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平成27年11月焼津市議会定例会 一般質問者及び質問要旨 
 
第２日（12月８日） 

１ 川島 要議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

１ 地域観光の活性化と自治体間の広域連携で外国人観光客の誘致を！ 

日本政府観光局は、本年１月～10月の訪日外国人数（推計値）が前年同月比で4.2 

％増の1,632万6,900人になったと発表した。これまでの最高であった2014年の年間 

実績を290万人余りも既に上回っている。観光庁では「年間1,900万人台半ばに達す 

る見通しであり、旅行の消費額も９月までに２兆5,967億円に上り、昨年を超えた」 

と説明。外国人観光客の急増により、京都、大阪などの商店街では、店員が英語や 

中国語で接客応対するのが、日常茶飯事になっています。 

10月４日には、大型客船「サファイアプリンセス号」で清水港に入港した中国人 

観光客は約2,000人。県内外３方面のツアーに繰り出したが、中でも日本平、三保の 

松原を巡る静岡ツアーに織り込まれた静岡市内の百貨店は、約450人の観光客に対応 

した。免税カウンターの増設、26人の中国語通訳アルバイトの配置などに加え、日 

本製品フェアの開催など品ぞろえも工夫。この日はブランド品でなく日本製品が売 

れた。 

また観光庁が11月４日に発表の、2015年８月の宿泊旅行統計調査によると、静岡 

県内の外国人延べ宿泊者数は17万１千人で、前年同月比で２倍の伸びを示した。 

外国人宿泊を国別に見ると、中国が80％と群を抜いて多く、２位の台湾（７％） 

以下を大きく引き離した結果となった。さらに野村総合研究所が11月21日発表の調 

査では、日本を訪れた外国人観光客の約80％が再び来日したいとの意向を示してお 

り、その際は大都市よりも地方都市の観光に最も関心を持っているということがわ 

かった。そして再来日の際に行きたい場所としては、北海道のほか、富士山などの 

中部地方を挙げた人が多く、さらに歴史のある地方都市に関心を持つ人が多いこと 

も分かった。 

こうした状況の中で、全国各地では外国人観光客誘致のために様々な取り組みが 

されています。来年３月に北海道新幹線開業を控えた、北海道道南と北東北全体で 

は観光誘客策を探るフォーラムが10月30，31の２日間にわたって開かれ、魅力のあ 

る観光地づくりを目指そうと活発に議論が交わされた。そして青函での広域連携の 

強化で、互いの足りないところを補完し合って、世界に通用する観光地づくりを進 

めていくことを確認し合っている。また興味深い取り組みとして、忍者ゆかりの里 

がある５つの県の連携での「忍者を活用した観光誘客推進事業」がある。日本には 

様々な忍者の歴史があり、それを代表する伊賀忍者の三重県、甲賀忍者の滋賀県、 

小田原⇒風魔忍者の神奈川県、上田⇒真田忍者の長野県、嬉野⇒葉隠れ忍者の佐賀 

県です。古民家のような忍者屋敷内には壁がひっくり返る「どんでん返し」や抜け 

道、隠し戸などの仕掛けがある。また手裏剣や刀といった忍具を使ってのパフォー 

マンスショーは、迫力満点で、平日は外国人観光客が大勢来場しているという。こ 

の「忍者を活用した観光誘客推進事業」は、先進的な地域活性化事業として「地方 

創生先行型」交付金を受け、５県合わせて4,756万円の交付を受けることになってお 
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り、先日はこの５県で「日本忍者協議会」を設立して、今後の連携の強化を図る体 

制を整えている。 

このように地域の特性を様々に活かす工夫に取り組んでいる例はいくつもありま 

す。 

焼津市は、「ふるさと納税」において本年４月～９月での寄付額が全国第７位に 

なるなど、市の知名度も焼津の特産品の認知度も十分である。このように多くの方 

々から支持され評価されたことを効果的につなげた観光の取り組みが求められてい 

ます。30年前「さかなの町・焼津」に、全国でも例の無い巨大な魚屋さんの施設が 

出来上がったという画期的な取り組みに魅力があり、多くの観光客に支持された。 

焼津には多くの観光資源があります。また、県内外の自治体との広域連携による観 

光誘客事業の推進、特に全国の主要な港町都市との連携で「港町観光誘客サミット」 

の開催など。 

発想の転換で、様々な取り組みが必要と考えますが、観光力の強化、観光客の誘 

致について、市としての構想やコンセプトを伺います 

 

２ 高齢者の生きがいづくりと介護ボランティア事業導入について 

世界最速で高齢化が進んでいる日本。近年は、高齢者になっても心身ともに健康 

な人が多く、 社会に貢献していきたいという 社会参加の意識を持つ方が増えてい 

る。高齢者の生きがいづくりに役立ち、さらに介護保険制度の支えにもなる「介護 

ボランティア事業」を導入する自治体が増えており、新しい試みとして注目を集め 

ている。この介護支援ボランティア事業とは、介護施設などでのボランティア活動 

に対し、ポイントを付与し、商品との交換や換金が出来る事業です。全国に先駆け 

て東京都稲城市が2007年にスタートした。実施予定を含めると、既にこの事業を導 

入した自治体は全国で268に上っている。このポイント制度は、高齢者の社会参加に 

つながるため、高齢者の孤立感を防ぎ、住民同士の交流の多い地域づくりが進むこ 

とができる。制度の利用者には、長年の会社勤めで地域と疎遠だった人もいるが、 

そういう方々からも「地域活動に参加するきっかけができた」と評価されている。 

近年は、高齢になっても心身ともに健康な人は多く、介護サービスを必要としな 

い人の中には、保険料負担の軽減を求める声は少なくない。こうした高齢者のニー 

ズを満たすためにも、ポイント制度の効果は大きいと思う。10月に行政視察で北九 

州市を訪問し、この介護ボランティア事業をお伺いした。 

事業対象者は65歳以上の高齢者で、ボランティア会員登録前に、市が指定する研 

修を２時間受講することが必要となっている。 

事業の対象となる活動内容については、施設の職員が本来行うべき身体介護等は 

対象外であり、 レクリエーションの補助や入所者の話相手、 掃除や衣類整理、散 

歩・館内移動・送迎時の補助などとなっていた。多くの自治体は、ポイント付与の 

対象を65歳以上の高齢者としている中で、神奈川県山北町は10月から小学生以上を 

対象とする事業を始めた。子供たちの情操教育に役立つとみられるほか、介護への 

関心を高め、将来的な介護の担い手育成につながるものと期待されている。 

高齢化の進展に伴う介護需要の増大は、わが国の重要課題である。 

高齢者の生きがいづくりと介護保険財政の健全化につながる「介護支援ボランテ 

ィア業」を是非とも導入すべきと考えますが、市長の考えを伺います 
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 ２ 池谷和正議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

  

１ 焼津市発注の杭施工について 

今年10月横浜市内の大型マンションが傾いているといった問題から始まった建物 

の基礎である杭打ちの不正問題は、全国へと飛び火し民間の建物だけでなくデータ 

改ざん物件は公共施設にもあった。 

そこで焼津市所有の公共施設は実際どうなのか質問いたします。 

ア 新聞などの報道後どのように対応しているか伺う 

イ 調査しているのであれば何件ぐらいあるのか伺う。また調査方法も合わせて伺 

    う 

ウ 今後の杭施工についての対応はどのように考えているのか伺う 

 

２ 誰もが安心して暮らせる焼津市になるために 

現在焼津市に於いて市民一人ひとりが安全に安心して生活が送れるよう様々な取 

り組みがなされておりますが、市民からの相談は日々寄せられています。 

今回はそうした相談の中から最近特に多くの声が寄せられた障害児者を抱える保 

護者の皆様からの相談をもとに質問をさせていただきます 

ア 障害児者を支える保護者の皆様から日々の生活や医療機関に対する相談などを 

受けていると思うが、市としてはどのような体制で相談を受け付けているのか伺 

います 

イ 医療機関との連携について現在の状況はどのようになっているのかを伺う 

 

 ３ 齋藤寛之議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

  

１ 防災情報の伝達と避難勧告について 

(1) 異常気象による災害に実態について 

関東地方を中心に降り続いた大雨の影響で、茨城県常総市で、鬼怒川の堤防が決 

壊し、住宅地等の川の東側の広い範囲に濁流が流れ込み 、住宅の約6,500棟が浸水 

し、又、多くの家屋も流された。 

浸水面積は約10キロの下流にまで、及んだとされ、大きな災害をもたらした事は 

未だ記憶に新しい。 

最近では、各地域で、短時間に降る雨の量が非常に多く、異常となっている。 

(2) 防災情報、伝達のアンケート（新聞社）から 

こうした豪雨を受け、静岡新聞社が県内35市町に、「大雨等の防災情報の伝達」 

について尋ねたアンケート調査で、約９割の市町の防災担当者が、避難勧告の判断 

に不安を感じている実態が明らかになっている。と報道されている。 

大雨で水害や、土砂災害等の危険が迫った時に発する避難勧告の判定に「不安が 

ある」と感じている自治体が31市町となっている。その理由（以下、複数回答）と 
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して、１５市町の担当者が「職員の習熟度不足」を挙げている。 

住民の避難行動につながらない（12市町）「 発令マニュアルの内容が不十分 」 

（11市町）等、回答が多岐にわたり「地区ごとに地形や特性が異なっている」『空 

振り覚悟』で発令するが、信頼性と住民の負担を考えると最後まで不安、又、「ゲ 

リラ豪雨などの急激に状況が進展する場合への対応」などと、具体的にのべる市町 

が少くなかったと、しており避難勧告等を、判断する際に、困難な点については24 

市町、（約７割）が発令のタイミングが重要である事が指摘されている。 

18市町が「気象防災情報の読み取り」「発令対象区域の絞り込み」と回答してい 

ると、した。 

過去の災害では、市町が勧告をだしても、住民の避難行動には、結び付かなかっ 

たケースが目立っているとされる。 

(3) 判断力の効果 

県は大雨等の災害に備えるため、国、気象台と連携して、雨量や河川水位、土砂 

災害警戒情報などを各市町に提供し、全市町を対象にした、研修会や、訓練も、毎 

年実施しているとし、市町に的確な、アドバイスを出来る様、磨いているとされ、 

各市町の担当者には、早めの判断を決断されたい旨を呼びかけている。 

(4) 気象予報士の防災支援 

土砂災害等の危険が迫った時に発する避難勧告や避難指示の不安を感じている自 

治体が多い事から、気象庁が、気象予報士を、地方の自治体に派遣して防災対応を 

支援するモデル事業を検討し、2016年度、予算概算要求に5,300万円を盛り込んだと 

言う、10月８日付の新聞で報道された。 

気象庁によると、モデル事業では、全国１１区の地方予報区毎に、１自治体ずつ 

選定し、民間に委託して、気象予報士を派遣し、常勤で、首長や防災担当者を直接 

支援するとしており、派遣期間は出水期の４ヵ月間で、モデル自治体は、各予報区 

の気象台と調整して決定されると言う。 

こうしたシステムが実施されれば、各々の自治体に於いては、豪雨の心配や土砂 

災害の危険が迫った時、避難勧告や避難指示の判断が的確にできるものと期待して 

いる。 

ここでお伺いします 

ア 今迄に当市で避難勧告や避難指示された事案は、いつどの様な時であったか 

イ その発令した時の住民の反応はどうであったか 

ウ 次年度から、気象予報士の支援が得られる事から、予報士の活用法をどの様に 

考えているか 

 

２ 児童の虐待防止について 

(1) 児童虐待の実態から 

厚生労働省は、全国の児童相談所が2014年度に対応した児童の虐待件数は８万８ 

千９百31件で、件数では前年度比20.5％と増加し、過去最多を更新された事が、厚 

生労働省のまとめで判明された。 

平成２年度に、児童虐待の集計を始めてから24年連続の増加で初めて８万件を突 

破したとしております。 

厚労省は一昨年、虐待報告があった子どもの兄弟も心理的虐待を受けた恐れがあ 
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るとして、 対応する様にしたことや、 子どもの前で配偶者や親族に暴力をふるう 

『面前DV』に関する警察からの通告増加が、要因であるとの、指摘がされている。 

全国207ヶ所の児童相談所が、相談や通告を受けて対応した事例を集計した都道府 

県別では、大阪が１万３千７百38件で最も多かったとされ、次いで神奈川が１万190 

件、東京が７千８百14件、そして、埼玉県の６千８百93件で、都市部周辺で、増加 

しているのが、判明されている。 

逆に、最も少なかったのは鳥取の82件、次いで島根の178件で、前年度からの増加 

率が高かったのは島根の1.84倍、熊本の1.56倍となっている。 

(2) 子どもを守るための親権停止制度 

虐待から、子どもを守るため、親権を最長２年停止できる『親権停止制度』に基 

づいて、児童相談所長が、家庭裁判所に親権停止を申し立てたケースは15自治体で 

23件あったとされ、うち17件が親権停止が認められている。申し立てたものの、却 

下された件数が１件、取下げたものが３件あったと言う。 

この親権制度が創設されたのは2012年（平成24年）４月以降、３年間の申し立て 

件数は73件となったと、されている。 

県内の状況は県のまとめによると、昨年度「親権停止制度」に基づいて、県内の 

児童の児童相談所長が、家庭裁判所に親権停止を申し立て、翌年の今年度に認めら 

れた事例が１件あったとされている。 

又、県内で同制度が活用されたのは、2012年（平成24年）の創設以来、初めてで 

あると言う。 

県内７ヶ所の児童相談所が2014年度 （平成26年度） に対応した児童虐待の件数 

は、前年度比23.5％増の2,132件で過去最多となっている。 

県、こども家庭課によると、親権停止を申し立てたのは出生時から、障害がある 

子どもの養育費を、両親が放棄した事例であるとされている。 

又、児童虐待の種類別では心理的虐待が799件と最も多く、同課は「面前DV」に関 

する警察からの通告が増えた事等が、心理的虐待の増加要因と分析している。 

相談経路別で、「警察等」は437件、と全体の20.5％を占め「近隣・知人」の 

22.7％に次いで割合が高かったと、見ている。 

折角さずかった、大切な子どもの命を、地域のみんなで見守ろうではありません 

か。 

ここでお伺いします。 

ア 当市の児童虐待の通告のあったケースは 

イ 通告を受けた場合、状況等について伺います 

ウ 児童の虐待を、地域で見守ってゆくための、対策を、どの様に考えているか 

 

３ 大井川マラソンコース利活用について 

大井川マラソンコース利活用について 

合併前、二市一町（島田・藤枝・大井川）にて、マラソンコース設置協議会が編 

成され県の支援を要請、平成９年３月、国交省（当時の建設省）災害時の国の物資 

緊急輸送道路として位置づけられ、完成されたと承知しています。 

コースの起点は、大井川の川口、太平橋の南側の地点から上流へ2.8キロ地点にメ 

イン会場の大井川陸上競技場が置かれている、同競技場から上流へ藤枝地内を経由 
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して終点迄17.9キロ。 

コースはウレタン舗装で仕上げされ、人に易しい構造となっている、大井川の河 

川敷で一般道との接点もなく、 選手はもちろん、 応援者も車輛に気使うこともな 

く、安心して競技が出来る。 

当市の駅伝競走大会は数年前からこの会場で行っているが、先般、11月１日に、 

同会場で、2015、さわやか全日本１輪車マラソン大会が開催され、全国から630人の 

選手が参加され、フル（42.195キロ）コースの部とハーフ（10キロ・５キロ）コー 

スの部門に分かれ未就学児から、小学生そして高齢者迄、幅広い年代の愛好者が参 

加され 一輪車大会では、国内最大の規模の大会として、毎年、大井川陸上競技場を 

メイン会場として行われており、選手はもちろん、応援者を含め、大勢の皆さんが 

参加されたと報道された。 

島田市にあっては10月にマラソン大会を始め、冬場には各々大学の陸上部の合宿 

地として、このコースを誘致して活用されている。 

ここで、お伺い致します。 

ア 施設の競技・大会等の誘致について、どの様な点を活かした誘致をされている 

    か 

イ 全国レベルの大会等にあっては、応援者等に市の特産物を紹介する絶好の機会 

と考えられる、そうしたことについて市の考え方はいかがかお伺いします 

 

４ 小栁津健二郎議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

  

１ 敬老事業について 

(1) 敬老事業の実施状況等について 

当市の敬老事業については、健康長寿を祝う会、長寿お祝い商品券の配布などが 

実施されているが、その他の取り組みも含め、実施状況はどうのようになっている 

か。また、今後、新たな事業は検討しているか 

(2) 100歳を迎えた方へのお祝いについて 

100歳を迎えた方には、記念品として、内閣総理大臣から銀杯、県知事からは伝統 

工芸品が贈られているが、今後、市として、市長から記念品などを贈ることは考え 

ていないか 

 

２ トンネル、橋の老朽化対策について 

(1) 当市の対応状況について 

平成26年７月１日から、道路法施行規則の一部改正等により、トンネル、橋の点 

検について、５年に１回の頻度を基本とすることが義務化され、国土交通省より定 

期点検要領が示されたが、当市ではどのような対応となっているか 

(2) 老朽化対策に係る予算や体制について 

この義務化にあたっては、あらかじめ国土交通省から地方公共団体に対して意見 

募集を行った際、点検の義務化や点検頻度、点検方法について、予算や人手不足な 

どの点から、戸惑いの声が寄せられたとのことであるが、当市における予算や体制 
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についてはどのような状況か 

 

３ ２級河川瀬戸川の整備事業について 

(1) 瀬戸川水系河川整備計画について 

平成14年３月に、概ね20年間の整備計画として「瀬戸川水系河川整備計画」が策 

定され、すでに10年以上が経過しているが、当市該当部分の進捗状況はどうなって 

いるか 

(2) 親水公園の整備について 

計画において、焼津市総合グラウンド地点は、スポーツ施設と一体となった親水 

公園と位置付けられており、 地元から要望も出され実現に向けて大きな期待がある。 

平成29年度の工事着手に向けて、今年度にワークショップの実施、来年度は実施 

設計が予定されているが、平成29年度以降の工事に必要な財源確保が継続的に可能 

かどうか伺う 

 

４ 旧焼津漁港魚市場跡地及び岸壁の利活用と整備について 

(1) ポートサイドパークの整備について 

旧焼津漁港魚市場跡地及び岸壁は、特定の時期にみなとまつりやオータムフェス 

トなどで利活用されているが、市民が常に憩い・集い・賑わうことができる常設の 

施設「ポートサイドパーク」として整備することを県に要望してはどうかと考える 

が、市としての考えを伺いたい 

(2) 焼津駅周辺の賑わいづくりとの繋がりについて 

焼津駅前や小石川周辺地区などとの相乗効果による賑わいづくりにも繋げられる 

と思われるがどうか 

(3) 「焼津漁港マスタープラン」における焼津内港の整備計画について 

「焼津漁港マスタープラン」において、焼津内港の整備計画はどのようになって 

いるか。  

 

５ 松島和久議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長・教育長 

 

１ 児童生徒の通学の安全対策について 

(1) 見守り隊の活動について 

第５次焼津市総合計画後期基本計画「豊かな心を育てる」政策に「生きる力を育 

む学校教育の充実」が重点施策として取り上げられている。 

知・徳・体にすぐれた児童生徒の育成を目的に５つの基本事業の５項目に「学び 

やすい環境づくりに取り組む」とある。 

そして、取組方針に「子ども見守り隊」などの安全安心な学校づくりへの協力な 

ど地域との連携を進めます。とあるが 

ア 現在市内小学校の見守り隊の活動実態はどうか 

イ 地域との連携を進めますとあるが、行政として見守り隊とどの様に連携してい 

るのか 
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(2) 通学路の安全確保に向けた取り組みについて 

焼津市の通学路の安全対策について 

平成24年全国で登下校中に児童が死傷する交通事故が相次いで発生したことか 

ら焼津市では、通学路の緊急合同点検が行われた。 

平成25年12月に文部科学省・国土交通省・警察庁の３省庁により、「通学路の 

交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進」に関する通知が発出され 

た事を受け、焼津市では、平成26年３月に県内では初めて、「焼津市通学路交通 

安全プログラム」を策定し、そのプログラムに基づき、関係機関との連携を図る 

為、「焼津市通学路対策推進会議」を設置した。 

３省庁の通知によると通学路の継続的な安全性向上のため、PDCAサイクルによ 

る取組方針を基本的な考えと定め、「対策の検討・対策の実施・効果の把握につ 

いては関係者間で連携・協議の上行う」とある。 

「焼津市通学路対策推進会議」では継続的な安全確保の為、各小学校からリス 

トアップされた通学路の点検必要箇所を平成26年７月に合同で点検を実施し、平 

成27年２月には合同点検箇所一覧表が、焼津市のホームページに公開された。 

(ｱ) 焼津市通学路対策推進会議では関係機関がどのように連携・協議がなされて 

きたのか 

(ｲ) 26年の点検箇所における対策実施状況はどうか 

(ｳ) 点検結果に基づき対策箇所と進捗状況が公表されることになっていて、ホー 

ムページで公表されているが、対策に関し、保護者や見守り隊ボランティアへ 

の指導をお願いする内容があるが、どの様に伝えているのか 

 

２ 焼津さかなセンターについて 

リニューアルの進捗状況について 

本年６月の私の一般質問に対する御答弁を頂きましたが、焼津さかなセンターの 

リニューアルの進捗状況を伺います。 

現在日本各地で海外からの観光客の増加で活況を呈している観光地の話や各自治 

体が積極的に観光プロモーションを行っていることを聞いております。 

また、先日建設経済常任委員会の行政視察で福岡県長崎県を訪問し地域経済活性 

化策の事例を視て刺激を受けてきました。焼津市においても早めの対策を打つ必要 

を感じております。 

そこで、焼津市の重要観光施設である、焼津さかなセンターの件であります。 

焼津さかなセンターの運営会社である、株式会社焼津水産振興センターの発行株 

式の２分の１を所有している焼津市として、リニューアルの方針の決定に関与して 

きたこと。 

リニューアルのコンセプトとスケジュールも平成32年オープンに向け連携してい 

く事を確認させていただき、本年度中にコンセプトが会社から明示される予定であ 

る事と伺いました。 

ア リニューアル基本構想及び基本計画の進捗状況を伺います 

イ 本年の入店客数の推移と来店客増員に向けた営業の強化策については、どのよ 

うな対策が取られていたのか、伺います 
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６ 秋山博子議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

  

１ 新庁舎建設地の「現在地エリア」選定に関する、透明性・防災・説明会について。 

市は、さる11月19日、新庁舎を現在地に建設するという基本構想案を発表しました 

が、３.11を経た今、市民の理解を得るにはハードルの高い構想ではないか。透明性、 

防災、市民への説明会について伺います。 

(1) 巨額な税金を投入する公共事業では特に、アクアス焼津の検証で得られたように、 

透明性が求められる。 

今回の建設地選定にいたるプロセスの透明性はどのように確保されていたか 

(2) レベル１の地震に対し「居住区への浸水がゼロになる」という防災対策は、今後 

何をどのように進め、それはいつ実現するのか 

(3) 福島県いわき市では３.11の際、地盤の違いによって、耐震機能にすぐれている新 

庁舎が使えなくなり、反対に旧庁舎が防災本部として機能していた。 

現在地の液状化の不安に対してはどのように考えるのか 

(4) 市民への説明会はどのようにすすめていくのか 

(5) 建設にあたり「公民連携」の手法も研究していくとのことだが具体的にどのよう 

に考えているのか 

 

２ 健康寿命をのばすための「C型肝炎の新しい治療法」と「公園のあり方」について。 

日本一の健康寿命を誇る静岡県ではあるが、平均寿命との差は ８年から 10年もあ 

り、健康寿命をなるべく平均寿命に近づけることは、社会的コストの軽減からも重要 

である。健康寿命の秘訣は 「運動」「栄養」「社会参加」 の三要素と言われる。今 

後、市はどのように取り組んでいくのか伺います。 

(1) 市では「健康増進計画、みんなでめざそう健康長寿〜」を策定し、平成29年まで 

の目標値を決めて、事業をすすめている。 

市として、市民の健康寿命をどのように把握しているか 

(2) 健康寿命をのばすためにどのような施策を実施してきたか 

(3) その効果はどうであったと評価しているか 

(4) C型肝炎の新しい治療法が確立され自己負担月額最大２万円で治療を受けられるよ 

うになったが、その告知や、ウイルス感染検査および治療をどのようにすすめてい 

くのか 

(5) 「運動」の機会を増やすために、公園に高齢者が気軽に使える健康遊具を設置す 

ることはできないか。 

全市配置がむずかしければ、モデル地区を選定したり、また、ネーミングライツ 

を生かした設置など、これからの公園のあり方として可能性を広げることにもつな 

がると思われるがどうか 
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７ 岡田光正議員（質問方式 一問一答） 

  答弁を求める者 市長・教育長 

 

１ 焼津に海洋（水産）大学の誘致を 

基幹産業の水産業振興のための人材育成と、若い世代の人口流入および定住につ 

いて 

ア 現在の経済規模を維持、成長させていくためには、これまで以上に地域産業の 

発展に寄与するとともに、新産業の創出にも積極的に参画し、今後の産業社会の 

担い手として貢献できる人材を育成する必要があると思われるがいかがか 

何か施策として考えているのでしょうか 

イ 焼津市の基幹産業が漁業・水産業であるならば、歴史ある焼津水産高等学校の 

専門教育で終わりではなく、大学、専門学校等の外部機関との接続・連携を一層 

推進していくことが求められていると思われる。将来、リーダーとして牽引的な 

役割を担う人材を育成する観点から、大学等への進学指導が推進されているが地 

元の高校生の進学状況はどのようになっているのか把握されているか 

ウ 水産系、または海洋系の大学の学部を研究機関とともに誘致し人材の育成とと 

もに全国からの人口流入と定住を促進することが考えられないか。（県立海洋大 

設立なども考えられないか） 

 

２ 焼津市内の文化財について 

(1) 有形文化財指定について 

ア 現在市内に市・県・国の指定(選定)有形文化財は49件を有している、市ではそ 

れぞれにどのような対応をしているのか 

イ 保存や管理にそれぞれの問題が生じていると思うが現状で特に問題となってい 

る点は何かあるのか 

ウ 単に古いものというだけでなく歴史的にも価値があるものを保存するためには 

それぞれの立場で努力が必要だと思うが保存のための費用等の負担を市ではどう 

考えているか。今後どうしていくのか 

エ 新たに有形文化財として指定の要望、予定はあるか 

(2) 無形民俗文化財指定について 

ア 無形民俗文化財へ市としてどのように補助などの対応をしているのか 

イ 各地の伝統行事などの継続にあたっては何らかの形で伝承文化の無形民俗文化 

財指定が有効と思われるがいかがなものか 

ウ たとえば焼津神社の神輿渡御のお笛、子ども行列吉永八幡宮の大名行列、上小 

杉の神相撲や和田地区大井川地区の「トーロン」などが考えられるが無形民俗文 

化財の指定ができないか 

(3) 史跡、記念物の指定について 

ア 史跡、記念物（天然記念物等）の保存についてどのように考えているのか 

イ 焼津の歴史、 街並み等々を観察していくとまだまだ史跡、 記念物などに指定 

し、 観光の目玉になれそうなもの （たとえば花沢城址、石脇城址、旗かけ石な 

ど）があると思われるがいかがか 
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(4) まちづくりと文化財について 

市の景観、また街並み、観光ルートなどを考えた場合文化財の活用が重要な要 

素を占めてくると思うがいかがか。文化財を街づくりにまた観光におおいに活用 

ができるよう指定をお願いしたい 

 

３ 文化財と食を利用した観光促進について 

(1) 観光素材の発見と掘り起しについて 

ア 焼津市は、さかなのまち、港町のイメージで知られているが、「さかなセンタ 

ー」という大規模集客施設以外には、それをアピールする観光スポットがほとん 

どない状況であるといわれている。 

長屋門のまち並み景観が特徴の「花沢の里」や高草山、「浜通り」、焼津漁港 

の内港と新港、まちのなかの水産加工品工場、天然温泉、富士山の景観を楽しめ 

る海岸、まちなかの有形文化財（お寺、神社等）など、観光スポットとなりうる 

素材が多数あると思うがいかがか 

イ 焼津ならではの魅力ある観光資源の整備について 

市内各所に点在しているこれらのスポットの観光的素材を掘り起こし、新たな 

素材となりうるものを再発見し集約していくことが、課題となっていると思われ 

るがいかがか 

(2) 観光マップに食事場所の案内をセットした観光ルートづくりについて 

ア 資源を活かした観光商品の提案重点戦略として観光マップに食事場所をセット 

した推薦観光ルートを作成してはいかがか 

イ 情報発信の強化（誘客活動の強化）の為に広報活動の強化、効果的な情報発信 

の確立の必要性を感じているがいかがか  

ウ 市内の食事処は数あるものの、駅前には残念ながらない、空き店舗等を使って 

の食堂誘致も考えられるものの、駅舎そのものから再開発し食堂街を作るなど大 

胆なことを行わなければ焼津駅に観光客は来ないと思うがいかがか 

エ さらに富士山静岡空港を活用した誘客の促進をはかり富士山静岡空港を活用し 

た地域の活性化海外プロモーション・海外交流の推進重点戦略を打ち出しながら 

観光ルートを作っていきたいと思うがいかがか 

 

８ 青島悦世議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

  

１ 新庁舎建設・新病院の建設地公表について 

(1) 立地場所について 

ア 市民アンケートの結果、津波対策が重要という方が非常に多かった。また、市 

議会有志のメンバーがとったアンケートでも同様です。にもかかわらず、地震津 

波災害リスクが最も高い場所に新庁舎を建設するという。 

今回の決定は、市民の気持ちに応えていると思いますか 

イ 今回採用された評価点方式を否定するつもりはありません。しかし、命は最優 

先課題です。 
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評価項目のうち、災害対応の評価点が悪い場所は、そもそも選択肢から除外す 

るべきなのではないですか 

ウ 住民の命を守るのは行政の最も重要な仕事です。今回の決定は命とりになりか 

ねないものです。仮に今回の場所が災害にあって、災害の司令塔機能が発揮でき 

ず、大きな被害が出てしまった場合は誰が責任をとるのですか？中野市長ですか 

エ 市長は、静岡県の「津波対策アクションプログラム」の事業が完成すれば、現 

庁舎の場所は津波浸水地域ではなくなると言っています。しかし、これらの津波 

対策事業が終了するのは平成３４年度末とされています。災害は待ってくれませ 

ん。 

一刻も早く庁舎建設が可能な場所を選択すべきではないですか 

オ 市長は、新庁舎建設の理由として中心市街地活性化をあげています。新庁舎が 

建設されると、中心市街地は活性化されるのですか？ 

活性化されるとしたらその理由を具体的に教えてください 

カ 全国的には、民間資金を活用する庁舎建設がさかんです。民間資金を活用する 

場合（PFI）、今の場所で、民間資金が入ってくると思いますか 

(2) これまでの経緯と今後の説明責任 

ア 今回の決定に当たって、市民の声を十分に聞いたのですか 

イ 有識者検討会の報告書でも、現庁舎の場所は災害リスクが高いと指摘されてい 

ます。有識者の指摘に耳を傾けたのですか 

ウ 市長は、今後、市内３箇所で説明会を行うといいます。たった３箇所で市民の 

声に耳を傾けることになるのですか？ 

市長が行っている自治会ごとの集会と同じくらい説明会を行うべきではないで 

すか 

エ 市民の声を聞いて、再度、庁舎の場所を検討することはありうるのですか 

(3) その他 

ア 大井川庁舎とアトレ庁舎の機能を新庁舎に集約すると聞いています。 

それでは、大井川地域の行政サービスが低下するのではないですか 

イ 突如提案された新たなゾーニングの中で、現庁舎の場所を行政地域と定めてい 

ます。 

しかし、行政サービスは焼津市民すべてが身近に必要としているもので、一つ 

の地域に集約してしまうのは間違いだと思いませんか 

ウ 市内の三つのゾーン（行政・医療・健康）を基点として、市域全体の発展を目 

指す構想で、今後説明していくと全員協議会の席上発表がありました。医療ゾー 

ンについて伺います。総合病院の建て替えも予定されています。 

その建て替え地は、新庁舎が現在エリアを選択された事により病院の建て替え 

地も現在地と決まった、と解釈すればよいのですか 

エ 「焼津市は18日までに、新庁舎の建設地を沿岸部の現在地 とする方針を固め 

た」静岡新聞の記事です。この内容は、全員協議会で市長が議員に説明した後、 

発表されることだと強く聞いていました。議会軽視ということもありますが、む 

しろどのような経路で先んじて内容が漏れたのか。そのことの方が重大だと思い 

ます。 

全協の時、市長は調査すると言いました。結果を報告願います  
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 ９ 石田江利子議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

  

１ 訪れてみたい焼津を目指して 

(1) 観光資源への取組について 

当市では今後５年間のまちづくりの方向性を示す「焼津未来創生総合戦略」を策 

定しました。焼津は海の恵みの他に歴史や伝統的なスポットが数多くあり、年間約 

４００万人、一日あたり１万人程がこの焼津市を訪れています。総合戦略ではこの 

スポットを生かし、当市を訪れる観光客を増やし、観光産業や商業活性化を図ると 

あります。 

ア 今後の観光への取組をお聞かせください。 

イ ウォーキング、サイクリング等で観光スポットを巡るお勧めのコースがありま 

すが、情報発信はどのように行っていますでしょうか 

(2) 焼津の魅力発信について 

ア 先日、浜松で行われたゆるキャラグランプリ全国大会で 88位となったやいちゃ 

んは、市民の皆様にも親しまれ、人気があり認知度も高いと思います。多くの方 

が会場でやいちゃんを目にしたと思いますが、やいちゃんを焼津のＰＲ媒体とし 

て今後考えている事などありましたら教えて下さい 

イ また焼津ＣＩＴＹチャンネルを多くの方に見て頂く為の対策などありましたら 

教えて下さい 

 

２ 子宮頸がんワクチンについて 

ワクチン接種後の副作用について 

子宮頸がんワクチンの接種は２０１０年からの国の助成で広がり、１３年４月の 

予防接種法の改正に伴い「定期接種化」され小学校６年生から高校１年生の女子約 

388万人が接種を受けました。 

しかし２ヶ月後の６月には被害の報告が相次ぎ、その後、積極的な推奨を控えてい 

ます。  

当市では、県内でも早い対応で健康被害の有無を訪ねる追跡調査を行っています。 

追跡調査結果について伺います。 

ア 回答率はどのくらいでしたでしょうか 

イ 接種した方の中で、副作用を感じているとの回答はありましたでしょうか 

ウ 副作用を感じると回答された方への対応はいかがでしょう 

エ 調査結果を受けて今後、焼津市の対応はどのように考えていますでしょうか 

 

 

 

 

 

 

 

 


