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平成平成平成平成 22228888 年２月焼津市議会定例会年２月焼津市議会定例会年２月焼津市議会定例会年２月焼津市議会定例会    一般質問者及び質問要旨一般質問者及び質問要旨一般質問者及び質問要旨一般質問者及び質問要旨    

    

第４日（３月第４日（３月第４日（３月第４日（３月９９９９日）日）日）日）    

10101010    石田江利子石田江利子石田江利子石田江利子議員（質問方式議員（質問方式議員（質問方式議員（質問方式    一問一答）一問一答）一問一答）一問一答）    

            答弁を求めるもの答弁を求めるもの答弁を求めるもの答弁を求めるもの    市長市長市長市長    

 

１ 焼津市のごみ減量対策について 

(1) 古紙等資源回収の推進について 

ア 古紙等資源回収奨励金制度について 

イ 古紙資源化支援事業について 

(2) ごみ減量について 

ア 不燃資源ごみについて 

イ 今後のごみ減量について 

 

２ 住みたいまち 焼津を目指して 

人口減少対策について 

ア 若者世帯定住支援奨励金制度について 

イ 安心して出産・子育てができる為の施策について 

ウ 定住人口増加について 

 

    11111111    太田浩三郎議員（質問方式太田浩三郎議員（質問方式太田浩三郎議員（質問方式太田浩三郎議員（質問方式    一問一答）一問一答）一問一答）一問一答）        

            答弁を求めるもの答弁を求めるもの答弁を求めるもの答弁を求めるもの    市長、教育長市長、教育長市長、教育長市長、教育長    

 

１ 安全で快適なまちづくりから、地震・津波・自然災害等の防災対策について。 

(1) 焼津市地域防災計画について。 

自然災害に伴う被害で最も痛ましいものは「犠牲者の発生であります。自然災害 

の発生は自然の現象ですがハザード（地震・大雨等）により生じた「被害」は人間 

社会の現象と言われています。 

「自然災害に伴う犠牲者は自然の力によるもので誰のせいでもない」と言う考え 

方と、一方で「誰かが対応を誤ったために犠牲者が発生したのだ」という考え方も 

あり裁判で争われる事もあります。 

水害において避難勧告の発令時刻が遅かったとしてご遺族の方が損害賠償の訴訟 

を起こした。この裁判では訴えを棄却されましたが、しかし、判決は故意や過失に 

よる不当な勧告で被害が生じた場合自治体側は賠償責任を負うとの判断が示され 

た。この事は状況によっては責任を問われる可能性が示された。またハザードマッ 

プに示されていなくても危険についての予見可能性があれば原告の主張が全面的に 

認められた。（時評より） 

焼津市地域防災計画について質問致します。 

ア この計画は「災害対策基本法」第42条の規定に基づいて作成するとなっていま 

す。また、「大規模地震対策特別措置法」第６条に基づく「地震防災強化計画」 

および南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第５条の規 
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定に基づく「南海トラフ地震防災対策推進計画」を含むものと成っています。間 

違いないですか 

イ 予想される災害として東南海地震や南海地震(Ｍ８)がある。連動して相模トラ 

フ・相模湾側では大正型関東地震（Ｍ7.9）があり、あらゆる可能性を考慮した 

最大クラスの地震・津波として南海トラフ巨大地震（Ｍ９）や元禄型関東地震 

（Ｍ8.1）などの巨大地震についても発生する事を想定する必要がある*１、南海ト 

ラフ巨大地震（内閣府（2012））の断層モデルは現時点での科学的知見に基づき 

検討されたものであり・・・・・・と注意書きあります。当局側の市民への説明 

と食い違いあると思いますがいかがですか 

ウ 焼津市地域防災計画では駿河トラフ・南海トラフ沿いで発生する地震として地 

震予測計測計算結果として当局が表明している中心市街地では震度階級としてレ 

ベル１の震度分布図により「７」が表示されていますレベル２でも同じように 

「７」の表示であります。これは市長が市民に説明していることとは違うように 

思いますが如何でしょうか 

エ 上記に関連して、液状化可能性ランクとしてもやはり中心市街地周辺において 

も液状化可能性ランクとして大・中が表示されています。これもレベル１もレベ 

ル２もほぼ同じくらいの表示となっていますが如何でしょうか 

オ 上記に関連して、全壊・焼失棟数も中心市街地及び周辺は20棟～60棟以上が予 

測されています。これもレベル１、レベル２も同じ程度となっています。どのよ 

うに理解すれば良いのでしょうか 

カ 漁港海岸保全災害防除計画によれば、焼津・小川地区は漁港外郭施設として焼 

津外港南防波堤等を設置して波浪を防ぎ、港内の静穏度が向上したと記載されて 

います。しかし、先般の静岡県の発表では県内５つの漁港における防波堤の強度 

が不足しているとの発表でありました。５つの漁港に焼津漁港が含まれていまし 

た。 

市長の説明による浸水区域ではないとか津波・地震は大丈夫等の説明には違和 

感を覚えますがご自身はどの様にお考えかお聞きいたします 

(2) ボーリング調査経過について 

報道によると「大震法見直し必要」と一面に表示され「明日起きてもおかしくな 

い」と言われてきた東海地震、しかし2011年３月の東日本大震災以降は100年～150 

年おきに繰り返すとされる南海トラフ巨大地震に社会の関心が移っている。神戸大 

名誉教授の石橋氏は「駿河湾での大地震が次の南海トラフ巨大地震と同時に起きる 

可能性を考慮するのは当然だ」と記載されていました。また「起こる可能性のある 

ことはすぐにも起こる」とも記載されていました。 

焼津市では静岡大学の北村教授によります焼津平野における津波堆積物調査を根 

拠に津波はなかったと市民に説明されてきました。北村教授は調査した箇所では見 

られなかったがその後の調査ではやはり津波の痕跡があったと発表しています。 

市長はテレビインタビューで今後も注視していくことを述べていました。 

ア 先般の一般質問で歴史認識のお話しをしました、市長も焼津市地域防災計画を 

ご覧になっているかと思い質問しました。第２節に過去の顕著な災害の項目に静 

岡県内の地震活動として過去の地震の経緯が一覧表となって掲載されています。 

これを見ても駿河湾における地震が掲載されています。 
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それではボーリング調査による経過および結果をお聞きします 

イ ボーリング調査を静岡大学および北村教授と正式に委託契約を結んだようです 

が、なぜ最初から契約に基づく調査結果を行わなかったのか不思議であります。 

焼津市は災害の被害が起こる可能性が大きく焼津市地域防災計画等も作成され、 

災害の事実確認を行っても何ら不都合はないかと思いますが如何でしょうか 

ウ 今まで市民に説明なさってきた状況を今後も続けるつもりでしょうか 

(3) 国土強靭化政策による防災対策について 

東日本大震災に見舞われた東日本の皆様も復興に全力を挙げている様子が報道さ 

れています。プレハブ仮設住宅でこの５年間に1 9 0人の方々が孤独死されています 

す。 

年々増加し７割が男性との記載がありました。 

復興住宅での孤独死が今後問題になる可能性が指摘されています。この事は阪神 

大震災においても同じ現象が指摘され多くの被災者が亡くなられています。この様 

な事を無くすためにも減災に力点を置き被害者を出さないためにも防災対策に力点 

を置き施策に反映すべきだと考えます。焼津市においても焼津市津波防災地域づく 

り推進計画を策定し、策定目的として次の３項目が記載されています。 

①命を守る。 

②財産を守る。 

③生産活動を守る。とあり 

焼津市津波防災地域づくりを推進するための指針として次の４項目が記載されてい 

ます。 

①市民の生活の安定や地域経済の活性化。 

②既存のまちづくり計画との整合。 

③防災・減災対策を効率的かつ効果的に実施。 

④「多重防御」の発想で地域の発展を展望。 

とあります。 

ア 国土強靭化政策として今年度は「潮風グリーンウォーク整備事業が計画されて 

います。さらに強靭化施策としてのお考えがあればお聞きいたします 

イ 今東日本では高台移転によりますまちづくりを行っています。焼津市において 

もこれからの地域づくりは安心できるまちづくりとして高台移転によるまちづく 

りは考えられないのでしょうか 

ウ 被害者の避難場所であります地域は焼津市として確保予定 がなされています 

が、焼津市地震・津波対策アクションプログラム2014では次の目標が掲載されて 

います。 

①地震津波から命を守る。 

②被災後の市民生活を守る。 

③迅速、かつ着実に復旧、復興を成し遂げる。 

とあります。 

災害により自宅を失い、倒壊した人達は避難生活を余儀なくされ不自由な生活 

を強いられます。 

このことが孤独死に繋がっていく事になります。只避難場所の確保をすればい 

    いのではなくいかに市民の生活を守るかが課題かと思います。市民生活を守る事 
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    とはどこまでを目標としているのでしょうか 

(4) （仮称）大井川防災広場整備事業について。 

ア （仮称）大井川防災広場整備事業については今までも何度か質問しています 

が、現在の状況をお聞きいたします 

イ 地域の皆様に利用計画策定のお手伝いをお願いした経緯等もあり地域の皆さん 

の関心は高いものがあります。地域ではどの様に成っているのか問い合わせもあ 

り今後の計画等を具体的にお聞きいたします 

ウ 完成時期は何時なのかをお聞きします 

 

２ 都市基盤整備等に関係する各種諸問題について。 

(1) 焼津市に於ける土地区画整理事業について。 

県内人口「転出超過」県外に63,000人以上、全国５番目と掲載されました。年齢 

的には10代後半～20代前半の人達の転出が多かった。29市町の中では焼津市は静岡 

市、沼津市、富士市に次いで多かった。焼津市は2010年比では2.6％、3,736人の減 

少が見られた。 

当市でも居住者増加のための支援事業や転出者防止策等を行っていますが人口減 

少が厳しい状況にあることは事実であります。 

昭和63年２月26日（公告の日）焼津市南部土地区画整理事業がはじまり施行面積 

166.4ha、 施行期間は平成34年度（変更後）の予定が組まれています。長期借入金 

として平成26年度末2,244,323,092 円があります。２月定例会に最大31億２千万の 

債務負担行為が上程されます。この事業は組合施行事業で焼津市が損失補償を行っ 

ています。進捗率は事業費ベースで93.8％(平成26年末)の完成をみています。 

それでは市施行の東小川土地区画整理事業、会下ノ島石津土地区画整理事業につ 

いてお聞きします。 

ア 施行面積・施行期間・総事業費・進捗率をお聞きします 

イ 保留地の販売計画はどうなりますか 

ウ 事業の完了はいつ頃を予定していますか 

エ 完成時期によっては土地の評価額が変化していると考えますが、いかがですか 

(2) 市内土地の評価額減少等について税収などの影響は。 

ア 空き家対策において、固定資産税が上昇するとの税制改正がなされたが、その 

影響等を考慮し、固定資産税が上昇に至るまでの経過について伺いたい 

イ 市内においては全体的に土地の評価額が下がっているとお聞きしていますが如 

何ですか。市税収入に影響はありませんか 

ウ 地震・津波・自然災害の防災対策が明確にされないと人口減少による減収も覚 

悟しなければと考えますが如何でしょうか 

(3) 老齢化による持ち家維持困難家庭について。 

焼津市では空き家対策に対する条例制定を行っています。高齢化社会に伴い旧来 

から住んでいる住宅に老人家庭が増加し、それもお一人で住まわれている方が増え 

ています。年金生活では税金の支払いも苦労なさっていることと思います。ある地 

域では、自治会組織の一旦を担っている隣り組み組織から抜けたいとの申し入れが 

あるとお聞きしています。理由は自治会費等各種納付金の負担ができないなどの理 

由だそうです。また、地域の各種行事の参加ができないので皆さんに迷惑が掛かる 
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等の理由だそうです。今後は高齢者に対して優しい地域でありまた優しい行政を望 

みたいと思います。 

ア 経済効率一辺倒で行政運営を行えばひずみが出ます。さわやかクラブの組織率 

をみても減少傾向にあります。車社会からおいていかれ、出かけたくても運んで 

くれる車もなく、人もいない。さわやかクラブの会合と言えば離れた場所で歩い 

てはいけない。元気な人達は何不自由なく目的地に行け、何不自由なく買い物が 

でき楽しみをおう歌できます。この様な状況を把握し如何にして住みよい社会を 

形成するかは難しい選択であります。 

市長のお考えをお聞き致します 

イ 当市として、この様な老人世帯を把握していますか。 

幾世帯ありますか 

ウ 福祉関係でバックアップしているかと思いますが行政の縦割り社会では税金の 

滞納があるから支払ってください等と取り立てを行ったり、家と土地があるから 

生活保護は対象外ですとか高齢者にとっては最後の砦がなくなってしまうのでは 

ないでしょうか。 

市長のお考えをお聞きします 

エ 家と土地があるからお金がある発想は今では成り立たないかと思います。家と 

土地を預かる代わりに市で面倒を見ます等真剣に検討する時期ではないでしょう 

か、法律的な問題を含めて検討できないでしょうか市長のお考えをお聞きします 

 

３ 焼津市教育大綱の施策等について。 

(1) フリースクールについて 

憲法26条 

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を 

受ける権利を有する。すべて国民は法律の定めるところにより、その保護する子女 

に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。 

とあります。 

現在、不登校や引きこもりの子供に勉強を教えたり、居場所を提供したりするフ 

リースクールですが、義務教育制度の一環として法整備されていません。 

小中学校の不登校児童が10万人を超えている事実はすべての児童を学校だけで対 

応する事が難しくなった表れと言われています。不登校の増加を背景に文部省（92 

年当時）はフリースクールに通う場合も、本来在籍する学校の判断次第で、小中学 

校での出席扱いにできることを通知した。 

フリースクールについて質問致します。 

ア 総合教育会議において総合的な施策の方針を定めた焼津市教育大綱であります。 

当然フリースクールの取り扱いについても議論の対象になったかと思いますが如 

何でしょうか 

イ 現在どの位の児童がフリースクールに参加しているのでしょうか 

ウ 不登校児童でフリースクールに参加していない児童はどの位いるのでしょうか 

エ 不登校児童で参加しない児童はどの様に指導していますか 

(2) 図書司書について。 

焼津市総合計画においては３項目の「生きる力を伸ばす社会教育の充実」の項目 



6 

    

において、図書館では学校要望を取り入れた図書資料の購入を行うとともに、焼津 

市子ども読書活動推進計画（第２次）に基づき、子どもや保護者が読書に親しめる 

事業等を実地し読書活動の普及に取り組みました。今後も、関係機関と連携を図り 

読書活動推進に努めます。 

以上の事から学校教育においては図書による教育があまり進んでいないのではな 

いかと思います。ある学校では朝の10分間読書させています。その結果は次の授業 

にスムーズに入っていき学力の向上にも貢献していると報告しています。 

図書司書については全国の小中学校に司書「学校司書」を置くことが努力義務と 

して改正学校図書館法が昨年４月に施行されました。専門知識を持つ司書が教育現 

場で果たす役割は大きなものがあります。 

富士市では市内全小中学校に司書を配置するに至った。「小学校教員はほとんど 

担任を持っているので図書室の管理まで中々手が回らなかった」と記載がありまし 

た。「今では司書が常駐し、管理はもちろん蔵書の“新陳代謝”もでき教室に行け 

なくても図書室には行ける子の心のよりどころにも成っています。」との記載があ 

りました。同市の小学生が１か月に借りる本の平均冊数は司書配置前の1997年が１ 

冊だったのに対し2014年は６冊まで伸びた。今後は図書室を活用した「授業支援」 

による今でいう見える化や複合的に学べる授業ができればいいなと。これからは今 

まで以上に教員と司書が連携を深めていく事が重要であると締めくくっています。 

ア 全小中学校に学校司書の配置はできないですか 

イ 児童の居場所づくりの一つとして学校図書の充実を図りませんか 

ウ 担任教師の補助的な役割ができるのではないかと思いますが如何でしょうか 

エ 今、日本人の科学者がノーベル賞等を受賞なさっていますが、やはり児童の時 

代に色々興味を持つことが大切であると話されています。本は宝の宝庫とも話さ 

れている番組などを見ると幼少期の学習は重要なんだなと思いました。 

教育長はどの様に捉えますか。お聞きします 

    

    12121212    秋山博子議員秋山博子議員秋山博子議員秋山博子議員（質問方式（質問方式（質問方式（質問方式    一問一答）一問一答）一問一答）一問一答）        

            答弁を求める者答弁を求める者答弁を求める者答弁を求める者    市長市長市長市長、教育長、教育長、教育長、教育長    

 

１ 新庁舎建設地を「現在地エリア」とする構想案の見直しを求めて伺う。 

新庁舎基本構想案について市民説明会やパブリックコメントを経たとはいえ、焼 

津市にとって50年に一度の大事業ともいえる庁舎建設をこのまま進めるには、市民 

との意見交換や議論が十分とは思えません。市長発言および市民への情報提供のあ 

り方等、いくつかの疑問について伺います。 

ア 新庁舎構想案の市民説明会について、建設地の選定に関し「現在地から庁舎を 

動かすと、焼津市がバラバラになってしまう、壊れてしまう」と発言した市長の 

真意は何か、伺います 

イ 昨年10月市民に配布した「平成27年保存版・焼津市防災地図」にあるレベル１ 

の「想定される地震津波被害」ハザードマップは静岡県第４次地震被害想定から 

転載されているが、もともとの県のハザードマップにある「留意事項」を明記し 

なかった理由は何か、伺います 
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ウ 選定の経緯説明から、当初の候補地８カ所およびその後３カ所に絞り込まれた 

ことは分かるが、現在地を最終的に選定したことの理由を見ると、そもそも、現 

在地以外の他の７カ所は実現不可能だったということか、伺います 

エ 市民説明会では構想案に納得できないという市民の声が多く、このまま強行に 

進めることは市政への不信感や反発を招きかねない。 

ここで立ち止まり、無作為抽出の市民会議や住民投票あるいは全市民全職員へ 

のアンケートなど、開かれた民主的なプロセスを組み込んで、構想案を見直すこ 

とを検討してはどうか、伺います 

 

２ ４月に施行される「障害者差別解消法」に関連し施策の充実を求めて伺う。 

障害を理由とする差別の解消を推進する法律「障害者差別解消法」がきたる４月 

１日施行となります。 

市のユニバーサルデザインの取り組みや、特別支援学級における児童生徒の支援 

の充実等を求めて伺います。 

ア 平成26年２月議会の一般質問でユニバーサルデザインに関し「まちづくりの重 

要な視点と認識している」「担当は政策企画課である」と答弁いただきました。 

このたび静岡福祉大学の駅前キャンパス設置で、大学との連携がいよいよ本格的 

にスタートするとのことです。 

ユニバーサルデザインに関し専門に学んでいる学生たちにハードとソフトの総 

点検をお願いするなど、学生の持ち味を生かした、派手さはなくても意味あるプ 

ロジェクトを立ち上げてはいかがか、伺います 

イ 障害を持つ児童生徒の修学旅行に関し、特別支援学校では保護者が付き添わな 

くてもいいようにサポートがある一方、特別支援学級では保護者の同伴あるいは 

保護者の費用負担による介助者の手配が求められています。 

支援学級においても支援学校と変わらないサポートをすべきではないか、伺い 

ます 

ウ 今回施行される「障害者差別解消法」は、行政職員・事業者・市民への教育研 

修や、地域における当事者と家族の参画に配慮して地域協議会を設置することを 

呼びかけています。 

教育研修と地域協議会の設置について、今後の取り組みを伺います 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
                        

    


