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平成 28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 21 日） 

７ 杉﨑辰行議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

新庁舎建設場所について 

―場所選定の経緯と理由の不的確について― 

多額の税金を使う新庁舎建設について、今までも同僚議員を含み議会などで複数回質問をし 

ているが、その回答は納得できない。 

市民、市職員、議員など幅広く意見を聴取しないで場所選定が行われたことに対し不信感を 

持っている。 

また多くの市民からも、疑問の声や激しい批判が寄せられていることもあり、新市庁舎建設 

場所の見直しを求めて質問する。 

(1) 地震津波に関する認識について 

ア レベル２の地震は発生確率が低いと理解はしているが、住民説明会の時に市長は、発生 

間隔は何億年単位と質問に答えていた、その認識は今も変わらないか伺う 

イ レベル１とレベル２を分けて説明しているが、地震規模に応じて津波規模が決まると認 

識しているのか伺う 

ウ 過去数千年の間に津波は無かったとの発言からあったと、市長の認識が変わったが、そ 

の津波を発生させた地震のレベルはどう理解しているか伺う 

エ 市長はテレビインタビューで「仮に30年後に新たな知見が確立されれば、その時に考え 

ればよい」との主旨を言っていたが、今も変わらないか伺う 

(2) 建設場所選定理由の不明瞭さについて 

事業実施面で 

ア 庁舎の建物はどこに建ててもほぼ同額のはず、駐車場により予算が変化するとなってい 

るが、駐車場の位置・建物の規模につき議論と検討は十分されたか伺う 

イ 他の候補地は建設時期が不確実となることも選択理由に挙げていたが、それほど建設時 

期は重要なのか伺う 

利便性面で 

ウ 現在市役所に来られる方の74.2％が自動車利用だが、現在地は他の候補地より自動車で 

来易い場所と判断しているのか伺う 

エ 合併した大井川をどのように考慮したか伺う 

防災面で 

オ 有事の際の災害対策本部は市役所庁舎に置くべきだと考えるが、何故違うのか伺う 

まちづくり面で 

カ 市長は、駅・港・市庁舎エリアの活性化を図る構想をお持ちのようだが、活性化のため 

には市役所庁舎より、避難施設を備え、漁業博物館などを兼ねた人の集まる施設を設けた 

ほうが、近隣商業や住民の安全に効果があると考えないのか伺う 

選定経緯の不適格について 

キ 市民会議の候補地評価、▲について伺う 

ク 市が言う総合的判断とは、マイナスも含み相対的に見て判断したと解釈するが、庁舎場 

所については、絶対的判断が必要なものがあり、それを加味して総合的判断をする必要が 

ある。 

防災上の危険性を、その絶対的判断とすべき項目にしない理由を伺う 
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ケ 庁舎内で３候補地が１候補地になったのはいつで、何の会議か伺う 

コ 現在地とした時の、賛成意見反対意見の内容を伺う 

サ 自信を持って、「住民の利用にもっとも便利」な場所と言えるか伺う 

シ 地方分権を考慮し、広域行政を発展させるうえでも庁舎場所は重要な項目であるが、そ 

れを考慮したか伺う 

ス 新庁舎建設場所見直しの署名が提出されている、市長が言う市民目線市民の声を聞くに 

は、この時は絶好の機会であるが、何故面会を避けているのか伺う 

 

８ 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、選挙管理員会事務局長 

 

１ 投票率向上への取り組み 

本市では直近の選挙投票率が、昨年４月の県議選が42.18％で、県内市町で最も低く、昨年 

２月の市議選でも49.87％で、過去最低を記録する低調ぶりであった。しかし、本年７月の参 

院選での投票率は55.72％を記録。直近の選挙よりは投票率の向上を果たしたとはいえ、一般 

的な投票率としては決して喜ぶ数字とはいえない。 

今回の投票率アップには、商業施設内に期日前投票所を開設した効果が大きく、期日前投票 

自体は13.84％で、３年前の前回選の２倍強の増加となり、伸び率では県内最大を記録した。 

これは「商業施設内の期日前投票所」という発想の転換で、市民は利便性を感じ、「気軽に投 

票」「ついでに投票」という行動に繋がった。 

そこで伺います 

(1) 本市の投票率の分析と投票率の更なる向上への課題点 

(2) 18歳選挙権がスタートし、若者層への取り組み内容と効果、今後の課題点 

(3) 「期日前投票所」の分析・評価と今後の増設計画 

(4) 「共通投票所」設置の計画 

(5) 日本国籍を有する外国人移住者への選挙案内の方法 

 

２ 感震ブレーカーの設置費用補助制度の導入 

阪神淡路大震災や東日本大震災でも、地震火災の出火原因の６割以上が電気設備であったと 

の調査結果が出ているが、本市の災害時の電気火災への対策は、「焼津市地域防災計画」にお 

いても「住宅用火災警報機の設置を促進する」となっているのみで、市民の各家庭では、各自 

の自主的に電気ブレーカーを遮断するとなっている。過去の大震災の教訓でも、まず自らの生 

命を守るために、避難することを最優先とし、その際には、電気スイッチまで切る余裕がない 

状態であることが、２次災害としての「通電火災」を引き起こす原因となる。この通電火災を 

防止する対策として、地震の揺れを感知し自動的に電気を遮断する装置である「感震ブレーカ 

ー」の設置が、防火に効果的であると注目され、設置費用の補助制度を創設して推進している 

自治体も増えている。本市においても、住宅の耐震化対策と合わせて、電気火災対策も重要な 

取り組みである。 

そこで伺います 

感震ブレーカーの設置費用補助制度の創設に向けた本市の取り組み状況について 

 

３ 熱中症対策 

近年、深刻化する地球温暖化やヒートアイランド現象により、夏の平均気温は上昇傾向で熱 

中症にかかる危険性が益々高まっています。症状によっては命の危険にさらされることもあ 
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り、患者も増加の一途をたどっています。 

特に熱中症に罹りやすい高齢者は、住宅等居住施設内での熱中症発生で救急要請をしている 

ケースが増えている。また、本年の８月には奈良県生駒市の中学校で、部活動中に１年生の生 

徒が倒れ病院に搬送されましたが、亡くなられたという事例がありました。熱中症を引き起こ 

す原因には、気温のみならず湿度や風通しなども大きく関わってくるので、場所に応じた対策 

も求められてくる。学校の体育館は、部活動だけでなく、学校の全体行事や休日には、地域行 

事などにも使われる機会もあり、しっかりとした対策が必要となる。 

そこで伺います 

(1) 昨年度および本年夏の、熱中症に罹って救急車で搬送された件数 

(2) 熱中症に罹りやすい高齢者への対策（特に独居高齢者や高齢者世帯） 

(3) 市内の小中学生への熱中症対策 

(4) 市内の小中学校の体育館への温度計・湿度計・熱中症計の設置状況 

 

４ 運転免許自主返納者への移動支援制度 

高齢者ドライバーの事故が後を絶たない。全国的にも高速道路の逆走や信号無視が相次いで 

いる。国内の交通事故総数は、昨年まで14年連続で減少しているが、75歳以上による死亡事故 

の割合は増加の一途をたどっている。 

高齢者の運転は、認知症に限らず反射神経や認知機能の減退で事故の危険性が高まるとされ 

ており、高齢者の事故防止が急務である。その対策の一つとして、運転免許の自主的な返納が 

考えられる。しかし、公共交通網の行き届いていない地域では、自動車は生活に欠かせない移 

動手段であり、生活上やむを得ず運転を続けている高齢者も少なくないはずです。こうし 

た中、多くの自治体では、運転免許の自主返納を促す施策が展開されている。静岡県内では、 

駿東郡長泉町が本年７月から、運転免許の自主返納した65歳以上の町民を対象に、運転経歴証 

明書の交付手数料を助成し、さらにタクシー運賃の１割助成する利用券を交付（高齢者運転免 

許証返納割引と併用すると２割引きになる）した。また、三島市でも本年６月から、市が運転 

免許を自主返納した70歳以上の市民を対象に、バス・タクシー・鉄道で利用できる１万円分の 

利用助成券を交付した。 

そこで伺います 

(1) 本市の65歳以上の高齢者の交通事故状況 

(2) 本市の65歳以上の高齢者の運転免許の返納実績 

(3) 本市として運転免許の自主返納を促す施策 

 

９ 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 これからの「焼津市のまちづくり」について 

(1) 第６次焼津市総合計画の策定について 

ア 現在策定が進められている、第６次焼津市総合計画に対する考え方はどうか。 

また、第６次焼津市総合計画の策定をどの様な体制とスケジュールで進めているのか 

イ 市民の声はどのように吸い上げていくのか 

(2) 第６次焼津市総合計画と都市計画マスタープランとの関係について 

現在、焼津市都市計画マスタープランは完成しているが、焼津市の最上位計画とされる 

第６次焼津市総合計画はこれから策定される、それぞれの関係性・優位性はどうか 

以上、市長のお考えを伺う 
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２ 焼津市のICTの取組みについて 

(1) 焼津市情報化推進計画などICT戦略をどの様に考えているのかについて 

焼津市情報化推進計画の計画期間は2012年から2018年の７年間の長期である。社会情勢 

の変化技術革新、国や県の指針や実施状況を受けて必要に応じて計画の見直しを行ってい 

くとしているが、焼津市はICT戦略をどの様に考えているのか 

(2) 焼津市の教育機関等と産業振興でのICTの推進について 

ア 小・中学校の教育機関でのICT推進の取組みはどうか 

イ 産業振興においてもI o T「ものインターネット」への対応がこれから将来・近未来では 

大変重要となってくると予想される。 

焼津商工会議所が主催している、「ＩＴ経営フォーラム」等も市として後援している 

が、産業振興におけるICT支援を焼津市としては、どの様に取り組んでいくのか 

 

３ 焼津市の治水対策について 

焼津市の河川等の治水対策について 

ア 県管理河川の朝比奈川・瀬戸川の治水対策を焼津市としてはどう把握しているか 

イ 一昨年、浸水被害があった八楠地区の浸水対策はどうか 

ウ 瀬戸川・朝比奈川と梅田川合流地点にポンプ場予定地があるが、それはどのようなもの 

    か 

 

10 秋山博子議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

焼津市の「人的資源」「公有財産」などの地域資源を生かすために。 

これからの市政運営にとって「公民連携」がますます重要になってくることは否定できませ 

ん。焼津市の持つ人的資源（人材）や公有財産（施設・市有地）などの地域資源を今後どのよ 

うに生かしていくのか伺います 

(1) 人的資源について 

ア 非常勤職員・臨時職員・パート職員の待遇について、「同一労働・同一賃金」の実現に 

向けて、政府・各自治体が動き始めており、近隣市では、改善の一つとして、非常勤職員 

等の任用について、それまで設定していた１年間の非任用期間の廃止を決定している。現 

在、焼津市では待遇にどのような格差があり、どのように改善しようとしているのか 

イ 待機児童対策には保育所の整備が不可欠であるが、保育士の不足がネックになってい 

る。現在市内在住で未就労の有資格者に対し、就労を呼びかけたり、就労しやすい環境整 

備が必要と思うが、焼津市はどのように実態を把握し、どのように働きかけをしているの 

    か 

(2) 施設資源について 

ア 焼津市に転入し新たに市民となってくれた方々に対し、市のウェルカムサービスとし 

て、行政サービスの利用方法をはじめとする出前講座や「アクアスやいづ」「ディスカバ 

リーパーク焼津」の施設体験を兼ねて、市内をめぐる１日ウェルカムバスツアーを検討し 

てはいかがか 

イ 近隣市では市内宿泊施設を活用した子育て世代を応援する事業をスタートさせた。焼津 

市ならではの子育て支援の一つとして、出産前後の女性たちに向けてリラックス効果が高 

いと調査報告されている「アクアスやいづ」に期待したい。例えば無料利用券を母子健康 
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手帳にチケットとして組み込んではいかがか 

(3) 市有地について 

ア 公有財産のうち遊休地となっている、福祉庁舎跡地や産業会館跡地などの市有地につい 

て伺う。現在、福祉庁舎跡地について活用の検討はどのようにすすめているのか 

イ 土地活用の公民連携の手法の一つに、横浜市・流山市・前橋市などが採用している「サ 

ウンディング」がある。土地活用にあたって市が企画を固める前段階から、民間事業者の 

提案を受けたり意見交換するというもので、透明性・公平性の点からも高く評価できる。 

焼津市でも手法を検討してはいかがか 

 

11 青島悦世議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

防災を考えたやいづの将来 これでよいのか 

(1) 新庁舎建設位置決定の総合的判断の中に、「まちづくりのために現在地へ市役所を建て替 

える計画」への疑問。 

ア ６月定例議会での市長答弁の中に「２月定例会で申し上げたとおり、現在地は津波など 

が危険であり、また、衰退している場所に市役所を置くべきではないとのご意見に対しま 

して、仮に庁舎が現在地から移転する計画とした場合、沿岸部はもちろん、焼津市が危険 

であるというような風評を招き、市民の転出や企業の撤退などを招き、焼津市が衰退して 

しまうのではないかという危機感から、これを市がばらばらになってしまうという思いで 

申し上げたものでございます」この件につきまして、「衰退している場所に市役所を置く 

べきでない」この意見はどの場面、部分を指しているのか 

イ 現在地に庁舎を建て替えることが「焼津市 安全」のシンボルになるのでしょうか 

ウ 「市民会議案を原案として、建設地として現在地エリアを選定した」と市長発言されて 

いますが、市民会議の中で「市民の転出や企業の撤退などを招き、焼津市が衰退しまうの 

ではないかという」意見があったのか 

エ 焼津市全域市民の「命を守る」が防災の最大の原点にあるべきではないか。９月１日 

は、「防災の日」で国・県は南海トラフ巨大地震を想定し訓練をしました。 

訓練に参加した市町は全国に、危険であるというような風評を招くと考えたのでしょう 

    か 

オ 中野市長が総合判断として、現在地へ新庁舎建設することにより焼津市の「安心・安 

全」はより高まるものと考えているのか。 

日本の記憶に新しいものだけの地震被害を考えたとき、それらから生まれる教訓は十分 

に活かされていると考えていますか 

(2) 地震津波被災時への対応に疑問。 

ア 「現在地周辺は準防火地域に指定されているため、災害時においても延焼火災の低い地 

域になっております。」「防火機能はすでに持っている。一般的な意味の防火」と答弁さ 

れ、また、「庁舎位置の問題ですので、あまり火災等々は大きな影響はないというふうに 

考えている。」地震津波災害時においてもこの考え方か、６月議会の質問と重複しますが 

伺います 

イ 防潮堤について 

海岸の津波対策施設についてであります。内容は、施設の質的強化（耐震性の強化） 

（粘り強く減災効果を発揮する構造）への改良であり、焼津田尻海岸の現場で説明を受け 

ました。国土交通省は、「津波浸水深の減少、避難時間の確保」の説明でした。 

市長の認識を伺います 
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(3) 「焼津市新病院整備基本構想案」に対する意見募集、「新庁舎建設基本構想（案）に関す 

るパブリックコメントに寄せられた意見の要旨及び市の考え方」から、伺います。 

新病院に関する意見提出件数は１件１人、新庁舎に関する意見は、197件194人です。意見 

に基づいて、何れも修正に至ったものはありませんでした。 

ア 新病院建設に向けて準備は進めているのか 

イ 市民からの意見募集で「市役所が市立病院のところに移転し、一体化するという考えは 

ないのか。」の意見に現在でも駐車場が不足している中、病院利用者と庁舎利用者のため 

の大規模な立体駐車場が必要となり、これに加えて、庁舎移転のスケジュールは大幅に遅 

れるものと想定され、実現が困難としています。 

(ｱ) 現在の駐車場不足はどの程度ですか 

(ｲ) 土地所有者から取得することが可能かどか不透明、としているが、この周辺のことに 

ついてであるか 

(ｳ) 「用地を取得できた場合の事業費は、土地価格によって左右されるため、立体駐車場 

を建設するよりも高くなることもあり得ます。」としていますが、通常の公共工事で土 

地取得が必要な場合はどのように予算を組んで進めているのか 

(ｴ) 開院後の増改築について、時代とともに変わる医療環境に増改築等で対応していく必 

要がある、として併設は困難としています。社会の高齢化は解消していくものと思われ 

ます。 

病院利用者の増減をどのように見込むのか、ベッド数の増減は、国の方針と合わせて 

伺います 

ウ 焼津駅近くの商店街もシャッターが閉じている店も多くある。焼津駅を中心とする市街 

地の活性化のために移転できないと考えているのか。東北沖地震により津波の恐ろしさを 

多くの人が知ったと思う。今後のことを考えたらどうなのか。焼津には焼津駅だけでなく 

西焼津駅もある。このような意見に対して、建設地については、「まちづくり」「防災 

面」「利便性」および事業費やスケジュールなどの「事業実施面」について総合的に判断 

した。また、防災面に配慮し、科学的な知見による津波浸水想定に基づきまして判断して 

いる。人口減少社会を迎え、国においても都市機能を集約したまちづくりの必要性が示さ 

れています。市役所や病院など、主要な都市機能をバランスよく配置し、都市機能の集約 

を進めながら、市域全体の発展を図っていく必要があると考えている。このことから、 

(ｱ) 防災面に配慮し、科学的な知見に基づき判断と言っているが、多くの資料が県からも 

出されていますが留意事項として、今後、新たな知見が示されることへの配慮もありま 

す。先に話しましたが、国・県は南海トラフ巨大地震を想定し訓練しています。このよ 

うな状況下の中で、総合判断として進められる新庁舎建設には、選挙権を持っていない 

子供たち、これから生まれてくる子供たちに対して、絶対の自信をもって進められる事 

業なのか 

(ｲ) 都市機能をバランスよく配置し、都市機能の集約を進めながら発展を図る。これらの 

具体的な構想を伺います 

 

12 鈴木功治議員（質問方式 一問一答） 

  答弁を求める者 市長 

 

水産都市としての環境問題 

(1) 市内における外来生物の生態はどの様な状況か伺います 

水産都市焼津は豊かな海や自然の恵みを得て経済の上でも恩恵を受けています。水産都市 

としてこれからも栄えて行くためには、環境破壊や生態系の破壊が進んでいる現状に危機感 
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を持って取り組まなければなりません。ふるさと納税の返礼品として多くの水産物が有り、 

うなぎの加工品も含まれています。市内の河川等でアカミミガメがよく観られますが、うな 

ぎなどの生態系が心配されます、そこで伺います 

ア アカミミガメなどの河川に生息する生物の生態系の調査はされていますか 

イ アカミミガメがうなぎなどへの生態系に影響を与えていると考えられますか 

ウ 環境省のアカミミガメ対策推進プロジェクトが始まり将来、特定外来生物として規制し 

ていく方向で進み始めています。規制後は飼育も許可制となり、結果的に河川への遺棄が 

起きる事になると想定され心配されます。市としての対策はありますか 

(2) プラスチックやレジ袋など海洋ごみについて 

ア 海洋ごみやマイクロプラスチックは生態系に影響を与えると考えられます。国際的な取 

り組みでなければ解決できるものではありませんが、水産業への影響として考えられる事 

はありますか 

イ 水産都市焼津として水生生物の生態や海洋ごみ等の環境問題に関心を持ち、取り組む姿 

勢を発信することは市の評価を上げることになると思うが市の考えをお伺いします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


