
平成25年度　市政座談会　意見集約集

大富第18 地区名 ： （自治会単位） 日程： 29
平成25年12月1日(日) 会　 場 ： 大富公民館

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

1 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　 都市計画課

未来創造部 まちづくり政策課

志太広域事
務組合

　　　　

7 危機管理部 危機政策課

危機管理部 危機対策課

2.1 広報広聴
焼津市の市民活動について、 近は静岡新聞に頻繁に
掲載されており、焼津市が変わってきたと感じている。

（ご意見ありがとうございます。） 未来創造部 広報広聴課 ○ *** ***

2.2 住宅
空き家の問題について、地区の1割が独り暮らしで空き家
が4件ある。本日の市長の説明で条例制定の動きがあり
市で解決していただけるよう期待している。

個人情報保護等の中で納得がいかない対応になってい
たと思う。他自治体等と協議しており、条例の制定も含
め、費用が掛かる等の問題はあるが解決に向けて進め
ていきたい。

都市基盤部　 建築指導課 ○ ○

2.4 税
今後、企業の誘致及び人口増はあり得ないと思うが、市
税収を何に求めていくのか。財政の健全化はどんなかた
ちで進めていくのか。

来年度マスタープランを策定し地区ごとのまちづくりが分
かるようにしたい。税収は人口増加により求めていく。そ
のため南部地区等の道路が整備されたことで住みよいま
ちであることのＰＲを行う。安全宣言を行い、若い人を呼
び込み、子育てし易いまちづくりの施策を行っていく。さか
なセンターや新たな集客拠点を検討し、観光にも力を入
れていきます。

未来創造部 まちづくり政策課 ○ ○

5 まちづくり
人口が1年前と比較して1,136人減少している。減少の理
由を把握しているか。人口を増加させる対策は何か。

平成23年4月～25年6月の転出者にアンケートを実施し
理由を調査した。世帯主1,888人対象に実施し、639人
(36.4%)からの回答によると、複数回答だが、1番多かった
のは住居の都合（津波を含む）22.4%で、津波の不安のみ
7.7%であった。また、転入転出届に来た方に直接アン
ケート調査を12月から3カ月間試験的に、そして3・4月に
本番を実施するので、結果は広報等で報告します。

未来創造部 まちづくり政策課 ○ ○

4.1
農業用道路の一般道路利用が増加したため、崩れてい
る箇所がある。道路整備の優先順位の見直しを地区で
行い要望するので検討をお願いしたい。

検討します。 都市基盤部　 道路課 ○
自治会要望として提出して
頂いた後に検討します。

4.2

通学道路で道幅が狭い箇所があり心配。現在進めてい
る大富教育施設等周辺交通環境整備事業として大富小
学校のＰＴＡと市で協議している計画事業とは別に気に
なっている。

教育委員会で確認させます。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 54 ○ ○

6

ﾗｳﾝﾄﾞｱﾊﾞｳﾄについて、検討委員の中で実際に経験した
者がいないと聞いている、机上の議論のみで良いのか。
大富小学校付近の候補地はどのような検討がされてい
るか。

関方地区で全国初の四差路の社会実験を行うもので、
今後実験結果を検証していく。委員も経験している。五差
路については軽井沢等で実験済みである。いったん停止
して入るため出会い頭事故は少なくなる。ルールを周知
するために、地元の方のみでなく、タクシー、トラック業界
の方にも社会実験の参加を呼び掛けていきます。

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。

未来創造部 まちづくり政策課

総務部 資産経営課

平成25年度　市政座談会　意見集約集

大富第19 地区名 ： 中新田、治長請所 日程： 30
平成25年12月15日(日) 会　 場 ： 大富公民館

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

1 危機管理部 危機政策課

危機管理部 危機対策課

2

避難場所や仮設住宅設置場所等用地としてフラットな土
地を確保し、普段はスポーツ広場として利用してはどう
か。当地域は土地の価格が安く、確保しておいた方が良
いのでは。

地震津波防災まちづくり計画の中で、考えていきます。 危機管理部 危機政策課 ○ ○

3
防災の観点から、緊急時の給水体制、トイレ対策はどの
ように考えているか。防災訓練ではこれらが考えられて
いない。

市立病院でも緊急時の水のあり方を検討し結論に近づ
いてきた。またトイレの問題や防災対策の避難所、避難
地が足りないという新聞報道もあるが、これらすべて、地
震津波防災まちづくり計画の中に位置づけて検討してい
ます。

危機管理部 危機対策課 ○ ○

6

津波浸水区域あるいは4ｍ前後のところが住宅地として
発展している。そのままにしておくと地震が発生した場
合、かえって費用負担が増えることになると思うがいかが
か。

今まで進めてきた土地利用の政策もあり、津波浸水域の
国、県の指導が改めて出てくるので、どうしていくかという
ことが課題となってくる。地震防災まちづくりの計画の中
で土地利用を考えていきます。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

10.1
東名高速道路の法面を避難場所として利用することにな
るが、法面を登ることは大変なことであるため、鉄製で丈
夫なハシゴを固定取り付けしてもらいたい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

危機管理部 危機政策課 57 ○ ○

別紙
頁

新聞報道で「焼津市は避難所が足りない」とされている。
行政の講演会でも、田でも畑でも避難を考えておいて欲
しいと言われているが、この対策についてどう考えている
か。

地域の実情が正しく報道されていないため（新聞社には）
抗議した。地震津波防災まちづくり計画の中にこのような
対策も入れており、計画はまだ途中であり良いものにして
いきたいのでご意見をしっかり伺っていきたい。

○

分類

○

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：

防災

*** ***

○

○

自治会名：
開催日：

○

担当課
別紙
頁

分類
種別No 意見・要望内容

回答
（市長、部課長、担当課等）

津波対策として堤防を高くする等のハード面では費用が
掛かることから、ソフト面での検討もしてほしい。

レベル１(約100～150年に起きる)で対策をしている。堤防
を高くすることは考えていない。無駄な費用が掛からない
ように、ソフト面もしっかりやっていきます。

○

富士見公園を造っていただき感謝している。防災機能を
備えた防災公園として整備していただくよう検討をお願い
したい。

現在、防災拠点としての場所について、改めて水槽設置
箇所及び高台等を検討しています。この要望も踏まえた
上で検討していきたい。

3

2.3

地域の特性が違うため大規模な広域化は難しい。今年
度より藤枝市と焼津市の広域化により、救急車等は4分
以内で市境にも到着できるようになり効果は出て問題は
無い。島田市はヘリコプターが必要であるために静岡市
と広域化したようである。榛原地区は島田市に追随して
の参加と思われます。

広大な遊休養鰻池を市として活用したらどうか。（例え
ば、市役所移転、市立病院の更新の建設地、ソーラー事
業で市税収とする、災害時住宅の用地、企業誘致先）

公共施設は公共施設マネジメントの中で検討しているた
め市庁舎及び病院の検討委員会を一旦中止している。
今後、個人番号制度等の普及により、市役所に出向かな
くてもサービスを受けることができる等の市役所窓口の
在り方が変わってくる可能性があることも踏まえて検討し
ていく。大井川地区も含め養鰻池については改めて調査
します。

○その他

消防の広域化について、静岡市等3市2町の広域化が図
られる中で焼津市が含まれなかったが、参加することの
メリット、デメリットは何か。

防災

道路・橋梁

○

○



10.2

東名高速道路の法面まで避難するには遠いため、現在
建築中の中新田配水場建屋の屋上を津波避難場所とす
るようお願いしている。そのような形で完成するのか伺い
たい。

水の安全第一を考えており、基本的には誰も入れないよ
うにしている。緊急時に対応できるか確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

水道部 水道総務課 57 ○ ○

15.1

避難場所は 県道の上の空間を利用してはどうか。陸橋
を作るようであれば多くの避難者が利用できるようなもの
を作って欲しい。防災のまちづくり計画の中に盛り込んで
ほしい。

参考とさせていただきます。 危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

15.2
避難場所について  河川の上も利用すれば、多くの避難
者が利用できるのではないか。

参考とさせていただきます。 危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

4 公共施設
市役所本庁舎の耐震工事は終了しているが、津波被害
に真っ先に直面する場所に立地しており、将来内陸部へ
の移転を考えていると思うがどのように考えているか。

公共施設の全体を考えた中で検討をし直している。市役
所については、100％安全ということはないかもしれない
が、ここまでの安全対策をやれば大丈夫ということで合意
ができれば場所も決めていきたい。また、公共施設全て
を建て替えることは財政上不可能に近いため、計画全体
を示していかなければならないと考えています。

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

未来創造部 まちづくり政策課

志太広域事
務組合

　　　　

8.1
栄田川（なかよし保育園北側）は、今年川藻がすごく繁殖
している。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

環境部 廃棄物対策課 55 ○

8.4
栄田川（なかよし保育園北側）の川底は50ｃｍほどたまっ
ている。作ってから一度も浚渫を行なっていないので、対
応をお願いしたい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 河川課 56 ○ ○

9

黒石川の県道から下は2級河川ということで県の管理で
あるが、上側は地元で行なっているが、大変になってきて
いる。草刈りはいいが、堆積した土砂の浚渫がたいへ
ん。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 河川課 56 ○ *** ***

8.2
栄田川（なかよし保育園北側）の法面が崩れ危険な状態
となっているため直して欲しいと要望を提出している。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 河川課 56 ○ ○ 着手済み（継続事業）

8.3
栄田川は和田藤枝線で止まっている。和田藤枝線の下
流のように川の改修工事だけでも行なってもらいたいと
21年度にも要望している。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 河川課 56 ○ ○

11 防犯
町内会の費用の65%が防犯灯関係の経費となっている。
市から50％の補助があるが、他の自治体では75％補助
しているところもある。補助についてお願いしたい。

防犯灯は市が60%負担している。防犯灯のLED化により
電気代が45%削減でき、さらに寿命も延びる。市の負担も
減るので、市の負担割合の変更も考えたい。

総務部 総務課 ○ ○

13 広報広聴

この会のあり方について、どのような考えで自治会の役
員だけの会としたのか。広報紙で知らせて、多くの市民
の参加で開催するようにして欲しい。次回は再考を願い
たい。

地域の問題点を把握することが重要であると考えてお
り、地域の問題点や要望は自治会長を通してお願いして
いることもあり、このような形とさせていただいている。

未来創造部 広報広聴課 ○ ○（済）

14
19自治会にはインフラを含め、投入される市の予算が少
ないと思う。要望を提出したら気持ちよく行なって欲しい。

危険度など優先を付けて行なっており、対応についてお
知らせしていく。いただいた要望はむだにしないようにし
ている。

都市基盤部　 土木管理課 ○ ○（済）

16
要望書を毎年提出しているが、いつ頃対応できるかとい
う返事は聞けないのか。

危険度など優先を付けて行なっており、対応についてお
知らせしていく。いただいた要望はむだにしないようにし
ている。

都市基盤部　 土木管理課 ○ ○（済）

17 道路・橋梁
栄田川は、ヤマキ総業の交差点のところから、河川と道
路が交差している。交差するこの部分は危険である。こ
の場所の確認もお願いしたい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 55 ○ ○

12
第5福竜丸事件について、市は発信していく必要があると
思う。焼津市は率先して訴えていかなければならないと
思う。

焼津市は東洋一の漁港をもっていたということで60年前
に被災してから30年間6.30の集会ができなかった。時の
市長が、そうではなくて遠くにある核兵器廃絶の灯火をみ
んなで祈ろうという会合を6.30でやろうと始めたと聞いて
いる。今回、平和ということを特出しするのではなく、市長
として皆さんにお願いしているのは、平穏に生きることを
訴えて行こうということで進めさせていただいている。

総務部 総務課 ○ ○（済）

5

天下り斡旋をやめるという事だが、天下りは悪いことばか
りではないと思う。2、3年などの約束となっているのをや
める方が一般の人にわからなくなってしまい問題であると
思う。

従来は、先方から推薦依頼があり市長の人事権で行なっ
ていたが、これはやめることとした。国の天下りは、多くの
給与をもらい権限も持っているが、焼津市の場合はその
ようなことはないので、天下りという概念ではないと考え
ているが、外から見ると市から推薦されて一人行くという
のはやはり違うのではないかと思う。相手先がしっかりと
試験するなどしていただき、市が斡旋とか推薦とかはしな
いこととしました。

総務部 人事課 ○ ○（済）

総務部 人事課

未来創造部 広報広聴課

******

島田市とは通信を共同で始めたが、ヘリコプターが必要
と言うことで抜けたため、藤枝市と焼津市の2市で統合す
ることとなった。島田市は通信も静岡市に委託することと
なり、それにより島田市と関係する市町が追随したという
流れで、けっして焼津市と藤枝市が抜けたというわけで
はない。次の段階はどうするということは決まっていな
い。今まで合併したのは焼津市と藤枝市の消防だけであ
りむしろ進んでいると思っている。

消防・救急 ○

18 副市長の2人制は納得出来ない。

志太消防として運営が始まったが、静岡市、島田市、牧
之原市、吉田町が一緒になるということで手詰まり状態と
なってしまったのでは。将来合流の方向での検討はされ
るのか。

7

清掃活動

河川・水路

自治会

（発言者より後日書面にて提出されたため、意見箱として
取り扱い対応）

○ *** ***

その他



平成25年度　市政座談会　意見集約集

大富第19 地区名 ： 大住 日程： 31
平成25年12月21日(土) 会　 場 ： 大住公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

1 河川・水路
大住都市下水路の改修工事が県道までとなっているが、
県道から農免道路までの区間についても検討してほし
い。

今までの流れも含めて研究させてください。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 河川課 58 ○ ○

2 地域福祉
藤枝市のように、障害者の人に利用券（パス）を発行し
て、公共施設の利用料を無料化してほしい。

どこの市にも負けない福祉の施策をするよう細かく調べ
ているところであります。検討します。

健康福祉部　 地域福祉課 ○

担当課としては、公共の全
施設について、無料化は
障害者へのサービスにな
り望ましい。

3 その他
大住地区の人口が増加したことに伴い、お寺の墓地がな
くなってしまった。農地転用の手続きを行い県に申請した
が許可してもらえず困っている。

国にもこのような問題があるということを申し上げさせて
いただきます。また、他の自治体ではどのようにしている
かを研究して、出来ることがあればやっていきます。

水産経済部 農政課 ○ ○

4 原発
浜岡原子力発電所を再稼働させるか、させないかについ
て市長の考えはどうか。

牧之原市長が言っている「再稼働させるべきではない」と
いう意見だけではなく、現実に原発はあるのだから、まず
は安全対策を徹底的にやるべきであるという考えです。

危機管理部 危機対策課 ○ ○

5 財政

予算を使い切らないと予算がもらえないのではなく、逆に
予算を安くした担当には褒美を与えるとか、計画以上の
ことをやる場合には横との連携をうまくとってやっていた
だきたい。

就任以来、考え方を変えて総合計画の事務事業を細かく
費用と効果をみてやっています。また、予算以内で出来
た場合には別に評価するよう研究しています。

財政部　 財政課 ○ ○

6 産業
工場の誘致をやっていくと農地が減ってしまうが、そのこ
とをどう考えてやっていくか。

耕作放棄地が増えてきているので、そういったところを工
夫して集約していきたいと思っているので、単純に農地を
減らすということではありません。

水産経済部 産業政策課 ○ ○

7 市は自治会組織をどのように考えているのか。
自治会組織がどうあるべきかは、自治会の中で決めてい
ただければと考えています。また、配布物はやたらに出さ
ないよう指導しているところであります。

総務部 総務課 ○ ○

8
LED化に伴い中電と料金（負担金）が安くなるよう交渉し
てほしい。

中部電力とどこが削減できるか今やっている 中です。
ご意見は参考とさせていただきます。

総務部 総務課 ○ ○（済）

9
第４次地震被害想定が国、県から出されたが、市でも出
してほしい。（古文書で調べた結果を公表してほしい。）

古文書を中心に被害想定を作る考えはありませんが、意
見としてお聞きしておきます。

危機管理部 危機政策課 ○ *** ***

10
中日本高速道路(株)との契約で高速道路の法面が津波
避難場所となったが、草刈り等の管理はどこがやるのか
検討してほしい。

津波避難場所の契約はしたが、そういったことはまだ協
議していない。避難場所をどうするか全体の計画をおとし
こんでいるところなので今後中日本と話をして決めていき
ます。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

11
防災訓練を３回行っているがすべて日曜日である。平日
の日中や夜間をどう考えているか。

それは指示をしているところです。企業にも協力をお願い
して平日の実施や夜間についても検討しているところで
す。

危機管理部 危機対策課 ○ ○

12
東海地震は予知ができると言われているが警戒宣言等
が発令された場合、市はどのように広報していくのか。

南海トラフ地震のように海側で発生する地震は今は予知
ができないとされている。予知ができた場合はJアラート
（同報無線）、エリアメール、市の防災メールでお知らせし
ます。

危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

13 農政
今の時期、農業用水が小さいところは流れていないが火
災時の初期消火のため水を流してもらえないか検討して
ほしい。

消火栓やタンクなど水の位置を整理し緊急時に消火体制
が出来るよう改めて検討しています。農業用水について
も検討させていただきたい。

水産経済部 農政課 ○ ○

14 学校
19自治会は人口も増えていることから、黒石中学校の検
討をしたらどうか

学区の編成の検討をしているところですが、黒石中学の
検討は現在しておりません。

教育部 学校教育課 ○ ○

大富第19 地区名 ： 三右衛門新田 日程： 32
平成25年12月21日(土) 会　 場 ： 三右衛門新田公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

2
定住人口を増やし、焼津市に住み続けられるように住宅
地を確保するために都市計画の変更等はできないか。

現在、市への転出入に係る調査をしている。都市計画の
変更も踏まえ、まずできることから始めたいと考えてい
る。世帯構成なども考慮し、施策を考えていきたい。

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

4
三右衛門新田地区の市道は「ビューハイツすずらん」の
所でクランク状になっていて危険な状態である。今後の
延伸計画についての流れを教えてほしい。

計画を確認し報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 都市計画課 59 ○ ○

1

高齢化が進み、河川・側溝清掃などの自治会活動ができ
なくなると危惧している。アパートの方々に協力をお願い
しても無関心で、期待できない。市として対策は考えてい
るか。

市から依頼しているもので、自治会に負荷がかかってい
るものを精査し、市の予算でやれるものを検討します。

環境部 廃棄物対策課 ○ ○

10

自治会長、町内会長へは市からの依頼が多い。防災、交
通安全、会計などの仕事や行事へも参加しなくてはなら
ず、範囲が広すぎる。負担が軽減されるよう検討してほし
い。

過分な負担をお願いしないよう、市でやれることはやるよ
うに進めている。どのような仕事が負担になっているの
か、また教えてほしい。

総務部 総務課 ○ ○

11
民生委員や町内会長などの役員のなり手がいないため、
選出に困っている。

自治会連合会の皆さんと協議して、仕組みを考えていく
必要があると考えています。

総務部 総務課 ○ ○

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

自治会

防災

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

自治会

都市計画



3 危機管理部 危機対策課

健康福祉部　 地域福祉課

5
東名「大井川藤枝スマートＩＣ」の使用開始は何時頃にな
るのか。現在工事には着手されていないようだが、計画
の概要を教えてほしい。早期完成を要望する。

平成25年度末までに用地取得100％を目標にしている。
完成予定は平成27年度末です。

都市基盤部　 道路課 ○ ○

6.1

三右衛門新田地区内の市道小川三右衛門線は、通勤・
通学の時間帯の通行が激しく、歩行や自転車での通行
が極めて危険な状態にある。歩道を作るなどの方法はな
いか。

調査します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 59 ○ ○

6.2
法務局の前の道路がこちらまで延びてくると聞いている
が、早く整備してほしい。

調査します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 59 ○ ○

6.3 黒石川にしっかりした橋を整備してほしい。
調査します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 59 ○ ○

14
通学道路の舗装の件（別紙図面の道路）など、市に要望
書を出してから３～４年経つのに返事がない。

要望書に対する回答は早急にするよう指示している。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 60 ○ ○

7 清掃活動
９町内会にはサイホンが多くできているが、市であまり清
掃をやってくれない。

調査して対応します。
（文書にて回答済み／別紙）

水産経済部 農政課 60 ○ ○（済）

8 土地区画整理事務所 庶務課

教育部 学校教育課

13
全国学力テストの結果の公表により、小学生が不安を感
じているが、どのように考えているか。

子どもは総合的に育てていきたい。公表の仕方が問題で
あると思っています。

教育部 学校教育課 ○ ○ 取組中

9 公園・街路
三右衛門新田地区に永久保公園が整備されると聞いて
いる。ワークショップなどにより高齢者に対する機能面や
防災面等も取り入れていただくよう要望する。

貴重なご意見ありがとうございます。 都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

12 防犯 津波寄付（基金）の創設を考えているか。 受け入れをするように考えています。 危機管理部 危機政策課 ○ ○（済） 津波対策あんしん基金を創設

平成25年度　市政座談会　意見集約集

大富第20 地区名 ： 祢宜島、道原 日程： 47
平成26年1月26日(日) 会　 場 ： 祢宜島公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

1
海岸線沿いに点在する施設を活かした、線で結ぶような
施策や観光客も増え、収入がはいるような方策がとれな
いか。

どんな人が住み始めたか、またどんな人が出て行ったか
を調査した。出て行く人たちをつなぎ止めるべく、子育て
支援等の施策を進めていきます。また今後、地区地区で
人が来ていただけるまちを創っていきたい。

未来創造部 まちづくり政策課 ○ ○

4.5
市民会議（総合計画）に参加したが、自分たちの意見が
反映されていない。会議の在り方を考えてもらいたい。

そのようなことがないように確認していきます。 未来創造部 まちづくり政策課 ○ ○

4.3 危機管理部 危機政策課

危機管理部 危機対策課

4.4

津波避難タワーに行くまでに時間がかかる。例えば、学
校や公共施設に防災用ライフジャケットを用意しておけ
ば、津波にのまれても生き残れる可能性がある。検討し
てもらいたい。

参考とさせていただきます。 危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

2.1
市立病院周辺の 国道150号と栄田線の交差点（道原西）
は交通量が増えているため、栄田川を暗渠化するなどし
て交通の緩和を図ってもらいたい。

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 61 ○ ○

2.2
水道局東側の幹線道路の整備が途中までで止まってい
る、市立病院の西側付近まで整備を進めてもらいたい。

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 61 ○ ○

5 公園・街路

南部土地区画整理地内の公園整備について、子ども目
線で魅力ある公園づくりを行ってもらいたい。角ばった石
の配置など、危険回避の細かな配慮がされていないよう
に感じる。

検討していきます。 都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

3 環境
市立病院西側の土砂置き場の砂ほこりが非常に多く、近
隣住民は我慢をしている。また、従業員が帰ってしまった
状態で物を燃やしたりしていて、危険ではないか。

どのようにするか検討させていただく。
（文書にて回答済み／別紙）

環境部 環境生活課 61 ○ ○（済）

7 市立病院

詳しい検査を 初に市立病院で行って、かかりつけ医に
紹介するような方法がとれないか。かかりつけ医に診て
もらっている間に病気が悪化し手遅れになったことがあ
る。

初期診療や病気が軽くなった時は、地元のかかりつけ医
に行ってもらうような連携をとっている。健診等の予防医
学の推進をお願いしたい。

病院事務部 病院総務課 ○ *** ***

道路・橋梁

防災

意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）
種別

 焼津は津波ばかりでなく、神戸や気仙沼であったように
住宅密集箇所の火災を考えなければならないと思う。防
災対策をお願いしたい。

まちづくり

別紙
頁

分類

○ ○

自治会名：
開催日：

No

火災がポイントでもあり、現在検討中の「津波防災地域づ
くり推進計画」の中で検討していきます。

担当課

○コミュニティ
災害時要援護者・高齢者一人暮らし・高齢者二人暮らし
の安否確認、子どもや高齢者に対する虐待等の気づきな
ど、向う三軒両隣制度を一層推進してほしい。

貴重なご意見ありがとうございます。

道路・橋梁

学校

少子化に伴い学区の見直しが検討されていると思うが、
今後の中学校単位でのまちづくりについての方針を聞き
たい。

人口動態を踏まえ学区の見直しに際しては、区画整理
（都市基盤部）と教育委員会が連携して、こちらの学区の
児童が増えてしまい、こちらが減ってしまうということのな
いよう情報交換しながら進めていきたい。

○ ○

○



4.1 学校
焼津市の中学生の多くは市外の高校で育っている。焼津
市の高校生を外に出さないように検討してもらしたい。

県の事業、国の事業があり、焼津市だけで対応できない
ので研究していきたい。

教育部 教育総務課 ○ ○

6 環境部 廃棄物対策課

土地区画整理
事務所 工務課

4.2 その他
焼津市の南側の海岸は、昔は100メートル近く海岸が
あった。近年海岸侵食があり、浜が削られてしまってい
る。

国に養浜等いろいろな対策について協議会を通じ強く要
望しています。

都市基盤部　 河川課 ○ ○（済） 国に要望済み

大富第20 地区名 ： 三和、大島、大島新田 日程： 48
平成26年2月1日(土) 会　 場 ： 大島体育館

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

6 自治会

地域の高齢化が進み、栃山川の河川清掃などは委託事
業化を検討する時期にきていると思うがどうか。　同じ栃
山川でも藤枝市側は業者発注でやっていると聞いてい
る。

地域を後押しできる方法や体制について、検討していき
ます。

環境部 廃棄物対策課 ○ ○

2
大島体育館は地域の一番の拠点であるため、使用頻度
を考慮したうえで、早急な対応をお願いしたい。（第5町内
会）

やっていく方向でいます。 総務部 総務課 ○ ○

3
会館内のバリアフリー化を図り、使いやすい施設を望む。
（第5町内会）

今のままでは難しいため、研究していきます。 総務部 総務課 ○ ○

8.2 防災
冬場は防災広報が聞こえないため、もう１基増設をお願
いしたい。（第8町内会）

後日、自治会長に回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

危機管理部 危機対策課 62 ○ ○（済）

7 交通安全
セブンイレブン前の交差点（大島交差点）の安全対策を
お願いしたい。（第6町内会）

研究していきます。 市民部 市民相談課 ○ *** ***
自治会要望として出された
時点で判断します。

8.1 防犯
現在、防災機器の保管場所がなく、隣の町内会のチビッ
コ広場を借りているため、保管場所の確保をお願いした
い。

後日、自治会長に回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

危機管理部 危機対策課 62 ○ ○（済）

10 健康福祉部　 長寿福祉課

総務部 総務課

4.1
三和チビッコ広場について常時多くの人が利用しており、
ネットの倒壊の危険もあるため、改修をお願いしたい。

高額な修繕等については児童課で対応しているが、優先
度の高いものを精査し、順次修繕等を検討していきま
す。

こども未来部 子育て支援課 ○ ○

4.2
三和チビッコ広場について、４人の地権者から借地してい
るが、借地料が安いのでもう少し助成をお願いしたい。
（第4町内会）

（ご要望として伺っておきますが、借地料については市内
一律の基準での助成となっているため対応は困難な状
況となっております。）

こども未来部 子育て支援課 ○ ○

9 河川・水路

渇水期は下水が流れないため、水路整備をお願いしたと
ころ、現場を見てくれたが、土木と農政の意見が異なるた
め、どのように要望を出せばいいかわからない。（第8町
内会）

詳細を確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 62 ○ ○

5 消防・救急
三和公会堂と大島体育館にＡＥＤを設置したいがどうした
ら良いか。

詳細を後日、自治会長へ回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

総務部 総務課 62 ○ ○

1 その他

大島中央公園北側の空き地について、清水市長当時、
売りに出たら止めると言っていたが、現在、国が売りに出
している。国から地元に戻してもらい有効活用して欲し
い。

現在、まずは津波防災対策が一番と考えているが、有効
な土地であると考えるため、国の動向を注視し、継続検
討していく。

総務部 総務課 ○ ○

空き家を改修して高齢者が集まれる場を作りたいと思っ
ている。リフォーム費用への助成はないか。運営は全て
地域のボランティアで行う予定（第8町内会）。

調べ回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

63 ○ ○

コミュニティ

子育て

担当課
別紙
頁

意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）
種別

分類

No

長寿福祉

ごみ・し尿
南部土地区画整理が行われている中、ゴミ処理の集積
場所がなかなか見つからない。焼津市としてどういう方向
で考えているという目安を示してもらいたい。

自治会名：
開催日：

研究していかなければならないと思っている。他の地区
でも同様の意見が出ていた。

○ ○


