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平成 30年９月焼津市議会定例会 一般質問者及び質問要旨 

 

第３日（９月 20日） 

６ 太田浩三郎 議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長、教育長 

 

１ 安全で快適なまちづくりについて 

防災・減災対策による危機管理体制及び復旧対策について 

内閣府は、国民生活に関する世論調査の結果を公表しました。「今後政府はどの 

ようなことに力を入れるべきか」の問いに対して「防災」が28.3％と過去最高の回 

答が寄せられた。最も多かったのが「医療・年金等の社会保障の整備」が64.6％と 

掲載されていました。今行われています総裁戦の焦点の一つが防災組織についての 

議論であります。2020年までに廃止される復興庁の後継とされる「復興・防災・国 

土強靱化を統括する新たな省」の設立が必要との提言がなされた。国会では、「国 

土強靱化推進特別委員会」の設置や緊急治水対策の為に18年度補正予算編成に盛り 

込んだ。来年は年号が変わるとされています。それでは、平成は災害面ではどんな 

時代だったのか、本県の防災を永年担い、県危機監理官も務めた岩田教授の対談が 

掲載されていました。対談では、大災害の度に「想定外」と言う言葉が繰り返され 

るのは平成になってからだ。平成元年から伊東沖海底地震があり、７年には阪神・ 

淡路大地震が発生した。昭和の防災対策はゼロからの総点検を迫られた。大規模災 

害は全国どこでも起き、国難にすらなり得る事が強く認識された。昭和の時代も平 

成の時代も住宅の耐震化や家具の固定などやることは同じ、監視データの異常に社 

会で備えておく必要も変わらない、平成になっても災害の犠牲は減らない。水害も 

排水能力を一生懸命高めても、ひとたび限界を上回ると一気に被害が拡大してしま 

う様になった。これは、都市化の一方で人間の危険察知能力が落ちている。昔は、 

地震や洪水を当たり前に繰り返していた土地に人間が後から住み着いた事を知って 

もらう機会があっても良い。自然への畏怖の念を持つことや、教育を通して個人の 

危険察知能力を高める事や、時代に合ったコミュニティーを作ることも求められる。 

昭和では当たり前だった名簿は平成になってからは作成出来なくなった。昭和に始 

まった町内会中心の防災コミュニティーは限界に来ているかも知れない。平成の次 

は様々なコミュニティーを防災にも活用して、災害時には誰もが必ず誰かに心配さ 

れ、声を掛けられる様な時代になって欲しい。と対談されていました。 

焼津市におきましても、防災対策の強化、消防体制の充実、犯罪・交通安全対策 

の強化による危機管理体制の確立、都市基盤整備により災害に強いまちづくりをめ 

ざしているとの記載がありました。以前より自助・共助・公助の備えを表明してい 

る当市では、さらなる防災対策の充実を図るべき危機管理体制の強化を目指してど 

の様な施策を考えていますか。 

ア ハザードマップによる市民への啓発についてお聞きします 

イ 最近では、1994年以来24年ぶり８月に９個の台風が日本に来ました。15号～19号 

の５日連続発生は統計開始以来初めてとの掲載がありました。西日本豪雨では200 

人を超える人々がお亡くなりになり洪水や土砂災害の危険を改めて思い知らされ 
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ました。その為、より頻度の高い気象災害への注意喚起が必要となります。行政 

サイドからは地震の揺れや津波の高さだけではなく、河川氾濫内水氾濫、土砂災 

害と身近にある災害に対しての啓発は欠かせないものではないかと考えます。当 

局のお考えをお聞きします 

ウ 災害初動対応時の市・消防・警察・自衛隊等の連携。職員招集など初期対応に 

より災害復旧・復興に影響が出るとお聞きしていますが、初期対応・対策につい 

てお伺い致します 

エ 焼津市水防監視システムについてお伺いします。システムの役割が市民の避難 

判断や水防活動の迅速化を図る。とありましたが、災害箇所の住民への連絡はど 

の様に行うのですか。先般夜間訓練を行いましたが、真っ暗の中での避難は困難 

を伴うだろうなと思いました。ましてや暴風雨の中では避難する途中危険である 

事も予測されます。システムでの信頼性は如何でしょうか 

オ 防災教育についてお聞きします。出前講座や親子防災チャレンジ等を実施して 

いますが、高校生の防災意識アンケートでは、防災訓練参加者が「必ず」「時々 

」を合わせて８割以上が関心を持っていました。高校生は体力・判断力共大人と 

遜色がない。また、大人と一緒に何をしたら良いかをもっと掘り下げれば戦力と 

して動けるのではないかと言われていました。（見えてきた10代の防災・チーム 

バディー）当市においても高校・大学が存在しますが、どの様に防災についてア 

プローチしていますか 

カ 市の３分の１が浸水した茨城県常総市の須賀事務局長の講話が行われた。須賀 

さん達の自治区は３年前の水害で大半の家が床上浸水したが、区独自のショート 

メールを使って住民に直接避難を呼びかけ、逃げ遅れがほとんどなかった。「私 

たちもまさか鬼怒川の水が自宅に来るとは思わなかった」と話された。「最近の 

異常気象に過去の経験は通用しない。どのタイミングで避難を決断するか、自分 

で判断することが必要」と掲載されていました。当局としてはどの様な防災教育 

をお考えですか 

キ 大雨の特別警報で避難指示「実際に避難、住民の３％弱」との見出しがありま 

した。台風や大雨で数十年に一度の災害が起きる恐れが大きいとして、気象庁が 

2013～17年に計７回発表した。対象となった特別警報発表自治体（307市町村） 

で自治体が避難指示を出した地区の住民の内実際に避難所に逃げた割合は３％弱 

でした。早期に適切な避難を促すため、避難勧告・指示の基準やマニュアルを見 

直した自治体は36％に上った。と掲載されました。当市ではどうでしょうか。住 

民が避難しない理由については、「自分は大丈夫だとする危機感の欠如」（77％ 

）「避難情報の意味を十分に理解していない」（64％）「ハザードマップを認知 

していない」（34％）の順であった。当市ではどの様に周知徹底を図っているの 

でしょうか 

ク 受け手の意識や行動の解明も重要として、兵庫県立大の木村准教授は、リスク 

を住民の側が知る努力も必要。行政や研究者らの科学的な調査手法によって住民 

の意識や行動の全体像を知ることの重要性も訴える。木村准教授は「情報は｛送 

り手｝が送っただけでは生かされた情報にはならない。｛受け手｝がその情報を 

いつどの様に受け取ったのか、どのような意味に受け取り、どう判断しどう行動 

したのかという実態を解明することが大切だと指摘する。当市では広報紙・同報 
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無線・焼津市緊急メール等により発信していますが、市民の何％位がカバー出来 

ていますか 

ケ 外国の方にはどの様に周知していますか 

 

２ 働き方改革による諸問題について 

地方自治体における働き方改革について 

2016年３月に長崎県と関連外郭団体の間で雇用主を約２ヶ月ごとに切り替えたの 

は違法として、同県の元臨時職員の女性が損害賠償などを求めた訴訟の判決で長崎 

地裁において女性の訴えが一部認められた。この事件は６年半の間、67回に渡り約 

２ヶ月毎に県と外郭団体との間で雇用主を切り替えられていた。 

県の臨時職員取扱要綱では、臨時職員は２ヶ月にまたがる場合でも業務日数は25 

日以内とし、社会保険加入を不要としていた。これに対し女性は、「雇用主の切り 

替えは社会保険料の事業主負担を逃れる目的」と指摘し、かつ実質的には長期の継 

続雇用であったことから、同期間に係る年金相当額並びに退職手当の支払いなど請 

求し長崎地裁に提訴していた。長崎県労働局は雇用期間中に女性を従事させていた 

として、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 

48条第１項に基づく是正指導を行っていた。本当の争点は、この様な非正規公務員 

にとって不利益な取り扱いが、なぜ「適法」なものとして放置されてきたのかに問 

題があった。 

民間の非正規労働者を巡る法環境では許容されない違法まがいの行為が「適法」 

なものとして公務職場ではまかり通っているのか。2013年４月施行の改正労働契約 

法22条１項は「この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない」 

とする。働き方関連法案のひとつ「短時間労働者及び有期雇用労働者の改善等に関 

する法律」においても公務員には非適用となっている。従って、使用者たる地方自 

治体は説明責任を追わず、非正規公務員からのワーキングプア水準の賃金で働かせ 

ることの異議は「問答無用」とばかりに受け付けられない。 

2017年に地方公務員法が改正され「会計年度任用職員」に統一され、地方自治法 

も改正され、会計年度職員に期末手当を払える様になった。また、職員の定数に関 

しても、臨時・非常勤の職については定数には入らないとしている。等一般から考 

えると公務員の世界は特殊な世界なのかと思います。それでは次の質問を致します。  

ア 地方自治体にとっての働き方改革は正規公務員だけではなく、職場の内と外に 

「官製ワーキングプア」を作っている。内側では、見かけ上の定数削減と人件費 

削減となる非正規公務員を使うという形で、外側では、公共工事費や業務委託費 

を低く見積もり、労働ダンピングを生じさせてきた。当市における働き方改革と 

は何を目指すのでしょうか 

イ 人事院は国家公務員の定年を60歳から65歳まで延長するよう求める意見書を国 

会と内閣に提出。又人事院によると、13年度に約７千人だった再任用職員は18年 

度には２倍近い約１万３千人まで増加、65％は週15時間半～31時間の短時間勤務 

となっている。意見書では「このまま再任用職員の割合が高まると、士気低下で 

能率が下がりかねない」と強調した。とありますが、当市では、再任用者は何人 

ですか、また処遇はどの様な方式になっていますか。新規採用との兼ね合い等は 

如何お考えですか。働き方改革をどの様に捉えていますか 
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ウ 教育委員会関係では教職員の多忙化による影響について質問を致しました。特 

に部活による職員の負担が大きいが如何ですかとの質問に、部活は教育の一環で 

職員でなければ顧問になれない。勤務時間の長時間化については少しのサービス 

残業はありますが労働基準法に従って対処している旨の答弁がありました。 現在、 

文部科学省では「部活動指導員」を各地の公立中学校に１万２千人を配置する旨 

を公表した。2021年度までに約３万人に増やす事を目指す、と公表した。今後は 

各自治体が担い手を確保出来るかが課題となります。教職員の働き方改革につい 

てどの様にお考えですか 

エ 「障害者雇用・官の無自覚」との見出しが大きく掲載されました。国の障害者 

雇用の水増しが中央省庁の約８割に広がっていた。障害者雇用の牽引役となるべ 

く国の機関が法令を無視した行為は大きな批判を浴びた。民間企業には厳しい目 

を向け厚労省への報告、独立行政法人に年１回、雇っている障害者の名前や障害 

者手帳番号を報告する必要があり、３年に１回は同法人の監査を受け手帳のコピ 

ーなどを確認される。法定雇用率を達成出来ない企業は、不足一人につき月５万 

円を国に納めなければならない。法定雇用率を大きく下回ったら、雇用率を達成 

する為の計画作成を命じられ、それでも達成出来なければ社名を公表されるケー 

スもある。対象企業全体の雇用率は1.97％、前年より0.05％上がり2.0％の目標 

に近づいた。雇用者は計約49万６千人となっている。一方、規制が大幅に緩い上、 

利益を上げる必要もない省庁の方が遅れている。厚労省幹部は「一人一人の障害 

者がどうやったら働けるか工夫する努力を省庁は怠ってきた」と指摘する。行政 

機関の法定雇用率が企業より高いのは「模範」となるという考えに基づいている。 

この問題は各地方にも広がりを見せています。当市に於いても事実確認中との事 

が掲載されていました。今後の、障害者雇用に対する働き方改革を研究する必要 

があると思いますが如何でしょうか 

オ 自治体職員の働き方改革として、健康問題があります。平成29年度健康診断実 

施状況を見ますと対象者全体の合計777人の内未受診者13人。 結果 異常なし57 

人、要経過観察370人、要検査・要精密検査103人、 要受診・要治療継続217人、 

と報告されています。多くの職員が何らかの病を抱えている事になりそうです。 

ストレスチェックはどの様になっていますか。働き方改革をどの様に捉えていま 

すかお聞きします。また、改善策を計画しますか 

 

３ 児童虐待の取組について 

児童虐待の現状と取組について 

全国の児童相談所（児相）が2017年度に対応した18歳未満の子どもへの虐待件数 

は13万3778件で前年度より１万1203件増えた。27年連続で増加している。虐待件数 

は、住民や警察からの通報・ 通告を受けた全国219の児相が子どもへの虐待があっ 

たと判断して対応した数。面前DVを含む「心理的虐待」が最も多く、暴力などの「 

身体的な虐待」ネグレクトなど「育児放棄」「性的虐待」だった。厚労省は16年度 

中に亡くなった77人の子どもの事例検証結果も公表した。「無理心中」以外で死亡 

した子どもは49人がおり年齢は０歳児が最も多く32人、このうち、生後１ヶ月に満 

たない子どもが16人で半数いました。大半は生まれた後適切な処置を受けずにその 

まま亡くなったケースと見られている。49人の中で、実母から虐待を受けて亡くな 



5 

 

った子は30人、実父は４人、等公表された。当市に於いての実情はいかがですか 

ア 虐待を防ごうと、妊娠期から繋がり、生まれた赤ちゃんと親全員に面会する、 

としている市がありますが当市では如何でしょうか 

イ 子ども食堂などとも連携し、最終的には、子どもは施設に入るよりも在宅のま 

までの支援になるケースが多く、より身近な市町村の関わりが必要であります。 

当市ではどの様に対処しているのでしょうか 

ウ 子育て支援との連携も欠かせないし、虐待防止には福祉関係の協力も必要であ 

ります。最近では民事不介入だった警察も協力体制に入っています。当市としま 

しては、どの様なネットワークを組んで対処していますか 

 

７ 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 高い国保税１人あたり１万円の引き下げを 

いま国民健康保険加入者約７割以上（所得200万円以下） の方々のくらしは、年 

金支給額の減少・非正規労働者の増加による収入の減少、他の保険料や医療・介護 

の使用料の増大で、「国保税を払ったら暮らしていけない」ほど深刻な状況にあり 

ます。４月からは国保の都道府県化がはじまりましたが、新制度に代わっても、国 

保税の額を決め、住民から集めるのは引き続き市町村の仕事です。そして市民・加入 

者の最大の関心は「高すぎる国保税がどうなるか、安心して医療にかかれるか」、 

「低所得者の加入者が多く、所得に占める国保税負担が重い状況が県単位化で改善 

されるのか」、「社会保障制度としての国保制度」が検証されるのかです。そこで、 

ア 国と県に対し公的責任と財政支援を求めるとともに、市民のくらしを守るため 

    に所得段階別国保加入世帯の実態をどれほどつかんでいるか。短期被保険者証・ 

資格証明書・差し押さえの状況。また無保険者の人数とその対策はどうか 

イ Ｈ28年度の国保会計は約７億円の大幅な黒字、値下げを求めたが基金へ積み立 

てられ（６億８千万円余）、Ｈ30年度の国保税は据え置きとなった。今回Ｈ29年 

度の実質収支額は９億７千万円余でさらに大幅な黒字決算となっている。積み立 

て基金の見込み額はいくらになるのか 

ウ 基金を取り崩し資産割を廃止して国保税１人あたり１万円の引き下げを 

エ 多子世帯へ均等割の減免等市独自の減免制度の創設を 

 以上４点伺います。 

 

２ 学校給食の配送車を夏場は保冷庫用車へ、各小中学校の配膳室には空調設備の整備 

  を 

今年の夏は異常な猛暑が続き、学校絡みの熱中症による事故が立て続けに発生し、  

愛知県豊田市では小学１年生が熱射病のために亡くなる痛ましい事故が起きてしま 

いました。７月20日市議会では緊急に会派代表者会議を開き、全会派一致で普通教 

室へのエアコン設置を議長から市長に求めることを決定しました。市長は、８月２ 

日の定例記者会見において、校長会・議会・焼津市医師会からの要望・意見を踏ま 

え「猛暑を災害としてとらえ、、、来年夏前までを目標に、全教室へ空調設備整備 
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方針を決定」しました。そこで関連するため伺います。現在総務文教常任委員会に 

おいて、学校教育に関する政策提言を準備し最終調整に入っています。その中の学 

校給食に関する調査では、学校給食センターからの給食の配送車が、夏場は庫内の 

温度が高く、また各小中学校（大井川南小学校を除く）の給食のコンテナを置く配 

膳室も普通教室と同様の状況がわかりました。そのため委員会において「早急に改 

善が必要ではないか」の意見も上がっています。 

学校給食衛生管理基準では、調理後２時間以内に給食できるよう努めることとな 

っていますが、それは２時間を経過すると菌の繁殖が活発になるからです。食中毒 

を防ぎ、子どもたちに安全でおいしい学校給食を提供するため、各小中学校の普通 

教室の空調設備整備の準備と合わせ、夏場における配送車を保冷庫用車へ改善する 

こと及び配膳室にも空調の整備を求めたいと思います 

 

３ ギャンブル等依存症対策基本法における地域の状況に応じた施策と場外舟券売場の 

臨時駐車場拡張問題 

(1) ギャンブル等依存症対策基本法における地域の状況に応じた施策 

世論を無視してカジノ法（カジノを含む統合型リゾートＩＲ実施法案）が７月 

20日強行採決され、それに先立ち「ギャンブル等依存症対策基本法」が７月13日 

公布されました。同法は、ギャンブル等にのめり込むことにより日常生活又は社 

会生活に支障が生じている状態を「ギャンブル等依存症」と定義（第二条）し、 

ギャンブル等依存症の発症・進行及び再発の防止及び回復のための対策、家族を 

含む支援。また多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題に密接に関連するこ 

とから、これらの問題に関する施策と連携、配慮を基本理念（第三条）としてい 

ます。そして国・地方公共団体・関係事業者・国民の責務を定め、政府及び都道 

府県は「ギャンブル依存症等対策推進計画」の策定。国及び地方公共団体にギャ 

ンブル等依存症問題に関する教育の振興、予防、相談支援、社会復帰の支援等を 

必要な施策を講ずることを義務付けました。この法律は公布の日から３ヶ月以内 

の政令で定める日（10月13日まで）から施行され、３年ごとに政府が実態調査及 

び公表することも義務付けられています。 

同法に関し、８月20日の総務文教常任委員会平成29年請願第４号審査において、  

健康福祉部から市の取り組みについて伺いましたが、県の計画が策定されてから、 

ギャンブル依存症を発症する前の、予防のための啓発を行なっていくとのことで 

す。しかしこれでは遅いのではないでしょうか。第六条「地方公共団体は、第三 

条の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策に関し国との連携を図りつつ 

その地域の状況に応じた施策を策定し及び実施する責務を有する」とあります。 

焼津市は民意を無視して会下ノ島区画整理地内にギャンブル場である場外舟券売 

場の建設に同意し、現在建設が進められています。そのため地域の状況に応じた 

施策策定について市長の見解を伺います 

(2) 臨時駐車場 

場外舟券売場の駐車場について、これまでの図面では普通車83台緊急車１台身 

障者１台二輪車90台となっていましたが、県警からの（情報公開請求による入手 

）図面では、本駐車場84台に北側臨時駐車場45台、 西側臨時駐車場108台、南側 

臨時駐車場53台が追加され、計290台と大幅に増えています。 このようなやり方 
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に「信用できない」、「生活環境向上のために多額の税金が投入されて整備した 

区画整理の目的から外れている」等の意見が上がっていますが、市長の認識を伺 

います 

(3) 教育的配慮 

これだけ大きな問題になっているにもかかわらず、教育委員会ではこの間、場 

外舟券売場の建設問題は論議されていないようです。ギャンブル依存症対策法の 

教育の振興（第十四条）では、家庭・学校・職場・地域その他の場で学習、広報 

等必要な施策を講ずると定められ、臨時駐車場は県立焼津水産高校の臨海実習場 

の目の前です。子どもたちの教育環境を守るために教育委員会として教育的配慮 

についてどう考えておられるのか伺います 

 

８ 石田江利子 議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長、教育長 

 

１ 焼津市の教育力向上に向けて 

子どもたち一人一人が、人格の完成を目指し、個人として自立し、それぞれの個性 

や能力を伸ばし、その可能性を開花させるための基礎を培うことは、学校教育の重要 

な役割です。変化が激しい今の社会を、一人一人が、主体的・創造的に生き抜いてい 

くために、教育に求められているのは、子どもに、基礎的・基本的な内容を確実に身 

に付けさせること。自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、様々な問題を解 

決する資質や能力、自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動 

する心などの豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力などの「生きる力」 

をはぐくむことが盛んに言われています。 

焼津市においては、30年度は「豊かな心を持ち、自ら生き生きと活動する子どもの 

育成」を目指し、様々な事業や教育の推進を図っています。焼津市における教育力向 

上について伺います。 

(1) 教育センター事業について 

学校教育向上を目指し、昨年29年度に設置された「焼津市教育センター」では 

「教師力強化事業」「授業・学習支援事業」「外国人英語指導助手配置事業」の 

３本の支援事業を中心に実施しています。今年度の事業について伺います。 

(ｱ) 教員の資質、能力の向上と育成を図る為の「教師力強化事業」では、昨年度 

は受講者や学校から、とても好評だったと聞いていますが、今年度の取組みは 

いかがでしょうか？ 

(ｲ) 「授業・学習支援事業」では学習ボランティアによる放課後支援教室「ステ 

ップアップ教室」を本年度は、開校数を１校から４校に増やし、また開催回数 

も前期後期合わせて16回、開催。また、今年度は新たに小中学生を対象に「サ 

マーステップアップ教室」を開催しています。開催の状況はいかがでしょか？ 

(ｳ) 「外国人英語指導助手配置事業」では外国語の学習環境の向上を図り、ＡＬ 

Ｔを６人から10人に増員し、授業支援を行っていますが、学習状況はいかがで 

しょうか？ 

(2) 支援員等の配置について 



8 

 

焼津市では、教育力の向上を目指し、各種支援員を84人、心の教室相談員は市 

内全小中学校22校、各校一人を配置し、県内でもトップクラスのきめ細かな支援 

を行っています。この支援員、相談員について伺います。 

(ｱ) 各支援員においては、今年度より17人の増員となりましたが、支援員の配置 

状況とその成果を伺います 

(ｲ) 心の教室相談員は各校一人配置となっていますが、各校の児童、生徒の利用 

状況を伺います 

(ｳ) 人的配置による支援について、焼津市ではどのようにお考えでしょうか？ 

(3) 不登校児について 

文部科学省の平成28年度の調査によりますと、小・中学生の長期欠席している 

児童・生徒が20万7600人に達していることが明らかになりました。 

そのうち不登校者数は13万人。さらに出席日数の半分にあたる90日以上の長期 

欠席者は７万２千人です。児童・生徒の不登校者の数は、平成５年以降増加傾向 

にあり、小学生で全体の0.17％だったのが0.42％と2.5倍増、 中学生は1.24％か 

ら2.83％と2.3倍増えています。なぜ、こんなにも不登校児が増えてしまったの 

でしょうか？理由ははっきりしませんが、平成25年度の調査によると、不登校に 

なる主な理由は、「本人の情緒的問題・無気力」「人間関係」「学業の不振」が、 

きっかけであることがわかっています。そして、不登校者13万人のうち、何のサ 

ポートも受けてない子どもは、全体の86.5％。人数にすると11万2450人という調 

査結果も出ています。不登校には「未然防止」と「早期対応」が重要と考えます 

が、焼津市の不登校児について伺います。 

(ｱ) 焼津市における不登校児の現状について伺います 

(ｲ) 家庭はもちろん、関係機関等の連携も大変重要と考えますが、焼津市におい 

ての不登校児の対応について伺います 

(ｳ) 先日、不登校児を持つ保護者がつくるママ会という会で、お母さんたちとお 

話する機会がありました。焼津市の相談員の皆さんの対応がよく、ありがたい 

とのお話を頂きました。焼津市の相談員の現状をお聞かせください 

(4) 焼津市総合教育会議について 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により、すべての地方公 

共団体に「総合教育会議」が設置されることになりました。焼津市でも市長と教 

育委員会が、教育の課題やあるべき姿を共有し、相互に連携を図りながらより一 

層民意を反映した教育行政を推進していくため、４年前に「焼津市総合教育会議 

」が設置されました。 

総合教育会議は、市長と教育委員会で構成され、教育、学術及び文化の振興に 

関する施策の大綱の策定、教育の条件整備など重点的に整備すべき施策や、児童 

・生徒等の生命・身体の保護等緊急の場合の措置についての協議・調整を行って 

います。 

この総合教育会議について伺います。 

(ｱ) 今年度の「総合教育会議」は、６月に第一回目が開催されています。この会 

議では具体的にどのような内容について協議されているのか伺います 

(ｲ) 平成27年に設置され、４年目を迎えますが、設置されたことに対する効果を 

伺います 
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(ｳ) 市長は今夏の猛暑は災害であり、小中学校への空調設置については喫緊の課 

題と捉え、全教室に整備する方針を示しています。このことについては総合教 

育会議においても協議されたと思いますが、どのような協議をされたのか伺い 

ます 

 

２ 交流人口の拡大を目指して 

「交流推進部」について 

交流人口には、この焼津に何らかの目的で訪れる人で、観光、通勤・通学、シ 

ョッピング、レジャー、スポーツ、アミューズメントなど幅広い訪問動機が含ま 

れています。定住人口が減少傾向にある今、観光客や地域への滞在者といった交 

流人口を拡大させることで、人口減少による影響を緩和させ、地域に活力をもた 

らすことが可能とされています。焼津市でも今年度より、第６次総合計画の「産 

業の発展と交流でにぎわうまちづくり」を実行するため「交流推進部」を新設し 

ました。 

「交流推進部」について伺います。 

(ｱ) 交流人口の拡大を目指し、「交流推進部」を新設しましたが、今後どのよう 

な効果が得られるか伺います 

(ｲ) 焼津市における、今後の交流人口増加に向けては、観光のみならず、文化、 

スポーツ、産業など様々な分野での取り組みが必要だと考えるが、その基本的 

な方針はいかがか 

(ｳ) とりわけ、文化・スポーツの分野においては、昨年５月19日に設立された「 

焼津市ホストタウン推進協議会」は、東京2020オリンピック・パラリンピック 

競技大会の開催を契機としたモンゴル国との交流に焼津市民が一体となって取 

組むことで、市民のモンゴル国に対する理解と応援気運の醸成を図り、本市と 

モンゴル国との絆を深めることを目的としています。様々なイベントでも、焼 

津市がモンゴル国の事前合宿地であることやモンゴル国のＰＲ活動を積極的に 

行っていますが、今後、どのように成果につなげていくのか伺います 

 

９ 秋山博子 議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

１ 犬猫問題の解決に向けて市民と民間（ペット関連業界）参加の「協議会」設置を。 

犬猫問題の抜本的な解決に向けた「協議会」の設置を。 

近年は犬猫の殺処分ゼロを求める世論の高まりに応えて、動物愛護法の改正やTNR 

（地域猫）活動の認知が少しずつ進んできたとはいえ、犬猫問題の解決の現場では、 

市民ボランティアなど「知った以上は放っておけない」という動物愛護団体に、過 

剰な負担を負わせているのが現状である。 

特にここ数年、全国的に多頭飼育による近隣への迷惑問題や動物虐待、飼い主の 

高齢化などによる飼育放棄、さらには多頭飼育者の精神的なサポートなど福祉との 

連携の必要性が指摘されるなど、犬猫問題は、現状の法と体制のままでは、到底解 

決出来ないことが明らかになってきた。 
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焼津市でも多頭飼育崩壊が相次いで生じ、今まさにその対応に市民ボランティア 

が奔走している最中である。これら犬猫問題の解決は、動物愛護の視点からだけで 

なく、市民の良好な生活環境を守るまちづくりの観点からも急務と考える。 

また、全国の４軒に一軒以上、３割の家庭で何らかのペットを飼っており、関連 

の市場規模は一兆五千億円とも言われているが、焼津市には、1969年日本で初めて 

キャットフード缶詰を作った企業がある。猫のウェットフード市場で30％という全 

国有数のシェアを占めているのも焼津市の特長であり、これ以上、多頭飼育崩壊や 

そのことによる動物虐待が発生することは、産業振興の面でもマイナスではないだ 

ろうか。 

これまでも議会で複数の議員が指摘し、取り上げてきた犬猫問題であるが、今こ 

そ、行政と市民・民間の知恵と力を結集し、連携して犬猫問題の解決に向かう、焼 

津市ならではの持続可能な体制づくりとして「協議会」の設置を求めたい。 

ア 多頭飼育崩壊事件＞本年６月下旬に市内で発生した多頭飼育崩壊に関し、その 

後の状況を伺う 

イ 多頭飼育崩壊の防止＞今後同様の多頭飼育崩壊や飼い主の事情による飼育放棄 

を防ぐためにどのような話し合いが行われたか伺う 

ウ 協議会設置＞犬猫問題の解決のために平成24年９月議会では市民・民間を交え 

た協議会を設置すると答弁いただいた、改めて設置を求めたい 

 

２ 多発する自然災害に市民の防災力を高める「新たな防災対策」を。 

市民の防災力を高める「新たな防災対策」の検討を。 

大規模な豪雨災害や地震災害に見舞われた日本列島。専門家の中には地球の気候 

そのものが従来の経験則では捉えきれない、新たなフェーズに入ったと指摘する声 

もあり、かけがえのない生命を守るために、防災対策には終わりがなく、常に進行 

形で取り組まなければならないことを改めて思い知らされた。 

西日本を中心に起きた豪雨災害「平成30年７月豪雨」ではなぜ多数の犠牲者を産 

んでしまったか、まだ検証途中とはいえ、気象庁や行政の警報の出し方、それに対 

する市民の受け止め方など、見直すべき課題も次第に明らかになってきた。そうし 

た中、８月25日26日に行われた総合防災訓練には緊張感を持って参加した市民も多 

かったはずである。 

今後、市ではこの度の豪雨災害の検証結果を踏まえて防災計画の見直しが進めら 

れていくものと思うが、一方で、行政の対応に限界があることがはっきりと浮き彫 

りになったのも事実である。そこで、市民の防災力を高めるための、新たな対策の 

強化を求めたい。 

ア 防災メール＞災害情報を届ける「やいづ防災メール」の登録状況はどうか。パ 

ソコンや携帯電話所持者にもれなく登録してもらう工夫が必要ではないか 

イ 要配慮者＞この度の豪雨災害では要配慮者のリストが生かされないままの地区 

もあったと報告されている。焼津市地域防災計画では要配慮者が参加する防災訓 

練の実施がうたわれているが現状はどうか。要配慮者の避難救助をテーマにした 

防災訓練の実施を求めたいがいかがか 

ウ 外国人防災＞災害弱者になりうる市内在住の外国人のために「やいづ防災メー 

ル」の多言語化、および、外国人のための防災訓練の実施を求めたいがいかがか 
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エ トイレ問題＞災害による断水、家庭の給排水管の破損、下水道・浄化槽の破損、 

停電、下水処理場の破損などが、トイレ問題につながる。阪神大震災では発災当 

初、仮設トイレは一基あたり1,700人、ようやく一基あたり100人になったのは二 

週間後だったという。 

(ｱ) 災害時の仮設トイレの確保方法、避難所の簡易トイレの備蓄状況、マンホー 

ルトイレなど災害トイレの整備状況はどうか 

(ｲ) ライフラインが破損しても各家庭で出来るだけ対応できるよう、近隣市では 

「雨水タンク」設置を補助金制度で促したり、井戸付き住居を売り出す住宅メ 

ーカーもある。「雨水タンク」や「井戸」の設置、「携帯トイレ」の備えを強 

く勧めるなど、焼津市でも検討してはいかがか 

(ｳ) トイレ問題は防災計画の重要な課題の一つである。具体的な対策を盛り込ん 

だ「災害トイレ計画」が必要と考えるがいかがか 

 

10 鈴木浩己 議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

１ 健康はみんなの願い 

(1) 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種事業の取り組みと成果および未接種者への取り 

組みについて 

肺炎は日本人の死因の第３位を占める重大な疾患で、高齢者になるほど重症化 

しやすく、高齢化に伴い年々死亡者数も増加している。平成26年度から始まった 

肺炎球菌ワクチンの定期接種制度は５年間で65歳以上の全人口をカバーする経過 

措置期間を設け、今年度は最終年度となる。平成31年度以降は65歳のみが対象に 

なる予定で、66歳以上は定期接種対象から外れる。高齢者の肺炎に対する不安感 

を解消する取り組みについて伺う。 

(ｱ) 定期接種事業に関して、これまでの接種率などの状況を伺う 

(ｲ) 今年１月に接種忘れの対象者に向けて通知した勧奨ハガキの成果について伺 

     う 

(ｳ) ワクチン接種による医療費削減効果はどのくらいと考えているか伺う 

(ｴ) これまでの定期接種において、対象者の中で接種できなかった市民の救済措 

置を設けるべきと考えるがどうか 

(2) 小児がんの早期発見について 

小児の死亡原因の第１位は小児がんである。しかし、多くの医療機関では小児 

がんに対する医療経験が乏しく、適切な医療受診の遅れなどが懸念される。早期 

発見に向けた取り組みについて伺う。 

(ｱ) 小児がんの早期発見のためにどのような取り組みを行っているか伺う 

(ｲ) 小児がんの中に網膜芽細胞腫という眼のがんがある。このがんは「白色瞳孔 

」や「斜視」の症状が現れるため、乳幼児健診でチェックできれば早期発見に 

繋げることができるがどうか伺う 

 

２ 障害者に対する偏見のないまちづくり 
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(1) 障害者雇用促進法の改正に向けての取り組みについて 

平成28年４月に障害者雇用促進法が改正され、今年度から障害者雇用義務の対 

象として精神障害者が加わり、法定雇用率も引き上げになった。しかし、民間企 

業の障害者雇用は、制度の整った大企業中心に進められ、中小企業は「どうやっ 

て障害者を採用すればよいのか？採用可能な障害者はどこにいるのか？採用した 

障害者の定着はどうすればよいのか？」など、ノウハウを持っていないのが現状 

で、やはり行政がリーダーシップを発揮しなければ市内企業の障害者雇用は進ま 

ないと考える。そこで、企業への支援体制と法改正による新たな課題について伺 

う。 

(ｱ) 障害者雇用については、行政組織の縦割りが懸念されるが、労働行政と福祉 

行政の横断的な組織体制は整っているか伺う 

(ｲ) 市内企業の法改正に関わる周知について、行政と事業者や商工会議所間での 

意見交換や勉強会などの取り組みについて伺う 

(ｳ) 就労可能な障害者の課題として、自力通勤が出来ないことにあるが、障害者 

の通勤手段の確保策について伺う 

(2) 障害者差別解消法の啓発について 

平成28年４月に施行された障害者差別解消法は、国・都道府県・市町村などの 

役所や会社やお店などの事業者が、障害者に対して正当な理由なく、障害を理由 

として差別することを禁止したもの。「もし、自分が障害者だったら、自分の子供 

に障害があったら」健常者にとっては想像もつかないが、障害者や家族はその障 

害をしっかりと受け止めて懸命に生きている。障害があろうがなかろうが、介護 

が必要であろうがなかろうが、誰にでも生まれてきた意味があることを認識し、 

障害者に対して偏見のない社会の構築をと考えるが本市の取り組みについて伺う。  

(ｱ) 本市として、法施行を受けて新たな取り組みについて伺う 

(ｲ) 市内在住の全盲の姉と重度障害の弟、その家族の記録を綴ったドキュメンタ 

リー映画が今秋、公開され全国の映画館にも配給される。焼津市民の子どもか 

ら大人まで、障害者に対する認識を高めるため、視聴の機会を設けられないか 

伺う 

 

３ 災害時避難所等の課題解決に向けての取り組み 

(1) 防災井戸による水の確保について 

被災者の健康状態に大きく影響を与えるのは、水が使用できないことによる衛 

生環境の悪化で、厚労省の「避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガ 

イドライン」でも、病気や感染症予防の為に体を清潔に保つこと、食中毒予防の 

為にトイレ後の手洗いを行うことが示されている。もちろん、健康状態を保つた 

めには水分補給も不可欠であることから避難所等に防災井戸を設置する自治体が 

増加している。大井川の伏流水が豊かな本市の取り組みについて伺う。 

(ｱ) 主な避難所となる各小中学校の地下水井戸の現状と防災井戸の設置に対する 

考えを伺う 

(ｲ) 地域に眠る井戸をデータベース化し、災害時に使えるようにする事は、被災 

者への供給や新たな貯水タンク整備は不要となるがどうか伺う 

(2) 避難所や自主防の燃料確保について 
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大規模災害時に電線や導管が断たれると、電気や都市ガスが使えず、電力供給 

や炊き出し等が困難になる。静岡県は、平成30年１月に県LPガス協会と「災害援 

助に必要なLPガスの供給等に関する協定」を締結した。これは、ライフライン（ 

電気や都市ガス）が断たれても、LPガスは炊き出しや発電機の燃料として、その 

実用性が認められているが、本市の取り組みについて伺う。 

(ｱ) 避難所等におけるLPガス設備の現状と今後の取り組みについて伺う 

(ｲ) 低圧LPガス発電機の導入について伺う 

(ｳ) 自主防の可搬ポンプや発電機等の燃料供給体制について伺う 

(3) 災害対応型紙カップ式自販機の設置について 

飲料自販機の中には、災害時に被災者に対し無料で飲料を提供する災害支援型 

自動販売機や東日本大震災の経験から生まれた災害対応型紙カップ式自販機は、 

災害発生後、電気、水道が確保されれば「お湯・水」が無料で提供できるため、 

赤ちゃんの粉ミルクの調乳やアルファ米の調理等にも実用性が認められている。 

そこで、本市の取り組みについて伺う 

(4) 避難所へのWi-Fi環境の整備について 

総務省は、平成29年から31年度までの３か年における 「防災等に資するWi-Fi 

環境の整備計画」を定め、この計画に対応した「公衆無線LAN環境整備支援事業 

」では、小中学校体育館・グラウンド、一部特別教室など、避難が想定される箇 

所への整備を対象としている。そこで、本市の対応はどうか伺う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


