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平成28年２月焼津市議会定例会 代表質問及び質問要旨 
 
第２日（３月７日） 

１ 松本修藏議員 （凌雲の会）（質問方式 一括） 

答弁を求める者 市長 

 

平成28年度 施政方針について 

(1) 平成28年度予算編成にあたって 

平成28年度予算編成をするにあたっての市長の考え方及び焼津市の将来をどの 

ように見据えてまちづくりを行おうとするのかその考え方を問う 

(2) 子育て支援について 

子育て支援について、各市町がそれぞれ知恵を絞っているが、焼津市ではどの 

ように子どもを育てようとして支援策を講じているのか 

(3) 産業振興について 

市内産業の成長力、競争力の強化対策とともに新たな産業の掘り起しが必要と 

思われるが市長の考えはいかがか 

(4) ふるさと納税について 

ふるさと納税で歳入が増加しているが、その活用をどのように考えているの 

か。また、更なるふるさと納税寄附者を確保するための取り組みについて考えて 

いることはあるか 

(5) 災害対策について 

地震や津波など自然災害に対して市民が安心して暮らせるため、市長はどのよ 

うなまちづくりを考えているのか 

 

２ 杉﨑辰行議員 （市民派議員団）（質問方式 一括） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 施政方針と市長の市政運営について 

～市内の農地の将来展望、特に耕作放棄地に関して～ 

(1) 耕作放棄地の現状について 

第一次産業の就業人口低下と連動して、増加している耕作放棄地の状況は、加速 

度を増して増加する懸念がある。その現状を質問する。 

ア 過去30年、５年毎の、市内の耕作放棄地面積はどのように推移してきているか 

伺う 

イ 現在の耕作放棄地面積と、市内の全農地面積に占める比率はどうか伺う 

ウ 耕作放棄地中の青農地の面積と、その比率を伺う 

農地法に基づく農地は「耕作の目的に供される土地と規定しているが、その解 

釈について質問する。 

エ 「耕作を放棄している土地」は、農地法の農地であるのか、根拠を含み伺う 

(2) 耕作放棄地と農振法との関係について 

農振法では、農用地等の確保等に関する基本指針について「農林大臣が国の指針 
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を定め、知事が農振地域の指定や整備計画の策定に関し農業振興地域整備の基本指 

針を定め、さらに市町村長は農用地利用計画について知事に協議し、その同意を得 

なければならない」とあるので、焼津市について質問する。 

市長が定める農用地利用計画は、いつ策定されてこれまでどのような改訂が行 

われたのか伺う 

(3) 高草山の耕作放棄地と利活用について 

高草山は、農業の衰退と共に竹林や雑木林が拡大している。放置された農地や農 

道など、荒れがひどく、猪などの鳥獣被害も加わり、小規模の土砂災害も発生し災 

害発生の懸念が拡大している。農振法では「市町村長は、農振地域について農業振 

興整備計画を、法律で定める８項目にわたって定めなければならない」と規定して 

いる。これに関し高草山につき質問する。 

ア 農業地域整備計画の中で、高草山はどのように規定されているのか伺う 

イ 市が策定した農業地域振興計画と現実との乖離はないのか、市長はどのように 

認識しているのか伺う 

昨年11月に農林水産省より「農業センサス」が発表された。農振法では、「市長 

村は、概ね５年毎に、農用地の面積、土地利用、農業就業人口の規模、将来の見通 

し等々に関する基礎調査を行うものとする」とあるので、高草山に関し質問する。 

ウ 耕作放棄地面積が全農用地に占める割合は、直近の調査ではどのようになって 

いるのか伺う 

高草山の利活用に関しては、幾度となく構想の策定や調査が行われてきたが、平 

成に入ってからの期間に限って質問する。 

エ どのような調査や検討が行われてきたのか、その結果、どのように変わってき 

たのか伺う 

利活用の阻害要因の一つには、農用地指定の問題があると思う。農用地の除外 

が、問題解決への第一歩と考える。さらに、畑地総合整備事業で造った道路を県 

から市へ移行する準備があると聞いているが、これに関して質問する。 

オ 維持管理費を年間いくらと考えているのか伺う 

カ 道路構造令に適合しない道路を道路法に基づく認定をするのか、他の方法で管 

理するのか伺う 

(4) 焼津市として、農業の位置づけについて 

農地・農業の役割など、総合的に考慮し、この地域での持続可能な農業は大変重 

要と考えるが、その点について質問する。 

ア 市民、地元民に解るような説明で、市長は、山の将来をどのように考えている 

のか伺う 

イ 農業の将来展望と持続可能な農業に対して、どのように計画しているのか伺う 

 

２ 施政方針と市長の市政運営について 

～正しい防災意識の普及の為に、特に自然災害に伴う正しい情報発信を求めて～ 

(1) 正しい情報発信について 

多数の市民は、過去の地震による津波はあったと解釈しているが、市は、津波が 

無かった可能性が高いとしている事につき、質問する。 

ア 市は過去３千年の間に津波は無かった可能性が高いとしているが、この認識は 
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今も変わらないのか市長に伺う 

国立学校法人静岡大学の北村教授は、津波堆積物調査の報告書でも、津波がなか 

ったとは言っていないが何故、異なる広報をするのか疑問なので質問する。 

イ この報告書を、どのように理解するのか伺う 

ウ 市長は、なぜ津波が無かった可能性が高いと公表し、その根拠とした科学的知 

見とは何か、伺う 

焼津市防災地図は、提供元である県の期待に沿っていないと判断するので、質問 

する。 

エ 防災地図に関し、県では併記している留意事項を市は省いて地図の全戸配布 

し、その説明もなかった理由を伺う 

(2) 市長の防災意識について 

市長は、市議会答弁や新庁舎建設構想案の住民説明会で、盛んに「津波は来な 

い」と、将来にわたっての津波に関しても答えているので、質問する。 

ア 「津波防災地域づくり」をどのように取組んでいるか、伺う 

イ 市長は、ハードによる津波対策により、今後も津波浸水は無いと主張するのか 

伺う 

市の広報等により、市民の防災意識への低下が見られる。事実を曲げた表現や自 

然災害への過信は、有事の際に計り知れない被害を生む恐れがあるので、これに関 

して質問する。 

ウ 市は、事実とは異なる表現と自然災害への安全過信表現をしていないと、断言 

できるか伺う 

エ 市長は、正しい防災意識の為の危険意識についてどのように考えているのか伺 

    う 

(3) 防災への取組について 

防災に完璧は無く、多岐広範囲に及び、防災関連への取組は常に継続されるべき 

ものと考えるので、質問する。 

次年度予算に、防災関連をどのように盛り込んでいるか伺う 

 

３ 深田百合子議員 （日本共産党市議会議員団）（質問方式 一括） 

答弁を求める者 市長 

 

施政方針より市長の行政姿勢について～市内経済と市民のくらしをどう守るか 

(1) アベノミクスは破綻した。くらし最優先の政策転換こそ求められている 

就任から４年目を迎える市長は、ふるさと納税制度の「寄付金」と国の地方創生 

交付金等を積極的に活用し、雇用対策・流入人口対策・少子化対策・健康寿命の延 

伸を重点化とした。そして雇用対策では、起業・経営の支援、雇用の場の確保、新 

規就農者の確保を積極的に取り組むとしている。そうした中、日銀が１月29日にマ 

イナス金利を打ち出し円高・株安で金融市場は大混乱。アベノミクスの破綻であ 

る。すでに地方の金融機関や預金金利のさらなる引き下げなど国民・市民の生活、 

中小・小規模事業所への影響が広がっている。 また安倍政権の３年間によって、 

GDP（国内総生産）の個人消費は４兆円も減額し、 実質賃金は４年連続前年割れ、 
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消費税８％増税、社会保障の負担増、物価上昇など、国民・市民は４重苦を強いら 

れているのが現状だ。アベノミクスは大企業に過去最高の300兆円を超す内部留保 

をもたらす一方、６人に１人が年間所得120万円以下の貧困者という格差を拡大さ 

せ日本経済を悪化させてきたのである。こうした状況で、どうして市長は「景気回 

復が見込まれている」と言えるのか。その上、福島第一原発事故の汚染処理も解決 

していないのに、原発の再稼働を推進し、昨年９月には憲法違反の戦争法（安保 

法）を強行採決。今国会では米など重要農産物（174品目）を除外するとした国会 

決議に反し、農林水産業と食の安全、国の主権さえも脅かすT P P（環太平洋連携協 

定）に「署名」し、「批准」を強行しようとしている。さらに2017年度には軽減税 

率でごまかして、消費税10％増税をするという。これでは国家の存亡にも関わる大 

変危険な流れである。緊急に求められているのは「誰もが」幸せを追求して生きて 

いけるよう（憲法13条幸福追求権）、憲法を活かしたくらし最優先への政策転換で 

ある。 

ア 市長は「個人市民税は景気回復が見込まれている」としているが、その根拠は 

何か。またアベノミクス・消費税８％の影響をどう分析しているか。 

イ 市内の中小・小規模事業所の実態をどうつかんでいるか。 

ウ 市民の命とくらしを守る代表として、戦争法（安保法）廃止、T P P国会批准許 

さない、消費税10％増税中止、社会保障削減をやめ空前の利益をあげている大企 

業・富裕層は応分の負担を。以上を国へ求められたい。 

(2) 安心して認可保育園に入所できる待機児童対策を 

市長は子育て施策に力を入れ、認可保育園の増設改築で待機児童対策を進めてき 

た。しかし希望通りに入ることができない「待機児童問題」があり、全国では保育 

施設での「死亡事故」が問題になっている。2014年の厚生労働省発表では、特にゼ 

ロ歳児について、認可保育園の死亡事故がゼロに対し、認可外保育園は８件も発 

生。ところが国の待機児童対策は「子ども・子育て新制度」で、午前だけの保育の 

子と一日保育の子を一緒に保育するという、子どもの気持ちを考えない認定こども 

園や保育士でない無資格者を許す小規模保育事業所を位置づけ、さらに保育を儲け 

の対象とする企業の保育事業の参入も許すなど、保育の質を低下させ、保育を儲け 

の対象とする待機児童対策を促進してきた。そして市も小規模保育事業の条例を制 

定。（2015年４月実施）今回、新年度予算に、認可保育所の増改築助成と同時に初 

めて「小規模保育事業の施設改修補助」が提案されてきた。 

ア 焼津市の待機児童の状況はどうか。また希望通りに入所できているか。 

イ 小規模事業所からの開設希望が上がっているか。 

ウ 乳幼児の安全を守る立場から、小規模保育事業を推進するより、希望通りの保 

育園に入れるよう認可保育園を増やすことと、保育士の増員を図ることが必要と 

考えるがどうか。市長の見解を伺います。 

(3) 年金者・自営業者の生活を圧迫している高い国保税は引き下げを 

国民健康保険事業特別会計では、「医療費の増加により保険給付が増加してい 

る中で、一般会計からの繰り出しを行う」としているが、国保世帯の半分を占め 

る年金生活者は、年金は下げられ、自営業者も消費税８％増税、物価高、消費低 

迷で生業が深刻な事態である。国保税の値上げ抑制だけでなく、国保税を引き下 

げることはどうか。市長の見解を伺います。 
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(4) 介護保険の“卒業”？心配される要支援者のサービス打ち切り 

介護給付費の削減をねらい安倍自・公政権が2014年の国会で可決した「医療・介 

護総合確保法」。それに基づき、要支援１・２の訪問介護と通所介護を保険から外 

して市町村に丸投げする「介護予防・日常生活支援総合事業」（新総合事業）が、 

2017年４月からすべての自治体でスタートする予定となっている。焼津市も現在、 

新総合事業への検討を進めていると思うが、施政方針になく市長の姿勢がわからな 

い。市民の方々からは「介護保険料を払っているのにいざという時使えなくなって 

しまうなんてひどい」等、不安の声が上がっている。昨年４月から新総合事業を先 

行して実施している三重県桑名市は、介護保険を「卒業」して地域活動に「デビュ 

ー」＝中止することを目指した「ケアマネジメント」を徹底し、新規の要支援者が 

介護サービスを利用するには市当局や介護関係者が出席する「地域生活応援会議」 

での検討を経なければならず、膨大な資料提出が必要なためケアマネジャーや事業 

所の大きな負担となっているという。ケアプランでは半年程度で介護サービスを「 

卒業」＝中止し、ボランティアなどの「住民主体による支援」への移行が求められ 

ている。88歳のＭさんは当初要支援と認定され、「要支援者がすぐ通所介護を使う 

のは難しい」と、住民主体のシルバーサロンの利用をすすめられた。しかしそこは 

月に１，２回で送迎や入浴もないため通所介護の代わりにならず、引きこもってし 

まい、かえって認知症が進んでしまったと。住民主体サービスの担い手からは「 

認知症の要支援を受け入れたが無理だった。認知症や80歳以上の方は介護サービス 

からの「卒業」の対象から外してほしい」声もあがっているという。 

ア 厚生労働省の「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン」では、既にサ 

ービスを利用している方は「平成30年までは必要に応じて既存サービス相当のサ 

ービスを利用できる」としているが、現在の事業所で継続してサービスが受けら 

れるようにすべきではないか。 

イ 要支援の認定となった人、または基本チェックリストを行った人は「地域包括 

支援センター」が介護予防ケアマネジメントを行うと位置付けているが、本市の 

地域包括ケアシステムはどうなるのか。また同センターは市内には４か所のみで 

ある、中学校区ごとに必要ではないか。さらに「生活支援コーディネーター（地 

域支え合い推進員）」の配置は万全であるか。 

ウ 住民運営によるサロンが開設されてきているが、「一般介護予防事業」として 

対応するのか。そうなれば要支援者も対象となるが、認知症や歩いていけない人 

などはどうなるのか。 

エ 介護保険認定の更新時に「マイナンバー」の記載が強要されているがやめるべ 

き。 

(5) 新庁舎建設基本構想案は出たばかり、多くの市民の意見を聞いて 

昨年11月に市長から新庁舎建設構想案の発表がなされ、12月19日からは市内５か 

所で市民説明会を開催。その報告としてパブリックコメントを含め２月20日の広報 

やいづ臨時号を発行し全世帯に情報提供がなされた。そして新年度からは「新庁舎 

基本計画を策定する」としているが、市民の皆さんは賛否両論様々な意見があり、 

疑問もある。 

ア 新年度から強引に「新庁舎建設計画」策定に入るより、市民の皆さんに広報や 

いづ臨時号をまず読んでいただき、（目の不自由な人には点字の広報や音声での 
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情報提供を行うこと）その上で再度、きめ細かく市民説明会を開催し疑問や意見 

を受けとめること。説明会では、耳の不自由な人には、手話通訳者の派遣、要約 

筆記や磁気ループの設置。夜の開催では行けない人のために昼間開催すること。 

諸団体から依頼があれば説明会を開催することなど、幅広い階層の皆さんから意 

見を聞き、時間は掛かっても多くの市民の皆さんのご理解の上で進めることが重 

要。そして、その後再度のアンケート調査を行うべきである。 

イ 市民説明会において疑問が多かった「地震の際津波が心配」の意見に対し、市 

長は、現在地はレベル１（東海地震・東南海地震・南海地震の連動）では浸水想 

定区域ではないこと。津波防護施設の整備後はレベル２（南海トラフ巨大地震） 

でも浸水想定区域ではなくなると説明し、臨時号でも掲載されています。その津 

波防護施設整備について「防波堤の粘り強い構造への改良」は具体的にどうなる 

のか。「引き潮に効果があるのか」。また、「焼津漁港の港口水門・内港水門」 

の整備計画は不透明である。科学的に目で見てわかるような説明と、水門整備の 

効果や整備計画をしっかり説明する必要がある。 

ウ ６年程前の当初の新庁舎建設構想案に関し、私は統合舎方式だけでなく、現在 

の分庁舎方式の検討もすべきことを申し上げたが却下された。現在、焼津と大井 

川が合併して分庁舎として機能しているがアトレと大井川庁舎はまだ20～30年活 

用でき、分庁舎方式は地域の活性化・災害時に敏速な支援などメリットもある。 

合併推進債にこだわらなければ、本庁舎は大規模修繕を行い、分庁舎方式を継続 

することもできる。そうすれば財政負担は大幅に縮小できると考える。以上、市 

長の見解を伺います。 

(6) 焼津駅の「インフォメーション」設置～駅利用の改善を 

市長は、焼津市の玄関口でもある焼津駅に「インフォメーション」を設置する 

としているが、どのようなものか。トイレは設置されるか。また焼津市は静岡市 

のベットタウンでもあり、毎日約１万人が乗車しているが「朝の通勤・通学時間 

帯の車両はぎゅうぎゅう詰め、通勤者・通学者はとてもしんどい」の声がある。 

せめて８両編成にすべく、市長の見解を伺います。 

(7) 市民にやさしいごみ減量対策・分別収集等について 

自然エネルギーへの転換をどう強めるのかも課題となっており、市長は自然環境 

を次の世代へと継承していくために、エネルギーの自給自足から省エネルギーや新 

エネルギー等の実用可能性について調査し、資源循環型の社会形成のためには燃や 

すごみの減量化に向けて、特に紙類の分別収集のための啓発等を実施するとしてい 

る。 

ア 新エネルギー等の実用可能性はどのように調査するのか 

イ 紙類は個人情報も含まれ分別には手間が掛かり、高齢者にとっても大変である。 

しかも紙の袋がなければ保管することができず、シュレッダーに掛けた紙類も紙 

袋がなければビニール袋に入れなければならない。そこでビニール袋に入れて出 

してもOKとなれば紙類の分別もしやすいのではないか。 

ウ 今年度の年末年始は、燃やすごみの回収が６日無い地域、プラごみ回収が14日 

が無い地域があり、「回収している地域へ持っていきたい」という声もあがった。 

年末年始は親戚や来客などでお料理の量も多くなり、その結果生ごみの量が増え 

るため、年末年始の燃えるごみの回収日を間違えないよう回覧板などで周知する 
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などして、燃えるごみの回収日は３日以上あけないでいただきたいがどうか。以 

上伺います。 

(8) 非核・平和の願い～核兵器廃絶の平和事業の位置づけを 

「被爆70年」を経て、今、核兵器の非人道性からその禁止を呼びかける流れが強 

まり、賛同は世界の８割を超える国々へと広がっている。しかし核保有国とその「 

核の傘」の下にいる国々がその流れを妨げている。1954年の３月１日、アメリカが 

マーシャル諸島共和国のビキニ環礁でおこなった水爆実験で、マーシャル島民や焼 

津港を母港とする「第五福竜丸」など日本の多数の漁船が深刻な被害を受けた。そ 

して焼津市では、先人たちが困難を乗り越え、「核兵器廃絶」の署名、6.30市民集 

会や平和賞・被爆地への中学生派遣事業などの平和事業を位置付け、被災60周年に 

は祈念碑も建立された。そうした中、今年１月、北朝鮮が水爆実験を実施したとの 

報道から、市長と議長は連名で「平和への思いを踏みにじる暴挙であり、断じて容 

認できるものではない、あらゆる核実験の即時全面中止を強く求める」との抗議文 

を送付した。 

ア 広島・長崎に続く第３の被災市の責務として、市長の施政方針に核兵器廃絶を 

求める平和事業の方針を位置付けなかったのはなぜか。 

イ 「焼津平和賞」はどうなってしまったのか、市民の声を取り入れた形で再開を。 

ウ 被爆地への中学生派遣事業をさらに活かすよう「報告会」または「感想記録集 

発行」の実施を。 

エ 防衛相が民間の船員を予備自衛官として有事に活用する計画を進めている。防 

衛相は「強制しない」としているが、海員組合から「事実上の徴用。恒久平和を 

否定するもの」との声明が出された。焼津市では太平洋戦争で100隻以上が「徴 

用船」として駆り出され多くの人が犠牲となった。徴用船の悲劇を繰り返しては 

ならない。市長の見解を伺います。 

 

４ 鈴木浩己議員 （公明党議員団）（質問方式 一括） 

   答弁を求める者 市長 

 

市長施政方針について 

(1) 市政運営について 

市長は「手をつなぎ創る未来のまちづくり」を市政運営の目標とし、その実現に 

向けて「人にやさしい」子育て、福祉の充実、「命を守る」安心・安全なまちづく 

り、「にぎわい」のまちづくり、「市民目線」での行政改革の施策に全力で取り組 

み、就任４年目となる平成28年度はこれまでの総仕上げの年となる。 

平成28年度当初予算は、過去最大の500億円(前年比12.5％増)規模となり、近 

年、稀に見る超積極予算の編成となった。現在、本市が直面している少子高齢・人 

口減少の進展により、地域の活力が失われていくことが危惧される中で、山積する 

課題に真正面から立ち向かい、財政の健全性を維持しつつ、市民とともに将来課題 

を共有し、持続可能な安定した行政経営をしていくことが求められる。そのために 

は、第５次総合計画後期基本計画の下、活気ある焼津を創出するための焼津未来創 

生総合戦略で示されている諸施策を着実に推進し実現を図りつつ、国の連携中枢都 
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市圏構想の推進により、本格的な人口減少・少子高齢社会にあっても、地域を活性 

化して経済を持続可能なものとし、市民が安心して快適な暮らしを送ることが出来 

るよう本市としても周辺市町との連携が必要不可欠となる。 

ア 持続可能な安定した行政経営について 

イ 今後の財政見通し及び行財政改革について 

ウ 第５次総合計画の最終年度の一年前倒しについて 

(2) 焼津未来創生総合戦略について 

昨年10月に策定された「焼津未来創生総合戦略」では、平成31年度までの５か年 

を計画期間として、人口減少を克服し、活力ある地域社会を実現するための施策 

で、新年度は７つのパッケージとして事業展開を図ることとされている。 

ア 27年度に展開した事業と効果について 

イ 加速化交付金の対応について 

(3) 健康寿命の延伸について 

本市の喫緊の課題として28年度当初予算で集中配分した「雇用対策」「流入人口 

対策」「少子化対策」のほか、今回「健康寿命の延伸」が、早急に取り組むべき事 

業に加わり、重点化を進めるとしている。国の日本再興戦略（平成25年６月閣議決 

定）の中で、「国民の健康寿命の延伸」が重要施策として掲げられている。 

本市においては昨年度、データヘルス計画として、レセプトや健診情報等を活用 

したデータ分析を行い、生活習慣病対策をはじめとする被保険者の健康増進のため 

保健事業の実施計画を策定した。 

ア 本市の喫緊の課題に加えられた背景について 

イ 特定健診受診率と医療費との関係について 

ウ 特定保健指導の実施状況について 

エ 歯科保健医療と健康増進について 

(4) 公共施設マネジメントについて 

本市の建物系公共施設や土木インフラ施設は、今後の人口減少や人口構成の変化 

により財政支出の構造変化が予測される中で、適切な改修・更新等を行い、財政負 

担の平準化を図りながら、持続可能なものとしていく必要がある。昨年３月に策定 

された公共施設等総合管理計画によれば、今後40年間の将来更新費用は、建物系が 

約1,613億円(年平均40億円)、土木系が約2,674億円(年平均67億円)と試算されてお 

り、建物系と土木系を合わせて4,387億円(年平均107億円)である。しかし、直近５ 

年間の投資的経費は年平均約66億円で更新費用としては約41億円／年の財源不足が 

想定される。 

公共施設マネジメント基本計画において、財政負担の縮減に向けて建物系公共施 

設の将来費用を18％削減と目標を設定し、建物系公共施設への投資可能額を29.2億 

円／年としている。施設総量18％の削減は、施設の更新の際に延床面積を削減する 

とともに、更新や改修時に事業費を圧縮する目標数値であり、第１期公共施設再編 

プランにおいて「機能の最適化」と「総量の最適化」に取り組むこととしている。 

ア 公共施設マネジメント基本計画で対象外とされている土木インフラの将来更新 

費用について削減目標は設定されているか？また投資可能額はどの程度か？ 

イ 第１期再編プランで予定しているモデル事業(５施設) は予定通り行われるの 

か？また、必要な事業費の見込み額は積算しているか？ 
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ウ 新庁舎および新病院整備に係る事業投資についてどのように考えているか？ 

エ 国土強靭化地域計画と公共施設等総合管理計画との関係とメリットについて 

オ 将来に向けて公共施設等の長寿命化等の維持・保全に多額の財政負担が必要と 

なる中で、財源確保や財政負担の平準化も含めて基金の設置が必要となるがどの 

ように考えているか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


