
 

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３日（９月１８日） 

７ 片野伸男議員（質問方式 一括） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 政権による集団的自衛権、秘密保護法、共謀罪等が複合的に降ろされ、国民の「戦 

争反対」・「民主主義こそ」の思想・言論の自由が制限される、国民を守る憲法も法 

律もないような方向性に市民からも危惧の声が多く寄せられている。 

市長は「国政に関与しない」ではなく、市民の平和を求める切実な声に真摯に答え 

られるよう再度求めたい 

他国間同志の戦争への自衛隊参戦出動問題について 

過去の大戦時の市内の悲惨な歴史について、振り返ると、焼津漁船は多く軍に 

徴用され、悲惨な犠牲を被っている。戦争を前提にしている「集団的自衛権」容 

認は、憲法九条をないがしろにして、人間が殺し殺される道につながる、恒久平 

和の日本に反逆する道である。 

このことを踏まえて、人権尊重、住民の命と暮らしを守る責務の先頭に立つべ 

く、また発信している当市の「平和都市宣言」遂行の責務から、自治体首長とし 

ての決意をお聞きしたい 

 

２ リニア中央新幹線の10月着工は市民が知らない間で余りにも早く乱暴ではないかに 

ついて 

リニア中央新幹線建設による不明確な諸問題について 

ア 水量減少 

イ 残土置き場の土石流の危険性 

ウ 電力大量消費と原発再稼働 

エ 人口減少化時代と莫大な工事費 

オ 現東海道新幹線が減便される恐れ 

カ 南アルプス周辺が100年に40cm隆起している現状への対応 

 

３ 南海トラフ巨大地震時に陸地の標高が下がる事もありうる事及び防潮林の整備につ 

いて 

市民は地震時における津波の浸水想定を居住地等の標高度で判断するが、その基 

準の標高が時として地盤沈下により想定外もあり得る事について 

市内の地震・津波対策について、歴史的に強大な被害を出した「東日本大震災 

」時と県下を襲った明応地震の想定外津波は共に陸地側の地盤沈下の共通性が考 

えられる。津波浸水想定は、地盤の沈下を考慮しているのか。また、防潮堤の海 

側に防潮林が植えられるか 

 

 

 



 

８ 太田浩三郎議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 少子化・高齢化社会等の影響による各種課題について 

(1) 人口減少問題及び少子化対策等における各種課題について 

第31次地方制度調査会（首相の諮問機関）が発足し安倍首相が「人口減少社会 

に対する地方行政制度のあり方」について諮問した。「人口減少社会で国民が安 

心して暮らせる元気な地方をつくることは喫緊の課題である」と強調した。又全 

国市長会長は「人口減少問題には総合的な施策が大事だ」と、又全国町村会長は 

「持続可能な地域をつくるには大都市と農村が互いに補い合う事が必要だ」との 

意見でした。日本創成会議は地方から大都市圏への人口流出が現在のペースで続 

けば出産可能な成人20歳以上の女性人口が５割以上減り、流出人口が出産数を上 

回れば全国で 896市区町村が消滅の可能性があると公表した。当焼津市では、重 

点施策として「子育て支援の充実」として総合計画に明記してあります。又個別 

計画では焼津市次世代育成支援行動計画が示されています。人口減少が進めば現 

行の社会体制を維持していく事が困難になるとも記述されています。その為には 

、子育て支援策の充実や教育環境の充実などによって、子どもを生み育てられる 

環境の整備や子育て世代の転出抑制・転入促進を図る事が必要であると記述され 

ています。 

それでは次の質問を致します 

ア 国から地方行政に至るまで縦割り行政による運営が行われています。現在、国 

においては各省庁を挙げて少子化対策に取り組んでいます。 

当焼津市に於いては如何でしょうか 

イ 現在、集落から人の流出が止められない状況が深刻な問題となっています。ま 

たＵターン、Ｉターン、や定年帰農でも構わない。その為には雇用の創出、所得 

の確保など入って来る人達の為の受け皿を作らなければならない等考えている自 

治体もあるようですが、当焼津市でもそこまでの覚悟はあるのでしょうか 

ウ 農水省においては、集落に留める役割を集落営農組織に期待する。と記述があ 

りましたが、農業には未熟でも他の分野で経験を積んだ人材に集落定住への扉を 

開き振興の一部を担ってもらう、などとの取り組みを始めた。とありました。 

当市においても、農業・漁業などの産業を抱えていますが、少子化対策に関与 

しているのでしょうか 

エ 焼津市議会においても常任委員会により少子化対策に取り組んでいます。医療 

費の関係から保育・幼稚園等子育て支援について検討し提言書として市長に提出 

の予定で、現在進行中であります。基本的には、子育て三法に基づいての提言で 

ありますが、一部行政機関との会合も行い当市の実態も理解しています。本来な 

らば、子育て年齢の対象となる年齢層を交えた方々の意見も取り入れた取り組み 

が理想ですが、当市役所においても対象となる方々によるチームなどを立ち上げ 

ての取り組みは行われているのでしょうか 

オ 日本の人口１億人を50年後も維持するとの目標を政府は打ち出した。明治大学 

教授は現在出ている「育メン」や「婚活」支援、外国人家事労働者の導入などの 



 

案を出生増に繋がると「真剣に信じている方が居ればお目にかかりたい」とコメ 

ントしている。教授が指摘するのは、出生率を引き上げる事の難しさに加え出産 

時期にある女性の人口減少問題であると。また、女性に「産めよ、育てよ、そし 

て働け、しかし、母性は重要だ」と求めるだけでは解決は難しいだろうとも述べ 

ています。それでは次の質問として、市長自身としての人口減少と少子化につい 

てのお考えをお聞き致します 

(2) 人口減少に伴う高齢化社会等における各種課題について 

日本の人口減少は「超高齢化」と共にどんどん加速していく。人口減少が進み 

、65歳以上の人数はあと30年近く増え続ける。「超高齢化社会」の到来を迎えた 

取り組みや問題点を考えてみると今後の課題が見えて来ます。例えば、高齢者が 

、他の人々と共に住み慣れた地域で最後まで暮らせる為には、出来る限り本人の 

自立・自助を尊重し、その心身の力を損なわない包括支援が必要となります。特 

に、独居高齢者・認知症高齢者に重点をおいて介護・医療・福祉・住宅を実践的 

にネットワーク化が出来るかどうかが市町村の大きな課題となります。ここに地 

域包括支援の重要性が問われている所です。介護保険の保険者である市町村は、 

保険者としての役割と同時に、基礎的自治体として、介護保険サービスと不即不 

離であります。 

それでは次の質問を致します 

ア 高齢者の大半は元気であります。定年後20年も生きる時代にはどんな生き方を 

したいか、などの意志表明が不可欠であります。元気高齢者の活躍の居場所・出 

番やその組織化は重要な点の一つであります。しかしながら、高齢化に伴い「生 

活難民」が増加しています。此のことが経済的貧困ではなくても生活が極めて困 

難な状況が発生する原因となっている。生活難民と言われるのは公共交通が無か 

ったり、あったとしても不便だったり、高齢化で移動制約が出てきてしまう。平 

成25年に交通政策基本法が成立致しました。基本法についてどの様に捉えている 

かお聞き致します 

イ これから団塊世代が65歳以上になってまいりますが、この世代の自動車運転免 

許証保有者が圧倒的に多く、現在は高い健康度を有し車の運転を行っていますが 

2020年頃（75歳頃）を境に健康状態は低下し、生活機能の衰えや障害の発生が増 

加すると見られる。最近では、65歳以上の自動車運転免許証自主返納が急速に進 

んでいます。地域公共交通の廃止と運転困難者の増加が多くの課題となっていま 

す。当市として、今後の対応や公共交通の在り方などをどの様に進めていくのか 

をお聞き致します 

ウ 「国民の移動する権利」交通権は、憲法第22条（居住・移転及び職業選択の自 

由）、第25条（生存権）、第13条（幸福追求権）などを実現する権利と位置づけ 

られています。交通権が保障されないと基本的人権の保障が得られません。それ 

故、国、地方自治体は、国民・住民が自由に安心・安全に移動できる権利である 

交通権を基本的人権として保障する責務を負っています。そこで、住民の交通権 

の保障は自治体の本来的な行政サービスとして捉え「交通まちづくり条例」等の 

制定が必要ではないかと思います。福岡市では、2010年に議員提案により成立。 

加賀市では2011年に市長提案により成立。新潟市熊本市、奈良市、高松市、長岡 

京市等がすでに取り組んでいます。さらに、岐阜市では、総合交通施策を市民参 



 

加でつくりあげています。市民参加によりバス乗客が増加したとも報告されてい 

ます。当焼津市ではどの様なお考えかお聞き致します。又基礎自治体が車社会を 

見据えて総合的な交通施策を策定する事が必要な社会になっていると考えますが 

如何でしょうかご答弁願います。今までは、地域からの要望を受けてコミュニテ 

ィバスや路線バスの交通対策を行ってきましたが、それは部分的な解決策にとど 

まっていたのではないかと考えますが如何でしょうか、ご答弁願います 

エ 現在市内循環バスが運営されています。利用者数が少ないと言われていますが 

、前述致しました様に交通権による運営をせざるを得ない状況が有ります。なぜ 

利用者が少ないのか考えたことがあるのでしょうか。行政側は循環バスを走らせ 

ているのだから利用すれば良いのにと思うし、利用者側は使い勝手が悪いので利 

用しにくい等と思うのであります。これではせっかくのバス循環が市民の為に成 

っていないのではと考えます。当局としてはどの様にお考えかお聞き致します。 

本来ならば市民参加による交通施策が行われていればもう少し状況が変わってい 

たのではないでしょうか。 

市長のお考えをお聞き致します 

 

２ 焼津市津波防災地域づくり推進計画、集中豪雨における防災対策および焼津市未来 

まちづくり計画について 

(1) 焼津市津波防災地域づくり推進計画、及び集中豪雨における防災対策について 

ア 推進計画における津波避難施設整備の進捗状況をお聞かせ願います 

イ 公共施設の老朽化が言われています。同じように道排水路の老朽化も進んでお 

りますが、河川等の老朽化も当然進んでおり、老朽化が激しい所は応急処置を行 

っています。箱物と言われる建物においては「公共施設マネジメント基本計画」 

が作成され、インフラ系公共施設についてはこれから計画を考えるとありますが 

、災害はいつ起きるか分かりません、早急に取り組むべきだと思いますが如何で 

しょうか 

ウ 最近では集中豪雨による被害が各地で起きています。幸いにも静岡県では大き 

な災害には直面しておりませんが、防災面からみた焼津市における災害の被害箇 

所や被害想定等は作成されていますか、又対策等の計画は津波対策等と同じよう 

にできているのでしょうか。それとも他の防災計画として作成されているのでし 

ょうか。 

ご答弁願います 

エ 焼津市は志太平野の尻手に当たり、準用河川が流入しています、豪雨による被 

害も想定されますが、二級河川、志太田中川、泉川の進捗中の河川整備計画はど 

の様に進んでいくのかご答弁願います 

(2) 焼津市未来まちづくり計画について 

これまでに経験したことのない少子・高齢化、人口減少が進行しています。人 

口減少による影響は、経済の縮小、地域活力の低下、生産人口の減少による税の 

減少、社会保障費の増大等による市財政力の低下、また、地域コミュニティの衰 

退等をもたらす。と策定方針に記述がありました。計画により、「住み続けたい 

まち」「住んでみたいまち」「行ってみたいまち」焼津市でありたい。又将来に 

わたり持続可能なまちになる事を目的とする。とありました。 



 

次の質問を致します 

ア 基本方針の中に、中心市街地活性化基本計画を定め、併せて市民に対し、未来 

の明るい焼津の「まち」の具体的な姿について夢を持つことが出来る計画を示す 

、とありますが、未来の明るい焼津を示してから、市街地の在り方が検討される 

かに思えますが如何なものでしょうか。 

当局のご答弁をお願い致します 

イ 焼津市の総合計画、国土利用計画が上位法としてあり総合計画が未来まちづく 

り計画となるのではないかと考えますが如何なものでしょうか。 

当局のお考えをお聞かせ願います 

ウ 総合計画と市長のマニフェストとの整合性は如何でしょうか。総合計画に明記 

された計画なら問題はありませんが、焼津市総合計画審議会の答申の中に「市の 

将来の方向性を提示する総合計画は、首長のマニフェストを尊重しつつ、市民を 

始めとする多様なアクターからの政策提案を受けながら、地域共通の目標として 

策定・見直す事が望ましいと考えられます。」とあります。又市長任期の４年間 

の総合計画と成っています。とありました。 

総合計画の在り方について当局のお考えをお聞かせ願います 

エ 法の改正により、総合計画を作成しなさいの条文が削除され、地方公共団体の 

裁量でやれば良い事になっていると思いますが如何でしょうか。 

ご答弁をお願い致します 

 

９ 渋谷英彦議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 空き家対策について 

空き家対策について 

空き家条例が制定され、その後の空き家対策の進捗状況と今後の取組みについ 

    て 

 

２ 海岸整備について 

海岸整備について 

ア 「緑の防潮堤」による海岸の整備について 

イ 焼津漁港石津海岸公園について 

 

３ 就学前児童の教育・保育について 

就学前児童の教育・保育について 

ア 子ども・子育て支援新制度について 
イ 焼津市子ども・子育て会議について 
ウ 認定こども園について 
エ 幼稚園・保育所はどう変わるのかについて 

オ 少子化による児童数減少の対応について 

 

 



 

10 小野田吉晃議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長、教育長 

 

１ 幹線道路の整備について 

幹線道路の整備について 

市内主要幹線道路は、日常の市民生活はもとより、拠点施設へのアクセスや地 

域間の交流・物流等の社会経済活動、更には災害時の防災活動などを支える重要 

かつ基幹的な都市基盤施設である。さて、中新田地区においては、小川地区から 

島田市に至る「都市計画道路小川島田幹線」や、保福島と大島地区を結ぶ「市道 

保福島大島新田線」、及び大富地区から藤枝市に至る「県道大富藤枝線」、更に 

は藤枝市高洲と和田地区を結ぶ「県道高洲和田線」の四つの幹線道路がある。こ 

れらの道路については、市や県の努力で順次整備が進められ、徐々に地域の道路 

交通環境の充実が図られてきている。しかし、交通量の増加とともに、未だ整備 

がなされていない、道幅が狭く歩道がない箇所においては、安全で円滑な通行に 

支障をきたしている状況にある。地域住民にとって、安全で移動しやすい道路ネ 

ットワークの充実とともに、地域の発展に大きく貢献するこれらの道路の早期整 

備に大きな期待をかけている。 

    そこで、幹線道路の整備について伺う 

ア 都市計画道路「小川島田幹線」における現在暫定的に供用している区間西側の 

進捗状況について 

イ 市道保福島大島新田線における都市計画道路「小川島田幹線」から県道高洲和 

田線までの区間の早期事業化について 

ウ 県道大富藤枝線における都市計画道路「小川島田幹線」以南の事業未着手区間 

の早期事業化について 

 

２ 二級河川黒石川の改修について 

二級河川黒石川の改修について 

二級河川黒石川は、藤枝市から焼津市へまたがる延長約７ｋｍの河川であり、 

焼津市内においては小川、三右衛門新田、大住、中新田地区を流れている。最下 

流部の小川港から県道大富藤枝線までの区間が、県管理の２級河川で、その上流 

部は準用河川となっている。この河川流域の大部分については、市街化が著しく 

進展するとともに、近年の異常気象によるゲリラ豪雨等により、河川への流出量 

の増加が懸念されており、過去、出水時には一部地域に浸水被害をもたらしたこ 

とがあることから、地域住民は大雨のたびに不安を抱いている。静岡県において 

は、栃山川水系の河川整備計画を策定し、黒石川の最下流から上流に向けて順次 

、河川改修を進めていくことと聞いているが、地域住民にとっては、安全・安心 

の確保に向けた早期の河川改修を望んでいる。 

    そこで、二級河川黒石川の改修について伺う 

ア 事業化区間における改修計画について(事業内容、進捗状況、今後の改修予定) 

イ 事業未着手区間における今後の改修予定について 

 



 

３ 平成26年度全国学力・学習状況調査の結果について 

平成26年度全国学力・学習状況調査の結果について 

８月25日、文部科学省は４月に実施した平成26年度全国学力・学習状況調査の 

結果を公表した。静岡県は平成25年度調査結果において、県教委を巻き込んで大 

論争を巻き起こした公立小学校６年国語Ａの最下位問題であるが、各市町教委の 

対応等が問われる調査となり、その結果が注目されていた。 

   そこで、平成26年度全国学力・学習状況調査の結果について伺う 

ア 全国学力・学習状況調査による全国･県の結果、及び当市の結果について 

イ 全国･県･当市の結果に対しての評価等について 

ウ 先生の努力、生徒の頑張りへ伝えたいコメントについて 

エ 教育環境・教育方法等のこれからの方向性･目標について 

 

４ 焼津市学校給食における焼津産米の利用促進について 

焼津市学校給食における焼津産米の利用促進について 

これまで、焼津市学校給食における地産地消の取り組みについては、幾度とな 

く一般質問を行ってきた。焼津市学校給食センターが、地元食材を出来るだけ多 

く利用する献立を用意していく努力は理解できた。一方、主食は静岡県学校給食 

会が全てを握っており、米飯・パン・うどん・焼きそば等の材料調達を電話１本 

で行っている独占企業であることも分かってきた。しかし、市学校給食センター 

から県学校給食会への働きかけで、昨年は、米については焼津市産米を限定的で 

はあるが給食専用米として供給された実績ができたのである。今後、地元産米の 

利用を拡大する光明が見えてきたといえる。 

    そこで、これから収穫期に入る26年焼津産米の確保と使用目標について伺う 

ア 25年焼津産米の使用量に対する自己評価について 

イ 26年産米の購入ルートと焼津市産米購入量の見通しについて 

ウ これまでの焼津産米の確保状況と全使用量比率の目標について 

エ 焼津産米100%使用へ向けての今後の対応と方策について 

 

11 杉﨑辰行議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

焼津市の更なる地域防災強化について 

防災は多種多様にわたるものであり、その総てを完全とする事は困難を極めると 

解釈する。しかし、限りない安全のために不断の努力は必要である。 

焼津市は、地域防災計画において６項目の対策を講じているので、その実効性を 

さらに高め、安全性強化を図るために質問する 

(1) 多発している異常気象災害に対する地域防災について 

ア 虚空蔵山から高草山まで、土砂災害関連指定区域の想定される被害世帯数と居 

住者数をどのように捉えているか 

イ その指定区域の対策と進捗状況はどのようになっているか 

ウ 市内の水害、浸水想定区域の想定される被害世帯数と居住者数をどのように捉 

えているか 



 

エ その地域の２級河川の整備計画と進捗状況は、どのようになっているか 

オ 市内でも危険度が高いと考える瀬戸川についての治水対策と避難施設の状況は 

どのようになっているか 

(2) 世界有数の地震国にある原発の中でも、特に危険とされる浜岡原発の事故に対す 

る防災について 

ア 他自治体や関係機関と協力した合同の災害対策訓練は行っていくか 

イ 自衛隊の災害派遣について、一連の流れや役割分担について協議されているか 

ウ 広域避難計画における避難者受け入れ自治体は確保されているか 

 

12 小栁津健二郎議員（質問方式 一問一答） 

  答弁を求める者 市長 

 

１ 公共インフラの老朽化対策について  

公共インフラの老朽化対策について 

道路施設、河川管理施設、公園施設、上下水道施設、港湾施設、農業土木施設 

など、公共インフラ全般の老朽化対策について伺う 

ア 公共施設等の総合管理計画について、計画策定の内容と現在の策定状況及び今 

後の予定 

イ 焼津市の各公共インフラの老朽化対策について 

(ｱ) 長寿命化修繕計画の策定施設における進捗状況について 

(ｲ) 長寿命化修繕計画の未策定施設における今後の計画策定予定について 

ウ 産学官連携による公共施設データーベース構築に関する共同研究について 

共同研究の具体的内容、現在の進捗状況、今後の予定 

 

２ 二級河川瀬戸川及び朝比奈川について 

二級河川瀬戸川及び朝比奈川について 

ア 河川の維持管理について 

(ｱ) 堆積土砂の浚渫について 

(ｲ) 堤防の補強について 

(ｳ) 堤防の草刈りについて  

(ｴ) リバーフレンドシップのその後について 

イ 河川空間を活用した親水公園について 

(ｱ) 焼津市域内における、下流部から上流部までの現状について 

(ｲ) 今後の取り組みについて 

 

３ 企業の市外移転阻止の現状は  

企業の市外移転阻止の現状は 

ア 企業の市外移転を阻止するための幹部職員の企業訪問の成果は 

イ 中小企業製造業への優遇措置はどのようなものがあるのか 

 

 


