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平成27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14日） 

１ 秋山博子議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長、教育長 

 

１ 13人に１人といわれるLGBT（性的少数者）への支援体制の充実を求めて 

本年４月に大手代理店が20歳から59歳の約７万人を対象に行った調査では13人に１人 

(7.6％)が「自分はLGBT（※）」と回答しており、文科省はLGBTの児童生徒に対するきめ細 

かな対応を学校に求めている。市の体制および学校での対応を伺う  

※L（レズビアン）・G（ゲイ）・B（バイセクシュアル）・T（トランスジェンダー） 

(1) LGBTに対する市の対応について 

ア 各種申請書類の中で性別の記入に関し、LGBTへの配慮はされているか  

イ 市民相談の窓口でLGBTの相談に応じていることを明記しているか 

ウ 相談担当職員に対しLGBTに関する研修は実施しているか 

エ 人権啓発・人権教育の視点からも職員に対しLGBTへの理解をすすめる研修が必要ではな 

いか 

(2) 教育現場のLGBTへの対応について 

ア 「LGBTの児童生徒に対するきめ細かな対応」をという文科省の要請をどのように受け止 

めているか 

イ 教職員に対しLGBTに関する研修が必要ではないか 

ウ 要請に対し、具体的にどのように体制をととのえていくのか 

 

２ 職員が新たな地域の課題に対応できるよう事務事業の仕分けを求めて 

焼津市は、人口に対する職員数の割合が県内でも低く、少ない職員数で行政運営を担って 

いる。地域の課題の変化に応じて事務事業の縮小や委託・廃止が行われなければ、職員の仕 

事量が増え続けるだけでなく、解決すべき新たな課題に取り組むことができない。事業仕分 

け（事務事業のスクラップアンドビルド）の今後の方針を伺う事業仕分けについて 

ア 今後どのように事業仕分けを行い、行財政改革につなげていくのか 

イ 事務事業の縮小や委託・廃止を決める要素は何か 

ウ 事業仕分けに現場の職員の意向は十分生かされているか 

エ 事務事業マネジメントシートをさらに活用して事業仕分けにつなげるために、職員への 

聞き取りの徹底や、事業に関連する分野で活動する市民団体との意見交換など、積極的な 

取り組みが必要ではないか 

 

２ 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 活力ある産業とにぎわいのあるまちづくりから水産業及び漁業について 

(1) 水産業及び漁業の実態について 

「平成26年は水揚げ金額全国一」の標題で始まった県議会報告がパンフレットに掲載され 

ていました。ネットで焼津市を調べると、水揚げ金額・水揚げ量は全国第２位と掲載されて 

いました。その後に、漁港としての整備計画や災害対策・津波対策が掲載されていました。 

最後に地元主要産業を維持していくためにとしめくくりがされていました。港の整備も大切 
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ですが、水産業者・漁業者にとって大切なことは何かと考えますと、日本の資源としての魚 

が無ければ始まらないわけであります。最近言われていますのが、水産資源に依ります水揚 

げ量の減少、高齢化と後継者不足による漁業従事者の減少、必ずしも十分でない収入、魚離 

れによる消費の減少等のマイナスイメージが強く衰退していく一次産業の象徴と言われてい 

ます。しかし世界の水産業の現状は違っているようです。 

成長を続ける国は、科学的な根拠をもとに漁獲できる数量を漁業者や漁船ごとに決めてそ 

れを厳格に守って漁業を行っています。これを「個別割当方式」と呼ばれています。これに 

対し、禁漁期や漁法の制限を設ける等行ってはいますが、肝心の資源量の把握や資源を持続 

させるために必要な残すべき資源等を考慮出来ない状況が資源の減少を招いています。これ 

を、早いもの勝ちの漁獲方式「オリンピック方式」と言われています。後者の方式を続ける 

と、魚が獲れなくなるだけではなく小型の魚が多くなり販売出来なくなる。これが「獲れな 

い、売れない、安い」と云う漁業者にとっても最悪な状態を示すものであります。海外では 

これを「乱獲」と呼んでいます。 

水産業で成長を続ける国々の現状は「水産資源の安定と増加」「労働環境の大幅改善」 

「若者にも人気がある産業」「高い収入と長期の休暇の実現」「世界の水産物需要増と漁獲 

高を背景とする安定した成長」など日本とは全く対照的な現象となっている。 

ア 焼津市は水産業のまちとして栄えて来ました、これからも現状のままで推移するとお考 

えですか 

イ 漁獲量の減少をどの様にお考えですか 

ウ 「水産白書」2010年版によると、今後、漁業や漁村を活性化させる為に推進すべき取り 

組みが出ています。漁業者からは「特産物の創出、ブランド化等による販路の開拓・漁業 

振興」が82.5％「漁業と観光業との連携」が77.1％。また、「漁業の魅力・やりがい」の 

項目から「自分の努力次第で収入が増やせる」が56.0％。「自分のペースで働くことが出 

来る」が18.5％と成っている。これらのデーターからは日本の漁業が衰退している原因に 

対する分析が欠落していて「漁は腕と根性がものを云う世界、沢山獲って販売は何とか工 

夫しよう」と云ったレベルの理解しかできていない事がみえる。日本の水産業の課題や問 

題が情報として正しく伝わっていないと考えられる。漁業も限られた資源からの贈り物と 

の考えが必要と思いますが、市長の見解をお聞かせ願います 

エ 「国際的視点を欠く日本の水産業」として買い付けのバイヤーは、「いつまで今までと 

同じように水産物を買い付けできるのかと思わざるを得ない」と発言しています。水揚げ 

量が減り輸入量が減る事は魚が不足することになります。この様に世界情勢が変化してい 

るのに旧態依然としている水産業についてどの様にお考えかお聞き致します 

オ 魚のまち焼津と云えども漁業資源が入手困難になれば水産業全体に大きな影響を与えま 

す。水揚げ量も年々減少傾向が見られ輸入物が増加している現状を捉え今後の焼津市の在 

り方を検討すべきだと思いますが如何でしょうか。全国でも特定第３種漁港として指定さ 

れています焼津漁港であります、全国のリーダーとしてリーダーシップを発揮して戴きた 

いと考えますが如何でしょうか、市長のお考えをお聞きします 

カ 中学校の地図帳「世界から集まる日本の食糧」が掲載されています。例えば漁業場所の 

位置が正確に記述されていない。例えばスペイン沖やハワイの近海でサンマが漁獲されそ 

れが日本に輸入されているように見えます。スペインのラスパルマスが日本の漁業基地と 

云うのも日本船がタコやイカを同海域で獲ってにぎわっていたのも20年以上前の事で、如 

何に漁業が正確に理解されていないかが分かります。 

市長の御考えをお聞かせ願います。 

(2) 消費者から見た水産業と、水産業・漁業を取り巻く環境について 

「あ、ジューシー・・・そのサバはきっとノルウエー産ですね」「パサパサ、それは国産 

サバかもしれません」ノルウエー水産審議会の宣伝文句です。 
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旬の秋には脂が乗っていて美味しいのですが、問題は脂が乗っていない時期にも漁獲して 

流通させてしまうことにあります。スーパーに並べば誰かが買います。消費者は美味しくな 

い魚を食べれば二度と買わないでしょう。ノルウエーサバは脂が乗った時期のものが輸入さ 

れるので「売れるサバ」が出来上がります。いつの間にかノルウエー産のサバは美味しいと 

いうイメージが日本の消費者に定着し、価格が多少高くてもよく売れるようになっていま 

す。 

ノルウエーは「個別割当方式」によりコントロールされ成長した成魚で数量規制された製 

品が出荷され、もう片方は「オリンピック方式」により取れるだけとり成魚でない魚まで出 

荷してしまう。消費者はどれを選択するでしょうか。市長のお考えを聞かせてください。 

ア 資源管理に成功している国々が採用している漁獲システムに、T A C（漁獲枠）と「個別 

割当」制度が有ります。日本でもこの漁獲枠が、７魚種に限って対象と成っています。対 

象を増やす事によって魚価の安定や持続可能な資源確保が出来るならば取り組むべきだと 

考えますが如何でしょうか。 

市長の考えをお聞き致します 

イ 消費者意識が高い国では、資源管理されていないものは市場から排除されています。各 

国は「販売を決定的に左右する水産エコラベル（M S Cマーク）の認可の取得」「I U U（違 

法・無報告・無規制）漁業の水産物排除」「漁獲証明（資源管理された水産物であるこ 

と）の管理」等にしのぎを削っています。 

このように世界の水産業の流れが変化している状況で旧態依然の水産業政策が行われて 

いけば水産業全体が衰退するのは明らかであります。 

市長としての取り組みをお聞かせ願います 

ウ 日本でも2007年から大日本水産会がM S C（マリンエコラベル）が導入されました。マク 

ドナルドは2011年から欧州39ケ国7000店舗でM S Cマークの取り入れを始めた。欧州39ケ国 

で販売されたフィレオフィッシュは１億食だそうです。この様にエコラベルによって販売 

量や価格が作用され、エコラベルが無い製品は取引の対象外になっているとのことです。 

市長としての見解をお聞き致します 

(3) 世界から見た日本の水産業・漁業及び現状認識について 

世界各国では2 0 0海里により自国の沿岸漁業の保護を行っています。世界の常識は、欧米 

を始め水産資源を厳格に管理している。それら各国の漁獲枠（TAC）はABC（生物的漁獲許容 

量）を超えない範囲で設定する。しかし、日本では漁獲枠がしばしばA B Cを上回るケースが 

あり、科学的な調査に基づいた漁獲量よりもさらに多くの量を設定して獲り続ければ資源は 

回復しないのは当然です。この様な運用は北欧、北米、オセアニア等の水産国ではありえな 

い。野球で言えば、野球の試合途中でのルール改定です。簡単に言うと、「魚が沢山いるの 

で、漁業者から是正を求められる前に漁獲枠を増やした」ということになります。漁業経営 

への影響を考えて漁業者へ配慮したような表現が実は乱獲を招いて、結果的に漁業者を自滅 

させてしまう。世界では、「日本はまだこんな時代遅れなやり方をしているのか」と驚かれ 

ている。これでは資源の回復は望めません。「漁獲枠＝漁獲量」「追加枠なし」の遵守こ 

そ、その魚種の価格を水揚げ前に適正に検討が出来、入札者が安心して購買できる。 

「2013年にはノルウエーサバのT A Cが、15％減になると科学者からの知見に基づく勧告が 

あった」と聞いただけで一夜にして、買い手市場から売り手市場へとガラリと変化し、ノル 

ウエーの輸出業者は来季の水揚げは少ないので「売値に満足出来なければ売らずに待つ」と 

態度が一変した。 

日本が1996年に批准した国連海洋法には以下の内容があります。 

「沿岸国は原則として領海基線より2 0 0海里の範囲内の水域（領海を除く）において排他 

的経済水域を設定する事が出来、その水域における主権的権利を行使する事が出来る一方、 

生物資源の保存・管理措置をとる義務を有することなどを規定」（農林水産省ＨＰより）と 
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されています。 

以上の事から次の質問を致します。 

ア 先般の新聞報道によりますと、北太平洋海域のクロマグロの資源管理の話し合いが行わ 

れる等が掲載されました。太平洋クロマグロは昨年、国際自然保護連合により絶滅危惧種 

に指定されました。 

昨年のWCPPC（中西部太平洋まぐろ類小委員会）の年次会合では、親魚を24年までに約 

４万３千トンまで回復させるため30㎏未満の小型魚の漁獲量を15年から02～04年平均漁獲 

量の半分に減らすと決めた。この様に漁業に関する漁獲量は資源保護のために制限される 

事が明確になっています。 

市長の御考えをお聞き致します 

イ 水産庁は、クロマグロに関する漁業関係者の全国会議を開催し説明会を行った。 

出席者からは「漁獲量が半減すると沿岸漁業者の経営は成り立たない、漁師の数が減 

る」等の意見が出ました。 

市長の見解を求めます 

ウ さかなの街焼津市にとってもいろいろな影響が出ると思いますが、今後の焼津市の水産 

業をどの様に指導なさっていくかお聞き致します 

エ 最近は輸入による海産物が増加しています。当然生鮮魚ではなく冷凍物ですが、お店に 

よっては国内産の魚介類よりも輸入物のほうが多いように感じますが、市長はどの様に感 

じますか。 

既に、外国産の魚介類が無ければ私達の食卓は成り立たないのではないかと思います。 

裏返せば、日本の漁業は取り返しがつかないまでに衰退していくのだろうか。すると水産 

業のまちはどうなるのだろうかと考えてしまいます。 

市長のお考えをお聞きします 

オ 焼津漁港マスタープランより、「資源管理保全規制の遵守」について現在どの様な資源 

管理を行っていますか。「漁業操業支援施策」はどの様になっていますか。国内向けの高 

付加価値化と世界市場向けの漁価向上に繋がる有効な輸出戦略を推進し漁業経営の健全化 

を目指す。と有りますが、現状はどの様になっていますか。M E Lの導入等の差別化や、世 

界市場への販路拡大によって魚価の向上、漁業経営の健全化を目指すと有りますが、世界 

市場に販路が出来たのでしょうか。世界に販売するにはそれなりのルールがあるとお聞き 

していますが、現状で販売出来るのでしょうか。 

市長のお考えをお聞きします 

カ 漁業資源の水揚げ量は年々減少しています。全国第２位と成っていますが、2010年には 

約218,784トン2014には168,129トンと減少しています。今後も増加することは難しいと言 

われています。水産業全体から見ると、原料である魚が入らなければ加工出来ない事にな 

ります。日本は乱獲の国と見られています、これからは海外の目も厳しくなり、今迄あま 

り魚を食さない国の需要も増加しつつあります、前線基地で特定第３種漁港でもあり焼津 

漁港の役割は重要なものが有ります。漁業の健全な継続が不可欠と考えます。水産業のリ 

ーダーとしての市長のお考えをお聞きします 

 

２ 豊かな心を育てるまちづくりについて 

生きる力を育む学校教育の充実について 

教育界は安倍首相になってから大きく変わったと言われています。60年変わらなかった教 

育基本法を改正し「国を愛する」事を盛り込んだ。また、改正に伴い学習指導要領も改めら 

れた。今まではまともな言論もはばかられた時代でもあった。日教組ににらまれたら教頭試 

験も受けさせてもらえない時代でもあった。 

市長が教育に口をだしてはいけない建前を、「おかしい」と猛然と反発したのが橋下徹現 
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大阪市長だった。そして、教育基本条例を制定しこの事は時代を画する事だった。日教組加 

入率はかつて85％を占めていたが今は、25％前後である。１/４しかない勢力が教育界を牛 

耳るような制度を下村文科相のもとで整理した。新教委に教科書採択の責任を負わせた事は 

おおきな変化であった。某新聞がいう「角度のついた」方針が全編、貫かれた教科書がまか 

り通っていた。これを読んで「愛国心」は養われない。道徳についても「日本人」らしい道 

徳が戻る事を期待している。（論壇より）教育基本法の改正により教育委員会の在り方が変 

わり、市長部局の関与も解放され今後の学校教育も変革を遂げていくことと思います。 

次の質問を致します。 

ア 選挙法の改正に伴い、18歳から選挙権が発生します、小中学校では関係ないように思わ 

れていますが予備段階として、学校での活動や作業等発生する様に思いますが如何でしょ 

うか 

イ N I Eによる教育が行われているかと思いますが効果はありますか。良く、天声人語など 

は受験問題として提出されるようですが如何でしょうか。 

新聞には国際問題や社会問題日常コラムなど多岐多彩によって掲載されていますが、 

先生の資質や能力差によって子供達の学力差が生じないでしょうか 

ウ ひとり親 貧困世帯の子の居場所 と標題が大きく掲載されていました。子供の貧困率 

は上昇傾向にあり、12年は６人に１人に当たる過去最悪の16.3％母子家庭が多いひとり親 

世帯は特に深刻で貧困率は５割を超す。焼津市においては数字的にどの位の子供たちが対 

象者と成っていますか。 

当局の対応策や実事業等をお聞かせ願います 

エ 児童虐待についてお聞き致します。当市においては児童虐待を受けている子供達はどの 

位いますか。 

その対応や対策についてお聞き致します 

オ 全国学力・学習状況調査についてお聞き致します。 

本県は前年度同様の好結果が得られて一安心している事と思いますが、小６理科が全国 

平均を下回り、学習状況調査で「理科の勉強が好き」と答えた児童が８割に上がった一 

方、学力に直結していない状況が表面化した。 

当市に於いては、どの様な状況だったでしょうかどの様に分析をしているのでしょう 

か。 

県では、テストだけでは計れない「確かな学力」の向上が重要との認識を求めました 

が、当市では如何でしょうか。 

県PTA連絡協議会会長は、学校現場の努力は素晴らしいが、順位や数字に一喜一憂せ 

ず、家庭教育の充実を図る為の「親力」を高めるべきだと述べている。 

当市に於いては如何でしょうか。 

 

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、病院事業管理者 

 

１ だれの子どもも殺させない！～違憲立法・戦争法案は廃案に 

安倍政権が集団的自衛権の行使容認を閣議決定して１年２か月。国会では①安倍首相がパ 

ネルまで使った具体例を防衛相が「米艦防護は邦人乗船条件ではない」と、存立危機事態及 

び閣議決定の必要性が覆され②クラスター爆弾も毒ガスも核兵器も運ぶ底なしの「兵站活 

動」に③米軍指揮下のもとで、来年３月から新法制に基づき南スーダンＰＫＯへ自衛隊の 

「駆けつけ警護」等の検討が、自衛隊統合幕僚監部の内部文書によって明らかとなり、「国 
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会軽視」「文民統制の形骸化」、「米軍指揮下の自衛隊の暴走」の重大な問題となっていま 

す。いまや「自衛」のためと強弁してきた法案はボロボロです。はっきりしているのは、 

「自衛隊が米軍の下請けになって海外の戦闘に参加すること」「その判断を時の政府に白紙 

委任すること」です。こんな政府の暴走、政治の横暴は許されません。「戦争法案いますぐ 

廃案」「安倍政権は今すぐ退陣」８月30日、国会周辺には12万人が怒涛のコールを響かせ、 

全国では1 0 0万人の大行動が繰り広げられました。それに先立ち、８月23日には焼津市内で 

も200名以上参加の「若者を戦争へ送らない・平和を考える市民集会・デモ行進」が行わ  

れ、「戦争も核兵器もない平和な社会を」求める熱い声が広がりました。 

国会の会期末まで残りわずか、今、戦争か平和か、戦後最大の立憲主義の危機を迎えてい 

ます 

(1) ①～③の問題に対する市長の認識を伺いたい 

(2) 市民の声をどのように受けとめているか 

(3) 水産漁業の漁を危険にさらし、販路拡大どころではなくなるのではないか 

(4) 市内の憲法改定の動きについて 

(5) 今国会で採決すべきではないと考えるが市長の見解を伺う 

 

２ 場外舟券売場を撤回させ「水族館」をメインに「焼津市の活性化」を 

(1) ６月議会以降、場外舟券売場に関する近隣自治会の反対署名や意向調査が行われたと聞く 

が、市長はどのように受けとめておられるか 

(2) 場外舟券売場を撤回させ、地方創生を図るため、国・県の機関、資源・地場産業・教育を 

活かし、水産漁業（遠洋・近海・深海）・水産加工、社会教育等と連携した「水族館」整備 

検討を 

 

３ 「子育ては焼津市で！」～格差を是正し、子どもにやさしいまちづくりを 

子どもの貧困率が６人に１人と、過去最高になったと報道されました。増え続けるその背 

   景には、ひとり親世帯の増加と、政府の規制緩和によって、企業が非正規労働者を増やして 

   きたことがあります。2013年、国は「子どもの貧困対策法」を作りましたが、経済支援が見 

   送られています。 

国に対し、児童扶養手当の拡充、給食・修学旅行の無償化、医療費の窓口負担ゼロ、社会 

保険料・税負担の軽減など、必要な経済的支援を求めると共に、本市の子どもの貧困対策～ 

どの子も健やかに育つために、以下の生活支援・教育支援・経済的支援を求めます 

(1) 「地方創生の新たな交付金」などを活用し、高校生まで医療費無料化の拡大を 

(2) 足立区のような「早期発見・早期支援」を 

(3) 子育て家庭の経済的支援として、小・中学生の入学準備金の給付を 

(4) 学童保育の保育料軽減・職員処遇改善費の加算を 

(5) 給付制の奨学金制度の創設を 

(6) 学区に、複合型も含めた児童館を位置づけ整備を 

(7) 若者世帯に家賃補助を 

 

４ 誰もが安心して受けられるよう医療・介護のサービス充実を！ 

政府は、社会保障・税一体改革のもとで、2013年12月に社会保障制度改革プログラム法を 

成立させ、翌年２月に地域医療・介護総合確保推進法を閣議決定し、「医療：追い出し」 

「介護：打ち切り」という、国にとって「安上がり」・「効率的な体制作り」を進めていま 

す。そして医療では、①70～74歳の窓口負担を1割から2割に引き上げ、②入院給食費の値上 

げ、③病床削減等、また介護では④４月から介護報酬のマイナス改定、⑤「改正」介護保険 

法の施行による特別養護老人ホーム入所対象者を介護度３以上に重点化、⑥８月からの補足 
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給付（低所得者を対象とした居住費・食事の負担軽減制度）の見直し、⑦年収2 8 0万円以上 

の利用者は２割負担などにより、利用者負担増・介護難民・小規模事業所への影響が心配さ 

れています 

(1) 病床削減は実態に合わず、これ以上すべきではないと考えるが、病院管理者の見解を伺い 

たい。また、①②の状況についてはどうか 

(2) ④～⑦について、事業所・利用者の状況はどうか 

(3) 2017年３月まで要支援１・２の介護予防給付は延長されたが、その後の介護・福祉サービ 

スをどのように考えているか 

(4) ２年後に向けた地域包括支援センターの役割と体制の拡充について、どのように準備を進 

めているか 

 

４ 青島悦世議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長、教育長、病院事業管理者 

 

人口減少社会に向けた「対応」「適応」について（焼津型は） 

(1) 平成27年度予算の重点取組事業について 

ア 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる施策の進捗状況と成果を現時点でどの 

ようにとらえているか伺います（主にこの施策のうち、養育支援訪問事業、子育て応援隊 

派遣事業、子育てコンシェルジュ事業） 

イ 地方への新しい人の流れをつくる 

若者世帯定住支援奨励事業の進捗状況は、また今後の見通しについて伺います 

ウ しごとをつくり、安心して働けるようにする。 

産業立地促進助成事業 市内進出する企業への補助、津波浸水区域からの工場等を移 

転する企業への補助、新設された工場等の固定資産税等相当額を補助、この施策の現時 

点での状況を伺います 

エ 時代に合った 地域をつくり、安心な暮らしを守る。７つの新規事業があります。この 

中の、緑の防潮堤苗木育成事業、浜通り再生検討事業、これらの進捗状況は 

オ 若者に夢を持ってもらうまちづくりのうち、焼津未来創生事業については、すでに内外 

に発信していますが、若者に夢を持ってもらう、どのように浸透していると評価するのか 

伺います 

カ ア～オで焼津市として魅力ある事業、特徴あるものは何か、今一度お聞かせください 

(2) 目指すべき焼津の将来への方向性 

ア 目標人口、合計特殊出生率について目標人口は40年で12万８千人、60年で12万人程度と 

し、合計特殊出生率について現在1.54 20年に1.75 40年に2.10と示されています｡この 

算定についてもう少し詳しく教えてください 

イ 静岡県まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）の地方における安定した雇用を創出す 

る 女性や健康な高齢者が活躍する社会の実現 この事に匹敵する、市のまちづくりの方 

向性の骨子案ではどこに表現されているか、伺います 

(3) 「やさしい」やいづを目指して 

ア 小児慢性特定疾病医療費支給認定に関することで伺います。 

この制度を申請する難病患児に対し、手続きの負担をできるかぎり軽減すること。 

すなわち、病院による一切の手続き代行を可能にできないか 

イ その他、公費等例として肝炎・自立支援（精神障害、育成18歳未満、更生）指定難病等 

特定疾患の公費、未熟児養育医療の助成、特定疾病（透析）、等健康保険の上乗せ分があ 
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るが、患者は不安であるし、病気により精神的に落ち込んでいると思う、本人・家族に対 

して手続きのやさしいサポートができないか。 

 

５ 齋藤寛之議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長、教育長 

 

１ 活力と潤いのある、まちづくりを目指して 

人と物流の交流を、より活発化し、志太地域の活力あるまちづくりと、静岡空港の開港に 

伴い企業の誘致と、企業間同志のネットワークの促進により、周辺地域の振興を目途に、東 

名インター新設協議会が発足された。 

以来インターの新設に向けて県・国の関係する機関の要請運動を続け地域の皆さんの、ご 

協力と理解を仰ぎ、28年３月に供用開始が決定され地域の期待は大きく膨らんでいるところ 

である。 

供用開始迄残り半年余り、工事の方も急ピッチで進み、全体像も鮮明になり、地域の永年 

の懸案であったＩＣ供用開始を目前にして、まちの西の玄関口として、大きく期待がよせら 

れている。 

しかし、スマートＩＣが設置される地域は、市街化調整区域であり、面的に広い場所は農 

業以外での土地活用が厳しく制限されると承知している。 

このため、地域ではスマートＩＣ周辺の具体的な将来の振興や、活性化のイメージを描け 

ない事から閉塞感を感じ始めている。市民からの意見も、私のところへ、寄せられるように 

なってきた。 

従前から、農振地域においても、直接地域の農林漁業を振興する施設設置などについて 

は、可能性があるやに聞いている。次のいくつかの点について伺います。 

(1) 農産物、水産物の直売所等の設置の可能性について（農振、農地法、都市計画法） 

(2) どの様な場合に許可されるのか（事業内容、主体等の条件） 

(3) 公（国、県、市など）の補助金等については考えられるのか 

(4) その他当該地域において考えられる農業振興施設としては、どのようなものがあるか、例 

示してほしい 

(5) 都市計画マスタープランの策定中と、承知しているが、スマートＩＣ周辺地域の検討の方 

向性はいかがか 

 

２ 小中学校の不登校対策と指導法について 

子供達を取り巻く環境は年々複雑化してきており、県内の小中学校でも不登校の生徒が、 

増加傾向にあるとされている。 

不登校の予防対策として、県教委は、子供達の人間関係づくりの基本的な能力を系統的に 

身につけてもらうことを実践して行くことを各々の学校へ呼びかけるとしている。 

本年度、県内小学校の不登校は千人、中学校は３千人を上回る人数で、一昨年から増加傾 

向にあると報道されている。 

不登校生徒の予防策として、県教委は、平成 20 年に発刊した静岡県版人間関係づくり指 

導プログラムを本年改訂し、既に学校に配布されたとしている。 

この指導書（プログラム）には、出合い、聴き方、自己表現、自分の気持ちへの対処、対 

応、の各々の能力の向上を目指し学校毎の具体的な例や、年間の活用法を示した、とされ小 

学１年から、中学３年迄の生徒の発達段階に応じて、人間関係づくりの能力を育て、不登校 

の予防に繋げて行くとゆう、狙いがあるとされている。 
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有識者会議の改訂に携わった大学の教授は、家庭の教育力が低下し学校の役割が増加して 

いると指摘、教諭が授業だけでなく、日常的にプログラムの活用を意識することが大切であ 

ると表現している。 

又、不登校の小中学生には学校以外の受け皿も重要であるとされ、県教委によると県内は 

学校以外の公共施設で学習の指導を行い、在籍校への復帰を支援する市町教委設置の適応指 

導教室の外、民間のフリースクール（塾）なども大変重要な役目であるとしている。 

ここでお伺いします。 

(1) 市内の学校で現在不登校の生徒は小中学校別で何人位いるか 

(2) 不登校になった要因は、どの様な要因があるか 

(3) 県教委から、改訂版プログラムの指導書が配本されて るが、どの様な方法で、教諭に伝 

達されているのか 

(4) 小学１年から６年迄、そして中学になると指導方法も変わってくる、具体的にどの様な方 

法で指導されているか 

(5) 不登校児童の公共の受入施設は 

(6) 民間の受入施設を、どの様に考えているか 

(7) 県教委の指導書とは別に市単独で考えている予防対策があるか 

(8) 今迄県教委の指導書とは他に不登校を復帰させた例は 

 

３ 増加している耕作放棄地の活用の方向性について 

農業の高齢化の進展と米価の下落等により、耕作放棄地や、その予備軍が急増してきてい 

る。 

現在農地の荒廃化を防止するため、農業委員による農地パトロールが、行われて荒廃農地 

を減らす運動も、実施されている。 

農地を認定農業者に貸し出し効率の上がる農業を営んでもらうため農地の集積を進める施 

策である。 

農地中間管理機構（農地集積バンク）は、政府が掲げる、農政改革の柱とされ国により、 

中間管理機構の制度が立ち上げられたが、使い手がいなくて困っている農地について機構 

が、引き受けてくれなかったり、制度が十分、機能しているとは言いがたい状況と感じてい 

る。 

昨年度、農地集積バンクを通して、高齢農家から認定農業者に貸し出された、新規集積面 

積は全国で 7300ヘクタールで、年間目標面積 14万ヘクタールの５％の実績で目標数値に程 

遠く未達に終わっている。 

こうした状況下の中にあって、政府の諮問機関である、規制改革会議は梃入策として、耕 

作放棄地へ課税強化の検討する事が打ち出され、首相に答申された。 

ただ、こうした課税負担強化が、農地の集積に繋がってゆくのか、生産現場の実態を含む 

検証は不十分であるやに、感じている。 

農家の財産権を侵害しかねない、提案であり慎重な対応が必要である。 

担い手への農地の集積が進まない要因は農地の貸出し不足を挙げている。 

又、答申では、農地の貸し手に対する農地の集積協力金にインセンティブ（意欲を引き出 

すための報奨的な仕組）を用意するも集積・集約化が進んでいない。と指摘農地集積の加速 

に向けた農地所有者への増税というムチの検討を求めた、とされる。 

ただ一般の農地に比べて、資産価値の低くなる耕作放棄地に対し、課税強化は税の原則に 

反していると言うことも過去にあり検討を見送った経緯もあったとされ、更に答申では、転 

用期待が耕作放棄地の発生を助長し農地の流動化を阻害しているとして、農地の転用利益の 

地域還元を盛り込んで今年中に有識者会議の検討会を開き、関係への聞き取りやアンケート 

を実施し、16年度の早期に、論点整理を行うとしている。 
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私の集落でも将来に向けた農地活用について検討を始め、市やＪＡのアドバイスを受けな 

がら進めているところであるが、所有者の考え方や集落の意向等、自作を継続したい、小規 

模農家の農地を、どうすれば良いのか、複雑な問題が浮かび上がって解決は難しい状況にあ 

る。 

そこで市としての、これからの耕作放棄地の解消方針や、農地の有効活用の方向性につい 

てお伺いします。 

(1) 昨年度の耕作放棄地について、解消の目標と実績は、どの様な状況であったか 

(2) 市における耕作放棄地の発生や農地集積が進まない理由は、どのような、ところにあると 

考えているか 

(3) 農地を集積活用すると言っても、市内は形状や利水、排水などの条件の悪い農地が非常に 

多いが、そのような農地の活用をどの様に考えているか 

(4) 市内の新規就農者はどの位の人数がいるのか、作物別に伺う 

(5) 又新規就農者の育成指導について誰が、どの様に指導しているのか 

以上お伺いします。 

 

６ 渋谷英彦議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 市章・市旗の取扱について 

(1) 市章・市旗の取扱の現状について 

ア 市及び外郭団体等の発行物、インターネットに掲載されている市章に間違い（旧市章や 

ゆがみ）が見られることが有るが、現状をどの様に捉えているか伺う 

イ 市及び外郭団体等の行事で掲揚される市旗に旧市旗が見られることが有るが、現状をど 

の様に捉えているか伺う 

(2) 市章・市旗の取扱について、市長の見識を問う 

市長は、市章・市旗の取扱の現状についてどのように考えているのか伺う 

(3) 市章・市旗の今後の取扱について 

市章の取扱方を徹底し、市旗に関しては旧市旗は破棄し今の基準に合致した市旗にすべ 

きと考えるが、市長の考えを伺う 

 

２ 産業振興施策について 

(1) 市内産業全般の景況をどの様に捉えているか 

ア アベノミクスにより都市部においては景気の好転が見られるようだが、市内の産業にそ 

の効果が現れているとは思えないが、現状をどの様に捉えているか伺う 

イ 市街地に於いても人通りも少なく商店街にも活気が見られない。市庁舎の再建も控えて 

いる現在、焼津市のこれからの活性化を考えると新庁舎の建設も市の活性化に資すると思 

うがどうか 

(2) 産業振興策の現状について 

 企業誘致、事業継続計画、新商品開発支援、産学官連携事業等を行っているが、焼津商 

工会議所と大井川商工会との連携も踏まえその進行状況と成果はどの様になっているか伺 

    う 

(3) 起業支援について 

相談窓口を始めとして、焼津商工会議所と大井川商工会と連携しているようだが、起業 

支援の現状について伺う 
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３ 地方創生について 

(1) 今までの取組と効果について 

これまでの地方創生交付金を受けた事業の内容とその効果について伺う 

(2) 今後の取組について 

市長は27年度「発」を掲げ、「焼津の未来を発信」「新しい焼津を発見・発信」とし歓 

迎するまち、勧業 産業を奨励するまち、若者に関心あるまち、住みたい環境のまち、感 

動するまちの５カンを示している。次年度の地方創生の国の概算要求が厳しいことが予想 

される中で、焼津未来創生総合戦略の基本目標と施策について、どのような姿勢で今後取 

り組んでいくのか伺う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


