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平成29年６月焼津市議会定例会 一般質問者及び質問要旨 
 
第２日（６月15日） 

１ 松島和久 議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長・教育長 

 

１ 焼津市の教育について 

(1) 選ばれるまち焼津市としての教育の取組について 

現在、我が国は少子高齢化・人口減少の時代を迎え、焼津市も同様にこの大きな 

課題に立ち向うため、平成29年度も各種施策を持って対処していくと、前回の２月 

議会において市長施政方針説明、各会派代表質問と一般質問で質疑を通し確認がさ 

れた。中でも、教育に関しては多くの議員からも質問があった。 

新設される教育センターや学習指導要領改訂にともなう諸課題に関して教育に対 

する市政運営について議論が交わされた。 

教育に関しては、焼津市が選ばれるまちとしての重要な要素と考える。焼津市に 

住んでみたい、住み続けたいと思っていただくためには、子育て環境と教育環境の 

整備充実はたいへん重要であると考える。 

質問の①として 

新任された教育長はこれからの焼津市の教育についての所感を伺う 

(2) 新設された「教育センター」について 

前回の平成29年２月議会において、総合教育会議で昨年策定の焼津市教育大綱に 

掲げる、「確かな学力の育成」の実現に向けて議論を重ね、教育センターを開設す 

ることになったとの市長答弁があった。 

前教育長からは教育センターの概要と狙いについてと、３つの事業について説明 

があった。 

質問の①として 

教育センターの業務と３つの事業の進捗状況を伺う 

(3) 焼津市の小中一貫校に対する考え方と焼津らしい教育について 

先日総務文教常任委員会で茨城県水戸市を視察した。茨城県水戸市は水戸市教育 

施策大綱に、「水戸を愛し世界で活躍できる人材の育成」という基本理念のもと、 

近世の教育遺跡群として日本遺産に認定された弘道館の「魁の精神」を受け継ぐ文 

教の府にふさわしい水戸ならではの魅力ある教育を推進するとしている。水戸スタ 

イルの教育を実践し次世代をリードする人材の育成を目指している。 

水戸市は、教育委員会内に水戸市総合教育研究所を設置し、28年度事業として、 

小中一貫教育「まごころプラン」、学力向上推進事業「さきがけプラン」、いじめ 

解決推進事業「ふれあいプラン」などを実施し、水戸スタイルの特色のある教育事 

業を行っている。 

また、全国に22校ある小中一貫校の中の一つ、「水戸市立国田義務教育学校」を 

視察した。 

魁の精神を原点とし、平成７年開校の小規模特認校で１学年35人定員、市内全域 

から通う事が出来る。学校経営方針として小中の枠を取り払った９年一貫教育で４・  

４・１制を導入し、ひとり一人を伸ばすタブレット末端などを使った効果的な教育 



2 

 

を推進するユニークな学校であった。 

質問の②として 

ア 焼津市としては小中一貫校に関してどのように考えているか 

イ 焼津らしい教育への取組みについて伺う。 

(4) 徳島県と徳島県美波町で行われている「地方と都市を結ぶデュアルスクール」モ 

デル事業について 

徳島県と徳島県美波町で行われている、「地方と都市を結ぶデュアルスクール」 

モデル事業について伺う。 

５月22日に会派で先進事例行政視察という事で、徳島県美波町に視察に行った。 

テレワークや都市に本社を持つ企業が、サテライトオフィスを構える場合、児童を 

持つ保護者はその恩恵を受けにくい状況になり子供たちの学習環境をどの様にして 

確保するかという課題に直面することとなった。そこで徳島県教委・美波町教育委 

員会と民間企業が問題意識を共有しこの事業に取り組むこととなった。 

取組としては、徳島県内市町村と都市部の教育委員会との協定締結、区域外就学 

の簡略化、学習進度調整のための個別支援制度と児童のフォロー、両校間のコーデ 

ィネートを行う支援員の配置などである。地方創生事業を進める上で子育てと義務 

教育期間の学校の問題は重要な課題であると認識した。 

質問の①として 

ライフワークバランスなどと働き方改革が叫ばれているが、焼津市としてはこの 

徳島県と美波町の「地方と都市を結ぶデュアルスクール」モデル事業をどの様に評 

価するか、又、焼津市として取り組みの為、研究・調査をしていただくことが出来 

るか伺う。 

 

２ 公共交通空白地域解消について 

焼津市の公共交通空白地域の解消について、現在実施している下根方地区デマン 

ドタクシー試験運行の経過はどうか。 

先日、会派行政視察で岡山県総社市で行われている、「総社市新生活交通システ 

ム『雪舟くん』」について視察を行った。総社市の人口は約６万８千人焼津市の半 

分、面積は212ｋ㎡で焼津市の約３倍である。 

平成23年４月に運行が開始された、事前登録制の予約型で乗り合い方式のデマン 

ドタクシーである。 

焼津市の試験運行しているデマンドタクシーとの違いは運営主体が総社市であり 

予約センターを市庁舎内に設け運行はタクシー業者バス事業者が行っていること、 

市内を４つの地域に分けて、総社市内はどこでも乗ることが出来、市内は何処へも 

行くことが出来るところである。 

そして、市内約70店舗の賛同店と契約し割引サービスなどを受けられる、「乗り 

得サービス」を実施していた。 

また、市内金融機関や大型商業施設には待合場所を設置するなど利便性高める工 

夫や利用者に特典を付けている。 

人口約６万８千人に対し登録者は１万７千人、登録率24.9％、28年度の一日の平 

均利用者数は2 1 3人とのことで、利用者アップのためには工夫が大切との事であっ 

た。 
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焼津市の状況については、本年２月議会において、現在試験運行中のデマンドタ 

クシーの利用状況について他議員からの質問に市長より答弁があった。 

試験開始の平成28年10月から平成29年１月までの利用者は延べ89人、一便あたり 

の平均乗車人数は1.06人で女性が多く６割以上が65歳以上との事であった。 

焼津市は現在試験運行中とのことであるので、運行時間や運行場所などもいろい 

ろ試してみてはどうかと考える。 

質問 

試験開始より８カ月が経過したが 

ア 現状の試験経過はどうか 

イ 住民の反応はどうか 

ウ 課題はどのように考えているか 

エ 試験方法を変えながら試してみることはないか 

オ 焼津市として試験運行の経過をどの様に評価しているのか 

 

２ 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 「就学援助」補助金の新年度前支給の実現で、子どもの貧困対策強化を！ 

就学援助は、児童・生徒の家族が生活保護を受給するなど経済的に困窮している場 

合、学用品や給食、修学旅行などの費用の一部を市が支給し、国がその２分の１を補 

助する制度です。新入学時に必要なランドセルなどの学用品の費用は支給されるもの 

の、補助金交付要綱では、国庫補助の対象を小学校入学前を含まない「児童・生徒の 

保護者」としていたため、これまでは入学後の補助金支給となっていました。 

文部科学省は、過日の３月31日付けで全国の都道府県教育委員会教育長宛に「平成 

29年度要保護児童生徒援助費補助金について」との通知において、「援助を必要とす 

る時期に速やかな支給が行なえるよう、中学校等だけでなく、小学校等についても、 

入学する年度の開始前に支給した「新入学児童生徒学用品費等」を国庫補助対象にで 

きるよう「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱 

を改正した」とし、県教育委員会から市に対して、必要な時期に補助金交付の実施が 

されるよう周知をお願いします。」としました。 

また通知では、平成29年度の補助金の単価（支給額）が、小・中学校ともに前年比 

で約２倍に増額されたことも周知されています。 

そこで伺います 

(1) 現在の本市の就学援助対象者はどれくらいですか 

(2) 本通知を受けての、市の対応を伺います 

 

２ 「赤ちゃんの駅」の設置推進で、安心の子育て支援を！ 

少子・高齢化に伴い、子育て支援は最重要課題であります。中野市長は施政方針 

の中で、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりに取り組むと述べら 

れ、「子ども・子育ては焼津市」を掲げられました。そして本年度より「子ども医 

療費が高校生まで無料化」、「ホットスルこども相談センター」の開設、病児保育 
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の開始など新たな事業に積極的に着手していただいております。 

また平成27年度より「若者世帯定住支援奨励金事業」を推進され、40歳以下の若 

者に焼津市への移住・定住促進に力を注がれています。 

そうした中で、焼津市内で出産・子育て中の若者ご夫婦から、子育て環境へのご 

要望をよく頂戴します。それは、赤ちゃんを連れて外出した場合に、授乳やオムツ 

替えの場所を見つけることがとても大変で苦労しておられるとのことです。 

乳幼児に対する授乳やオムツ替えの場所は、「赤ちゃんの駅」と呼ばれていま 

す。大手百貨店や大規模商業施設等では、基本設備として設置されておりますが、 

焼津市内では「赤ちゃんの駅」を完備されている場所は、まだまだ少ないようで 

す。しかし近年では、他の自治体でも「赤ちゃんの駅」設置の動きが出てきてお 

り、近隣の藤枝市や島田市も「赤ちゃんの駅」設置への取り組みをすでに開始して 

います。 

そこで、若者世帯の移住・定住促進のためにも、「子ども・子育ては焼津市で！」 

を掲げる本市においては、若者夫婦が安心して赤ちゃんと一緒に外出できる環境を 

整えていくように、「赤ちゃんの駅」事業を推進するべきと考えますが、市のお考 

えを伺います 

 

３ 「祖父母手帳」の導入で、世代間連携子育て支援を！ 

核家族化、少子化など急激な社会の変化により世代の異なる家族や、地域の交流 

の機会が減り、地域のつながりが薄くなってきて、子育てが難しい時代になってい 

ます。そういう中での共働き家族の増加で、子育てに対して祖父母の助けを求める 

場面も次第に増えてきています。 

しかし祖父母が、「私の時代はこうだった」と孫育てを進めていくうちに、「今 

の時代はこうしてください」と親世代と祖父母世代の行き違いが生じ、お互いに気 

分を害することも少なくはありません。 

祖父母にとって孫はとても可愛い存在です。「イクじい」「イクばあ」という言 

葉が使われているように、孫育てに熱心なシニア世代がたくさんいます。また、子 

育てにおいては、祖父母の存在を頼りにしている親世代も少なくありません。 

シニア世代の持つ豊かな知恵と経験を、未来を担う子どもたちの為に発揮してい 

ただくことがこれから更に期待されます。 

孫育ての先進的な地域としては、石川県、岐阜県、兵庫県、奈良県や松戸市で、 

孫育てガイドブックを活用し、孫育て講座を開催しています。 

またさいたま市では、笑顔をつなぐ孫育てと題して「さいたま市祖父母手帳」の 

配布を始めました。この内容は、祖父母が孫育てをすることによるメリット、祖父 

母と親の上手な付き合い方、子育ての新常識、昔と今の子育ての相違点、子どもの 

事故の注意点をイラストを使って解説、市内や近隣にあるお出掛けスポット、孫育 

てを支える相談窓口の一覧などが盛り込まれています。 

この「祖父母手帳」は、市役所、市立図書館、公民館等で配布され、ＨＰからも 

印刷が出来るようになっています。 

子育てのやり方など直接に祖父母に言うとカドがたつことでも、「手帳を渡すこ 

とにより、間接的に自分の思いを伝えられるので良かった」との声がよせられてい 

ます。 
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祖父母手帳が、祖父母世代と親世代が、より良い関係を作るきっかけになり、祖 

父母の方々には、自分の孫が大きくなったら次は地域の子育ての担い手になっても 

らうことも期待しているそうです。 

本市においても、子育て世代間のギャップを解消するため、「祖父母手帳」の導 

入を実施できたら良いと思いますが、市の考えを伺います 

 

４ 婚姻届けの提出時に「結婚記念証」を無料交付し、お祝い記念に！ 

平成27年度から開始された「出会い・結婚サポート事業」そして昨年には市のオリ 

ジナル婚姻届フォームの作製に着手をしていただきました。 

結婚という新たな人生のスタートにあたり、その門出の祝福を形として残してあげ 

たいとの思いから、婚姻届を提出していただいた方で、希望をされる方には、市のオ 

リジナル「結婚記念証」を無料で交付している自治体が、全国で少しずつ増えてきて 

おり、各地で喜ばれているようです。 

本市においても、記念証の無料交付を来る11月22日（いい夫婦の日）に合わせて、 

スタートしていただきたいと考えます。 

そこで伺います 

(1) 平成28年度の婚姻届け受理件数 

(2) そのうち市オリジナル婚姻届け受理件数 

(3) 届け出者に何か記念品を差し上げているか 

(4) 記念撮影の対応はどうしているのか 

(5) オリジナル「記念証」の無料交付に対する市の考えを伺います 

 

３ 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 13自治会の過半数世帯が反対～ギャンブル依存症を増やし地域社会を衰退させ自治 

体の役割を変質させる場外舟券売場（公営ギャンブル）設置は同意すべきでない 

(1) 顧客が負けたお金で振興策や財政を改善する公営ギャンブル 

現在、小川港周辺の会下之島地区ではギャンブルの場外舟券売場の建設の話し 

が進められ、２月議会ではその同意を求める主旨の請願が提出され、委員会審査 

がおこなわれてきた。刑法185条・186条は賭博（ギャンブル）を禁止し、「常習 

犯として、賭博をしたものは、３年以下の懲役に処する」（186条）としている。 

しかし、競馬・競輪・競艇・オートレースは「公設・公営・公益」だから違法性 

はないとしている。違法性はないが、焼津市は赤字が続いた６市競輪事業に赤字 

補てんをおこない平成11年３月に脱退した経緯がある。競艇の公益性は、①船舶 

関係事業等の振興、②観光事業・体育事業等の振興、③地方財政の改善があげら 

れるが、顧客が負けた（人の不幸）お金で振興策や財政を改善させる公営ギャン 

ブルの公益性について市長はどう考えるか 

(2) 建設予定地は住宅地のすぐ近く、子どもたちに悪影響 

1951年「モーターボート競走法」が制定され、競走場は全国に24か所（静岡県 

は浜名湖）。施行者は県１、市19、町１などに委託している。売上は、1991年の 
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２兆3,137億円がピークで、2010年には8,435億円に激減。しかし2015年には１兆 

423億円に回復。競走場外でのネット販売や舟券売場を全国に展開してきたからで  

ある。違いは場内のレース場では１日最大12レースであるが、場外舟券売場は、 

全国のレースがテレビ画面に映し出されるので、１日60レース又は96レースも賭 

けることが可能となった。しかも朝から夜９時まで、年間最大3 6 0日もでき、射 

幸心はうんと増大された。18歳以下の青少年は入場禁止だが、親子で賭けていた 

報告もある。設置数は全国で52ヶ所（2015年現在）。県内では山の中の小山町に 

一ヵ所のみ。この小山町は４年前、御殿場市の住民と共に反対の大運動があった 

が、その１年後わずか１票差で設置が承認されてしまった。今回焼津で話が進め 

られている建設予定地は、水産高校・栽培漁業科の実習場や住宅地のすぐそばで 

ある。青少年への悪影響が大変心配されるが、住宅地のすぐ近くに射幸心が増大 

された場外舟券売場を建設されることについて、市長はどう考えるか 

(3) ギャンブル依存症は自己責任ではなく脳の病気、近くに住んでいる人ほど依存症 

になる割合が増える 

ギャンブル依存症は長らく自己責任とされてきたが、近年医学的に脳の病気で 

あることが証明されてきた。勝つ快感、負ける喪失感が繰り返し脳内に削り込ま 

れ、ブレーキが効かなくなる脳となってしまう。「ギャンブルによる興奮（快感） 

により、興奮させるドーパミンの分泌が増え、行為を抑制するセロトニンが減り、 

行為を継続させるノルエピネフリンが増えることが医学的に証明されてきた」 

（精神科医：帚木蓬生氏） 

2013年のＷＨＯ世界戦略を踏まえたアルコールの有害使用対策に関する総合研 

究の調査では、約536万人がギャンブル依存症との報告。 

カジノ問題の第一人者である静岡大学教授の鳥畑与一教授は、「近くに住んで 

いる人ほど常習率は増加し、常習者ほど依存症率は増加する。ギャンブル依存症 

は、隠す病気であり、巻き込む病気であり、自己認識できない特性があり、正確 

な調査は困難と言われている」と指摘。これらのことから、市長のギャンブル依 

存症に対する認識と近くにギャンブル施設があると依存症になる割合が増えるこ 

とについてどう考えるか 

(4) ＩＲ法は長期的には地域経済を衰退させる 

一方、国は昨年12月15日にＩＲ法を強行採決した。「滅びるまで遊ぶ」「有り 

金無くなるまで賭ける」ように大規模に射幸心と陶酔感を駆り立てるのがＩＲ法 

（カジノを含む統合型リゾート施設整備推進法）である。鳥畑与一教授は、「ギ 

ャンブルによる地域振興は、短期的には、ギャンブル企業と設置地域の経済的利 

益が発生するが、長期的には①ギャンブル拡大競争がおこり、②地域経済は衰退 

し、③地域住民間の貧困格差拡大とコミュニケーションが破壊される、④そして 

依存症対策という長期負担累積が地域社会に重くのしかかる」と指摘する。市長 

は国のＩＲ法の成立をどうとらえているか 

(5) 自治体がギャンブル財源に依存 

売上金の配分として、75％が舟券的中者に充てられ、3.4％が日本財団、1.2％ 

が日本モーターボート競走会、0.8％が地方公共団体金融機構にそれぞれ納付さ 

れ、残りの19.6％から開催経費実費を引いた分が施行者自治体分として配分され 

る。ミニボートピアの場合は、売上げの１％が環境整備費として設置場所の自治 
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体に配分されるようだが、自治体がギャンブルの財源に依存することをどう考え 

るか 

(6) 地元同意の範囲は自治会 

場外舟券売場の設置の要件には、１．自治会等の同意、２．議会が反対の決議 

をあげないこと、３．市長が同意すること、とある。この３要件の１つ「自治会 

等の同意」について、基本は自治会であると国交省に確認しているが、市長は「地 

元同意の範囲」をどう考えているか。また地元自治会等に対し、市の助言はされ 

たか 

(7) 13自治会過半数世帯は反対 

４月４日及び５月８日、市長に提出された会下之島地区の過半数に達した反対 

署名により、13自治会が実施した賛否（27年下川原・左口地区）の結果と合わせ 

ると、13自治会の全体（会下之島・下川原・左口）世帯は、過半数が反対である 

ことが判明した。よって地元住民の総意は「ミニボートピアは認められない」と 

判断したことになるのではないか 

(8) 市長は同意すべきでない 

以上のことから、設置３要件の１つ、「市長の同意」は、とても得られない状 

況である。よって市長は同意すべきではないと考えるが見解を伺いたい 

 

２ 地場産業である水産漁業をどのように発展させていくか 

幾多の試練を乗り越え水産漁業を地場産業として発展してきた焼津。 

焼津漁港では、遠洋漁業でかつお・まぐろを水揚げされる焼津港、近海・沿岸で 

あじ・さばなどが水揚げされる小川港、しらすやさくらえびが水揚げされる大井川 

港があり、昨年は焼津漁港の水揚げ金額は全国１位となり、焼津市役所本庁舎に「水 

揚げ日本一」の横断幕が掲げられ、先日は水揚優秀船表彰式も開催された。漁港の 

整備や津波対策も進め、ふるさと納税も全国２位、好評な春の焼津鰹三昧も始まっ 

た。またテレビにも焼津の魚屋さんや水産加工業、商店がところどころ登場する。 

これらからすると焼津の地場産業は好調で、未来も明るいと見える。 

一方、後継者不足・燃油の高騰・乱獲・資源不足など、水産漁業の将来の衰退を 

憂う声がある 

ア 昭和50年当時まぐろ船は、70数隻あったが、現在では14隻。幹部船員は５名位 

で、日本人が少ない船もあると聞く。そこで、「まぐろ船」、「かつお船」（焼 

津・小川）、「さば船」、「沿岸船」（焼津・小川・大井川）の隻数と従事者の 

平均年齢はどうか 

イ 県立水産高校は日本一の水産高校と聞くが、市内水産漁業への就職状況はどう 

か。後継者の育成状況を伺いたい 

ウ 市民が日常的に地元水産物情報が得られるよう、『お魚だより』を発行するこ 

とはどうか 

エ 市外・県外・海外に向けた「漁業」「水産加工業」「消費」の拡大が注目され 

ているが、市内の漁業者、水産加工業者を育てることについてどのように考えて 

いるのか伺いたい 

 

３ 学校給食センターの建替え計画は３～４箇所に分散して建替えを 
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昭和59年に建設された「学校給食センター」は老朽化し、大規模改修または建替 

えが必要となっている。また給食の食数は、当時の２万食から、現在１万２千食に 

減少している。そこで、現在建替えが検討されていると思うが、再編方針は、「統 

合・集約等」により方針を定め、2017年度に「再編方針策定」としている。焼津市 

第１期公共施設再編プランの「機能評価の説明」では、再編（統合・集約）に、統 

廃合・集約化・共有化・多目的化があげられている 

ア 衛生面からも大規模改修ではなく、分散しての建替えが必要と考えるが、現在 

どのように検討されているのか 

イ 学校給食は、「食育」「食の安全」という教育的観点、地産地消・防災の視点 

から、公設公営が必要と考えるがどうか 

ウ 自校方式では教室が足りないのなら、藤枝市のように３～４箇所に分散して建 

替えることはどうか 

エ 新しい給食センターでは、アレルギー食の実施を 

 

４ 杉﨑辰行 議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長・教育長 

 

健全な地域発展と人が集まる焼津を築くために―焼津ならではの資源を活かして― 

焼津には多分野の数多くの資源がある。これらを、活かし焼津ブランド強化のため 

に、優先順位をつけ、計画的集中的に、取り組みたいので、質問する。 

(1) 教育関連の充実を目指して 

ア 焼津ならではの地域資源を活かし、国県市の官と教育界及び産業界を含んだ、 

高度な学術研究・教育機関を設立したいが、取り組めないか 

イ 郷土の誇りと自信のため、小中学生への地域教育を充実させたいが、現状と計 

画はどのようになっているか 

(2) 景観・環境改善を目指して 

ア 農地法による農地の解釈に関連して、高草山の耕作放棄地及び現状が山林竹林 

となっている農地に対しての対応をどうしているか 

イ 焼津市の山全体を、自然資源・レジャー・観光・生産など有効利用させること 

を考えているか 

(3) 実質的な観光充実を目指して 

ア 人が集うには、地元民の満足度を上げる方策が、観光客の集客にもつながるが、 

そのような具体策はあるか 

イ (1)、(2)の質問は、地域発展と効果の高い観光推進に結びつくと考えてのこと 

だが、市長はどのように考えるか 

 

５ 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 中心市街地の活性化について 



9 

 

中心市街地活性化事業について 

焼津市では、住む人が誇りを持ち、訪れる人が魅力を感じるにぎわいのあるまち 

を目指して、昨年の平成28年３月に「焼津市中心市街地活性化基本計画」が策定さ 

れました。少子高齢化と人口減少に伴う活力の低下や、空き店舗の増加により、に 

ぎわいが失われており、まちの玄関口であるＪＲ焼津駅周辺は人通りも少なく、市 

外から訪れる方のみならず市民の方からも、人通りがない、待ち合わせなど、お茶 

をしながら時間を潰す場所もないと言う声を多く聞きます。 

    市の取り組み、その効果、今後への考え等について伺います 

(ｱ) 中心市街地活性化事業で、イベント等の開催団体に対して補助を行っていま 

すが、それぞれのイベント開催の実績とイベントによる効果を、どの様にお考 

えでしょうか 

(ｲ) 中心市街地及び商店街における空き店舗対策にどのように取り組んでいるの 

か。その実績及び定着率はいかがでしょうか 

(ｳ) 活性化を図るにはこれからの焼津市を担う若い世代の力も必要と考えますが、 

市の取り組みを伺います 

(ｴ) この結果から今の状況をどのように感じ、これからの対策について、お考え 

をお聞かせください 

 

２ 放課後の子どもの学習支援の充実を 

焼津市における放課後の学習支援について 

少子高齢化が進む中、日本経済の成長を持続していくために、女性の力を最大 

限発揮し、「女性が輝く社会」を実現するため、放課後も安全で安心して児童を 

預けることができる環境を整備することが必要です。そして、次の世代を担う子 

供たちの人材育成も、全ての児童が放課後等における多様な体験・活動を行うこ 

とができるようにすることが重要であり、全ての児童を対象として総合的な放課 

後対策を講じる必要があると考えます。 

焼津市における放課後の学習支援について伺います 

(ｱ) 焼津市に21か所ある放課後児童クラブの現状について伺います 

(ｲ) 放課後子ども教室の現状について伺います 

(ｳ) 焼津市教育センターが新設されましたが、センターの取り組みについて聞か 

せください 

(ｴ) 他市では学習に力を入れた施策が取り入れられています。放課後や夏休みな 

ど１時間程度、教科書の内容に基づいた復習・予習を支援する学習指導が全小 

学校で行われている市もあります。 

焼津市ではこのような学習支援についてどの様にお考えでしょうか 

 

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 総合計画から、みんなが安心して暮らせるまちづくり等について 

地域包括ケアシステム等について 
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少子高齢化による人口減少が始まっています。出生数の減少と団塊の世代が高齢 

化を迎え高齢者の増加から少子化・超高齢化社会が進み人口減少化社会に突入して 

います。年齢区分で見ますと、65歳以上人口が占る割合は十年後に30.9％、二十年 

後に33.3％と予測され全国の予測と同じです。１世帯あたりの人員の減少と世帯の 

少人数化も全国の傾向と同じで、単身高齢化世帯の増加もみられます。世帯の小規 

模化や高齢者世帯の増加を背景とした家庭のセーフティーネット機能の低下を前提 

とした施策が必要、との当市の状況が説明されています。 

「生活困窮者自立支援法」の対象者になり得る市民の社会からの孤立を防ぎ、自 

立への促進をするための取り組みが必要、とも状況が説明されています。東日本大 

震災を契機として、人の命や暮らし。家族や地域の絆が見直され地域での関わり合 

い、助け合い支え合うコミュニティづくりが大切になります。市民アンケート調査 

によると、近所づきあいに満足の人は85％です。地域活動に参加している人は半数 

近くいます。又、地域で主体的に支え合おうという意識を持つ人が約40％いるとも 

説明しています。当市においては「焼津市地域福祉計画・地域福祉活動計画」に基 

づき地域福祉に取り組まれ福祉政策が行われています。 

介護保険・高齢者福祉について、平成27年度から始まった第６期介護保険事業計 

画においては、地域包括ケアシステムの構築が重要課題となっています。このよう 

に、地域福祉計画・地域福祉活動計画に求められる役割が大きくなっています。当 

市には４つの生活圏に１か所ずつ「地域包括支援センター」が設置されています。 

地域包括ケアシステム等の取り組みについて質問致します。 

ア 高齢者には、住み慣れた地域で周囲の支援を受けながら自立した生活が出来る 

よう介護予防事業などを行い高齢者自身が社会貢献出来、生きがいを持てるまち 

づくりを進めます。と総合計画では記載されていますがどのような支援が行われ 

ているのでしょうか 

イ 地域包括ケアシステムと焼津市地域福祉計画・地域福祉活動計画との関係や目 

的、活動等の違い。国・県などは地域包括ケアシステムとして捉え公表していま 

す。当市としては今後とも福祉計画・福祉活動計画として進めるのでしょうか 

ウ 第７期ほほえみプラン21との関係、取り組みなど共通した事業や同じ政策がダ 

ブっている事業がみられます。如何でしょうか 

エ 第７期ほほえみプラン21に第６期焼津市介護保険事業計画が記載されています。 

日本の認知症高齢者数は2012年時点で462万人軽度認知障害を持つ人は約400万人 

と推計されています。65歳以上高齢者の約４人に一人となります。団塊の世代が 

75歳以上となる2025年に向けて「認知症施策推進戦略（新オレンジプラン）」が 

発表された。地域包括支援センターでの取り組みは如何でしょうか 

オ 地域包括ケアシステムについてお聞きします。相談支援が最初の窓口になると 

思います。今までは受け身である「申請主義」であったが「お節介型」の相談窓 

口が必要となり、原因が何かを共に整理し問題解決を図る事が重要になると解説 

されています。又、住民主体の福祉のまちづくりに向けた会議、「地域ケア会議」  

が提唱されています。当市においては如何でしょうか 

カ 地域包括ケアシステムの構築は考えているのでしょうか。すでに出来ているの 

でしょうか。お聞き致します 
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２ 豊かな心を育てるまちづくりの「働き方改革」からみた職場について 

教育現場における働き方改革について 

少子高齢化が進行すると共に生産年齢人口は減少し、働く人は減り続け、長時間 

労働の障害が目立つようになりました。学校職員の労働環境は、一般企業の労働環 

境とは異なり、対象となるのが児童・生徒だと言うことであります。 一般企業では、 

労働者が意欲と能力を発揮し、生産性の向上を図り、ワーク・ライフ・バランスを 

充実させ労働環境の改善と整備、長時間労働の是正、年次有給休暇の取得の推進な 

どの働き方の見直しが必要です、と言えます。しかし、学校職員に対しては違和感 

を覚えるのではないでしょうか。しかし職員の長時間労働は悪化しています。先般 

の新聞に掲載されましたが、文部科学省の調査では10年前から労働時間がさらに増 

え、小学校教諭の約３割、中学校教諭の約６割が「過労死」ラインに達していた。 

文科省は「看過出来ない事態」と発表しています。過労死ラインは一ヶ月100時間 

または２～６ヶ月の月平均80時間となります。教諭に当てはめると、小学校の17％ 

中学校の41％が100時間、小学校の34％と中学校の58％が80時間の基準以上となっ 

ています。 

中学校では土日の部活動の指導時間が１日当たり1 3 0分で10年前から倍増となり 

ます。 

原因は、授業時間の増加、「学力向上」をうたった学習指導要領の改訂等があげ 

られています。文科省は対策として、①教職員の確保、②仕事内容の見直しの両方 

を進めたいと記載されていました。 

ある学校長は「最も大事なのは子どもと過ごす時間を確保し、充実させること。 

学校行事も、前例踏襲を当たり前とせずに見直していく」と話されていました。当 

市においてはいかがでしょうか。 

  ア 当市においては、労働の実態を把握しているのでしょうか 

  イ 先般の一般質問では学習指導要領が改訂になり、改訂に伴う諸問題を質問致しま

した。英語の授業導入による時間割の再編成、ベテラン教諭の退職等について答弁

を求めました。当局のお考えをお聞きします 

  ウ 中学校の部活の件でも一般質問を行っています。中体連の関係、部活が教育の一

環で関係者以外では部活が成立しない等のお答えを戴きましたが現実には、学校外

の専門家に依頼し部活が成立し対外試合が出来、生徒の受け皿として機能を発揮し

ている事も耳に入っています。現在はどのようになっていますか。先生の負担軽減

はなされているのでしょうか。ご答弁願います 

  エ 先般の質問でAIの関係も質問致しました。文科省でもICT(情報通信技術)の活用

状況や教員のストレスについても調査を行ったとの掲載がありましたが当局として

は把握しているのでしょうか 

  オ 焼津市の教育センターの役割として「教師力の強化」「英語教育の充実」「学習

支援」の事業があると聞いていますが、働き方改革にどのような支援が出来ます

か。支援の概要等お聞かせ願います 

 

３ 地震・津波・風水災害に対する防災対策事業の現状について 

防災対策の現況について 

大震法の抜本的な見直しを視野に入れた議論が進められており、その動向が注目 
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されています。今まで防災対策についてはいくつも質問させて戴きました。国・県 

の事業により決定するものや先送りされるものなどなかなか前に進みません。しか 

し、海岸や河川を抱える当市において防災対策は重要な施策であります。現在の進 

捗状況をお聞き致します 

ア 潮風グリーンウォークの進捗状況は 

イ （仮称）大井川防災広場の進捗状況は 

ウ 二級河川志太田中川・泉川の整備計画の進捗状況は 

エ 二級河川栃山川の河川整備の進捗状況は 

オ 大井川港の胸壁整備の進捗状況は 

カ 当市における橋梁の地震対策の進捗状況は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


