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平成 28年２月焼津市議会定例会 一般質問者及び質問要旨 
 
第３日（３月８日） 

３ 齋藤寛之議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長、教育長 

 

１ 全国体力テスト（小５・中２）の結果と今後の取り組みについて 

スポーツ庁は、全国の小学校５年生と中学校２年生を対象に、昨年４月から、７月 

にかけて、実施した、2015年度、全国体力テストの結果を９種目別、そして男女別に 

公表した。 

その結果、本県公立の小学５年生男子のソフトボール投げは、都道府県別で２年連 

続して全国最下位であった。 

一方、中学２年生女子は、９種目中７種目で全国10位以内の好成績であった。 

全種目の総合点では、小学生と中学生の男女共、全国平均を上回った。 

種目別の本県小学５年生男子、ソフトボール投げは全国平均を1.08メートル下回る 

21.43メートルの結果となり、 全国でも低下傾向であるものの、小学５年生の男子 

の、ソフトボール投げをはじめ６種目で調査を開始した平成20年度以降、本県最低を 

更新し、低調であることが判明されている。 

この体力テストと同時に実施された、運動習慣調査では放課後や、休日に投げる運 

動をすると答えた、本県の小学５年生の男子は47.2％と全国平均を4.6ポイントも下 

回っている。 

県教委は、各々の小学校で児童の講習会や、教員の研修会を継続し児童の体力向上 

を図って行くとされている。 

特に中学２年生の男子ハンドボール投げは、調査が開始されて以来、全国平均を上 

回っており、多くの生徒が、専門知識のある教員から、体の使い方を学ぶ機会を習得 

されていると、評価され 、中学校での運動部の加入率が高い効果があるとされてい 

る。 

小学５年男子は握力と柔軟性を測る腹筋は全国平均を下回った。そして小学５年生 

の女子も握力と腹筋が全国平均以下であった。 

又、中学２年生の男子の握力と20メートル、シャトルランも、全国平均以下、女子 

は全種目で、全国平均を上回り、反復横跳びは全国３位、立ち幅跳びは４位と好結果 

であった。 

全国の傾向では、女子は小中学生とも実技８種目の合計点の平均値が平成20年の調 

査開始以来過去最高であったことが示された。 

スポーツ庁は、合計平均値が高い学校は授業以外の体力向上の取り組み実施が高い 

とされている。 

これからの体力向上には、自治体毎の児童の講習会や教員の研修会を継続すると共 

に、専門知識のある教員の養成にも力を注ぎたいとされている。 

ここで質問させていただきます。 

(1) 当焼津市の全国体力テストの結果について、どの様な内容であったかお伺いしま 

   す 
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(2) 市内、小・中校で静岡県の平均値を下回る種目は、どうであったか 

(3) 特に平均値を下回る種目について、今後教員の現場での指導をどの様に進めてゆ 

くのか 

 

２ ラウンドアバウトの取組みについて 

一昨年の９月より、改正道路交通法で、交通ルールが定められて以降、環状交差点 

の導入が認められてから１年半が経過、県内でも三地区（焼津市・浜松市・菊川市） 

で導入されております。 

昨年12月３日の警察庁の発表では、全国の15都府県49ヶ所で導入をみております。  

また、環状交差点内での死亡・重傷事故の発生が一件もなかったと公表され軽傷者 

の事故５件にとどまったとされており、環状交差点導入後事故は減少傾向にあり、今後 

は道路管理者と連携して適切な場所の設置を推進したい旨の警察庁担当者記事が掲載 

されておりました。 

県はこうした状況を受け、県が管理する道路にも、初めて導入する計画を検討委員 

会で示され、2016年度、本格的に導入を目指し早期に試験導入を開始する方針が示さ 

れ、交差点の安全性向上に、つなげるとして、増設して行くことが報じられておりま 

す。 

この環状交差点は、車輛の通行区域がドーナツ型の環状になっており、信号機も無 

く時計回りの一方通行、交差点に進入する車輛より、交差点内の環状路を走る車輛が 

優先され、渋滞も少なく重大事故の発生も抑制され、停電時の混乱も起きにくいとさ 

れ、当市ありましては、東益津、関方交差点に設置されておりメリットは、大きいと 

されております。 

(1) 昨年度、当市の関方にも整備された、「山の手環状交差点」における、整備後の 

状況についてお伺いします 

(2) 市長が、施政方針で揚げた、ラウンドアバウトの調査費を計上し早期の実現を目 

指していくとありましたが、いつどの地域へ設置を考えているのかお伺いします 

 

３ 防犯カメラの設置と指針について 

現在街の商店の中心市街地は、もちろんのこと至るところで防犯カメラが設置され、  

街頭防犯カメラは、県内だけでも2014年度末（県警調査によると）1063台が設置され 

ている。 

一般家庭でも設置が進み総数は関係業界も把握出来ない程であるのでは、運用次第 

では不特定多数の人のプライバシーや肖像権を侵害しかねない。 

現状では規制するための法律は無い、一方で社会の安全性は広く認知されている。 

急速に普及する中多くの自治体が指針づくりを進め潜在するリスクへの啓発に取り 

組んでほしいとする、地域の自治会からの声もあるという。 

道路や公園、駐車場等公共空間街頭防犯カメラの設置・運用について静岡市がプラ 

イバシー保護を揚げて指針作りに着手されたと報道された。 

静岡県が2004年度、全国に先駆けて策定した店舗や、鉄道駅等の施設内カメラを対 

象にした指針に対し、静岡市がこれを補完する原案を2016年度実施に向け市民意書（ 

パブリックコメント）に付している。 

又、静岡市が指針策定に先立って実施した、市民調査によると、９割以上が街頭防 
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犯カメラは、犯罪の未然防止に有効と考えていると回答、７割が一層の整備を望んで 

いる。今回の策定も犯罪検挙での実績を踏まえ、多くの住民からの要望が相次いだ背 

景にあったとしている。 

又、３割の人が、街頭のカメラ撮影・記録されていることに、不快を感ずると回答 

されている。防犯カメラは犯罪防止目的であるものの、機能は監視カメラであると言 

う点も再認識しておきたい。 

機能が進化し、増設を続ける防犯カメラに対し、日本弁護士連合会は個人の権利保 

護の観点から、リスクは見逃せないとされ、カメラ設置基準や機能の制限、第三者機 

関による監督などを盛り込んだ法的規制を求める意見書を2012年国に提出されている 

事が昨年暮、静岡新聞で報道されている。 

更に県では、防犯カメラを設置し、犯罪防止と、プライバシー保護の調和を図るた 

め、全国に先がけ、防犯カメラの適正な運用に配慮すべき事項を定めたガイドライン 

を作成されております。 

ここでお伺いします。 

(1) 現在当市で設置してある防犯カメラの台数は 

(2) プライバシー保護を揚げた指針（ガイドライン）の策定はいかがか 

(3) 当市は、防犯カメラの運用について、どの様な対策を考えているか 

 

４ 川島 要議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長、教育長、選挙管理委員会事務局長 

 

１ 安心で安全なまちづくり対策について 

(1) 感震ブレーカーの設置について 

平成７年１月17日に発生した「阪神・淡路大震災」から昨年はちょうど20年と 

いう節目でありましたので、多くのテレビ番組で、当時の模様が映し出されてい 

ました。本年は、東日本大震災からまもなく５年を迎えますが、多くの犠牲者を 

出したこれらの大震災からの教訓を風化させてはならないと思います。阪神・淡 

路大震災は人口密集地での直下型地震であり、家屋の倒壊や家具の下敷きによる 

犠牲者が多数発生しました。また大震災時の火災は、電気に起因する割合が多い 

と指摘されています。地震による停電が復旧した後、屋内外の断線箇所や使用中 

だった電気製品がもとで火災が発生する、いわゆる「通電火災」も注目されまし 

た。 

本市では現在、建物の耐震相談とともに、専門家による耐震診断の推進、耐震 

補強あるいはブロック塀等の撤去、生け垣の補助への費用補助、家具の固定は３ 

か所まで大工さんが無料で作業をしてくれます。しかし、火災に対する対策は遅 

れており、迅速な対策が求められます。 

感震ブレーカーとは地震の揺れを感知し自動的に電気を遮断する装置です。大 

規模地震時の火災防止策として注目されていますが、普及率は低い現状です。国 

は2014年９月に、内閣府、総務省消防庁、経済産業省を共同事務局とする「大規 

模地震時の電気火災の抑制に関する検討会」を設置し、感震ブレーカーの「分電 

盤」 タイプ、「コンセント」 タイプ、「簡易」タイプの３種類の主要製品を使 
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い、電気火災が起きやすい「震度５強」の揺れでの性能を調べる実験を行い、そ 

の結果をふまえて昨年２月に、感震性能の試験方法を示した「性能評価ガイドラ 

イン」を策定しました。これにより製造メーカーは、製品の信頼性を消費者にPR 

しやすい環境となりました。検討会の座長を務めた東京理科大学大学院の関澤教 

授は、「大規模地震の揺れによる電気火災を防ぐ対策としては、「簡易」タイプ 

も含む感震ブレーカーは、費用負担も比較的小さく、設置しやすいこともあり、 

即効性が期待できる。」と述べています。過去の大震災における火災原因の６割 

以上が電気関係からの出火と言われ、火災を防ぐことが出来れば死者を約４割減 

らすことが出来るとも言われています。本市においても、震災時の通電火災の発 

生を防止するために、感震ブレーカーの設置を進めるとともに、感震ブレーカー 

の設置費用については、タイプ別に市が一定の割合の費用補助をしていただくよ 

うに提案いたしますが、市の考えを伺います。 

(2) 市内の中学校の部活動に「防災部」設置について 

甚大な被害をもたらした東日本大震災から来る11日で５年が経過いたします。 

「あの日」の教訓を忘れないようにと、日頃から防災訓練に取り組んでいます 

が、社会は少子高齢化が進んでおり、将来の地域の柱となって成長してほしい子 

供たちに、地域防災の意識や活動をいかにつなげていくかが重要な課題でありま 

す。 

東京都荒川区では、昨年４月より区立中学校(全10校)の部活動に「防災部」を 

設置し将来の地域防災の担い手となる若者の育成に取り組んでいます。中学校の 

防災部には現在、10校の生徒合わせて約 300人が入部。消防署や消防団の協力の 

もと、月に１，２回程度、火災現場で消火に使用する軽可搬ポンプ（Ｄ級ポ ン 

プ）の操作や救命訓練などを行っています。また、夏休み中の８月に防災部の生 

徒から、代表20人が岩手県釜石市の被災地を訪問・視察し、市立釜石東中学校と 

交流する体験学習会を開催したり、地域の防災訓練への参加などが予定されてい 

ます。さらに、防災の正しい知識を身に付けるため、「ジュニア防災検定」の受 

験も勧めていく計画です。また昨年の中学校の運動会では、消火活動に見立てた 

「防災リレー」をP T Aと一緒に行うなど、学校独自で工夫を凝らした活動も広が 

りを見せています。このような活動を通して、生徒さんたち自身が「自分たちの 

まちは、自分たちで守る」という郷土愛を持ち、防災意識の向上が地域全体に広 

がっていくことを期待され、取り組まれています。この先進事例は、本市にも共 

通する課題への取り組みに参考になる事例であると考えます。また、東日本大震 

災での「釜石の奇跡」の教訓はよく知られているところですが、学校生活の中で 

若い世代の方たちが、防災に対して共通の認識を持ち、協力しあっていくことが 

出来れば地域の大きな力になると思います。ぜひ本市においても、中学校に「防 

災部」設置を要望したいと思いますが、市の考えを伺います 

(3) 迷惑電話チェッカー導入について 

高齢者の安心安全な生活を守る対策として、迷惑電話チェッカー（いわゆる不 

審電話自動着信拒否装置）の早期導入について、昨年の９月本会議の一般質問で 

要望をいたしまして、市長から「不審電話自動着信拒否装置は非常に有効な手段 

だというふうに思う。市としてもこの導入について前向きに検討していきたい」 

とのご答弁をいただきました。 
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そして新年度の「当初予算(案)の概要」では、消費者保護事業の中で「迷惑電 

話チェッカーの設置」を推進する事業を盛り込んでいただきました。 

そこで以下の内容についてお聞きします 

(ｱ) 事業形態の概要 

(ｲ) 事業全体の予算計画 

(ｳ) 事業の実施時期は 

(ｴ) 当初見込の設置台数は 

(ｵ) 事業告知および啓蒙方法 

「振り込め詐欺」および「特殊詐欺」の手口は、年々日々、巧妙化していま 

す。 

１日も早い設置開始を要望いたします 

 

２ 市のオリジナル婚姻届・出生届について 

焼津市の婚姻届け出数の現状を見ると、特に2010年からここ数年は減少傾向が続 

いています。こうした中で焼津市は、昨年から「出会い・結婚サポート事業」をス 

タート。第一回目はファッション・デザイナーの桂由美さんを講師に、第二回目は 

華道家の仮屋崎省吾氏を講師にセミナーを開催。セミナー後に行われた出会いイベ 

ントでは、これまで18組のカップルが誕生いたしました。この18組の１日も早いゴ 

ールインを期待したいものです。結婚という新たな門出を迎える方たちは、二人が 

家族になるための初めての共同作業が婚姻届の記入です。最近では、婚姻届からこ 

だわりたいという意識が強くなっているようで、インターネット上ではデザイン婚 

姻届の通販サイトも存在しています。新しく夫婦になる方の門出をお祝いし、市に 

愛着を持ってもらう取り組みとして、焼津市のオリジナル婚姻届の作成を提案いた 

します。また、婚姻届を提出する手続きに来られた際、その場で記念撮影が出来る 

ような大型の専用パネルを製作することも合わせて提案させていただきます。さら 

に、結婚と切り離せないのが、新たな生命の誕生を届ける出生届。これも婚姻届と 

同様に、焼津市のオリジナル出生届の作成を提案いたします。なお、可能であれば 

「やいづウィーク」の８．12までに完成出来れば、良いお披露目もできます。この 

ご当地オリジナル婚姻届、出生届の作成を要望いたしますが、市の考えを伺います 

 

３ 投票率向上へ投票環境の整備強化について 

本市は、昨年２月の焼津市議会議員選挙で49.87％と過去最低の投票率を、続い 

て４月の静岡県議会議員選挙でも42.18％と県内市町で最も低い投票率を記録して 

しまいました。こうした状況の中で昨年６月に70年ぶりに公職選挙法が改正され、 

選挙権年齢が18歳以上に引き下げられ、本年夏の参議院議員選挙から実施されるこ 

とになりました。 

本市においては、投票率向上への対策として、大型商業施設イオン焼津店内に期 

日前投票所の設置をするという県内初の取り組みを決定していただき、投票環境の 

改善に一歩前進が出来たのではないかと感じますが、新有権者が高校生も含めた若 

者層であるということを考えると、選挙への投票行為に対する意識は、まだまだ計 

り知れない状況であるといえます。 

政府も大きな危惧をしているようで、さらなる公職選挙法改正案を２月12日に閣 
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議決定しました。それによると、選挙の投票日当日の指定投票所の他に自治体の判 

断において、 駅や大学のキャンパスさらにショッピングセンター等に「 共通投票 

所」が設置出来ることになります。また、投票時間の拡大や投票所に同行できる子 

どもの対象年齢等も改正になります。そして、自治体に委託する費用を定めた国会 

議員選挙執行経費基準法の改正案も決定されています。 

政府としてもこの改正案を、夏の参議院議員選挙から適用したいとしており、本 

市としても国の動きと歩調を合わせ、選挙投票日の「共通投票所」の設置を検討 

し、投票率向上に向けて対策強化をするべきと考えますが、市の考えを伺います 

 

 ５ 杉田源太郎議員（質問方式 一問一答） 

  答弁を求めるもの 市長、教育長 

 

１ 大井川地区都市計画税は凍結を 

大井川地区都市計画税は凍結を 

ア 都市計画事業による市街化区域の利用価値について 

昨年９月議会で焼津市の都市計画事業と大井川地区市街化区域の土地の利用価 

値について質問した。 

市長答弁は「市街化区域の土地の利用価値は焼津地区の事業か、大井川地区の 

事業かという考え方ではない。焼津市としての都市計画事業が行われることによ 

ってさらに市街化区域の利用価値を高めていく」でした。 

市長は質問に答えていません。現在行われている都市計画事業で大井川地区の 

どこの市街化区域の利用価値がどのように高められたか、具体的に示してくださ 

い。 

イ 大井川地域の都市計画事業について 

市長答弁は「旧大井川町では昭和51年当時から市街化区域に指定して、都市計 

画税はなく住宅、商業、工業系の用途地域に沿ってほぼ都市的の土地利用が79.2 

％進んでいる。そしてさらにそれを高める。」 

合併前すでに100％近い都市的土地利用が合併前に都市計画税賦課なしで済ん 

でいる。 

(ｱ) 「都市計画道路志太東幹線の整備が引き続いて行われている」 

行われることによって土地の利用価値が上がるのはどこの地域ですか。具体 

的に示してください。 

(ｲ) 「大井川町もこれから都市計画事業等々を見据えた中で、同じにやっていこ 

うと両市町が合意をして、このような形に合併に至った･･･」 

「焼津市が都市計画事業をやるということよりも、まずは地震・津波対策を喫 

緊にやって民生を安定したいという当時の焼津市の思いがあって･ ･ ･と聞いて 

おります」 

見据えるだけで都市計画税だけは同じに賦課していこう、合併前の焼津市議 

会で「５年間賦課凍結」だけが条例として決められ合併協議会での「新たな事 

業計画が示されること」は無視されました。またそのことを「このような形で 

合併に至った、また当時の焼津市の思いがあって･ ･ ･と聞いております」と他 
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人事のように言うのは止めてください。 

合併後まだ示されていない大井川地区市街化区域への新たな都市計画事業は 

いつ示されるのですか 

(ｳ) 平成24年２月には５自治会長連名による「都市計画税賦課に伴う要望書」に 

よる事業によって市は５自治会地区住民に都市計画税は了承されたと解釈して 

いますか 

ウ 都市計画税賦課除外について 

「地方税法では市街化区域には都市計画税を賦課する法の解釈として除外す 

ることができるとしたらどのような問題が発生するか」質問しましたが「除外 

できない」と県からの回答を示しました。「仮定の質問には答えられない」と 

のことですか。「できたとすればどのような問題、市への損害があるか」を質 

問しました。回答になっていませんので回答ください。 

 

２ 市立図書館のあり方、進むべき方向 

図書館の運営と活動について 

焼津：昭和60年６月大井川：平成４年11月に開設され20数年の年数が経過してい 

ます。今全国で図書館を取り巻く厳しい状況のなか、そのあり方、進むべき方向が 

問われています。 

昨年６月議会で学校図書館関連の質問をしました。そのむすびで①図書は利用す 

るためのものである ②いずれの人にもすべて、その人の図書を ③いずれの図書 

にもすべて、その読者を ④図書館利用者の時間を節約せよ ⑤図書館は成長する 

有機体である。と「図書館の五法則」（インドの図書館学者ランガナタン）を紹介 

しました。 

職員のみなさんは市立図書館のあり方、進むべき方向について日々努力されてい 

ると思います。 

総務文教委員会では１月沖縄県那覇市市立図書館を視察してきました。那覇市は 

約40ｋ㎡に32万人、焼津市の半分強の面積に倍以上の人口です。 

ここに床面積500㎡～1000㎡ の図書館が７つ、合計5000㎡近く（焼津：２館で 

2900㎡）で返却ポスト７ヵ所、お届け・回収サービス、学校図書館との連携（ネッ 

トでのつながり、貸し出し返却サービス）、全てが公民館と併設、さらに３館新設 

が予定されているとのことでした。 

職員は53人（うち司書29人）で、一人当たりの資料費、蔵書数、受け入れ図書、 

貸し出し数等全国市立図書館のサービス指数は焼津市と比べても高いわけではあり 

ません。しかしサービス指数のなかで際立つのは専任職員一人当たりの奉仕人口で 

す。焼津の13,500人に対し5,120人とのことでした。 

視覚障がい者を対象としたサービスの充実、学校図書館との連携強化、さまざま 

な図書館ボランティアと連携・・・市民と共に成長する指標を決めその活動の効果 

を評価、ＰＤＣＡサイクルで次につなげようとしている姿を、また行政担当者は「 

レファレンスは心です」と胸を張り、職員の姿勢は図書館のあり方・進むべき方向 

をしっかり持ち、前を向いていると感じてきました。 

焼津市立図書館の運営、その活動について伺います。 

(ｱ) 焼津市として図書館運営の基本姿勢について 
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(ｲ) 図書館のサービス（奉仕）として重点に位置づけているものはなにか 

(ｳ) 定期的な運営の見直しが行われていると思うが、特徴的なものはあるか 

(ｴ) 未来の図書館利用者の子どもたち、小中学校・高校へのアプローチはされて 

いるか 

 

３ 浜岡原発再稼動に反対を 

浜岡原発再稼動条件について 

２月、11月定例会で浜岡原発再稼動問題を取り上げました。地元住民の反対を 

押し切って鹿児島県の川内原発１号機、２号機に続き福井県高浜原発３号機が再 

稼働しました。 

福島原発事故の収束も見えないなか教訓を学ばない。原発事故のリスクは小さ 

くても無視できないというのが今の常識と誰もが思っています。この常識の下、 

2014年５月福井地裁は再稼動を認めなかった。 

その後福井地裁裁判長は替えられて、常識から懸け離れた「時代遅れの危険無 

視」でこの判決をひっくり返してしまった。２月に昨年年末までに甲状腺がんを 

宣告された福島の子どもたちは167人と報道があった。 

11月議会「再稼動反対の意見書を求める請願」が総務文教委員会で継続審査と 

なった。２月15日委員会他で再稼動に向け作業を続ける中電浜岡原発視察が行わ 

れその危険性を強く感じてきた。 

使用済み核燃料の処理、１、２号機の廃炉作業が始まるも低レベル放射性廃棄 

物の処分場所について御前崎市は「市外が当然」とし周辺自治体は受入を容認し 

ない、未だに方向性すら決められていないと最近報道された。 

市長は「再稼動についてでありますが、新規制基準に適合した安全対策などが 

確立されているか判断できていないこと、また国から納得できる安全対策の説明 

が確立されていないということから、現時点では再稼動すべきでないと考えてお 

ります。」と答弁しました。 

浜岡原発再稼動について市民の命・安全に責任をもつ市長として再度市長の見 

解を求めます。 

(ｱ) 国から納得できる安全対策とは具体的に何のことか 

(ｲ) 新規制基準に適合した安全対策が確立されれば再稼動可とする考えか 

(ｳ) 川内、高浜では立地自治体と県の同意を条件に再稼動となった。浜岡原発再 

稼動条件について焼津市はどのようにあるべきと考えるか 

 

 ６ 青島悦世議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求めるもの 市長 

 

焼津市新庁舎建設地選択の多くの疑問について 

(1) 新庁舎建設地を現在地とした経緯について 

検討委員会が２年半16回の会議を開催、検討し、候補地が３か所に絞られまし 

た。それまでの会議録は閲覧できました、市の（庁内の）３か所から現在地とし 

た経緯について開示されたものでは会議録が見当たりません。庁内で協議された 
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形跡がありません。結果として市長一人の判断となるが説明を求めます 

(2) 焼津市新庁舎建設構想（案）市内５か所での説明会が開催されました。各会場で 

の質疑応答の状況・内容から伺います。 

ア 質疑・応答の総括をお聞かせください 

イ 丁寧な説明をしていくと言っていましたが、質疑の場面で質問者の声を聴き、 

丁寧な答弁をされたと思っているでしょうが、市民の皆さんの声は、静岡新聞「 

ひろば」の紙面に掲載されました内容に代表されますように「意見に耳を貸そう 

としない市側の姿勢に失望した。」また、「時間を気にするように早く終わろう 

とする姿勢が伺える、誠意が見られない」このような声もありました。改めて市 

長の見解を伺います 

ウ 検討委員会の議事録を閲覧いたしました。発言内容等につきまして、委員のお 

名前が黒塗りされていました。一方説明会場で質問者に対して、「地区名と名前 

を言ってから発言してください。」この違いについて説明を求めます 

エ 説明会での市長発言で「浸水はしないのです、一滴もありません」「県・国の 

お墨付きをいただいています」この発言を今でも市民の皆様に自信をもって発信 

し続けますか 

オ 県の、平成27年８月28日公表の津波浸水想定について「（解説）」この件につ 

いての市の見解を伺います 

カ 防災について特に津波浸水に関する表現で、アクションプログラム2014を実行 

していくことにより浸水は「０」としたことのみを強調されていましたが、「留 

意事項」が記されていることを市民に一切知らせてありません。このことの理由 

について伺います 

キ 他の市町は住民の皆様へ平成27年８月28日公表の津波浸水想定について「（解 

説）」この資料提供等をされたかご存知ですか 

(3) 静岡大学防災総合センターの北村晃寿教授が、焼津市沿岸部の地層から、7 8 0年 

から1025年の間に起きた巨大地震による津波の痕跡と海底地滑りと見られる痕跡を 

見つけました。との報道と市長記者会見の内容から伺います 

ア ２月２日の記者会見での市長の発言内容です。「科学的な知見として確立され 

るか注視する」と述べましたが、その前の北村教授の調査の津波の痕跡が無いと 

した件で今まで説明会等で市民の皆様に「科学的知見に基づいて」と説明されて 

きました。どのような経緯を経て確立されたものですか、伺います 

イ 「科学的な知見として確立されるか注視する」と述べました。注視した結果を 

もって、何を考えるのですか、伺います 

ウ 現在は市からの契約として北村教授の調査が継続して行われています。今後の 

結果をどのように活用されるのか、伺います 

(4) 市は、市内にある古文書等に記されている地震津波に関する収集、聞き取りをし 

た経緯がありますか 

ア 私自身全てを把握しているわけではありませんが、市民の中には、勉強して今 

回の新庁舎のことにも市の対応、説明内容に不満を持っている人がおります。市 

はどこまで収集し、今現在の考え方でいるのか、伺います 

イ 科学的知見の中には、古文書等史実の研究は含まれていないのか、伺います 

(5) 平成27年11月議会私の一般質問での市長答弁について 
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答弁内容について確認させてください。 

(ｱ) 痕跡が無いというふうに科学者が言っているところです。だから、私が来な 

いといっているんじゃなくて、レベル１の地震津波では浸水区域とはなってい 

ないといっているんです。このことについて痕跡が無いという説明は今もその 

ままの内容でよいのか、伺います 

(ｲ) レベル１では地震津波で浸水区域となっておりません。何回か答弁の中で言 

っております。また、青島議員のおっしゃるように怖い怖いというのではなく 

て、しっかり科学的な知見を含めてこの説明会をしていきますし・・・という 

答弁内容があります。現在もこの内容でよろしいですか。私は、怖い怖いなど 

と言ってはいませんでしたがどの部分をもっての答弁でしたか 

(ｳ) 私（市長）の科学的な今ある焼津市の総力を結集して調べさせていただいた 

研究をした結果でございますので、単純にあそこが危ないとことではなくて、 

科学的にはこうなっているという裏付けでこのような形になっていますので・ 

・・とあります。(２)のカの項で質問しました件の検討は市長の言う総力を結 

集して調べていくときに、「留意事項」に示されていることに、誰からも検討 

される意見はなかったのですか 

(6) 今後のやいづについて 

ア 静岡県地震・津波対策アクションプログラム 2013 第４次地震被害想定を踏ま 

え、人命を守ることを最も重視し、地震・津波対策をハード・ソフトの両面から 

可能な限り組み合わせて充実・強化することにより、想定される被害をできる限 

り軽減すること、「減災」を目指します。 

＜基本目標＞ 

１ 地震・津波から命を守る 

２ 被災後の県民の生活を守る 

３ 迅速、かつ着実に復旧、復興を成し遂げるとあります。新庁舎建設地、現在 

地エリアを選んだ理由は、将来に自信をもって送ることができますか。また、 

市民の皆様の「安心」「安全」に取り組んだ姿を焼津市史に残せるという市長 

の思いを聞かせてください 

イ 市の活性化のために市役所を現在地に置くことではなく、跡地は観光・賑わい 

のための場所として活用する方法もあると思います。土曜日、日曜日が休みの庁 

舎でなく、市民の皆さん、そして、焼津を訪れた人が常に活用できる、場所とし 

て考えますが市長はどのように考えていますか。市のデザインを伺います 

 

 ７ 池谷和正議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求めるもの 市長、病院事業管理者 

 

１ 市立病院のこれからについて 

県がまとめた調査では、2014年医療人材状況は静岡県内の人口10万人当たりの医 

師数は193.9人で2012年の前回調査から4.0 ％増加し、上昇幅は全国水準（3.1％） 

を上回った。ただ全国平均の233.6人からは依然大幅な開きがあり、全国順位も40 

位と医師不足状態が続くと発表された。 
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また、医師数と同様に不足が指摘される看護職員の人口10万人あたりの数は 

1,043.0 人だった。全国順位は前回と同じ41位で改善が見られないとされ本市でも 

今後の人材確保の対策がどのようにされていくのか伺う。 

又、災害時における市立病院としての対応策の一つである事業継続計画（ BCP） 

についても合わせて伺う。 

ア 近年、全国の地方病院での医師など医療従事者を含め人材不足だと言われてい 

る中、現在市立病院の状況はどうなのか伺う。 

又、今後将来を見据えた時、人材確保をどのように考えているのか伺う 

イ 災害時における対応策を3.11東日本大震災後進めてきたと思うが、病院の建て 

替え計画も進もうとしている中、現在の病院を対象としての事業継続計画(BCP) 

はどのようになっているのか伺う 

 

２ 市内の農業をどのように守り伸ばしていくか 

世界の人口が、急激に増加している中、食糧需要問題が注目されています。 

日本の食糧自給率を見ると先進国の中でもかなり低い現状。こうした中、日本の 

食糧自給率をもっと高めていかなければならない。 

政府は成長戦略の一つとして「攻めの農林水産業」を挙げ、多くの施策を実施し 

ている。代表とも言える取組が農業６次産業化である。６次化が進む中、焼津では 

どのような視点で取り組んでいるのか。 

又、将来の農業を担う次世代の動向と、津波等の自然災害時に農業をどう守るか 

合わせて伺う。 

ア これから地域農業を振興する上で、６次産業化・農商工連携などが重要な視点 

と考えるが、現在の焼津市での取組はどのようになっているか伺う 

イ 新規就農者や農業継承者など次世代の担い手の状況はどうなのか伺う 

ウ 津波等災害から農業を守る対策はどうか伺う 

 

３ 市内の伝統文化を守ることについて 

全国的に人口減少問題はさまざまな分野で更なる危機として注目を集めている。 

その一つに各地域にある伝統文化をいかに守っていくかといった問題がある。 

地元藤守地区にある国指定無形文化財・藤守の田遊びもその一つであります。 

今後この大切な文化財をどのように守っていくか対策をうかがう。 

藤守の田遊び伝承館については、以前から建設についての要望があり、市とし 

ても検討していると思うが、進捗について伺う 

 

 ８ 松島和久議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求めるもの 教育長 

 

１ 焼津市のスポーツ振興について 

(1) 焼津市のスポーツ振興について 

国では2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、文科省のスポーツ青 

年局を母体に2015年スポーツ庁を設置した。各省庁に分散していたスポーツに係 
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わる組織を一本化し「スポーツを通じて「国民が生涯にわたり心身とも健康で文 

化的な生活を営む」ことが出来る社会の実現を目指す」としている。 

県でも2016年度にスポーツ王国しずおかの実現を目指しスポーツ局の新設と県 

予算案においても重点配分を予定している３戦略の一つにスポーツ振興が取り上 

げられている。ラグビーワールドカップ・オリンピック自転車競技が静岡県内で 

開催されることも決まり、県民市民のスポーツに対する期待感が高まってきてい 

る。 

スポーツ振興による期待される効果としては、自らスポーツに取り組むことに 

よる、心身の健康増進と社会参加による健康長寿の推進。青少年の健全育成と競 

技力のアップ。交流人口の拡大による経済の活性化が考えられる。 

当焼津市も市長をはじめ当局の尽力により、モンゴル国のレスリング事前合宿 

の誘致が決まった。 

焼津市平成28年度予算案は、時代と共に多様化・深刻化している市民生活の変 

化を的確に捉えることが重要であることから真に市民生活向上につながる、「夢 

のある焼津」の実現に向け、施策の成果の向上につながるような予算編成に取り 

組んだとある。 

このような情勢の中、焼津市としては、スポーツ振興をどの様に考えているの 

か伺う 

(2) 焼津市総合体育館シーガルドーム改修について 

次に改修が予定されている焼津市総合体育館「シーガルドーム」について伺 

う。 

(ｱ) 改修内容、及び費用に関してはどのようになっているか 

(ｲ) 工事スケジュールはどうか 

(ｳ) 工事期間の影響は、特に市民スポーツへの影響はどうかについて伺う 

(3) 焼津市の国内及び国際的なスポーツ大会開催誘致の考え方について 

改装となった焼津市総合体育館はその後、どの様に利用されるかに関して伺い 

ます。 

国内の大きな大会・国際大会を焼津に誘致することによる効果は交流人口の増 

加による焼津のＰＲと経済活性化に効果がある。 

プロ野球のオープン戦・公式戦・サッカーのＪリーグなでしこリーグ・バスケ 

ット・バレーボールの公式戦等、また焼津で有力選手を輩出している、レスリン 

グ相撲・弓道などトップアスリートを生で観る経験は、子どもたちにとって非常 

に有意義であり大きな刺激を与えることになり未来のオリンピック選手輩出につ 

ながると思われる。 

焼津市として大会誘致の計画はないか、について伺う 

(4) 焼津市のスポーツ施設の今後の計画及び増設について 

焼津市は、昭和53年にスポーツ都市宣言をして以来土岐市との交流・市民によ 

る地域交流スポーツ祭の開催など近隣他市と比べても、活発な活動をしてきてい 

る。 

先に述べた焼津市総合体育館の改修後の利用については、現在でも、土日の利 

用は各種市民スポーツ団体にとっても予約が取りにくい状況になっていると聞い 

ている。市民スポーツの活動場所が足りなくなることも予想される。 
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公共施設マネージメントの見地から、今後の施設計画及び施設の増設について 

伺う 

 

２ 焼津市の公立中学校の部活動について 

(1) 焼津市公立中学校の部活動について 

中学校における部活動は心身の成長に大きく役立つものであると思う。 

生徒は部活動を通じて技術や体力を向上させ、規範意識や社会性・自主性を高 

めることで、豊かな人間性を育くまれる。 

大人になっても仲間に会えば、楽しくもあり辛くもあった当時を懐かしみ、中 

学校時代の思い出でも部活の思い出が多くを占める。 

平成20年、文科省の中学校学習指導要領における部活動の位置づけでは、 

・部活動は本来、生徒の自主的、自発的活動である事 

・学校教育の一環として行われるものである事 

・地域や学校の実態に応じて行うものである事 

とされている。 

新学習指導要領の中に新たに部活動を位置づけた理由は、部活動が学校生活の 

中で授業と共に非常に大きな場面、役割を占めていること、そして、その後一生 

そのスポーツ、芸術文化および科学に親しむ基礎を培う重要な時期である事など 

から学習指導要領に記述されたとある。 

近年、課題として、体罰の発生、保護者の活動への過熱な状況、教員の負担増、 

などがある。 

生徒本人の想い、保護者の想い、学校・教員の想いはそれぞれに違いがあるの 

は当然であるが、生徒や保護者として強化、指導を充実してほしいひと、また、 

部活動の活動時間を抑えて勉強に充ててほしいひと、など想いは様々で保護者ニ 

ーズは多様化している。 

一方教員も指導に関して勤務時間外であったり、休日の練習や試合で休みを取 

れないなど負担が多いとこともある。専門外の競技の顧問であったり、保護者な 

どからの多様な要望に悩み・心を痛めているとも聞いている。部活動の多くが顧 

問教師の任意と善意で維持されている中、負担軽減や、本来業務である授業や生 

徒たち一人一人と向き合う時間の確保のための施策が必要と考える。 

焼津市では中学校の部活動にどのように取り組んでいるか伺う。 

(ｱ) 焼津市では中学校の部活動の位置づけはどのように考えているのかを伺う 

(ｲ) 中学校の部活動への参加生徒の割合はどうか 

(ｳ) 近年私立の中学校とのスポーツ大会における成績の差が大きくなっているよ 

うに感じる。 

ぜひとも強化を図っていただけたらとも思う。 

指導の充実強化を要望している生徒・保護者もあるが、教員の負担軽減の為に 

も現在も実施していると聞いている。 

焼津市の外部コーチの導入システムについて伺う 

(ｴ) 聞くところによると一部の学校では吹奏楽(ブラスバンド部)の楽器が昭和40 

年代のものを修理しながら使っているとの事であるが、実態はどうであるか。 

また、楽器は高額である為、市として援助は出来ないか伺う 
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 ９ 岡田光正議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求めるもの 市長 

 

１ 空き家対策について 

(1) 特定空家等に対する措置の促進について 

ア 当市の空き家の適正管理に関する条例の施行からすでに２年となろうとしてい 

る。その間の特定空き家等に対する対応はどのように行われてきたのか  

イ 市内で数軒、特に目立つ建物について景観、防災面から早期に解体ができない 

    か 

ウ 解体等に補助金などを考えられないか 

(2) 今後の空き家対策について 

ア 空き家利活用対策事業を新たに予算化され市内の空き家の実態調査をするとの 

ことだが具体的には何をどのようにいつまでに行うのか 

イ 今後空き家になりうる潜在的な空き家候補がどのくらいあると思われるか（高 

齢者の一人住まいや老齢夫婦のみの家など） 

ウ 今後それらに個別の対応をしていかないと空き家だらけとなりかねない。本対 

策は部課の枠を超えて行う必要があると思うがいかがか 

エ 空き家の利活用の為に空き家バンクなどの考えはないか  

 

２ 水産業の振興について 

(1) 水揚げ促進支援事業について 

ア 遠洋鮪・海外まき網漁船水揚促進支援・遠洋鰹竿釣漁船経営支援事業等の具体 

的な成果をどう評価しているのか。さらに何年も続けていくのか  

イ 水揚げが多いことが本当に水産振興に役立つのだろうかという疑問を持つ市民 

の声もあるが、市長はどうお考えか 

ウ 日本の漁業生産高が昭和５７年をピークとしてほぼ半分となっており今後もさ 

らに減少すると予想されるとの考えから国でも漁船、漁業者ごとに漁獲量を割り 

当てるなどの施策をお考えときいているが市としてはどう対応していくのが良い 

のだろうか。 

(2) 水産加工業者への支援について 

ア ふるさと納税のお礼品を数えるまでもなく焼津の水産加工品は全国に誇れるも 

のがいっぱいです。 

それらのＰＲ、ブランド化等の施策は評価できるものの各個別業者の商品開発 

経費、施設の更新、優秀な人材の確保は中小企業者にとって最大の悩みであると 

思います。業界からのこれらの声を把握されているか  

イ 輸出戦略支援をお考えのようだが、具体的にはどのような支援をお考えなのか 

ウ たとえばＥＵ諸国への輸出の場合、食品安全基準「ＨＡＣＣＰ」の取得が必要 

となってきます、またイスラム圏に於いてはハラールマークが必要となります。 

しかしながら本格的に導入しようとすると地元小規模事業者では対応ができない 

のが現状だと思います。何らかの支援策をお願いできないか 

(3) 養殖事業の導入について 
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ア 捕る漁業から育てる漁業へという考えが国際的にも波及し養殖生産量が漁業生 

産量を上回っている状況となってきている。わが市も鰹鮪の養殖などを研究する 

時期に来ているのではないかと思うがいかがか 

イ 焼津水産高校の栽培漁業科等と協働での研究を考えてはいかがか 

(4) 人材の育成について 

地元の大学、漁協、水産技術研究所、企業等との連携により、地域の水産業の 

実態や課題を把握した上で、地域貢献につながる新たな技術開発や商品開発に取 

り組む必要がある。そのための人材育成に地元焼津水産高校を高度化していただ 

き地元企業に貢献できる人材を育成していくことをお願いしていきたいがどう考 

えるか 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


