
 

平成26年９月焼津市議会定例会 一般質問者及び質問要旨 
 
第２日（９月１７日） 

１ 青島悦世議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

高齢社会への対応（60歳代を高齢者と言わない市 やいづ） 

(1) 平成 26年８月 26日報道されました、「お達者度」県内で焼津市は男性 14位 17. 

48、女性 17位 20.73です。また、平成 22年の健康寿命において、静岡県は健康長 

寿日本１です。 

女性は全国１位（75.32才） 

男性は全国２位（71.68才） 

以上のことを基に伺います 

ア この数値について所感を伺います 

イ 健康長寿をさらに推進するために「お達者度」はどうやったら長くなるのか、 

焼津市の特徴として今後努力していけるものがあるか、市民の皆さんに発信でき 

ることはあるか 

ウ 健康意識も増進されると医療や介護の費用節減効果も期待できると思う 

(ｱ) 特定健診、直近の受診率を伺います 

(ｲ) 今以上に受診率を上げるための更なる施策を考えているか伺います 

エ ８月26日報道で「お達者度」１位森町について番組の中で、土と関わる(農業) 

仕事を持ち生産する喜び、仲間で集まる場所が近くにある。このようなことも元 

気の要因だと話された 

(ｱ) 市内のファミリー農園（市民農園）を借りて、野菜や農作物を育ててみませ 

んか。豊かな土壌で土に親しみ、農産物を育てる喜びを味わいましょう。農園 

利用料など、詳しくは農政課まで問い合わせてください。とホームページ上で 

９ヵ所が紹介されています。全体で何ヵ所くらい、また、人数・年齢層を把握 

されているか伺います 

(ｲ) 効果として、ファミリーで農産物を育てる喜びを味わう、食育、ストレス解 

消に、家族に喜ばれる、知人との交流、自分の健康などなど、今後空農地を把 

握し市民に紹介していく考えはないか伺います 

(ｳ) がん患者の、就労や社会復帰を進めるための助走経路としての農園、引きこ 

もり対策としての手助け、不登校児童への復帰の手助けに活用する農園として 

、高齢者の知識、経験を活かした取組に、市、その他の機関が携わる農園を考 

える意向はないか伺います 

(2) 「60歳代を高齢者と言わない市やいづ 」宣言について 

人生80年の時代を迎え、これまで高齢者とされてきた世代の意識も大きく変わ 

り、今では、多くの方々が生き生きと過ごしています。家庭や地域を支えている 

方、職場で頑張っている方など、豊かな知識と深い経験を持つ人材は焼津の貴重 

な宝です。 

高齢社会を迎えるに当たり、経験を生かして地域コミュニティーでの仕事・活 

動の幅を広げ、女性とともに「年寄り」の活用は社会の"活性度"を上げる要因に 



 

はなると考えます。 

いつまでも、はつらつと元気に活躍していただきたいと思いを込め、「60歳代 

を高齢者と言わない」焼津宣言を行うことについて、市長のお考えを伺います 

 

２ 尾石昭夫議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

「魅力ある焼津」の掘り起こしと発信 

財務省は「15概算要求額が101.7兆円」と発表。30日付マスコミ各紙は、政権と 

しても人口減少化時代の地方創生が最重要課題になるだろうと報じている。今年春

には「2040年には全国で896市区町村が消滅の危機に！」（日本創生会議）という衝

撃的なニュースも飛び交った。高齢化社会の到来とともに支える生産人口の減少

は、ボディーブローのように効いてくることは間違いなく、どこの自治体も頭を抱

えている。 

ポイントは、そこに住んでみたいという地域の魅力の掘り起こしが大事になるわ 

けだが、焼津市においていかに取り組んでいくか、お伺いしたい 

ア 少子化対策・・・他市町村との差別化 

イ 人口流出対策・・・若者に魅力ある街づくり、災害に強い街、DCPの研究状況 

ウ 「魅力ある焼津」の掘り起こしと発信・・・小泉八雲、平和事業の発信などを 

もっと掘り起こすべきではないか 

 

３ 池谷和正議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

１ 焼津地震・津波対策について 

(1) 海岸堤防の対策について 

ア 地震動対策について 

焼津漁港海岸や駿河海岸、大井川港海岸の堤防において、地震動に対しては 

、どのような状況か、お伺いいたします 

イ 津波に対する「緑の防潮堤」の効果と国の検討状況について 

津波に対して具体的にどのような効果があるのか、また「緑の防潮堤」に関 

する国の検討状況についてお伺いいたします 

(2) 大井川地区における河川の津波対策について 

ア 二級河川の津波対策について 

津波遡上による津波対策はどのようになっているのかお伺いいたします 

イ 準用河川の津波対策について 

津波遡上による津波対策はどのようになっているのかお伺いいたします 

(3) 津波避難のための高台整備について 

焼津市沿岸部の各地区に命山といわれる高台の整備ができないか、お伺いいた 

します 

(4) （仮称）大井川防災広場の整備について 



 

ア 進捗状況と今後の整備予定について 

現在の進捗状況と今後の整備予定について、お伺いいたします 

イ 整備後の維持管理方法について 

整備後の維持管理方法についてどのように考えているのか、お伺いいたしま 

     す 

 

２ 大井川地区における都市計画道路志太東幹線について 

(1) 大井川地区における都市計画道路志太東幹線の進捗状況と今後の整備予定につい 

   て 

大井川地区における都市計画道路志太東幹線の進捗状況と今後の整備予定につ 

いて、お伺いいたします 

(2) 事業未着手区間における今後の整備予定について 

事業未着手区間における今後の整備予定について、お伺いいたします 

 

３ スマートＩＣの整備について 

(1) スマートＩＣ本体事業について 

スマートＩＣ本体事業における進捗状況と今後の整備予定についてお伺いいた 

します 

(2) スマートＩＣ周辺整備事業について 

スマートＩＣ周辺整備事業における進捗状況と今後の整備予定について、お伺 

    いいたします 

 

４ 焼津市を支える色々な力 

(1) 焼津市のふるさと納税について 

焼津市のこれまでのふるさと納税について現状をお伺いいたします 

(2) これからの対策について 

現状のままで行くのか、新たな取り組みをしていくのかについて、お伺いいた 

    します 

 

４ 松本修藏議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

土砂災害について 

(1) 本市に於ける土砂災害危険区域について 

ア 土砂災害警戒区域等は何カ所あるか 

イ 災害対策はどの様になっているか 

ウ 避難勧告等の手順はどうか 

エ 避難・警報に関する情報発信は、現在の同報無線で十分に対応が可能か 

オ 災害発生後の土砂等の仮置場をどの様に計画しているのか 

カ ボランティア等の受入体制の構築と支援計画はどうか 

(2) 県道静岡焼津線に於ける地すべり災害の早期復旧について 



 

ア 地すべり災害の状況について 

イ 災害復旧の内容と今後の予定について 

ウ 元小浜地区への生活支援について 

 

５ 深田百合子議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 「払いたくても払えない」高い国保税の引き下げを 

(1) 国保税引き下げについて 

「収入は減っていて 水道や光熱費、市県民税を払うのが精いっぱい 国保税 

は高すぎる なんでこんなに高いのか」市民の方々から切実な声が寄せられてい 

ます。市町村国保は、全国的に他の制度と比べて年齢構成（50歳：30歳代）や１ 

人当たりの医療費（30万円余：15万円余）が高く、加入者の所得に対する保険税 

負担（所得の 約9.9％）が著しく高くなっています。焼津市でも、市内全世帯の 

４割にあたる国保被保険者世帯の82％の方は、（年金生活や自営業者など年齢構 

成が高く、）所得200万円以下の世帯です。（平成25年度本算定より） 焼津市の 

国保税調定額（一般）は県内23市中10番目で ９万8,404円。お隣の藤枝市は22番 

目で ８万5,397円と、２番目に安くなっています。１人当たりの医療費は、焼津 

市は13番目で29万1,265円。藤枝市は11番目で29万2,262円と、そんなに差はあり 

ません。（「平成24年度被保険者1人当たり調定額と医療費の状況」より） 国保 

税率では、医療給付分が所得割・資産割・均等割・平等割の旧但し書き４方式で 

、家族１人ひとりに掛かる均等割は、 ２万8,100円と、県内23市中３番目に高く 

なっています。（「平成26年度国保保険料（税）率一覧」より）「払いたくても 

払えない」滞納世帯は、3,345世帯。国保被保険者世帯の15％。短期保険証は2,1 

45世帯、3,796人。（H26/8/25現在）資格証明書は85世帯、112人(H26/7/22現在) 

に及びます。特定健診を受ける余裕はなく、「受診を我慢して悪化」が社会問題 

になっています。焼津市は、平成22年度「値上げ反対」の声を受けとめず、「医 

療費が大幅に伸びる」という見込みから、23.8％の大幅な国保税の引き上げを行 

いましたが値上げから３年間毎年黒字。途中、法定外一般会計繰入を行いました 

が、黒字のため繰入金は戻しています。今回の平成25年度決算書においても３億 

円余の黒字、基金は実に６億円余に膨れあがっています。９億円余の黒字を生み 

出した基は、「医療費の見込み違い」であったと言わざるを得ません。社会保障 

である国民皆保険制度を守り、必要な時、安心して医療にかかれるよう、「高い 

国保税は引き下げること」です。2013年度３億円余の黒字分と、６億円余の基金 

を合わせれば９億円の財源があります。従って引き下げが可能と考えます。以下 

、３点について伺います 

ア 国保会計の状況と国保税引き下げについて市長の見解を伺います 

イ 県内35市町中３番目と高い「均等割」の引き下げについて 

ウ 医療給付分と介護納付分金分の「資産割」は廃止について 

(2) 市町村国保に関わる社会保障改革プログラムについて 

政府は、社会保障改革プログラム法の市町村国保関係では、国の財政支援拡充 



 

・都道府県の財政運営化と市町村の賦課・徴収・保健事業の実施など役割分担に 

必要な方策。また、保険税（料）の低所得者の負担の軽減と賦課限度額等の上限 

額の引き上げ等を位置づけています。しかし、消費税増税を強行した４月１日か 

ら、年金支給額の引下げ、70～74歳の医療費窓口負担２割の導入等、財源は、高 

齢者の懐から当てようというものです。高齢者を苦しめる改悪ばかりです。根本 

的には、国が減らし続けてきた国庫負担を大幅に増額し、国保の構造的な課題を 

解決し、病気にかかった時、誰もが安心して医療が受けられるよう、社会保障制 

度である国民皆保険制度を充実させていくことが必要です。国保を都道府県へと 

広域化しても、構造的な課題は解決できないと考えます。市長の見解を伺います 

 

２ 高い介護保険料の引き下げと特養ホームのさらなる新設を 

第５期介護保険事業も残すところ半年余となりました。現在、平成2015年度（平 

成27年度）から３年間の第６期介護保険事業計画の策定作業を進めていると思いま 

すが、「介護保険料を下げて欲しい」「介護付き高齢者住宅は高い、特養ホームを 

整備してほしい」切実な声が寄せられています。そうした中、政府は、来年４月以 

降の介護保険制度について、①原則新規特養ホーム入所者は要介護３以上 ②要支 

援１・２の人は、介護給付はずし市町村事業へ移す ③一定所得以上のある人の介 

護サービス利用料２割負担など、高齢者に大幅な自己負担増とサービスの利用条件 

を厳しくする、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係 

法律の整備等に関する法律」（医療・介護総合推進法）法案を今年６月18日に強行 

採決しました。「これでは介護保険制度は後退、安心して介護保険サービスが受け 

られない」と、市民の方々から、不安の声が多く寄せられています。昨年、政府は 

消費税と社会保障に充てると言って、社会保障と税の一体改革を推進し、①～③を 

含む「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」を昨 

年の12月15日強行に成立させました。210 もの地方自治体から反対の意見書が国へ 

提出され、焼津市議会でも昨年11月議会で提出していました。政府はまたもや反対 

の声を無視し、今年の６月18日、医療・介護の根本にかかわる19本もの法案を一括 

して審議し「医療・介護総合推進法」として参議院本会議で自民・公明の賛成多数 

により強行採決しました。しかも、国会審議中に、「根拠データー」の間違いが明 

らかとなり、厚労大臣が撤回するという、前代未聞の法案です。そして法案には２ 

２項目に及ぶ付帯決議がついたほどです。「患者の自己責任化」と「市場化拡大」 

を推進し、医療・介護制度の根幹を壊す「医療・介護総合推進法」は廃止すべきで 

す。国は、憲法25条が保障する「国民の生存権・国の社会保障的義務」を充実させ 

、住み慣れた地域で必要に応じて誰もが介護サービスを受けられる制度改革こそ必 

要です。以上を踏まえ、７点について伺います 

ア 第５期介護保険事業の評価と課題はどうか 

イ 第６期介護保険事業計画策定に関わる高齢者の実態調査の特徴は何か 

ウ 第６期計画で一号介護保険料引き下げと所得段階の拡充について 

エ 特養ホームの待機状況と第６期計画で特養ホームのさらなる新設を 

オ 特養ホームの介護度別待機者数、要支援１．２の認定者数と介護サービスの利 

用状況、利用料が２割負担になる対象者数を伺う 

カ 国が示す要支援１・２を対象とする市町村の地域支援事業はどういうものか 



 

キ 国の「医療・介護総合推進法」は廃止すべきことについて 

 

３ 台湾の高圧ガスパイプライン大爆発事故と住民の意向を無視して強行埋設された東 

益津南部線を含み市内を縦断している高圧ガスパイプライン問題について 

行政の使命は市民の命・暮らしを守ることです。今まで市議会で何度か中里地区 

のガスパイプライン（ＬＮＧ）埋設と地震災害の関係について一般質問をしました 

が、行政の責任を脇において「係争中であることから発言を控える」との答弁しか 

ありません。ご承知の通り司法は独立しています。どちらかに加担することはない 

第３者として、行政が自らの使命に則りその判断を述べたからといって決して係争 

中事案について司法に影響を与えることはありません。まず、最初に今回の質問に 

ついては行政の使命を前面にすえて、しっかり答弁をすることを求めます。８月１ 

日深夜、台湾高雄市街地で高圧ガスパイプラインの大爆発があり、その報道は衝撃 

的でした。中里地域の住民が指摘していた「高圧ガスパイプラインは大変危険」と 

いう危惧の念が具現化したものでした。爆発原因について関係企業は責任のなすり 

合い、責任の所在がわからなければ被害者はその補償を受けることもできません。 

大地震発生時、中里地域では液状化の可能性がランク中・大の分布があります。（ 

焼津市地域防災計画：地震対策の巻／平成 26年３月焼津市防災会議）この液状化、 

またその側方流動によって埋設された高圧ガス管にどれほど悪影響を与えるか調査 

・検討がされなければなりません。市長は６月議会で（南海トラフ巨大地震の）「 

レベル２は頻度が低い」「ごく稀である」、「レベル１に対応している」と、また 

「液状化の危険度は把握できるが、その地域がどのくらい危険性があるかについて 

厳密に判断できない」と答弁しています。事故が起こってから「危険性について行 

政は何の判定もせず、すべて企業責任」では行政の使命を果たすことはできません 

。地域住民は原発や石油の代替エネルギー問題として当面ＬＮＧガス使用について 

否定をしているものではありません。しかし住民は地域の地質・地盤と自然災害の 

関係、それに関連して居住地域に埋設された高圧ガス管の安全性に、生命・暮らし 

を脅かされると不安をいだいています。東海地震のレベル１の地震が起こる想定は 

30年以内に 80％ といわれています。それがレベル２に連動しない保証はありませ 

ん。この間、人間の力では予想することすらできない自然の脅威を見せ続けられて 

います。家庭用ガスに対して 3500倍の高圧ガスパイプラインが住宅街地下に埋設 

されるに当たって市は直接行う調査が出来ないなら、埋設を要求した当該会社が調 

査した結果（データ）を基にその安全性について慎重に検討することが必要です。 

以上を踏まえ、３点伺います 

ア 台湾の高圧ガスパイプラインの大爆発事故と住民意向を無視して強行埋設され 

た東益津南部線を含み市内を縦断している高圧ガスパイプラインをどうとらえて 

いるか 

イ このような危険性の高いものが市道に埋設されるに当り、市の道路占用許可条 

件（市民の命・暮らしの安全性に対する環境、技術的裏付け等）はなにか。また 

、安全性については当該ガスパイプライン会社のベースではなかったか。市は、 

当該ガスパイプライン会社の安全基準と調査実施結果を市の基準に照らし合わせ 

、市民の安全について独自判断を行ったか 

ウ 当初市は石脇地域から埋設ルートについて相談を受けその後ルートは２転３転 



 

。事業の安全性についての説明責任は不十分のまま現在の中里地区埋設が強行。 

中途半端な市の関わりが地域の混乱を招いたその責任の一端から、高圧ガス管の 

再検討と予想される南海トラフ巨大地震レベル２の減災計画策定を求めます 

 

６ 秋山博子議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 豪雨等による水害や土砂災害への防災対策に関し、自助力を高める取り組みを求め 

て     

豪雨等による水害や土砂災害に備える市の防災対策は、ハード整備を充実させる 

とともに、市民の自助力を高めることも急務です。このたび８月の広島市の災害を 

ふまえた、現状の防災対策の見直しと、市民の自助力を高める取り組みについて伺 

います 

(1) 土砂災害について 

ア 現状HPで公開している土砂災害のハザードマップについて、見直しや再検討の 

必要はあるか 

イ 現状の砂防施設等の老朽化の点検は万全か 

ウ 移転補助の制度は活用されているか 

エ 広島の災害では自治体の「住民の自主避難に期待した」という発言も聞かれた 

。避難勧告が出ていなくても危険を感じたら自主的に避難することはたいへん重 

要であり、そのためには住民が危険な区域に住んでいるということを日頃から知 

っていることが必要である。土砂災害警戒地域への説明会はどのようにすすめる 

のか。また、土砂災害に関し特に不安感を募らせている元小浜地区への対応はど 

うか 

(2) 水害について 

ア 近年の浸水状況はどうか 

イ 水害対策として河川や水路の改修はどのようにすすめているか 

ウ 各戸に雨水タンクを備えることも水害の減災に有効と考える。県内でもいくつ 

かの市が補助制度を設けている。大地震等による火災の消火や断水時の生活用水 

の備えとしても、雨水タンクの設置補助を検討してはどうか 

 

２ 課題解決につながる子ども・子育て支援事業計画と「とまとぴあ」の活用を求めて 

平成27年度施行に向けて策定中の「子ども・子育て支援事業計画」について、課 

題解決につながる計画づくりを求めて、また、計画策定に向けて、当事者の声をな 

るべく反映させるために、子育て応援サイト「とまとぴあ」の双方向的な活用を求 

めて伺います 

(1) 焼津市は子育てについてどのような基本理念を掲げて計画づくりをすすめている 

のか 

(2) 消費税10％への増税がない場合、事業計画にどのような支障があるか 

(3) 子ども・子育て支援の充実は、定住促進にも影響すると考えられるが、事業計画 

は、近隣市と比較した焼津独自の優位性を発揮できるか 



 

(4) 課題解決につなげる計画づくりとして、特にどのような課題に留意してすすめて 

いるのか 

(5) 計画に子育て家族の声を反映させる仕組みとして、パブリックコメントを予定し 

ているとは思うが、子育て応援サイト「とまとぴあ」を活用し、パパママたちの意 

見を募集することを検討してはどうか 

(6) 「とまとぴあ」のメールマガジンは検討されているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


