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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３日（12月６日） 

８ 青島悦世議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長・病院事業管理者 

 

｢新しい市立病院で目指していくもの｣ 

新病院に向けて、ハードとソフトの両面から伺います。 

(1) 新病院建設に向けて進捗状況を伺う。 

初めに建設計画の進捗状況を伺います 

(2) 新病院に向けて、 

ア ハード面 

(ｱ) 災害に強いインフラ（電気・水）整備 

問 題：災害時にインフラを確実に維持できるのか。 

課 題：不確実性の要因は何か。 

解決策：どうしたら確実性を高められるのか。 

(ｲ) ｢病院｣という特殊な建物を造る難しさ 

問 題：病院を造っていくときに生じる固有の障壁は何か。 

課 題：その障壁はなぜ生じるのか。 

解決策：どうしたらその壁をクリアできるのか。 

(ｳ) ｢使い勝手の良さ｣とは何か 

問 題：今の病院で患者や職員が困っていることは何か。 

課 題：何が原因で困っているのか。 

解決策：どうしたら患者や職員が困らないのか。 

イ ソフト面 

(ｱ) 医療職の人材（財）育成 

問 題：医療職の育成でうまくいっていないことは何か。 

課 題：なぜ、育成がうまくいっていないのか。 

解決策：どうしたら、医療職として良い人財が育つのか。 

(ｲ) 病院事務職の人材（財）育成 

問 題：事務職の育成でうまくいっていないことは何か。 

課 題：なぜ、育成がうまくいっていないのか。 

解決策：どうしたら、病院事務職として良い人財が育つのか。 

(ｳ) 医師の確保 

問 題：医師が不足している診療科はあるか。 

課 題：なぜ、その診療科において医師が不足しているのか。 

解決策：どうしたら、医師がくるのか。新病院にむけて何ができるのか。 
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９ 杉﨑辰行議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

問題過多の場外舟券売場ではなく、教育と産業活性の場とすべき 

―地域発展の妨げとなる、博打場（場外舟券売場）は不適― 

市長は、場外舟券売場に関する行政協定を結んだ。その過程の不整合さ不明瞭さを、 

９月議会の議員による質問でも指摘されたが、その明確な回答はない。 

また、市の将来像への影響についても回答がない。 

あまりにも不自然さが目立つ経緯も含み舟券売場は、多方面に渡り負の影響が大き 

いので、これをやめて、同地を教育と産業発展の場所とすべきと考え質問する。 

(1) 場外舟券売場候補地について 

場外舟券売場候補地について、いつどこの地から始まって、どのように経過し 

ているか、把握している全てについて伺う 

(2) 地元の範囲について 

「地元の同意」を得たとしているが、その地元の範囲とはどういう範囲のこと 

を言うのか伺う 

(3) 土地の活用について 

ア 同地は、舟券売場以外に、どのような土地利用案や売買交渉があったか伺う 

イ 舟券売場は、会下ノ島地区の地域特性を活かしたまちづくりにどのように貢献 

するのか伺う 

(4) ９月議会での市長答弁の真意について 

地元で反対の意見があることを、把握していないか伺う 

(5) 市長の舟券売場に対する意欲について 

市長として、何故舟券売場が必要だと考えたのか伺う 

 

10 秋山博子議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

市民の安全と安心を守る総合的なリスクマネジメントの導入を求めて。 

自然災害などの社会リスクや政策リスク・組織リスクなど、総合的なリスクマネジ 

メントの構築を求めて。 

東日本大震災などの大規模自然災害や福島原発の過酷事故などを経て、近年、全国 

の自治体で危機管理体制の充実や計画の見直しがすすんだとはいえ、自治体が抱える 

リスクは、こうした自然災害などの「社会リスク」にとどまらず、政策や事業の実施 

に伴う「政策リスク」や、組織運営の面で発生する「組織リスク」など、市民生活に 

マイナスの影響を及ぼす可能性のあるリスクは、幅広く多様化している。 

たとえば、「社会リスク」では、人為的に発生する、環境汚染・食品被害・大規模 

事故災害・社会犯罪、また、自然発生的な地震・火山噴火・風水害・異常気象・伝染 

病などがあり、具体的には健康被害やライフラインの喪失が考えられる。 

また、「政策リスク」としては、政策立案や実行に際し、アセスメントや費用対効 
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果や前提の甘さから来る、経済的損失や社会的マイナス効果、「組織リスク」として 

は情報セキュリティの問題や不正行為・官製談合などがある。 

これらの実に多様で膨大なリスクに対し、まずどんなリスクが起こりうるのか特定 

し、分析し、評価し、リスクを回避あるいは軽減するために対処すること、そのため 

のリスクコミュニケーションを開発し、充実させていくことなど、自治体には総合的 

なリスクマネジメントが求められている。いくつかの具体的な取り組みの現状と、全 

庁的なリスクマネジメントの導入を求めて伺う。 

(1) 以下のリスクマネジメントについて焼津市の現状はどうか。 

ア 原発事故に備えた安定ヨウ素剤の配布の準備 

イ 福祉避難所の避難訓練の現状と今後の予定 

ウ 大規模災害の際の万一の計画停電への備え 

エ 飼い主のいない猫対策としてTNRの取り組み 

オ 場外舟券売り場の設置にかかるリスクへの評価 

(2) リスク管理者である市長には総合的なリスクマネジメントの導入を求めたいがい 

かがか 

 

11 杉田源太郎議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長・教育長 

 

１ 市内全小中学校普通教室・特別教室にエアコン設置を 

「第２期学び舎にこにこ元気計画」では平成30年から５カ年計画で、６つの事業 

（机椅子更新・ロッカー改修・校舎内装改修・下足入れ更新・トイレ様式化・空調整 

備）が示されている。 

近年夏季の教室環境（温度・湿度）下、学校生活での児童生徒はもちろん先生他関 

係者の体調への配慮から全教室のエアコン設置は待ったなしだ。 

(1) 「元気計画」について 

ア ６つの事業計画は大切なものだが、緊急性を求められる事業として教室の空調 

設備の順番をどのように位置づけているか 

イ 図書室に空調設備のない学校は小学校、中学校はどこか。５ヵ年計画でどのよ 

うな順番で設置実施していくのか 

ウ 「計画」には「図書室等」と表現がある。図書室以外に計画する教室はどのよ 

うな教室か 

エ 昨年度申請３件で、２件は交付金対象にならなかったことで計画されなかった 

理由は交付金対象工事費下限額4 0 0万円を下回ったとのことだが１件（１教室） 

当たり設置費をどの程度に見込んでいるのか 

(2) 教室現場の実態把握について 

ア 外気温、設置・未設置教室（階ごと、向き、位置）の学校ごと、年間の実態調 

査（温度・湿度）は行なわれているか。されているとすればその報告は受けてい 

るか 

イ 温度湿度等教育環境悪条件下でもそこで学ぶしかない。生徒、教師、学校司書 

等教育関係職員の声を確認しているか 
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ウ 近年熱中症になった者はないと聞いているが、体調不良を訴えた生徒、教師等 

はいたか 

エ 学校司書の仕事は生徒が一番利用する時間帯（昼休み）に合わせて準備、その 

後の仕事が集中する。図書室で仕事をしなければならないが未設置学校ではどの 

ような対策がされているか 

(3) 全空調設備未設置教室を一括で設置し生徒、教師、関係職員の安心・安全な教育 

環境整備を 

未実施教室561（普通教室370 特別教室191 ）で各事業（学校単位）は国の交付 

金下限額を下回ることはない。 

１教室当たり設置費（工事費）250万円として計算すると14億250万円。国の交付 

金は約４億6,300万円。約10億円予算で学校教育環境のうち空調設備を設置できる。 

来年度予算に計上すべきと考えるが見解を求める 

 

２ 場外発売場「（仮称）ボートレースチケットショップ焼津」（公営ギャンブル場） 

設置に関する行政協定は廃棄しかない 

９月議会での市長答弁は市民の疑問に対して正面から答えていない。ギャンブル施 

設設置への市長の同意経過は、地域のまちづくり・子どもたちの教育環境に対する行 

政の姿勢への不信を広げ続けている。 

９月議会最終日、緊急質問上程が多数により却下されたことからその内容に沿って 

質問をする。 

(1) 市が浜名湖競艇企業団（以降企業団）に環境整備協力費への誤解、自治会等が二 

分するような状況から行政協定拒否（平成27年９月８日付け）回答した。そして改 

善が図られたと再度協定締結の申し入れがあった。 

ア 環境整備協力費に誤解を招く記載 

環境整備協力費の「誤解が解消された」とする根拠はその申し入れ文書にあ 

る協定拒否回答の５ヶ月前の文書（平成27年４月10日付）だ。 

時系列的に矛盾している。この点についての見解を求める 

イ 自治会等が二分するような状況 

自治会等が二分するような状況は解消できたのか。市としての自治会の二分 

された状態は平成27年７月16日（木）企業団が来庁（都市基盤部）時の市の面 

談記録でも明らかにされている。市長は会下之島地区過半数世帯の設置反対署 

名を確認していると答弁している。それでも尚自治会の二分された状態は解消 

されたというのか。 

その見解を求める 

(2) 地元同意の範囲についての助言・指導について 

９月議会で市長は地元の範囲について「私から助言していない」、「助言するも 

のではない」と答弁しているが、平成27年７月16日（木）企業団が来庁（都市基盤 

部）時の市の面談記録には助言・指導が記載されている。また平成29年３月10日総 

務文教常任委員会で紹介議員は市長が範囲について指示を請願者にしたとある。 

ア 地元同意の範囲についての助言 

市の助言・指導は基本的に正しい。同様に紹介議員の「市長の指示」発言も 

正論だ。 
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それを否定することは市長か紹介議員のどちらかが虚偽発言をしたことにな 

るがその見解を求める 

イ 地元同意の範囲についての企業団の虚偽発言 

「ボートレース振興会を通じ国交省に焼津の場合は第11町内会だけでいい」 

との企業団発言（平成29年９月８日企業団への申し入れで企業団は覚えていな 

いと言う）が議会、請願審査で何度も繰り返された。国交省、振興会もこの発 

言を否定した。27年７月16日（木）企業団が来庁時の市の面談記録にある企業 

団発言は明らかに虚偽である。 

この発言が平成27年度以降地域での説明や意向調査でも地域住民にとって「 

国がいいと言っているなら・・・」というあきらめ、請願審査、議会において 

も「地域住民がいいというなら・・・・」という住民の意志尊重という立場で 

の発言もあった。経過の大本にこの虚偽があることは明らかだ。開示文書、地 

域からの入手文書、アンケート等さまざまなことからこれがギャンブル場設置 

に向けての大きな戦略の一つであることが見えてくる。 

企業団は焼津市との行政協定締結当事者としての資格はない。 

このことについての見解を求める 

(3) 平成27年４月10日付文書の公文書としての扱いについて 

この文書は平成27年３月31日事業者（金カロウ）によって４月・日付なしで作成 

されたものだ。環境整備協力費について逸脱した内容について市の抗議を受け謝罪 

し、前町内会長名で意向調査賛否結果と誤解を解くと記載して、回覧する文案であ 

る。 

ア 事業者作成公文書と町内会回覧文書の関係 

地元第11町内会だけでなく、会下ノ島全戸への回覧が前町内会長だけの名前 

で回覧されたといわれることについて問題はないか 

イ 企業団作成公文書に記載されている矛盾 

平成27年４月10日付文書に「平成27年10月末日 現在の会員数 85名」とあ 

る。半年以上先の会員数の記載を訂正もせず公文書として提出する。「単純な 

ミス」で済まされるものではない。企業団の不誠実さは焼津市民に対し礼を失 

するものであり、焼津市を軽んじるものである。行政協定締結当事者としての 

資格はないことを再度確認する。またこれをよしとする市長の姿勢について責 

任が問われるものである。 

この件についての見解を求める 

(4) 焼津市をどのように輝かせようとしているのか 

ダイヤモンド構想との整合性 

「焼津市ダイヤモンド構想」では「海の玄関口となる港の有利性を活かした、 

産業･観光機能を形成する」産業・観光のおもてなし拠点と位置づけている。 

このギャンブル場設置は市長のかかげるダイヤモンド構想とどのように整合 

するのか見解を求める 
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 12 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 

 

１ 「ヘルプマーク」、「ヘルプカード」の導入と普及啓発を！ 

障害や難病を抱えた人が、緊急連絡先や必要な支援をあらかじめ記載しておき、災 

害時や日常生活の中で困った時に提示することで、周囲の配慮や手助けを求めやすく 

するための「ヘルプカード」や、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病 

の方、妊娠初期の方など外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、 

周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、 

作成した「ヘルプマーク」が全国の自治体に広がりつつあります。 

障害を有する方の中には、みずから困ったと伝えられない方、手助けが必要なのに 

コミュニケーションに障害があって困ったことを伝えられない方、困っていることを 

自覚できない方もおられ、周囲の方は障害の内容や求めておられることが分からず、 

どう支援していいのか分からない状況があり、その両者をつなげるためのきっかけを 

作るツールが「ヘルプカード」であります。また、周囲からの配慮を必要としている 

ものの、外見からは分かりにくいために、例えば公共交通機関の優先席に座りやすく 

なるなど、周囲の方に理解してもらうために有効なものが「ヘルプマーク」になりま 

す。手助けが必要な方と、手助けをする人をつなぐ大切な架け橋になります。 

このヘルプマークは、本年７月に案内図記号を規定する国内規格（ＪＩＳ）に追加 

されたことで、今後さらに普及が促進していくものと期待されます。 

本市においても、「ヘルプマーク」、「ヘルプカード」の導入は、安心安全なまち 

づくりへの対策強化につながるものと思います。 

そこで伺います。 

(1) 「ヘルプカード」、「ヘルプマーク」に対する、市長の見解を伺います 

(2) 「ヘルプマーク」、「ヘルプカード」の導入への時期についての見解を伺います 

 

２ マンホールトイレの整備で、災害時のトイレ対策を強化！ 

災害発生時、避難所におけるトイレの果たす役割はとても大きなものがあります。 

過去の災害時において、トイレ環境が劣悪になり、避難者らの健康にも悪影響を及 

ぼしていた実態がありました。災害用トイレとしては、仮設トイレの普及が進んでお 

りますが、東日本大震災では、仮設トイレが避難所に行き渡るまでに４日以上を要し 

た被災自治体が全体の66％を占めていました。一方、マンホールトイレは、仮設トイ 

レに比べて、迅速な組み立てが可能で、下水道管につながっていることから、汲み取 

りの必要が無く、日常生活に近いトイレ環境を確保できる点が特徴であります。 また、 

段差が少ないため、高齢者や障害のある人でも利用しやすいという利点もあります。 

現在、マンホールトイレは全国で約２万基整備されておりますが、国土交通省では、 

同トイレの有効性を踏まえて、一層の普及に向けた新たな指針策定が必要と判断し、 

2016年３月「マンホールトイレ（非常用トイレ）の整備・運用のためのガイドライ 

ン」が示されました。このガイドラインによれば、マンホールトイレの設置場所は、 

災害対策基本法に基づいて市町が指定する避難所などで、設置数量の目安は、1 0 0人 

あたり１基から２基とされています。また、配慮事項としては男女別を基本として、 
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男女の出入り口の向きを変えることや、トイレの中と外への照明の設置、地震や強風 

による転倒対策の徹底のほか、高齢者向けの待合スペースの配置、車椅子用トイレを 

最低１基は設けることといった事項も提示されています。災害時に、地域住民らがス 

ムーズに組み立て、管理ができるよう、防災訓練で運用方法を確認することも奨めて 

います。 

本市においてもマンホールトイレ整備を促進し、災害時のトイレ対策の強化をする 

べきと思います。 

そこで伺います。 

(1) 本市の災害時のトイレ対策への取り組みについて 

(2) マンホールトイレの設置計画について 

 

３ 総合的な「子育て支援施策」で、子どもの貧困対策を！ 

本年６月本会議において子どもの貧困対策として、私は「就学援助補助金の新年度 

前支給の実現についての一般質問をさせていただきました。 

これは本年３月31日付けで、文部科学省から全国の都道府県教育委員会教育長宛に 、 

「就学援助補助金を、新年度開始前の援助が必要な時期に、速やかな支給が行えるよ 

う、補助金交付要綱の改正をした」との通知が出され、これを県教育委員会が市に対 

しても、補助金交付の実施をするように周知されたことを受けての質問でした。 

教育長のご答弁では「今回、国の補助金要綱が改正され、就学前の支給も可能とな 

りましたが、市の子育て支援施策と含めて対応するべきであると考えておりますので 、 

今後市の総合教育会議などにおいて研究してまいりたいと思います。」との内容のご 

答弁をいただいておりましたが、このたびの11月定例本会議に上程された補正予算に 

は、小学校および中学校の就学援助費を支給するための予算を、私の質問／要望どお 

りに計上していただいておりました。 

市長、市教育長のご理解のもと、検討していただきました「子育て支援施策」の一 

環での、「就学援助費」の新年度前支給の実現につながったものであると思います。 

「子育て支援施策」は、子育て時期からの幼児教育そして義務教育期の支援につ 

ながり、そこに生活支援が重なってきていて、問題も複雑多岐にわたっていると思 

われますが、今回の「就学援助費」支給を除いて、現在検討をされている本市の「 

子育て支援施策」の状況について伺います 

 

４ ブックシャワー（書籍消毒機）の設置で、図書館サービスの向上を！ 

近年は活字離れが指摘される中、本市では図書館事業の活性化として読書に親しん 

でもらう取り組みの一つとして、11月に「第一回ビブリオバトル」を開催するなど積 

極的な取り組みをされています。 

また、図書館への来館者や本の貸し出し数も増加傾向を示しているようです。図書 

館の本は不特定多数の方が利用するので、利用者がきれいに取り扱ってくれれば良い 

のですが、本は案外汚れていると思われます。 

兵庫県豊岡市では、本の中身のゴミの確認や汚れのふき取りなどは、普段から返却 

されるたびに行なっているけれども、髪の毛が入っている、タバコの臭いがするなど 

の苦情があることから、本の汚れを消毒・殺菌する「ブックシャワー（書籍消毒機）」 

が設置されました。また、大阪市立中央図書館ではインフルエンザやノロウィルスな 
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どウィルス伝染に配慮して、ブックシャワーが一階の児童室に設置されました。大阪 

府下では、寝屋川市駅前図書館、摂津市民図書館、摂津市立鳥飼図書センターでも設 

置され、四国の徳島市立図書館でも、インフルエンザ対策に効果があるということで 

「５階子ども室入口」、「６階一般室の総合カウンター横」に設置されています。 

ブックシャワーの殺菌には紫外線が使われ、30秒～60秒程度で本の全てのページを 

殺菌できるという便利なもので、雑菌やウィルス伝染のほか花粉症対策にも効果が見 

込まれることから衛生面に配慮しての設置が進んでいます。 

本市においても、図書館サービスの向上の一環として、本の雑菌やほこりなどを 

殺菌消毒し、ウィルス伝染や花粉症を除去して清潔な状態で本に親しんでいただき 、 

本も長持ちをさせていくためにも、ブックシャワー（書籍消毒機）の設置が必要と 

考えますが、市の見解を伺います 

 

 13 鈴木浩己議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長・教育長 

 

１ 犯罪から市民の生命や財産を守る防犯対策 

(1) 防犯カメラの設置について 

近年、犯罪手口の多様化や凶悪化などが大きな社会問題となっており、犯罪から 

市民の生命や財産を守る防犯対策は重要である。市内において、防犯カメラは公共 

施設をはじめ街頭や店舗、また一般家庭等にも設置が進んでおり、犯罪抑止効果だ 

けでなく犯罪捜査においても有効な手段として市民にも認知されている。そして、 

防犯カメラの設置に対する肯定的な声も多く、市民の不安感を解消する効果がある 

と考える。 

ア 公共施設や通学路および街頭など、防犯カメラの設置状況を伺う 

イ 公立および私立幼稚園、保育園と小中学校への設置状況を伺う 

ウ 設置を希望する事業者や自治会などへの設置補助の考え方を伺う 

(2) 防犯灯の設置について 

防犯灯は夜間の犯罪防止を目的として設置されている。設置は各自治会が行って 

いるが、例えば、自治会の境界部など防犯灯がない所や道路・河川等構造上、設置 

困難で最寄りの電柱に設置するも、明かりが届かない防犯灯もある。また、公共施 

設の敷地に囲まれた市道には公共施設の構造物に設置しなければならない場合もあ 

り、設置費用を自治会が負担するのに抵抗を感じるなど、地域によって不均衡があ 

る。防犯上必要な場所には市が設置すべきと考える。 

ア 防犯灯、街路灯の設置基準について伺う 

イ 防犯対策および安全対策上、必要な場所への設置についてどのように考えるか 

伺う 

ウ 防犯灯のワット数で選択できないか伺う 

 

２ マイナンバーカードの普及促進と付加価値向上策 

(1) カードの普及促進について 

全国814市区で、人口に対して最も交付率が高かったのは、８月末現在、宮崎県 
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都城市の21.7％で全国平均9.6％の約2.3倍。本市は、12,278枚で8.7％。都城市は、 

タブレット端末を活用し、無料の写真撮影及びオンライン申請の申請補助を実施し 

て、手間がかかる写真撮影や申請が、一人わずか５分程度で終わるよう利便性を向 

上させている。また、申請用の特設会場も公民館、確定申告会場、商業施設等でも 

本庁と同様に補助を行い、申請機会を創出している。 

ア カード交付の現状と目標について伺う 

イ これまでのコンビニでの証明書発行件数と効果について伺う 

ウ 申請の利便性向上策や申請機会の創出について伺う 

(2) カードの付加価値向上策について 

カードの交付率が伸びている自治体もある中、全体としては低調な状態が続いて 

いる。本市は、マイナンバーカードを活用した母子健康情報サービスを全国に先駆 

けて導入したが、更なる市民サービス向上に繋がるカードの付加価値向上に取り組 

み、より多くの市民が関心を持ち、必要と感じる取り組みが大事。11/13よりマイ 

ナポータルの活用も本格運用となり、お知らせ・電子申請・公金決裁などの機能が 

ある。また、カードICチップ内のマイキー部分（公的個人認証機能等）を活用した 

職員証や図書館カードなどへの取り組みも期待できる。 

ア マイナポータルの機能の準備状況を伺う 

イ マイキー部分の利活用の取り組みを伺う 

 

３ 若者世帯の定住支援について 

新婚世帯の新生活支援について 

国では、平成27年度に地域における少子化対策の強化に資することを目的に、結 

婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスター 

トアップに係るコスト（新居の家賃､ 引越費用等）を支援する地方自治体を対象に、 

国が支援額の一部を補助する「結婚新生活支援事業費補助制度」を創設した。現在、 

全国2 3 1自治体で実施されており、静岡県内においても６市３町で実施している。 

本市においては、GET!やいづ2 3 0「若者世帯定住支援奨励金」制度を創設してお 

り、若者の定住支援に力を入れているが、新婚世帯の家賃補助や引越し費用などを 

補助する国の制度についても活用が望まれる。焼津未来創生総合戦略にも家賃補助 

制度について記載されており早期に導入し、より一層の効果的な支援をお願いした 

いところである。 

ア 結婚新生活支援事業費補助制度の導入について 

イ 国の補助事業以外で検討されている事業について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


