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平成29年９月焼津市議会定例会 一般質問者及び質問要旨 

 

第２日（９月20日） 

１ 深田百合子議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

１ 「都道府県化」は大問題！平成28年度国保会計は７億1,119万円余の黒字値下げす 

べき！ 

焼津市は「収納率が低く、納付金を確保するためには少なからず保険料（税）を 

上げる必要がある」新聞記事に驚いた。これは来年４月から国民健康保険（以下： 

国保）の運営主体が市区町村から都道府県に移ることに伴い、共同通信社のアンケ 

ート結果を静岡新聞が一面（８/27付）に掲載した一部である。そこで本市の状況と 

静岡県国保運営方針案（以下：運営方針）を調べてみる。 

本市の国保世帯は22,023世帯、被保険者数38,788人、滞納世帯・率3,326世帯・ 

15.10％、資格証明書発行数・率111人・3.34％、短期保険証発行数・率2,203人・ 

66.24％、差し押さえ件数・率（23年度）104件、3.13％、一世帯当たり法定外繰入 

金額16,000円（以上平成24年度：静岡県国保資料）。 

また被保険者１人当たりの所得は68万4,999円（平成27年度厚労省：国民健康保 

険実態調査報告）で県内35市町中24位であるが、１人当たりの保険税調定額は９万 

6,746円で17位（平成27年度静岡県国民健康保険事業状況）である。 

さらに運営方針による算定方式を３方式とした静岡県地方自治研究所の試算をみ 

ると、本市の制度変更後の１人当たり保険税額・上昇額（％）は、109,414円で11,944 

円12.2％上がるとなっていた。（国民健康保険の静岡県・市町の共同運営による保 

険料・税の影響調べ：平成26年度静岡県国民健康保険事業状況） 

国保税の収納率と運営方針が定める目標達成率（27年度一般被保険者）では、本 

市の収納率は90.59％であり、目標率91％に対し未達成であることもわかった（静岡 

県国民健康保険事業状況）。以上のことから、本市の国保税は担税能力に応じた税 

率であるか、また運営方針が示す収納率に対する目標達成率は適正であるのか疑問 

が出てきた。よって以下５点について伺う。 

(1) 赤字解消の計画策定の中止 

運営方針第２章「赤字解消・削減の取り組み、目標年次等の取り組み方針」は、 

各市町の状況を無視し、平成32年までに「解消・削減計画」を各市町に策定させ 

るものであり、計画策定は中止すべきではないか 

(2) 算定方式を３方式の改善 

運営方針第３章１の（３）「算定に用いる保険料算定方式等」では、算定方式 

を３方式とし、応益の被保険者均等割７、世帯別平等割３とすることとしている。 

資産割の応能分を応益にすれば子持ち・親持ち世帯の負担増となり低所得者にと 

っては新たな保険税の値上げとなってしまう。資産割分は応能の所得割とすべき 

ではないか 

(3) 収納率の目標設定の改善 

運営方針第４章１「収納率目標」では、人口規模別による市町の収納率の目標 

を設定している。これでは、所得水準が低い市町は保険税の高騰を招くこととな 
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る。よって、このような目標設定こそ改善をすべきではないか 

(4) 収納対策の強化の中止 

運営方針第４章２「収納対策の強化」では、収納率を高め、目標達成を図るた 

め「短期保険証・資格証明書の活用、差し押さえの実施などの取り組みを行う」 

としているが、その結果、医療を受けなれなくなることによる重症化を招き、国 

保制度の目的を逸脱する。また差し押さえの強化は低所得の事業者などの営業困 

難、信用失墜させ、更なる滞納を増加させ国保会計の悪化を招くものとなるため 

中止すべきではないか 

(5) 国保税の値下げを 

平成28年度決算は約７億円の黒字である。合わせて基金はいくらか。また値上 

げではなく値下げこそ必要であるが市長の見解を伺う 

 

２ 平成28年度の介護保険会計は７億3,875万円余の黒字！第７期焼津市介護保険事業 

計画では介護保険料の引き下げを 

現在本市は第７期介護保険事業計画の策定に向けて作業を進めていると思うが、 

2017年の通常国会では31本もの法律の「改正」案からなる介護保険法等一括改正法 

案が、多くの問題があるにもかかわらず採決が強行され成立となった。 

(1) 法改正の問題点 

法改正の主な問題点は、①2015年８月に２割負担の導入をしたばかりでありそ 

の影響も十分検証をせず、2018年８月から“現役並所得者”の介護サービス利用 

料の３割負担を導入する。②打ち切られる国庫補助分を肩代わりさせる如く、介 

護給付費への納付金（介護保険財政拠出負担金）に対する総報酬割（加入者数に 

応じた納付額から賃金水準に応じた納付額に）を段階的に導入する。③2018年４ 

月から市町村の「保険者機能の抜本強化」を図り、「自立支援」、「重度化防止」、 

「給付費の適正化」の施策・目標の設定を自治体に義務付ける。これはその達成 

状況に応じて交付金を増減させることによって、介護給付費の削減を押しつけよ 

うとするものである。④介護療養病床の廃止・転換、医療療養病床の削減の替わ 

りに介護医療院を新設（2023年度末までの６年間の経過期間）。これはより安上 

がりな介護施設への転換をすすめるものである。⑤2018年４月から『我が事』『丸 

ごと』地域共生社会の実現の一環としての「共生型サービス」を創設する。これ 

は、障害者施設も介護事業ができるように規制緩和をおこなうもので、障害も介 

護も兼務させる基準緩和をおこない、障害福祉と介護保険の統合に向けた布石と 

考えられる。以上、①～⑤について市長の見解を伺う 

(2) 前回改正の検証 

前回の改正の影響㋐介護報酬実質4.48％の引き下げ、㋑処遇加算、㋒訪問介護・ 

通所介護が保険給付から外され総合事業に移行㋓利用料の２割負担、㋔特養入所 

者は原則介護度３以上、㋕軽減対象者の所得制限化など、どう検証しているか 

(3) 滞納者の段階的罰則強化問題 

滞納者への段階的罰則強化が問題になっているが、低所得者排除の仕組みは改 

めるべきではないか 

(4) 介護保険料の引き下げ 

本市の65歳以上の介護保険料（基準額）は月額2,864円が4,970円と介護保険制 
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度のスタート時から1.7倍も上がっている。支給される年金額は減額や据え置きば 

かりで、そこから天引きされる保険料がどんどん引き上げられては、暮らしは苦 

しくなるばかりである。また介護保険会計は７億3,875万円の黒字である。合わ 

せて基金はいくらになるのか。また次期の介護保険料は引き下げるべきではない 

か 

 

３ 子ども・子育て支援新制度による平成30年度からの公立幼稚園保育料の値上げを 

やめ、抑制できる子育て支援を 

値上げの抑制 

焼津市は現在市立幼稚園が７か所あり、保育料は月額7,000円を上限とした５つ 

の階層から決定しているとのことだが、これは子ども子育て支援新制度の経過措 

置であり、Ｈ30年度以降は月額19,000円を上限とした５つの階層から決定される 

予定と聞く。大幅な値上げとなることへの心配の声が寄せられている。よって、 

保育園や私立幼稚園の保育料のように、値上げが抑制できる子育て支援を求めた 

   い 

 

４ 国連で採択された『核兵器禁止条約』を力とし、本市も連帯して核なき世界の前 

進に向けた役割を果たすために 

被爆72年の今年、核兵器禁止条約に向けて世界が大きく動いていた。焼津市議会 

では２月議会において「日本政府に核兵器禁止条約の交渉会議に参加し、条約実現 

に真剣に努力するよう求める意見書」を全会一致で採択し国へ提出した。そして歴 

史的な７月７日、ニューヨークの国連本部で核兵器禁止条約（以下：禁止条約）は 

122票という圧倒的多数で採択された。これは被爆者と反核平和運動の長年にわたる 

熱望に応えるものである。一方日本政府は、アメリカなど核保有国に追随し国連会 

議をボイコットし、禁止条約の署名を拒み続けている。これは唯一の戦争被爆国の 

政府としてあるまじき恥ずべき態度である。９月20日からは禁止条約への各国政府 

の調印が始まり、批准国50ヵ国を超えたあと90日で発効となる。禁止条約採択は核 

兵器廃絶への新たな第一歩であり、広島・長崎に次ぐ第三の被災市である焼津市の 

役割も期待されている。 

(1) ヒバクシャ署名 

「ヒバクシャの最後の訴え」と言われている「ヒバクシャ国際署名」は、すで 

に300万人分が国連に提出され、７月13日には島田市長と島田市議会議長が賛同し 

署名した。これにより県内では11市４町の首長、10市７町の議長の賛同（７月13 

日現在）を得た。焼津市長も早急に「ヒバクシャ国際署名」に賛同し署名をされ 

たい 

(2) 平和首長会議 

焼津市も加盟している「平和首長会議」は、全国市区町村の96.6％、1,682自治 

体が加盟し、現在市民やＮＧＯと連携して2020年までに非人道兵器の極みである 

核兵器の廃絶をめざす「2020年ビジョン」を展開している。８月９日には国内加 

盟都市会議の第７回総会を開き、「禁止条約採択を受けて条約締結を促進すると 

ともに法的実効性をもつものへと育てていくことが重要」と指摘し、「被爆者の 

思いをしっかり踏まえ、日本政府が本気になって行動をおこすことを求める」安 
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倍晋三首相への要請を採択した。市長は総会の首相への要請書、全国の取り組み 

についてどのように受けとめているか 

(3) 6.30市民集会の充実 

焼津市は1954年にマーシャル諸島ビキニ環礁付近を操業中に被ばくした第五福 

竜丸の悲劇を語り継ぎ、核兵器のない平和な世界の実現を訴える「6.30市民集会 

～核兵器廃絶への祈り～」を毎年６月30日に開催しているが、ここ数年、名称の 

変更、平和賞を中止し平和文化賞に変更、今年度は小・中学生の作文や合唱の参 

加がなくなってしまった。市民集会開催の意義と後世に伝える役割が薄らいでい 

ることの懸念及び小・中学生参加の再開を求める声があるがどうか 

 

２ 村松幸昌議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長、教育長 

 

１ 市街地へ流入する中小河川の現状と市民への安心と安全等の提供を伺う 

(1) 全国で頻発している記録的短時間大雨情報等が日常化しているが、焼津市にお 

いて中小河川の安心安全は確保されているのか 

ア 暗渠となっている部分に問題はないのか伺う 

（建設当時と比較して流量を排水できているのか又上流部に負荷がかかって 

いないのか） 

イ 農業用水施設の現状とその影響についてどのよう考えているのか伺う 

ウ 記録的短時間大雨情報、いわゆるゲリラ豪雨の現状と対策はどのようになっ 

ているのか伺う 

(2) 河川の付近に住む住民に河川そのものに関心を持つための動機づけの方法等を 

伺う 

ア 市民に親しまれ愛される河川を創出する考えは無いのか 

イ 河床整備工法と水生動植物の現状とあるべき姿（水生動植物の適切な関係） 

についてどのように考えるか伺う 

(ｱ) 現状は、鮒、川藻等の小動物や水生植物が見られないがどのように分析し 

ているのか伺う 

(ｲ) 河川本来のあるべき姿は目指せないのか伺う 

 

２ 義務教育における学校体育及び学校体育施設利活用の現状と今後の方向を伺う 

(1) 市内中学校の体育教育の現状と施設利活用についてどのように受け止めている 

のかを伺う 

ア 中学生体育系部活動と学校体育施設利活用の現状を伺う 

イ 部活指導者の人材不足、施設管理面からの施設利活用率低下等を解消するた 

めの方策を伺う 

（地区コミュニティには適材適所に該当する人材もあると思うが、地元との 

意見交換等の現状を伺う） 

ウ 学校体育施設利活用率向上への対策は講じているのか 

(ｱ) 利活用率向上のため、例えば学校区内コミュニティ等への一般開放等 
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(ｲ) 維持管理等コスト面からのプールの今後の方向性 

(ｳ) 公共施設マネージメントにおけるプールの方向性 

エ 施設利用団体からの要望等について、学校側とスポーツ振興課との意見交換 

等調整具合の現状を伺う 

オ 学校体育施設の現状での利用頻度をどのように考えるか伺う 

(2) 市内小学校の体育教育の現状と施設利活用についてどのように受け止めている 

のかを伺う 

ア スポーツ少年団への児童の加入割合と少年団の学校施設の利用頻度について 

伺う 

イ 小学校体育施設開放の現状を伺う 

 

３ 市内在住外国人について伺う 

急増する市内在住外国人についてその課題と対策を伺う 

ア 外国人児童・生徒に対する小中学校での教育を伺う 

(ｱ) 現状の課題と問題点を伺う 

(ｲ) 今後の学校側の受け入れ体制を伺う 

イ 賦課徴収等を伺う 

(ｱ) 賦課等の現状を伺う 

(ｲ) 納税状況等の現状を伺う 

ウ 保険・年金加入状況等を伺う 

エ 人口減少・少子高齢化対策の一環としての在住外国人増加施策を伺う 

(ｱ) 焼津市として焼津市の労働状況の現状分析を伺う 

(ｲ) 外国人労働者雇用の状況を伺う 

(ｳ) 年々増加傾向にある外国人労働者並びにその子女に対する考えを伺う 

 

３ 鈴木功治議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長、教育長 

 

１ 河川水門と逆流、塩害対策の現状について 

(1) 農業用河川水門の目的は何であるか、機能しているか 

温暖化による潮位上昇により沿岸部の農地の状況は塩害被害の拡大が予測され 

年々厳しくなってくると思われる。塩害対策として設置された現在の水門の効果 

はどのようなものか。今後更に潮位が上がることが予測されるが現状でよいのか 

どの様に認識されているのか伺う。 

逆流水門は潮の干満に合わせて作動しなければならない。一度海水が逆流する 

と海水くさびとなり弊害がでるおそれがあり常に作動確認が求められると思うが 

どのような現状か伺う。 

ア 水門の機能はどのようなものですか、現在その機能を満たしていますか 

イ 満潮時に海水の逆流はどのような状況か調査はされていますか 

ウ 今後更に潮位が上昇すると言われていますが沿岸地域の農業のありかたにつ 

いてどの様に考えていますか 
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(2) 耕作放棄地対策、塩害対策としてのイグサの試験栽培はどのような状況か 

耕作放棄地は雑草が生え周りの農地に悪影響を与えてしまい、景観が悪いなど 

が問題となる。イグサの試験栽培が行われたが対策に対する効果はどうであった 

か伺います。 

イグサ試験栽培が耕作放棄地、塩害対策として効果があり、今後の沿岸部の 

農地対策として方向性を示せるものになるのか伺います 

 

２ 公園グランド、スポーツ広場の使用と照明について 

市民に身近な施設である公園グランドやスポーツ広場を安全にまた有効に使用 

しなければならないが現状について伺う 

市内にはソフトボールやサッカーなどが夜間でも出来る照明灯付きの公園グラ 

ンドやスポーツ広場が有ります。最近では明るく電気使用量の少ないＬＥＤ照明 

も採用されるようになりました。 

スポーツ都市宣言がされている市として、市民が安全に気軽にスポーツを楽し 

めるよう環境づくりも必要と考え現状について伺います。 

ア 各施設に照明基準となるものは有りますか 

イ 施設により土壌の違いはありますか 

ウ どの様に管理されていますか 

エ スポーツ都市宣言を掲げる市として、今後の公園グランドやスポーツ広場に 

対してどのように考えていますか伺います 

 

４ 青島悦世議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 焼津市水産振興会 水揚優秀船表彰式について 

水揚優秀船表彰式について、来賓はどのような基準でご招待するのか。 

焼津市水産振興会、水揚優秀船表彰式について、5月26日表彰式は行われまし 

た。来賓はどのような基準でご招待するのか。 

なお、市における水揚支援として平成29年度予算において遠洋漁船水揚促進 

総合推進事業費3,500万円、小川魚市場水揚確保支援事業費500万円が計上され 

ています。 

 

２ 災害に強いまちづくりの構築 

(1) 現在進められている「新庁舎建設」に関連し伺います。今までも同僚議員をは 

じめ多くの質問がなされてきました。安心できる社会構築、防災対応をレベルア 

ップし、私たちが、今後、逢うことのできない、将来、未来の人たちに、災害に 

強いまち、「やいづ」、に向かうことを目的とします。 

静岡県が平成28年３月に作成した「想定津波浸水域図・津波痕跡図」また、８ 

月25日・26日静岡新聞朝刊、テレビ等でも既に知るところで、中央防災会議の有 

識者ワーキンググループ（作業部会）は、東海地震の直前予知を否定する一方で、 

大地震発生の可能性が普段より高まっている、と情報が出せる状況はありうると 
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し、大震法の見直しは必至で、東海地震対策は大きな節目を迎える。とした内容 

です。 

また、南海トラフ対応について、具体案は「モデル地区で検討」とあります。 

以上のこと、過去の一般質問から関連する答弁内容等を振り返りながら伺って 

まいります。 

ア 静岡県から平成28年３月に作成、６月に各自治体に配布しました「想定津波 

浸水域図・津波痕跡図」これは、地震対策資料№289-2016」です。 

このような資料がありますが、浸水想定について、市はこれまで市民の皆様 

にどのように広報してきたのか 

イ 冒頭申し上げました、中央防災会議の作業部会の検討内容で焼津市の対応を 

今一度見直す事態は発生しないのか。 

また、庁舎建設位置について再考する事態は発生しないか 

ウ ８月31日新聞報道によると、富士・田子の浦港、津波防潮堤の見直し、の記 

事がありました。 

焼津市として再考することはないか 

エ L1,L2の地震規模の話を市長はされますが、いつ、だれが判断するのですか 

オ 総合的判断の項目を今一度お聞かせください 

カ 庁舎建設費が、市民の皆さん、一般質問等で説明してきた金額から増大して 

いくことは考えられませんか 

キ 焼津市庁舎建設について、静岡県の川勝知事の評価は承知しているか。 

(2) 地震津波被災後の応急仮設住宅の対応について 

ア 近隣市との連携は話し合われているか 

イ 建設する応急仮設住宅は何戸くらい必要になると想定しているか 

ウ 被災後、必要とする応急仮設住宅建設完了日数期間をどの程度かかると想定 

しているか 

 

５ 杉﨑辰行議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

焼津市の将来像に反する行動に警告を込めて 

―まだ間に合う「真の発展」を目指すために― 

都市計画法に基づき「焼津市都市計画マスタープラン」が策定され、これを都市 

計画の最も基本となるものとしている。ここでは概ね20年後の将来像を、各項目ご 

とに構想を立てている。 

また、昨年の３月に静岡県より「志太広域都市計画都市の計画区域の整備、開発 

及び保全の方針」の変更がされている。同時期に静岡市が「中部５市２町の連携中 

枢都市」を宣言し、今年の３月に「しずおか中部連携中枢都市圏ビジョン」を策定 

した。 

これらは、人口問題を含み課題へ立ち向かう指針と捉える。一自治体での対応に 

は限界があり、圏域一体での取組みとするものである。 

これらを前提に、現在焼津市で、計画されたり進行中のものの中に、市が描く将 
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来像にそぐわないと思えるものがあるので、質問する。 

(1) 地域連携と土地利用への警告 

現在進めようとしている大井川上泉の新たな商業施設について伺う 

(2) 安全安心の考え方への警告 

ア 市役所庁舎を「海とともにある焼津の『安全安心のシンボル』」としている 

が、静岡県地震対策資料として発表されている安政東海地震の推定津波浸水域 

でかつ想定津波最大浸水１～２ｍとされている、災害リスクの高い場所が何故、 

安心安全のシンボルなのか伺う 

イ 同資料で同じく、安政東海地震の推定津波浸水域でかつ想定津波最大浸水１ 

～２ｍとされている、浜当目４丁目に建設中の建物は何の施設か伺う 

(3) 活性化策への警告 

焼津市都市計画マスタープランで小川地域の将来像を○暮らしやすく人に優 

しいまち○歴史と文化を学び、次代につなげるまち○災害に素早く対応できる 

安全・安心なまちとしているが、場外舟券売り場はこれらのどこに該当するの 

か伺う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


