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平成29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５日） 

１ 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 更なる子育て支援の充実を図るために 

更なる子育て支援の充実について 

平成27年度より子ども・子育て支援新制度がスタートし、新制度に基づく様々な施 

策が展開されています。３年が経過する中、焼津市の子育て支援策は県内他市と比較 

してもトップクラスの位置にあり、実際に子育て支援が充実しているからと焼津市に 

転入する方もおり、今後もこの流れは途絶えさせてはいけないと考えます。子育て支 

援については、経済的負担の軽減の拡充はもとより、各種子育て支援施策の充実を図 

る事が、人口減少の歯止めにもなると考えますが、市長は、更なる子育て支援につい 

て、どのようなお考えをお持ちか伺います。 

ア 保育料等子育て世代の経済的負担の軽減について、拡充を図るお考えはありま 

すか。 

イ 「ママ・パパになるなら焼津市」を実現するために、更なる子育て支援の充実 

についてのお考えを伺います。 

 

２ 焼津市における防災対策の更なる充実を 

防災対策の充実を図るために 

地震、津波等の防災に関し、市民が果たす役割は非常に大きいと感じます。自分た 

ちの安全は自らの手で守る意識を持ち、平常時からの発災後に至るまでを想定し、 

可能な防災対策を着実に実施し、災害が発生した場合の備えを万全にする必要があ 

ります。 

そこで、焼津市における防災対策について伺います。 

ア 市民の防災対策に対する意識をどの様に感じているでしょうか。 

イ 今年度の最重点項目「男女の協働による地域防災体制の強化」について、取組 

みの状況を伺います。 

ウ 焼津市では防災情報の入手方法として、同報無線の他に、防災メールの配信を 

行っています。防災メールの普及状況、また効果を伺います。 

エ 災害時において、すべての市民が情報を得るための体制づくりについて、お考 

えがありましたら教えて下さい。 

 

 ２ 松島和久議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長・病院事業管理者 

 

１ 新病院建設について 

新病院建設について 

新病院の建設基本計画策定の議論も２年目を迎え現在の検討状況はどうか 
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焼津市立病院は、地域の基幹病院として、市民の安全安心の確保のため大きく貢献 

している。 

しかし、施設の老朽化が進み、今後も引き続き地域の基幹病院の役割を果たすため 

には、病院施設や設備の整備が必要となり、新病院の建設に向け準備を始め、現在基 

本計画の策定を進めていると聞いている。市立総合病院は焼津市民はもとより周辺住 

民にとっても、安心安全のよりどころとなる重要な施設と位置付けられる。 

基本計画策定の議論も２年目に入っており、基本計画のおおよその形も見えてきた 

のではないか、と推測される。今後パブリックコメントなどを通じて市民には公表さ 

れていく事となると思うが市民からは大きな期待と関心が寄せられている施設である 

ので、以下確認のため伺う。 

ア 質問(1)のアとして 

基本計画の検討状況はどうか、基本構想策定後、昨年と本年の２ヵ年をかけ基本 

計画を策定する計画となっているが、現在の検討の状況と今後の見通しはどうかに 

ついて伺う。 

イ （イ）として 

現在の市立病院は増改築を繰り返してきたため、各部門の配置や動線が悪く業務 

が非効率である。新病院は市民や利用者「患者さん」と医療従事者スタッフにとっ 

ても使いやすい病院であるべきと考える。新病院の建物の配置はどのように考えて 

いるのか伺う。 

ウ (ウ)として 

市民も関心の高い医師不足の解消について伺う。 

市民から期待されている高度な医療の提供を行うためには新病院建設というハード 

面の整備だけでなく医師確保というソフト面の充実も必要であり、現在不足してい 

ると聞いている循環器科、呼吸器科、代謝内分泌科などについても新病院の建設を 

契機に医師不足も解消していく必要があると考える。医療現場責任者の病院事業管 

理者のお考えを伺う。 

 

２ 「第６次焼津市総合計画」について 

「第６次焼津市総合計画」の基本的な考え方はどうか 

「第６次焼津市総合計画 基本構想」の策定について、本議会に議案提出された。 

前回議会29年９月議会でも先輩議員から現在策定中の第６次焼津市総合計画の方向 

性について、策定の経過と進捗状況と、その方向性についての質問があった。 

市長からは、アンケートや総合計画策定市民会議など多くの市民の参加とご意見を 

頂き議論を重ね将来都市像を提案して戴き、焼津市の将来都市像案を「やさしさ 愛 

しさ いいものいっぱい 世界へ拡げる 水産文化都市 YAIZU 」とした。基本構想 

案を11月議会に提出、基本計画の策定を経て、平成30年度からスタートとなるとの事 

であった。 

また、総合計画の示そうとする方向性は社会経済の変化を的確に捉えスピード感を 

持って対応できる柔軟な市政運営の指針としての役割を果たすものとすると答弁され 

た。そして、この将来都市像を実現するために、以下、４つの政策目標を掲げた、 

１、子ども子育てに関すること 

２、健康福祉に関すること 
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３、産業・観光・文化に関すること 

４、くらし・環境に関すること 

この４つの政策を具現化する施策を展開することで将来都市像を実現していきたい 

との事であった。 

今回私は、この４つの政策の中から、４つ目のくらし・環境に関する事について質 

問させていただきます。４のくらしと環境については政策目標として「暮らしやすく 

安全で安心なまちづくり」を掲げている。 

そこで質問であるが、質問(１)の(ア)として 

「くらしやすく 安全で安心なまちづくり」の方向性に対する市長のお考えを伺 

う。 

 

３ 平成30年度の組織改正について 

平成30年度の組織改正の基本的な考え方と効果について伺う。 

本議会、定例会に議第67号「焼津市部設置条例の一部を改正する条例(案)」が提出 

された。 

議案によると条例 第１条中「12部」を「13部」に、「危機管理部」を「防災部」 

に、「経済産業部」を「経済産業部」・「交流推進部」に改める。とのこと。第２条 

(１)総務部に分掌されていた、オ、の「電子情報処理組織及び情報化に関すること」 

が総合政策部に再編されている。 

条例中(10)の新たに設置される交流推進部は、 

ア 交流人口の拡大に関すること 

イ 観光に関すること 

ウ スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く） 

エ 文化に関すること（文化財の保護に関することを除く） 

を分掌する、以上のご提案を頂いた。 

市長からの提案理由説明では、交流人口の拡大による地域の活性化を図る為、「地 

域づくり」という観点から、交流を活動の基礎に置くスポーツ行政及び文化行政と観 

光行政を一元的に分掌するための設置であるとのことであった。 

この議案に関して私は大いに賛同するものである。交流人口の拡大は、毎年４月に 

行われている１万人が走る焼津港マラソン大会や東京オリンピック・パラリンピック 

のモンゴル国合宿・全日本クラスの合宿の誘致などを見てもわかるよう多くの人が参 

加、観戦するスポーツ大会は観光とも大きくつながり焼津市の賑わいをもたらすもの 

である。海上花火大会も市民に憩いと潤いをもたらす大きな資源であると考えます。 

また、２条(１)オの「情報政策及び情報処理に関すること」を総合政策部に分掌す 

ることは、世の中の動きを観ればわかるよう、すでに各種業種の実務に大きく関わり、 

激動する社会情勢に素早く反応していく必要があり議案説明では、「ICT、IoT、AIの 

情報技術を生かした地方創生戦略を一体的に進めるため」との説明があった。そこで 

いくつか伺う。 

ア 質問(1)のア、として 

条例改正について、「交流推進部」設置の提案理由の説明では、交流人口の拡大 

による地域の活性化を図る為、「地域づくり」という観点から、スポーツ行政と文 

化行政及び観光行政を一元的に分掌するための設置である。とのことであったが、 
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このような改正を提案された基本的な考え方を伺う。 

イ 今月、焼津市総合体育館がリニューアルオープンし利用、活性化の期待も大き 

いが、今後、焼津市はスポーツ振興をどのように進めていくのか伺う。 

ウ 改正内容のエに文化に関する事とあるが、どのような効果を期待しているのか、 

伺う。 

エ 現在焼津市は交流人口を把握しているのか、また観光客の入込客数の推移はど 

うか。大きなイベントを成功させることが大事であると考えるが、大型イベント 

の開催についてはどのように考えているのかを伺う。 

オ ２条のオに関して、「情報技術を生かした地方創生を一体的に推進」とお聞き 

したが、具体的にどのような方針であるか、伺う。 

カ 今回の条例改正は前段で取り上げた、第６次焼津市総合計画への取組みとの関 

連はどうかを伺う。 

 

 ３ 太田浩三郎議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

１ みんなが安心して暮らせるまちづくり等より子育て支援の充実について 

子育て支援の充実について 

政府は教育無償化を柱とする「人づくり革命」を打ち出しています。消費税の一部 

を子育て支援や学生への奨学金給付などに当てると選挙公約に掲げた。子育て支援や 

教育のあり方に関する議論も進まない状況での公表であります。０～２歳児の幼児教 

育・保育を住民税非課税の低所得世帯に無償化する等の大枠が固まったが課題が山積 

みしている。一つが格差への対応です。３～５歳児は親の所得を問わず原則全て無償 

化する方針で、現在の保育料は所得に応じて設定され低所得やひとり親の家庭などは 

既に無償化されている。このため全面無償化になった場合、所得が高い世帯ほど恩恵 

を受けることになる。政府は支援を一定額とし、高額な私立幼稚園に通う費用を上限 

なく税金で賄う事は避けるとの考えを示している。当初、約17万８千人が利用する認 

可外保育所は一律対象外とする方針を一定の条件を満たせば対象に加える方向を示し 

た。認可施設の選考に漏れやむなく認可外に入る世帯では「不平等」との不満が生ず 

る懸念も起きる。いま優先すべきなのは、認可施設を希望する人がそろって利用出来 

るように、受け皿を用意すべきだと言われています。 

当市での子育て支援につきまして質問いたします。 

ア 当市の臨時広報紙のママ・パパになるなら焼津市を見ますと「子育ての経済的 

負担を大幅軽減」と掲載されています。この内容は次の項目によります。 

１、高校世代まで医療費無料 

２、ロタウイルスワクチン助成 

３、保育料第２子半額・第３子無料 

４、認可外保育施設の利用者への助成差額補助 

５、私立幼稚園保育料助成枠拡大 

となっています。具体的内容はどうなっていますか 

イ それぞれの利用者数・助成金額数はどうなっていますか 
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ウ 認可外保育施設の把握はどの様にしていますか 

エ 私立幼稚園の保育料助成はどの様に把握し実施していますか 

オ 焼津市立幼稚園の保育園料が来年度から値上げするとの報道がありましたが事 

実ですか。関係者の皆さんからは「幼稚園は少子化対策の対象外なのか」との声 

が上がっているとの記載もあり、広報紙による大幅軽減は偽り報道と捉えますか 

カ 今年度まで公立幼稚園の保育料は、7,000円を上限として世帯の市民税額により 

設定されていました。これが来年度からほとんどの世帯で値上がりし、４割の世 

帯は一気に２倍以上になります。これではせっかくの子育て支援に水を差すので 

はないかと思いますが如何でしょうか 

キ 子育て支援として、待機児童の関係が出ていませんが、当市では待機児童はい 

ないと捉えていますか。幼児教育・保育の無償化に伴い対象者が増加する事も考 

えられますが如何でしょうか 

ク 待機児童の定義が今年４月から見直され、保護者が育児休業中であっても、復 

職の意思がある場合はカウントすることを自治体に指示した。となっていますが 

当市に於いては如何ですか 

ケ 当市での子ども・子育て支援事業計画によりますと、就学前は「幼稚園・保育 

所（園）に係る費用負担の軽減などの子育て家庭への経済的支援」が61.1％。次 

いで、「幼稚園、保育所（園）の充実（待機児童の解消）」が47.5％「小・中学 

生を対象とした自己負担金の無料化など子ども医療費の助成制度」が44.4％「病 

児・病後児保育や一時預かり保育など一時的に子どもを預けられる保育サービス 

の充実」が30.9％との結果が出ています・当市としては頑張っていると思います 

が如何でしょうか 

コ 認定こども園についてはどの様に進行していますか 

 

２ 所有者不明土地及び農地・空き家について 

所有者不明土地及び農地・空き家について 

全国で増え続ける所有者不明の土地について、国や自治体が新たな対策を講じなか 

った場合2040年には16年時点比で約1.8倍の約720万ヘクタールに達するとの推計が出 

された。実に北海道の面積の９割に相当する。所有者が分からないと、売買や利活用 

の手続きが行えず、経済に及ぼす損失は17～40年の累計で約６兆円に上ると見積もら 

れている。国土交通省はこの様な土地に関して５年程度の利用権を設定し、イベント 

広場や保育所など公益性のある事業に限って使えるようにする制度を検討している。 

農林水産省の昨年調査によると、相続未登記や名義人と連絡がつかず権利関係が分 

からないのは全国農地の２割に当たる約93万ヘクタール。静岡県内でも15％１万４千 

ヘクタールに上り、担い手への農地賃貸を仲介する農地中間管理機構（農地バンク） 

の業務の妨げとなっている。それに伴い空き家についても人口減少・少子高齢化に伴 

い、地価の下落、資産価値の低下に加え登録免許税や固定資産税といった税負担、等 

使われず所有権が事実上放棄された土地や家屋を適切に管理する受け皿づくりが必要 

な課題となっている。 

次の質問を致します。 

ア 当市での空き家の状況はどうなっていますか。どのくらいの空き家があります 

    か 
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イ 当市での所有者不明土地についてはどうなっていますか。どのくらいの面積が 

ありますか 

ウ 当市での農地でどのくらいが使用されない土地があり、荒廃地となっている土 

地がどのくらいありますか 

エ 現在では、インターネット上で売り手や使い手、買い手をつなぐ「マッチング 

サイト」などが利用出来これまでに青森県の畑付きの家、広島県のアトリエ付き 

家などの約 60件の空き家・空き地が投稿され、６件の売買が成立した。それに伴 

い遊休不動産の再生を手がけるリノベーション事業のマッチングサイトにより地 

域活性化も図られている。今後の取り組みとして如何でしょうか 

オ 2013年時点での全国の空き家は約820万戸、このまま空き家の解体や活用が進ま 

なければ、2033年には国内の住宅の30.2％に当たる約2150万戸が空き家になると 

予測されている。当市としては如何に考えますか 

 

３ 中小企業・ベンチャー企業等の支援事業について 

中小企業・ベンチャー企業の支援について 

「電気自動車が普及すれば部品出荷額半減」の見出しがでました。本県は54.9％で、 

EVが普及すると自動車部品出荷額が半減するおそれを示しました。 

10月25日開幕した東京モーターショーでは、自動車各社が人工知能（AI）などの最 

先端技術を搭載したEVを相次ぎ発表した。業界を取り巻く変化のスピードに対応した 

構造変革が重要度をましている。「基盤技術を成長分野で活用したり、新事業を創出 

したりしてEV時代を見据えたしっかりした備えを」と静岡経済研究所は警鐘をならし 

ている。と掲載されていました。 

当市に於いても、2015年度閉鎖法人（中小企業・小規模企業）は176社、その圧倒的 

多数は１号法人（資本金の額が１千万以下・従業員数が50人以下）152社です。業種別 

に見ると建設業：31社、製造業：37社卸売・小売業：25社、解散43、精算40、合併10、 

破産９、閉鎖38、その他36となっています。また、先般の質問で地元金融機関の合併 

も取り上げましたが、国内大手金融機関でも数千人から一万数千人の減員を発表して 

います。最近では、商工中金が公的融資の縮小を行うと発表された。縮小に伴い融資 

とは別に、対象企業が補助金や税制優遇などを受けられる経営支援を実施しているが 

同様に見直しを行うと発表された。 

それでは次の質問を致します。 

ア 当市に於いても企業支援として金融面でお手伝いを行っているわけですが、影 

響はありませんか 

イ 商工中金の主な公的融資として 

○危機対応融資 

○日銀貸付を活用した融資 

○産業投資貸付関連融資 

○経営支援型利子補給 

等が主な公的融資となっています。今まで利用した経緯や地元金融機関を通して 

支援を行ってはいませんか 

ウ 焼津市中小企業・小規模企業振興基本条例に金融機関の役割としての項目が設 

置されていますが、今後地元の金融との連携をどの用に実施するのかをお聞き致 
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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 高齢社会でも安心して暮らせるまちへ 

(1) 運転免許証の返納に関する取り組みについて 

近年、高齢者ドライバーの事故が相次ぎ問題となっており、県内でも運転免許証を 

返納した人は増加傾向にあるが、日常生活に支障をきたすという不安などから、返納 

率は、全体からみれば２％にすぎない。 

運転免許証を返納した高齢者の公共交通機関利用の優遇など、返納しても高齢 

者が安心できる具体的な施策を検討しているか 

(2) 超高齢社会でも十分に対応できる介護や医療の体制について 

高齢者の増加は、介護や医療にも大きな影響を与えることが予想される。2025年に 

は、団塊の世代が75歳以上になる超高齢社会へ突入すると言われており、一刻も早い 

対応が必要である。 

ア 介護施設や病院のベッド数の不足が予想される場合、在宅医療などの対応や本 

人の意思に応じて緩和ケアを受けることができるかなど、介護施設の整備につい 

て具体的な対策は講じられているか 

イ 高齢者施設に入所したくても、利用料が払えなかったり、医療的ケアが必要で 

入居できないといった事態も懸念されるが、在宅サービスを必要に応じて日常的 

に受けられるよう体制を整えることは検討されているか 

ウ 認知症の早期発見・早期予防には、家族や周囲の理解を深め、具体的な対応を 

周知させることが有効であるが、どのような対策をしているか 

エ 今後予想される介護の人材不足について、どのような対策をしているか 

 

２ 中小企業支援（インターネットによる通信販売の支援）と駅前通り商店街空き店舗 

の有効活用について 

(1) 中小企業支援のための特産品販売のホームページの立ち上げについて 

近年、インターネット通信販売が飛躍的に増大しており、ふるさと納税制度におい 

ても、市内の多く特産品が全国に届けられている。しかしながら、今後もふるさと納 

税制度が継続される見通しは確かなものではなく、特産品を扱う中小企業が独自のホ 

ームページを立ち上げ、インターネット通信販売を実施するための技術や資金的余裕 

は不足している。 

中小企業が今後も長期にわたって販路を築いていくために、市の特産品販売の 

ホームページを立ち上げ、戦略的な商品販売などを支援していくことが必要であ 

ると考えるが、市の見解を伺う 

(2) 駅前通り商店街空き店舗の有効活用（チャレンジショップ事業の拡大）について 

商店街の空き店舗を活用したチャレンジショップ事業は、起業支援を目的に、市で 

借り上げた空き店舗を、期間限定の試験的な営業として「小売業・サービス業」をす 
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る者を対象に貸し出している。 

商店街のさらなる人の集まりや賑わいの創出のため、事業の目的や対象を拡大 

し、市で借り上げた空き店舗を、子育て支援や高齢者の居場所づくりの場所など 

としても、市民に貸し出しをすることができないか、市の見解を伺う 

 

５ 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 河川堤防の樹木は治水優先の管理を 

近年大雨による河川の増水により氾濫の危険が心配されている。河川法の改正によ 

り、堤防に有る樹木は堤防の力を弱めるとして植樹は制限されているが、市内の河川 

の桜を今後どうするか考えなければならない。 

市内には多くの桜が植えられ開花を楽しむ人も多く春の風物詩となっている。先 

人たちの善意から植えられた桜であるが植樹から約50年たち寿命を迎えている。し 

かし河川堤防の桜については河川法により苗木を新たに植える事は困難になってい 

る。今後も河川の美観を保ち市民に愛される水辺を維持するために、治水面にも配 

慮した河川堤防を考えなければならない。 

ア 河川堤防の樹木に対して治水面からどの様な認識か伺います 

イ 河川堤防の樹木で現在危険とされている箇所は有りますか 

ウ 寿命がきている河川の桜並木の今後の計画は有りますか、桜以外で新しい水辺 

を造る構想は有りますか 

 

２ 公民館の利用拡大に向けて 

公民館は市民の交流の場であり、交流が地域つくりや活性化につながるものであり、 

より多くの市民が利用できるようにしなければならない。 

公民館は市民の教養を高め文化の向上を図るものである。社会の要請に対応した 

取り組みや、子どもや若者、高齢者まで幅広い地域住民全体が気軽に集える場所で 

あり、必要なサービスを提供する拠点とならなければならない。社会教育の場所と 

いう事で堅苦しいイメージのみ優先され利用範囲が狭くなってはならない。公共施 

設の利用について、図書館内の展示ホールでの飲食を認める事や、飲食コーナーを 

設ける、公民館での飲食を認め割増料金を設ける等、各地でより気軽に利用できる 

よう取り組みがみられる。先日会派で視察した新潟県の長岡市の複合施設アオーレ 

長岡のアリーナはプロバスケットが行われる公式競技場であるが土足入場が出来、 

シートも敷かずに飲食できるなど、利用する側に立った貸出しが出来ていた。市内 

の公民館がより多くの市民が利用できるようにしていきたい。 

ア 利用料金はどのようにして決めていますか 

イ 公民館での飲食について規定はありますか 

ウ 複合施設となる多目的ホールの利用についてどの様な利用を想定していますか、 

利用料金は出ていますか 
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６ 深田百合子議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長・教育長 

 

１ このままギャンブル場である「（仮称）ボートレースチケットショップ焼津」建設 

を許していいのか～市長の政治姿勢と教育長の教育行政の姿勢を問う 

(1) ギャンブル場である「（仮称）ボートレースチケットショップ焼津」（以下：場 

外舟券売場）の建設について、すでに13自治会の会下之島・下川原・左口地区の住 

民の過半数以上が反対であることは市長に届いている通りであるが、日を追うごと 

に反対の声は増えている。そもそも場外舟券売場の設置はギャンブル場であるため、 

①地元の同意②議会が否決をしない③市長の同意、この３条件が必要である。①の 

地元同意の範囲について、６月議会で推進する請願を採択した紹介議員は「焼津市 

の場合、国交省は11町内会だけで良いと言った」と議会で繰り返し説明してきた。 

その後、８月23日国交省に直接出向き、「地元同意の範囲」を確認したが、「国交 

省は11町内会だけでいいとは一切言っていない」ことを再確認した。それでは、い 

ったい誰がどうして11町内会だけで良しと言ったのか。それは公文書記録の開示請 

求により、浜名湖競艇企業団が述べていたことが明らかになった。①虚偽の説明で 

地元同意の範囲を歪曲して一部の役員が地元同意を整わせ、②虚偽の審査によって 

議会が推進の請願を賛成多数で採択し、③その経過から市長は場外舟券売場の建設 

の要望に同意し、８月に浜名湖競艇企業団と行政締結を結んだ。そして現在、業者 

は建設の申請準備を進めている。一連の進め方から「地元同意の範囲」の虚偽は看 

過できない事態である。市長はこうした市民と議会を欺く虚偽について精査し、審 

査のやり直しをさせるべきではないか。 

この問題に対する市長の政治姿勢を示していただきたい 

(2) 半径１Kmの中に教育施設が多く、付近を含め18施設もあることが元高校の校長先 

生の「意見広告」から明らかになり、市民から多くの反響の声があがっている。こ 

の意見広告によると、市が参考としている小山町のミニボートピア小山の場所には 

１つも教育施設がない。焼津市の場合は子どもたちが一生懸命学んでいる隣で大人 

がギャンブルに熱中する環境となる。 

こうした環境になることをこのまま許していいのか、子どもたちの人格の完成を 

目指し、子どもたちの地域環境を守る教育長としての見解を示していただきたい 

 

２ 来年４月からの公立幼稚園保育料の値上げはやめ、内容の充実を 

来年度からの市立幼稚園の保育料値上げに対し、９月議会において「総合的に検討 

していく」旨の市長答弁がなされた。 

(1) 保護者からどのような意見が出されているか 

(2) 来年度の市立幼稚園の募集状況と本市の検討内容はどうか 

(3) 市立幼稚園の将来をどう考えているか 

 

３ 来年４月からの国保運営の都道府県化問題～国保税値下げを 

(1) ９月議会で静岡県国保運営方針案の問題点を質した。例えば収納率目標は91％に 

設定するとしている。これ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 
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ため所得水準が低い市町は保険税の高騰を招くこととなってしまう。 

このように県の運営方針案は問題が多いが、本市はどのような意見をあげている 

   か 

(2) 11月下旬に、静岡県による納付額と各市町の標準保険料率が試算されると聞くが 、 

焼津市の標準保険料率の試算はどうか 

(3) これまでの応能（所得割・資産割）応益（均等割・平等割）割の４方式から資産 

割を抜いた３方式が推測されるが、被保険者のくらしを守るために基金を繰り入れ、 

値下げできるようにすべきではないか 

 

７ 村松幸昌議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 人口減少時代を迎えている焼津市の土地に関する対策等について伺う 

(1) 耕作放棄地の現状と対策を伺う 

ア 優良な農地（いわゆる青地）での現状はどうか伺う 

イ 優良な農地以外（いわゆる白地）での現状はどうか伺う 

ウ 耕作放棄等による影響の有無は把握しているのか伺う 

エ その対策を伺う 

(2) 中山間地の荒廃の現状と対策を伺う 

ア 現状把握について伺う 

イ 有害鳥獣被害や農作物への影響について伺う 

ウ その対策等の現状について伺う 

エ 一層の防止対策強化プランの取り組みの有無について伺う 

(3) 空き家除去後の空き地の現状と対策を伺う 

ア 現状把握について伺う 

イ その対策等現状について伺う 

ウ 防止策の強化の有無について伺う 

エ 防止策における地元自治会との協力体制はどうか伺う 

(4) 所有者不明土地の現状と対策を伺う 

ア 事例の存在把握の状況について伺う 

イ その対応について伺う 

ウ 固定資産税徴収等に関する現状について伺う 

エ 「地域の土地を地域の人々が管理する」ための受け皿づくりへの考えを伺う 

 

２ 公共施設マネジメント基本計画の進捗状況と再編プラン等の取り組みを伺う 

(1) 平成28年度末での進捗状況を伺う 

ア 進捗状況と計画達成率について伺う 

イ 財政上の成果は如何か伺う 

(2) 個別再編プラン（行動計画）の取り組みを伺う 

個別再編プランに掲げられた「施設全体の維持管理・運営形態の見直し等に関 

する適正化方針」についての取り組み状況を伺う 
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(3) モデル事業の行動計画５プラン進捗状況と焼津体育館の現在の状況を伺う 

ア ５プランの取り組み状況と実績を伺う 

イ 「焼津体育館の再編」について平成27年度に「再編に関する考え方作成」とあ 

るがどのような内容で作成されたのか伺う 

ウ 昨年度検討し、今年度再編方針策定とあるがその進捗状況を伺う 

(4) 建物・機能の統合・集約等に関する行動計画16プランの進捗状況を伺う 

４つの重点プランの現時点での進捗状況について伺う 

(5) 維持管理・運営に関する行動計画11プランの進捗状況を伺う 

１つの重点プランの現時点での進捗状況について伺う 

(6) 第５次総合計画後期基本計画と第６次総合計画での相違点の有無と有ればその理 

由を伺う 

現時点での調整具合を伺う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


