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平成 29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７日） 

２ 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 焼津市の産業振興と中小企業・小規模企業振興について 

焼津市は産業振興において、中小企業・小規模企業についてどのように考え、支 

援をしていくかについて 

焼津市議会２月定例会において、議第33号議案として、「焼津市中小企業・小規 

模企業振興基本条例制定について」が上程された。 

私は、昨年28年６月焼津市議会定例会で、国による「小規模企業振興基本法」の 

制定を受け、焼津市としては中小企業・小規模事業所の活性化に向けどの様に対応 

していくのかを質問した。 

市長から、「国の法律施行を受け、県では28年度中の小規模企業振興のための、 

条例制定に向けた準備が進められており、焼津市としても地域経済の活性化におけ 

る小規模企業の役割は大変重要であることから、県の対応も参考にしながら、きめ 

細やかな対応をしていきたい」との御答弁を頂いた。 

今議会において、条例制定について議案として上程されたが、改めて焼津市とし 

ての条例の制定の目的・考え方と、基本的な施策などについて伺う。 

ア 焼津市は、「焼津市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定」をどのように 

考えているのか伺う。 

イ 国・県とはどのように連携していくのか伺う。 

ウ 条例において、各種団体・支援機関との連携が記載されているが、支援機関と 

はどんなところか。 

また、条例制定にあたり、支援機関の機能の強化も必要と考える。支援機関の、 

支援要請に対する、受け入れ態勢はどうか伺う。 

エ 将来の人口減少や産業構造の変化に備え、人材確保・人材育成・後継者育成は 

中小企業では喫緊の課題であると考えるが、未来を担う子供たちへ小中学校など 

教育機関では、地場産業を中心とする産業振興をどう伝えていくのかについて伺 

う。 

 

２ 焼津市ダイヤモンド構想について 

焼津市ダイヤモンド構想の「おもてなし拠点」とされた焼津インター周辺の開発 

について 

焼津インター周辺は、焼津市ダイヤモンド構想まちづくりの方針として、高速道 

路などの交通結節点の強みを活かした産業交流を形成するとある。 

また、地域資源活用軸として、情報の軸とされインターチェンジや駅などを活か 

した情報発信と産業・交流を促進するとしている。 

インターチェンジを中心とする八楠地区・大覚寺地区、越後島地区の３区によっ 

て構成されている、この地区は八楠地区と大覚寺地区の一部ついては区画整理が完 
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了している状況である。 

藤枝市に接する区画整理の行われなかった市境の大覚寺地区西側・南側と越後島 

地区は、道幅の狭い道路が多く、緊急災害時等に不安が大きい地区であり、朝比奈 

川や小河川の整備も十分でない。また、高齢化率の高い地区であり公共交通空白地 

区でもあるため、計画を進めるうえでは、地域資源活用軸の生活の軸の方向性を大 

切にして、住民の意見を良く聞き取って総合的にまちづくりを進めて頂きたいと思 

う。 

この地区は、東名高速と新東名高速のインターの間、 国道１号・150号線の中間 

に位置する交通の便の非常に良い、住宅や商業施設等、企業誘致にも将来有望な場 

所であり、情報の軸としても、便利な場所と言える。 

現在、越後島地区は地区中心を通る県道焼津森線(通称東名取り付け道路)が、藤 

枝市側では、４車線化の工事が進んでいる状況である。 

焼津市としても、県営街路整備事業に県と連携して取り組むとのことで、本年度 

予算も計上されている。県による地元説明会では大きな工事になり10年以上の工期 

を要すると聞いております。 

ダイヤモンド構想を進める上で、国土利用計画や焼津市第６次総合計画、都市計 

画マスタープランなどとの整合性を図るとともに道路計画は、まちづくりを総合的 

に考え住民の意見も聞き取り、焼津市として積極的に県に働きかけて進めていただ 

くことをお願いする。 

質問であるが、地域資源活用軸の生活の軸では、市民と行政が共に連携し市民生 

活の質の向上を図ると方向性を示している。 

主な事業では、本年度新規事業として「地域イチオシ」まちづくりプラン推進事 

業においては、都市計画マスタープランを踏まえた地域資源を活かした魅力的な地 

域づくりを支援するとある。 

ダイヤモンド構想を進める上で、住民への生活環境の整備も欠かせないと考える。  

そこで質問であるが、 

ア 越後島地区の公会堂は老朽化により、耐震面で不安であり、建て替えが必要で 

ある。 

市内に多数ある公会堂・集会所と同様に、自治会・町内会・隣組などによって 

管理されているものであるが焼津市としては、子供や高齢者の居場所である公共 

性の高い施設の公会堂や集会所などの建て替えや改修に対する支援はどのように 

行われているのか伺う 

イ 次にダイヤモンド構想推進事業の重点取組事業として、おもてなし拠点・焼津 

インターチェンジ周辺に関しては、東名高速道路焼津インターチェンジ周辺のさ 

らなる活性化を図るため、焼津さかなセンターへの支援を行うとして、さかなセ 

ンター活性化対策事業が予算計上されております 

(ｱ) 焼津さかなセンターの現状はどうかを伺います。 

来場者数の推移はどうか。 

また、空き店舗が増えているが報告は受けているか伺う 

(ｲ) さかなセンター活性化対策事業とはどのようなものか 
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３ 青島悦世議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

市民の安心・安全とまちづくりについて 

(1) 市民の安心・安全について伺います。また、過去の一般質問等に対して市長の答 

弁内容を振り返り、確認をします。 

ア 新庁舎建設に向けて、30年度までの２か年で基本設計・実施設計を行うと建設 

事業費が予算概要にあります。 

避難ビルとしての機能や既存庁舎を利用した場合、また、高層化等々について、 

具体的な内容の検討を行うとしていますが、これらの内容決定プロセスを伺いま 

    す 

イ 庁舎建設位置について、「災害時においても延焼火災の可能性が低い地域とな 

っております。また、庁舎位置の問題ですので、あまり火災等々は影響はないと 

いうふうに考えております。庁舎があることによって、そのある地域の安全性が 

高められるのではないかというふうに考えている。」 

この答弁内容で今も変わりませんか。伺います 

ウ 静岡大学北村教授が海底地すべりの調査結果を発表した件で、海岸浸食が130m 

にわたって起きていた可能性が分かったので、今後の防災対策に生かして欲しい 

と話した件で、「一つの意見は受け止めて注視しておりますが、その後の研究が 

どうなっていくのか見極めていきたい。」また、「建設方法等で、今の段階の対 

策はしっかりできていくので、総合的に判断する中で、あそこの場所で災害対策 

をする中で、また、まちづくりを含めてやっていくのが今の焼津で一番ベスト」 

このように答弁されています。「その後の研究がどうなっていくのか見極めてい 

きたい」この件で考えは今も変わりませんか。 

また、過去の被災に対しての記録等も確認されていますか。伺います 

エ 海岸線の整備についてであります。駿河海岸の津波・高潮対策といたしまして、 

国が行う粘り強い海岸堤防の整備と併せ、盛土部に植林し散策路を設ける「潮風 

グリーンウォーク」について、進めてきています。この件で28.９月議会での質 

問に対し、「国でやっている事業ですので、私が申し上げるところじゃないと思 

いますが、この防潮堤の対策により減災対策が進み、市民の生命、財産を守るこ 

とにつながるというふうに考えています。」このように答弁されています。 

駿河海岸の堤防について「防御できる」の市長発言もありましたが再度認識を 

伺います 

(2) まちづくりについて 

にぎわい拠点とおもてなし拠点について伺います 

ア 賑わいを創出する拠点の一つである駅周辺再開発等による整備に向けた機運の 

醸成を図り、具体的な事業化の促進を図る。としています。 

質問の答弁で、中心市街地活性化について、「食べ物屋がなくなったり、そし 

て喫茶店がなくなったり、それは商売ができなくなってしまったので移動してい 

る、なくなった、やめたというのはありますので、改めて焼津市としてそれをど 

うしていくか、ピンセットで一つ一つ丁寧に開発、そして起業をやりながら、新 
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しい時代を改めて作っていく時代になっているなという、時代の節目ですので、 

それをやれるところを、若者の共創を含めて、まずは駅前で言いましたら、福祉 

大学のサテライトのところを作って、ピンポイントでまず一つ、それからもう一 

つと、それをだんだん面にしていくような形で、また皆さんがたくさん来ていた 

だけるような形でと思っている。」ここで言っています、「ピンセットで一つ一 

つ丁寧に開発」について詳しくご説明願います。また、ピンポイントでまず一つ、  

それからもう一つ、この内容の考えをご説明願います。 

イ 重点取り組み事業ダイヤモンド構想推進事業について期待します。その一部分 

について伺います。おもてなし拠点（産業・観光機能）大井川焼津藤枝SIC周辺 

の戦略的土地利用推進事業についてであります。調査業務及び国・県・企業等と 

協議調整を行います。このように示されています。 

今までに、同僚議員等の一般質問に答弁されている内容より、 

27．６大井川焼津藤枝スマートインターチェンジの活用での地域振興及び問題 

点解決策はと題して伺っています。 

27．９都市計画マスタープランの策定中と承知しておりますが、スマートイン 

ターチェンジ周辺地域の検討の方向性はどのようなものであるかお伺いしたい。 

この質問に対して、現在策定中であります都市計画マスタープランにおいて、新 

たな土地利用計画ゾーンとして、周辺の自然環境や営農環境と共生しながら、産 

業振興や観光交流の促進を図るべく、大井川西地区地域別協議会において意見を 

いただきながら検討を進めているところ。 

28．９スマートICの周辺地域の活性化についての質問では、青地指定をされて 

いるなど開発が厳しく制限されていることから土地利用の調整が課題となってい 

る。熟度の高い土地利用計画を策定する必要がある。本年度（28年度）企業の進 

出の条件を把握するため企業意向調査に取り組んでいる。具体的な進出計画を詰 

めた上で国・県・農業委員会、各種団体との協議を進めていく。このように答弁 

されています。どんな企業を想定されているのかについても、大変前向きな答弁 

でありました。 

また、28．11焼津商工会議所からの政策提言に対して、回答書を提出した記事 

が掲載されました。大井川焼津藤枝SIC周辺の土地利活用に関しては、 国や県へ 

の働きかけを前提に「企業、商業施設の立地の検討を進める。」このような内容 

です。 

27．６時点での市長発言では「土地利用の規制緩和について、全国市長会の方 

からこの要望を強く要望している、具体的に現時点ではありませんが、引き続き 

要望活動は実施していく。」このように発言されています。 

「ダイヤモンド構想推進事業」策定に至る過程で、土地利用に関してどのよう 

に進展しましたか、伺います 

ウ 企業意向調査に取り組んでいる。 

どのように進展していますか。伺います 

エ 具体的な進出計画を詰めた上で国・県・農業委員会、各種団体との協議を進め 

ていく。 

進展状況また、計画を伺います 
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 ４ 村松幸昌議員（質問方式 一問一答） 

  答弁を求めるもの 市長 

 

１ 「活力ある焼津の水産業の展望」について 

(1) 「魚食普及」と「消費拡大」について 

ア 水産資源の枯渇問題等と消費者の魚離れに対する特定第３種漁港を持つ市とし 

ての方策について伺う 

イ 水産物・水産加工品の国際化に対する方策を伺う 

ウ ア、イに対する漁業者、流通加工業者。水産加工団体からの要望と対策につい 

て伺う 

(2) 流通機能の強化について 

ア 「水産都市やいづ共創事業」のこれまでの実績と事業評価について伺う 

イ 水産加工業の海外進出の現状と課題について伺う 

ウ 海外販路拡大支援の現状と課題について伺う 

 

２ 焼津ダイヤモンド構想について 

(1) ８つの拠点のまちづくりのアクションプログラムについて 

ア 中心市街地の課題とにぎわい拠点（行政・交流機能）焼津駅前活性化整備事業 

（焼津フードパーク整備事業、市街地活性化再開発・共同化事業）について伺う 

イ 焼津漁港周辺活性化整備事業について、旧港（内港）地区整備との整合性につ 

いて伺う 

(2) 地域資源活用軸について 

ア 「山の軸」高草山を活用し「日本一のかつおの街」などの看板設置について伺 

    う 

イ 「海の軸」漁師町文化を象徴する浜通りの街並みや平行して流れる堀川（黒石 

川）を現在作成中の「景観計画」ではどのように位置付けていくのか伺う 

ウ 地域由来の神社・仏閣の位置づけについて伺う 

 

 ５ 秋山博子議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求めるもの 市長、教育長 

 

持続可能な焼津市へ！市民力を発揮できる施策の充実と「地域まちづくり」の創設 

を。 

焼津市では転入者を増やす施策として住宅資金の援助や、静岡市と連携した首都圏 

へのアピールや創業支援などを展開している。その効果を高めるためには、市内各地 

域の住み心地を高め、住みたいと思ってもらえる地域に育てていくことが必要であ 

り、地域の課題解決に向けた取り組みが欠かせない。たとえば、今日的な喫緊の課題 

としてクローズアップされている子どもの貧困問題を例に考えても、地域によって背 

景に特性があると考えられ、解決のためには、地域住民の自治意識や、企業の公益精 

神に支えられたアクションが求められる。市として、それら地域の市民や企業が動き 
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やすい市民協働・公民連携の仕組みを、今後どのように構築していくのか伺う。 

(1) 子どもの貧困について 

ア 「幼稚園就園奨励費」「児童扶養手当」「就学援助」「生活保護費」の受給状 

況と近年の傾向を伺います 

イ 義務教育における保護者負担費用は、小学校・中学校、それぞれいくらかかっ 

ているのか伺います 

ウ 子どもの貧困解消に向けた地域の取り組みの現状を伺います（子どもと貧困家 

庭をめぐる社会的関係性の構築も含めて） 

エ 貧困が子どもに及ぼす不利益を軽減するために、教育予算の拡充と、国に対す 

る「子ども医療費および義務教育の完全無償化」要望の方針について伺います 

(2) 地域まちづくりについて 

ア 焼津市の市民自治的な地域づくり活動の現状を伺います 

イ これまで市民協働の名のもとで行われて来た市民の公益活動を支援する補助事 

業の、今後の方針を伺います 

ウ 公民連携の仕組みの一つになる「サウンディング型市場調査（事前意向調 

査）」の手法を研究中とのことでしたが、その後、どのように進めているのか伺 

います 

エ 今後、地域コミュニティを中心にしたまちづくりの体制をどのように広げてい 

くのか伺います 

 

 ６ 太田浩三郎議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求めるもの 市長、教育長 

 

１ 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に関係する諸問題について。 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」について 

人口減少が進む現代社会では、当然ながら世帯数の増加が止まり、住居が新築さ 

れた分だけ空き家が発生する事になります。現在、全国の空き家率は13.5％（平成 

25年）で今後は急速に増加が進むと予測されています。国は上記法律に基づき特定 

空き家の取り扱いについて、各自治体が踏み込んだ対応をとる事を可能にした。特 

定空き家になる前に空き家を利活用出来ると考えた自治体もあります。愛知県豊田 

市は平成17年の合併により、周囲の中山間地を市域に組み入れ、地域自治区・都市 

内分権制度を整えるとともに地域作り施策を実施した。その一つが豊田市空き家情 

報バンクで、住民との協働により運用されている。このバンクを利用して、平成22 

年度からの６年間で、109世帯263人が豊田市の山村に移住された。 

空き家の活用は年平均20件程度です。しかしながら空き家を紹介してもらうべく 

登録している人は常時200世帯を超えている。 

設楽町では27年度に地方創生総合戦略を作る過程で、小学校区ごとに地域の将来 

を考える住民意見交換会を繰り返し開催した。その中で、このままでは小学校を維 

持出来ないし、地区そのものが消滅してしまうこと、移住者を受け入れる事によっ 

て人口は減っても子どもの数が減らない状態を作り出せること、それには人口1,000 人 

あたり年間２～３世帯の子育て世代の移住者を受け入れれば良いことなどの認識を 
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共有したその結果、小学校区毎に住民による移住・定住推進組織が立ち上がり、開 

店休業だった町の空き家バンクに16軒の空き家が登録され、１年後には２世帯の移 

住者を迎え入れるまでになった。 

ア 当市においては「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく対応状況は 

どうなっていますか 

イ 平成27年５月には第一回焼津市空家等政策調整会議が開催されていますがその 

後はいかがですか 

ウ 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針が示さ 

れていますがその進捗状況はどのようになっていますか 

エ NPO法人等の活用や連携についてどのように考えていますか 

オ 当市の「焼津市空き家の適正管理に関する条例」が今議会で改正されるべく提 

案されています。改正されるに当たって前段に記載した各自治体の運営方法等が 

参考になると思いますがいかがでしょうか 

カ 現在は問題ない空き家等でもいずれは特定空き家へと移行し措置の対象となる 

事は容易に予想出来ます。そうなる前に空き家等の状況把握等に努める必要があ 

ります。空き家等の有効活用とあわせて特定空家等についての適正管理を図る必 

要があると思いますがいかがですか 

 

２ 「焼津市中小企業・小規模企業振興基本条例」に関する諸問題について。 

「焼津市中小企業・小規模企業振興基本条例」に関する諸問題について。 

少子高齢化、人口減少の進行、経済活動のグローバル化、当市に関係する水産業 

の停滞、漁業規制等当市を取り巻く環境は厳しい状況を示しています。人口推移で 

も生産年齢・年少人口は減少しており、将来も減少する見通しです。産業構造から 

見ると市内の事業所数の推移は、2006年から2012年の間に、7,162事業所から6,608 

事業所になり554事業所が減少している。従業員数でも、６年間で約3,000人減少し 

ています。 

この基本条例は中小企業・小規模企業の振興のため施策を総合的かつ計画的に推 

進するために制定しようとすると述べています。 

この基本条例をどのように活用すれば当市の産業が発展するかをお聞きします。 

ア 現在、当市においては次の項目による支援事業を行っています。 

１）進出企業支援事業 

２）産業シティセールス推進事業 

３）地域資源活用事業 

４）販路拡大支援事業 

５）産官学連携事業 

６）事業継続計画（BCP）策定支援事業 

７）創業支援事業 

８）商店街支援事業 

９）商工会議所等活動支援事業 

10）まちみがき推進事業 

11）中小企業融資制度 

12）勤労者住宅金貸付事業 
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13）勤労者教育資金貸付事業   

14）高齢者労働能力活用等事業 

15）中小企業勤労者共済事業 

16）サンライフ管理委託 

このように産業に関係する事業や従事する関係者に対して多くの支援を行ってい 

ますが、今回の基本条例では何を目標と定めて行おうとするのですか。担当する職 

員が現状のままで実施できるのでしょうかお聞きします 

イ 中小企業・小規模企業の振興のための施策に協力するように努める等々の文言 

が並びますが、振興のための施策とはどの様なものが該当するのですか 

ウ 企業の90％以上が中小零細企業と言われています。商工会や商工会議所にも入 

らない企業もたくさんあります。本来ならばこのような人達に支援が必要なので 

はないでしょうか。 

市長のお考えをお聞きします 

 

３ 学習指導要領改定案に伴う諸問題について。 

学習指導要領改定案に伴う諸問題について。 

文部科学省が２月14日に示した小中学校の次期学習指導要領の改定案について当 

市の方針をお聞きします。 

改正案は小学校で外国語活動を３・４年から始め英語を５・６年で教科化。３～ 

６年の授業時間が週１こま（45分）増える。各校は時間割に苦慮するのではないか 

と掲載されていました。また固有の領土を明記され対外的な反発も予測されるとも 

記載されていました。 

現在の小学校の外国語活動で「聞く・話す」に親しんだ児童でも中学で読み書き 

につまずくケースも報告されており現場の教師の負担も大きくなるとも言われてい 

ます。 

改定案が示す方向として 

「知識を教え込むのではなく、子どもみずから問いを立て、多面的・多角的に考 

え、問題を解決する力を育てる」 

あまりにも多くの事柄が盛り込まれていないかとの社説が掲載されていました。 

多くの公立学校の先生は、貧困と格差の現実に向き合い、学ぶ環境に恵まれない 

子たちに基礎学力をつけさせることで一生懸命だ。時間割もすでに一杯で新たなテ 

ーマをどこまでこなせるのだろうかとも記述されていました。先生の創意工夫を引 

き出せなければ、指導要領の文字面をいくら整えたところで実は上がらない。先生 

一人一人に新たな発想を生み出す時間の余裕、研修の機会を保障するのは教育行政 

の責務であるとも掲載されていました。 

それでは次の質問を致します。 

ア 現在、各学校ではベテラン教師が次々と退職され若手の教師が増えています。 

経験の浅い先生に指導要領の狙いが伝わるのでしょうか。お聞き致します 

イ 先般の一般質問で英語の授業が導入されますがいかがでしょうかとの質問に、 

ALTの教師を充実させるので大丈夫との答弁がなされたと思いますがいかがでし 

ょうか 

ウ 他の市町村ではAIの技術を活用した授業を取り入れ、電子黒板による授業やラ 
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ボによる授業など先端技術をとりいれて人的な負担を減少させるなど工夫をこら 

した授業も行われています。当市においても考える必要があるのではないでしょ 

うか。如何でしょうか。 

エ 子ども達の将来にふるさと納税基金を使わせて戴いても寄付者の皆様は批判し 

ないと思いますので、もう少し子ども達に対しての投資を行ってもいいのではな 

いでしょうか。検討頂ければと思います。 

     如何でしょうか 

 

 ７ 川島 要議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求めるもの 市長、教育長 

 

１ 「サイクルアンドバスライド駐輪場」の整備で、地域公共交通の活性化を！ 

地域公共交通としてのバスは、身近な交通手段として私たちの日常生活に不可欠な 

ものです。しかし、近年では利用者の減少により運行面での採算性が悪化しておりバ 

ス路線の廃線や削減を余儀なくされているのが現状であります。 

本市では地域公共交通の対策の一つとして、昨年10月からデマンド型乗合タクシー 

導入に向かっての試験運行に着手され、新たな交通手段への期待をするものですが公 

共交通バス利用者も減少はしているものの、利用を望む声は依然として多いです。バ 

ス路線の減少などにより、「自宅からバス停までの距離が遠く、歩いて行くのが大変 

で利用しづらい」との声が多く、 この課題をクリアすれば利用者の増加が見込めま 

す。 

近年、全国の自治体において、地域公共交通利用者の利便性の向上を図り、バスの 

利用促進を目的として、「サイクルアンドバスライド駐輪場」の整備を推進する地域 

が増加しています。 

サイクルアンドバスライドとは、出発地点（ご自宅など）から自転車でバス停まで 

行き、バス停付近に新設された駐輪場に自転車を置き、バスに乗り換えて目的地へ向 

かうというシステムのことです。駐輪場の使用料は無料ですが、駐輪場内における一 

切の責任は利用者が負うというもので、自転車を預かるのではなく、自転車を置く場 

所の提供をするという考え方です。 

本市において現在運行中のバス路線の中で、バス停のある公共施設の敷地内に「サ 

イクルアンドバスライド駐輪場」のスペースを確保して、バス利用者専用駐輪場とし 

て看板を設置し、利用者に案内をしていきます。 

サイクルアンドバスライド駐輪場の設置により、自宅からバス停までの移動が容易 

になり、バス利用者の増加が期待できると思います。 

そこで伺います。 

(1) 自主運行バス利用者増への具体的な対策 

(2) 「サイクルアンドバスライド駐輪場」整備についての市の考え 

(3) デマンド型乗合タクシーの試験運行における、現在までの利用状況について 

 

２ 「病児保育」の推進で、子育て支援の強化を！ 

市長は施政方針の中で、「安心して子供を産み育てることができる環境づくりに取 
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り組む」と述べられ「子ども・子育ては焼津市」を掲げられて、子育て支援関連予算 

に力を入れていただいた新年度予算案となっています。特に 「ターントクル子ども 

館」構想の策定、「ホットスルこども相談センター」の開設、さらに子ども医療費助 

成を18歳までに拡充するなど、経済的負担軽減と教育環境の向上に力をいれていただ 

きました。 

しかし乳幼児保育などの子育て中の家庭において、共働きのご家庭が増えています。  

働くお父さんやお母さんが一番頭を悩ませることは、子どもが急な病気になった時の 

保育所についてではないでしょうか。 

本市では、子どもが病気から回復した後に預けられる「病後児保育」は、市内３か 

所の保育所で実施しています。しかし病気になった子供を預かってもらえる「病児保 

育」は実施されていません。突然、我が子が病気で熱を出した時に、そばにいてあげ 

たいと思うのは親として当然のことではありますが、どうしても仕事などの都合によ 

り、そばにいてあげられない、また近親者等にも頼めない状況になるという事は現実 

にあることです。子どもは「あした熱を出します」と言って熱を出してくれるわけで 

はありません。当然、病院の予約をするわけにもいきません。そのような時にこそ、 

安心して預けられる「病児保育」はとても必要なものであり、子育て時期には是非と 

も支援をしてほしい行政サービスの一つであると思います。 

「病後児保育」については、厚生労働省の「乳幼児健康支援一時預かり事業」とし 

て、補助金がついて行われる事業でもあり、実施しやすい面が大きいと思いますが、 

子育て中の親の立場になれば「病児保育」こそ、必要不可欠な事業だと感じます。 

本市では、「若者世帯定住支援奨励金事業」として、①夫婦とも満40歳未満の若者 

世帯、または②配偶者がない満40歳未満である父または母と、中学生以下の子どもが 

同居する世帯の方が、焼津市内に新たに土地と住宅を取得したことに対し奨励金を交 

付し焼津市への移住・定住を推進しています。この対象となる若者世帯はまさに子育 

て世代でもあるということです。 

安心して育児ができる子育て支援環境が整備されているか否かは、若者世帯が移 

住・定住地を選択する際の重要な要件の一つになってくるのではないかと思います。 

子どもの健全育成と、安心して子育てができる環境整備のため「病児保育」「病後 

児保育」の推進に取り組むべきと考えます。 

そこで伺います。 

(1) 現在の「病後児保育」の利用状況は 

(2) 今後の「病後児保育」の拡充の考えはありますか 

(3) これまで「病児保育」を実施しない理由は 

(4) これから「病児保育」を実施していくお考えはありますか 

 

３ 「ビブリオバトル」で読書の楽しさを伝えよう！ 

子どもたちが成長するにつれて、新しい言葉をおぼえながら心を育み、変化して 

いくために会話によって人間性を磨く言葉の力、コミュニケーション能力が必要不 

可欠であると思います。 

近年、読書の新しい楽しみ方を普及させようと、全国の自治体では公立図書館を 

中心として、「ビブリオバトル」(知的書評合戦)が開催されています。 

「ビブリオバトル」とは、本を意味するラテン語のビブリオと、戦いを意味する 
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バトルを組み合わせた造語です。 

自分が読んで面白いと思った本を、人に薦めることでコミュニケーションを深め 

るという、読書を楽しむための新しいカタチです。 

「ビブリオバトル普及委員会」（代表：岡野裕行・皇學館大学文学部国文学科准 

教授）が定める公式ルールは、①発表者（複数人）が「参加者に薦めたい」と思う 

本を持参する②順番に１人５分間で本を紹介する③それぞれの発表後、本に関する 

ディスカッションを２～３分間行う④全ての発表が終了した後、参加者全員で投票 

を行い、最多票を集めた本を「チャンプ本」に決めるという内容のものです。 

この「ビブリオバトル」には、４つの機能があります。 

（１）参加者が本の内容を共有出来ます（書籍情報共有機能） 

（２）スピーチの訓練になります（スピーチ能力向上機能） 

（３）新しい分野の本が見つかります(書籍探索機能) 

（４）互いの理解が深まります（コミュニティ開発機能） 

全国各地の公共図書館や大型書店等でビブリオバトルが行なわれ、開催回数も 

年々増加しています。 

本市においても、図書館が「知」の交流拠点として活用され、小学生から中学生、  

高校生さらに大学生、社会人まで多くの市民の読書熱を高めていくことが期待でき 

ると思います。新たな読書の楽しみ方としての「ビブリオバトル」を開催し、図書 

館の活性化とともに、若者の活字離れを食い止め、人間性に磨きをかけられる機会 

にしていけると思いますが、市のお考えを伺います 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


