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平成 27年 11 月焼津市議会定例会 一般質問者及び質問要旨 

 

第３日（12 月９日） 

10 村松幸昌議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

  

１ 焼津市「ふるさと納税」事業の推進について 

(1) 「ふるさと納税」の現状について 

「ふるさと納税制度」の現況について、どのように評価しているのか。 

(ｱ) 寄附件数・寄附金額について伺う 

(ｲ) 納税者からの反響について伺う 

(ｳ) 協力企業等からの要望等意見について伺う 

(2) 「ふるさと納税」の今後の展開について 

ア 今年度上半期のデータ（数値）は、金額ベースで昨年下半期の２．６倍となってい 

る。現状の事業実績から今後の事業振興の方向について 

(ｱ) 現状の事務処理要員等について伺う 

(ｲ) 来年度の組織編成計画について伺う 

(ｳ) お礼品に現状の焼津市地場産品に加えて、次の一矢として、文化、アートや 

市内観光促進商品等を加えたシティプロモーションを目的とする新たなコンテ 

ンツ開発について伺う 

(ｴ) 焼津市民が焼津市へ「ふるさと納税」することについて伺う 

イ ふるさと納税制度の後に繋がるものとして、国内外を視野にした事業展開等に 

ついて 

(ｱ) 地場産業の国際競争力強化策について伺う 

(ｲ) 企業版ふるさと納税について伺う 

 

２ （仮）にぎわい創出エリアとしての焼津漁港の活用等について 

(1)焼津漁港の「親しみやすい漁港を目指して」に対する本市の対応について 

平成21年３月に完成した「ふぃしゅーな」と平成26年９月に完成した「石津海 

岸公園」等について 

(ｱ) 利活用状況と事業効果を焼津市としてどのように評価するのか伺う 

(ｲ) 焼津市としての環境美化の関わり合いについて伺う 

(ｳ) 利用者からの要望等はどのように対応しているのか伺う 

(2) 市の単独事業について 

「アクアスやいづ」・「うみえーる焼津」等について 

(ｱ) これまでの、利用者実績についてどのように事業評価をしているのか伺う 

(ｲ) 事業評価をどのようにして（仮）にぎわい創出エリアへ繋げていくのか伺う 

(ｳ) 静岡県事業との調整度合いは如何か伺う 

 

３ 焼津新港の背後地（浜通り）の現状と今後について 

(1) 浜通り沿線住民の防災避難施設について 
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東西は３０号道路と黒石川、南北は新屋橋から左口橋までに囲まれた区域があ 

る。その区域に設置されている指定津波避難ビルは、一区公会堂だけである。 

(ｱ) この地域の住民の安心安全の確保は現状で十分なのか伺う 

(ｲ) 今後の整備計画の有無について伺う 

(2) 20号道路、30号道路等関連について 

交通量と地域住民の安心安全について 

(ｱ) 交通事故等の現況を伺う 

(ｲ) 交通安全対策等を伺う 

a 交通安全施設の設置計画について伺う 

b  新港内の未利用地利用の砕石仮置き場への搬入・搬出車両の動向につい 

て伺う 

c 土砂運搬車両の交通量の増加により、進入道路（新みなと通り）の道路 

標示や路面の摩耗が激しいと思うが市の現況認識を伺う 

(3) 浜通り地区について 

歴史的景観等の保存を通した「浜通り」地区再生について 

(ｱ)「浜通り再生検討事業」について伺う 

(ｲ) 浜通りを活用したソフト事業の方向性について伺う 

 

11 鈴木浩己議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長・教育長 

  

１ 子どもの教育環境整備について 

(1) 小中学校普通教室への空調機器設置について 

夏季の平均気温が上昇する中、今年の夏も記録的な猛暑が続き、普通教室の室温 

が体温を超える場合もあり、児童生徒の体調管理が心配されている。本市の熱中症 

対策として、空調機器が設置されている大井川南小および大井川西小以外の 20校で 

は、全ての普通教室に扇風機が設置されている。また、学校独自で様々な室温上昇 

の対策も講じられているが、全国的に見れば民間の技術的能力等を最大限に活用す 

る手法で、事業費の削減や財政負担の平準化を図り空調機器を整備している自治体 

もある。熱中症等から児童生徒の健康を守る取り組みについて伺う。 

ア 学校保健安全法で定めている学校環境衛生基準では、教室等の気温が10℃以上 

30℃以下であることが望ましいとされている。各学校の夏季の室温管理はどのよ 

うに行われているか 

イ 児童生徒の体調管理はどのようにされているか 

ウ 空調機器設置に向けてどのように検討が進んでいるか 

(2) 子どもたちのネット・スマホの利用について 

スマホの普及によりネット関連の被害が多発しており、子どもたちが犯罪に巻き 

込まれるケースが急増し、対策が急務である。過度のネット・スマホの利用により 

生活習慣の乱れ、学力の低下、また、LINE による虐待・いじめなど容易に犯罪の加 

害者・被害者になってしまう恐れがある。ネット社会を生き抜くためにはリスクと 

マナー、そしてルールを子どもたちに教えていかなければならないが、その取り組 
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みについて伺う。 

ア 児童生徒のネット・スマホの利用実態はどうか 

イ 情報モラル教育・指導(ネットパトロール含む)はどのように行われているか 

ウ 情報モラル診断やジュニアスマホ検定など無料で利用できるサービスが提供さ 

れているが利用されているか 

エ 教職員の研修は充実しているか 

オ 保護者が子どもに行うべきネット・スマホの利用ルールやフィルタリング設定 

の周知への取り組みについて 

 

２ 出会い・結婚サポート事業について 

本市においては、少子高齢化が進む中、子育て支援を重点施策として少子化対策 

の積極的な取り組みをして来た。しかし、少子化は若者の晩婚化や晩産化、未婚率 

の上昇も一因と思われる。平成25年版厚生労働白書の「若者の意識を探る」によれ 

ば「かつては皆婚規範が強く、特別な理由がない限り人生の中で結婚することが当 

たり前とする意識が一般的だった。しかし、近年では高い年齢に至るまで未婚に留 

まる人々が増え、結婚を選択的行為として捉える見方が広まっている～中略～結婚 

年齢や生涯未婚率の上昇が、出生数に一定の影響を与えている」とある。少子化対 

策には、子育て支援のみならず若い世代が新しい世代を希望どおり産み育てるため 

に、その入口部分となる出会い・結婚支援も必要であると考える。 

本市では、今年度、地方創生先行型事業において、出会い・結婚サポート事業が 

行われているが、これからの取り組みと方向性について伺う。 

ア 10/24に開催された第１回ライトアップパーティの取り組みと結果について 

イ 参加者の反応や感想はどうだったか 

ウ 次回以降への課題と改善への取り組みについて 

エ 本市の出生や婚姻の現状と今後の目標について 

オ 出会い・結婚のステージの現状と対策および今後の施策の方向性について 

 

12 鈴木功治議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 市内河川の越水対策及び避難について 

平成26年27年と２年続けて越水しているが市としてどのように認識しているか 

ア 成案寺川は２級河川として県管理の河川であるが、現在、土のうを積み上げて 

越水対応している、市の判断で行ったものか、他にも市の判断で出来る事はある 

    か 

イ ８月30日越水し、堤防より浸み出ていた状況で地域住民に対しての注意の呼び 

かけはされたのか、されなかったのは大丈夫との判断だったのか 

ウ 水防倉庫備蓄資材に土のう袋が備蓄されているが充填する砂等の備蓄はどうか 

エ 成案寺川排水機場があるが川が満水時機能を発揮しているか、運用状況を伺い 

たい 

オ 万一避難となった場合、地震津波に対する避難方法との違いはあるか 
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カ 避難所内で要支援者、障害者に対して差別や冷遇される事が無い事を望むがヘ 

ルプカードに対する認識は有るか 

キ 福祉避難所の開設が必要となった場合、速やかな開設、移動及び運営が出来る 

ようなマニュアルはあるか 

 

２ 人口減少の対策について 

焼津市未来創生総合戦略の人口の減少対策以外の施策について 

ア 市街化調整区域に住宅を建てられるよう市の判断で出来る事はあるか、市街化 

区域と隣接する調整区域への新築、住宅地１区画当たりの下限面積の変更は可能 

    か 

イ 集合住宅の建替えに対する支援制度は考えられるか。また、退去することとな 

った入居者へ市外転出抑制のための支援は可能か 

 

13 杉﨑辰行議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

  

１ 焼津市地震関連防災について 

―市民の真の安全のために― 

(1) 市民の安全・安心意識への誤解を招かない表現を求めて 

防災については、市民の安全のために、可能な限りの対策を講じるのが、行政の 

役目である。 

防災地図「保存版」について、この行政の役目に疑問があるので質問する。 

ア 具体性が見えない「レベル１の地震・津波への対策」とは何か、詳細を問う 

イ その対策により 「居住区への津波浸水はゼロ」と明記した地図の 『保存版』 

があり、『平成２７年保存版』防災地図では、文書だけで「浸水ゼロ」を記して 

いる。 

行政としてこの「浸水ゼロ」表現を強調すべきではないと思うが、考えを問う 

ウ 津波堆積物調査は、どのような位置付けで行ったのか、また本年度も行ってい 

るのかを問う 

 

２ 新庁舎建設場所の市長発表について 

―市民の意向を重視するために― 

(1) 市民の意向及び新庁舎建設の基本理念が、庁舎建設場所として発表された現在地 

との不整合について 

市長が新庁舎建設地を津波浸水が想定される現在地にすると発表した。これにつ 

いて多くの疑問点や、理解できないことがあるので、質問する。 

ア 新庁舎建設予定地の発表が遅れた理由は何か問う 

イ 現在地とした最大の決め手は何か問う 

ウ 他の候補地が選択されなかった決め手は何か問う 

エ 市長として、新庁舎場所として「何がいちばん皆さん方にとって良い場所」 

（平成27年９月定例会市長答弁）と考えたのか問う 
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オ 現在地は、市民アンケート結果に反していると思うが、市長の考えを問う 

カ 同様に、新庁舎建設基本理念にも反していると思うが、市長の考えを問う 

キ 防災拠点という視点から、拠点機能喪失の恐れがある現在地を、相応しいとし 

た理由は何か問う 

 

 14 杉田源太郎議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

  

１ 新庁舎建設基本構想について 

(1) 住民説明会について 

現在位置に新庁舎建設の方針について市民の声は賛否両論あります。地域によっ 

て様々な意見があるのは当然だと思います。東日本大震災以降、防災面に多くの関 

心が持たれています。 

今後この方針について３回の説明会を行うとのことですが「方針ありき」の説 

明会の前に、最低でも各公民館単位で市民の声を真摯に聞き、まずそれに応える 

べきです 

(2) 現庁舎の課題から 

ア 本庁舎 

免震補強でランクIa45年経過（法定耐用年数50年）との関係含め現庁舎は改修 

の場合、課題７項目（駆体・設備の老朽化、分散・狭あいによる市民サービスや 

行政効率の低下、高度情報化対応への限界、バリアフリー化対応不足、市民スペ 

ースの不足、駐車場の不足、防災機能）すべてクリアされるのか 

イ 免震補強は何時されたのか。その工事によって法定耐用年数はさらに延びるの 

    か 

(3) 新庁舎の基本方針から防災対策をどのようにするか 

ア 「災害に強く防災拠点にふさわしい」とは何の災害にどのように強く、ふさわ 

しい防災拠点とは具体的に何を言うのか 

イ 「防災設備等を備え・・・」どのような防災設備がどの程度備えられる予定か 

ウ 「防災情報ネットワーク機能の充実」とは何か 

(4) 新庁舎の規模想定から 

ア 本庁舎 4,944㎡、大井川庁舎 4,624㎡、アトレ庁舎 3,864㎡合計 で 13,432㎡ 

で本庁舎実務部署の「狭あい」は感覚的に思うが「算定基準値17,283 ㎡より小 

さい庁舎約15,100 ㎡」とあるが現在の分散３庁舎合計より広くなるのではない 

か。新庁舎構想で特筆すべき構想があるのか 

イ 東小川の保健センター（2,030㎡）移転検討の記述はあるが、現３庁舎に加算 

するとほぼ同規模になるがそのように解釈していいか 

ウ 公共施設再編プランに示されている庁舎以外の施設の中で新庁舎に組み込もう 

としている建物はあるか 

エ 中心市街地といわれるエリア住民にすれば利便性は向上するかもしれないが周 

辺地域にすれば不便になる。 

どのように充実させるのか 
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(5) 財源とスケジュールについて 

ア 仮に現在位置での新庁舎建設となった場合、検討課題としているが「現庁舎を 

活用しながら増築」又は「新築後解体」、とあるが現本庁舎は改修して活用すべ 

きだ 

イ 現在位置にするか否かは別にして財源とスケジュールについて 

(ｱ) その財源は全額が合併推進債なのか、限度額はいくらか。財政調整基金使用 

を検討しているのか 

(ｲ) 合併推進債の期限が平成35年となった場合、建設期間が２年であるならば建 

設開始時期は建設費の高騰が予想される東京オリンピック前は避けて終ってか 

らにするべきと思うがどうか 

(6) 既存施設の利活用 

ア 大井川庁舎：「市民サービスセンターは機能を維持」とあるが現在行っている 

業務はすべて維持すると解釈していいか 

イ 大井川庁舎は焼津市の中でどのようなエリアとして位置づけられるのか 

ウ 経過年数 30年だが法定耐用年数50年として今後 20年はこの場所で機能を維持 

すると解釈していいか 

エ 東小川の保健センターの記述はあるが、大井川地区保健相談センターの記述が 

ない。 

どのように位置づけるのか 

オ アトレ庁舎には親子のふれあい広場があり子育て支援の場所となっている。焼 

津市の中心街の一角として位置づけるのであれば、未来の焼津を背負う子どもた 

ちがこの地で育ったことを生きる力に変えていくことができる居場所に、そして 

市民の文化的取組みができる場所にしていってはどうか。１階は小中学生高校生 

の居場所作り、２階は元の市民ギャラリーとしてこの地域の交流の場、文化行事 

の場として活用し、「文化のまつり」（公民館まつり）も地元の人たちがのびの 

びと文化を発信できるようにすることも提案します。 

 

２ 戦争法（安保法制）反対の表明を 

(1) 焼津市民の命を守る市長として、憲法違反の戦争法（安保法制）に反対表明を 

９月 1９日未明「多数の暴力」で強行採決された戦争法への批判抗議の声は全国 

に広がっています。 

学生が、若いママたちが小さい子どもの手を引いて、そして戦争を体験されたお 

年寄りが「戦争法廃止、立憲主義・民主主義を守れ」と国会前で、全国で今尚行動 

しています。 

憲法９条 2項は「陸・海・空軍を持たない、そして交戦権持たない」と規定して 

います。交戦権とは国際法上の戦争ができる資格です。交戦権がない以上戦争と結 

ぶ法的資格などありません。「戦争できない国」が「戦争できる国」になる法律を 

作ったのです。 

瀬戸内寂聴さん大江健三郎さん他著名人含む29団体が呼びかける「戦争法の廃止 

を求める」全国署名運動も全国的に取り組まれその輪を広げています。 

９月議会報告を聞いて「自衛官募集ダイレクトメールと市のかかわりが判ってこ 

わさを感じた」と手紙で、また自民党員と名乗る男性は「地元で国会報告会に参加 
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したこと、その中で安保法制は拙速だと厳しい意見が出て国会議員も同意した」等 

電話で意見が寄せられてきています。ここで憲法についての議論をするつもりはあ 

りません。 

自衛隊が災害時被災住民の命を大切にし、復旧復興での大きな貢献について多く 

の国民が高く評価した。自衛隊の若者が海外で武器の行使を行い殺し殺される、市 

民の命が危険にさらされる戦争法（安保法制）に自治体の長、議会がどう立ち向う 

かが市民に問われています。いくつかの自治体の首長が正面から市民に向けて「反 

対」のメッセージを発信していることは９月議会でも紹介しました。「平和都市焼 

津宣言」を謳う焼津市の市長として、市民に戦争法（安保法制）反対表明すること 

を求めます 

 

３ 浜岡原発再稼動反対表明を 

２月議会で浜岡原発問題を取りあげた以降情勢は大きく変わりました。原子力規制 

委員会は次々に新基準適合とし政府は合格すれば再稼動と川内１，２号機を再稼動さ 

せ、伊方原発再稼動も年明けと言われています。 

中部電力は浜岡原発４号機再稼動を来年９月を目標にしているとも聞いています。 

２月議会での答弁後の経過、子どもを放射能から守り、子どもの夢を未来につなげ 

ることを中心に質問します。 

(1) ２月議会答弁のその後の経過について 

ア 中部電力とＵＰＺ31km圏内７市町との「安全協定」締結について 

イ 地震に連動する原子力災害からの避難計画について 

ウ 使用済み核燃料の処理について「国の重要政策」「専門家でない」として答弁 

はなかったが行政事業レビューでも核燃料サイクル事業の破綻が明確になり各報 

道でも詳しく説明がされているが市長は大筋でも理解しているか 

エ 「100％安全確保されなければ再稼動認めない」は概念的と答弁されたが周辺 

自治体牧之原、吉田、島田、藤枝首長の浜岡原発再稼動についての見解等につい 

てどのように感じているか 

(2) 浜岡原発の過酷事故が発生した場合焼津市への影響と自治体の責務について 

ア 市民への情報提供 

常時放射線測定装置の設置場所とその測定機器管理（正確な測定値確保）、情 

報管理（市独自判断か国・県判断によるものか、中部電力からのものか、その他 

か）、どのような情報（風向き、放射能量、避難先、避難方法、他）をいつどの 

ようにして市民に提供することになっているか 

イ 放射能、市の年間被曝量「安全基準」何μSvか。それは毎時何μSvになるか。 

その基準になったときの対応についてどのようになっているか。 

自治体内で集められた汚染泥・ゴミの処理は各自治体でという国の政策だがど 

のよう処置するか検討しているか 

(3) 子どもを放射能から守り、子どもたちの夢を未来につなぐ責任 

地域の小学校で副読本「わたしたちのまち やいづ」の学習を行い、20年後自分 

たちも 30歳になる。先人達のように将来、地域のみんなの役に立ちたいと、20年 

後にこういう焼津になっていたいと夢をみんなで話し合ってそれを発表していまし 

た。 
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市長は「自然環境を守る。海・山・田畑・・・未来の子供たちにつないでいく」 

と政策のなかで述べています。 

これらの夢づくりを支えて行くのは私たち大人の責任です 

子どもの安全（安定ヨウ素剤管理）について 

一番注意しなければならないのは放射性ヨウ素内部被曝です。前項の安全基準 

は子どもたちも同じか。 

放射性ヨウ素が甲状腺に溜まらないようにする処置である安定ヨウ素剤の早期 

服用が決定的となります。 

福島県内15才未満の子どもたちのほとんどが副作用問題他から指示することす 

らできず服用できなかった。保管場所、指示についてどのようになっているか。 

管理と服用基準についてどのようになっているか 

(4) 浜岡原発再稼動反対の表明を 

過酷事故発生時には放射能は均等に平等に、原発に賛成する人にも、反対する人 

にも降り注ぎます。 

福島の教訓から浜岡原発再稼動は市民のそして未来の焼津を背負うこの子たちの 

夢を保証することになりません。 

今自分の問題として、市長が、議員がどのように対応するかが問われ、市民の目 

が注がれています。 

市民の生命・財産を守る先頭に市長が立ってください。ＵＰＺ７市町・ＥＰＺ加 

えて 11市町の先頭に立って「浜岡原発再稼動反対」を牽引してください。 

浜岡原発再稼動反対の表明を 

 

 15 太田浩三郎議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長・教育長 

  

１ 活力ある産業とにぎわいのあるまちづくりについて 

環太平洋経済連携協定（TPP）の影響について 

参加12か国が合意した環太平洋経済連携協定（ TPP）の協定文書が公表されまし 

た。関税の撤廃・削減に加え著作権や政府調達など幅広い分野で貿易や投資の共通 

ルールが盛り込まれています。「 TPP」は21世紀の画期的な協定」と言われていま 

す。 

産業界にとっては開国に近い状況での国際貿易となり国内産業の力量が問われま 

す。 

力量如何では成長する企業、置いて行かれる企業などの企業間格差が生まれるの 

ではないでしょうか。 

TPPは1500ページを超す文書で全30章により構成され、貿易や投資から遺伝子組 

み換え作物まで幅広い分野での構成と成って居り今後の経済活動の土台を示すもの 

となります。 

アジア太平洋を取り囲む８億人もの巨大市場が形成され、統一ルールのもとでの 

経済活動が行われることになります。 

関税撤廃によるそれぞれ産業の影響や、食の安全等の懸念も危惧されています。 
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しかし関税の恩恵を除けばT P Pがもたらすのは「機会」に過ぎない、その機会を 

活かすかどうかが企業の成長や消費者の利益に繋がると言われています。 

ア 農業及び農産物等についての影響と今後の対策について 

イ 水産物及び水産業等に及ぼす影響と対策について 

ウ 「食の安全について」どの様に捉えていますか 

エ その他当市として影響等が懸念されるものはありますか 

 

２ 豊かな心を育てるまちづくりについて 

(1) 生きる力を育む学校教育の充実について 

社会の脆弱さを移す鏡といわれている「子供の貧困」について先般一般質問を行 

いましたが、個人情報による事が多い事案で当局が応えられる範囲で答弁戴きまし 

た。最近では、親の経済力格差による学力差が指摘され始めました。又、言葉の壁 

等による学力差や生活力など児童を取り巻く環境は益々厳しいものが見られます。 

投書などによると学校給食で飢えをしのぐ子供が見られるなど格差が大きくなって 

いるとの指摘などが掲載されていました。 

平成26年末現在で当市には3000人を超える外国人が居住されています。県内平均 

よりも0.3％上回っています。小中学校には日本語が不自由な児童が数多く在籍し、 

児童の増加に指導体制が追い付いていないと言われています。現在は市民有志によ 

り支えられていますが支えきれない状況が来ています。 

ア 外国の児童はどの位の人数が居ますか 

イ 国の支援が今年初めまではあった様ですがその後はどうなっていますか 

ウ 今後当市としてはどの様な対策を講じていきますか 

エ 児童には平等な教育を行う事が定められていますが如何でしょうか 

(2) 不登校児童について 

先般の一般質問で同僚議員が質問致しましたが、答弁では、124人の不登校児児 

童がいますが復帰した児童は９名いましたとの答弁で有りました。 

最近では不登校になる背景が多様化、複雑化する中今後も学校と関係機関等との 

連携を強化していきますとの答弁を戴きました。 

その後の経過と実情について質問致します。 

ア 学校現場での現状を教育委員会としてどの様に把握していますか 

イ 保護者との連携による予防策や解決策はどの様に成っていますか 

ウ 相談体制としてカウンセラーや教室相談員などが配置されているとお聞きして 

いますがどの位の相談や問題が挙げられていますか。相談内容や対応方法等をお 

聞き致します 

エ 先般の同僚議員の質問には、不登校から復帰や授業に参加出来た児童は９名と 

の事でした。又心の教室相談員が居るから登校したり授業に参加出来たりする児 

童が124名とお聞きしています。実際の所市内小・中学校全体でどの位の不登校 

児童が存在しますか。その中でいじめによる不登校児童は何名位か、親の経済状 

態により不登校になっている児童学校給食が食事の一端を担っている児童等子供 

の貧困問題が社会問題と成っています。 

教育委員会としてどの様に捉えていますか。 

オ 定期監査結果報告書に掲載されています、監査の結果から、所見として、いじ 
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め防止についてとして、いじめ防止については、ネットパトロールなど新たな取 

り組みも始まっている。生徒間のトラブルについては、これを未然に防ぐ様に引 

き続き注力されたい。また、学校、保護者、地域との連携を図り、いじめは絶対 

許さない環境づくりについて引き続き努められたい。と掲載されています。 

今まで、監査委員がこの様な所見を示されたのはあまり見たことが有りません 

でした。やはり多くの人が心配なさっている事が理解出来ました。 

教育委員会としてこの重さをどの様にお考えかお聞き致します 

 

３ 焼津市総合計画より、安全で快適なまちづくりについて 

(1) 内陸フロンティア推進区域について 

東日本大震災を背景に津波に対する避難場所の確保など津波対策を進めて来まし 

た。静岡県第４次地震被害想定を踏まえての対策も行っていますとの記載が有りま 

した。 

県は内陸フロンティア推進区域として13市町 13区 域を指定したと公表されまし 

た。 

当市に於いては耕作放棄地を活用した高付加価値農業創出モデル事業を採択され 

ましたとの掲載がありました。 

ア どの地域の耕作放棄地を指していますか 

イ 内陸フロンティアの捉え方をお聞きします 

ウ 新しいスマートインターチェンジ箇所などが推進区域になればと考えますが如 

何ですか 

エ （仮称）大井川防災広場の一部なども候補になればスピード感を持った展開が 

出来ると考えますが如何でしょうか 

(2) 地震・津波・自然災害の防災・減災対策について 

市政懇談会において市長は、ボーリングにおける調査結果から津波の痕跡は見ら 

れなかったと発言なさっています。同僚の一般質問でも答弁なさっています。 

歴史認識の捉え方についてお聞き致します。 

ア 歴史津波に学ぶ(11)焼津・石津地区「鳴子の松」代々守る。として掲載されて 

いました。 

焼津市の小川港近くの石津地区に「鳴子の松」と呼ばれる一本の松がありま 

す。元禄12年（1699年）に焼津に大波が押し寄せた時、逃げた村人たちがよじ登 

って難を逃れたとの伝承がある松です。松の近くに事務所のある方は「地震と聞 

くと、すぐ津波を連想しますね」とおっしゃっています。 

「稲むらの火」と同じように歴史に学ぶことも必要かと思いますが、市長のお 

考えをお聞き致します。 

イ 安政の東海地震（1854年）では複数の寺院や多数の民家が倒壊し、焼津市一色 

の神社・神職 渋谷帯刀が残した日記には「田尻角先（田尻浜）より津波湧き出 

で」との記述があります。 

明応地震（1498年）では小川・会下島・三ケ名に津波が侵入されたと記されて 

います。 

このように過去には津波があったと考える事が必要かと思いますが如何でしょ 

うかお聞きいたします 
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ウ 行政は市民の生命財産を守る事が使命となっています。想定外として東日本の 

震災は語られましたが、想定外は許さるものではないとの考え方が国・県の防災 

対策の指針となっているかと思います。 

ボーリング調査による結果は結果としてやはり防災対策は進めなければならな 

いと考えます。防災対策も今日明日出来るものではなくこれから何十年も掛かる 

事は今までの東海沖地震対策を考えても当然であります。過去の歴史認識を捉え 

今出来る事は今実行すべきであり、対策を行うべきだと考えますが如何でしょう 

か。 市長のお考えをお聞き致します 

エ 海岸堤防については、市政懇談会でも「緑の堤防」として説明がありました。 

先般同僚議員からも質問がありましたが、現在、国・県などとの具体的な話が進 

んでいるのでしょうか。志太海岸線が緊急輸送路として計画され志太海岸線自体 

が都市計画決定を受けていますから早急な取り組みが可能かと考えますが如何で 

しょうか 

 

 16 深田百合子議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長・教育長 

  

１ 国民のプライバシーを危険にさらす憲法違反のマイナンバーは凍結・中止を 

赤ちゃんから高齢者まで日本国内に住民登録している人全員に１２桁の番号を割り 

振り、国が情報を一元管理する「マイナンバー（個人番号）｣ が施行され、１０月末 

から住民への番号通知（5,600万世帯） が始まっています。無理な配達計画によって 

配達間違いなどの事故が相次ぎ、自治体窓口でマイナンバーを間違って発行したケー 

スは１０市区町村以上もあります。厳重管理が必要な個人のプライバシーを扱う仕組 

みなのに始動したとたんにトラブル続きで、来年１月からの本格運用に突き進むのは 

あまりに危険です。市民の方々からも「個人番号通知が届いたけど、どうすればいい 

のか？」不安や疑問の声が寄せられています。 

(1) 政府は個人番号の利用範囲を当面、社会保障や税金、災害対策の３分野として、 

制度の効果を①所得や社会保障給付の受給状況を把握しやすくなり、公平・公正な 

社会が実現②行政手続きが簡素化され、国民の利便性が向上③行政機関などで情報 

を照合する時間や労力が大幅に削減する等、国民の利便性をうたっているが、住民 

票の取得など、メリットは限定的である。逆に下記のようなデメリット・被害が懸 

念される。以下、情報提供・配慮・対策はどのようにおこなっているか。 

ア 個人番号カードの作成は強制ではなく持ち歩くことによる被害の方が大きい 

イ 通知カードが届かない世帯・DV被害者への対応策 

ウ 希望すれば個人番号が記載された住民票が交付されるが、生命保険・自動車の 

売買・不動産の賃貸などで必要になる住民票にも番号が記載されるため、個人情 

報がだだ漏れする原因になる 

エ セキュリティー管理、なりすましによる不正還付、クレジットカードを偽造・ 

不正使用に対する対策 

(2) マイナンバーの適用範囲と対応について、以下の書類への個人番号の記載は強制 

ではないと考えるがどうか。 
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社会保障分野＝①年金の資格取得や確認・給付②雇用保険の資格取得や確認・給 

付③ハローワークの事務④医療保険の給付の請求⑤福祉分野の給付・生活保護など 

税務関係＝①所得税の確定申告（2016年分の申告書から）②個人住民税及び個人事 

業税の確定申告（2017年3月15日までに提出する申告書から） ③消費税・相続税・ 

贈与税等確定申告書全般④給与所得者の扶養控除申告書等（異動）申告書（年末調 

整等で職場からマイナンバー及び扶養親族のナンバー提出を求められる）⑤健康保 

険・厚生年金保険など 

(3) 政府は番号制の初期費用に3,000億円、稼働費用を年300億円と見込んでいるが、 

それに対する増収は年2,400億円である。それも税務職員の実務を効率化した苦し 

紛れのものである。同事業の発注をめぐっては、厚生労働省室長補佐が現金１００ 

万円を受け取った収賄容疑で逮捕されるなど、国民の不信と批判が高まっている。 

マイナンバー導入のための政府の検討会議で委員の幹部が務めていた企業が、マイ 

ナンバー関連事業を独占的に受注していたこと、内閣府や総務省などの行政機関の 

幹部が多数天下りするなど、マイナンバーが官民の癒着の温床になって いる。一 

方、中小小規模事業所にとっては、大変な負担が押しつけられている事態である。 

ア 焼津市はどれほどの経費がかかっているか 

イ 中小企業では基本方針・取扱規定と組織的、人的、物理的、技術的など、４つ 

の安全管理措置に対応しなければならず、過大な事務負担となる。従業員５人以 

下の小規模事業所でもパソコンソフトへの切り替えに40万円、シュレッダーや金 

庫の備品など、大変な負担ではないか。中小業者にあった対応策が必要ではない 

    か 

ウ 巨額な税金を投入しながら、結局はIT関連の大企業だけが儲かる制度ではない 

    か 

(4) 政府は制度の目的を「公正な給付と負担の確保」としているが、これは預金口座 

にも個人番号をつけ、国民の所得や資産を把握し、税金や社会保険料を確実に徴収 

するとともに、社会保障の給付を削減することが狙いである。また制度に対する充 

分な保護措置もなく、費用対効果の試算も示されていないのに、政府は利用範囲の 

拡大を検討している。 生涯不変の番号にさまざまな個人情報をひも付けて、 名寄 

せ・データーマッチングすることを可能にする制度となるため、国家が国民のあら 

ゆる個人情報を利用できるものである。これら国家による個人情報の一元管理はプ 

ライバシー権の侵害であり、憲法13条の幸福追求権に含まれる人権侵害になる。 

よって、憲法違反のマイナンバー制度は凍結・中止すべきではないか 

 

２ 安心・安全と最適かつ持続可能な公共施設サービスを目指す公共施設再編プランに 

ついて～学校給食センターは食育・防災の観点で「自校方式」導入を 

焼津市は30年後に 14万3,000人から 11万9,000人へ、 2.4万人が減少するとの予測 

（国立社会保障・人口問題研究所の将来推計）等から、平成26年３月に「焼津市公共 

施設マネジメント基本計画」を策定。そして現在3 4 4の公共施設の建替・修繕には今 

後30年間で1,056億円の費用が推計されるとのことから、再編プランの対象を233施設 

とし、今後30年間で18％削減（今後60年間で20％削減）する目標を設定し、平成27年 

度から10年間を第１期再編プランと位置づけ、新庁舎・市立総合病院・焼津体育館・ 

和田公民館・豊田公民館の５つの施設をモデル事業として、その他12の施設を再編す 
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るとして個別再編プランを計画しています。本年３月には総務大臣通知により、「焼 

津市公共施設等総合管理計画」を策定し、公共施設マネジメント基本計画に基づく10 

年ごとの「公共施設再配置推進計画」・「個別計画」を策定することとしていたが、 

建物の物理的な統廃合のイメージが強いため施設機能の再編や維持保全の適正化を含 

む「公共施設再編プラン」の名称へ、期間は10年から５年へ、個別再編プランは毎年 

ローリング（見直しや修正）することへと改めました。 

(1) 計画策定の背景である人口減少・健康長寿化が分析されているが、 若者のUター 

ン・ Iターン・ Jターン、女性の就労の増加と子育て環境の充実、高齢者の就労増 

加、外国人の移住など、今後30年後・60年後とその伸びをどのように分析している 

   か 

(2) 公共施設の建替・修繕は全国の自治体の共通課題である。 

国からの財政措置が必要ではないか 

(3) モデル事業では、平成27年度に基本構想を策定（豊田公民館はＨ29年度）し「改 

修・更新費用の縮減、機能の復合化・多機能、あるいは、施設整備にあたっての民 

間ノウハウの活用などを検証する」としているが、特に焼津体育館・和田公民館・ 

豊田公民館について、モデル事業とした理由と検討内容を伺いたい 

(4) 和田小・中学校、豊田小・中学校（屋内運動場）、焼津東小・焼津南小・焼津中 

学校は、今後20年程度以内に大規模改修、建替が必要と考えられる和田公民館・豊 

田公民館・焼津体育館の基本構想策定の検討において複合化の可能性を検証すると 

しているが、どのような検証がなされているか 

(5) 「学校給食センター」は築31年が経過し、大規模改修・建替が必要と思われる。 

再編方針は、「統合・集約等」により方針を定め、2016年度に「再編方針決定」と 

しているが、焼津市第１期公共施設再編プランの 「機能評価の説明」 では、再編 

（統合・集約）に、統廃合・集約化・共有化・多目的化があげられている。どのよ 

うに検討されているのか 

(6) 学校給食は、「食育」「食の安全」という教育的観点、地産地消・防災の視点か 

らも、公設公営の自校方式が望まれるがどうか 

 

３ 介護報酬を元に戻し安心な介護保険制度・高齢者の外出促進・支援事業の充実を 

全国各地で介護施設の閉鎖が相次ぎ、特養などの施設でもデイサービスなどの在宅 

でも多くの介護事業者が苦境に陥っている。市内の事業所も複数閉鎖を余儀なくされ 

ています。最大の理由は、今年４月からの介護報酬改定で国が事業者の受け取る報酬 

を大幅に削減したことにあります。９月議会で介護報酬改定による市内介護事業所へ 

の影響を質しましたが、影響がないと受け取れる答弁で、事態の深刻さが受けとめら 

れていませんでした。そうした中、安倍政権は目玉政策「新３本の矢」の一つ「介護 

離職ゼロ」の具体化へむけて、厚生労働省が介護サービス 「充実・加速化」 案を検 

討。しかし従来の在宅・施設整備計画に６万人程度上乗せするなどというものでとて 

も追いつかないものです。厚労省所管の独立行政法人が行った介護報酬改定影響調査 

（１０月公表）では、７割の特養が減収になり、過半数の特養が先行き懸念を表明。 

職員の処遇改善も進まず施設建設のメドがたっても職員確保ができずに開所を断念す 

るケースもあり、地域からデイサービスがなくなり利用者が行き場に困る事態も続発 

しています。東京商工リサーチによれば今年１月～１０月の老人福祉・介護事業の倒 
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産は６２件と過去最悪との調査結果も出ています。 

(1) 改めて、市内の介護事業所の状況を伺いたい 

(2) 「介護離職ゼロ｣というなら､利用者とその家族のために、政府が削減した介護報 

酬を元に戻し小さな事業所も経営がなりたつようにすべきではないか 

(3) 高齢者の外出を促進するために、交通手段の確保を考えているか。例えば、自主 

運行バスをワンボックスにすることや、10分間隔、手を挙げたら乗せてもらえる 

など改善をすることはどうか 

(4) 福岡県古賀市のような「外出促進事業」を実施することについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


