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平成 27年２月焼津市議会定例会 一般質問者及び質問要旨 
 
第４日（３月 11 日） 

９ 小栁津健二郎議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求めるもの 市長 

 

１ 西焼津駅を中心とした再開発について 

(1) 再開発事業計画について 

ア 西焼津駅周辺の人口は、震災前と比べて増加している。これは、海抜が比較的 

高いことや、西焼津駅も近くにある利便性のよさが起因になっていると考えまる 

    。 

焼津市が「住みつづけたいまち」「住んでみたいまち」「行ってみたいまち」 

となり持続可能なまちとなるために、西焼津駅を中心とした再開発事業計画を策 

定する考えはないか 

イ 都市計画マスタープランにおける、西焼津地区の位置づけはどうか 

(2) 親水公園について 

ア 陸上競技場、シーガルドームは、市民がスポーツを行う重要な施設であるが、 

よりスポーツに親しみ、自然と触れることのできる施設として、瀬戸川と一体と 

なった親水公園を造る計画はないか 

イ 豊田、大富地区における公園の建設についての計画はどのようになっているか 

 

２ 防犯カメラについて 

 防犯カメラの位置情報について 

ア 県東部にある市が市内にある公共施設の防犯カメラ設置場所の一覧表を警察に 

提供したことについて、どのように考えるか 

イ 焼津市においては、提供する考えはあるのか 

 

３ ＰＭ２．５について 

(1) 当市の現状について 

ア ＰＭ2.5について、どのようなものであると理解しているか 

イ 焼津市に飛来しているか 

(2) 健康被害について 

ア 市民の健康に対し、どのような影響があるか 

イ 市ではどのような対策を講じているか 

ウ 市民はどのような対策を講じればよいのか 

 

 10 太田浩三郎議員（質問方式 一問一答）  

   答弁を求めるもの 市長、教育長 

 

１ 「まち・ひと・しごと創生法案」による総合戦略と長期ビジョンについて 
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(1) 総合戦略による施策の数値目標について 

政府は昨年12月に地方創生に関する今後５年間の総合戦略と長期ビジョンを閣議 

決定しました。総合戦略は政府が今後の施策を進めるうえでの指針で、地方におけ 

る安定雇用の実現を人口減少対策の基軸に捉え政府としての支援策や今後の工程を 

示した。これは地方の自主性と多様性を尊重する一方、短絡的なばらまきに陥らな 

いよう施策の成果を検証することの必要性を強調しています。数値目標は、2020年 

までの５年間で30万人の若者雇用を地方に創出する目標を掲げました。東京圏から 

地方への転出を５万人増やすと同時に、地方から東京圏への流入を４万人減らすこ 

とで、転出入を均衡させようとしています。その実現に向けて多くの数値目標が盛 

り込まれました。当市としましての数値目標は如何でしょうか。 

次の質問を致します 

ア 人口減少対策として現在取り組んでいる施策は、その数値目標は 

イ 国の自治体支援の政策パッケージとして示されている創業支援や地域における 

中核企業の育成、農林水産業の競争力強化、観光支援のための施策は 

ウ 地方版の総合戦略を策定することになっていますが、すでに、当市として取り 

組んでいる事業等もあり、計画が策定されなければ実施できないのではなく、作 

成しながらの実施となるのではないかと考えますが如何でしょうか 

(2) 国の長期ビジョン・総合戦略による各種政策について 

国の長期ビジョンでは、若い世代の結婚や子育ての希望が実現した場合の出生率 

として「1,8」 現在「1,43」と云う期待値が記されました。政府は「50年後に人口 

１億人を維持する構造」を目標としており、その為には2030年までに出生率を2,07 

に引き上げる必要があり、これは極めて高いハードルだけに 「1,8」が当面の目標 

とされました。出生率の数値目標化には「ライフスタイルの強制になりかねない」 

など根強い異論もある為に期待値と成っています。安定雇用の後押しとして、東京 

23区から地方へオフィスを移した企業への法人税など税制の優遇、地方大学の強化 

策なども盛り込まれました。この様に国を挙げての人口問題に対する戦略が示され 

ました。 

焼津市としての取り組みについて質問致します 

ア 子ども・子育て支援法に基づく対策は 

イ 定住に対する政策及び援助は。 

ウ 焼津市としての出生率の期待値は 

エ 人口問題は地域間の問題でもあり、行政の各種取り組みの格差にも影響されま 

す。都市機能の集約とネットワーク化が問題の解決の一つだと考えますが如何で 

しょうか 

オ 「日本創成会議」が発表した「消滅可能性都市」が発表され、1800ある自治体 

の内 896の自治体は、若年女性数が2040年に半数以下に減ってしまう自治体と公 

表されました。当市も人口減少では県下でも５番以内に入ります。市長も日頃か 

ら最優先課題と公表されています。 

最優先課題の対策として具体的な提案をお聞かせ願います 

(3) 地方創生による地域の拠点づくりや道の駅等の設置について 

国土交通省は道の駅を「開かれたプラットホーム」として、国を挙げて道の駅の 

多角化な機能強化を支援する機運がもりあがっている。道の駅こそ「地方創生の拠 
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点」にふさわしい、うってつけの場と位置付けている。また、道の駅は全国で1040 

駅があり現在でも増加しています。当初は休憩・情報発信・地域連携が主な機能で 

したが、防災・観光・地域の福祉拠点として進化をとげている。だから、今「小さ 

な拠点」が「地方創生の拠点」に最適な施設として注目されている。道の駅は「ま 

ち」の特産物や観光資源を活かして「ひと」を呼び、地域に「しごと」を生み出す 

地域活性化の核として期待が高まっています。また、新潟県中越地震の発生から10 

年が経ち、その時に道の駅が防災拠点となった。この様な経緯から「道の駅」は重 

要性をを増して「地方創生」の拠点に成るほど存在感が膨らんだ。県内においても 

、重点「道の駅」として８か所が選定され「伊豆道の駅ネットワーク」として指定 

され「地方創生」の拠点として認められた。国土交通省・農林水産省・経済産業省 

など関係省庁が地域の観光情報発信や駅に立ち寄る外国人対応の強化、周遊観光の 

振興など、市町が企画提案した構想を後押しする。国土交通省中部地方整備局では 

「観光振興や農業６次産業化などの施策を応援したい」と話された。また、EV自動 

車の普及などに伴う支援としてEV充電などの施設支援の充実を図りたいなど「地方 

創生」にかける意気込みが伝わってきます。 

当市における拠点づくりについて質問致します 

ア 当市に於いては、東名高速道路、第二東名、国道一号線、国道 150号線、志太 

中央幹線、志太東幹線等が縦走しています。しかし、当市に関係する道の駅は皆 

無であります。 

市長としてのお考えを戴きたい 

イ 「地方創生」は人口減少対策だけではなく、景気対策や地方財政、成長戦略も 

含めた広い意味でも用いられます。市長として、成長戦略や景気対策としての地 

方創生をどの様にマネージメントするお考えかお聞き致します 

ウ 大井川地区の南部においては、地震・津波防災における災害対策で市民も疲れ 

切っています。また、危険地域のレッテルを張られ地価も下がり住民の移転等も 

進んでいます。この様な状況を打破すべく地域の有志による拠点づくりの勉強会 

も始め、志太東幹線沿いに「道の駅」をどうだろうかとの意見も出され、ここを 

拠点づくりの一つと考えたらどうだろうかと現在情報の収集を図っている所であ 

ります。 

市長としてのお考えをお聞き致します 

(4) 地域連携について 

ア 人口20万人以上の都市を中枢拠点として医療福祉など周辺市町村の機能を補完 

する「地方中枢拠点都市」構想が総務省により打ち出されました。当市が該当す 

る施策は10～20万人程度の地方都市を中心とした自治体連携であります。国土交 

通省では「高次地方都市連合」経済産業省では「都市雇用圏」が提唱されて来ま 

した。当市としての取り組みはどの様な施策により進めますか。 

市長としてのお考えをお聞かせ願います 

イ 2014年11月に成立した「まち・ひと・しごと創生法」の中で、各種の事業・整 

備を行う場合、「地域の実情に応じ、地方公共団体相互の連携協力による効率的 

かつ効果的な財政運営の確保を図る事（第２条６号）と成っています。また、総 

合戦略では、「地方都市における経済・生活圏の形成（地域連携）」として盛り 

込まれました。都市のコンパクト化と周辺等のネットワーク形成「都市集中都市 
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圏」「定住自立圏」の形成促進が盛り込まれました。この様に広域連携は地方創 

生と一体化し始めた。 

以上の様に広域化による地方創生が進むと、広域連携による生き残りを考えざ 

るを得なくなると考えますが市長としてのお考えをお聞かせ願います 

 

２ 「いじめ防止対策推進法」に基づく「いじめの防止等のための基本的な方針」及び 

、体罰や不登校について 

(1) 「いじめの防止等のための基本的な方針」について 

全国の学校で約20万件以上のいじめが発生しています。此の事件把握は、小さな 

「芽」も見逃すまいと把握方法を改善したことが大きいと言われています。東京都 

のある中学校（生徒数 176人）では毎週金曜日の昼休み、いじめ防止役を担う32人 

の「スクールバディ」がクラスの様子を報告する。この中学校は、防止プログラム 

を導入、そこに組み込まれているのが「仲間」を意味するバディだ。１年次に、い 

じめられた子の気持ちを考える講習を受け、なりたい人を募る。アンケートや孤立 

している子への声掛けなどを通じ、いじめの発見と解決につなげる。この様にスク 

ールバディの活動により成果を上げている学校もあります。また、横浜では児童の 

特徴を図に落とす検討会議に他学年の教員も参加、担任が把握できていない児童の 

様子を伝え合う。「支援の必要な子への対応を特定の教諭が抱え込むのを防ぎ学校 

全体で取り組む態勢と雰囲気が出来た」と報告された。最近では子供達の環境が悪 

化しているのが現状ではないかと思います。大人たちによる犯罪が子供達を巻き込 

み悲惨な状況が発生しています。また、公務員による犯罪、ましては教員による犯 

罪まで発生する社会では子供達は安心して勉強が出来ないのではないかと思います 

   。 

それでは次の質問を致します 

ア 当市におけるいじめの報告はありますか。小学校・中学校それぞれ何件ですか 

。内容的にはどの様ないじめが有りますか 

イ 教育委員会まで上がって対処した件数は 

ウ 対策は、結果はどうでしたか 

エ 最近では、ITによるいじめがあり、特に LINによるいじめがあるようですが、 

当市においてはどうでしょうか 

オ ある学校では、携帯（スマホ）は使用禁止（学校内において）、ある PTAでは 

よる９時以降の携帯は使用しないなどの指導を行なっていると聞いていますが当 

市においては如何でしょうか 

カ 教師の多忙解消がいじめ対策にも有効だとの報告が有りますが、当市に於いて 

は如何でしょうか 

(2) 体罰や不登校について 

文部科学省の調査では、体罰を理由に懲戒や訓告などの処分を受けた公立学校の 

教員は 2013年度は前年度比 1700人増の3953人で過去最高となった。静岡県内では 

141人で前年度比37人の増となった。全国で体罰被害を受けた児童生徒は 8880人と 

公表された。内容的には、「素手で殴る」が全体の６割を占めたが、「棒などで殴 

る」などもあった。当市においては如何でしょうか。不登校小学校生・中学校生は 

計11万9617人に上り前年度より７千人増えたことが文部科学省の学校基本調査で分 
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かった。現場の教員は、不登校一歩手前の子供も増えていると報告している。県内 

では、不登校の小・中学生は 3961人と前年度から273人増加した。当市に於いては 

如何でしょうか。 

次の質問を致します 

ア 当市に於いて体罰やその他の事件により懲戒や訓告を受けた人数は如何でしょ 

うか 

イ 所属部署の対応や対策はいかがでしたか 

ウ その後の指導等はどの様に行いましたか 

エ 不登校児童生徒の対応や対策はどの様に行っていますか 

オ 不登校児童生徒の親に対してはどの様に対処していますか 

カ 外国籍児童生徒の増加により不登校児童生徒数が増加したのではないかと思い 

ますが如何でしょうか。 

その場合の対応や対処は如何でしょうか 

 

３ 小中一貫校の制度化について 

 小中一貫校の制度化について 

政府の教育再生実行会議は義務教育９年間のカリキュラムを弾力的に運用できる 

小中一貫校の制度化や、幼児教育の段階的無償化を柱とする学校制度について提言 

を行った。これを受けて文部科学省は2015年の通常国会に学校教育法改正案を提出 

し早ければ、2016年度に新たな学校種「小中一貫教育学校」を創設する方針である 

と公表した。但しこれまで通りの小中学校を残すこともできる。提言は、義務教育 

期間を見直すとし、３～５歳児の幼児教育の無償化を段階的に進めた上で、５歳児 

は「より柔軟な枠組みによる義務教育化を検討する」とした。浜松市では小中一貫 

教育実態調査の結果を公表した。同市では「小中一貫教育の成果が認められる」と 

の回答が94％に達し、全国平均の87％を上回った。成果の具体例として、中学校進 

学時に学校への不適応が増える「中１ギャップ」の緩和を挙げた学校が96％に上が 

った。ほかには教員の指導改善意欲や生徒の上級生としての意識向上などの回答が 

多かった。課題等も見受けられたが出席者は肯定的に捉える見方が大勢を占め「教 

員がやりがいを見出せるかが重要」などの声が上がった。 

当市における対応を質問致します 

ア 小中一貫校制度を取り入れる可能性はありますか 

イ モデル学校による施行もあるかと思いますが如何でしょうか 

ウ 将来は５歳児までの影響がでそうですが、当市としてはどの様に対処するので 

しょうか 

エ 先の項目でいじめの問題を質問致しましたが、人口減少による小中学校の再編 

問題などが起きる可能性も否定できないかと考えますが如何でしょうか 

オ 教育委員会制度も大きく変化している状況でもありますが、制度変更に対応す 

るのか、現状のまま変化に対応しないで進むのか、将来の子供達がより良い環境 

で勉学できるようご検討願いますが如何でしょうか 
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 11 杉田源太郎（質問方式 一問一答）  

   答弁を求める者 市長 

 

１ 旧大井川町市街化区域への都市計画税問題について 

(1) 異議申立て件数について 

焼津市が昨年５月におこなった旧大井川町市街化区域への都市計画税課税に対し 

、多くの関係住民から異議申立てがあった。 

この異議申立件数はどれほどであったか 

(2) 異議申立棄却理由について 

この異議申立てに対し、市は申立てを棄却する旨の決定をした。その理由として 

、この都市計画税課税が焼津市の施行する都市計画事業及び土地区画整理事業の費 

用に充てるためのものと認められること、焼津市税条例に課税する規定があること 

などを挙げ、適法な課税だとするものであった。しかし、これは外形だけの、形式 

的な判断ではないだろうか。「都市計画税は、都市計画事業などの実施に伴い、都 

市環境の改善・土地の利用状況の増進などを通じて、土地及び家屋について一般的 

に利用価値が向上し、その所有者の利益が増大すると認められることから、その受 

益関係に着目して課される応益税としての性格を有するもの」（税制調査会答申書 

）とされている。これによれば、単に「都市計画事業及び土地区画整理事業の費用 

に充てるため｣だけでなく、それらの事業によって｢土地及び家屋について利用価値 

が向上し、その所有者の利益が増大すると認められる」ことが必要要件ということ 

になる。 

棄却理由の中で示されている、東小川や会下ノ島石津における土地区画整理事業 

、小川道原線街路事業その他の都市計画事業によって、旧大井川町市街化区域の土 

地及び家屋について利用価値が向上し、その所有者の利益が増大すると認められる 

か、非常に疑問ではないだろうか 

(3) 経過措置条例第6条の理由について 

大井川町の編入に伴う焼津市税条例の適用の経過措置を定める条例第６条で、都 

市計画税は「平成25年度分までに限り課税しない。」として、編入合併から５年間 

は都市計画税を課税しない、とした理由は何であったか 

 

２ 固定資産税評価額を「適正な時価」に 

 固定資産のうち土地の「適正な時価」について 

平成27年度は固定資産税評価額の３年ごとの見直し、評価替えの年である。この 

機会に、固定資産のうちの土地について「適正な時価」とするよう、特に求めたい 

(ｱ) 焼津市内の土地の価格が、近年大幅な下落を続け、とりわけ海岸に近い所ほ 

ど激しい状況である。売りたくても売れない、買い手がつかない所が多い。 

このような状況を正しく反映した評価額にするため、市はどのような努力を 

しているか 

(ｲ) 売りたくても売れない、買い手がつかない状況での「適正な時価」とはどの 

ような価格であるか。このような場所は、津波被害の大きいと目される場所で 

ある。 
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総務省が示している評価基準には、津波被害想定による価格影響度などを反 

映できる条項があるか 

(ｳ) 固定資産税・都市計画税は、申告納税ではなく賦課課税制度となっているこ 

とから、課税台帳登録価格等に対する審査請求制度が設けられている。 

この審杳請求制度について、市民によく知ってもらう対策をどのように行う 

考えか 

 

３ 浜岡原発再稼動問題について 

 浜岡原発再稼動に対する市の姿勢について 

私たちが行った「市民アンケート」で浜岡原発再稼動についての回答は「反対」 

が大多数を占めた。福島原発事故は４年経っても未だに収束の目途も立たっていな 

い。焼津市民は被災地の状況を自分のこととして考えている。そして、ビキニ事件 

を経験して放射能被害に対して非常に敏感であることを裏付けている。また市民団 

体「さよなら浜岡原発・焼津市民の会」がおこなった全候補者対象アンケート結果 

でも「再稼動に反対」で概ね一致している。自治体は、そして私たち大人には原発 

の単独、地震連動事故から市民の命・財産、豊かな自然を守り次世代を担う子ども 

たちにそれらを引継がなければならない責任がある。 

「浜岡原発再稼動」問題について市の基本姿勢について 

ア 中部電力とＵＰＺ31km圏内７市町との「安全協定」締結に向けての現状と焼津 

市としての取り組む基本姿勢はどうか 

イ 津波対策を早急に行わなければならないが、単独或は地震に連動する原子力災 

害からの避難計画についてはどのようになっているか 

ウ 再稼動となれば新たに処理のできない使用済み核燃料が増えるが使用済み核燃 

料の処理はどのようになれば安全といえるか 

エ 議会答弁で「99％、 100％の安全が確保されなければ再稼動は認めない」とあ 

りますが「100％の安全」とはなにか 

オ 自然再生可能エネルギーの独自開発、また公的施設での採用・省エネルギー対 

策等どのように進めようとしているか 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 


