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平成 28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（11 月 29日） 

７ 松島和久議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 焼津未来創生総合戦略について 

「焼津未来創生総合戦略」の取り組みの進捗状況と今後の取り組みについて伺う。 

国が平成26年12月に定めた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を受け、焼津市も平成27 

年10月「焼津未来創生総合戦略」を策定しました。 

国の基本的な考えは、①東京一極集中を是正すること②若い世代の就労・結婚・子育ての 

希望を実現すること③地域特性に即して地域課題を解決すること、としております。 

地方創生は「ひと」が中心であり、地方で「ひと」を作り、その「ひと」が「しごと」を 

つくり、「まち」をつくるという流れを確かなものにし、負のスパイラルに歯止めをかけ好 

循環を確立する取り組みとした。 

そのための政策５原則に基づき、自律性・将来性・地域性・直接性、結果重視を掲げた。 

注目すべきは、５番目の結果重視の原則であり、明確なPDCAメカニズムの下、数値目標を設 

定し効果を客観的な指標で検証し、必要な改善を行う。 

また、結果により取り組みの変更・中止の検討が行われるプロセスを組み込み改善が容易 

に可能であることが必要であるとしていることである。 

「アウトカム指標」の導入であり、これは民間の経営手法のKPIを用いて進行管理をして 

いく事を要求している。 

焼津市も①雇用・②移住定住交流・③子育・④地域連携・⑤若者との交流、の５つの基本 

目標を設定し「焼津未来創生総合戦略」の策定にあたり、学識者・産業界などの、様々な分 

野の皆様で構成された、「焼津未来創生総合戦略推進会議」・「焼津未来創生総合戦略実務 

者連絡会」が設置されました。 

会議内容も焼津市のホームページで公開されております。それぞれの会議ではCSFの確認 

や成果評価の内容について活発な議論が交わされているようです。 

そこで質問です。 

ア 焼津未来創生戦略は焼津市の最上位計画である総合計画との関係はどうか 

イ 「焼津未来創生総合戦略推進会議」と「焼津未来創生総合戦略実務者連絡会」の構成と 

役割はどうか 

ウ 現在の全体の進捗状況はどうか。KPIによる計画変更等はないか 

エ 基本目標５つの柱の①雇用に関する項目の起業・創業について現状と今後の取り組みは 

どうか 

オ 同じく基本目標に子育てに関する項目もあるが焼津市としては幅広く未就学児の子育て 

支援の現状と今後の取り組みはどうか 

以上お伺いいたします。 

 

２ ふるさと納税について 

ふるさと納税本年度の見通しについて 

本年６月定例会でプラスの行政改革について質問し、ふるさと納税の成果が大きかったと 

お聞きしました。全国２位の成果であったこと、全国多くの方々にご支持を頂いたことは、 

焼津市民にとって自慢であり、誇りです。改めて、焼津市の人気・認知度の高いことが証明 

されました。多くの市内業者様の魅力ある返礼品提供と市長の積極的な推進、担当職員の皆 
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様の正確でスピードを持った対応などにより焼津市に多大な経済効果と財政的な効果をもた 

らされた事など称賛に値すると思います。また、同じく本年６月の市長御答弁の中で、企業 

版ふるさと納税は今後、推進も考えるとお答えいただきました。その後、本年８月２日内閣 

府地方創生推進事務局は、平成28年度第１回、「地方創生応援税(企業版ふるさと納税)の対 

象事業の決定の告知がありました。全国で事業認定数102件全体事業費323億円のうち平成28 

年度事業費47億円分で事業数は102件でありました。 

事業分野は４つに分類され①しごと創生②地方への人の流れ③働き方改革④まちづくり、 

です。静岡県では２件藤枝市と御殿場市が認定を受けました。藤枝市ではまちづくり分野で 

「蹴球都市ふじえだサッカーのまちづくり推進事業」で全体事業費１千万のうちの2 0 0万円 

です。 

他で特徴的で興味のあった事業は福井県の「福井県U・Iターン奨学金返済支援事業」で 

す。平成29年３月、福井県外の大学・短大・大学院・高等専門学校・専修学校専門課程を卒 

業し４月に福井県内の対象となる企業に就業することを条件に、返還計画に基づく通常の奨 

学金返還額の５年分（上限20万一人当たり100万円）であります。ぜひ参考にしたいと思い 

ます。 

このような中、本年のここまでの状況と今後取り組みなどを伺います。 

ア ふるさと納税の現在の状況はどうか。本年度の予想はどうか 

イ 返礼品の数は日本一と聞いているが、返礼品の傾向を、どのように分析しているのか 

ウ 分析結果により、これからの焼津市の発展にどのように活用していくのか 

エ 市長から企業版ふるさと納税の推進も考えているとの御答弁を頂いたが今後の取り組み 

を伺います 

 

８ 岡田光正議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 新たな部設置について 

都市基盤部を建設部と都市政策部に分ける意義について 

ア これまで危機管理部、未来創造部の設置、幼保一元化の観点からのこども未来部の設 

置、ふるさと納税がらみで水産部と経済産業部に分離され部の数が増えました。その結果 

今までにどのような成果が表れ、市の行政にどのような効果をもたらしたのでしょうか。 

単に部長が増えて人件費が上がっただけじゃないか、組織はシンプルなほうがいいとの 

声も多いと感じていますが当局はどのように評価しておるのでしょうか 

イ 市の総合政策と都市基盤整備が当面のわが市の課題であると感じてはいます。しかしな 

がら今般議案として提案されている。都市基盤部を建設部と都市政策部に分ける意味合い 

が不明であり、理解に苦しみます。 

むしろ、総合政策部に都市計画（政策）に関することを含ませて他の事務分掌を都市基 

盤部に残す形ではいかがなものか。提案します 

 

２ 中心市街地活性化基本計画について 

(1) 現状の中心市街地は本当に活性化するのか 

ア 平成15年から行われた第１期の中心市街地活性化計画で、焼津駅前から昭和通りに至る 

ところの商店街活性化事業等を行ったが、商店街の店舗数は30％以上の減少、すでに一般 

住宅が商店と並んでいる状況となっている。 

これらの状況をどう考えるか 
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イ 駅前通り・昭和通りの空き店舗対策を平成10年頃から行ってきていたようであるが15年 

以上たった現在、成果として表れてきているのか 

ウ その当時も、駅を利用する人たちや市役所に用事がある市民が帰りに買い物していくこ 

とにより賑わいが生じると主張していたが、焼津駅利用客の減少（西焼津駅の新設後顕著）、 

自動車で動く人の増加でむしろ郊外店舗に買い物客は行っていると思うがいかがか 

(2) 中心市街地の再整備のために計画の見直しを 

ア いくら一部の人ががんばっても、意思のない人が多くいるのであれば、商店街は活性化 

しない。悲観的になっていても仕方ない。どうすればいいのかを考えなければならない。 

というのが正直な意見かと思います。中心市街地活性化のために焼津駅前から市庁舎側、 

また中港側の密集市街地の整備促進事業を展開し住環境の再整備とともに大きな改革をし 

ない限りピンポイントの拠点づくりをしたとしても未来の焼津の玄関は別の場所になって 

いくと考えますがいかがでしょうか 

イ 基本計画の数値目標の一つをとってみると、身近な商店街に“にぎわい”を感じる人 

(焼津地区)の割合が現状7.3％であり、それを18.0％にする計画とあるが、あくまでもア 

ンケートベースとはいえ10人のうち２人しかにぎわいを感じないとしたなら、はたして賑 

わっている場所と言えるのでしょうか。目標が低すぎませんか。 

全ての目標数値を再検証してみてください 

ウ 新庁舎を現在地に建て替えても市街地の再活性はありえないと思われますが、いかがで 

しょうか 

 

９ 杉田源太郎議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 新庁舎建設は正確な地震・津波対策の情報と市民の意見をよく聞いて 

「市民参加」とはどうあるべきかについて 

立川市では新庁舎建設に向け100人委員会を設置、町田市では基本設計を市民参加によるワ 

ークショップ等を通じて多くの市民の提案を反映することができたとのことです。 

また浦安市が行なった庁舎建設に向けて「市民の意見の聞き方」には参考にしなければなら 

ないものがあります。（10月17～18日、新庁舎・新病院建設に関する調査特別委員会の視察報 

告から） 

①浦安市では平成24年度「総務部庁舎建設課」を設置、②パブコメ234件では整備の費用、 

位置、規模、地方債について反対の意見も、③「広報うらやす」に「新庁舎建設基本計画 

（案）パブリックコメント特集号」、④この広報にはその一部を切り取ると「建設課宛のハガ 

キ」になり、市民の意見を聞く工夫、⑤駅には「市長への手紙」の用紙と封筒が置いてある 

新庁舎建設について必要性・規模・民意・機能等について反対の意見も多くあった。浦安市 

はそれらの声を公開しまず市民間で意見を共有する。反対の意見に対し一方的に市の考えを広 

報に載せ終わるのではなく、様々な方法で市民の意見を聞き丁寧に市民と対話を重ねて合意形 

成を諮っていきました。 

 

庁舎の問題ではありませんが、青森県弘前市の個人市民税の１％相当額を活用した「市民自 

らが課題解決・活性化のため実践する様々な活動」を総務文教委員会で視察してきました。 

「市民主権」の下全てが公開で行なわれその報告も広報で知らされる。時間はかかっても（税 

金の使われ方について）市民の納得が得られる実践を学んできました。 

焼津市でも市民・行政・議会・（他市大学研究室学生）参加の「ワールドカフェ」の取組は 
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まだまだ試行錯誤が続く発展途上の取組ですが、これからの「住み良い焼津」を作っていくう 

えで大きな財産になるものだと感じています。 

 

上記を踏まえ９月議会を振り返り質問します。 

 

(1) 基本構想について「市民の皆様の御理解がさらに進みますよう努める」と答弁されたがそ 

の後どのようなことに努めましたか 

(2) 市民の声の反映の一つとして市民会議が行った調査・審議とし、その情報提供を広報で行 

なったことと位置づけていますが、市民会議の調査・審議経過の広報は３つの位置候補であ 

り現位置案ではありません。現位置案決定についての市民の声は反映されていません。現位 

置についての意見は５会場での意見とパブリックコメントの広報だけと解釈していいですか 

(3) 「長い時間をかけて検討の各段階を適切に積み重ねて結論」と何度も答弁されています。 

１ヶ所に絞り込むことによってそのことを議会、市民に意見を求めるべきだったのではない 

ですか。 

当局の自己満足的十分な議論で時期がきたからと強引に押し切り、「市民の声をしっかり 

聞いて合意形成に努める」という特別委員会の提言は実施されませんでした。「各段階を適 

切に積み重ねて」ではなかったと多くの市民が感じています。市民会議はなぜ３ヶ所の提言 

で終わってしまったのか。「市民会議」を「市民の意見」と位置づけるなら現位置案決定ま 

での議論に加わるべきだったと思いますがどうですか 

(4) 議員間討議で「特別委員会での候補地選定について市民合意をとの提言」は十分でないと 

の主旨で発言を聞きました。「特別委員会はしっかり検討している」と市長は答弁していま 

す。「特別委員会は検討して提言している」のに「提言は十分でない」と言われる。認識が 

違うと思いますがどうですか 

(5) 全国で大きな地震が相次いでいます。「レベル１では浸水域にならないから現位置で大丈 

夫」と説明するだけでは説得力がありません。正確な地震・津波対策・情報を職員と市民が 

共有し、協力して共に「命を守る」ための対策を優先させるべきと思いますがどうですか 

 

２ 浜岡原発再稼動について 

鹿児島県知事選に続き新潟県知事選で反原発を鮮明にした新人候補者が予想を覆し対立候補 

に大差をつけて当選しました。福島原発事故で原発安全神話は崩壊し、与党とその補完勢力の 

原発政策はそれに対峙する国民との間で力関係が政治の場で変わりつつあります。 

事故後５年半を経過し新たな安全神話を作り出そうとする国と電力業界。原子力規制委員会 

は新たに玄海原発に対し再稼動前提となる新規制基準を合格としました。 

 

2015年２月議会以降を振り返り原発問題について市長の考え方について質問します。 

(1) 福島原発事故発生以降下記のような被災地の状況をどのように認識されていますか 

・ふる里に延々と広がるフレコンバッグ、帰れない人たち、強引に帰宅可能となっても子育 

て中・若者は戻らない。徐々に生活保障が打ち切られていく被災者について 

・農業・漁業関係を生業とする人たちの先が見えない生活について 

・目途の立たないメルトダウン原発廃炉、先の見えない除染、敷地満杯の汚染水貯蔵と凍土 

壁も機能不全でコントロール不能の海水汚染について 

(2) 浜岡原発再稼動に対する市長の考え方について質問します 

ア 「使用済核燃料の処理は専門外のことで明言はできない。国策の課題なのでしっかり道 

筋を…」と答弁されています。（2015年２月議会） 使用済核燃料の「安全な処理」「核 

燃料サイクル」は破綻していると認識されていますか 

イ 避難計画について 
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単独事故に対し県内避難先を決めましたが複合災害については埼玉県、単独事故時の焼 

津・藤枝市の避難先は三島・裾野・御殿場・熱海・伊東市・小山町と神奈川県ですが、そ 

の計画が実効性のあるものとの認識はありますか。 

ウ 緊急避難の対応について 

「国の指針で放射線量が500μＳv／hを超えたとき数時間以内に避難、20μＳv／hを超 

えたときは１週間程度のうちに避難実施」と答弁されています。（2015年２月議会）この 

被爆前提の国の指針について市民の命・くらしを守る市長として受け入れますか 

エ 地震・津波対策について中部電力だけの説明で安心・安全を確認できますか 

オ 「現時点では再稼動すべきでない」（2015年11月、2016年２月）「新基準に適合した安 

全対策が確立されていない」とも答弁されました。規制委員会の「適合」があれば再稼動 

できるとの判断ですか 

(3) 安倍政権の電力・原子力政策に対する市長の考え方について質問します 

ア 国のエネルギー計画について資源エネルギー庁は「ベストミックス」として原発依存度 

を20％超えとしています。また、福島原発の廃炉費用を新電力会社、国民の電力料金にも 

負担させようとしています。どちらも妥当と考えますか 

イ 浜岡原発再稼働について「明日の焼津」を考えたら「毅然とした反対」表明こそ市民の 

命・財産・くらしを守る首長としての姿勢と思いますがどうですか 

 

10 鈴木功治議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

まちづくりにおける資源の活用について 

焼津市ではまちづくりにおいて「第５次焼津市総合計画後期基本計画」等計画を立ててまち 

づくりを進めている所ですが、水産都市として特色ある多くの地域資源の活用を示していま 

す。観光資源については市の観光ビジョンの中で11件の資源をあげています。観光資源の一つ 

焼津さかなセンターにおいては整備の必要性をあげ他の課題を含めて取り組んでいる所です。 

静岡県では中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第４条に基 

づき、県が定める地域資源を活用した事業を促進する意義があるとして地域資源を具体的に挙 

げています。その中で焼津市は農林水産物７件、鉱工業製品に係る技術16件、文化財風景温泉 

等７件となっています。その中には全県下共有の資源が11件ありますので市独自のものは19件 

となります。ちなみに藤枝市は市独自のものとして５件、島田市は10件です。市内には他にも 

多くの観光資源や社会資源があると考えます。まちづくりを進める上でこの様な資源を活用し 

ていかなければなりません。ここで伺います 

(1) 観光資源について 

ア 境港市では水木しげるゆかりのキャラクターが観光に活用されています。ディスカバリ 

ーパーク焼津の名誉館長は松本零士氏です。エレベーター内にキャラクターが浮かびあが 

る仕掛けがありますが、この様な市にゆかりのあるキャラクターの仕掛けを取り入れるこ 

とは検討されていますか 

イ 今後観光客を増加するために力を入れて行く観光資源は有りますか 

ウ 漁港は観光資源として活用されていますか 

エ 近年自転車の人気が高まっており、スポーティな自転車が走っているのを良く見かけま 

す。人気のコースには、しまなみ海道のように海外からも走りに来る方もいるといいま 

す。高草山の笛吹き段公園のルートは休日には20～30台位の自転車がグループで走ってい 

るのを見かけます。市内では太平洋岸自転車道として、一般県道静岡御前崎線が走ってい 
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ます。高草山周辺の観光地の整備と合わせ自転車道との接合は観光、健康面からも有効と 

考えるが市の考えは如何ですか。 

オ 観光ビジョンの中で主な観光資源、観光施設として小泉八雲とありますが具体的にどの 

ような活用をしていますか。 

(2) 地域産業資源について 

市では地域資源活用事業(ネオ焼津プロジェクト)を進めており実績も出ていますが、静 

岡県経済産業部マーケティング課から出されている地域産業資源の中に深海サメが有りま 

す、具体的に活用は検討されていますか 

 

 11 秋山博子議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長・病院事業管理者 

 

市民の声と思いに本気でこたえる「行政運営」「病院運営」について 

中野市長は「市民とともに、市民目線で」とうたい、この４年間焼津市政をすすめてきまし 

た。しかし焼津市庁舎の現在地建設案に見直しを求める市民から、一万筆を超える署名が提出 

されたことをはじめ、巨額の税金を投入する政策決定のプロセスに不透明なものを感じ、腑に 

落ちないままでいる市民は少なくありません。市民の信頼を取り戻し、市民とともに未来を作 

っていくための「行政運営」「病院運営」に関し、「情報の透明化」「病院の多言語対応」 

「事業所内保育所」「トンネル内の安全」について伺います。 

(1) 情報の透明化について。 

庁舎建設を３カ所から１カ所に絞り込んだ、まさに決定にいたる議論のやりとりの記録 

が、情報公開請求してもオモテに出てこないのはなぜか、伺います 

(2) 市立総合病院の多言語対応について。 

国では2020年迄に外国人患者を受け入れることのできる病院を100カ所に増やそうという 

なか、当市ではどのように体制を整えていくのか、伺います 

(3) 事業所内保育所について。 

市は事業所内保育所の可能性をどのように捉え、どのように進めていくのか、また市立総 

合病院では、病院内保育所に地域の乳幼児の受け入れを検討できないか、伺います 

(4) トンネル内の安全について。 

大崩海岸道路の陥没事故から３年が過ぎ、ようやく来春、トンネルが開通するが、歩行者 

や自転車通行者を守るために、島田土木事務所に地元からどのような要望があったのか、伺 

います 

 

 12 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 女性の活躍について 

焼津市における女性の活躍について 

女性活躍社会を推進する安倍政権は2020年までに指導的地位の女性割合を30％にすると掲 

げ、今年４月には「女性活躍推進法」が施行されました。この女性活躍社会を推進する理由 

として、少子高齢化に伴う労働人口の減少があります。従来日本では、「男は外、女は内」 

という封建的な考え方が強く浸透し、あくまで労働の主体は男性でした。しかし、少子高齢 

化に伴う社会保障費の増加が深刻な問題として顕在化し、国力維持のために女性の社会進出 
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が課題となりました。1986年施行の「男女雇用機会均等法」を始めとする男女平等をベース 

とした積極的な雇用政策を推し進めてきました。その結果、女性の社会進出は進んだもの 

の、結婚後も管理職としてキャリアを築く女性はまだまだ少数派で、多くの女性は比較的時 

間の調整がつけやすい非正規雇用や非管理職に留まり、思うほどの成果を上げられませんで 

した。また、20代後半から30代の働き盛りの年代は、女性にとって結婚・出産・育児に当た 

る年代でもあり、いったん仕事を辞めて育児が落ち着いてから再び働き出す人の数が多いた 

め、年齢別労働力率が「Ｍ字カーブ」を描くという傾向があります。この「Ｍ字カーブ」 

は、就業を希望している女性と実際の就業率の差が大きいことも、日本社会が抱える課題の 

ひとつになっています。直近の労働力確保には成功したものの、その弊害として女性の晩婚 

化や非婚化が進み、合計特殊出生率は２％を割り続けているといった現状があります。この 

ままの状況が続けば、更なる少子高齢化は避けられず、労働人口は減少の一途を辿ることが 

想定されます。そのためには女性が活躍しつつも、結婚・出産等のライフイベントが叶えら 

れるよう、推進していくことが急務となっています。そこで、焼津市の取組みについて伺い 

ます。 

ア 焼津市でも女性が活躍できるまちを目指して、まずは行政が率先して取組みをするべき 

だと考えますが、市役所職員の女性の係長職以上への登用率、そして他市と比べての登用 

率について伺います 

イ 市役所としても、女性職員が活躍できる環境の整備が必要と考えますが、職員に対して 

どのような取り組みを行っていますでしょうか 

ウ また女性が活躍できる環境づくりのためには、市民への啓発も必要と考えますが、実際 

に啓発として行っていることはありますか 

エ 女性の持つ力を最大限に発揮できるようにすることは、社会全体に活力をもたらすと考 

えますが、焼津市では女性の活躍についてどのように定め、進めていこうとしているので 

しょうか 

 

２ 若者世帯の支援制度について 

(1) 若者世帯定住支援奨励金制度について 

移住・定住人口の拡大は焼津未来創生総合戦略の５つある基本目標のうちの１つとして定 

められています。平成27年４月から開始されました若者世帯定住支援奨励金制度ですが、土 

地の売買契約日が来年、平成29年３月31日までのものが申請対象となり、残すところ５か月 

となりました。２月議会の私の質問のご答弁では500件を超える問い合わせがあったとのこ 

とでしたが、この制度におけるこれまでの実績や成果、及び来年度以降の方向性について伺 

います。 

ア 先の９月議会で、この若者世帯定住支援奨励金制度ついて1,200万の補正予算が決定し  

ましたが、これまでの実績、当初の目標の達成率と、今後の見込みについて伺います 

イ この制度を利用して転入する若者世帯が増えた要因をどの様にお考えでしょうか 

ウ 実際にこの制度を利用して定住された方々の反応はいかがでしょうか 

エ この制度による成果をどの様にお考えでしょうか 

オ この支援制度は２年間、来年３月31日で終了予定ですが、来年度以降の定住支援制度に 

ついてどのようにお考えか伺います 

(2) 若者の定住に向けた子育て支援について 

当市のホームページで若者世帯定住支援奨励金制度を開くと、同ページで焼津市が取り組 

んでいる子育て支援事業を見る事が出来るようになっています。若者の定住には、定住時の 

支援策だけでなく、住み始めてからの支援も大切です。「子育てをするなら焼津」をＰＲす 

るための支援策についは、私も一般質問で何度か取り上げさせて頂いていますが、他市と比 

較しても遜色ないと思っています。そこで若者の定住に向けた子育て支援について伺いま 
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す。 

ア 子ども子育て支援新制度がスタートして、１年８か月経ちますが、計画の進捗はいかが 

でしょうか 

イ また、本年度の新規事業への評判・成果はどうでしょうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


