
平成25年度　市政座談会　意見集約集

中島 地区名 ： （自治会単位） 日程： 14
平成25年10月6日(日) 会　 場 ： 中島公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

1.2 自治会

中島公会堂は駐車場が無く、建物も古くて狭く、空調設備
もないため、移転したいと考えている。堤防への取付道
路と公会堂の件は、住民の意見をまとめてから要望す
る。

分かりました。改めて要望してください。 総務部 総務課 ○ ○

2 防犯
市内に1万灯ある防犯灯は平成26年度末までに全てLED
化する予定で、電気料が６割減、電灯も長持ちし、自治
会会計の負担も減るとのことだが増設はするのか。

増設も考えていきます。 総務部 総務課 ○ ○

3.1
地区の避難先は、大井川の土手が 適だと考える。土手
に上がる通路の新設も是非お願いしたい。

地震・津波対策については、地域づくり推進計画策定協
議会の中で、被害想定と皆様からの要望を踏まえ、検討
していきたいと考えています。

都市基盤部　 道路課 ○ ○

1.1
海岸堤防の防災対策を早く具体化して欲しい。大井川の
土手へ上がることが大切、盤石寺付近から池谷街道の
間には取付道路がないので新設して欲しい。

（ご意見ありがとうございます。） 都市基盤部　 道路課 ○ ○

3.4
同報無線について、男性の声は聞き取りにくいので、女
性の声にするとともに増設もお願いしたい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

危機管理部 危機対策課 74 ○ ○（済）

4 危機管理部 危機政策課

水産経済部 大井川港管理事務所

5 危機管理部 危機政策課

水産経済部 大井川港管理事務所

3.2 危機管理部 危機政策課

生涯学習部 スポーツ振興課

総務部 総務課

7 清掃活動
盤石寺の西側の水路について、川藻が茂り、大雨が降る
と溢水するので、浚渫をお願いしたい。

現地を調査させていただきます。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 河川課 75 ○ ○（済）

6.1 都市基盤部　 道路課

市民部 市民相談課

6.2 都市基盤部　 道路課

市民部 市民相談課

3.3 その他
大規模な放置養鰻池があり危険なので、住民が安心でき
るように何とかして欲しい。（大井川体育館の東側）

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

環境部 環境生活課 74 ○ ○（済）

平成25年度　市政座談会　意見集約集

飯淵 地区名 ： （自治会単位） 日程： 15
平成25年10月19日(土) 会　 場 ： 飯淵区公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

2
港湾道路と県道焼津榛原線の交差点で、東側（利右衛
門側）までは歩道が整備済だが、西側（飯淵側）は未整
備。整備計画はあるか。なければ計画してほしい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 76 ○ ○（済）

6
カネショー酒店から海側（南側）の道路の幅が狭いため、
車のすれ違い時にバックミラーを壊すなど事故が度々発
生している。道路を拡幅して欲しい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 76 ○ ○

8.2
橋の老朽化について、４０年以上経っている橋が多くあ
る。安全か調査して欲しい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 77 ○ ○（済）

道路法により、５年に１回
の近接目視による点検
が、義務付けられていま
す。

10
土地改良事業で整備した４ｍ道路は車のすれ違いが難
しい。大井川地区は全体的に道路が狭いので交通量の
多い道路や人の多い場所は道路の拡幅をして欲しい。

具体的に研究します。 都市基盤部　 道路課 ○ ○

1 危機管理部 危機政策課

未来創造部 まちづくり政策課

3
静岡大学の先生が小笠原を震源域とした巨大地震によ
り焼津市へ３０ｍの津波の可能性があると言っていた
が、焼津市の津波対策は如何か。

地震は予測がつかないが、可能な限り対応を図りたい。 危機管理部 危機政策課 ○ ○

4
津波対策について大井川港の南防波堤を嵩上げし、延
長（延伸）すれば船舶が安全に入出港でき、津波対策に
もつながるのではないか。

（ご意見ありがとうございます。） 水産経済部 大井川港管理事務所 ○ *** ***

防災

道路・橋梁

種別

人口流出は、６千人の流入で８千人の流出です。平成23
年11月に実施した調査では津波が不安で転出した人は
22.4％（複数回答可）。仕事の都合など社会的要因が多
く、津波の影響だけを理由にしている人は思っているより
も少ない結果であった。情報提供は積極的に進めていく
が、家具の固定などの個人の地震対策も進めてほしい。

意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

○
住宅建て替えの際も津波が心配で若い世代に一緒に住
むように言えない。津波対策のスケジュールはできてい
るのか。情報は常に流して欲しい。

○（済）

津波対策や人口流出の状
況について、H26.07.15に
「広報やいづ臨時号」を発
行し情報提供

担当課
別紙
頁

分類

自治会名：
開催日：

No

別紙
頁

分類

自治会名：
開催日：

回答
（市長、部課長、担当課等）

No 種別 意見・要望内容

防災

陸上競技場の管理棟の所に避難所を新設し、大井川体
育館を自治会に払い下げ、そこに公会堂をと言うこともで
きないことではないと思うが。

（ご意見ありがとうございます。） ○ ○

○

担当課

大クラスの地震が起きた時に、大井川上流のダムが崩
壊すれば、ダムからの濁流と遡上した津波がぶつかり、
堤防が崩れるのではないかと心配している。

そういうことがないように国や県も対策を考えているが、
可能性が全くないとは言えないので、まずは命を守る行
動をとっていただきたい。

○ ○（済）

大井川港から入ってきた津波が土手をえぐってしまうの
が心配だが、浸水深はどれくらいになるのか。

○

○（済）

○（済）

交通安全

6月頃、港湾道路のニッセー第７工場付近で、死亡事故
が起きた。検証では、道路に問題ないが、カーブで人影
が見にくいので、再検討してもらいたい。

場所の確認も含めて、自治会長と相談します。
（文書にて回答済み／別紙）

75 ○

被害想定では、レベル１と 大規模のレベル２の津波に
よる浸水深と浸水区域が示され、レベル２では岸壁付近
が2～3mの浸水深となるが吉永街道を越えてはいませ
ん。今回の被害想定を踏まえどのような対策が効果的か
調査・検討しているところです。

港湾道路で、大井川体育館横の放置養鰻池沿いのカー
ブも、以前死亡事故があった。危険なので対策を検討し
て欲しい。

場所の確認も含めて、自治会長と相談します。
（文書にて回答済み／別紙）

75 ○



8.1 危機管理部 危機政策課

危機管理部 危機対策課

9
市民防災リーダー講習に参加したが、地域により住民の
自覚が異なる。講習内容は非常に良かったので飯渕地
区住民に、この地区に合わせた防災講座をして欲しい。

検討し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

危機管理部 危機対策課 77 ○ ○（済）

5 危機管理部 危機対策課

未来創造部 まちづくり政策課

7 自治会
避難タワー建設により不燃物収集の際に回収車が入れ
なくなり収集場所を変更した。近くに、新たな駐車場を整
備していただきたい。

担当に指示し、対応が可能か検討します。
（文書にて回答済み／別紙）

総務部 総務課 76 ○ ○（済）

平成25年度　市政座談会　意見集約集

利右衛門 地区名 ： （自治会単位） 日程： 16
平成25年10月20日(日) 会　 場 ： 利右衛門地区集落センター

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

1
第１町内会10組で保有する可搬ポンプの修理代が８万円
であった。組で負担するのは困難である。市で補助でき
ないか。新規購入の補助は承知しているが高額となる。

自治会長を通じて回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

危機管理部 危機対策課 78 ○ ○

2.1
災害時夜間の避難に対応できるよう避難路にソーラ型Ｌ
ＥＤ防犯灯を設置して欲しい。

津波避難ビル、避難地にはソーラ型LEDが設置されてい
る。予算が限られているので、避難所の近くには設置を
検討するが、避難路全てに設置するのは難しい。

総務部 総務課 ○ ○

2.2
避難路が無理と言うのであれば、各家庭に設置できる簡
易なものでも補助していただければありがたい。

避難地の周りは何とかしたいと思っている。研究します。 総務部 総務課 ○ ○

3.1
市長の説明で多重防御のお話がありました。レベル１、レ
ベル２と多重防御はどう考えたらよいのか。

レベル１とは１００年に１回、レベル２とは１０００年に１回
の津波を想定したもので、多重防御とは、複数の対策で
多重的に防御するということです。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

3.2
県の第４次被害想定では利右衛門地域は全域浸水する
ので、レベル２を想定して多重防御の対応をするのか。

レベル２は隕石が落ちる確率と言われているので、市内
すべてそれで対応するのは現実的ではなく、莫大な予算
が掛かってしまう。国、県もレベル１で対応する方向で
す。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

3.3

県の総合基盤地図情報システムのレベル２では私の町
内会は浸水する。第１町内は大井川港、第３町内会は海
岸に隣接している。多重防御でどの程度減災するか教え
てほしい。

現在、津波防災まちづくり推進計画策定のための協議会
で、津波の入り口となる港口の水門などを含め、強靭化、
多重防御によりどの程度減災となるのか検討している。
今年度中に策定して公表します。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

2.3
小さな道の防犯灯は５０ｍ間隔程度で設置されているの
で、その半分くらいつけていただけないか。

半分は難しいが、検討する。反射板の設置も効果がある
と思われるので合わせて検討します。

総務部 総務課 ○ ○

5
利右衛門第１、２、３町内会の安否確認所にソーラ型ＬＥ
Ｄ防犯灯を設置して欲しい。

現在申請中の防犯灯ＬＥＤ化事業は既存のものが対象で
あるので、新設の場合は自治会から要望書を提出願い
たい。

総務部 総務課 ○ ○

3.4 都市基盤部　 道路課

都市基盤部　 河川課

4 産業
１５０号バイパス沿いは開発出来ないが、津波等の影響
で企業が転出しているので、地域活性化の為にも市街化
調整区域の解除ができないか。

市が全体的にどうなるかという中で位置付けて行かなけ
ればならない。基盤整備も重要だが、30代の転出者が多
いことから子育て支援を充実させることなど、人口増に向
けた施策も重要と考えています。

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

6.1 税
都市計画税が、猶予期間が終了するが、税額や税の使
用の用途等周知をした方が良いと思う。

周知していきます。 財政部　 課税課 ○ ○

6.2 広報広聴
市政座談会等の内容をホームページに掲載して欲しい。
市に要望や意見を出せるメールアドレスがあればよいと
思う。

ホームページに意見箱があり皆さんの意見を伺うシステ
ムがある。また、市政座談会等の内容については検討し
ます。

未来創造部 広報広聴課 ○ ○

7 都市基盤部　 都市計画課

都市基盤部　 河川課

水産経済部 農政課

8 環境部 廃棄物対策課

総務部 総務課

9 庁舎建設
焼津市役所も老朽化していると思うが将来的に建て替え
るのか。

市の公共施設マネジメントの中で位置付け検討しており、
今後示していきます。

総務部 資産経営課 ○ ○ ○
計画策定等は短期、建設
については長期

利右衛門の農業用水について、青松から下流がうまく流
れないので上島川改修に合わせ改修をお願いしたい。

○

防災広場の予定地の中の水路については、必ず改修す
る。水路、道路の切廻しや廃止などについては、地元、関
係者に意見を伺いながら対応していきます。

○

川清掃などの奉仕活動が年３回ある。一人暮らし、高齢
者世帯が多く大変になので、松林の草刈りは市で対応で
きないか。若い人が、地域に残るようなまちづくりをしてほ
しい。

○

○
他の自治会はどんな状況なのか自治会連合会の中で聞
いてみて、研究する。ご無理のないように進めてもらいた
い。

都市計画 ○

清掃活動

農政

別紙
頁

防犯

分類

防災

No

自治会名：
開催日：

意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課
種別

利便性、安心安全にも繋がるので、海岸沿いに計画のあ
る志太海岸線の着工が早くできるようお願いしたい。

現在、津波防災まちづくり推進計画を策定しており、市、
県、国と協議しています。

○

原発

海岸沿いの倉庫にチェーンソウや炊出し設備・備蓄食料
を保管しているが、避難タワーの上層や１０ｍ以上の公
園等に倉庫を立てて保管するようにしたらどうか。

研究させてください。 ○

市長の原発に対する考えを教えてほしい。マスコミなどで
報道されている観測点の中に焼津は入っていないのか。

原発反対賛成でなく安全が99.999・・のようになれば稼働
できるかと思うが、それはどこまでいっても安全であれば
の考え。テロ対策も含め国等へ対策をお願いしていきた
い。
（モニタリングポストは大井川庁舎北側にあり、測定結果
は市役所本庁舎と大井川庁舎でご覧になれます。）

○ *** ***

○



平成25年度　市政座談会　意見集約集

吉永 地区名 ： （自治会単位） 日程： 33
平成25年12月22日(日) 会　 場 ： 吉永地区コミュニティ防災センター

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

1 交通安全
道路の白線が見えにくくなっている。交通安全対策として
対処してほしい。

計画的に対処して行くので、気の付いたところは教えて
ほしい。

都市基盤部　 道路課 ○ ○

2.1 都市基盤部　 河川課

都市基盤部　 都市計画課

2.2 都市基盤部　 河川課

都市基盤部　 都市計画課

6.1
避難タワーの残地について地元要望を生かしてほしい。
避難タワーの使用で困った問題は起きていないか。

残地については知恵をいただきたい。大きな問題は起き
ていないが、夜間に中学生が登る苦情が出ているが、火
遊び等の話はない。施錠などすることはできないので、地
元で注意してほしい。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

5 都市基盤部　 道路課

危機管理部 危機政策課

3.1 自治基本条例について教えて欲しい。

平成23年8月頃から市民会議を立ち上げて検討してき
た。9月に提案を受けて条例化のための内部調整をし、
12月20日からパブリックコメントを求めている所です。今
後は、2月議会に条例案として上程予定です。

未来創造部 まちづくり政策課 ○ *** ***

4

施設維持に支出が多くなり、今後豊かになるとは思えな
い。この地域は、東名も空港も港などもある恵まれたとこ
ろなので、志太平野全体で考える必要があるのではない
か。

３市で連携して取り組んでいく。また市独自でも、シティプ
ロモーションにより情報発信していく。新しい視点で、人口
が増えるような対策をしていきます。

未来創造部 まちづくり政策課 ○ ○

6.3
150号バイパス工事が進んできているが、完成し太平橋
にぶつかると（現在２車線のため）渋滞が心配される。ど
んな計画なのか。

県に確認し、自治会長に報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 79 ○ ○
県管理路線であるため県
へ要望します。

8

大井川防災広場が平成31年供用開始と聞いたが周辺道
路整備をお願いしたい。114号線で土砂搬入をしている
が、西側道路はできるのか。あらためて要望書を持って
いきたい。

西側道路も考えていきます。 都市基盤部　 道路課 ○ ○

7 コミュニティ
地縁団体の登録手続きについてもう少し簡素化できない
か。現状の流れと法令上の制約について教えてくださ
い。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

総務部 総務課 79 ○ ○（済）

3.2 総務部 資産経営課

水産経済部 商業・観光振興課

6.2 都市基盤部　 河川課

環境部 廃棄物対策課

平成25年度　市政座談会　意見集約集

高新田 地区名 ： （自治会単位） 日程： 34
平成25年12月22日(日) 会　 場 ： 高新田地区コミュニティ防災センター

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

1

避難タワーが第３町内会はカットされた。５分以内の津波
避難場所が無い。要望書も出しているが、来年の予算に
も入っていないと聞く。具体的計画を示してほしい。たとえ
ば、公会堂が築30年経っているため、地元でも建設費の
一部を負担しても良いので、モデル建設として図書館、会
議室など多目的に使える防災センター、避難タワーを考
えてほしい。

避難タワーについては市有地に建設する計画であって偏
在しているため見直しを指示した。３年以内には避難計
画を確定したい。決して置き去りにしているわけではなく、
自治会の皆様と相談しながら、全体として、手戻りや空白
域がないように避難計画を見直していくので御理解をお
願いしたい。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

5
高新田海岸で、台風時は、２カ所（第2町内会多目的広場
付近）ほど越波してしまう箇所がある。危険なので、ぜひ
市としても国県の担当者にお願いをしてほしい。

自治会長さんとも海岸整備の早急な対応をお願いに行っ
ている。工法もいろいろあり、こちらからどれとは言えない
が、市としても、しっかりした対策を講じて欲しいと伝えて
あるし、今後もしつこく働きかけをしていきたい。

都市基盤部　 河川課 ○ ○（済） 国に要望済み

2 財政部　 課税課

都市基盤部　 都市計画課

3.1
第２町内会では狭い道路が多い。また一旦停止や止まれ
の白線が消えている箇所（高新田1902地先、1911-9地
先など）が多いので、早めに対応してほしい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 80 ○ ○

6

道路から１ｍバックし家を建てた。合併前に１ｍ分買上げ
を求めたら分筆すれば寄付で受付けると言った。今もそ
うか。買上げが 良だが無理なら寄付するので舗装して
欲しい。

（後日、担当課が発言者に説明済み） 都市基盤部　 建築指導課 ○ ○（済）

3.2 交通安全
第２町内会でカーブミラーの設置や止まれの標識の移設
の要望を出し（高新田1932地先）、数ヶ月経過しているが
回答がない。どうなっているのか。

（H26.1.15担当課より文書で回答済み） 市民部 市民相談課 ○ ○（済）

○ ○

防災

自治会名：
開催日：

回答
（市長、部課長、担当課等）

担当課

道路・橋梁

都市計画税について、どのように使われるのか、どのよう
に考えているか知りたい。第２町内会では、狭い道路もあ
るので、道路拡幅などに充ててほしい。

都市計画道路や公園など都市施設の整備（都市計画事
業）に充てられる税金です。例えば、海岸線の嵩上げした
道路など、地元への有益なものに充てていきたい。

税

別紙
頁

分類

No 種別 意見・要望内容

その他

高新田付近は、国交省が何度も石を積んでいるが、台風
のたびに流されてしまう。堤防高を7.8ｍ以上にしてほし
い。堤防にもなる道路を造ってほしい。

堤防に沿って道路を造ることも検討しています。

防災

道路・橋梁

まちづくり

堤防がずっと工事中だが、これからどうなるのか。海岸に
車も入れるし、不法投棄もある。

○

○（済） 国、県に要望済み

○（済） 国に要望済み

堤防にもなる道路の計画はいつになるのか。
事業主体が決まっていない。単独で50億円は出せないの
で、事業計画ができるように国・県に働きかけていきま
す。

○

○

海岸保全については国に要求をしている。越波から守る
ことが 優先であると考えている。不法投棄や海岸美化
は、市で対応しているつもりだが、ピンポイントで確認を
するので担当課へ連絡して欲しい。

 施設が老朽化している。計画的に修繕等をしてほしい。
多目的化することや宿泊施設の整備等も図ってほしい。

施設維持については公共施設マネジメントの考え方に基
づいて行っていく。総量を抑えることが必要だが地元と協
議しながら行っていきたい。宿泊施設については、市内
に約3,000室位あり、市全体として少なくはないと聞いて
いる。催事の際に宿泊補助をしています。

○

○

大井川南小の通学路周辺の150号バイパスの整備をして
いるが、歩道橋を作る際に津波対策をしたもの（子どもが
全員乗れるような幅広の歩道橋）にしてほしい。

通学路を含め調査検討します。 ○ ○

*** ***

自治会名：
開催日：

No 種別 意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課
別紙
頁

分類



4.1 接遇

ＫＯマートのある県道交差点は、信号機設置を要望して３
年経って対象外と言われた。しかも県警の所管なのでと
のこと。その時になぜ教えなかったのかと、不信に思っ
た。

職員の対応については、担当でなければ担当部署を伝
えるべきであるし、そのようなことがないよう指導していき
ます。

市民部 市民相談課 ○ ○

4.2 河川・水路

高新田389付近の水路は、２～３度陳情し去年も要望し、
先月担当者が「優先順位が低い。リストからは外さないが
いつやるかわからない。」とのことであった。配慮して欲し
い。

優先順位については、重要度や危険度などを勘案し、順
次行っているのでご理解願いたい。合併については大井
川町当時より予算規模も大きくなっているし、印象の悪い
時期もあったかもしれないが払拭するようがんばっていき
たい。

都市基盤部　 河川課 ○ ○



平成25年度　市政座談会　意見集約集

宗高 地区名 ： （自治会単位） 日程： 35
平成26年2月15日(土) 会　 場 ： 宗高第4町内会公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

4.2 健康福祉部　 健康増進課

生涯学習部 社会教育課

4.1 広報広聴
広報やいづが月１回になり、ニュース性が乏しくなってし
まうのではないか。どうフォローしていくのか。

広報やいづは、みなさんに取っておいてもらう資料的なも
のになればと考えている。ホームページなど一日でも早く
情報を出す方法も出てきたので活用していきたい。また、
必要に応じては号外を出すなど、緊急性のある場合は
しっかり対応して行きたい。

未来創造部 広報広聴課 ○ ○（済）

4.6 財政
大井川防災広場に大井川地区振興整備基金を充てると
聞いているが、他事業でも使えるよういくらか残してもら
い、早期に有効活用して欲しい。

詳しい基金の残高については自治会長を通じて報告させ
ていただきます。
（文書にて回答済み／別紙）

財政部　 財政課 81 ○ *** ***

4.5 防災
大井川防災広場の進捗状況は？標高もある程度高いの
であまり高くしないと聞いている。

標高については、一番低い海側の方で元地盤が５ｍ以
上ありますので、そんなに高くなくても安全だと思います
が、平地が多くあれば、集積場とか仮設住宅とかいろい
ろ使えますので面積を広くという考えでやっている。今、
ワークショップ等で行っていますので、また報告させてい
ただきます

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課
別紙
頁

分類

自治会名：
開催日：

No 種別

必要に応じて大井川保健
相談センターを活用してい
ます。

大井川保健センターはあまり使われていない。大井川公
民館も手狭になっていると聞くので、使えるようにして欲し
い。

公共施設 ○（済）
保健センターについては、使われ方をよく確認して、対応
して行きたいと考えています。

○

ただきます。

1.1 原発
焼津市の原発災害の避難計画作成等に当り、静浜基地
に地下トンネルのバイパス道路等設置して欲しい。

ご要望として伺っておきます。 総務部 総務課 ○ ○

4.3 交通安全
ラウンドアバウトについて、新聞に取り壊すという記事が
載っていたが、残して使うべきではないか。良いものは増
やしていき、交通安全対策になればと考える。

地元のみなさんも効果があるという話も聞いており、延長
し行います。国でも初めての事業で効果が高いという評
価を得ているということで壊さないでやっていきます。

都市基盤部　 道路課 ○ *** ***
ご意見として今後参考にさ
せて頂きます。

2.1

大井川福祉センターのジェットバスが、一昨年秋に停止さ
れ、その後どうするのか説明がない。予算が無いとのこと
だが、100％値上げしてもいいので、是非再開して欲し
い。

検討し報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

健康福祉部　 地域福祉課 81 ○ *** ***

2.2

福祉センターから100ｍ位離れたところに井戸が有り、か
なりの流出量があるので、それを利用して沸かし湯にす
れば、水道料も0円で済むし、水も毎日替えられるのでど
うか。

地元の人が愛してくれている風呂と言うことが改めてわ
かったので研究していきたい。

健康福祉部　 地域福祉課 ○ ○

4.4 防犯
防犯灯を平成２６年度に全域ＬＥＤ化するということです
が、出来れば、各地区の地元の業者に施工してもらった
方がいいと思う。

国の補助金をもらって公共工事としてやっているし会計
検査もあるのでどうしても市の入札制度の中でやらざる
を得ない。強制は出来ませんが、もし、元請さんがよろし
ければ、自治会長と話しをして地元の業者に下請けとし
てやっていただくことも可能ですと説明会で話をさせてい
ただきました。

総務部 総務課 ○ ○（済）

び

地域福祉

1.2
高新田のＫＯマート及び同近隣地区より内陸部への避難
路（市道１４０４号線及び１３９４号線）の拡幅整備をして
欲しい。

(ご意見ありがとうございます。） 都市基盤部　 道路課 ○ ○

3
ほほえみの前の県道２２７号線は、高校生が自転車で通
学するし非常に危ないので拡幅して欲しい。是非、優先し
てやってもらいたい。

県にそのような意見が合ったことを伝えます。 都市基盤部　 道路課 ○ ○
県管理路線であるため県
へ要望します。

1.3
第５町内会、第５組の地域を流れている小河川の改善策
等を講じて欲しい。

要望ということでお話を伺いましたが、その地区で議論し
ていただいて、これは是非やってもらいたいというというこ
とで市へ提出していただければ、自治会長と相談しなが
らやっていきたいと考えています。

都市基盤部　 河川課 ○ ○

5

田中川の柵板が剥がれて中に落ちそうになっている箇所
がある。河川課へ電話をしたら、今日、崩れた所へ重機
が置いてあった。すぐ対応してくれたのであれば感謝して
いる。

確認します。 都市基盤部　 河川課 ○ *** ***

平成25年度　市政座談会　意見集約集

上小杉 地区名 ： （自治会単位） 日程： 36
平成26年1月11日(土) 会　 場 ： 上小杉中之島公会堂

部 課
地区 市内

長期 短期 備 考

自治会名：

回答
（市長 部課長 担当課等）

担当課
別紙
頁

分類

意見・要望内容No 種別

開催日：

河川・水路

道路・橋梁

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

9 コミュニティ

公会堂の橋を幅の広い橋に架け替えて欲しい。資源回
収を行っているが４トン車でも曲がれない。夜間の会議の
出入りでも脱輪して危険である。５～６年前から要望を出
している。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

総務部 総務課 82 ○ ○（済）

10 広報広聴

広報やいづについて、コスト、配布費用、人件費はどれく
らい掛っているか。現在は、個人でインターネットから情
報を得られる時代であり、情報は本当に必要なものにま
とめるべき。

広報の内容と回数の検討をしており平成26年４月から月
１回とします。中身も精査し、コスト削減も図って行きま
す。ただ、市民アンケートでも広報は80％弱の人が見て
いる。印刷費は概ね1,000万円弱、折り込み費用が1,000
万円強、メール便（約4千通）が600万円程度となっていま
す。

未来創造部 広報広聴課 ○ ○（済）

1 防災
焼津市の人口は減り続けており、その分藤枝市が増えて
いる。海岸線の部分の津波が問題であるので、それに対
する防災対策をどうすれば良いと考えているか。

安心・安全宣言を早めに出したい。年間6千人が転入し8
千人が転出している。第1回のアンケートでは、転出理由
としては、家庭や学校の都合が27.8％、地震が22％でし
た。今後も調べて行くが、決して焼津が危険という訳では
なく、海岸の方も土地が売れ始めている。焼津に来てい
ただく人のために不動産の方々にもその窓口をつくって
いただきます。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

（市長、部課長、担当課等） 頁
意見 要望内容No 種別



2
藤守川の水門の修理要望への対応はどうなっているか。
藤守地区の海岸の砂利が少なくなっている問題をどのよ
うに考えているか。

浚渫の件については、国に要望をして水門も改良してい
きたいです。市が今年度、改良のための調査をしており
ます。

水産経済部 農政課 ○ ○

5
地震のL１、L２の話が出たが、焼津市全体として震度６強
か７のどちらとなるのか。

対応としては、L１としております。L１もL２も震度は７で
す。

危機管理部 危機政策課 ○（済）

3.1 農政
上小杉地区は、線引きが厳しく、自分の田や農機具が入
らないような田でも農振法等の縛りがきつい。今後の施
策の展開を聞かせて欲しい。

大井川地区は多くの農地が農振地域の指定をされてお
り、規制を外すのは今のところ国の政策でもあり難しい状
況です。今考えているのは、防災関係で企業用地として
ある地区を指定したり、農振地域から外したりすることで
す。耕作放棄地もあるので、計画を立てて農地を集約し
て行かなければならないのでもう少し広い範囲で検討し
て行きます。

水産経済部 農政課 ○ ○

4 交通安全
２年前に第１町内会から通学路について、危険な箇所の
改善の要望が出ていると思うが、いつまでに改善するか
の計画はあるか。

順次やらせていただきます。どうしてもやらなければなら
ない危険な箇所は実施していきます。地元市議や自治会
長と話をして、その旨お伝えしております。

都市基盤部　 道路課 ○ ○

8.1
動物（イノシシ、タヌキ、ハクビシン）による農作物被害の
対応について農政課の施策はどうなっているか。

老齢化が進み農業をやらない人が増えて山にも入れなく
なってきた。皆様で出来ない所は市がやっていかなけれ
ばならない。檻、柵、電気等の対策は講じており、猟友会
へもお願いしているが対応が難しい状況です。

水産経済部 農政課 ○ ○（済）

野生鳥獣

防災

8.2 どの程度の被害状況が出ているのか聞きたい。
今資料がないので自治会長を通じて回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

水産経済部 農政課 82 ○ *** ***

3.2 都市計画
大型機械が入らないような狭い所でも２番目、３番目の子
ども達の家を建てて良いと言うことにはならないか。

その方の宅地が他にあるかを調べて、他に土地がある
場合は、そちらを優先して使うよう指導しているようです。
大井川町の線引きが昭和51年ですので、分家住宅の要
件につきましては本家が線引き以前から所有している土
地であることが前提となりますので条件によっては可能
です。

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○（済）

6.1
耐震の関係で家具の転倒防止の話があったが、耐震は
どれくらい進んでいるのか。昭和56年以降は対象になら
ないのか。

とりあえず昭和56年以前のものを考えています。現在、
木造住宅の82％は、耐震化が終わっています。

都市基盤部　 建築指導課 ○ ○

6.2 リフォームの補助は、なくなったのか。
（焼津市住宅リフォーム補助金(工事費の10％、 大20万
円補助）は、緊急経済対策として平成23年度1年間のみ
実施したもので、現在は実施しておりません。）

水産経済部 商業・観光振興課 ○ *** ***

11.1

公共施設への太陽光パネル設置について、教育施設の
屋上に太陽光パネル設置し、その発電でエアコンを使え
ば、教育環境も良くなるので、設置が必要なのではない
か。

来年度は、大村公民館に設置します。その他は公共施設
マネジメントの中で対応していきたいです。

総務部 資産経営課 ○ ○
公共施設マネジメントの中
で維持管理経費の削減に
取り組む。

（太陽光パネル設置に いては）い にな たら発表出

環境

野生鳥獣

住宅

11.2
（太陽光パネル設置については）いつになったら発表出
来るのか。他の所もやっていくのか。

全体の中で決めていきますので、決まったら発表します。 総務部 資産経営課 ○ ○

7 都市基盤部　 河川課

環境部 廃棄物対策課 ○

平成25年度　市政座談会　意見集約集

藤守 地区名 ： （自治会単位） 日程： 37
平成26年1月11日(土) 会　 場 ： 藤守自治会館

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

1
150号線バイパスの地下道は小学生等から通るのが怖
いと聞いている。吉田町のように津波タワーと兼ねた歩
道橋にはならなかったのか。

防災計画の見直しをしている。どの場所がいいのか、歩
道橋がいいのか等全体計画の中で考えていきたい。地
下道を怖くなく通る対策があるのか自治会長と検討して
いきたい。

都市基盤部　 道路課 ○ ○

7
150号線バイパスで吉永街道が分断されたり、静浜基地
等で道路が途中で止まってしまったりしており、地元に
とって不便である。

研究させてください。 都市基盤部　 道路課 ○ ○

自治会名：

道路・橋梁

開催日：

No 種別 意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課
別紙
頁

分類

○

河川清掃は転入者の理解が得られない。Ｕ字溝の要望
を出しているが見通しは。河川の清掃の対策はどうなっ
ているか。成案寺川、遊歩道に木を植えてはいけないと
言われた。

市としても地元で出来ない所は、しっかりとした清掃や老
朽化対応をしていきたい。

清掃活動

8

ﾗｳﾝﾄﾞｱﾊﾞｳﾄを藤守地区に作るのは警察の許可が下りな
かったと聞いている。静浜基地のS字交差点は道路交通
法の関係と聞いている。市長から警察に口添えしてもら
いたい。

ラウンドアバウトについては、確認します。成功すれば、
拡大していきます。

都市基盤部　 道路課 ○ ○

2
前市長の時、自治会館南側の土地に避難タワーを建設
する計画があった。市長が変わって避難タワーを作らな
いと聞いたが、引き継ぎはあったのか。

避難タワーの建設が目的ではなく、どこに避難して命を
守るかが目的。逃げる場所を含めて防災計画の見直しを
行っている。３月末までに、どこに建てるか等方針を決定
したい。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

4
自治会館に外階段を作ることを市に要望書を提出した
が、強度の関係で難しいという回答であった。津波の時
の避難場所として検討願いたい。

自治会館は、古い建物なので、建て替えを見据えてい
る。

総務部 総務課 ○ ○

3 自治会
自治会館南側の土地を埋め立てておいて、自治会館の
建設がいつでもできるようにお願いしたい。

この土地をどうするか、研究したい。改めてどのようにす
るか検討し、自治会長に報告します。

総務部 総務課 ○ ○

5 財政
基地交付金が、地元の藤守地区に活かされていない。焼
津市には、いくら交付されているのか。

平成25年度、6,900万円交付されています。 財政部　 財政課 ○ *** ***

防災



6 都市基盤部　 都市計画課

財政部　 財政課

未来創造部 まちづくり政策課

10 河川・水路
藤守川の水門が動かなくなっている。動くようにしてもら
いたい。また、地震津波対策と同様に豪雨対策もお願い
したい。

自治会長を通じて報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

水産経済部 農政課 83 ○ ○

9 その他
静浜基地で廃油を燃やしている。事前連絡はあるが、迷
惑を受けている。訓練として実施しているようだが、どうに
かならないか。

状況を確認します。
（文書にて回答済み／別紙）

総務部 総務課 83 ○ ○（済）

平成25年度　市政座談会　意見集約集

下小杉 地区名 ： （自治会単位） 日程： 40
平成26年1月19日(日) 会　 場 ： 下小杉地区コミュニティ防災センター

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

当自治会海岸地域の36世帯、約150人が津波避難の空
白域となっている 袋井市のような築山であれば平場の 「まず海岸部から」という思いはある 築山がいいかどう

自治会名：
開催日：

回答
（市長、部課長、担当課等）

担当課
別紙
頁

分類

No 種別 意見・要望内容

○

いざという時のため避難地や仮設住宅の建設等防災拠
点にするための公園です。大井川振興基金は大井川地
区と市立病院のために使うという条例を制定して、大井
川地区の振興に使うことになっています。

○都市計画
防災公園は、分散して津波が来そうな地区に作るべきで
ないのか。また、大井川振興基金を大井川地区のため
に、避難タワーを作る等優先的に使うべきである。

1
白域となっている。袋井市のような築山であれば平場の
面積が150㎡でよい。早い時期に検討案を出してもらいた
い。

「まず海岸部から」という思いはある。築山がいいかどう
か、近隣の藤守地区を含めて検討します。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

2
地球温暖化の影響で大型化する台風の越波対策として
消波ブロックの補強、養浜工事の継続など海岸堤防の強
靭化を図ってもらいたい。（他に同意見あり）

地震への対応だけでなく、通常の台風対策も必要なこと
から、引き続き海岸保全について国、県へ要望していき
ます。

都市基盤部　 河川課 ○ ○（済） 国に要望済み

8
「津波避難推進計画」の策定においては、国、県の専門
家のほか海岸地域の代表者を入れるなど、具体性、実
現性の高い計画にしてもらいたい。

本年3月までには第1段を公表する予定です。随時改訂
し、必要なことは国、県へ要望していきます。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

3 野生鳥獣
下小杉地区だけではなく、藤守、一色地区も含めたカラ
ス対策をお願いしたい。

自然との対峙となるので研究し対応します。 水産経済部 農政課 ○ ○
H24年度から対策を講じて
おり、引き続き取り組んで
いる。

4 交通安全

通学路である150号バイパス交差点の横断歩道、車の停
止線が消えている。警察からは３月か４月に対応する旨
の回答があったが、確実に対応してくれるよう念を押して
欲しい。

市で出来るところは対応します。
（文書にて回答済み／別紙）

市民部 市民相談課 84 ○ ○（済）

5.1 農政
松くい虫の被害が大きいため、ヘリコプターによる空中散
布を検討して欲しい。

松くい虫の防止対策のほか、松葉処理については先進
地である小山町、ハマボウフウについては掛川市などに
聞いて研究します。

水産経済部 農政課 ○ ○

5 2 環境
ハマボウフウ、水鳥など貴重な動植物のためにも海岸保
全対策をお願 た

海岸保全について引き続き国 県へ要望していきます 都市基盤部 河川課 ○ ○

防災

5.2 環境
全対策をお願いしたい。

海岸保全について引き続き国、県へ要望していきます。 都市基盤部　 河川課 ○ ○

6 道路・橋梁
静浜飛行場の交付金は、その10分の1でも飛行場近辺の
整備（道路、Ｕ字溝など）に充ててもらいたい。※座談会
終了後、具体的な要望内容（道路拡幅２件）を確認。

交付金は一般会計へ歳入されています。
（要望内容について、文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 84 ○ ○

7 健康福祉部　 健康増進課

健康福祉部　 長寿福祉課

○ ○健康福祉

老人会としてのお願いである。健康づくりが医療費、介護
費を抑え、ひいては市の支出を減ずることになるため、低
料金で公共運動施設の利用ができるよう検討してもらい
たい。

使用料・手数料の見直しの中で検討します。



平成25年度　市政座談会　意見集約集

相川 地区名 ： （自治会単位） 日程： 53
平成26年2月8日(土) 会　 場 ： 相川自治会館

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

4 自治会
春先に答申が出ていると思うが、旧大井川町の自治会の
再編についてのスケジュールなど、決まったことはありま
すか。

自治会は行政主導でこうしろと言えない団体と自分は
思っている。皆さんで長年の歴史で作ってくれているの
で、皆さんがこれでは多い少ないとか、こうしようと言う意
見が出ていれば、市で支援することはあるかもしれませ
ん。

総務部 総務課 ○ ○

5 焼津の予算を知らない。賄えて行けるのか。 焼津市は大丈夫です。 財政部　 財政課 ○ *** ***

6
開発公社の収入、24億円はどうなったのか。前の市長の
時に、大井川町で使うように考えていると聞いた。あるの
かどうか聞きたい。

大井川町時代に開発公社で事業を行い得たお金です。
大井川地区のために使う基金としました。病院にも使って
いいという条例を作って使うことができるようにしました。
まだ12～13億円残っています。

財政部　 財政課 ○ *** ***

1.1 市民部 市民相談課

生涯学習部 社会教育課

1.2
防犯灯は、青い色が犯罪を抑止する色のようだ。テスト
的に新しい防犯灯に何箇所か付けたらどうか。

ご意見として伺っておきます。景観上、そこだけ青いと言
うのはやはり難しいかと思います。

総務部 総務課 ○ ○（済）

7 都市基盤部　 土木管理課

都市基盤部　 河川課

8
田沼街道で、道路の白線が消えている所がある。危険な
ので何とかして欲しい。（相川593-1(株)マルヨシ加工から
JAおおいがわ相川支店付近まで）

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 85 ○ ○

2
グランドゴルフをやっており、昨年の５月に河川敷多目的
広場のＤコートが狭いため拡張の要望を出しているが、
問い合わせをしてもまだ待ってくれと言われている。

対応を検討しているが、少年団からは（調整）出来ないと
言われているので、何が出来るか模索をしています。相
手もあることなので、もう少し待ってください。

生涯学習部 スポーツ振興課 ○ ○

3
河川敷のマラソンコースに自転車の利用も多く、スピード
を出している人もいるので、スピードを抑えてもらえるよう
な看板を立ててほしい。

現場を確認し、どこまで規制できるか調べます。
（文書にて回答済み／別紙）

生涯学習部 スポーツ振興課 85 ○ ○（済） 注意看板を設置

平成25年度　市政座談会　意見集約集

西島 地区名 ： （自治会単位） 日程： 54
平成26年2月8日(土) 会　 場 ： 西島自治会館

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

1.1
現在、焼津地区の自治会数は23自治会で大井川地区の
自治会数は15自治会であるが、今後、大井川地区の自
治会の統廃合はあるのか。

自治会組織については地区ごとの歴史があるため規模
について行政では決められない。自治会の大きさはその
自治会の意見が重要であり、市としては自治会に対し
て、大きさにかかわらず公平に支援していきたい。

総務部 総務課 ○ ○

1.2 総務部 総務課

危機管理部 危機政策課

4
過去、旧大井川町時代から提出している自治会要望の
処理はどうなっているのか。役員が変わってしまうと自治
会でもわからなくなってしまう。

過去の自治会要望については、各担当部局で管理して
います。

総務部 総務課 ○ ○

2.1
冬の間田んぼで麦を作りたい。農政課に品種改良などの
指導をお願いしたい。

農業政策上も必要なことなので、場所や他市の状況も調
べて、自治会長と相談して検討して行きたい。

水産経済部 農政課 ○ ○

2.2
農道の拡幅か、交差点を改良して大型機械が楽に使え
るように（２ｔ車が曲がれるように）してほしい。農道に車両
を駐車できるようなスペースも作ってほしい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

水産経済部 農政課 86 ○ ○（済）

3.2 道路・橋梁
現在、行なっている道路拡幅工事から外れている「めだ
かの学校」前の道路拡幅をお願いしたい。

調査し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 86 ○ *** ***
地元の意向を受け整備を
行い完了しました。

3.1 清掃活動

豊田機械の入り口から下流までの道路（市道1319号・未
舗装）と水路の、草刈りと藻を上げる作業を自治会で行っ
ているが、範囲が大きく大変なので、市で行ってくれない
か。

調査し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

環境部 廃棄物対策課 86 ○ *** ***

平成25年度　市政座談会　意見集約集

上泉 地区名 ： （自治会単位） 日程： 55
平成26年2月9日(日) 会　 場 ： 上泉公民館

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考
No 意見・要望内容

回答
（市長、部課長、担当課等）

担当課
種別

自治会名：
開催日：

別紙
頁

分類

自治会

農政

○

西島自治会は、人口も少ないため役員の負担も多く、選
任などが大変である。　定年の延長で今後65歳まで働く
ことになるため、これから自治会長の選考が大変であ
る。

自治会のあり方としては、住民に負担が掛からないよう
にしたい。私案ではあるが防災委員長などは各自治会１
名でなくても良いと思う。

○

自治会名：
開催日：

No 種別 意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課
別紙
頁

分類

意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課
別紙
頁

分類

自治会名：
開催日：

No 種別

スポーツ

道路・橋梁

○

*** ***

財政

焼津市には、防犯の担当がいない。大井川町には西、
南、東地区に防犯まちづくり協議会があった。大井川地
区として、公民館活動などの中に入れられないか。

港湾道路が出来たために旧田沼街道の所で、ほとんど
使っていない道路、水路がある（相川1061-1まるやま歯
科と滝井鶏卵の間）。何とかしてもらえないか。

○

○

県警、静岡県の担当なので、地域がどのように連動して
いくか、改めて検討、研究していきたいと思います。

地元の方でそこをどうしたいか要望をあげていただけれ
ば検討します。

防犯



2 まちづくり

焼津市と大井川町が合併し、良くなったと思うところがな
い。５年、10年、25年先を見据えた中で、上泉地区、大井
川地区が合併して良かったなという施策を打っていただ
きたい。

平成の合併は、地方自治体のしっかりとした台所をつくっ
ていこうという行政改革の一環であり、体力を増やすため
経営面で対等合併した。今までの総合計画は事務事業
をまとめたもので分かりにくい計画であったが、平成26・
27年度に向かって、地域別（中学校単位）で何をするの
か細かく計画していきます。今後、皆さんの意見を参考
に、皆さんと相談しながらまちづくりについて示していきま
す。

未来創造部 まちづくり政策課 ○ ○

5 危機管理部 危機政策課

危機管理部 危機対策課

都市基盤部　 河川課

7
この地域は浜岡原発から31km以内に位置している。訓
練で何をすれば良いのか、住民として何をすれば良いの
か、行政として何をするのか、分かれば教えてほしい。

今、県を中心に原子力の避難対策をシミュレーションして
検討しています。まだ、概略であり、公表はしていませ
ん。公表の仕方によっては大混乱を起こすため、公表の
仕方も含め、対策について整えている状況であります。
公表の時期は、今のところ不明であります。

危機管理部 危機対策課 ○ ○

7
この地域は浜岡原発から31km以内に位置している。訓
練で何をすれば良いのか、住民として何をすれば良いの
か、行政として何をするのか、分かれば教えてほしい。

今、県を中心に原子力の避難対策をシミュレーションして
検討しています。まだ、概略であり、公表はしていませ
ん。公表の仕方によっては大混乱を起こすため、公表の
仕方も含め、対策について整えている状況であります。
公表の時期は、今のところ不明であります。

危機管理部 危機対策課 ○ ○

9 防犯
防犯灯のＬＥＤ化について、上泉地区の防犯灯もやってく
れるのか。今、防犯灯の修理費は自治会が負担している
が、少しでも良いから補助してもらえないか。

上泉地区の防犯灯もＬＥＤ化します。防犯灯のＬＥＤ化に
ついては、補助金で行うため、一時的に市の財産にしま
す。その後の管理も市で行いますが、段階的に自治会に
渡すこととなります。どのように渡すかを検討中であり、
今後、自治会連合会に説明し了解を得た上で自治会に
渡します。

総務部 総務課 ○ ○

3 道路・橋梁
円形交差点は、交通量が多くても、つくることが出来る
か。
複雑な交差点でも出来るか。

ヨーロッパでは2・3・4車線で交通量が多くてもあります。
同じ幅どうしの交差点に有効で、国では一車線どうしで交
通事故が発生しているところにつくっていく計画。また、複
雑な交差点（5差路・6差路）でも有効であり効果がありま
す。

都市基盤部　 道路課 ○ *** ***
ご意見として今後参考にさ
せて頂きます。

1 都市基盤部　 道路課

都市基盤部　 河川課

4 公共交通
費用対効果を考えての公共施設の統廃合は賛成です
が、距離が遠くなるため、タクシー補助等、住民の足の確
保を考えた上で、統廃合をお願いしたい。

バス路線は赤字であり、タクシーの方が効果が上がると
思います。遠くなる公共施設への足の確保をどうするか
について、検討していきます。

総務部 資産経営課 ○ ○

6
工場に置いてある薬品が水害時流れ出すと危険であり
心配である。薬品の安全管理は、工場に任されているの
か、行政が点検することがあるのか。

確認して、自治会長に報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

環境部 環境生活課 88 ○ ○（済）
県、警察、消防署の管轄と
して回答済み

8
志太田中川から小魚等（ハヤ、フナ、ナマズ、ズガニ等）
がいなくなった。上流に企業が進出し水質に問題がある
のではないか。行政において水質検査等を行えないか。

調べ回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

環境部 環境生活課 88 ○ ○

平成25年度　市政座談会　意見集約集

下江留 地区名 ： （自治会単位） 日程： 56
平成26年2月9日(日) 会　 場 ： 下江留自治会館

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

2 総務部 資産経営課

教育部 教育総務課

都市基盤部　 都市計画課 *** ***

5.2 大井川西幼稚園の跡地利用は決まっているのか
まだ具体的に決まっていません。公共施設マネジメントの
中で公共用地の利活用についても含まれていますので
地元と話しながら検討させていただきます。

こども未来
部

こども育成課 ○ ○

6 総務部 資産経営課 ○ 計画策定

病院事務部 病院総務課 ○ 建設

4
合併の総括をすべきであると考えます。大井川地区では
60～70％の人が首をかしげるかもしれないが、行政に協
力するので是非総括をお願いしたい。

合併後、大井川地区への社会基盤整備として15.3億円
（焼津地区15.6億円）を投資しています。今後も基点整備
をしていきます。

未来創造部 まちづくり政策課 ○ ○

5.1 未来創造部 まちづくり政策課

水産経済部 商業・観光振興課

3.1 危機管理部 危機政策課

都市基盤部　 都市計画課

3.2 交通安全
スマートインターが出来ることによって今まで以上の交通
量が推測できるので、（旧田沼街道のコウヤ店前交差点
に）是非信号機の設置をお願いしたい。

スマートインターが供用開始すると、周辺で問題が発生
するかもしれないと思っている。地元と協力して対応して
いきたい。

市民部 市民相談課 ○ *** *** 書面にて回答済み

3.3
健康のためには歯が大切です。小学生への歯の指導を
学校で授業の中に取り入れたらどうか提案したい。

お金ではなく、必要であれば検討します。 教育部 学校教育課 ○ ○（済） 各校で実施中

7
大井川中学校の屋根に使用しているフェルトの一部が一
昨年の台風で破損して飛散している。

調べさせていただきます。
（文書にて回答済み／別紙）

教育部 教育総務課 89 ○ ○（済）

1 振興公社
ミュージコ駐車場の北側の門を昨年から使用し始めた
が、催事の度に駐車場から出る車で道路がいっぱいに
なって周辺の住民が困っている。

検討します。
（文書にて回答済み／別紙）

生涯学習部 社会教育課 89 ○ ○（済）

市庁舎、病院の新築は決まっていますか？一緒の所へ
の整備がよいと思います。頭のどこかに入れておいてい
ただきたい。

平成24年度に検討委員会を立ち上げたが、公共施設マ
ネジメントの中で検討する必要があるため現在ストップさ
せている。頭に入れて検討します。市庁舎、大井川庁舎、
病院はポイントだと思っています。

○

自治会名：

防災

○
○

○

大井川庁舎は利活用できていない部分もあるので民間
に一部貸し出したらどうか。また、自主運行バスも空いて
いる時間は貸出するなど、収入増に取り組んでいただき
たい。

自主運行バスについては、公共は全ての市民に対応しな
ければならないため運営は慎重に進めなければならな
い。ルートなどは考えたい。借金を増やさないように進め
たい。

防災広場のワークショップを１３日（最終回）に行うが、広
く意見を聞くべきと思う。また、説明会を広く開催していた
だきたい。

まずは地元です。周辺に対しても今後検討していきます。 ○

合併のとき静岡空港が出来たら、大井川港から伊豆へ航
路を走らせると言っていたが無くなってしまったのか。

そのような話があったということは聞いている。観光協会
等が勉強しています。

○

学校

○

公共施設

まちづくり

バスは毎日運行しており貸し
出し困難

開催日：

No 種別 意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課
別紙
頁

分類

○

○

○

原発

環境

防災
防災拠点を各小学校単位で整備できないか。整備してほ
しいものは、非常用給水タンクや防災倉庫等である。何
かないと心配である。

基本的に各小学校・中学校は防災拠点になっています。
細かく情報発信を行い市民に周知します。上泉地区の水
害対策については歴史を踏まえ万全であるか研究してい
きます。

河川・水路

図の水路は平成23年に、暗渠にしてほしいと市に要望し
た。道路として広くなるため、お願いしたい。（他の参加
者）排水路であるため、暗渠にすると掃除するのに困ると
思う。

（文書にて回答済み／別紙） 87 ○



平成25年度　市政座談会　意見集約集

上新田 地区名 ： （自治会単位） 日程： 57
平成26年2月9日(日) 会　 場 ： 上新田第３町内会館

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

5 自治会
市役所から発送される文書について、緊急性のあるもの
は除いて月２回程に発送日を決められないか。

研究させてください。 総務部 総務課 ○ ○

6 接遇
水道局の職員の対応が悪い。公会堂の敷地外で水が漏
れているのを当時の職員に連絡したが、すぐには手がつ
けられないとの返事が帰ってきた。

職務怠慢である。対応しなくてはだめです。指導しておき
ます。

総務部 人事課 ○ ○（済）

13
人口減少や少子化高齢化対策はどのように行っている
のか。市独自の対応をしてもよいのではないか。

人口流入流出の調査を実施しています。授かりから子育
ての政策は厚くしていくつもりです。少子化の中でも焼津
市にきていただけるように考えていきます。

未来創造部 まちづくり政策課 ○ ○

未来創造部 まちづくり政策課

健康福祉部　 地域福祉課

7 財政 市の財政赤字をどのようにするのか。
現在は赤字ではありません。借金も減らしていますので
大丈夫です。

財政部　 財政課 ○ *** ***

1.1

各世帯に配付されている防災地図（第三次被害想定）
に、栃山川に遡上する津波の範囲が示されているが大
井川には記載がない。大井川の津波の遡上範囲は分か
らないか。

調べ自治会長へ報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

危機管理部 危機政策課 90 ○ ○（済）

3

危機管理課の防災研修会で、大井川河口の（津波の）想
定が無いのかと質問したところ、国土交通省の管轄なの
で分からないとの回答であったが、分かるようにしてほし
い。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

危機管理部 危機政策課 90 ○ ○（済）

4

津波や大井川のダムの決壊などの場合に大井川高校に
避難するが、乳児のミルクを作る際のお湯を沸かすため
などの資機材を保管する場所を大井川高校に確保でき
ないか。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

危機管理部 危機対策課 91 ○ ○

9
公会堂も避難所となるので、太陽光発電と蓄電池を設置
する計画はないか。電気があれば、浄化槽が壊れていな
ければトイレも使うことができる。

公民館については太陽光発電を順次計画して行きたい。
町内会館については、地元の建物であるので研究した
い。

総務部 総務課 ○ ○

8 原発
原発災害が発生した場合に避難区域に指定される可能
性があり避難を強いられることが考えられるが、何処に
避難すればよいのか。

県で内々で検討しているが、神奈川県に避難するという
話もある。色々なことをシミュレーションして検討していく
ことになる。安全な対応をしていかなくてはならない。現
在県で検討しているので、報告を待ちたい。

危機管理部 危機対策課 ○ ○

11
東名の新インターチェンジができることによって通学路と
なっている市道１０５号線の交差点の横断をどのようにす
るのか。

新インターができてどのような状況になるか分かりません
が、対応は丁寧に行って行きたいので、また状況を教え
ていただきたい。

都市基盤部　 道路課 ○ ○

12
PTAや幼稚園の役員会では歩車分離型の交差点や標識
を増やすなどの要望があり、現在、担当課を通じて公安
委員会には要望をしているが進行状況はどうか。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 91 ○ ○

10 子育て
子どもの医療費を安くするなど周りの市町と差別化を図
り、住みよい街であることをPRすれば人が集まってくるの
ではないか。

2月11日の朝刊に来年度予算が掲載されるのでそれを見
てほしい。私も同じ考えです。こども未来部もつくります。

こども未来部 子育て支援課 ○ ○（済）

2 道路・橋梁
ラウンドアバウトは、土地勘がないと迷ってしまう危険性
がある。確か藤枝方面という案内版があったが、他の案
内版はなかったと思う。何か対応を考えてほしい。

現在実験中でありラウンドアバウトの案内版もできていな
い状況ですが、分かりやすい標識を考えます。

都市基盤部　 道路課 ○ ○

1.2 河川・水路

田中川と西排水路が合流する手前に西小学校の方から
くる排水路があるが、一方の排水が強く、水が溢れたこと
があるので水害が発生しないように整備をお願いした
い。

排水路については、今までの水害の経緯等を踏まえて水
害が起こらないように対応します。

都市基盤部　 河川課 ○ ○

平成25年度　市政座談会　意見集約集

つつじ平 地区名 ： （自治会単位） 日程： 58
平成26年2月15日(土) 会　 場 ： つつじ平自治会館

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

4.1
自治会館の用地と駐車場用地については、町用地となっ
たが、つつじ平団地はすべての用地を購入者で分担して
買い入れたので本来自治会のものではないか。

自治会長を通じ報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

総務部 資産経営課 92 *** ***

4.2 この駐車場用地を自治会で使えないか。 研究させてください。 総務部 資産経営課 ○ ○
有償貸付等により対応を
検討

9 総務部 資産経営課

健康福祉部　 長寿福祉課

14 総務部 資産経営課

教育部 教育総務課

No 意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課
種別

別紙
頁

分類

○ ○

○

小学校区を基本にまちづくりをしていく考えである。大井
川地区の児童数は極端な減少傾向にはないので統合や
廃止ということは考えていない。公共施設マネ ージメント
の中で研究していきます。

少子化により子どもの人数、児童数が減少傾向にあり学
校施設なども空き教室が増えていくと思うが学校施設の
今後の対応を教えてほしい。

つつじ平自治会館の用地と駐車場用地に高齢化対策と
して老人のための施設を建設できないか。

公共施設マネージメントの中で公共施設の在り方を研究
していく。公共施設を皆さんに使っていただけるような施
設を研究していきます。

○

自治会名：
開催日：

公共施設

○

まちづくり

14

社会福祉協議会や商工会議所で婚活の事業を行ってい
ますが、せっかく開催しても男女で話をしようとしない。こ
れではだめです。市で対応を考えるように指示していま
す。

○

自治会名：

３０代４０代で結婚したくてもできない人が多い。これに対
する対策が必要ではないか。

防災

交通安全

開催日：

回答
（市長、部課長、担当課等）

担当課
別紙
頁

分類

No 種別 意見・要望内容



11 広報広聴
広報紙を新聞折り込みにしているが、藤枝市は組長が配
布している。税金の無駄遣いではないか。

大井川町では組長に手当を払い配布していた。合併協
議の中で、全て組長配布とし手当てを支給した場合、大
幅な負担増となることから、焼津市に合わせ新聞折り込
みとしました。

未来創造部 広報広聴課 ○ *** ***

7 総務部 人事課

財政部　 財政課

10 交通安全

羽ばたき橋ができたおかげで交通の便は良くなった反
面、港湾道路の交通量が多くなりＴ字路から港湾道路に
出る際見通しが悪く危険なのでカーブミラーを設置できな
いか。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 93 ○ *** ***

こども未来部 子育て支援課

教育部 教育総務課

健康福祉部　 長寿福祉課

1
つつじ平自治会は、65歳以上人口が37％近くとなり高齢
化が進んでいる。市として高齢化に対しどんな対策をして
いくのか方向性を聞きたい。

個人情報の制約もあり踏み込めない問題もあるが、市と
してやれることはしっかりやってきたい。高齢者安心サ
ポート事業、配食サービスなど民生児童委員に協力いた
だき地域包括センターや社会福祉協議会と連携し見守り
をしっかり行っていく。ネットワークづくりを強化していきた
い。

健康福祉部　 長寿福祉課 ○ ○

12
藤枝市は、高齢者で市民税の非課税世帯に対しバスの
回数券3,000円分を無料配布している。焼津市でも取り組
みができないか。

高齢者対策として研究させてください。 健康福祉部　 長寿福祉課 ○ ○

13 道路・橋梁

羽ばたき橋ができたことにより港湾道路の交通量が増
え、旧上泉農協のガソリンスタンドの信号機で藤枝方面
への右折車が多く渋滞する。2車線（右折レーン）にでき
ないか。

対応方法について調査し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 93 ○ ○

3
平成26年度から都市計画税が徴収されるが、市街化の
メリットは何か。

つつじ平は昭和51年に市街化区域に指定された。メリット
は道路や公園など優先的に整備されることや住宅の建
設改築が自由にできることです。

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

5
都市計画税が徴収され、住民税も払っているのに二重取
りではないか。

焼津市と大井川町との合併協議で、合併5年後に徴収す
ることに決めたことでありまして、市街化区域を整備する
ために使います。

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

8 財政部　 課税課

都市基盤部　 都市計画課

2 公共交通
藤枝市の自主運行バスの増便や焼津市の自主運行バス
のルートを変更し駅や病院へ行く時間の短縮や両市の駅
や病院に行けるようにできないか。

病院や駅に早く行けるようにすることは重要だと思ってい
る。皆さんの足をどう確保するか検討していく。デマンドタ
クシーなど他の方法を検討中である。藤枝市と協議をし
ていくが、現在の利用者に不便をきたさないことが必要で
す。

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○（済）

都市計画

都市計画税の使い道について、26年度予算及びそれ以
降の計画を教えてほしい。

都市計画税は目的税なので、大井川地区については具
体的な計画はできていないが海岸区域の防波堤や高台
などに使いたい。

○ ○

具体的な数字を持ち合わせていないので、後日、自治会
長を通じ報告します。
（文書にて回答済み／別紙）
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子育て

財政 ○

長寿福祉

市は、敬老会、成人式など対象の皆さんにお祝いをして
いるが、未来を担う子どもを育てるために、5歳児を対象
に子どもの日に本をプレゼントしたらどうか。

研究させてください。

合併の目的は行政の広域化により効率化を図ることが
大きな目的であると思う。職員数も減少し人件費も削減さ
れたと思うがどのくらい削減しその分をどこに充当した
か。

6

○（済）

○ ○


