保健センターな
どにお世話になったが職員が親身になって
応対してくれず大変に残念に思った。女性
にとって保健センターはとても大事な相談
できる場所だと思っている。もっと市民に
寄り添った対応をしてほしい。職員個々の
問題なのかもしれないが相談窓口を設けて
あるので対応する職員の教育と資質を向上
させてほしい。

今回この様な意見があったことをしっかり
現場に伝えます。

＜下山副市長＞
母子の保健に係わることは保健センターで
やっており子育てに係わる相談はアトレに
ある相談センターでやっています。それぞ
れ職員は熱心に対応していますがそのつな
ぎが少し下手なのかもしれません。また職
員の応対でも親しみのある接し方を心掛け
ていますがそれがかえって反感を買うこと
もあると聞いておりますので気をつけるよ
うにします。
（やいづ弁を使ったりため口で喋ったりす
ること）

○
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平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津商工会議所（工業部会） 対象者 ：　役員 日程： 14

平成30年10月22日(月) 会　場 ：　市長室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 1204 駅前広場

駅前の整備について
焼津駅前が寂しい。全国各地から人々が焼
津を訪れてくれるような街になってほし
い。温泉もあって足湯もあるので元気なお
年寄りたちが遊びに来てくれる焼津になっ
てほしいと思う。

これから駅前を再整備していきます。現在
は約200人の地権者と勉強会をやり合意形成
を図っている状況です。同意が得られたと
ころから整備していきたいと考えていま
す。駅舎はJRの持ち物で24年に耐震工事を
したため直ぐに建替えが出来ない状況で
す。市としては駅舎も複合化して市の施設
も入れるようにしたいと考えています。

○ 1201 都市政策部　 都市デザイン課

2 901 産業

大井川スマートインターチェンジの入り口
に○○方面という表示がほしい。わかりに
くい。

行政で何が出来るのか分からないが様々な
分野で人手を確保していくことが難しい状
況だと聞いています。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

201 まちづくり 201 総合政策部 政策企画課

1301 環境 1302 環境部 環境生活課

焼津市環境基本計画の取り組み方針の
１つとして「低炭素な交通と緑豊かな
まち」を掲げ、「街路樹による道路等
の緑化の推進」「生け垣づくり補助制
度による住宅地の緑化」「焼津市みど
りを育てる条例に基づき、樹木等の保
全を図る必要がある場合は、保存樹等
の指定」「焼津市みどりを育てる条例
に基づいた事業場敷地の緑化推進の指
導」「公共施設の緑化」の施策を進め
ています。

1102 河川・水路 1103 建設部　 河川課

治水安全度の向上を図るとともに、自
然環境に配慮した川づくりを研究して
まいります。

1207 公園・街路・広場 1206 都市政策部　 公園・地籍課

公園整備にあたり、地元の意見を取り
入れながら樹木を植えています。
また、個人宅の生け垣づくりへの補助
金や事業場等の緑化への取組みによ
り、緑の推進をしています。

環境に配慮したまちづくりについて
県内の木材産業が衰退してきている。林業
は自然環境に配慮した産業でまさにエコ的
な産業である。行政がもっと木材を活用し
た取り組みをしてほしい。木材を活用した
まちづくりを推進してほしいと思う。また
自然を生かした河川の整備や街に木を植え
て緑をもっと増やしてほしい。

環境に配慮した取り組みは大変に重要だと
考えています。

3 ○

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）

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）

4 201 まちづくり

大井川スマートIC周辺の開発について
大井川スマートICが出来て交通アクセスが
向上し助かっている。
スマートIC周辺の開発がどのようなものな
のか知りたい。

全国で91箇所あるスマートICの中で2番目に
多い約7200台の乗り降りがあります。国で
も利用率の高さに驚いている状況です。市
では周辺の開発を計画しており大型の商業
施設を創っていきたいと考えています。現
在、地元の皆さんや地権者などと話し合っ
ているところです。周辺の安全対策なども
含めて検討している状況です。また焼津ダ
イヤモンド構想の中でも拠点の一つとして
整備していく計画です。

○ 201 総合政策部 政策企画課

5 901 産業

駅周辺整備に伴う駅前商店街の活性化につ
いて
焼津駅から新庁舎を経て焼津港への動線の
中に駅前商店街がある。今ではあまり賑
わっていない。ここを焼津らしい商店街に
なるように駅前の整備と共に特徴のある商
店街にしてほしい。

特色ある焼津らしい気取らない街をコンセ
プトに切り口として「さかなの街」をメイ
ンに考えています。
来年から始まるデスティネーションキャン
ペーンもあり更に焼津らしい焼津の魅力を
発信し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

ターントクルこども館や新庁舎の建設
に合わせ、駅前通りを通行止めにした
『みんなのアソビバ』といった試みも
行われています。
子どもたちが安心して過ごせ、人の集
まる空間になるよう、地元自治会や商
店の皆様等と協議しながら進めてまい
ります。

6 1102 河川・水路

市内の河川の改修について
黒石川の改修が遅れている。自然に配慮し
た整備を望む。出来る事なら京都の鴨川の
ように川で遊ぶことが出来るようにしてほ
しい。

黒石川は県が改修をしていますので県に伝
えます。これまで市でも出来ることはこれ
までもやって来ています。二級河川の栃山
川沿いに自然観察公園を市で整備してきて
います。 ○ 1103 建設部　 河川課

二級河川黒石川の改修については、引
き続き、河川管理者である県に対し
て、河川改修の促進を要望してまいり
ます。
なお、二級河川瀬戸川の焼津市総合グ
ラウンド付近において、県と連携して
親水公園の整備に着手してまいりま
す。
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平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市社会福祉協議会 対象者 ：　役員 日程： 15

平成30年10月24日(水) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 1702 教育

子供たちの暑さ対策について
今年の猛暑での応急対策として焼津市独自
のアイディアである保冷剤を首にあてる対
応を高く評価している。
暑さから頭(脳)を守るために首周りを冷や
すのは大変に重要なことだ。

まずは子供たちを守ることを最優先に考え
て何が良いのか下山副市長を中心に学校の
先生たちといろいろ考える中で保冷剤を使
うことにしました。応急対策としてやって
良かったと思います。

○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

子どもたちにも好評でした。

2 503 交通安全

大井川スマートインターチェンジの入り口
に○○方面という表示がほしい。わかりに
くい。

4月から6月にかけて6名の方が亡くなってい
ます。昼間の時間帯に3名と夜中の時間帯に
3名の方が亡くなっておりソフト対策だけで
なくハード対策も含めて対応を検討してい
るところです。

○ 502 市民部 くらし安全課

601 地域福祉 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

命を守るための「一時避難場所」とし
ての利用の後、安全が確認され次第、
近隣の「一般避難所」を案内するよう
お願いします。

401 防災 401 防災部 防災計画課

福祉避難所は、一般の避難所では生活
することが困難な方を受け入れる施設
であり、必要に応じて開設されること
を市民に周知するよう努めていきま
す。

3

福祉避難所について
大きな災害が発生した時にウェルシップは
福祉避難所となる。避難所の機能をどのよ
うにしていったらよいのか悩んでいる。原
則として福祉避難所は一般の避難者は入れ
ない。しかし近隣の住民が避難してきた時
に受け入れを拒否することはできないので
難しい問題と思っている。
大井川のほほえみも福祉避難所になってい
る。

大規模災害時の避難所運営については現実
に即した内容にしていくことが求められて
いますので防災会議などで議論していきた
いと思います。

○

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）

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
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平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津商工会議所（理財部会） 対象者 ：　役員 日程： 16

平成30年10月30日(火) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 1203 区画整理

区画整理事業の保留地価格等について
民間の販売価格よりも安く保留地を売って
いる。更に保留地を購入すると100万円の助
成金をつけているので勝負にならない。ま
た仮換地の分筆や杭設置を静岡のコンサル
タントが一括して高額でやっている。これ
らが全て地主が負担している。
宅建協会では空き家バンクについては市と
連携してやっているので区画整理事業でも
連携してできないものか。

空き家バンクでは大変にお世話になってい
ますので参考意見として伺っておきます。

○ 1205 都市政策部　 土地区画整理事務所

焼津市南部土地区画整理事業区域内の
一般保留地の価格は、不動産鑑定評価
を基に決定しています。また、助成金
は、これからの焼津を担う子供を育て
ていく若者世帯が、安定・安心して子
育てができるように住宅を取得し定住
することを支援するものです。
　仮換地の分割は、土地区画整理法に
基づく行政処分となり、一貫した考え
方により作成する必要があるため、こ
れらを適正に業務遂行できる専門的知
識及び資格を有するコンサルタントに
依頼する必要があることから、当事業
におきましては換地設計業務を担って
いる㈱サン設計に委託しています。ま
た、分割や杭設置の費用は、できるだ
け地権者の負担にならないような金額
設定とするよう指導しております。な
お、仮換地の分割に伴う従前地の分筆
は、地権者の依頼する土地家屋調査士
が行っています。
　現在、宅建協会とは、保留地販売に
関わる媒介契約を締結しております。

2 901 産業

大井川スマートインターチェンジの入り口
に○○方面という表示がほしい。わかりに
くい。

市内の産業状況は良い傾向が続いています
ので参考として聞いておきます。
市では商工会議所と共に企業を個別訪問し
て状況調査をしています。
更に強化して現状の分析をしてどんな支援
が出来るのか考えていきます。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

工場用地の不足は焼津市だけでなく、
県中部地域における課題でもありま
す。当市では、養鰻池の跡地や工場移
転後の跡地などへの新たな工場の進出
が積極的に行われている現状もあり、
周辺自治体と比較して、一定規模の工
場の進出が多い状況が続いています。
今後も、遊休地等の情報をご提供いた
だく中で、進出・拡張希望の事業者様
と不動産会社様などとの引き合わせを
行うなどにより、企業進出支援を進め
て参りますので、ご理解とご協力をお
願いします。

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）

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）

3 901 産業

雇用問題について
水産高校の生徒は地元の水産加工業などに
は就職しないという。きつい仕事だと思っ
ているようだ。市内の各企業は人手不足に
悩まされている。特に若い人が就職してく
れないという。若い人たちが働きたいと思
えるような取り組みが必要と思う。

書面で募集してもどんな仕事なのかよく分
からないと思います。映像にするなどの工
夫が必要なのかもしれません。キツイKでは
なくてカッコイイKにしてイメージUPを図る
必要があると思います。
若い人が憧れるような働く場を創っていか
ないとも思っています。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

高校生に市内企業を知ってもらうた
め、31年度にハローワークと連携し、
市内の高校生を対象とした企業ガイダ
ンスを計画しています。
直接、企業担当者の話しを聞くこと
で、地元企業の魅力に気付いてもら
い、就職に繋がるような取り組みを実
施していきたいと考えています。

201 まちづくり 201 総合政策部 政策企画課

901 産業 901 経済産業部 商業・産業政策課

5 901 産業

企業情報の共有化による雇用促進について
市内の民間企業の現状等について行政と商
工会議所とが互いに情報を交換することで
雇用を増やすことにつながると思う。
民間企業の状態を共有化し雇用の促進を
図ってほしい。

これまでも商工会議所と一緒に現状把握に
努めてきていますので今後も情報交換など
をしながら取り組んでいきます。
企業の情報をどのように見える化させるの
かが課題だと思っています。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

4

イメージUPについて
地域おこし隊で釣りをしている女性は大変
にヤイヅをアピールしていると思う。焼津
市はさかなの街としてこれからもPRしてい
くのなら「板前甲子園」というヤイヅの食
材を使った調理の勝ち抜き戦イベントを創
出してみてはどうか。魚食は身体に大変に
良いので「健康都市ヤイヅ」として発信す
ることはできないか。
ネーミングによって印象が大きく変わるの
で○○甲子園というネーミングでイベント
を創ったら面白いと思う。

静岡福祉大学の学生や病院の研修医などに
聞いてもヤイヅの魚はとても新鮮で美味し
いと言っていたので参考にさせていただき
ます。

○
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平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

大井川商工会（青年部） 対象者 ：　役員 日程： 17

平成30年11月16日(金) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

401 防災部 防災計画課

402 防災部 地域防災課

2 1207 公園・街路・広場

防災広場の活用について
大井川地区の中心部に広大な広場が出来
る。平時は様々な利用が考えられるがイベ
ントなどの活動を青年部として手伝いたい
と思っている。
完成後の管理体制はどのようになるのか。

防災広場の維持管理体制についてはまだ決
まっていません。地域の方々の意見などを
聴く中でどうしていくのがよいのか考えて
いきたいと思います。 ○ 1206 都市政策部　 公園・地籍課

401 防災部 防災計画課

402 防災部 地域防災課

4 801 水産

桜えびの不漁問題について
今年は桜えびが大変に不漁で深刻な状況と
なっており心配している。
加工屋は台湾から手にいれてると聞いた。
漁業関係者は探すのもやめてしまったとい
う。今後どうなってしまうのか大変心配
だ。

国や県の動向を探りながら今後の状況を注
視していきたいと考えています。市で出来
ることはやっていきたいと思います。

○ 801 水産部 水産振興課

現在、市が備蓄している非常食はアル
ファ化米が中心ですが、様々な非常食
が開発されていることは承知していま
す。
消防防災センター１階の防災学習室
「しえーる」でも非常食の紹介をして
いるほか、出前講座でも色々なものを
紹介していきます。

避難所の開設訓練や宿泊訓練などにつ
いては、出前講座等により積極的に支
援していきます。

○

3 401 防災

災害時の非常食について
訓練で非常食としてアルファー米やパンな
どを食べたがアルファー米は食べにくいと
言う意見があった。パンは美味しかった。
様々な非常食があるので検討してみてはど
うか。

備蓄食料については大変に進んできており
様々な物が開発されていますので新しい物
を市でも紹介していきたいと思います。

○

1 401 防災

防災対策について
青年部では防災マニュアルを作成した。過
日に防災部の協力を得て宿泊訓練を実施し
た。段ボールで出来た仕切り盤で寝るス
ペースを創り女性や子供にも参加しても
らって避難所の疑似体験をしてもらった。
これからも防災対策に力を入れていきたい
と考えている。

災害地の意見などを参考にして避難所での
プライバシーを確保するため新たに段ボー
ルで出来た家屋型の仕切りを購入したので
是非とも使用してみてください。

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）

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
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平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

大井川商工会（役員） 対象者 ：　役員 日程： 18

平成30年11月26日(月) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 201 まちづくり

スマートIC周辺整備について
地元では様々な噂話が広がっている。実際
のところはどのような状況になっているの
か知りたい。

現在、開発手法を再検討しているところで
す。開発の方向性は変わりませんが大きな
土地の開発について何が来るのかはっきり
させて現実的な話をしていきたいと思いま
す。これまで５社ほどの企業が手を上げて
いる状況です。

○ 201 総合政策部 政策企画課

2 901 産業

大井川スマートインターチェンジの入り口
に○○方面という表示がほしい。わかりに
くい。

大井川地区の取り組みは全国的に見て大変
高く評価されています。大井川中学校の先
生や生徒たちがイベントに参加してくれて
おり他ではない取り組みとなっていますの
で他の各地区にも反映させたいと思ってい
ます。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

街道カーニバルは、大井川西小学校の
有志が参加し、仕入れから販売までを
実践的に学ぶイベントとして定着して
います。
これからも地域密着のイベントとし
て、市としても引き続き支援してまい
りたいと考えております。

3 901 産業

大井川地区の発展について
大井川地区は市の中心部である市街地から
外れている。国などからの補助金の活用な
ど情報を共有化し行政と共に大井川地区を
発展させていきたい。

連絡体制が出来ていますので担当課に相談
してみてください。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

4 901 産業

首都圏のアンテナショップについて
地場産品の開発普及活動をしている。先ご
ろ有楽町の交通会館ビルで一週間ほど会員4
社でアンテナショップをやり展示即売会を
やった。
焼津市では静岡市と共同で銀座を中心にア
ンテナショップをやるというが今後の方向
性はどうなるのか知りたい。

静岡市が中心となって5市2町で中枢連携都
市圏事業による交付金でアンテナショップ
をやることになりましたが条件的に厳しく
て前に進んでいない状況と聞いています。
場所の選定を含めて再検討する必要がある
と思っています。
市では食を中心に首都圏へ出ていきたいと
考えています。
売れる所を探しながら拠点づくりをして産
業振興に努めていきたいと思っています。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

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

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）
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地区
独自

市内
共通

部 課

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別

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）

5 1205 都市計画

大井川地区の都市計画について
大井川地区では倉庫が足りなくて困ってい
る。新たに開発したくても倉庫を建てる場
所がない。また工業系の場所に住宅が建ち
事業所へ苦情を言って来る。今後、工業系
と住居系にしっかりすみ分けされた計画を
していくのか。工業地域や住居地域などの
区分けは今後どのようになっていくのか。

現在の法律では工業系の地区にも住宅は建
てることが出来きます。規制するのは法的
に難しい状況です。地区計画で縛ることは
出来ますが地元の同意は厳しいと思いま
す。また青地を開発することは非常にハー
ドルが高く難しい状況です。そこで国に法
改正を求めていますがこれも厳しい状況で
す。志太地域で都市計画を定めてまちづく
りを進めているところです。

○ 1201 都市政策部　 都市デザイン課

6 105 公共施設

研修センター施設の維持管理について
施設の老朽化が進んでおり外階段や内装な
どが大変に痛んでいる。またテーブルや椅
子など備品類も壊れている物が多いため整
備してほしい。

予算に限りがありますが出来る限り改善し
ていきたいと思います。

○ 103 総務部 資産経営課
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平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

大井川商工会（女性部） 対象者 ：　役員 日程： 19

平成30年12月6日(木) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

19 1 603 健康福祉

保健センターの建替えについて
食推協の活動をしているが今の保健セン
ターが今後どうなるのか知りたい。新庁舎
へ行ってしまうと聞いたが調理室は必要な
ので保健センターと同じ場所に設置してほ
しい。

現時点では保健センターの建替えについて
具体的に何も決まっていません。健康づく
りは大きな柱の一つとして考えており機能
の強化を図っていきたいと考えています。
保健センターをどうするかについては関係
する皆さんと相談しながら機能の維持を
図っていきます。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

健康を守り維持するうえで、食習慣や
栄養は欠かすことのできないもので
す。現在も各公民館の調理室で、こど
もや親子を対象とした教室を行ってい
ます。健康づくりの活動を担っていた
だくリーダーのみなさまが、集いやす
い場所・機能について今後も検討して
いきます。

19 2 802 漁港
大井川スマートインターチェンジの入り口
に○○方面という表示がほしい。わかりに
くい。

案内看板は必要と思っていますので検討し
ます。 ○ 802 水産部 漁港振興課

19 3 201 まちづくり

空から見る焼津のアピールについて
静岡空港へ降りてくる飛行機の窓越しに見
えるよう大井川(焼津市)のアピールできる
ものを創ってほしい。焼津のイメージUPに
なるようにしたい。

交流推進の観点からもどのような対策をす
るのが良いのか少し考えてみます。

○ 201 総合政策部 政策企画課

19 4 1105 港・海岸

大井川港の景観について
国の護岸工事で使用するケーソンを大井川
港の岸壁で製作しているが景観的にどうか
と感じている。大島に行くホバークラフト
の乗り場が見えない。

ケーソンの製作場所について国へ相談して
みます。

○ 1104 建設部　 大井川港管理事務所

ケーソンについては、海上据付が完了
し、現在はありませんが、事業は今後
も継続する予定であります。ケーソン
の製作については、他に適当な場所が
なく、焼津市地先の海岸防護のための
工事であるので、国からの借地申請が
あった場合、貸し出しはやむを得ない
と考えております。
ただし、観光船等の寄港時におきまし
ては、乗客の案内等に支障が出ること
の無いよう、調整に努めてまいりま
す。

19 5 303 契約

法定福利費の計上について
仕事で下請け工事をしている。見積書を作
成するときに法定福利費を計上している。
しかし契約書にはこれが反映されていない
場合が多い。元請に聞いたら工事費の中に
含まれていると言われた。規則で別途に加
えることになっている。市ではどのように
対処しているのか。

下請け業者が不利にならないように適性な
価格で契約できるよう取り組んでいますが
国の指針がどのようになっているのか調べ
てみます。

○ 304 財政部　 契約検査課

建設業法第20条第１項に基づき、国土
交通省の「社会保険の加入に関する下
請指導ガイドライン」では、下請に係
る見積書には法定福利費を明示させる
よう働きかけ、元請者はそれを尊重す
ることとされています。焼津市発注工
事もこれを遵守しており、請負業者に
指導するとともに、提出書類により確
認しています。

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：

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）
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平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市農協委員会 対象者 ：　役員 日程： 20

平成30年12月7日(金) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1101 道路・橋梁 1102 建設部　 道路課

案内が判り易くなるよう、路面標示設
置等による対策を検討しております。

201 まちづくり 201 総合政策部 政策企画課

l 2 505 保険年金

出産一時金について
現在の状況はどうなっているのか。

現在は生まれた時に42万円を出産育児一時
金として出しています。様々な意見もあり
子育ての支援に重点を置いた取り組みを行
なっているところです。

○ 504 市民部 保険年金課

1205 都市計画 1201 都市政策部　 都市デザイン課

903 農政 902 経済産業部 農政課

農業振興地域で、農用地区域に指定さ
れ、また、大井川用水に係る受益地と
して農業利用されるべき位置づけられ
ている農地は、農地以外での利用が制
限されている状況にあります。

20 4 901 産業

遊休養鰻池の跡地利用について
大井川地域には遊休養鰻池の跡地がたくさ
んあるので有効に活用して企業誘致などを
図ってほしい。

焼津市は県内でも企業誘致が盛んなところ
です。大井川地域にもたくさんの企業が進
出してくれています。現在でもレックや日
本ホイストという大きな企業が新たに浸出
し雇用も生まれる状況となっています。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

遊休養鰻池の跡地につきましては、立
地条件の良い場所については工場の進
出が進んでいますが、各種法律に抵触
し建築ができない、周辺の宅地開発が
進んでいるなどの様々な事情で開発で
きない土地もあると聞いております。
市では、開発可能な土地の情報を探し
ていますので、情報がございました
ら、ぜひ担当までお知らせください。

20 5 201 まちづくり

南部地域(大井川地区)の開発について
合併して10年が経過したが南部地域(大井川
地区)の開発を進めていくことで焼津市は発
展していくと考えている。これからの焼津
市の産業を発展させるためにも南部地域の
開発を進めてほしい。

大変に貴重なご意見をありがとうございま
す。

○ 201 総合政策部 政策企画課

20 3 ○

幹線道路沿いの土地利用について
調整区域内の農地は様々な制限があって開
発できない。幹線道路が出来ても周辺の整
備が出来ないので農地に係る規制の見直し
などはどうなっているのか。

全国市長会でも農地法の改正を国に要望し
ていますが国の方針は農業を守る政策を
とっているので変えていくのは大変に難し
い状況です。
地域で合意できれば地区計画制度を利用し
て開発することは可能です。

20 1

大井川スマートICについて
入り口がわかりにくいので案内をわかりや
すくしてほしい。
また周辺の開発も進めてほしい。

他からも同じような意見がありましたので
出来るだけ分かりやすい案内になるよう検
討します。

○

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：

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）
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903 農政 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たい
と考えています。

1703 文化財 1705 教育委員会事務局 文化財課

1204 駅前広場 1201 都市政策部　 都市デザイン課

201 まちづくり 201 総合政策部 政策企画課

20 7

焼津駅周辺の整備について
北と南口の整備を進めてほしい。

南口から再整備していきます。整備のため
に地権者と合意形成を図っているところで
す。

○

20 6 ○

北部地域の整備について
花沢の里の整備は大変にありがたいが関方
や山の手を線で結ぶような開発をしてほし
いと思う。（花沢城跡や石脇城跡）
また高草山のハイキングコースを整備して
ほしい。

土地の殆どは個人の持ち物なので行政がな
かなか思うように手を入れることが出来ま
せんが耕作放棄地や鳥獣被害などが増えて
おり市でも出来ることはしていかなくては
ならない状況になっていると認識していま
す。
地元でも検討委員会を創りいろいろ調べて
くれている状況です。
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平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

おおいがわAkindo事業協同組合 対象者 ：　役員 日程： 21

平成30年12月10日(月) 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

1103 公共交通 1102 建設部　 道路課

利用状況を踏まえたバス路線の再編を
進めるとともに、タクシーを活用した
乗合交通の導入を検討していきます。

21 2 901 産業

ポイント制度の拡充について
おおいがわAkindo事業協同組合ではポイン
ト制度を15年続けている。今後は焼津地区
の商店街連合会と一緒にポイント制度に係
わる活動を継続的にやっていきたいと考え
ている。

焼津地区の商店街の皆さんとも連携し一体
となった取り組みが出来るよう市も協力し
ていきます。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

現在、商工会議所と商工会において、
キャッシュレスに合わせて市全体での
ポイント制度について検討を始めたと
ころであります。
市としても、市内の商業振興のため協
力していきたいと考えております。

21 3 1207 公園・街路・広場

防災広場について
大井川地区の住民が一同に集まれる場所と
して防災広場は位置的にも非常に良い場所
にあり関心も高い。しかし市からの情報が
ないためどうなっているのか知りたがって
いる。完成後の利活用について地域の意見
を聴いてほしい。とても大きな広場なので
普段はキャンプ場として使ったりバーべ
キュウなどが出来る施設が良いと思う。い
ざとなれば水や火が使用できる。また現在
は周囲に高い囲いがあり中が見えないため
に防犯上不安に思っている住民もいる。

担当は近隣住民に説明しているようですが
大井川地区の皆さんが知りたがっているよ
うですのでしっかりと説明するようにして
いきます。
完成後の利活用については地元の皆さんと
よく話をして維持管理についても相談しな
がらどのようにしたら良いのか調整してい
きます。
また不安となっている事についても相談し
ながら進めていきます。

○ 1206 都市政策部　 公園・地籍課

１月の自治会連合会定例会を通じて、
大井川地区の15自治会へ防災広場の状
況をお知らせする広報紙として「防災
ひろば通信」の回覧をお願いしまし
た。
今年度整備をしている多目的広場の芝
生の養生期間を設けた後に、一般開放
を予定していることから、整備の進捗
に併せて外周の仮設フェンスを撤去し
ていきます。

21 4 1105 港・海岸

大井川港内の公園整備について
水と電気がほしい。電気があればイベント
時に様々な活動ができる。

どのようになっているのか調べてみます。

○ 1104 建設部　 大井川港管理事務所

大井川港活性化整備基本計画の中の取
組事項として考えております。実施の
時期、規模、方法等については、利用
する方々にもご意見を頂き、今後検討
してまいります。

21 5 1102 河川・水路

大井川の防災ステーションについて
中島地区に計画されている大井川の防災ス
テーションはどうなっているのか。

国土交通省では大井川を管理するために中
島地区に防災ステーションを建設する計画
です。この防災ステーションと防災広場が
結ばれることで地域の防災機能が大幅に向
上します。

○ 1103 建設部　 河川課

平成30年度より、国、市が連携して工
事に着手したところであり、順次整備
を進めてまいります。

21 6 105 公共施設

大井川庁舎の利活用について
新庁舎に統合されるとスペースが空くので
会合が出来る場所にしてほしいと思う。公
民館も手狭となっている。ミュージコのリ
ハーサル室にも活用できるようにしてほし
い。

和田の公民館をリニューアルしたように大
井川地区でも地域の交流センターとして施
設の複合化をしていきたいと考えていま
す。 ○ 103 総務部 資産経営課

21 1 ○

高齢者の移動手段確保について
高齢化に伴う運転免許証の返納によって足
がなくなり外に出れない高齢者が居る。交
通手段がないため外での活動に参加できな
い人が増えてきている。行政でそのような
人たちへの利便性向上を考えてほしい。

特にコメントなし

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）
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平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市南部土地区画整理組合 対象者 ：　役員 日程： 22

平成30年12月25日(火) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1207 公園・街路・広場 1206 都市政策部　 公園・地籍課

当初の計画では、公園の西側トイレ付
近に40台、東側トイレ付近に19台とし
ていましたが、今年度施工している防
災倉庫東側に38台分新たに駐車場とし
て計画を変更しています。

1203 区画整理 1205 都市政策部　 土地区画整理事務所

22 2 1204 駅前広場

駅南整備について
焼津駅南口側の再整備が計画されていると
のことだが藤枝市は複合商業施設を創り賑
わいづくりをしている。焼津市でもそれら
を参考にして賑わいを創出してほしい。

ようやく準備組合ができこれから再整備に
係わる検討が始まります。
焼津らしいまちづくりをしたいと考えてい
ます。地権者の皆さんと合意形成を図りな
がら新しい街を創っていきたいと思ってい
ます。

○ 1201 都市政策部　 都市デザイン課

22 3 1101 道路・橋梁

駅前通りの一方通行について
駅へのアクセス性を考えると一方通行に
なっている駅前通りは駅へのアクセスが悪
いと思う。駅へ向かうアクセス性の向上を
図ってほしい。

整備する時に地元の商店街の皆さんの意見
を聴きながらやってきた経緯があります。
もう少し様子を見ていきたいと思っていま
す。 ○ 1102 建設部　 道路課

1207 公園・街路・広場 1206 都市政策部　 公園・地籍課

1203 区画整理 1205 都市政策部　 土地区画整理事務所

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）

22 1

石津西公園の駐車場整備について
市内で一番に大きな公園が整備され今後さ
まざまなイベントなどが開催されることに
なると思う。人を集めるには駐車場がしっ
かりと整備されていないとダメだ。今より
も駐車場を増やしてほしい。

地域の皆さんとも相談しながらより良い公
園となるようやっていきたいと思います。

○

22 4

公園整備について
子供向けの遊具などの設置と共に高齢者向
けの施設も整備してほしい。ぶる下がった
り足つぼを刺激したり背筋を伸ばすような
施設があれば高齢者は喜ぶと思う。また若
い人たちが使うバレーコートやフットサル
コート、ミニバスケットコートなども整備
してほしい。

市民の誰もが使いやすい公園となるよう考
えていきたいと思います。
八楠公園や清見田公園などにコートを整備
しましたので前向きにやっていきたいと思
います。 ○
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平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津商店街連合会 対象者 ：　役員 日程： 23

平成31年1月28日(月) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

201 まちづくり 201 総合政策部 政策企画課

901 産業 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

901 産業 901 経済産業部 商業・産業政策課

入管難民法の改正により、今後国内に
おいて外国人労働者の増加が見込まれ
るため、現在注視しているところで
す。

23 3 1001 商業・観光

焼津の資源を活用したPRについて
ディスティネーションキャンペーンが始ま
るが焼津市には黒潮温泉があるため温泉を
利用したキャンペーンをしてみてはどう
か。健康と食をパックにしたPRが良いと思
う。焼津の持っている資源を活用してキャ
ンペーンを図ってほしい。

市でも温泉を掘る準備をしています。「焼
津温泉」としてやっていきたいと考えてい
ます。観光協会が主体となって焼津に温泉
がある事をもっと積極的にPRしていきたい
と思います。本物志向でターゲットを定め
て高級感を出して差別化を図ることも必要
と思っています。賑わいづくりも大切です
が地元にお金が落ちるような工夫も必要だ
と考えています。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

デスティネーションキャンペーンを契
機に、「焼津の食」と「温泉施設」を
絡めた旅行商品の造成に努めていると
ころです。

23 2

外国人の流入について
人口動態に外国人の数は反映されているの
か。人口減少が続くことになるため外国人
を増やしていく考えはあるのか。

人口動態には市内に住む外国人も含まれて
います。現在はフィリピン人が多く居ま
す。労働力として市内の企業で働いていま
すが問題も多く発生しています。真面目で
良い人も居ますが地元のルールを理解しな
いで勝手な事をする外国人も居ます。県と
相談しながら真面目で良い人が来てくれて
雇用環境が図れるようしていきたいと考え
ています。

○

23 1

中心市街地の活性化について
中心市街地に人が集まる環境整備が整いつ
つある。商店街としても様々な取り組みを
していかなくてはと考えている。しかし高
齢化が進み前向きな取り組みが難しい状況
である。マーケティングに長け相談できる
人材がほしいと思う。

ようやく準備組合ができて具体的な検討に
はいることとなりました。これまで地権者
との合意形成を図るのに時間を要してきま
した。観光協会も法人化し組織を創り直し
ましたので今後はコーディネートなど前向
きな取り組みが出来ると期待しているとこ
ろです。

○

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：

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）
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平成30年度　市政座談会（ランチ・ティー・ミーティング）　意見集約集

大井川農業協同組合（若手職員） 対象者 ：　職員 日程： 24

平成31年1月29日(火) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

24 1 201 まちづくり

駅前再開発事業について
駅周辺に人々が集まれるような「たまり
場」がないと思う。気軽に友達などと集ま
れる場所を創ってほしい。カフェなどを創
る予定はあるのか。

南口の交番がある区画から整備をする計画
です。一階は店舗で二階から三階は公共的
な施設を予定しています。四階から上を居
住スペースと考えています。焼津は産業の
力は大きいところですが賑わいが少し足り
ないと感じています。駅前に住居がほしい
との要望も多くあります。これから具体的
に見えてきますので期待していてくださ
い。

○ 1201 都市政策部　 都市デザイン課

24 2 1207 公園・街路・広場

大井川スマートインターチェンジの入り口
に○○方面という表示がほしい。わかりに
くい。

公園整備は平成31年度で終わる予定です。
街の中に4.2haの大きな公園が出来ます。防
災公園として整備してきましたが今後は市
民の皆さんが木々の中を散策したりして憩
えるような公園にしていきたいと考えてい
ます。

○ 1206 都市政策部　 公園・地籍課

24 3 901 産業

働く場所の創出について
若い人が地元で働く仕事場が少ないと思
う。
学校を出て地元で就職できるようにしてほ
しい。

市では商工関係者と連携して働く環境整備
をしているところですが若い人達は時代の
流れでIT関係の事務的な仕事を求めており
市内の企業が求めていることとは少し異
なっていると感じています。市内には6千程
度の企業がありますが上手くマッチングで
きていない状況です。各人の能力が活かさ
れるよう働きやすい環境を創っていきたい
と思っています。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

24 4 201 まちづくり

越後島地区の状況について
越後島地区は高齢者世帯ばかりで若い世帯
が少ない。また小学校まで遠くて通学する
のに大変だという。いろいろな面で遅れて
いるように感じている。

越後島地区は以前に区画整理による整備を
計画しましたが出来ませんでした。そのた
め道路などが昔のままで残ってしまってい
ます。しかし新東名が開通して現東名とつ
ながり企業立地に適した重要な地域となり
ました。そこで地元ではまちづくりの勉強
会を始めたところです。市としても今後ど
のような形で創っていくのが良いのか地元
の皆さんと話し合っていきたいと思いま
す。

○ 201 総合政策部 政策企画課

24 5 901 産業

集客のノウハウについて
賑わい交流の拠点として掛川で2020年の夏
にルート473というレストランや遊び場を創
る計画がある。焼津の特産物なども置きた
いと思っている。市長が考えている集客の
ノウハウを教えてほしい。

ターゲットを定めた戦略がとても大切だと
考えています。ターゲットを明確にした取
り組みが一番だと思います。
焼津の産業は力があり食と味は一級品で
す。何でもありの中途半端はダメなので技
術を極め本物志向でやってみてはいかがで
しょうか。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

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）
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24 6 401 防災

津波避難について
ディスカバリーパーク周辺を散策して感じ
たことだが津波避難場所への案内が少ない
ように思った。地元でない人や遊びに来た
人などがいざという時に避難場所へ行ける
案内がもっとほしいと感じた。

基本的にいざという時に避難する場所はH28
年までに確保しました。旅行者や地区外の
人達が迅速に避難できるよう案内の強化を
図っていきたいと思っています。 ○ 401 防災部 防災計画課

住民以外を対象とした津波避難場所の
周知については、市ホームページやス
マートフォン用のYahoo!防災アプリに
て行っています。案内看板の設置につ
いても、検討していきます。

24 7 1101 道路・橋梁

道路の維持管理について
道路の街灯も少ないと感じるが白線が消え
かかっているところが多くあるので引き直
してほしい。特に国道150号の白線が消えて
いる。

市では幹線道路を中心に順次白線を引きな
おしています。
国道150号は県の管理となっていますので県
にしっかりと伝えます。 ○ 1102 建設部　 道路課

24 8 1703 文化財

花沢地区の整備について
ダイヤモンド構想でビジターセンターを整
備するとのことだがインスタ映えするとこ
ろに人は集まるので広くPRしてほしいと思
う。

県内で唯一の伝統的建造物群保存地区に指
定され多くの人達が訪れており「おもてな
しの場」としてビジターセンターを整備す
ることになりました。完成は来年の8月頃に
なる予定です。高草山周辺を公園化して散
策できるような環境を創っていきたいと
思っています。観光協会と連携してメディ
アを上手く活用し多くの人が訪れてくれる
よう特色あるPRをしていきます。

○ 1705 教育委員会事務局 文化財課

38


