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☆「分類」について
　「地区独自」 ･･･ ある一定の地区に関する内容の場合
　「市内共通」 ･･･ 市内全域に共通する内容の場合

☆担当課から補足説明がある場合は「備考」欄に記載があります。

☆「意見・要望等」については、市政座談会参加者の方からのご発言内容を要約して記載してあります。
☆｢回答」については、市政座談会での市長・副市長・出席部長等の答弁内容のほか、その後の担当課等からの回答内容も一部

〈表の見方について〉



ティー・ミーティング (各種団体） H31.2.25

No. 開催日 開始時間 団体名 会場 ページ

1 07月10日(火) 19:00 スポーツ推進委員会 応接室 1

2 07月11日(水) 19:00 焼津市体育協会 応接室 2～3

3 07月27日(金) 19:00 音楽連盟 応接室 4～5

4 07月31日(火) 19:00 文化連盟 応接室 6～7

5 08月02日(木) 19:00 子ども会連合会 応接室 8～10

6 08月15日(水) 19:00 さわやかクラブやいづ連合会 応接室 11～12

7 08月17日(金) 19:00 大井川農業協同組合 応接室 13～14

8 08月27日(月) 18:00 私立幼稚園協会 市内 15

9 09月26日(水) 19:00 焼津市薬剤師会 応接室 16～17

10 10月01日(月) 19:00 私立幼稚園協会 市長室 18～20

11 10月02日(火) 19:00 保育園協会 応接室 21～22

12 10月03日(水) 16:00 やいづ観光案内人の会 応接室 23～24

13 10月03日(水) 19:00 交通安全指導員会 応接室 25～26

14 10月05日(金) 19:00 消費者連絡会 応接室 27～29

15 10月10日(水) 19:00 国際友好協会 応接室 30～32

16 10月13日(土) 19:00 焼津市ＰＴＡ連絡協議会 応接室 33～35

17 10月15日(月) 19:00 静岡福祉大学 駅前キャンパス 36～37

18 10月22日(月) 19:00 消防団 応接室 38～39

19 10月23日(火) 18:00 環境衛生自治推進協会 応接室 40～41

20 11月01日(木) 19:00 民生委員児童委員協議会 応接室 42～43

21 11月02日(金) 19:00 焼津市身体障害者福祉協会 応接室 44～45

22 11月07日(水) 19:00 焼津市手をつなぐ育成会 応接室 65～47

23 11月08日(木) 19:00 焼津市ボランティア連絡協議会 応接室 48～49

24 11月12日(月) 19:00 大井川赤十字奉仕団 大井川福祉センター 50～51

25 11月13日(火) 19:00 焼津赤十字奉仕団 応接室 52～53

26 01月21日(月) 19:00 焼津市保健委員協議会 応接室 54～56

27 01月22日(火) 17:00 焼津市シルバー人材センター 応接室 57～58

28 01月25日(金) 19:00 女性消防隊 応接室 59～61

平成30年度　市政座談



平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

スポーツ推進委員会 対象者 ：　役員 日程： 1

平成30年7月10日(火) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 102 コミュニティ

小川新町地区では住民の高齢化が進んでお
り、様々な活動に支障を来している。防災
訓練などをやることも大変になってしまっ
たのでこの先どうなるのか不安である。
子供たちも少なくて学校に通学している数
も毎年減少してきている。

市では空き家バンクなどの施策を活用した
定住促進策を進めています。
65歳～80歳くらいの人達を「新元気世代」
として活躍できる取り組みを考えていま
す。
そして自治会組織の再編についても自治会
連合会では検討していると聞いています。

○ 101 総務部 総務課

2 101 自治会

大井川地区の自治会再編は合併する時の課
題の一つだが小学校校区で３つくらいに
なった方がよいと思っている。
行政コストの削減にもなるので早期に再編
するようにお願いしたい。

自治会連合会の中で検討されていますが、
まだ結論が出ていないと聞いています。
行政があまり口出しできないところである
ためはっきりしたことは分からないが、今
年中にまとまるようなことも聞いていると
ころです。

○ 101 総務部 総務課

3 1601 市立病院

新病院の計画はどうなっているのか。 総合病院としての機能を活かしていきたい
と考えています。
専門分野に特化した病院にはしない方向で
整備したいと思っています。

○ 1605 病院事務部 新病院建設課

2018（平成30）年３月に策定しました
焼津市新病院建設基本計画のとおりと
なります。市立病院ホームページより
閲覧できますのでご確認ください。

4 1101 道路・橋梁

瀬戸川沿いはマラソンの練習をするのに適
しているが石原水産の近くの橋のところが
道路を横断できないため、通行できるよう
にしてほしい。

瀬戸川は県の管理でありますが現地の状況
を確認させてください。

○ 1102 建設部　 道路課

現地を確認し、県に対策を相談した結
果、対応は困難との回答であったこと
を平成30年7月12日に要望者に報告
し、了承を得ております。

5 1002 スポーツ

シーガルドームの駐車場はいくつかに分散
されているが舗装されていない箇所がある
ので綺麗に整備してほしい。
また西焼津駅に近くて利便性が良いので
プール施設などがあれば高校大学の合宿地
として最適な場所である。
どこも強いチームが集まる場所で合宿をし
たがっているので検討してみてはどうか。
WBCに二人も出した焼津市は全国的にみても
凄いと思う。

参考にさせていただきます。
駐車場は必要な施設なので地元の方々とも
調整しているところです。

○ 1003 交流推進部 スポーツ課

総合グラウンドの駐車場については、
第1駐車場を除き、すべて地元地権者
のご協力により借用しております。
現在の施設規模から必要な駐車場であ
るため、引き続き地元の方々と調整を
図って参ります。

6 601 地域福祉

ペタンク大会に障がい者も含めたチームの
参加を企画しているので市でも支援してほ
しい。

新たな部門を広げていけたらと思っていま
す。

○ 601 健康福祉部　 地域福祉課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

1



平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市体育協会 対象者 ：　役員 日程： 2

平成30年7月11日(水) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 106 人事・組織

今年から市の組織が変わり名称も「スポー
ツ課」となった。
交流推進部を創ったのはどのような意図が
あるのか。

これまでは施設の維持管理を主体にやって
きましたが、これからは市民のスポーツ振
興と交流を主体的にやっていきたいと考え
ました。

○ 102 総務部 人事課

2 1002 スポーツ

３×３プロバスケットチームを創ったわけ
は？

焼津市にプロスポーツをと思い、いろいろ
検討したところ、新たにオリンピックの種
目となった３×３バスケットは運営経費も
あまり大きくないため創ることにしまし
た。

○ 1003 交流推進部 スポーツ課

3x3プロチームは焼津市スポーツ交流
振興協議会を中心に設立されました。
第6次総合計画の中でプロチームの招
致を基本事業の一つとしており、これ
により、スポーツ文化の振興とともに
交流機会の創出を図っていきます。

3 1002 スポーツ

現在、ソフトボールの試合を行う時にホー
ムランゾーンを仮設的に作って試合をして
いる。風が強いとパネルが飛ばされ困って
いるのでH=1.2mのネットを貼れるようにし
たい。また大井川グランドの管理棟横に道
具を入れる倉庫が欲しいが設置許可が出な
いので困っている。

河川敷にあるグランドなので条件が厳しい
ところもあるため研究してみます。

○ 1003 交流推進部 スポーツ課

大井川河川敷運動公園はソフトボール
やサッカーを中心に多目的に利用され
ています。管理棟敷地内を含む河川敷
地は、国の占用許可を得て貸し出しを
していることからホームランゾーンや
倉庫の常設はできません。よって、そ
の都度、設置することでお願いしたい
とます。ご理解願います。

4 1002 スポーツ

焼津神社横の体育館は建替えするのか。是
非とも武道館として整備してほしい。藤枝
市には駅の近くに武道館があり重宝してい
るので是非とも焼津市にも武道館を建てて
ほしい。

撤去するつもりであったため施設の耐震化
はしていません。
ここは利用頻度が高く利便性も良いので方
針を変えて今後どうしていくか考えている
ところです。
少し時間をください。

○ 1003 交流推進部 スポーツ課

焼津体育館は、市の中心部に位置し利
便性が良く、利用率が高い施設であり
ますので再整備する方向で検討してお
ります。再整備にあたっては、利用状
況などを踏まえてスポーツ機能を確保
する必要があると考えています。この
ため、平成31年度に関係団体などから
意見を聴取し、新施設の機能、規模、
位置などを検討する再整備プランを作
成し整備方針を決定する予定でいま
す。

5 1702 教育

中学校の部活には剣道部が一つもない。
また、サッカーの上手な子供たちはクラブ
チームへ行っているので中学校の部活が空
洞化してしまっている。

教育委員会との定期的な会合の中で、中学
校の部活のあり方や取り組みなどを話し
合っています。
また、教師の多忙化問題もあり検討してい
るところです。

○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

中学校の部活動の在り方については、
今後検討をしていきます。

団体名：
開催日：

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

2



地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

6 1701 学校・幼稚園

スポーツ少年団が活動している学校の体育
館は施設や器具が老朽化しているので更新
してほしい。また体育館の床を磨くことと
傷みが激しい箇所があるため補修してほし
い。

※コメントなし

○ 1701 教育委員会事務局 教育総務課

床の劣化については、劣化の状況によ
り補修が必要な個所は行っています。
全面的な改修は、保全プログラムによ
り順次行って行きます。

7 1002 スポーツ

みなとマラソンの参加者は一万人を超え、
ハーフマラソンは県下で一番となってい
る。今後も市の支援をお願いしたい。

※コメントなし

○ 1003 交流推進部 スポーツ課

引続き主催団体である「みなとマラソ
ン大会実行委員会」を支援していきま
す。大会当日の運営のほか、交通規制
などにご協力をいただきたいと考えま
す。

3



平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

音楽連盟 対象者 ：　役員 日程： 3

平成30年7月27日(金) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 102 コミュニティ

市民歌について
大井川町と合併して10年が経ったが市民歌
を大井川地区の40代50代の人達は知らない
人がたくさんいる。
焼津市民歌は名曲だと思うのでもっと知っ
てもらいたいと思っている。
また「いま潮騒の町へ」はとても良い曲で
あるのでもっと広めていきたい。

市民歌は未来を見ている良い歌詞なので多
くの市民に知ってもらえるように考えてい
きます。

○ 101 総務部 総務課

2 1004 文化・交流

文化活動について
合併によって無くなってしまった事業があ
る。大井川町の時は小中学校の児童生徒を
ミュージコでプロのミュージシャンを招い
て子供たちに本物に触れてもらうことを
やっていた。
近隣市町とも連携して子供たちによりよい
文化環境を与えることをやってほしい。
学校の教諭に対して専門家が指導すること
やプロのミュージシャンが子供たちを教え
ることもやってほしい。
また文化を語る場をあちこちに創ることで
人材が発掘できると考えている。

文化交流に係わる大変に良い意見なので参
考にさせていただきます。

○ 1002 交流推進部 文化・交流課

3 1801 振興公社

施設の管理について
文化センターなどの管理を指定管理者が
やっているが専門的な能力ある人がやって
いるか疑問である。

貴重な意見として拝聴させていただきま
す。

○ 1801 公社 焼津文化会館

4 1705 公民館

和田公民館をリニューアルした後に音楽室
を使っているが防音が完璧なのか全然響か
なくなってしまった。合唱を練習する利用
者にとっては面白味がないという意見が
あった。豊田も同じようになってしまうの
か。

難しい問題なので少し研究してみます。

○ 1704 教育委員会事務局 社会教育課

新豊田公民館の設備についてはこれか
ら検討していきますが、防音について
は近隣との兼ね合いもありますので、
他の公民館も参考に多角的に検討して
いきます。

5 1004 文化・交流

文化活動に市民をどのように巻き込んでい
くのか。また関心を持ってもらうためにど
うしたらよいのか悩んでいる。
行政側の情報発信は必要である。
学校を卒業してしまうと文化活動を続けて
いくのが難しく行政の支えがないと文化活
動の運営が難しい状況である。

※コメントなし

○ 1002 交流推進部 文化・交流課

種コード 種別 意見・要望内容

分類
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

団体名：
開催日：

課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No

4



地区
独自

市内
共通

部 課
種コード 種別 意見・要望内容

分類
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No

6 1705 公民館

活動する会場を確保するのが難しい
公民館の講座としての活動している団体は
公民館の会場を優先的に使用できるが自主
的に活動している団体はなかなか会場の確
保が難しい状況となっている。
たくさん団体が増えたので活動できる会場
が足りない。

※コメントなし

○ 1704 教育委員会事務局 社会教育課

7 1004 文化・交流

補助金の考え方について
連盟よりも多くの補助金が出ている団体も
ある。
もう一度補助金のあり方を精査してほし
い。

補助金は理屈に合っていないといけないの
で内容を精査しているところです。
活動に応じた補助金のあり方について検討
してみます。

○ 1002 交流推進部 文化・交流課

8 1004 文化・交流

障がい者や高齢者は音楽を受け入れてくれ
る。
音楽を通じて交流が促進できたらと思う。
音楽をとおした新たな交流のあり方を行政
がもっと音楽を活用した取り組みをしてほ
しいと思う。

音楽や文化は新たな重要な施策となると考
えて新しい部を創ったところです。現状は
最優先に取り組まなければならいことを
やっているが文化活動も大切なことなので
しっかりと取り組んでいきます。

○ 1002 交流推進部 文化・交流課

9 201 まちづくり

焼津市に足りないのはお洒落感だと思う。
もっとお洒落で人が来てくれるような施設
があったらよいと思う。

鋭いご指摘ありがとうございます。
焼津市は過去に再建団体になった経緯があ
り財政的に非常に慎重にこれまで各事業を
やってきました。
今後は皆さんのお力を借りてもっと人を呼
び込めるようなインフラ整備を進めていき
たいと思っていますのでご支援ください。

○ 201 総合政策部 政策企画課

5



平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

文化連盟 対象者 ：　役員 日程： 4

平成30年7月31日(火) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 204 企画

新元気世代プロジェクトについて
高齢者が無料で使用できる施設の状況はど
うなっていのか。
静岡市は高齢者が無料で遊べる施設があ
る。

※コメントなし

○ 201 総合政策部 政策企画課

人生100年時代を迎え、誰もが生き生
きと笑顔で暮らせるよう、健康維持や
生きがいづくりのための取り組みを進
めてまいります。

2 1801 振興公社

ギャラリーの使用について
市民文化会館の小ホールを優先的に使用で
きるようにしてほしい。
優先使用は二年前から申請できるので事業
が計画的に出来るため文化連盟が優先的に
使えるようにしてほしい。

文化振興計画の中で位置づけしながら検討
していきたいと思っています。
大きな事業の開催に係わる会場使用の申請
は早めの手続きが出来るようになっていま
すので工夫していければよいと思っていま
す。
市民公募がある事業には会場使用や料金の
減免があるので検討してほしいと思いま
す。

○ 1801 公社 焼津文化会館

3 104 庁舎建設

新庁舎には市民が憩えるようなスペースを
創ってほしい。
市役所の中に展示スペースがあれば良いと
思う。

新庁舎の一階部分は市民のスペースを創る
よう計画しています。
市民ギャラリースペースの機能について担
当に話をしてみます。

○ 104 総務部 新庁舎建設課

新庁舎１階には、各種イベントや展示
など市民が多目的に利用できるスペー
スを計画しています。また、７階には
展望スペースを設置する計画です。

4 1004 文化・交流

焼津市には美術館がないので創ってほし
い。

焼津市は過去に再建団体になった経緯があ
り財政的に慎重になっています。そのため
公共施設は多くありません。美術館や博物
館もありません。
財政も健全になってきていますのでこれか
らは文化的な施設も考えていきたいと思い
ます。

○ 1002 交流推進部 文化・交流課

5 1705 公民館

これからは公民館をもっと上手く活用して
いく必要があると思う。
公民館を使用するルールが厳しくて使用し
づらいという意見がある。
もっと気軽に公民館を使用できる環境を
創ってほしい。
地域が公民館を支えていくことが大切だと
思うので柔軟性が必要だと思う。

今の公民館の館長は若手の職員を配属して
います。
幹部候補生を館長にしているところです。
公民館は地域のためにあるので使用しやす
い施設となるように公民館の運営などにつ
いてまた教えてください。

○ 1704 教育委員会事務局 社会教育課

公民館の運営は、社会教育法や文部科
学省告示にて規定されていますが、条
文のより柔軟が解釈が国からも示され
ています。
市民や地域のニーズをくみ取った運営
ができるよう、コミュニティなどの意
見も聞きながら検討していきます。

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

6 1004 文化・交流

市民文化祭について
市民を巻き込んだお祭りをしたいと思って
いる。
今は文化連盟の発表会の場になってしまっ
ている。
もっと市民が参加できるお祭りにしていき
たい。
市も新しい組織を創って文化事業に取り組
み始めたので文化連盟の会員と共に連携し
て取り組んでいけたらよいと思う。
市も変わったので文化連盟も変わらなけれ
ばならないと思う。
市民を巻き込む工夫が必要だと感じてい
る。
年に一度のイベントを市民とともに開催し
ていきたい。

市の組織に交流推進部が出来たので皆さん
と一緒に考えていきたいと思います。
文化連盟の会合などにも市の職員も行きま
すので呼んでください。
市と連盟が一緒に連携してより良い取り組
みが出来るようにしていきたいと考えてい
ます。

○ 1002 交流推進部 文化・交流課

7



平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

子ども会連合会 対象者 ：　役員 日程： 5

平成30年8月2日(木) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 701 子育て

保育園への入園について
二女と三女が別々の保育園に行っていた。
市内の保育園の数は足りでいるのか。

基本的には子ども子育て支援事業計画によ
り需要を見込んでいます。これまでは民間
の小規模保育事業にお願いすることとして
いましたが足りないとの意見もあるため改
めて保育施設をどのように創っていくのが
よいかを検討しているところです。
保育需要が満足すれば出生率も上がると考
えているので現状をもっと精査して対応し
ていきます。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

2 204 企画

婚活支援について
出会いがないという意見がある。
市が婚活をやっていることを知らなかっ
た。
もっと大々的にやってほしいと思う。

市でやることかとも思いましたが現在の様
子を見ると今の若い人たちの状態が変わっ
てきているので行政が情報の発信について
も積極的に関わっていきたいと思っていま
す。

○ 201 総合政策部 政策企画課

3 203 広報広聴

情報の発信について
情報をシェアしあう環境をもっと広げてい
く必要があると思うが。

焼津ライフなど動画での情報発信を一生懸
命やっていますがなかなか広がっていいか
ない状況です。
またよい方法があれば教えて頂きたいと思
います。

○ 204 総合政策部 広報広聴課

今後も様々なツールを駆使しながら多
様な世代の方々に対し情報の発信に努
めてまいります。

4 203 広報広聴

市は一生懸命にやっていることをもっと広
めていく必要があると思う。
行政に任せっきりでは広まっていかないの
で今日市長から聞いた事を地域や各学校に
伝えて行政が一生懸命にやっていることを
もっと広めていく必要があると感じた。

良い意見をありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。

○ 204 総合政策部 広報広聴課

市民ニーズを的確に把握し効果的な広
報活動を推進してまいります。

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

503 交通安全 502 市民部 くらし安全課

幼稚園年長児に対して通学路歩行練習
（スマートＩＣの信号交差点の横断歩
道をコースに含む）を実施する他、小
学校に出向いて講話や自転車教室、校
外歩行練習などを実施。また、「交通
安全リーダーと語る会」により小学６
年生の交通安全意識を高め、下級生へ
の模範と指導に繋げています。それぞ
れスマートＩＣ付近の交通安全につい
ては重点的に取り扱っています。

1101 道路・橋梁 1102 建設部　 道路課

平成30年7月20日に学校関係者、警
察、道路管理者（市・県）による通学
路の合同点検を実施し、交通安全対策
について検討しました。今年度は、市
道1076号線ほか２路線へグリーンベル
トを設置しました。今後も引き続き、
合同点検を行い、必要に応じて対策を
実施してまいります。

1702 教育 1702 教育委員会事務局 学校教育課

子どもたちの安心安全のためにも連携
を深めていきたいと考えています。

1706 社会教育 1704 教育委員会事務局 社会教育課

子ども会は異年齢の子ども達が共に遊
びその中から優しさや、いたわりあ
い、お互いを尊重しあう心を育みなが
ら子ども達が協調し自主的に考え活動
をしていくところです。
育成者は子ども達を様々な角度から見
守り支えていき適切な助言や指導が必
要です。近年、少子化・核家族化や情
報化社会の進展により生活環境は大き
く変貌しています。家庭や地域とのつ
ながり、人と人とのつながりが希薄に
なっています。子ども達が活き活き活
動し魅力的な子ども会活動となるよう
に市も今一層の支援をしていきます。

7 1706 社会教育

子ども会の組織運営について
藤枝市では市の職員が子ども会組織に入っ
ている。
焼津市としても子ども会の組織に関わって
ほしい。

基本的には行政があまり直接的に関わらな
い方が良いと思っています。
自律している組織に行政が入ると柔軟性が
欠けて硬直してしまう傾向があるので市の
職員がお手伝いする程度の関係が最善と考
えています。

○ 1704 教育委員会事務局 社会教育課

現在、青少年の健全育成事業を行って
いる「子ども会活動」に対する支援
（市補助金、各活動及び予算などの相
談、活動に対する指導、助言、活動会
場確保、事務支援、関係機関・団体と
の調整など）を行っています。

6 ○

今後の子ども会のあるべき姿について
行政と認識を一つにしてやっていく必要が
あると思う。

子ども会の目的は事業をやることではなく
子供たちを見守ることだと考えています。
都会では子ども会に加入する率が低下して
きていると聞いています。
焼津市でも以前に比べて子ども会に加入し
ていない世帯もあると聞いています。
費用の面も含めて行政がどのように関わっ
ていくのが良いのか考えていきたいと思い
ます。
市でも出来るだけ支援し子ども会の組織を
守っていきたいと思っています。

5

子供たちの交通事故対策について
大井川スマートインターチェンジが出来て
多くの大型車などが通行するようになり大
井川西小学校へ通う子供たちの事故を心配
している。

周囲の道路環境も変わってきているので通
学路の安全対策について再度チェックして
みる必要を感じています。
スマートインターチェンジを建設するとき
に学校の関係者や地元の方々に聞いて対策
をしてきていますが状況が変わってきてい
るのでスマートインターチェンジ周辺の状
況を再度よく調べて地元の皆さんや学校の
関係者に改めて相談し子供たちの交通安全
対策について検討します。

○

9



地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

8 1702 教育

各学校の児童数減少について
南小学校の児童数が少ないので学区の見直
しは考えているのか。

今の状態が一番に子供たちを教えやすい環
境だと思っています。
中規模校の良いところをもっと伸ばしてい
けたら良いと思います。
学区の変更は大変に難しい問題でそう簡単
には出来ません。
既存の学区を変えることは考えていませ
ん。

○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

通学区域の適正化を図るための改正
は、児童・生徒の通学の安全確保、日
常の生活圏、学校規模の適正化等の教
育的配慮を基本とし、当該学校から２
ｋｍ程度までの地域を対象に行ってい
ます。今後も子どもたちと地域住民の
意思を尊重しながら、通学区の適正化
に努めます。

9 504 防犯

不審者対策について
通学路の途中に民地の樹木が生茂って見通
しの悪いところがあり不審者に子供が連れ
込まれたら誰も見えないところがあり心配
している。
行政側から所有者に適性な管理をするよう
に言ってほしい。

個人の財産に行政が口を出すことは難しい
と考えています。しかし危険と思われる個
所の是正については所有者にお願いしてい
るところです。
また警察でも安全パトロールをやってくれ
ています。
特に帰宅時の安全対策を重点的に学校と共
に考えていきたいと思います。

○ 502 市民部 くらし安全課
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平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

さわやかクラブやいづ連合会 対象者 ：　役員 日程： 6

平成30年8月15日(水) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1001 商業・観光 1001 交流推進部 観光交流課

本市は海・山・川の自然環境、美しい
景観、歴史・伝統・食文化など、豊富
な地域資源に恵まれています。この地
域資源に磨きをかけ、活用し、観光交
流人口の拡大を図ってまいります。

801 水産 801 水産部 水産振興課

107 行政 101 総務部 総務課

401 防災 402 防災部 地域防災課

・シェイクアウトは、地震発生時の安
全確保行動訓練の名称として全国的に
使用されていますが、今後は分かりや
すく表記するように検討します。

3 503 交通安全

高齢者の交通事故対策について
市内の交通死亡事故現場を検証した。
残念なことだが被害者側の交通に対する認
識が不足しており対策は困難な状況だっ
た。
このため高齢者の交通事故対策は各地域で
高齢者宅に個別訪問し地域ぐるみでの活動
が大切だと考える。
市ではどのような対策をしているのか。

子供たちに協力してもらい各地域の高齢者
宅を回って交通安全意識の高揚につながる
説明をしています。

○ 502 市民部 くらし安全課

警察や交通安全協会と連携し、高齢者
宅訪問を行い、注意喚起をしておりま
す。また、ミニディサービス、公民
館、自治会、グラウンドゴルフ会場等
において、高齢の運転者、歩行車、自
転車利用者に対する「交通安全講習」
も実施しています。

4 503 交通安全

運転免許証返納について
高齢者の運転免許証を返納した方々の交通
手段の確保についてその対策はどうなって
いるのか。

運転免許証を返納した方々だけの問題では
なくて全ての市民が不便にならないよう考
えていきたいと思っています。 ○ 502 市民部 くらし安全課

5 601 地域福祉

クラブからの脱会について
大井川地区の約800人が会から抜けてしまっ
た。原因は一色の老人福祉会館が無くなり
不便となり交通の問題があると思ってい
る。また一緒に活動できるようにしてほし
い。

大井川地区の皆さんがどのような理由でク
ラブから脱会したのかその原因を調べてみ
ます。

○ 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

合併後、活動してきた中での結論と聞
いております。
総合福祉会館及び大井川福祉センター
での活動については、バス利用の支援
を行っておりますので、利用の検討を
お願いします。

2 ○

行政用語について
行政が使用する表現がとても分かりにく
い。
シェイクアウトやICT、AIなど日本語で説明
してほしい。

シェイクアウトという言い方は分かりにく
いと思っていますので変えていくように検
討します。
行政用語は出来るだけ分かりやすい表現に
なるように考えています。

1

流入人口の促進策について
焼津市は水産都市として第一にやってきた
がこれからは観光都市への取り組みが重要
となると考えている。
人を呼び込むためには企業の誘致もとても
大切なことであり長野県のある町では３LDK
の家賃を3万円にしたところ人口が増えてい
るという。
さかなセンターは焼津の窓口となっており
もっと人が集まる施設にして集客数を増や
すことを考えていくことが必要と思う。

観光を主にやるために今年度から交流推進
部を設置し観光をメインに取り組み始めま
した。
焼津市でも定住促進に係わる施策を実施し
ていますが賃貸住宅の家賃補助についても
研究しているところです。
さかなセンターでは集客数を増やすために
施設のリニューアルに向けていろいろ検討
していると聞いています。

○

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

6 1001 商業・観光

海岸利用について
多くの市民が海岸で楽しんでいる。当目の
浜でバーベキューをやってゴミを浜に捨て
ていくので困っている。海岸利用に関する
啓発看板を設置してほしい。

浜当目海岸は志太地域で唯一の海水浴場で
あり焼津の宝と思っています。浜にゴミを
捨てていくことのないよう方策を研究して
みます。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

7 504 防犯

防犯カメラの設置について
市内に設置してある監視カメラの状況はど
うなっているのか。

市内の公共施設には現在208箇所に防犯カメ
ラが設置されています。
今年は幼稚園に14箇所設置する計画です。 ○ 502 市民部 くらし安全課

8 601 地域福祉

施設の使用料について
大井川の福祉会館の使用料を無料にしてほ
しい。

※コメントなし

○ 601 健康福祉部　 地域福祉課

利用する人と利用しない人との負担の
公平性の観点から使用料を設けていま
す。

9 603 健康福祉

大学との交流について
静岡福祉大学とクラブとが交流した活動を
したいと思っている。
高齢者ができるスポーツを若い学生たちと
共にやる取り組み通じて新たにクラブに入
会してもらえると考えている。

大変に良いことなので社会福祉協議会と絡
めて学長に相談してみます。

○ 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

10 1706 社会教育

生涯学習に係わる施設について
高齢者の時代に入ったので生涯学習が出来
る施設を創ってほしい。

市では健康を維持するための施設としてど
の様な機能にしたらよいのか検討している
ところです。

○ 1704 教育委員会事務局 社会教育課

市内9公民館において、高齢者学級や
各種講座などを毎年企画しています。
今後も、高齢者向けの生涯学習の機会
を充実させていきたいと考えていま
す。
また、生きがいづくりについても視野
に入れていきます。
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平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

大井川農業協同組合 対象者 ：　女性職員 日程： 7

平成30年8月17日(金) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 901 産業

商業施設について
焼津市内に買い物できるスポットが少ない
と感じている。

静岡福祉大学の学生に聞いてもイオンしか
ないと言っていたので大井川スマートIC周
辺や小川地区内の調整区域などを商業施設
が集積した地区にしたいと思っているが農
地法などの難しい問題もあり研究している
ところです。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

市内には、拘りのお店や魅力的な商品
やサービスを提供するお店が多数あり
ます。
商店街連合会や商工会議所・商工会等
と協力して、個店の魅力発信に努めた
いと思います。

2 701 子育て

学童保育について
子供が一年生の時に学童に入れなかった。
二年生になったが今でも小川小学校の学童
保育に入れない状況である。

小川地区は学童が急に増えてきており数を
増やしたところです。
現状を精査して調べてみます。 ○ 701 こども未来部 子育て支援課

3 1103 公共交通

公共交通について
市内のバス路線が少ないので増やしてほし
い。
飲みに出かけるのも不便している。

将来的には幹線ルートを駅と拠点を往復す
るように自動運転で24時間運航するような
システムを研究しているところです。
各拠点にはデマンド方式で運行するシステ
ムがあり、それと連動する形式が理想と考
えています。

○ 1102 建設部　 道路課

4 204 企画

定住促進について
大学と行政や企業などが提携して学生が地
元で就職する条件で支援する制度などを
やっていると聞いた。焼津市でもやってい
るのか。
また通学費用や新幹線通学への補助制度を
創ってほしい。

最近では民間企業などで支援しているとこ
ろもあると聞いています。
良い意見なので参考にして将来、また地元
に戻ってきてもらえるように研究してみま
す。

○ 201 総合政策部 政策企画課

5 801 水産

さかなセンターについて
焼津といえばさかなセンターというが地元
の人たちは行く人は少ない。
さかなセンターは新しくするのか。
今の施設はお洒落な感じではないため若い
人は行かない。
またさかなセンターの中にインターチェン
ジを設置した方が集客は増えると思う。

既に30年以上が経過しているためリニュー
アルを計画していると聞いています。
現在の場所で建替えるようです。
市でも出資していますので会社側に皆さん
の意見を伝えます。 ○ 801 水産部 水産振興課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

6 203 広報広聴

情報発信について
今ではインスタ映えするものに若い人は集
まる。
特に「カワイイ」と思えるものを探してい
る。
市のHPなどをもっと「カワイイ」ものにし
て情報発信してほしい。
ネット環境を広げていろいろ飛んでいくよ
うにしたらどうか。
学生など若い人たちの意見を聴いて参考に
してみてはどうか。

文化連盟の座談会でも焼津市はお洒落なと
ころがないと言われました。
若い人たちの感性を行政に反映できるよう
にしていきます。

○ 204 総合政策部 広報広聴課

写真映えするビューポイントを発掘し
てまいります。

7 1101 道路・橋梁

道路環境について
焼津市内の道路は一方通行のところが多く
て不便だ。
しかも道路幅も狭いので何とかしてほし
い。
特に浜当目地区は本当に道路が狭いと感じ
る。

焼津の道路は分かりにくいという意見がる
のは承知しています。

○ 1102 建設部　 道路課

道路の整備要望については、地元自治
会に相談の上、要望書の提出をお願い
致します。

8 901 産業

賑わいの創出について
県外からの人が市内で遊ぶ場所がないよう
に思う。
藤枝市には映画館があるが焼津市内には映
画館がない。

焼津市もインスタ映えして若い人たちが少
しでも来てくれるような取組をしていきた
いと思っています。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

14



平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

私立幼稚園協会 対象者 ：　役員 日程： 8

平成30年8月27日(月) 会　場 ：　市内

地区
独自

市内
共通

部 課

1701 学校・幼稚園 1701 教育委員会事務局 教育総務課

学校のブロック塀は、すべて撤去をし
ました。

1702 教育 1702 教育委員会事務局 学校教育課

建築指導課がブロック塀の解体にかか
る費用の補助金の制度をつくり対応し
ています。
通学路の確認については、建築指導課
と一緒に行いました。

1201 住宅 1202 都市政策部　 建築指導課

11月に、通学路沿いの危険なブロック
塀の撤去費用の一部を補助する制度を
創設しました。
また、通学路沿いのブロック塀のある
お宅へ補助制度のチラシを配布し、危
険なブロック塀の撤去の周知を図って
います。

2 701 子育て

保育士の採用に係わる待遇補助について
近年では新卒者の新規採用が難しい状況に
なってきている。優秀な人材を近隣で奪い
合っているのが現状である。各市町では優
遇措置として様々な待遇補助を設けて募集
をかけている。焼津市はどのように考えて
いるのか。

資質の高い優秀な人材を確保するため焼津
市でも待遇に係わる様々な対応を検討して
いるところです。関係各位のご意見等を拝
聴する中でより良い方策が出来れば良いと
思っています。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

平成31年度より保育者確保のため、家
賃補助及び奨学金返還補助を実施しま
す。

1 ○

ブロック塀の対策について
大阪北部地震で小学校のブロック塀が倒壊
し子供が亡くなってしまった。焼津市では
学校などにあるブロック塀を今後どのよう
にしていくのか。撤去していくのか。
また通学路沿いにあるブロック塀はどのよ
うにしていくつもりなのか。

焼津市では直ちに現状の調査を行い公共施
設内にあるブロック塀をすべて撤去するこ
とにしました。また通学路沿いにある民家
のブロック塀についても現状を調べその対
策を検討しているところです。

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

団体名：
開催日：

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
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平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市薬剤師会 対象者 ：　役員 日程： 9

平成30年9月26日(水) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1701 学校・幼稚園 1701 教育委員会事務局 教育総務課

1702 教育 1702 教育委員会事務局 学校教育課

2 1601 市立病院

新病院建設に係る薬剤師会との調整につい
て
新病院の建設について医師会と薬剤師会は
連携した対応をしたいので病院運営の検討
メンバーに薬剤師会を含めてほしい。

現在は建設に係る周辺道路の調整を地元と
しているところです。これから新病院の運
営について関係する方々と調整していきま
すので薬剤師会にも加わっていただきたい
と思います。

○ 1605 病院事務部 新病院建設課

必要に応じて関係機関から意見を伺い
たいと考えております。

3 601 地域福祉

認知症対策について
市内にある薬局も認知症の方々を見守る役
割を担っていると思う。おみね輪プロジェ
クトの情報がほしい。登録情報があれば協
力できると思う。
ネットワーク化した取り組みが必要と思
う。

大変に良い提案だと思いますので是非とも
検討し相談させてください。

○ 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

市主催の連絡会委員（薬剤師）の方
に、チラシの配布（配架）等の協力を
依頼しました。

201 まちづくり 201 総合政策部 政策企画課

901 産業 901 経済産業部 商業・産業政策課

701 子育て 701 こども未来部 子育て支援課

5 1102 河川・水路

瀬戸川の整備について
瀬戸川を掘削していたがまた掘るのか。
看板は出ているが一向にやる気配がないが
いつやるのか。

河床の掘削は継続的に県がやっているので
聞いてみます。

○ 1103 建設部　 河川課

平成30年11月に焼津市薬剤協会に電話
連絡したところ、現場着手しているこ
とを確認していただいておりました。
なお、河道掘削工事は平成31年２月に
現場完了しております。

6 1302 下水道

マンホール蓋の跳ね防止について
洪水などによりマンホール蓋が飛び跳ねて
いる。焼津市は大丈夫か。

大丈夫だと思いますがどうなっているのか
調べてみます。

○ 1303 環境部 下水道課

公共下水道のマンホール蓋はロック式
となっており、飛び跳ね防止対策が施
されております。また、古い蓋につき
ましても修繕計画を立てて順次交換し
ていく予定としております。

4 ○

駅前の再開発と子ども館の整備について
まちづくり会社と行政の係わり方はどのよ
うな関係になるのか。
どうしたら人が集まるか商店街でも意見を
出していかないとダメだと思うので行政も
商店街にもっと目を向けてほしい。
子ども館の駐車場はどうなっているのか。

まちづくり会社がどのような事業をやって
もらえるかが課題だと思います。
商店街にもっと目を向けていきます。
子ども館の駐車場の確保を検討していると
ころです。

1 ○

空調設備整備に係る環境検査について
小中学校の教室に空調設備を整備すること
によって環境検査の項目が変わり空気の検
査項目が増える。年に2回検査（夏と冬）を
実施している。

小中学校の体育館の空調をどうするかが課
題としてあります。

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

7 106 人事・組織

業務に係わる職員の対応について
市の担当者によって業務の対応に大きな差
がある。
担当者の個人的な感性によって仕事をして
いるのか。
仕事を進めるための指針とか方針とかある
のか。
市民に対する職員の対応に疑問がある。
現在は非常に良好な関係を築いている。

基本的に税収が減ってきており予算の削減
をしています。市全体で事業を執行してい
ますので方針が変わったのではなく担当と
して事業が出来なかったと思います。
予算的な制約の中で業務を行っており担当
は一所懸命にやっていますのでご理解くだ
さい。

○ 102 総務部 人事課

接遇も含め、市民サービスの向上に引
き続き努めていきます。
また、研修等を通し、職員の専門性を
高めることにも努めていきます。

8 102 コミュニティ

舟券売場について
舟券売場の建設が始まったが未だに反対し
ている人がいると聞いた。
いつ完成するのか。なぜ反対するのか理解
できない。

警察との協議も終わり来年の2月には完成す
ると聞いています。

○ 101 総務部 総務課

17



平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

私立幼稚園協会 対象者 ：　役員 日程： 10

平成30年10月1日(月) 会　場 ：　市長室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 701 子育て

利用料の無償化について
全日連から利用料の無償化について指針が
出ている。来年の10月から利用料が無償化
されるとのことである。
焼津市ではどのような対応をしていくの
か。

まだ具体的な話が市に来ていません。
分かり次第みなさんにお知らせします。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

31年度10月から幼児教育・保育の無償
化が実施される予定です。
幼稚園保育料を償還払いとするか、現
物給付とするかは今後検討していきま
す。

2 701 子育て

無償化に伴う認定こども園について
私立ではやっていないが市の方の対応がど
のようになっているのか。
市の状況をみているところである。

保護者の保育需要が更に高まっている状況
と認識しています。
市の子ども子育て支援事業計画では地域型
の保育で対応することになっていますが保
育需要との差が出ている状況となっていま
す。
認定こども園も踏まえてこれからの保育の
あり方について検討している段階です。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

私立幼稚園の一部でこども園への移行
を考えていく動きがあるため、市とし
ては優先して支援していきます。

3 701 子育て

一時預かりについて
母親が病気になった時などに子どもを一時
的に預かってもらえる施設がほしいとの声
がある。
子育て支援として対応している状況の中で
保育士が不足してきている。

短時間労働をしている人が増えている状況
のためその対応を検討しているところで
す。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

すでに焼津市でも一時預かり事業を実
施しています。
保育者確保として、家賃補助及び奨学
金補助を31年度から実施します。

4 701 子育て

認定こども園について
焼津市は認定こども園をどのようにしてい
くつもりなのか。

こども未来部長
今年度になり島田・藤枝・静岡市では待機
児童がゼロとなったが焼津市では23人いま
す。これはなぜかというと三市は認定こど
も園を整備してきたことで待機児童がなく
なった結果となりました。焼津市は地域型
保育事業を推進していくという考え方の中
で小規模保育事業を進めている状況です。
公立がやるべきことなのかも含め他市の状
況など見ながら認定こども園について考え
ていかなければならないと認識していま
す。子ども・子育て支援事業計画の見直し
をしていきたいと考えていますので皆さん
の意見等をお聞かせください。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

私立幼稚園の一部でこども園への移行
を考えていく動きがあるため、市とし
ては優先して支援していきます。

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
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地区
独自

市内
共通

部 課
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

No 種コード 種別 意見・要望内容

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

5 701 子育て

公立・私立・民間事業者等の話し合いの場
について
幼稚園や保育園、民間の小規模保育事業所
などの話し合いの場があるのか。
小学校に入れば皆同じような教育が受けら
れるが幼児期の教育水準の差を心配してい
る。

こども未来部長
乳幼児教育推進会議を27年に立ち上げまし
た。小規模も入ってもらって研修などをし
ています。
企業型の保育事業については県が実施する
立ち入り調査に立ち会っています。
保育士の資質の向上についてもしっかりと
見ていきたいと考えています。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

6 701 子育て

社会状況の変化に伴う保育の現状について
現在では母親の2/3が働いている状況で価値
観も多様化して保護者をとりまとめるのが
厳しくなってきている。
利用者（保護者）は子供を預けることが優
先され施設の質的なことはどうでも良いと
思っている。
今では利用者の権利意識ばかりが高くなり
子供たちの保育環境がおろそかになってい
るように感じている。

子どもを預けることが出来ればよいという
風潮が少し怖いと感じます。
幼い子どもはしっかりと親が面倒をみるこ
とが大切だと思っています。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

7 1207
公園・街
路・広場

公園の利用について※小川公園の利用状況
幼い子供を公園で遊ばせていた時にグラン
ドゴルフや少年野球などをしている人たち
から入って来るなと怒られた。
お母さんたちから怖いと言われた。
曜日や時間帯などで公園の利用を区別でき
ないものか。
平日はグランドゴルフをずっとやってい
る。休日は少年野球が独占している。夜間
はソフトボールをやっているので空いてい
るところがない。
乳幼児も安全で気持ちよく遊べる公園にし
てほしい。

独占的に使用している状況を少しづつ直し
ていきます。
既得権益の意識があるようだと問題なので
担当に改善するように言います。

○ 1206 都市政策部　 公園・地籍課

グランドについては、野球やグランド
ゴルフの利用からグランド使用申請が
提出していただき、許可をしておりま
す。利用頻度が多く小さな子供達が遊
べる遊戯広場等へボールが飛ばないよ
う防球ネットを設置した公園であるた
め、乳幼児が安全に遊ぶ広場として遊
戯広場等をご利用をお願いします。
なお、グランド利用者には、市民の皆
様が利用する場であるため、他の利用
者がいた場合、丁寧な説明をするよう
お願いしました。

8 701 子育て

幼稚園教諭の待遇改善について
幼稚園教諭の待遇改善を進めてほしい。
良い人材を確保していくためにも待遇改善
は必要だと思う。
幼稚園に来てくれる人材が不足してきてい
る。
良い人材がみんな保育園に行ってしまう。

どこまで出来るかは分かりませんが問題の
共通認識は必要と思いますので何でも相談
してください。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

子ども・子育て支援新制度への未移行
の私立幼稚園については、私学助成で
の対応と認識しています。

9 106 人事・組織

市職員の情報管理について
子どもの個人的な情報の扱いに注意してほ
しい。
外部に漏れることのないようにしてほし
い。

市の職員には守秘義務があります。
個人情報の取扱いについて改めて職員の教
育を徹底します。 ○ 102 総務部 人事課

個人情報の利用目的を常に意識するよ
う周知等を徹底していきます。
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地区
独自

市内
共通

部 課
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

No 種コード 種別 意見・要望内容

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

701 子育て 703 こども未来部 保育・幼稚園課

603 健康福祉 1702 教育委員会事務局 学校教育課

焼津市では、拠点校方式で支援学級を
開設しています。複数の学区の子ども
たちが集まるため、小集団が形成で
き、かかわりの中で学ぶことができま
す。昨年度まで、焼津東小学校の支援
学級は、５つの小学校区を抱えている
ことから、在籍児童数が増え、学校規
模に見合わない状態となっていたた
め、豊田小学校に支援学級を開設しま
した。支援学級を開設するには、在籍
者数や教室環境などいくつかの条件が
整うことが必要です。ここ数年で、焼
津西小学校に支援学級を開設すること
は、現在の状況では困難であります
が、適切な環境でよりよい特別支援教
育が推進できるよう、支援学級の開設
に努めてまいります。

11 701 子育て

公立幼稚園のあり方について
藤枝市と島田市には公立幼稚園がない。
焼津市は公立幼稚園がありこれからも存続
させていくのか。
公立幼稚園についてどのように考えている
のか。
これからは互いに特化した取り組みを進め
た方が良いと思っている。

私立幼稚園が出来ないところを公立が補っ
ていると考えています。
公立の役割をよく考えるとまだまだ公立は
必要だと思っていますので公立で出来るこ
とをしっかりとやっていきます。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

10 ○

気になる子どもの就学指導について
気になる子どもへの対応として園での対応
には限度がある。
もう少し行政の方で支援してほしいと思
う。
幼稚園から小学校に上げるための就学の準
備が非常に大変になっている。小学三年生
までは普通学級に通わせたいという保護者
が多い。支援員が不足しているので親のサ
ポートが必要となると言っている。特に西
小学校には支援学級がないため東小学校に
行くことになり人間関係が難しい状況と
なっている。西小学校に支援学級があれば
そのような事もなくなると思う。親はとて
も悩んで大変な思いをしている。

少し気になる子どもが増えてきていると感
じています。
支援学級をどのように強化していくのが良
いのか総合教育会議の中でどのような支援
ができるのか課題を認識していきます。
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平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

保育園協会 対象者 ：　役員 日程： 11

平成30年10月2日(火) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 701 子育て

保育士を補助する対応について
いま保育士が不足している中で保育士を補
助する保育補助者が園の運営を担ってい
る。保育補助者がいることで保育士が子供
たちにちゃんと向き合うことが出来てい
る。
保育補助者に対しても行政の支援をお願い
したい。
保育補助者が資格を取って保育士になるこ
ともある。

市では専門的な資格を有するOBを活用して
専門性の確保を図っています。
保育士補助者が資格を取得していくための
支援や保育補助者の支援の応援策について
どのようなことが出来るのか研究していき
ます。 ○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

平成31年度から保育支援者に対する補
助である「保育体制強化補助金」を実
施予定です。

701 子育て 703 こども未来部 保育・幼稚園課

106 人事・組織 102 総務部 人事課

保育士の確保は、全国的に大きな課題
であります。需要に見合った採用に努
めていきます。

701 子育て 703 こども未来部 保育・幼稚園課

保育者確保のため、平成31年度から家
賃補助及び奨学金補助を実施予定で
す。

106 人事・組織 102 総務部 人事課

子育て支援をさらに充実させるため、
保育士の確保を進めていきます。

4 701 子育て

一時保育の対応について
母親が少し仕事をしたいので預かってほし
いという要望が多くある。
また病気などで面倒を見れないため一時見
てほしいという事もある。
しかし現状は人員に余力がないので対応で
きていない状態である。

三つ子の魂百までとよく言われるので本来
は幼い子供はしっかりと親が面倒をみるの
が良いと思っています。大人の都合で安易
に子供を預けている現状は好ましいとは
思っていません。母親がパートで働いた賃
金で子供の保育料を支払っている状況はい
かがなものかと思います。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

5 701 子育て

長い労働時間を改善したい
いま保育士は朝7時から夜7時まで働いてい
る。保育士の中でも育児をしながら働いて
いる人もいる。
一般社会の労働環境が子育てしている人に
対しては労働時間を短くしてもらえるよう
な社会環境になれば保育士の労働時間も短
くなると思う。

利用料の無償化に伴う保育環境がどうなる
のか注視しています。
企業は労使関係があるので労働環境の改善
は難しい問題と聞いています。社会の変化
に伴う労働環境を適正に変えていくことに
ついて企業や商工会議所などと話をしてい
きます。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

2 ○

保育士の採用増について
公立の大井川保育園では以前は保育士が6名
いて18人を受け入れていたが現在では保育
士が3名しかいないので9人の子供しか受け
る事が出来ない。部屋も余裕があるので保
育士の採用を増やしてほしい。

来年度の職員採用をいまやっていますので
増員できるよう取り組みます。

3 ○

保育士の待遇改善について
奨学金の返済に係わる補助や家賃補助など
若い人たちへの待遇改善策について行政で
いろいろ考えてくれている事に感謝する。

良い人材を取り合う地域間競争のように
なってきており人材確保に係わる良い知恵
があったら教えてほしいと思います。
誰でも待遇の良いところへ行ってしまうの
で早く具体的な対応をしなければと思って
います。
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

6 701 子育て

認定こども園への移行について
近隣市では移行が進んでいる。焼津市では
まだ移行していない。
国の担当者は地域の実情に即した対応をし
てほしいと言っていた。
これから始まる利用料の無償化による保育
需要の変化が見えない。
市ではどのように考えているのか。

子ども子育て支援事業計画の見直しを考え
ています。現状をよく精査し保育需要も含
めて計画の見直しをします。長期的にどの
ようになるのか検討しているところです。
＜こども未来部長＞
32年が第二期となっていますので今年と来
年の二箇年をかけて第二期の計画づくりを
進めているところです。今年度はニーズ調
査をしていきたいと考えています。来年度
はその結果を受けて内容を練り直したいと
考えています。

○ 703 こども未来部 保育・幼稚園課

701 子育て 703 こども未来部 保育・幼稚園課

501 市民協働 501 市民部 市民協働課

701 子育て 703 こども未来部 保育・幼稚園課

1702 教育 1702 教育委員会事務局 学校教育課

生活科や家庭科の授業で、幼・保園児
との交流が行われています。またキャ
リア教育の一環として、保育士などの
「職業」について調べたり体験したり
する活動を行っている学校もありま
す。

7 ○

外国人の保護者からのクレーム対応につい
て
保育に伴うトラブルに対処するのに言葉が
通じなくて困っている。
専門的な通訳が必要と感じている。
その他にも保護者との対応に苦慮している
状況を知ってほしい。

市内の外国人が増えており和田地区や大井
川南地区ではフィリピン人が多く住んでい
ます。
日本語をしゃべれない日本人も居て行政で
も苦慮している状況があります。
小学校でも外国人の子どもに個別指導して
おり低学年は早く日本語を覚えるので支援
員が教えています。
ちゃんとした通訳が見つかって本当に良
かったと思います。
国で外国人への対応をしっかりしてもらう
ようお願いしていきます。

8

小中学校の児童生徒に子育てについて教育
をしてほしい
子どもたちに対して先生が将来の話をする
時に命をはぐくむ素晴らしい子育てについ
てしっかりと子どもたちに教育してほし
い。
そうすることで職業選択の一つに保育士が
あると思う。
人材の確保にもつながっていく。

子どもたちが保育士に憧れるような取り組
みが必要と感じています。
保育士は命を育む素晴らしい仕事であるこ
とをもっとPRできれば良いと思っていま
す。
イメージUPにつながるように行政も何が出
来るのか考えていきます。

○
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平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

やいづ観光案内人の会 対象者 ：　役員 日程： 12

平成30年10月3日(水) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 1001 商業・観光

観光資源の基盤整備について
やいづ観光案内人の会では案内に磨きをか
け観光案内に努めていくので行政は観光資
源への基盤整備を進めてほしい。

浜通りの整備について

検討しているところです。
花沢地区の整備について

いくのが良いのかを研究しているところで
す。

駅前の足湯の再整備について

す。
駅前の再整備について

してきましたが60年以上が経過し時代が変
わったのでもう一度整備していきます。

間がかかりますが相談しながら駅周辺を再
整備していきます。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

2 901 産業

八丁路の修復について
だいぶ痛んでいるようだが修復する予定は
あるのか。
浜通りのお祭りに展示してもらえるとあり
がたいと思っている。
焼津の宝であり市で修復してほしい。

市の所有物でないので手が出せない状況で
す。
しかし焼津の宝だと思っていますので行政
がどのように係わることが出来るのか少し
研究してみたいと思います。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

3 1703 文化財

小泉八雲を使った観光案内について
観光コースは創ってあるが八雲が焼津を気
に入ったのは海とマグロであると思ってい
る。
いま残っているのは海だけで当時のイメー
ジを残している。
これらを付け加えた観光案内をしていきた
いと考えている。

島田や藤枝には海がないため海を活用した
方策を研究しています。

○ 1705 教育委員会事務局 文化財課

4 1105 港・海岸

クルーズ船の誘致について
実際にスケジュール的にはどう考えている
のか。

目標は32年までに一隻呼びたいと思ってい
ます。
とにかく一隻呼び込まないと状況が分から
ないので32年にやります。
タワーと待合所を整備したいと考えていま
す。

○ 1104 建設部　 大井川港管理事務所

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

5 1001 商業・観光

黒潮温泉の復旧について
黒潮温泉を楽しみに焼津に来る人がいる。
出来るだけ早くに従前のようにお湯が出る
ように修復してほしい。

東海ガスさんが懸命に修復作業をしても
らっています。もう少しで復旧できる見通
しなので少し待ってほしいと思います。 ○ 1001 交流推進部 観光交流課

一部の施設には、昨年７月から順次黒
潮温泉の供給を再開していましたが、
２月に故障した井戸の修繕が完了し、
全ての施設で黒潮温泉の営業が再開で
きる見通しとなりました。

1703 文化財 1705 教育委員会事務局 文化財課

1001 商業・観光 1001 交流推進部 観光交流課

903 農政 902 経済産業部 農政課

市では森林を再生する取組として、森
づくり事業の紹介などを行っていま
す。花沢地区でも、県の森の力再生事
業を活用して、民間による森林整備が
行われており、引き続き、同事業によ
り荒廃した森林を再生する取組を進め
てまいります。

7 1101 道路・橋梁

県道416号線の愛称について
４１６は「シーム」と読めると思う。シー
は海でムは夢という思いで考えると「海の
夢街道」という愛称が頭に浮かんだ。
何か観光につなげることが出来れば良いと
思う。

一つの案として参考にさせてください。

○ 1101 建設部　 土木管理課

県道を管理している静岡県島田土木事
務所にご意見を報告しました。

8 1001 商業・観光

浜通りのお祭りに風鈴を使ってみたらどう
か
鈴虫は鰹節をエサにすると良く鳴くという
のでこれをヒントに鰹節の宣伝も含めて風
鈴を使ったイベントを企画してみたらどう
か。

関係団体とも話をしてみます。
良い意見をありがとうございます。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

9 1001 商業・観光

分かりやすい案内標識について
焼津を訪れるお客さんに分かりやすい案内
標識の整備を進めてほしい。
特に車で来る人たちを対象とした案内板が
ほしいと思う。

行政がやる方策を研究してみたいと思いま
す。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

6

花沢地区の放置林対策について
至る所に放置状態の竹林があり見た目が悪
い。地元の方々はどうするつもりなのか。
観光客の目から見ると大変に残念な状況で
ある。また日本坂に行く案内看板が壊れた
ままになっているので直してほしい。

所有者が居るので市が手を出すことが出来
ないので花沢地区の方々と相談し丁寧に話
を深めていきたいと思います。
案内看板の状況を確認してみます。

○
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平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

交通安全指導員会 対象者 ：　役員 日程： 13

平成30年10月3日(水) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 1101 道路・橋梁

ラウンドアバウトの整備について
大井川地区の藤守・下小杉地区に新たに造
るとのことだが進捗状況はどうなっている
のか。
今年は研修で長野に行く予定である。
ラウンドアバウトを見てくるが焼津市では
もっと増やしていくのか。
大富小学校のところの交差点に創るという
ことだったがどうなってしまったのか。

国の基準では30m弱の円形が必要となるため
一部用地を求める予定です。来年度中には
完成させたいと思っています。
関方の環状交差点には近隣の教習所が路上
講習でよく来ています。
関方では大きな事故はなくなりました。
長野県の飯田市は五差路をラウンドアバウ
トして焼津市よりも大きい環状交差点に
なっています。
大富地区では子供たちの危険が増すと思っ
ているようで少し様子をみているところで
す。交差点の交通事故を防ぐためにも環状
交差点は効果があるので出来る処から整備
していきたいと思います。
また信号機がいらないので災害時でも環状
交差点は有効だと考えています。
建設部長
今年度から一部工事に着手する予定で来年
度に完成させる計画です。
半田副市長
農地なので耕作が終わってから買収しその
後に工事に着手します。

○ 1102 建設部　 道路課

平成30年12月末に用地取得が完了し、
今年度末までに、交差点周囲の擁壁工
や排水構造物工の施工を完了する予定
です。来年度は、信号機の撤去や中央
島の設置及び舗装工などを行い、平成
32年３月末までにラウンドアバウトと
して供用を開始する予定です。

2 503 交通安全

交通監視システムについて
信号機等に交通状況などを監視するセン
サーなどを設置して交通安全に役立てるよ
うに出来ないか。

信号機の設置は県がやっていますのでその
ような話があったことを伝えます。

○ 502 市民部 くらし安全課

警察に報告しました。

3 503 交通安全

交通安全指導員会の会員について
大井川町の時から大井川地区は自治会単位
でやっていたので一度に人数が減るような
ことはなかった。焼津地区は自治会が係
わっていないため今回いっきに16人も辞め
てしまった。また新たな入会もない。
自治会推薦で会員になるようにお願いした
い。
現在は第1・第5・第6・第9自治会に指導員
がいない状態となっている。

市からも自治会に声をかけていきたいと思
います。

○ 502 市民部 くらし安全課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

4 803 ふるさと納税

ふるさと納税について
最近テレビなどで返礼品の事をやっている
がどうなっているのか。
返礼品も地場産品でない物や金に換える事
が出来る物にしているところがあるようだ
が焼津市はどうしているのか。

焼津市は当初は五割の返礼品でやっていま
したが総務省から三割にするよう指導があ
りいち早く焼津市は三割にしました。
返礼品の内容も資産になる物もやめて全て
地場産品にしました。

○ 803 水産部 ふるさと納税課

焼津市は総務省大臣通知にいち早く対
応しました。今後もふるさと納税の趣
旨に順守していきます。

5 104 庁舎建設

新庁舎の建設について
いつ着工していつまでに完成させるのか。

平成33年度までに完成するように取り組ん
でいます。
西側の空いているところに新庁舎を建設し
て引っ越ししてから現在の場所に駐車場を
建設する計画です。

○ 104 総務部 新庁舎建設課

新庁舎は、平成31年度から建設工事に
取り掛かり平成33年（2021年）５月の
開庁を目指して工事を行ってまいりま
す。現在の西側駐車場に新庁舎を建設
し、引越ししてから既存庁舎を解体し
て立体駐車場を建設する計画です。

6 503 交通安全

くらし安全課の対応について
交通安全指導員会の事務をくらし安全課で
やってくれている。
担当者は大変によくやってくれて本当に助
かっている。
今後もよろしくお願いしたい。

担当が一生懸命やってくれているようであ
りがたいと思います。

○ 502 市民部 くらし安全課
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平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

消費者連絡会 対象者 ：　役員 日程： 14

平成30年10月5日(金) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 1701 学校・幼稚園

学校給食の食品ロスについて
藤枝市で学校給食の食品ロスを無くしてい
く取り組みを始めたというが焼津市の学校
給食の食品ロスの現状はどうか。
まだ食べられる物を廃棄している現状を少
しでも変えていきたい。

献立など子供たちが食べやすいように工夫
しています。
食品ロスについては大きな課題として認識
しており状況を調べて報告します。

○ 1703 教育委員会事務局 学校給食課

地域の自然や産業に対する感謝の念を
育むため、焼津市の地場産業である水
産加工品を取り入れた献立を提供し、
栄養教諭による食に関する指導でも、
心身の健康、食への感謝等の授業を行
い、給食の残量を減らすよう指導して
います。また、年２回の残量調査結果
は各校に報告し、それぞれの実態に応
じた指導を進めています。
学校給食センターでは、生ゴミ処理機
を導入し、給食の残菜等の生ごみのリ
サイクルに取り組んでいます。

2 506 届出・交付

死亡手続きの窓口一本化について
家族が亡くなり市役所で手続きをしたが窓
口がそれぞれ異なり煩雑でややこしく慣れ
ていないため書類の不備などで何度も市役
所に行くことになって気が滅入った。
様々な手続きを一つの窓口で一度に済ます
ことが出来ないものか。
特に高齢者は足がなく何度も市役所に行く
ことが難しい。
市民が負担になっている手続きを少しでも
軽減できるよう考えてほしい。
大分県別府市には「お悔やみ課」があり一
つのところで一度で事務手続が出来るとい
う。

手続きを一本化できるか研究し改善するよ
う考えてみます。

○ 503 市民部 市民課

市民課では、ご家族がお亡くなりに
なった際に必要と考えられる手続きを
一覧表にした案内パンフレットを作成
中です。このパンフレットは、死亡届
出時に埋火葬許可証と併せて配布する
予定でおります。
なお、お亡くなりになった方の手続き
については、その方の公共サービスの
受給状況や資産状況などにより様々で
あるため、現時点では当市の現システ
ムで、情報の一元化は難しい状況で
す。このため先進地の現状などを参考
にして、研究してまいります。

3 602 長寿福祉

敬老祝い金について
88歳の米寿で三千円の祝い金をもらったが
市内の特定のところでないと使うことが出
来ないのでどこでも使えるようにならない
か。
もらうことが励みになるような有難く思う
ようなものにしてほしい。

祝い金についてはいろいろな意見があり対
応が難しいと認識していますので検討して
みます。

○ 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

取扱店舗につきましては、毎年４月に
募集しておりますので、使える店舗が
増えるよう広報していきたいと考えて
おります。

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

4 1702 教育

小学校の図書費の支給について
小学校と中学校では図書館を使う利用率は
小学校の方が多い。しかし小学校の方が図
書費は中学校よりも少ない。
また学校の児童生徒の人数により図書費の
支給に差がある。
学級数での支給にしてほしい。
基本的に必要な書籍があるため一律の支給
にしてほしい。

市内の状況を調べてみます。
教育委員会と毎月一回の会議があるので相
談してみます。
今後も図書に係わる予算の確保に努めてい
きます。

○ 1701 教育委員会事務局 教育総務課

各学校の図書費の算出方法について、
近隣市の状況を確認し、それを参考に
しながら、学校の意見も聴取し見直
し、検討をしていきます。

5 1601 市立病院

市立総合病院の医師の資質向上について
二ヶ月間も通院したが原因が分からず治ら
ないため他の病院で診察してもらうと直ぐ
に原因が判明し改善した。
医師数が増えていることは良いことだが
もっと資質の向上をしてほしいと思う。

毎月一回病院事業管理者と打合せを行なっ
ていますので今回の意見をしっかりと伝え
ます。

○ 1601 病院事務部 病院総務課

6 1601 市立病院

市立総合病院常勤医師の人員増について
常勤の医師が少ないため一ヶ月に2回しか医
師が居ないため他の病院に行ってほしいと
言われた。総合病院としていかがなもの
か。

全国的な医師数不足の中で医師を確保して
市民から信頼される病院になるようにして
いきます。
市立総合病院は安心拠点として整備してい
きたいと考えています。

○ 1601 病院事務部 病院総務課

7 1601 市立病院

市立総合病院の予約時間について
予約した時間に行っても1時間半も待たされ
たことがあった。何のための予約なのか分
からない。時間の調整をちゃんとすべき
だ。

待ち時間の調整についてメールなどで連絡
するシステムがあるので活用してほしいと
思います。 ○ 1604 病院事務部 医事課

8 1001 商業・観光

市内観光施策について
焼津に来てくれた人たちを市内に回遊させ
ることを考えてほしい。また消費の観点か
らは一カ所で全ての用が足りる施設がある
とよいと思う。
さかなセンターに焼津市民がもっと行くと
ころになってほしいと思う。

焼津市は昭和30年代に債権団体になった経
緯があり博物館や美術館などの施設があり
ません。
今後は見せる拠点づくりを進めていきたい
と思っています。
時代が変わってきているので行政も変わり
ながら交流人口の増加策を考えていきま
す。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

9 1103 公共交通

公共交通機関のあり方について
市内のバスの利便性が悪い。大井川地区の
人が市立総合病院へ行くのに藤枝駅まで
行って電車に乗り焼津駅からまたバスに乗
るという。
循環バスはあるが時間がかかって使い勝手
がとても悪い。

いま公共交通のあり方を検討しています。
循環バスは見直したいと考えています。
各拠点間を結ぶシステムが良いと思ってお
りデマンドタクシーも併用したシステムを
検討しているところです。

○ 1102 建設部　 道路課
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

10 1004 文化・交流

文化・芸術活動の環境整備について
焼津市は文化・芸術などへの教育や環境の
整備が近隣市町より遅れていると感じる。
人を育てる取り組みや子どもたちがもっと
文化・芸術活動に接することができるよう
に環境を整備してほしい。

文化とスポーツと観光を兼ねた部を新たに
創ったところです。
文化活動やスポーツ活動など民間で盛んに
活動してくれていますので行政は環境を整
備することでサポートしていきたいと思っ
ています。

○ 1002 交流推進部 文化・交流課
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平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

国際友好協会 対象者 ：　役員 日程： 15

平成30年10月10日(水) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

501 市民協働 501 市民部 市民協働課

1004 文化・交流 1002 交流推進部 文化・交流課

501 市民協働 501 市民部 市民協働課

1004 文化・交流 1002 交流推進部 文化・交流課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

1

ホームステイ受け入れについて
ホームステイ事業が難しい時代となった。
受け入れてくれる家庭が少なくなって来て
いる。一人づつ受け入れる家庭を探すのに
苦労している。若い家族が良いと思うが難
しい状況である。もう少しオープンになっ
て交流してほしいと思う。

ホストファミリーがみな英語を喋っている
事に驚きました。特に若い人たちは普通に
英語で会話しており、もっと多くの市民が
海外からの留学生を受け入れて交流できれ
ばよいと思っています。
今ではスマホを使って簡単に会話が出来る
時代となったので日頃からホームステイ先
を探しておく事が大切だと思います。

○

2

子供たちと外国人との交流について
焼津市の未来を担う子供たちにもっと外国
の事を知ってほしいと思う。特に若い人た
ちは外国のことを知らない人が増えている
ように感じて不安になる。もっと海外に出
て外国人とコミュニケーションを図る事が
大切だと思う。若い人たちがどんどん海外
に出て外国人と交流しながら学ぶ環境を行
政が支援することが大事だと考える。

大変に貴重なご意見をありがとうございま
す。

○
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

3 501 市民協働

市内に居住する外国人について
外国人との交流について
焼津市内には4千人ほどの外国人が住んでい
る。交流と親睦を兼ねてバス旅行を企画し
今年は9月に84人で山梨県へブドウ狩りに
行って来た。20年ほど続けているが人気が
あり大勢の外国人が参加してくれている。
全て派遣社員で近年ではフィリピン人が多
くなった。様々なトラブルもあるが今後も
続けていきたいと思う。工場などで日本人
が嫌うきつい仕事をしてくれている外国人
たちがもっと焼津を好きになってほしいと
思っている。
外国人の子供たちについて
学校に行かずにアパートなど家に居る子供
たちが多い。親に余裕がなく子供を学校に
行かせることが出来ないのだと思う。特に
フィリピン人の対応は難しくて生活環境が
違い過ぎるためトラブルも多い。
市でやっている幼稚園や保育園は上手く
やっているようだが私立の幼稚園は外国人
の子供たちへの対応がむずかしと聞いてい
る。
先生方が対応に苦労しているようだ。
言葉の問題や生活環境が違うためお互い大
変だという。
学校に行くことが出来ない子供たちがかわ
いそうだ。

焼津市の国際状況を見れば日本の状態が理
解できる事が分かりましたのでもう少し勉
強させてもらいます。国際交流が子供たち
の為にもなることが分かりました。市内の
状況をしっかりと調査してみます。
もっと多くの人たちが外国人と交流するこ
とが大切だと思っています。これからも市
民の皆さんと外国人とが交流を図りながら
前に進んでいきたいと考えています。

○ 501 市民部 市民協働課

4 501 市民協働

外国人を雇用している企業について
市内の工場などで働いている外国人たちが
日本人から暴言などの酷い扱いを受けてい
るという。雇用している企業はもう少し外
国人たちを大切に接してほしいと思う。

焼津市には45ヶ国から4千人もの外国人が来
ている。こんな多種多様な外国人が居る街
は県内で焼津市だけである。文化の違いや
生活習慣の違いが原因で日本の社会の中で
いろいろな問題を起こしていると思う。

特にコメントなし

○ 501 市民部 市民協働課
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

5 1702 教育

各小学校の児童数について
モンゴル国との交流で市内の各小学校を
回っているが各学校の児童数が大きく違っ
ている事に驚いた。豊田小学校はもの凄く
子供たちの数が多かった。西小学校も大勢
いた。一番少なかったのは南小であった。
こんなに児童の数に差があるとは思わな
かった。
子供の数の差が大きすぎるのはいかがなも
のか。

特にコメントなし

○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

小規模だからこそできることや、逆に
大規模だからこそのこともあり、それ
ぞれの学校規模の強みを生かした特色
ある教育を各学校で行っています。
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平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市ＰＴＡ連絡協議会 対象者 ：　役員 日程： 16

平成30年10月13日(土) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1701 学校・幼稚園 1701 教育委員会事務局 教育総務課

1702 教育 1702 教育委員会事務局 学校教育課

焼津市では、年10回の防災教育（防災
訓練を含む）を行うなど、子どもたち
に自分の身は自分で守るという力をつ
けています。また、地域の方にご協力
いただき、登下校だけでなく普段から
子どもたちの見守りをしていただいて
います。

1701 学校・幼稚園 1701 教育委員会事務局 教育総務課

1702 教育 1702 教育委員会事務局 学校教育課

自然災害の発生が予想される場合は、
情報を集めると共に、子どもたちの安
全を一番に考え休校等の判断をし、学
校と情報を共有しています。

1701 学校・幼稚園 1701 教育委員会事務局 教育総務課

1702 教育 1702 教育委員会事務局 学校教育課

教育活動においても、何より優先され
るものは安全安心であることはすべて
の学校で共通理解のもと進めていま
す。

4 602 長寿福祉

高齢者福祉の対応について
介護が必要になった時に家族が面倒をみる事
になるが負担がとても大きく介護するために
仕事を辞めなくてはならない人もいる。
経済的な負担も増して家族は大変な思いをし
ている。
行政としてどのような対策を講じているのか
知りたい。

市では特別養護老人ホームを増やす努力をし
ているところです。職員の確保も難しい状況
の中で市が出来ることは何でもしていこうと
やっている所ですが出来ないところを国の方
に言っていきたいと思います。 ○ 603 健康福祉部　 介護保険課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

1 ○

教育政策に係わる重点的な取組について
子供の安心安全に係わるソフト面での重点的
な取組について焼津市ではどのように対応し
ているのか？

国の指導要領に基づいた取り組みをしている
ところです。また総合教育会議の中で学校側
と行政側とが意見を出し合い議論しながら子
供たちの育成を図っているところです。
重点的な取組として「自立する力」の育成に
重点を置いています。
「豊かな感性」「確かな学力」「健やかな
体」を総合的に身に着けることによって発揮
できる力であると考えています。
安心安全の対策は地域で見守り隊を出してい
ただき子供たちを見守っているところです。

2 ○

災害時の対応について
自然災害時などの緊急時には命最優先で出来
るだけ早く対応方針を決定して情報を共有し
てほしい。

市としては危険が発生する可能性がある場合
には直ちに休校にさせるべきと考えていま
す。
判断は教育委員会でしているので総合教育会
議で意見を延べさせていただきます。

3 ○

行政が取り組む最優先の事項について
人の命に係わることを最優先に考えて行政を
してほしいと思う。

基本的には最優先に取り組むことは命を守る
ことだと考えています。
どのような仕組みの中でシステム化していく
のか議論を深めていきたいと思います。ご父
兄の皆さんの意見を教育委員会に出してほし
いと思っています。
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

5 1702 教育

特別支援学級への対応について
支援が必要な子供の面倒をみている特に母親
の苦労が大きくて大変な思いをしているが行
政はどのように対応していのか。

特別支援学級の児童の数が増えている状況で
す。軽度でも専門の施設で丁寧に対応した方
が良いという考えがあり父兄の負担が大きく
なっています。まずは子供たちへの対応を丁
寧にやっていくこと基本に総合教育会議で話
し合っていきたいと思います。

○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

日常的に子どもと接し、実態を把握し
ている担任等と教育相談の機会をも
ち、家庭と学校がより連携を深めて子
どもと接することで、家庭の負担が軽
減されることがあると思います。ま
た、こども相談センターでは、子ども
の養育や発達関する相談を受け付けて
いますので、利用していただくことも
可能です。

6 1702 教育

特色ある教育環境の創出について
子供の数が減ってきている中で特色ある教育
環境を創ることが必要と考えている。将来的
に少子化による教育環境が変化していく中で
各学校が特色ある取り組みをして魅力ある教
育をしていくことが必要になると思う。特に
子供たちの学力レベルを向上させる取り組み
が大事だと考える。

焼津市の状況は中規模校の扱いとなり子供た
ちにとっては教育環境が良好な状態だと思っ
ています。学力向上に係わる取組みとしては
小中一貫で教育すると学力が向上することが
あると聞いています。
この様な意見があったことを会議の中で話し
合っていきたいと思います。

○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

すでに各校でそれぞれの学校で特色あ
る教育を進めています。新学習指導要
領では「社会に開かれた教育課程」の
実現があげられており、そのためにも
地域と学校の連携・協働によるコミュ
ニティスクールの導入により、地域と
学校が相互補完しながら同じ目標に向
かって取り組んでいけるよう、具体的
な検討を進めていきます。

7 1702 教育

学区の見直しについて
地区内の児童は同じ中学校へ行けるようにし
てほしい。
駅北地区の子供たちは小学校は誰もが東小学
校へ通っているが中学校へ進学すると地区に
よって一部の子供が大村中学校ではなくて焼
津中学校へ行くことになっている。同じ学校
へ行かせてあげたい。

学区の見直しは大変に難しい問題として認識
しています。基本的には子供たちの気持ちや
思いを大切にしてあげたいと考えていますの
で総合境域会議の中で話し合っていきたいと
思います。 ○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

通学区域の適正化を図るための改正
は、児童・生徒の通学の安全確保、日
常の生活圏、学校規模の適正化等の教
育的配慮を基本とし、当該学校から２
ｋｍ程度までの地域を対象に行ってい
ます。今後も子どもたちと地域住民の
意思を尊重しながら、通学区の適正化
に努めます。

8 1101 道路・橋梁

通学路の安全対策について
豊田地区の道路環境は昔のままで大変に狭い
道路が多い。毎日子供たちの脇をスピードを
出して車が通っており大変に危険な状態であ
る。通学路のインフラ整備をしてほしい。

豊田地区は民間の宅地開発が進み急激に住む
人が増え道路環境の改善が必要と考えていま
す。そんな状態の中で子供たちの安全対策に
ついては優先的に取り組んでおり現在は応急
的にグリーンベルトなどを設置し安全対策を
講じている状況です。
いま豊田地域では将来的にどのようなまちづ
くりをしていくのかについて協議会を創って
話し合っているところですので子供たちの安
心安全対策についても良い意見を出してほし
いと思います。

○ 1102 建設部　 道路課

平成30年7月17日に学校関係者、警察、
道路管理者（市・県）による通学路の
合同点検を実施し、交通安全対策につ
いて検討しました。今年度は、市道五
ケ堀踏切北線について、側溝整備によ
る歩行帯設置を行いました。。今後も
引き続き、合同点検を行い、必要に応
じて対策を実施してまいります。
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

501 市民協働 501 市民部 市民協働課

1004 文化・交流 1002 交流推進部 文化・交流課

601 地域福祉 601 健康福祉部　 地域福祉課

201 まちづくり 201 総合政策部 政策企画課

1205 都市計画 1201 都市政策部　 都市デザイン課

11 803 ふるさと納税

ふるさと納税の返礼品対応について
国から返礼品の対応を見直すよう言われてい
るが焼津市はどうか。

総務省から指導があり焼津市はいち早く国の
指導に従ったところです。
焼津市は返礼品を三割にしました。
他の自治体の中には換金できるような豪華な
返礼品で納税額を増やしているところもある
と聞いています。

○ 803 水産部 ふるさと納税課

焼津市は総務省大臣通知にいち早く対
応しました。今後もふるさと納税の趣
旨を順守していきます。

12 1702 教育

学校教職員の働き方改革について
学校の先生方の働く環境を整えてやってほし
い。
子供たちの教育の質の低下にもつながる。

教職員は県の職員なので市では対応できませ
んが教育委員会でも教員が不足していると
言っていますので県に教員の増員などについ
て申し入れをしていきます。

○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

9 ○

外国人や障がい者との共存の取り組みについ
て
市内に外国人が増えており社会の中で共存し
ていく必要があると感じている。外国人と共
存する社会の構築を図ってほしい。
文化交流でデンマークの障がい者たちが焼津
に来た時に地域や市内に障がい者がいないが
どこにいるのか。と言われたという。社会が
障がい者たちを隠すような雰囲気があると感
じている。
垣根を取っていくアクションが必要と思うの
で心の部分のインフラ整備を進めてほしい。

2年前にデンマークの障がい者たちが焼津に
来てくれた時に直接このことを聴きました。
日本の社会はようやくデンマークのようにな
りつつある状況だと説明しました。焼津市と
して出来る事からやろうと公共施設の使用料
を無料化しました。障がい者の人達に対する
偏見などは少なくなっていると思います。健
常者も障がい者も共に気持ちよく安心して暮
らせる社会を創っていきたいと考えていま
す。
外国人の子供たちに日本語を教える支援員を
強化している状況です。
今後は外国人が増えていく状況が続くと考え
ておりまずは受け入れる体制の整備を始めて
いるところです。
これから外国人は増えていくことになるので
研究しながら前に進んでいきたいと思いま
す。

10

スマートIC周辺の活用プランについて
ダイヤモンド構想の中にある拠点として大井
川のスマートインターチェンジ周辺があるが
具体的にどのような整備を計画しているの
か。

焼津ダイヤモンド構想では「おもてなし拠
点」に位置づけています。いま地域の皆さん
といろいろ話し合っているところです。農地
をどうしていくかが課題となっています。商
業的に賑わう施設の開発をしていきたいと考
えています。

○
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平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

静岡福祉大学 対象者 ：　学生 日程： 17

平成30年10月15日(月) 会　場 ：　駅前キャンパス

地区
独自

市内
共通

部 課

1 201 まちづくり

焼津市の良いところについて

れておりどこにでもお店があって大きな街
という印象がある。

いうイメージがある。

る。遠くから来て焼津に入るとかつお節の
良い香りがしてくる。

に近いんだなと思った。

移動しやすいと感じた。

える魚が新鮮で安くて美味しい。

に美味しいので親は焼津に来ると必ず買っ
て帰る。

味で癖になるくらい美味しいのでお土産で
とても喜ばれる。

焼津にずっと住んでいると焼津の良さがわ
からないので貴重な意見をありがとうござ
います。
焼津市民は焼津が好きな人が85％くらい居
ますので皆さんの意見を参考にさせてもら
います。

○ 201 総合政策部 政策企画課

学生の皆さんの目線で、焼津の良いと
ころ、面白いところなどを教えていた
だきたいのと同時に、SNSなどでも発
信していただけるとありがたいです。

2 504 防犯

不審者が多い
焼津の街の中が暗くて怖い思いをした。駅
前や住宅地でも不審者が出るので怖い。焼
津は不審者が多いと感じるので夜の街を明
るくしてほしい。
郊外の田んぼ道は真っ暗で道か水路か分か
らないところもある。

なぜ不審者が多いのか調べてみます。

○ 502 市民部 くらし安全課

焼津警察署及び焼津地区防犯協会へ情
報提供をしました。

3 1001 商業・観光

焼津市には旅人が観光目的で手軽にステイ
できる場所がない。
また案内の内容が硬い感じがする。

一日ステイできる場所があれば良いと思う
ので少し研究してみます。
観光案内などは出来るだけ絵など使って分
かりやすくしていきます。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

4 701 子育て

ターントクル子ども館はどのような施設に
なるのか。
島田市の「おび・りあ」と同じようなイ
メージの施設になるのか。

ターントクルとは「たくさん来る」という
焼津弁です。木を使った砂場を造ったり美
術館のような落ち着いた雰囲気にしたいと
思います。
室内で安全で安心して遊ばせたいという意
見が多くあり子ども館を創ることになりま
した。

○ 701 こども未来部 子育て支援課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別 意見・要望内容

市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

5 1001 商業・観光

伊東市では毎年1月10日にまくら投げ大会を
開催している。観光をアピールするために
大学対抗でやっている。伊東には大学がな
いが若い人たちが集まってイベントを開催
している。
焼津市には大学があり若い人たちも多いの
で何か焼津っぽいお祭りや若い人たちが楽
しめるイベントがあったらと思う。
あまり手間がかからない面倒な準備を必要
としないイベントができれば良いと思うし
学生が参加しやすいと思う。

焼津にちなんだイベントを企画しますので
ぜひ参加してください。
いま焼津ウィークをやっていますが大学が
夏休みで皆さんは焼津に居ないので皆さん
が参加できるようなイベントを考えてみま
す。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

6 801 水産

観光客の来焼者をさかなセンターに案内し
た時にさかなセンターの看板の塗装が剥げ
ていて見にくくて分かりずらかった。
どれもこれも青い色を使っていている看板
が多くてよく分からないので観光客にも分
かりやすい看板を創った方が良いと思う。

さかなセンターに伝えます。

○ 801 水産部 水産振興課

7 1001 商業・観光

インスタ映えを狙った戦略で自然と広がり
若い人たちが集まっているところがある。
SNSを使った情報でインスタ映えする情報は
嘘がないので急激に若い人の中で広まって
いる。
インスタ映えを狙うなら自転車を使った何
か考えた方が良いと思う。自転車なら自由
に止まって写真が撮れるし若い人も使いや
すいと思う。
ちっとした気を惹く手法を使ってインスタ
映えのするものがあればと思う。

高草山から見る夜景は若い人たちに人気が
あると聞いていますので何かインスタ映え
するものを探してみます。

○ 1001 交流推進部 観光交流課

インフルエンサーによる観光スポット
の情報発信を行いました。

8 1101 道路・橋梁

自転車が歩道を通行していて怖いと感じた
時がある。もっと歩道が広ければ良いと思
う。
また大学から西焼津へ行く道がとても狭く
てすれ違いも出来ないところがある。

焼津の道は狭くて分かりずらいということ
も聞いていますのでまた状況をみてみま
す。 ○ 1102 建設部　 道路課

道路整備については、優先順位を定め
て順次整備を進めております。
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平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

消防団 対象者 ：　本部員 日程： 18

平成30年10月22日(月) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

1 2303 消防・救急

資機材整備について
様々な各種資機材を導入するに当り出来る
だけ資機材の小型化を図らないと運搬する
車両の大型化につながってしまう。
林野火災などでホースを中継する場合があ
るが「媒介金具」があると効果的で有効で
あると思う。

これからも様々なニーズに則した資機材の
整備に努めていきます。

○ 402 防災部 地域防災課

必要な資機材を消防団と協議し、資機
材整備計画を更新していきます。

2 2303 消防・救急

機能別消防団について
各方面隊の各分団でも平日の昼間の人員確
保が特に難しい状況であるため、それを補
う機能別消防団があると効果的だと思う。

平日の昼間と大規模災害に特化した機能別
消防団を考えているところです。あくまで
も団を補完する役割として機能別消防団を
考えていきたいと思います。

○ 402 防災部 地域防災課

消防団への加入促進を図るため、機能
別消防団員制度を平成31年4月1日から
導入する予定です。

2303 消防・救急 402 防災部 地域防災課

同上

101 自治会 101 総務部 総務課

4 1102 河川・水路

土のうステーションについて
市内に13カ所の土のうステーションを設け
るというが出来るだけ早期に数多く設置し
てほしい。河川課は維持管理を含めて検討
しているようだがもっと広範囲にあった方
が良いと思うので消防団詰所などにも土の
うを確保しておきたいと考えている。

市内の出来るだけ多くの場所に土のうがあ
れば良いと考えています。
造っておく方法と砂だけを常時確保してお
くやり方があるので使い勝手の良い方法が
あれば教えてください。

○ 1103 建設部　 河川課

公民館など市内13カ所に土のうステー
ションを年度内に整備する予定です。
消防団詰所への土のうについては、今
後検討してまいります。

5 903 農政

畑総農道の維持管理について
高草山にある畑総農道の案内が分かりにく
い。どこにつながっているのかがよく分か
らない。林野火災などがあった場合の対応
に支障を来す。また農道の維持管理をしっ
かりやってほしい。いざという時に使用で
きないのでは困る。

現地の状況をチェックします。

○ 902 経済産業部 農政課

畑総農道等の路線図を消防本部に改め
て提供しましたので、林野火災の対策
用として活用してください。また、維
持管理については、草刈りや清掃など
の日常的な管理を地元に担っていただ
き、市は枝払いや土砂の撤去を行うな
ど、役割を分担して実施しておりま
す。引き続き、地元自治会と協働して
農道の適切な維持管理を実施していき
たいと考えております。

3 ○

団員の確保について
団員のなり手が居ないのは雇用形態の変化
によって労働環境が厳しくなってきており
仕事中に一時抜けることが難しくなってき
ている。
家族との関わり方や仕事への影響などを考
えると入団する気持ちにならないのではな
いか。
また各地域の自治会に団員の確保について
相談しているがあまり効果がないので市長
から自治会長へ団員の確保について自治会
の協力を依頼することはできないか。

定数の管理は各地域で人口に差があるため
方面隊ごとに定数を設けることも検討した
方が良いと考えています。
自治会への協力依頼については早速に自治
会連合会へしっかりと言います。

分類 課
コー
ド

意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

団体名：
開催日：

No 種コード 種別
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地区
独自

市内
共通

部 課

分類 課
コー
ド

意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
No 種コード 種別

6 1001 商業・観光

観光の拠点づくりについて
花沢の里は昔からの家並みが今でも残って
おり歴史と文化を感じる大変に貴重な場所
だと思うので大切に守って行ってほしい。
焼津には温泉もあり観光客を増やすために
もこの地区を観光の拠点として整備して焼
津市の発展につなげてほしい。

畑総農道も含めて高草山全体(周辺の地域を
含めて)をこれからどのようにしていくか考
えているところです。

○ 1001 交流推進部 観光交流課
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平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

環境衛生自治推進協会 対象者 ：　役員 日程： 19

平成30年10月23日(火) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

19 1 1301 環境

河川清掃の対応について
上小杉地区は高齢化が進み河川清掃に出て
くれる住民が大変に少なくて困っている。
シルバー人材にお願いすることも考えてい
る状況である。市で何か良い方策はない
か。

人口減少社会となり奉仕活動の作業が大変
になってきていることは認識しておりNPO法
人などによる公に準じる組織を創っていく
ことも必要だと思っています。国でもそれ
らの対策を考えていると聞いていますので
市でもどのような対応が出来るのか検討し
てみます。

○ 1301 環境部 廃棄物対策課

環自協支部長会を通じて、市内河川清
掃の危険個所困難個所の把握を行っ
た。現在集計中であるが、調査結果を
河川課と共有し、今後、地域の負担を
減らす方法を検討していく。

903 農政 902 経済産業部 農政課

市では農地の適正利用が図られるよう
に、農地パトロールによる遊休化の未
然防止、各種事業を使っての荒廃農地
の解消に努めています。また、担い手
農家への集積を進めているところであ
り、相談窓口として「やいづ農業支援
センター」を設置しております。こう
したことから、農地の事でお困りの声
を聞いた際は、センター又は農政課を
ご紹介ください。

1205 都市計画 1201 都市政策部　 都市デザイン課

501 市民協働 501 市民部 市民協働課

1301 環境 1301 環境部 廃棄物対策課

19 4 1102 河川・水路

河川に降りる階段等の設置について
大富地区には大きな河川が五つある。河川
清掃で河床に降りる階段が必要のため河川
課に要望した。ようやく前の川に設置して
くれることになった。その他の河川にも順
次設置してほしい。

特にコメントなし

○ 1103 建設部　 河川課

３月末までに、前の川に１箇所階段を
設置します。その他の河川について
は、必要に応じて設置を検討したいと
考えております。

19 3 ○

外国人のゴミ出しマナー改善について
市内にたくさんの外国人が住んでいる。そ
の人たちのゴミ出しマナーが大変に悪い。
外国人を雇っている企業にゴミの出し方に
ついて教育するよう市から指導してほし
い。

現在フィリピン人が増えており文化や教育
の違いなどによってトラブルが生じている
状況だと思いますので生活する上でのマ
ナーなどをしっかりと伝えゴミ出しに係わ
る問題を改善していきたいと考えていま
す。

19 2 ○

耕作放棄地対策について
地域の至る所に耕作をしていないため荒れ
た農地が点在している。
そこにタヌキやハクビシンなどが住み着い
ている。
耕作放棄地を宅地化すれば流入人口の増加
にもなる。

個人所有のため難しいところがあるが県で
は耕作放棄地を集約していく方向で検討し
ています。しかし権利関係の問題で上手く
いっていないと聞いています。土地利用と
しては良好かつ安全な市街地の形成と無秩
序な市街化の防止を目的に市街化区域と市
街化調整区域に区分しており制度の趣旨か
ら市街化を抑制すべき市街化調整区域内の
農地を宅地化することは難しい状況です。

団体名：
開催日：

日程 No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

40



19 5 1102 河川・水路

栃山川堤防敷の整備について
栃山川の自然生態公園周辺の堤防敷は草木
が生茂りゴミの不法投棄が多発している。
綺麗に整備すれば不法投棄はなくなると思
う。

特にコメントなし

○ 1103 建設部　 河川課

除草作業につきましては、地元自治会
の皆様により、県のリバーフレンド
シップ制度を活用して、地域の環境美
化活動をお願いしているところであり
ます。

19 6 1101 道路・橋梁

石津川沿いの安全対策について
石津川沿いにあるグリーンベルトに柵と
ガードレールを設置してほしいと要望して
ある。市からの回答はH29年以降に設置を計
画するとのことだった。市に確認するとい
つやるかは決まっていないと言われた。

平成30年度中に手を付けていきます。

○ 1102 建設部　 道路課

転落防止柵は、平成31年３月末までに
国道150号から約60m区間について設置
し、来年度以降も継続して設置してい
きます。グリーンベルトについても転
落防止柵の設置に合わせて平成31年度
から設置していく予定です。

19 7 1301 環境

「カラスいけいけ」の設置補助について
市内のゴミ置き場に「カラスいけいけ」を
設置する補助をお願いしたい。全ての自治
会に普及するよう対応してほしい。

特にコメントなし

○ 1301 環境部 廃棄物対策課

３１年度予算で3,500千円の要求を
行ったが、今年度と同額の3,000千円
の内示となった。

19 8 1102 河川・水路

中島地区の河川整備について
中島川や泉川、清水川の柵板が痛んでいる
ので改修してほしい。

現地の状況を調べてみます。

○ 1103 建設部　 河川課

必要に応じて修繕等の対応を検討して
まいります。二級河川泉川の修繕箇所
については、河川管理者（県）へ市か
ら要望しました。

1301 環境 1301 環境部 廃棄物対策課

1102 河川・水路 1103 建設部　 河川課

安全で無理のない範囲で、地域の河川
清掃への御協力をお願いしたいと思い
ます。

19 10 1301 環境

海岸清掃に係わる上流域の市町住民の協力
について
海岸には河川の上流から出るゴミや流木な
どが散在している。焼津市の住民が上流域
から出るゴミを片付けているのに疑問を感
じる。上流域の住民に海岸の清掃を協力し
てもらうことは出来ないか。

他市町の首長が集まった時に状況を説明し
てみたいと思います。

○ 1301 環境部 廃棄物対策課

1301 環境 1301 環境部 廃棄物対策課

1702 教育 1702 教育委員会事務局 学校教育課

家庭科や理科で、ごみの減量や環境保
全についての授業を行っています。ま
た、毎日の清掃活動においても、ごみ
の分別等を意識した生活をしていま
す。

19 11 ○

ゴミ減量化に係わる教育について
ゴミを減らす活動をしているがゴミの出し
方や分別が上手く出来ていない。子供の内
から学校できちんと教育してほしい。子供
が親を指導してくれれば効果があると思
う。また他市から転入してくる人たちに焼
津市のルールをしっかり守るように転入手
続きの時に指導してほしい。

子供のころからゴミの出し方や分別の仕方
などを勉強することは大切なことだと思い
ますので学校との会議の中で話をしていき
ます。
また転入者に対してはしっかりと焼津市の
ルールを伝えます。

19 9 ○

川藻の繁茂対策について
市内のほとんどの河川では今年は例年以上
に川藻が繁茂している。
地元だけの対応は大変に困難な状況となっ
ている。

市だけの対応は難しいので県とも相談しな
がら川藻の対応を検討していきます。
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平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

民生委員児童委員協議会 対象者 ：　役員 日程： 20

平成30年11月1日(木) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

20 1 602 長寿福祉

介護タクシーについて
市内のAタクシーは介護タクシーを止めてし
まった。藤枝は2社まだやっている。行政に
は直接関係ないと思うが民生委員の立場で
言うと大変に不親切だと思っている。

介護タクシーをやることで会社のイメージ
を上げてほしいと思っていますので市から
もA社に介護タクシーをやってくれるようお
願いしていきます。
Kタクシーは介護タクシーをやってくれてい
ますので現場では混乱していないと聞いて
います。
これから高齢者が増えていく事を考えると
行政で何が出来るのか検討したいと思いま
す。

○ 603 健康福祉部　 介護保険課

20 2 601 地域福祉

民生委員の75歳定年延長について
いま民生委員をやっている人は75歳になる
と定年で辞めている。活動してくれる人が
少なくなって来ているので75歳の定年を延
長できないか。

民生委員児童委員のあり方も含めて定員の
問題なのか定数の問題なのか様々な角度か
ら検討していく必要があると思いますので
総合的に研究していきます。 ○ 601 健康福祉部　 地域福祉課

国の通知により「75歳未満の者を選任
するよう努めること」されています。
しかし、地域の事情により75歳以上で
あっても、手続きにより選任可能であ
り、当市でもその取扱いをしていま
す。

20 3 601 地域福祉

民生委員の活動について
民生委員の活動は大変だというイメージが
定着してしまっているため成り手がいない
状況である。
地域に精通した人材を自治会連合会から出
してほしいと思っている。
地元のことをよく知らない人が民生委員に
なってしまうと活動に影響があると思うの
で自治会から選出してくれるとありがた
い。
仕事をしている現役の人が民生委員をやっ
てくれているが思うような活動が出来なく
て困っている。

地域でしっかりやってくれている方々が民
生委員として活動していただき大変に助
かっています。
各地域での事情などもありますので現状が
どのようになっているのか調べて民生委員
の活動支援を自治会連合会へもお願いして
みます。 ○ 601 健康福祉部　 地域福祉課

各自治会の事情もあり、条件を付ける
ことは難しいことですが、民生委員の
活動を市民にもっと知ってもらうため
の広報活動を引き続き行い、広く認定
していただけるように努めていきま
す。

501 市民協働 501 市民部 市民協働課

1301 環境 1301 環境部 廃棄物対策課

大井川庁舎において転入手続きに来る
外国人と随行している関連する事業者
にごみの出し方について説明資料を渡
し、順次説明しているところです。ま
た、外国人のコミュニティや日本語勉
強会に出向きごみの出し方について説
明会を実施しているところです。

20 4 ○

外国人への対応について
この頃では派遣会社が空き家を買い取って
外国人たちを住まわせている。夜中に公園
などに集まって騒ぐ時もある。またゴミ出
しのマナーを理解していないためプラや生
ゴミなどを一緒に出して困っている。
外国人を雇用している企業は生活面での指
導をする責任があると思う。
外国人の子供たちも学校に馴染めず行かな
くなって遊んでいる子供がいる。行政では
外国人にどのようにレクチャーしているの
か。

急激に外国人が増えてきて様々なトラブル
が起こっており対応に苦慮しているところ
です。人材派遣制度に問題があるという意
見もあります。市でも外国人を雇用してい
る企業に生活面での指導をしっかりやるよ
うにお願いしていきます。

団体名：
開催日：

日程 No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
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20 5 203 広報広聴

同報無線による広報について
大井川町の時には同報無線の呼びかけは2回
やっていた。焼津市になったら1回になって
しまった。聞き漏らすことがあるので2回繰
り返してやったらどうか。

調べてみますが煩いという苦情も多くあり
ますのでどのような形がよいのか研究して
みます。
聞き取りにくいという意見もあるため高齢
者の独居の方などに補助して同報無線が入
るラジオを使ってもらうことにしました。

○ 204 総合政策部 広報広聴課

出来るだけゆっくりとした聞き取りや
すい口調で放送するよう努めてまいり
ます。

20 6 1705 公民館

公民館のバリアフリー化について
港公民館は二階へ車椅子で上がることが出
来ない。高齢者の会合も開催されているが
大変に不便を来している状況である。
また豊田公民館も同様である。

いま豊田公民館の建設基本構想を策定して
いるところです。
豊田公民館の次は港公民館の建替えを進め
ていきます。

○ 1704 教育委員会事務局 社会教育課

公民館更新の際には、バリアフリーを
前提として行うのが必須と考えていま
す。
豊田公民館については、バリアフリー
を基本として構想策定を行っていると
ころです。
港公民館については、公共施設マネジ
メントの中で検討していきます。

20 7 1702 教育

豊田第8自治会の小中学校の学区について
8自治会の子供たちは黒石小・焼津西小と学
区が分かれている。また中学校は大富中と
焼中に分かれて行っている。豊田地区の中
で学区が異なるため様々な事がやりづらく
なり難義している。豊田地区の学区が分か
れてしまったことで地域性が崩れてきてい
るので元に戻すことは出来ないものか。

豊田小学校の児童数が大幅に増えたため苦
労して学区を見直してきたと聞いていま
す。自治会の中で分かれてしまっている現
状は承知しており課題として認識しており
ます。まずは子供たちの事をよく考えなく
てはならないのでこの様な意見があったこ
とを教育委員会の方に伝えます。

○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

通学区域の適正化を図るための改正
は、児童・生徒の通学の安全確保、日
常の生活圏、学校規模の適正化等の教
育的配慮を基本とし、当該学校から２
ｋｍ程度までの地域を対象に行ってい
ます。今後も子どもたちと地域住民の
意思を尊重しながら、通学区の適正化
に努めます。
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平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市身体障害者福祉協会 対象者 ：　役員 日程： 21

平成30年11月2日(金) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

21 1 601 地域福祉

心のバリアフリーについて
県の合理的配慮の講演会で言っていたが車
椅子への対応などハード面の整備は二の次
で良く大切なのはハートだということだっ
た。誰もが手助けしあう社会を創っていく
ことが大切だと思う。
焼津市のフラットピタット安心プランを
もっと進めてほしい。

福祉の考え方が大きく変わって来ていま
す。今は共生の時代となって身体障害者の
皆さんが外に出るようになりました。よう
やく日本の社会も共生の世の中になってき
て本当に良かったと思います。 ○ 601 健康福祉部　 地域福祉課

21 2 1101 道路・橋梁

大井川スマートICについて
出来て大変に便利になったが入り口が分か
りずらいと感じている。
もう少し案内を工夫するなどして分かりや
すくしてほしい。

首都高速にある入り口のように出来るだけ
分かりやすくなるように検討してみます。

○ 1102 建設部　 道路課

現在、路面標示等により案内をしてお
ります。今後、案内が判り易くなるよ
う、対策を検討していきます。

21 3 601 地域福祉

役員の高齢化について
協会の役員の高齢化が進み会員の所を回る
のに苦労している。外出しない会員ばかり
となってしまったので役員が連絡して回る
のが大変になってきている。また協会の役
員も交代したいが引き受けてくれる人が居
ないので困っている。

どのような支援ができるのか少し考えてみ
ます。

○ 601 健康福祉部　 地域福祉課

ご希望があれば、協会のチラシを身体
手帳交付の際に窓口で配布する等の協
力は可能です。

21 4 601 地域福祉

交通手段の確保について
ウェルシップを解放していただき感謝して
いる。しかしウェルシップまで来る交通手
段がなくて困っているという。

特にコメントなし

○ 601 健康福祉部　 地域福祉課

21 5 601 地域福祉

ほほえみ号について
近隣への移動で利用させてもらっている
「ほほえみ号」があって本当に助かってい
る。日頃は外に出れない人たちだからみん
な「ほほえみ号」で外出することを楽しみ
にしている。

使っていただき感謝しています。どんどん
使ってください。

○ 601 健康福祉部　 地域福祉課

21 6 102 コミュニティ

地域の奉仕活動について
身体が不自由で高齢者だけの住まいのため
河川の草刈や地域の清掃活動などに参加す
ることが困難になっている。出不足料を払
おうとしたが自治会から断られた。今後の
事が心配である。

自治会でも同じような事を言っていますの
でどのようにしていくのが良いのか研究し
てみます。

○ 101 総務部 総務課

21 7 105 公共施設

公共施設使用料の無料化について
身体障害者たちが公共施設を使用する時に
無料にしてもらって本当に助かっている。

たくさんの方々に数多く使ってほしいと思
います。

○ 103 総務部 資産経営課

施設の使用料については、各施設で減
免を含めた使用料を検討することと
なっています。なお、総括は財政課で
す。

団体名：
開催日：

日程 No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
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21 8 1601 市立病院

市立総合病院のレベルUPについて
最新の医療機器類が導入されているので的
確に治療できる良い医師が居てほしい。難
しい難病や珍しい病気などもあるのでとに
かく腕の立つ医師を確保してほしいと願っ
ている。
資質の高い医師によって安心して診てもら
うことが出来る総合病院になってほしい。

毎月会合を病院としていますのでこの様な
意見があったことを病院側に伝えます。最
新鋭の機器がそろっている所には資質の高
い医師が来てくれるので病院の環境整備に
努めていくとともに腕の立つ良い医師の確
保を図っていきます。

○ 1601 病院事務部 病院総務課
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平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市手をつなぐ育成会 対象者 ：　役員 日程： 22

平成30年11月7日(水) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

601 地域福祉 601 健康福祉部　 地域福祉課

203 広報広聴 204 総合政策部 広報広聴課

22 2 1702 教育

教員の補助員にOB活用について
小中学校の教員を補助するためOBを活用し
てみてはどうか。

支援員を配置して教育現場の強化を図って
いるところです。資格を有する支援員が教
員の補助をしています。

○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

小学１年生の時期は、集団への適応が
苦手で、基本的な学習・生活習慣が身
に付きにくい児童がいます。それらの
児童の学習面・生活面を支援する「小
１サポーター」を、本年度は既に26人
配置していましたが、H31年度は更に
42人に増員し、小学１年生の全学級に
１人ずつ配置して、充実した学校生活
を送れるよう支援を強化します。この
小１サポーターには教員OBや保育士の
資格をもった方もいらっしゃいます。

401 防災 401 防災部 防災計画課

1102 河川・水路 1103 建設部　 河川課

駿河海岸では、国により、侵食対策と
して養浜・離岸堤の工事が行われてお
り、津波・高潮対策として、粘り強い
海岸堤防の改良が行われております。
併せて、市では、堤防嵩上げ工事を実
施しております。

601 地域福祉 601 健康福祉部　 地域福祉課

個別支援計画に変更があった場合の問
合先を記載するなど、来年度分の様式
について、検討します。

401 防災 401 防災部 防災計画課

22 5 401 防災

備蓄食料のアレルギー対策について
災害時に食物アレルギーをもつ人たちは非
常に大変な状況となると聞いた。市の備蓄
食料はアレルギー対策が施されているの
か。

防災部長
現在15万食のアルファ化米を備蓄していま
す。賞味期限が5年であるため毎年3万食づ
つ更新しながら保管しています。購入条件
としてアレルギー対策を施した物を購入し
ています。

○ 402 防災部 地域防災課

・アルファ化米の更新の際は、アレル
ゲン材料27品目不使用のものを購入・
備蓄しています。
・各家庭においても７日分の食糧や飲
料水の備蓄をお願いします。

22 4 ○

世帯家族調べの変更手続きについて
毎年6月頃に世帯家族調べをやっている。こ
れには要支援者の有無と状況の記載があり
災害時の個別支援計画の資料となっている
という。
提出後に内容の変更が生じた場合の対処法
が不明で心配している。
内容変更への対応について説明書に明記し
ておくべきだ。

ごもっともな事なので対応策を講じます。

22 3 ○

災害対応について
海岸の侵食が進んでいると感じている。津
波や高潮などの災害対応が気にかかる。対
策はどうのようになっているのか。

国や県では30年以上も前から沿岸部のハー
ド面での整備を実施してきています。更に
東日本大震災後に策定された防災計画に
よって津波や高潮に対する対策が何重にも
実施されつつあり減災対策が講じられてき
ています。

22 1

福祉関連情報の発信について
市民の理解を得る方策として広報誌での情
報発信がある。
福祉関連の情報を出来るだけ増やして多く
の記事を市の広報誌に載せてほしい。

工夫しながら出来るだけ多く掲載するよう
にしていきます。

○

団体名：
開催日：

日程 No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
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22 6 601 地域福祉

災害時の安否確認について
災害時の対応で成人の知的障がい者の安否
を確認する方策がない状態である。乳児や
幼児などは保健師が情報を共有しているの
で災害時の対応は出来ると思う。市が持っ
ている障がい者に係わる情報を共有化でき
れば災害時の対応が迅速にできると思う。

実際にどの様な事が出来るのか研究してみ
ます。

601 健康福祉部　 地域福祉課

個別支援計画には情報を記載すること
ができますので、作成をお願いしま
す。この計画の情報は、市や自治体等
で共有されますので、災害時に有効な
ものだと考えています。

22 7 601 地域福祉

ウェルシップでの訓練実施について
障害を持った子供たちと家族が毎年防災訓
練をやっている。福祉避難所となるウェル
シップで防災訓練をやりたいと申し入れた
が拒否されてしまった。ウェルシップを
使って防災訓練をしたいと思っている。

少し調べてみます。

○ 601 健康福祉部　 地域福祉課

訓練の内容により、会館としてできる
ことは受け入れることができるかと思
いますが、他の利用者もいますので、
配慮も必要かと思います。

401 防災 401 防災部 防災計画課

1207 公園・街路・広場 1206 都市政策部　 公園・地籍課

（仮称）大井川防災広場については、
今年度整備をしている多目的広場の芝
生の養生期間を設けた後に、一般開放
を予定しています。

2000 その他 202 総合政策部 秘書課

601 地域福祉 601 健康福祉部　 地域福祉課

201 まちづくり 201 総合政策部 政策企画課

1101 道路・橋梁 1101 建設部　 土木管理課

環境整備の状況に合わせて研究してま
いりたいと考えます。

1101 道路・橋梁 1102 建設部　 道路課

大井川庁舎において、バス停まで自転
車で来られる方のためのサイクル＆ラ
イド駐輪場（バス利用者優先の駐輪
場）の整備を検討しております。

601 地域福祉 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

401 防災 401 防災部 防災計画課

22 12 601 地域福祉

グループホームの取り組みについて
障がい者に対する市民の理解度が進んでい
ないと感じている。そこで各地域にある公
民館にグループホームが入ることが出来れ
ば地域で障がい者の面倒を見ていくという
方向になり大変に良いと思う。

社会環境が少しづつ前に進んできていま
す。
共生していく社会を創っていきます。

○ 601 健康福祉部　 地域福祉課

22 11 ○

福祉避難所の開設について
大規模な災害が発生した時に福祉避難所を
開設することになるが実際に則した運営が
できるように対策をしっかりやってほし
い。

訓練を通じて実際に則した対策を講じてい
きます。
机上の計画にならないように内容を精査し
ていきます。

22 10 ○

自転車を使ったまちづくりについて
焼津市はフラットなまちなので自転車を活
用したまちづくりをしてみてはどうか。サ
イクルタウンとしてのやいづをPRして
ウォーキングや市内周遊できる環境を整備
し愛称名がついた道路を数多く創ったら面
白いと思う。また自主運行バスを充実させ
自転車も一緒に載せることが出来れば乗降
者数も増えると思う。

まちづくりの参考にします。また現在、公
共交通のあり方について検討しており市民
が利用しやすい移動手段の確保を図ってい
きます。

22 9 ○

市長との面談について
障害を持って暮らす人たちの思いや気持ち
などを市長にもっと知ってほしいと思う。
市長と個人的に面談できるようにしてほし
い。

公務の空いた時間に面談することは可能で
すので担当に相談してみてください。

22 8 ○

避難施設の利活用について
津波避難タワーや防災広場などの避難施設
を日常的に使えるようにしてほしい。

どの様なことが出来るのか研究してみま
す。
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平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市ボランティア連絡協議会 対象者 ：　役員 日程： 23

平成30年11月8日(木) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

23 1 101 自治会

自治会役員等の人選について
地域の自治会活動に参加している役員など
の人選を始めたが新たにやってくれる人が
いないので困っている。
期間を短くしたり行事の数を減らすなどの
工夫をしているが新たにやってくれる人が
いない状況である。
行政として何かよい方策があれば教えてほ
しい。

自治会の活動に行政が直接係わることは出
来ないが自治会連合会からも同じような事
を聞いています。
組織のあり方も含め新たな仕組みづくりが
求められていると感じていますので状況を
整理するためにも現場で苦労している皆さ
んの意見を聴かせてください。

○ 101 総務部 総務課

601 地域福祉 601 健康福祉部　 地域福祉課

603 健康福祉 604 健康福祉部　 健康づくり課

健康づくり課では乳幼児健診を通し
て、お子さんの発達・発育を見ていま
す。心配なお子様につきましてはより
丁寧な対応を行い、切れ目のないよう
に、こども相談センターの支援へとつ
なげております。

701 子育て 702 こども未来部 こども相談センター

こども相談センターでは、家庭児童相
談、養育相談、発達相談などのあらゆ
る相談にワンストップで対応できるよ
うに、教員、保健師、保育士、臨床心
理士などの専門職員を含め23人の職員
体制で対応しております。

601 地域福祉 601 健康福祉部　 地域福祉課

401 防災 401 防災部 防災計画課

23 4 602 長寿福祉

高齢者の居場所づくりについて
ミニデイサロンでボランティア活動をして
いるが集まる高齢者たちはお茶を飲んで談
笑しているだけだ。楽しくやるのは良いこ
とだが何かもっと出来ることがあると思
う。庭の剪定や草取りなど高齢者たちにも
出来る事を手伝ってもらえるようにしてみ
たらどうか。

元気なうちはどんどん外に出て行ってほし
いと思いますので出来ることをできる範囲
でやれるような仕組みづくりを考えていき
ます。

○ 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

高齢者の社会参加を促す取り組みの一
つとして、本年度社会参加促進フェア
を開催しました。今後も高齢者の参加
の場が広がるよう取り組んでまいりま
す。

23 3 ○

災害時の対応について
市内では糖尿病疾患の患者が増えており大
きな災害の時の対応を心配している。また
要支援者の数も増えておりそれらの対応が
自治会や民生委員、行政など関係者の間の
取り組みについて横の連携が取れていない
と感じる。

日常のつながり合いが大切であると考えて
います。情報を共有化して各関係者の間を
うまくつなげるこができるよう現状に見
合った対応を研究していきます。

23 2

障がい児への対応について
障がいのある児童が増えているように感じ
ている。また精神の方に対する福祉の取り
組みとして相談体制をもっと強化し相談員
の数を増やしてほしい。

軽度の障がいを持つ児童が増えており心配
しています。
保健師が個別に回って様子を見ており早く
見つけて早く対処するように取り組んでい
ます。
支援員や特別支援学級などの取り組みを強
化しているところです。
現状に見合った取り組みを進めていきま
す。 ○

団体名：
開催日：

日程 No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
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601 地域福祉 601 健康福祉部　 地域福祉課

事前にご連絡いただければ、希望によ
り相談室をご用意します。

701 子育て 702 こども未来部 こども相談センター

こども相談センターでは、発達に遅れ
がある子どもに関する相談を３つの専
用の相談室で対応しております。
相談者のお気持ちに寄り添った対応を
心掛けておりますが、今後もより一
層、丁寧に対応してまいります。

23 6 601 地域福祉

相談体制の改善について
精神や知的障がい者へのボランティア活動
をしているが相談員が現場の状況を見ても
らいながら相談にも来てくれるような体制
にできないか。

前向きに検討します。

○ 601 健康福祉部　 地域福祉課

23 7 1102 河川・水路

河川の浄化について
だんごの会では河川の浄化をやっているが
小石川の駅前をきれいにしたいと思ってい
る。行政に無断で出来ないので承諾してほ
しい。

下流部は県が管理していますので管理者に
伝えます。

○ 1103 建設部　 河川課

河川管理者（県島田土木事務所）の許
可が必要な場合もありますので、浄化
の方法など、計画について、市河川課
もしくは、直接島田土木事務所へ相談
して頂きたいです。

23 8 1207 公園・街路・広場

ホタルの川づくりについて
市内にホタルが増えるように取り組みをし
ているが自然生態公園のホタルの川の水量
が減ってしまった。水量を確保したいので
施設の修繕をする予算をつけてやってほし
い。

状況を調べてみます。

○ 1206 都市政策部　 公園・地籍課

今年度、池に通じる横断暗渠の清掃を
予定しています。また、平成31年度に
ポンプの修繕を計画しています。

23 9 901 産業

サン・ライフ焼津の復旧について
黒潮温泉が止まった影響でサン・ライフの
お風呂も使えなくなってしまったが今の状
況はどうなっているのか。

もう少しで復旧しますので待っていてくだ
さい。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

23 5 ○

相談窓口のあり方について
障がいのある方と市に相談に行くが内容的
に話をしにくいと感じる。
担当が事務的であまり親身には感じられな
い。
また他の人への配慮もしてほしいと思う。

相談するのを見られたくない人も多いので
「こっそり来てそっと帰る」ことが出来る
ようにしたいと思っています。
また職員への教育を含め対応を改善してい
きます。
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平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

大井川赤十字奉仕団 対象者 ：　役員 日程： 24

平成30年11月12日(月) 会　場 ：　大井川福祉センター

地区
独自

市内
共通

部 課

102 コミュニティ 101 総務部 総務課

1101 道路・橋梁 1102 建設部　 道路課

24 2 1101 道路・橋梁

道路の補修について
狭い道路は傷んでいるところが多い。車の
すれ違いによって舗装の路肩が痛んでいる
ところが多い。
危ないので直してほしい。

市内の道路の状況を定期的にパトロールし
て点検しています。痛んでいる箇所があれ
は補修しますので破損個所などの情報を教
えてくれれば直ぐに補修させます。
都市政策部長
建設部の道路課道路維持担当まで連絡をお
願いします。

○ 1102 建設部　 道路課

路肩の損傷箇所について具体的な場所
を教えていただければ、現地確認し対
応します。

24 3 1101 道路・橋梁

大井川西小学校周辺の工事について
大井川西小学校周辺では長い期間にわたっ
て橋の工事や道路の工事などをやってい
る。いつになったら工事が終わるのか。

長い間、地域の方々には大変ご迷惑をかけ
ていますので一日も早く工事を完成させる
ように担当へ伝えます。
都市政策部長
既に橋は出来上がっており取り合いの所を
年度末までに完了させ工事が完成すると建
設部の道路課より聞いています。

○ 1102 建設部　 道路課

工事は、平成31年３月末までに完了す
る予定です。

24 4 302 税

納税相談について
以前は大井川地区でも納税に係わる出張相
談会をやっていた。
今日は予約をとって藤枝市まで相談に行っ
て来た。
もっと身近なところで納税に係る相談会を
やってほしい。

以前は巡回相談会などやっていたと聞いて
いますので税務署の方にこの様な意見が
あったことを伝えます。

○ 302 財政部　 課税課

住民税に関する申告相談につきまして
は、現在、3月上旬から中旬にかけて
大井川保健相談センターで開催してお
りますので、お気軽にご相談くださ
い。

24 5 1101 道路・橋梁

スマートIC周辺の安全対策について
大井川西小学校の近くにスマートICが出来
て車の数が増えた。
子供たちの安全対策を進めてほしい。

特にコメントなし

○ 1102 建設部　 道路課

平成30年7月20日に学校関係者、警
察、道路管理者（市・県）による通学
路の合同点検を実施し、交通安全対策
について検討しました。今年度は、市
道1076号線ほか２路線へグリーンベル
トを設置しました。今後も引き続き、
合同点検を行い、必要に応じて対策を
実施してまいります。

24 1 ○

照明灯の整備について
子供が自転車で帰って来る時に電灯が少な
くて暗くて怖いと言っていた。
もっと街の中を明るくしてほしい。

特にコメントなし

団体名：
開催日：

日程 No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
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24 6 701 子育て

放課後児童クラブの支援員増員について
子供たちの環境を整備することは大切なこ
とであるがそこで働く人員の不足が深刻で
ある。特に若い支援員の方々が集まらず
困っている。世話をする人を充実していか
ないと放課後児童クラブそのものが機能し
なくなってしまう。

市では子供たちの環境整備に努めています
がそれを支える人材の確保の問題は大きな
課題として認識しています。事業主体と調
整し待遇改善などを図りながら若い人が憧
れるような仕事づくりを進めていきます。

○ 701 こども未来部 子育て支援課

24 7 503 交通安全

運転免許証返納に係わる支援策について
免許を返納した人は移動する手段としてタ
クシーを多く使っている。行政で免許証を
返納した人にタクシー代の割引などの支援
をしてほしい。

運転免許証を返納した方々への対策を警察
などの関係機関に相談していきます。市で
は公共交通のあり方検討を始めており利用
者の利便性の向上を図るため循環方式を見
直ししてデマンドタクシーなどと併用した
システムにしたいと考えています。

○ 502 市民部 くらし安全課

県警が実施する「運転免許自主返納者
サポート事業」において、バスやタク
シーの料金割引などのサービスが受け
られます。
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平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津赤十字奉仕団 対象者 ：　役員 日程： 25

平成30年11月13日(火) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

401 防災 401 防災部 防災計画課

ハイゼックスや赤十字奉仕団の活動に
ついては、自主防災会との打ち合わせ
や防災訓練などで広報していきます。

203 広報広聴 204 総合政策部 広報広聴課

広報やいづ12月1日号に「地域に根ざ
した赤十字活動をしています」という
記事を掲載し活動内容の紹介や団員の
募集などについて広報しました。

601 地域福祉 601 健康福祉部　 地域福祉課

101 自治会 101 総務部 総務課

25 3 1201 住宅

自然災害に対する事前の対応について
大阪北部地震後に隣地にあった他人のブ
ロック塀を自費で撤去した。
子供たちの安全を確保することは自分たち
の責任と考えて事前にリスクを排除した。
補助金ありきではない取り組みは大切なこ
とだと思う。

素早い対応に感謝します。補助制度を使わ
ずに対処した行為について市でも少し研究
してみます。

○ 1202 都市政策部　 建築指導課

401 防災部 防災計画課

402 防災部 地域防災課

401 防災部 防災計画課

402 防災部 地域防災課

25 5 401 防災 ○

災害時の仮設トイレについて
女性は洋式の方が使い勝手がよいと考えて
いるので仮設トイレも市全体で考えてほし
い。

仮設トイレの備蓄も進めています。また公
園などにマンホールトイレも設置していく
計画です。

25 4 ○

災害時の生活用水の確保について
水道施設が被災すると水道水が使用できず
生活用水や飲み水の確保が困難になる。
身近な場所に汲み上げ式の井戸があると緊
急時に安心だ。

市では各避難所に浄水器を配備しました。
プールなどの水を飲料水として利用する計
画です。井戸も有効と考えますので研究し
てみます。

401 防災

25 2 ○

焼津赤十字奉仕団への入団について
入団してくれる人が居ないので自治会から
選出してほしい。

市と自治会は別組織ですので具体的な申し
入れは出来ませんが入団の協力につてお願
いしていきます。

25 1 ○

災害時の対応PRについて
簡易でコスト的に優れた災害救援用炊飯袋
「ハイゼックス」があるので災害時に包装
食袋でつくる非常食について広報してほし
い。
また焼津赤十字奉仕団の活動について広報
してほしい。

広報やいづで防災関連の記事と共に掲載し
ます。

団体名：
開催日：

日程 No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

石津西公園と（仮称）大井川防災広場
にマンホールトイレの整備を進めてい
ます。また、防災倉庫や避難所など
に、災害用仮設トイレや簡易トイレを
備蓄しているほか、関連企業と協定を
締結し、速やかに調達できる体制を整
えています。
なお、各家庭においても、食料や飲料
水のほか、携帯トイレや簡易トイレの
備蓄もお願いしています。

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

市では、給水車等による応急給水を実
施するとともに、県等の支援を受ける
体制も整えています。
各小中学校にはプールの水などを飲用
とするための浄水装置を配備している
ほか、耐震性貯水槽を石津西公園や清
見田公園などに設置し、災害時の水の
確保に努めています。
井戸については、自主防災会による取
り組みを支援していきます。
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25 6 110 選挙

若年層の投票率向上について
18歳から選挙が出来ることになり出前講座
などで高校生に啓発したところ投票率が
40％程度になった。しかし20歳頃になると
投票に行かなくなってしまう。若い人たち
が選挙に関心を示さないのが心配である。

市でも出前講座などを通じて若い人たちが
選挙に関心を持ってもらえるよう対策を講
じていきます。

○ 101 総務部 総務課

25 7 603 健康福祉

子供の親の再教育について
気になる子どもをもつ親たちをどの様にサ
ポートしていくのか悩んでいる。幼稚な親
もいる。神経質な親もいる。一概に接する
ことは出来ない。親も育てていく必要性を
感じる。眼と眼を見て親身に話をすること
がとても大切だと感じている。

市でも窓口などで言葉の使い方一つでトラ
ブルになることがあります。言い方や言葉
遣いなどを勉強しなおすことも必要と考え
ています。
相手が受ける印象で大きく変わってしまう
ので難しい問題だと認識しています。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

子育て中の家族を取り巻く環境は大き
く変化しており、家族の価値観やライ
フスタイル、抱える問題が多様化して
いて、支援をしていくことが容易では
ないと感じています。これからも繰り
返しの支援を通して信頼関係を築き、
必要な時は他の関係機関と連携をもっ
て対応していきたいと考えておりま
す。

25 8 1702 教育

教育現場の支援強化について
教育環境整備で低学年サポーターを強化す
るとのことだが発達障害の子供が増えてい
る中で教師をサポートする体制がどのよう
になっているのか知りたい。

焼津市は県内でも支援員の数は多い方で教
師を補佐する資格を有する支援員の配置を
強化しているところです。

○ 1702 教育委員会事務局 学校教育課

小学１年生の時期は、集団への適応が
苦手で、基本的な学習・生活習慣が身
に付きにくい児童がいます。それらの
児童の学習面・生活面を支援する「小
１サポーター」を、本年度は既に26人
配置していましたが、H31年度は更に
42人に増員し、小学１年生の全学級に
１人ずつ配置して、充実した学校生活
を送れるよう支援を強化します。この
小１サポーターには教員OBや保育士の
資格をもった方もいらっしゃいます。

25 9 202 情報

電子自治体Eガバメントやいづについて
AIを活用していじめ相談や自殺相談など24
時間体制で子供から若い人も利用できる
サービスは大変すばらしいと思う。

特にコメントなし

○ 203 総合政策部 情報戦略課

25 10 110 選挙

商業施設での期日前投票所開設とネット投
票について
イオンに期日前投票所が出来て大変に便利
になった。もっと投票するのが便利になれ
ば選挙に行くと思う。またネットで投票で
きるようになれば更に便利になると思う。

国では電子投票について検討していますが
チェック体制が難しくて多額の経費が必要
となり本市ではまだ実施していません。

○ 101 総務部 総務課
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平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市保健委員協議会 対象者 ：　役員 日程： 26

平成31年1月21日(月) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

26 1 101 自治会

自治会の再編について
小川第12自治会は市内で最も世帯数が少な
くて自治会の様々な行事などをやるのが難
しくなってきている。保健委員を選出する
のも大変になり困っている。

自治会は独立した組織であり行政は直接的
に関わっていませんが人口が全体的に減少
しているため組織の再編を検討しているこ
とは承知しています。自治会組織のあり方
を含め検討が始まったところです。今後は
自治会を超えた様々な団体等が河川の清掃
や樹木の管理など出来る事をやっていく事
になると思います。地域が負担にならない
ようやっていきたいと考えています。

○ 101 総務部 総務課

26 2 801 水産

さかなセンターへの案内について
集客施設である焼津さかなセンターへ道案
内する看板などがほしいと思う。インター
チェンジを出てからさかなセンターへ行く
道がよく分からないと言っていた人がい
た。もっとＰＲ看板などがあっても良いと
思う。

たくさんの人が来てくれているので分かり
やすい案内が出来るように検討するよう会
社へ伝えます。

○ 801 水産部 水産振興課

26 3 701 子育て

子育て支援について
現状は高齢者対策を主にやっている。もっ
と子供たちに目を向けてほしいと思う。特
に幼い子供がいる親のサポートを充実させ
てほしい。静岡市では緊急サポートセン
ターという子供が病気になった時の支援制
度がる。仕事をしている人に対する子育て
支援を充実させてほしい。

焼津市でも病時保育と病後保育をやってい
ますが仕事をしている人がよりサポートを
受けやすくなるよう研究してみます。

○ 701 こども未来部 子育て支援課

26 4 603 健康福祉

特定健診の受診率向上について
受診率を上げることで病気の予防につなが
り市の負担も軽減される。また国などから
の補助金も入ってくる。もっとＰＲして受
診率を向上させるべきだ。受診したらお土
産がもらえるような工夫が必要だと思う。

これまでも受診率向上の取り組みを推進し
てきましたがより一層の向上が図られるよ
うＰＲの仕方を工夫し研究していきます。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

毎年、受診率は向上していますが、ま
だ目標値には届いておりません。
今年度より焼津市でも特定健診集団健
診が日曜日に行われます。
市民の皆様が受けやすい健診体制を整
え、生活習慣病予防重症化予防をさら
に充実させていきたいと思います。

401 防災部 防災計画課

402 防災部 地域防災課

日程 No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

団体名：
開催日：

分類 課
コー
ド

○

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

発災時の切迫した状況下で、迅速な行
動を取るためには、繰り返し訓練する
ことが大切と考えています。
訓練をより効果的に実施するように必
要な見直しや新しい取組みも行ってい
きます。
各家庭においても非常持出品、備蓄品
の準備や確認を継続的に実施していた
だきたいと思います。

401 防災

防災訓練について
いつも同じような訓練をやっておりマンネ
リ化していると思う。

これまで自治会の防災委員が主体となり訓
練を年に3回やってきました。様々な状況を
考慮し効果的な訓練になるよう最近では夜
間訓練やシェイクアウト訓練などを取り入
れ実施していますのでご協力ください。

26 5

54



26 6 1102 河川・水路

道路維持について
恵比寿講前の道路は水路に蓋をして歩道に
した。地元では掃除が出来なくて困ってい
る。市で定期的に掃除をしてほしい。

現場の状況を調べてみます。暗渠の土砂を
取り除く手段として高圧放水が効果的なの
で地元消防団にお願いしてみます。 ○ 1103 建設部　 河川課

水路断面が大きい暗渠で地元対応が難
しいことから、土砂の堆積状況に応じ
て、市で浚渫を実施してまいります。

26 7 801 水産

さかなセンターの整備について
たくさんの観光客が来る焼津さかなセン
ターには地元の人は行かない。年々さびれ
てきているようにも感じる。施設が古くな
り生鮮品を販売しているのに夏場では冷房
もされていない。焼津に客を呼び込む施設
にしてほしい。

焼津さかなセンターは年間に約170万人もの
人が来ています。出来てから30年が経過し
施設も老朽化したため会社ではニューアル
を計画していると聞いています。現在の場
所に営業しながら建て替えする計画のよう
です。

○ 801 水産部 水産振興課

26 8 1207 公園・街路・広場

桜の木の維持管理について
小川第13自治会には桜の並木道がるが手入
れがされていない。市内にある桜の木の管
理は市がやっているのか。

過去に地元などが桜を河川などに植えてき
ました。法律が変わって今では河川内には
植えることができなくなりました。虫がつ
くので消毒などは市がやっています。枝な
どが支障となったりした時には市に相談し
てみてください。

○ 1206 都市政策部　 公園・地籍課

市内の桜並木については、市が管理し
ているものと、地元で管理しているも
のがあります。小川第13自治会にある
黒石川沿いの桜並木については、毎
年、パトロールを実施しながら消毒や
支障枝の剪定等の業務を市が実施して
います。

26 9 901 産業

企業誘致について
市内にコストコやスタバといった人気のあ
る商業施設を誘致してほしい。

焼津市は交流人口が多いため進出したいと
考えている企業がたくさんありますので今
後も企業誘致に努めていきます。 ○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

進出希望の企業様との条件確認を丁寧
に行い、できる限り、進出希望企業様
の希望に添えるよう支援してまいりま
す。

26 10 1204 駅前広場

焼津駅のトイレについて
南口にあるトイレはペーパーがない。ペー
パーは自販機で売っている。トイレット
ペーパーを設置してほしい。

現在の南口トイレはＪＲの施設なので市で
は対応できません。
市では駅を含めて再整備をしたいと考えて
いますのでもう少し待っていてください。

○ 1201 都市政策部　 都市デザイン課

26 11 602 長寿福祉

認知症患者のいる家族への支援について
世話をしている家族を支援することを考え
てほしい。気軽に相談できるような場所が
ほしい。また症状などに係わる勉強会など
も開催してほしい。

認知症患者の世話をしている家族の負担を
出来るだけ軽減させたいと思っていますの
で大きな課題として整理していきます。

○ 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

市内の地域包括支援センター、認知症
家族会、認知症カフェなどで相談を受
け付けています。また、認知症サポー
ター養成講座では認知症の症状や本人
への接し方などについて学ぶことがで
きます。

26 12 803 ふるさと納税

ふるさと納税について
焼津市は返礼品の割合を３割にした。カニ
がとても小さくなり残念だとの声がる。
返礼品のチェックはどのようにしているの
か。

総務省の指示に従い焼津市はいち早く返礼
品を３割にしました。今後も地場産品を主
体に取り組んでいきますのでご理解くださ
い。

○ 803 水産部 ふるさと納税課

焼津市は総務省大臣通知にいち早く対
応しました。今後もふるさと納税の趣
旨を順守していきます。返礼品につき
ましては提供業者の協力のもと出品し
ております。

26 13 603 健康福祉

大井川の保健センターについて
行事が無い時は閉まっており焼津の保健セ
ンターへ連絡することになっている。わざ
わざ焼津まで出向くことが難しい人もい
る。大井川庁舎の中で対応できるようにし
てほしい。

使用者にもっと分かりやすい方策となるよ
う連絡体制を含め研究してみます。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

保健相談センターが閉庁しております
が、大井川庁舎でも事務の一部につき
まして対応させていただいておりま
す。保健相談センターの利活用につき
ましては、今後も検討してまいりま
す。
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26 14 105 公共施設

公共施設の使用料について
大井川地区では以前は小学校の体育館を無
料で使用していた。今は有料となってし
まって盆踊りの練習をする場所がなくて
困っている。
一年中踊れるように施設の使用料を無料に
してほしい。

広場を使う方法など練習しやすい環境の整
備を研究します。

○ 103 総務部 資産経営課

施設の使用料については、各施設（今
回は学校開放のためスポーツ課）が使
用料を検討することとなっており、総
括は財政課がやっています。

603 健康福祉 604 健康福祉部　 健康づくり課

801 水産 801 水産部 水産振興課

603 健康福祉 604 健康福祉部　 健康づくり課

1601 市立病院 1601 病院事務部 病院総務課

1001 商業・観光 1001 交流推進部 観光交流課

203 広報広聴 204 総合政策部 広報広聴課

26 18 104 庁舎建設

新庁舎の防災対策について
現在の場所に平成33年度に新庁舎が完成す
るというが津波のことが心配なので防災対
策がどうなっているのか教えてほしい。

人口減少傾向が続く中で出来るだけコスト
を抑え効果的な場所として総合的な評価に
基づき現在の場所となりました。最大想定
の津波Ｌ2での浸水は1.6ｍが想定されてい
ます。計画では一階フロアー部分を空け万
が一の対策を講じています。また東海地震
クラスでは浸水しないとされています。少
し安心していただいて正しく恐れてほしい
と思います。

○ 104 総務部 新庁舎建設課

新庁舎は、万が一の浸水に備え執務室
を２階から配置することとしていま
す。また、最上階に非常用発電設備を
設置して電源を確保する計画です。

26 19 101 自治会

保健委員協議会に係わる自治会の協力につ
いて
自治会組織の中で保健委員に対する認識が
低くい。特に町内会長の認識が無くて困っ
ている。市から自治会へしっかりと指導し
てほしい。

自治会連合会の町内会長にもしっかりと引
継される体制を創っていきたいと思いま
す。

○ 101 総務部 総務課

○

処方薬の廃棄問題について
処方された薬475億円分が廃棄しているとい
う。いま処方薬の廃棄が問題となっており
残薬が少なくなるような取り組みが必要と
思う。患者への負担も軽減できるので全体
的に無駄をなくして負担を減らしてほし
い。

毎月の病院との会議の中で話題にしていき
ます。大切なことなので病院や薬剤師会と
も話し合っていきたいと思います。

26 15

減塩対策について
焼津の特産品である練り製品や干物などは
塩分が多い。健康維持のために塩分が少な
い食品の開発をお願いしたい。減塩対策に
つながるような取り組みを進めてほしい。

焼津の味は濃いと思っており減塩対策につ
いて前向きに研究していきたいと思いま
す。

○

26 17

花火打ち上げのＰＲについて
12月24日と1月12日に花火の打ち上げがあっ
た。見物する人も少なくて残念だった。と
ても綺麗な花火だったのでもっと告知を
しっかりやって多くの市民に見てほしいと
思った。

行政がやるＰＲは万全ではないと感じてお
り試行錯誤している状況です。今後も工夫
しながら広報に努めていきます。

○

26 16
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平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

焼津市シルバー人材センター 対象者 ：　役員 日程： 27

平成31年1月22日(火) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

27 901 産業 901 経済産業部 商業・産業政策課

現在、シルバー人材センターとサンラ
イフの指定管理者との間で業務連携を
し、パソコン教室を開催しています。
高年齢者の方々の豊富な経験と技術や
知識は貴重であり、今後も連携を継続
し、講座等実施していきたいと考えて
います。

27 602 長寿福祉 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

27 2 602 長寿福祉

高齢者の健康づくりについて
大井川町時代から高齢者の健康維持に係わ
る活動を続けている。5～6年ほど前からは
脳トレーニングもやっている。市内の様々
な施設から依頼も多くあり活動も順調に
行っている。

前向きに外に出ていき社会とつながる取り
組みは大切だと思っていますのでこれから
もご協力をお願いします。

○ 604 健康福祉部　 健康づくり課

1004 文化・交流 1002 交流推進部 文化・交流課

1801 振興公社 1801 公社 焼津文化会館

27 4 701 子育て

放課後児童クラブについて
近年は働く父母が多くなり放課後児童クラ
ブを利用する子供たちが増えてきている。
特に夏休み期間は二交代制で実施した。消
防法で三階以上の場所を使用する場合は外
付け階段の設置が義務付けされており会場
の確保が出来ない。放課後児童クラブに入
りたい子供がたくさんいるが場所の確保が
できなくて断っている状態である。

働く父母が増え子供たちをみる体制が求め
られており放課後児童クラブの人数が増加
しているため施設の増設を考えていく必要
性を感じています。

○ 701 こども未来部 子育て支援課

日程 No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）

焼津市文化センター第1駐車場内の横
断歩道、ライン、矢印につきまして再
塗装いたしました。
また、「第1駐車場出入口の見通しの
悪さ」は、少しでも解消できるよう自
動販売機の移設を実施します。

団体名：
開催日：

高齢者の生きがいづくりについて
パソコン事業部では高齢者が気軽にパソコ
ンなどに親しんでもらう事業をやってい
る。サン・ライフに会場を用意したので高
齢者の生きがい講座をやりたいと考えてい
る。

パソコンなどに触れることでいろいろな事
にやる気が出てくると思っています。シル
バーの人達は大きな力となると考えていま
すので行政と連携して一緒にやっていきた
いと思います。

1

文化センターの駐車場について
文化センター駐車場の入り口が狭く車両も
大型化してきており誘導などに苦労してい
る。また入り口近くに自販機が設置されて
いて見とうしが悪いため自販機で買い物し
た人と車との接触を危惧している。安全対
策を図ってほしい。

文化センターの駐車場入り口について早急
に状況を調べてみます。安全対策を図るこ
とは大切なことであるためどの様な形が良
いのか教えてください。良好な形に変えて
いきます。3

分類 課
コー
ド

27

○

○
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901 産業 901 経済産業部 商業・産業政策課

会員募集の記事や会員拡大のためのイ
ベントについて、シルバー人材の事務
局と連携し、広報やいづへの掲載をし
ています。
平成30年度は5/1.9/1.10/1.11/1に掲
載しており、今後も協力支援を図りま
す。

203 広報広聴 204 総合政策部 広報広聴課

27 6 602 長寿福祉

地域の高齢者支援事業について
空き店舗を利用して高齢者への支援活動を
行っているが運営的に難しい状態が続いて
いる。行政からの支援を期待したい。

カルガモゆめクラブは空き店舗対策ではな
くて居場所づくり的な福祉の形でやり方を
見直しした方がよいと思います。切り口を
変え行政として何がきるか研究させてくだ
さい。

○ 602 健康福祉部　 地域包括ケア推進課

901 産業 901 経済産業部 商業・産業政策課

本年度、静岡労働局と雇用対策協定を
締結し、高年齢者の雇用対策の推進に
努めているところです。その取組の一
つとして「生涯現役就職面接会」を2
月に実施する予定です。

204 企画 201 総合政策部 政策企画課

27 8 901 産業

シルバー人材センター事務所について
事務所は市の中心部にあるのが望ましいと
考えている。事業を行うのも効率的だと思
うので中心部に事務所を開設したい。行政
の支援をお願いしたい。

新しいまちづくりは始まっていますので何
らかの仕組みを創って働きやすい新元気世
代が交流できる場所を探していきたいと思
います。 ○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

シルバー事業の広報について
最近では事業改革を行なっているが会員の
数が増えず困っている。魅力あるシルバー
事業を行って多くの人に事業に理解しても
らい地域に貢献する組織にしたいと考えて
いる。自治会などを通じて会員募集を行い
会員数の増加を図っていきたいので広報で
ＰＲしてほしい。

行政でやるＰＲは制約が多くターゲットを
絞る事が出来ないため効果的に難しい面が
あるがシルバー事業はターゲットが決まっ
ているので行政として協力できることは支
援していきたいと思います。

27 5 ○

シルバー人材センターの運営について
自立した事業をしたいが依頼を受ける業務
の多くは労働力を求めている。会員は高齢
者ばかりのため事業運営が厳しい状況と
なってきている。高齢者が働ける環境をつ
くることで社会とつながり交流を図ること
で健康にもつながっていると考えているの
で行政の支援をお願いしたい。

新元気世代プロジェクトの中で一緒にやっ
ていきたいと思います。
シルバー事業について切り口を変える必要
性を感じており前向きに行政として何が出
来るのか考えていきたいと思います。

27 7 ○
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平成30年度　市政座談会（ティー・ミーティング）　意見集約集

女性消防団 対象者 ：　団員 日程： 28

平成31年1月25日(金) 会　場 ：　応接室

地区
独自

市内
共通

部 課

401 防災 402 防災部 地域防災課

・女性消防隊による訪問は、志太消防
本部予防課からの依頼により実施され
ており、予防課も独居老人だけではな
く、老々世帯の訪問も考えていますの
で、地域福祉課(民生委員)と協議の
上、進めていきたいと考えています。
・災害時においては自助、共助が重要
であることから、対象者の隣近所や町
内会、自主防災会などに協力してもら
いながら、独居老人や高齢者世帯、障
害者等の要配慮者への防災意識の啓発
も行っていきます。

601 地域福祉 601 健康福祉部　 地域福祉課

28 2 901 産業

後継者不足について
商売を継続していく後継者が居なくて困っ
ているお店が多い。若い人達の働く場を市
でも創ってほしいので商工関係者と連携し
て後継者を育てていく取り組みをしてほし
い。

事業継承について商工会議所などと共に市
内を回り調べています。商工業における後
継者不足の問題については商工会議所など
と連携しながら研究しているところです。
行政で環境の整備は出来るので全体的に底
上げできるようにしていきたいと思ってい
ます。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

商工会議所をはじめ静岡県事業承継
ネットワークなどと連携しながら、事
業所へ事業承継の必要性について周知
していくとともに、必要な支援を実施
していきます。

1101 道路・橋梁 1102 建設部　 道路課

道路照明灯は、交通の安全を確保する
ため、幹線道路などの信号交差点や横
断歩道が設置された箇所に整備してお
ります。

101 自治会 101 総務部 総務課

28 4 901 産業

ガソリンスタンドの減少について
焼津インターチェンジ周辺にガソリンスタ
ンドがなくなってしまった。焼津を訪れる
人はインターチェンジ周辺にスタンドが無
くて困っていると思う。

商工関係者などにも状況を聞いてみます。

○ 901 経済産業部 商業・産業政策課

数年前に焼津インターチェンジ（IC)
直近のガソリンスタンドが１店舗閉鎖
しましたが、現在もIC周辺には複数の
ガソリンスタンドが営業しています。

28 5 1101 道路・橋梁

道路環境について
新しく道路が出来ると交差点に信号機が設
置されスムーズな通行が妨げられ慢性的に
渋滞しているところもある。道路の構造的
な問題なのか検証してほしい。

道路を整備することは行政が係わるインフ
ラの基本だと考えています。幹線道路の整
備については交通量調査などをしながらポ
イントを定めて前向きに実施していきたい
と考えています。

○ 1102 建設部　 道路課

28 3

街の明かりについて
街の中が暗いという話をよく聞く。特に駅
北地区が暗くて怖いという人が居た。もっ
と街の中を明るくしてほしい。

交差点などポイント的に照明灯を設置して
いますが他から同様の意見も出ていますの
で少し研究してみます。

○

28 1

独居老人宅訪問指導について
火災予防週間などで防災チェック活動をし
ている。独居老人宅を訪問して指導してい
るが高齢者宅も訪問指導してほしいとの意
見もあった。しかし訪問しても拒否される
場合が多い。地域の民生委員の人達も回っ
ているが会えるようになるまで数年かかる
という。地域で交流が図れていないため
困っている。

たくさんの目で見守る体制が大切だと思っ
ています。女性消防隊の活動は大変に重要
な事だと認識していますので担当と再度検
討してみます。身分を明確にして対応する
ことが大切と考えていきます。女性消防隊
の皆さんが負担とならないよう一緒になっ
てやっていく体制を考えていきます。

○

団体名：
開催日：

日程 No 種コード 種別 意見・要望内容
市側座談会での答弁
（市長、部課長等）

分類 課
コー
ド

担当課
備　　　考

（担当課補足説明等）
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28 6 1207 公園・街路・広場

散策場の創設について
藤枝の蓮華寺公園はたくさんの散策する人
で賑わっている。焼津市内にも散策できる
ような場所がほしい。

市民から憩える場所の整備をしてほしいと
の意見が多くあり高草山など自然環境に手
をいれて公園にすることなども考えていま
す。

○ 1206 都市政策部　 公園・地籍課

消防防災センター東側で現在整備中の
石津西公園（H31完成予定　4.2ヘク
タール）、大井川中学校南側で現在整
備中の（仮称）大井川防災広場（H30
施工中の多目的広場　約1.7ヘクター
ル）、その他にも、焼津文化センター
横の清見田公園（約2.0ヘクター
ル）、大覚寺の総合福祉会館横の大覚
寺公園（約3.3ヘクタール）、中根新
田の駿河西病院東側の河原富士見公園
（約1.8ヘクタール）などがあり、散
歩もできるのでぜひご利用ください。

28 7 401 防災

災害時の避難所運営について
訓練で避難所生活が体験できれば実際の時
に役立つと思う。地域の自主防災会の活動
に温度差があり同じような対応が出来るよ
うにしたい。女性消防隊でもやれることが
あればやっていきたいと思っている。

基本的に災害時における避難所の運営は国
が責任を持ってやるべきだと思っていま
す。国は自治体に任せているが限界があり
国へ意見を言っているところです。そのた
め災害時には出来るだけ避難所を使わない
で済む在宅避難が大切となっています。住
宅の耐震化や家具の固定などをしていただ
き自宅で過ごしてもらうことが基本と考え
ています。

○ 402 防災部 地域防災課

・避難所運営に関しては、出前講座で
ＨＵＧや開設訓練を実施している自主
防災会もあります。
・女性消防隊では、防災訓練時に応急
手当、防災トイレや防災食について市
民に指導や講話を実施していただいて
おり、今後も地域防災力の向上のため
に自主防災会への支援をお願いしま
す。

28 8 801 水産

船員の不足について
漁船に乗る船員が足りなくて困っている。
行政で積極的に船員を育成してほしいと
思っている。

市では船員の船舶免許に係わる補助を検討
しています。水産都市に相応しい取り組み
を進めていきます。 ○ 801 水産部 水産振興課

401 防災 401 防災部 防災計画課
出来るだけ景観に配慮した対策となる
よう、県に伝えます。

802 漁港 802 水産部 漁港振興課

28 10 201 まちづくり

焼津駅南口の開発について
駅前の再開発をするとのことだが現在は休
憩する場所もない。焼津市をPRできるよう
に立ち寄り場を創ってパンフレットなどを
置いて案内ができると良いと思う。焼津ら
しい開発をしてほしい。

ようやく準備組合が出来てこれから様々な
検討が始まります。住む人を大切にしてそ
こに住んでもらえるようしていきます。焼
津市の産業には実力があり本物を活かした
焼津らしいまちづくりをしたいと思ってい
ます。

○ 1201 都市政策部　 都市デザイン課

28 11 2303 消防・救急

女性消防隊の活動について
女性消防隊がもっと活動できる場を創って
いけたらよいと思っている。消防団や自主
防などと連携した活動をする場を広げてい
けたらと思っている。

何が出来るのか明確にして効果的な活動が
出来るよう工夫していきます。

○ 402 防災部 地域防災課

・現状の活動に加え、自主防災会への
出前講座など、市の防災部等と連携し
て活動していただくように支援すると
共に、新たな活動についても検討して
いきます。

28 9

津波対策について
津波の対策は重要だが防波堤が出来ると景
観的に眺望が悪くなってしまうと思う。出
来るだけ景観に配慮した対策をしてほし
い。

焼津市では県内の漁港では初めて胸壁と水
門の設置が決まりました。その中でも景観
は大切だと考えており風景は市の財産でも
あるため出来るだけ景観に配慮した取り組
みをするよう県に伝えます。

○
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28 12 401 防災

災害時のトイレ問題について
大きな災害が発生すると水が止まり避難所
のトイレは悲惨な状況となる。各避難所に
仮設トイレの備蓄はできているのか。

災害時のライフライン確保は大きな課題と
して認識しております。まず水の確保とし
て各避難所に浄水器を配備しました。公園
などにマンホールトイレを設置していま
す。また仮設トイレの備蓄も進めていま
す。
上水・中水・下水について検討していると
ころです。

○ 401 防災部 防災計画課

石津西公園と（仮称）大井川防災広場
にマンホールトイレの整備を進めてい
ます。また、防災倉庫や避難所など
に、災害用仮設トイレや簡易トイレを
備蓄しているほか、関連企業と協定を
締結し、速やかに調達できる体制を整
えています。
なお、自助の取り組みとして、各家庭
での携帯トイレや簡易トイレの備えに
ついて、啓発しています。

28 13 2303 消防・救急

女性消防隊の部屋確保について
消防団には団小屋が設置されているが女性
消防隊には部屋がない。地域の活動に使用
する資材の置き場がなくて困っている。常
時使用できる場所を確保したい。

確保するよう検討します。

○ 402 防災部 地域防災課

・消防防災センター内のスペースを活
用していただくように検討中です。

28 14 1203 区画整理

カーブミラー設置について
交通事故が多発している見にくい交差点が
ありカーブミラーを設置してほしい。
※ゼンリンＰ104(D-2)八木宅地先交差点

現状を調べてみますので場所を教えてくだ
さい。

○ 1205 都市政策部　 土地区画整理事務所

　区画整理区域内では、交差点に隅切
を設けており、交差する道路に接する
まで前に出れば左右の確認ができるこ
とから、基本的にはカーブミラーは設
置しておりません。
　当該箇所においては、平成25年度の
開通後に事故が連続して発生したた
め、路面表示による注意喚起等の安全
対策を図り事故の抑制に努めておりま
す。また、今年度の事故は発生してお
りませんが、引き続き現場を注視し、
事故の発生が続くようであれば、更な
る対応を検討します。
※出合頭事故件数⇒開通年度Ｈ25：８
件、Ｈ26～29の間：４件、Ｈ30：０件

28 15 903 農政

耕作放置されている農地について
市内に耕作されていないで放置されている
農地を開発して農業をやる企業の話を聞い
たがどのような事なのか。

その様な話は承知していませんが農地を民
間が開発することは法的に非常に難しい状
況です。

○ 902 経済産業部 農政課

農業法人等が経営規模拡大に向け、荒
廃農地を解消するために各種事業を活
用し、農地を再生した実績がありま
す。現在、市では農地の活用が進むよ
うに、農業法人を含めた担い手農家へ
の集積を進めているところでありま
す。
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