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平成 29年９月焼津市議会定例会 一般質問者及び質問要旨 

 

第３日（９月 21日） 

６ 秋山博子議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 小中学校の通常教室や体育館へのエアコン設置を早急に。 

小中学校の通常教室や体育館へのエアコン設置について。 

小中学校のエアコン設置について、市では、図書室や特別教室への設置を優先し 

順次すすめていく予定と聞くが、通常教室や体育館への設置についても早急に検討 

すべきと考える。吉田町では中学校のエアコン設置に続き、夏休みを16日間に短縮 

する方針と抱き合わせのようにして小学校のエアコン設置をすすめたが、焼津市で 

は今後どのように検討していくのか。熱中症を防ぐためにグランドでの体育授業を 

控える事態も起きており、校舎の構造によっては窓を開けてもまったく風が通らな 

い、上の階ほど暑さが厳しい等の声がある。児童生徒に良好な学習環境を提供する 

ことは、学習意欲の向上につながり学力の向上や移住転入者の増加が期待でき、取 

り組むべき政策として優先順位は消して低くないはずである。市は児童生徒の命を 

守ることを最優先に、校舎の耐震補強を前倒しで実施してきた。エアコン設置につ 

いても財源確保の道を探り、早急な検討と事業実施を求めて伺う。 

ア 小中学校のエアコン設置についての現状のスケジュールを伺います 

イ 当事者である児童生徒・保護者・現場の教職員からはどのような声が届いてい 

ますか 

ウ 通常教室や体育館も含めてエアコン設置する場合、必要な予算はどれほどにな 

りますか 

エ 財源として「ふるさと納税」の活用や「住民参加型公募債」の検討や、そのほ 

かどのような可能性が考えられますか 

 

２ 文教エリアへの「場外舟券売場」設置に向けた行政協定の見直しを。 

文教施設に隣接する「場外舟券売場」設置に関する行政協定の見直しを求めて。 

市はこの８月、浜名湖競艇企業団と「場外舟券売場」設置に関する行政協定を締 

結したと報告があった。地元同意の文書とは裏腹に、反対の署名や陳情がある中、 

また、それらの反対があることを承知の上での「市長同意」そして「締結」はまさ 

に暴挙と受け止めている。６月議会で設置を求める請願の採決にあたり反対討論を 

述べさせていただいた通り、地元同意の経緯、地元の範囲、ギャンブル依存症への 

配慮、等、市の調査検討は不十分である。設置予定の場所は文教施設が多数存在す 

る。なかでも県立焼津水産高校は、市長が６月議会で答弁しているように、水産関 

連の人材を輩出する日本有数の教育機関であり、焼津の水産業を支えてきた、市の 

財産ともいえる存在である。そこにいわゆるギャンブル場を隣接させるとは、常軌 

を逸した判断だと言わざるを得ない。 

ア 場外舟券売場設置に向けて、今後、いつ、どのような手続きをもってすすめて 

いくのか 
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イ 行政協定では浜名湖競艇企業団に対し青少年への対策を万全にすることを求め 

ている。 

青少年への対策を求めるのはなぜか。どのようなリスクを想定しているのか。 

また、具体的にどのような対策を想定し、求めているのか 

ウ 近隣に文教施設が多数存在している。 

それぞれに「場外舟券売場」設置に関する聞き取りを行っているか 

エ ギャンブル依存症について焼津市の実態はどのようであるか 

オ 場外舟券売場設置の行政協定を見直す考えはないか 

 

７ 太田浩三郎議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長、病院事業管理者 

 

１ 安全で快適なまちづくりについて 

交通事故のないまちづくりについて 

交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、昭和45年６月、「交通安全 

対策基本法」が制定された。これに基づき当市では第１次～第９次の交通安全計画 

を作成し、関係機関・関係団体が一体となって陸上交通の安全対策を実施してきた。 

「第９次交通安全計画」中に発生した人身事故件数は1,215件から1,108件と1 0 7件 

の減少、死傷者数は５人から１人に減少、負傷者数は1,588人から1,413人に減少し 

ました。事故累計では「出会い頭事故」の発生率が高く、事故当事者では「高齢者 

事故」が増加しており、人口10万人あたりの発生件数では「高齢者事故」が県内ワ 

ースト第３位、「交差点事故」と「自転車事故」が同第４位と依然として高い状況 

にある。高齢化社会の進展に伴い高齢者対策が重要となります。又東海地震など大 

規模地震発生時に於ける道路交通の混乱などは、市民生活にも重大な影響をもたら 

す恐れがある。計画の基本理念は、人命尊重の理念に基づき、交通事故がもたらす 

大きな社会的経済的損失を勘案して、交通事故のない社会を目指すべきであると記 

載されています。「人優先の交通安全思想」に基づき全ての交通に於いては、高齢 

者、障害者、子ども等の交通弱者の安全を確保する事が必要である。特に横断歩道 

上での事故が一向に減少しないケ－スが多く事故の増加につながっている。 

「人優先」の交通安全思想を基本としあらゆる施策を推進していくべきである。 

第10次焼津市交通安全計画では１～６の項目があります。その中で次のことにつ 

いて当局側の考え方をお聞き致します。 

ア 交通環境に係る安全対策について 

交通環境の整備に当たっては、通学路、生活道路、市街地の幹線道路において、 

歩道の整備を積極的に実施する。安全な道路交通環境の実現にあたっては、道路 

を円滑・快適に利用出来ることが必要である。このためには、道路標識等の整備 

のほか道路の使用及び占用の適正化等に依って道路交通の円滑化を図る。とあり 

ますが現在、当市における不法占用物件の指導については、如何でしょうか。 

イ 参加・協働型の交通安全活動の推進について 

交通事故防止の為には、国・県・関係機関・団体等が緊密な連携の下にそれぞ 

れが責任を担いつつ、施策を推進し、市民の主体的な交通安全活動を促進する事 
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が重要である。そのためには市民が参加出来る仕組みづくり、市民が主体的に行 

う交通安全点検、地域に於ける特性に応じた取り組み等により参加・協働型の交 

通安全活動を推進する。とありますが、地域の協力を得ながら、通学路、生活道 

路、市街地の幹線道路等に於いて、「人」の視点に立った交通安全対策を推進し 

ていく必要があります。当市においては市民との連携が機能していますか。 

ウ 高齢者、障害のある人等の安全に資する歩行空間等の整備について 

高齢者や障害のある人等を含め、全ての人が安全に安心して参加し活動出来る 

社会を実現する為、駅、公共施設、福祉施設、病院等の周辺を中心に平坦性が確 

保された幅の広い歩道等を積極的に整備する。とありますが、弱者と言われる方々 

の意見をお聞きしたことがありますか。経済的な面から考えると後回しされがち 

ですが当市では如何でしょうか。 

 

２ 災害に強いまちづくりについて 

災害時における諸問題についての対策等 

当市に於いては、次の様な基本的な対策の下事業に取り組み等を行っている。 

１）防災意識の向上 

２）防災情報の収集伝達の充実 

３）防災体制の整備 

４）耐震化の推進 

５）防災インフラの整備 

６）消防・救急体制の整備 

成果指標としては、30年度目標値として次のようになっていました。 

ア 災害に備えている人の割合・・・・・・・・・59％ 

イ 地域に於ける防災活動を認知している市民の割合 

                 ・・・・・・・・・65％ 

ウ 焼津市は災害への備えが出来ているまちであると思っている人の割合 

・・・・・・・・・57％ 

エ 住宅の耐震化 ・・・・･・・・・・・・・・・90％ 

オ 防災訓練参加者数の割合（総合) ・・・・・・41％ 

カ 水害による浸水戸数（床上）・・・・・・・・０戸 

大規模災害に於いては自助・共助・公助の果たす役割は特に重要であります。市 

民一人一人の防災意識が災害復旧の成否を分けると言われています。又、減災に対 

する意識が被害を最小限に抑える原動力になります。現在国・県・市の管轄の下、 

河川、海岸・道路・港・防風林等それぞれ整備が行われています。 

それでは、次の項目に従って質問します。 

ア 災害時医療の体制について 

大規模災害発生時、富士宮市立病院は初動対応でボランティア受付窓口を設置 

すると決めている。同病院は災害拠点病院で、重傷者が殺到した場合、病院職員 

だけで院内の患者搬送を行うのは困難。「地域の協力がないと、災害時に病院は 

機能しない」と話している。県東部を震源地に富士宮市で震度６強を観測した地 

震発生後、同病院職員は２時間以内に半数が参集したが、意思統一が不十分で迅 

速に対応出来なかった。「従来のマニュアルが”お飾り”だったと痛感した」と 
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部長談話が掲載されました。 

災害時は、医療の地域格差が拡大し、医療過疎地ほど深刻なダメージを受ける。 

日頃から、災害時医療体制の整備や医薬品の備蓄などについて医療関係者と行政、 

住民らで議論し平時から地域内で顔の見える関係を作るべきと記載されていまし 

た。当市に於ける体制はどの様になっていますか。 

イ 減災対策について 

焼津海岸に沿って防風林が並んでいます。管轄は国・県・区有地・私有地等で 

構成されています。東日本大地震等や土砂災害等を見ますと流木や倒木による被 

害が災害を大きくしているようです。現在、防風林は年数が経っているので簡単 

には処理できない様になっています。地域でも行政と連携をとって松林の整備を 

行っていますが、高齢化を迎えている現在従来通りとは行きません。遊歩道等の 

清掃を兼ねながら枝払いなどを行っていますが、遊具等老朽化し使用すれば怪我 

人が出ます。行政の人も見回りを行っているとは思いますが、枝などが折れた場 

合怪我人が出る事を考えると、減災対策として整備を行う必要があるのではと思 

います。市では、国・県の管轄だからと担当者から地域の人に話されるのですが 

一体だれが責任を持って管理するのでしょうかお聞き致します。 

ウ 異常気象による災害対策について 

昨年に続き今年の６月にも異常気象による集中豪雨が発生し各地に被害をもた 

らしています。総雨量202mm AM4:00～PM16:00、時間最大雨量  40mm／ｈ12:00 

～13:00と報告されています。避難者は17世帯32人でした。 

4:18に大雨・洪水注意報発表～洪水警報が発表されて第２水防体制配備開始。 

木屋川（一色）氾濫注意水位超過。避難判断チーム招集、木屋川（一色）避難判 

断水位超過。 

災害対策本部設置～12:57に避難準備 ・高齢者等避難開始を発令(木屋川)６区 

域（5,361世帯、13,335人）～12:57避難所開設（和田公民館）避難者；12世帯24  

人。 

13:20 避難準備・高齢者等避難開始を発令（志太田中川）区域；宗高（973世 

帯、2,861人） 

13:20避難所開設（大井川公民館）避難者：１世帯１人。 

13:50 小石川 区域；三ケ名（2,055世帯、5,035人） 避難所開設（豊田公民 

館）避難者：３世帯、３人等々 

20:17に事前配備体制解除となっています。 

関係者の皆さんご苦労様でした。前述した以外の箇所でも河川・排水路・土砂 

災害等の危険を感じた方も多くおいでの事と推察致します。報告書を見ますと、 

避難状況や避難された方が少ない様に思いました。 

最近では北朝鮮による弾道ミサイルが発射され、J-アラートによる緊急情報が 

出され市民の戸惑いが報道されていました。防災訓練による避難訓練等の評価等 

をお聞きしたい。豪雨の中での同報無線による呼びかけ等は如何でしょうか。高 

齢者の避難は介添人等が補佐しなければ避難出来ないと思いますがどの様な訓練 

指導をなさっていますか。市民との連携は如何ですか。 
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３ 持続可能な地域を目指して 

焼津ダイヤモンド構想について 

焼津市の将来ビジョンとしてまちづくりの方針を示すものであり、未来への都市 

デザインです。と示されています。急速に進む少子高齢化や人口減少に対応するた 

め、これからのまちづくりの基本的な考え方である「暮らしに必要な様々な機能の 

拠点となる場所を効率的かつ、適正に配置をしたまちづくり」を進めるため、市内 

に「８つの拠点」を設ける・・・・・とあります。これは、市民が安心して暮らせ 

るまち・持続可能なまちを目指す事になります。と記載されています。少子高齢化 

の進行は、人口減少により多方面でマイナス影響となって現れてまいります。高齢 

化人口が相対的に多く、生産年齢人口が少ない場合経済成長率は減少に向かいます。 

負のスパイラル現象と言われています。最近では、当地の信金合併が掲載されまし 

たが、「地域の人口や事業所が減少する中、将来の資金ニーズの変化に備え経営基 

盤の強化に取り組む」と発表されています。地域の人口、事業所が減少する事は将 

来の人口増加には繋がらない事になり、消滅可能性都市と表現されています。持続 

可能な都市を目指している当市では、今回、焼津ダイヤモンド構想を立ち上げ、焼 

津市全体の持続可能な地域経済を実現することを目標に掲げました。と記載されて 

います。最近のキーワードとして「成長の鍵がストックをいかに生かすかにある。」 

といわれています。 

日本の２大ストックであります、金融資産と住宅資産をどの様に活かすか、どう 

増やすかが課題となり、この事は、たとえば消費者の皆さんが動けばお金が動きま 

す。住宅が動けば税収が上がります。等々、色々な事が考えられます。又、住宅や 

街を長寿命の「ストック型」に替える等が考えられます。ダイヤモンド構想では、 

ゾーニングがされてはいますが、拠点に経済的に発展出来る要素を持った事業所や 

集客場の誘致などが記載されていません。構想には10年後20年後のあるべき姿が見 

える事が必要ではないかと思います。今、シミュレーターソフトによる分析が行わ 

れています。人口データ・道路・橋などのインフラの更新時期自治体の持つデータ 

も組み合わせて50年後の姿を立体地図上で確認出来、さらに、まちづくりへの取り 

組み方の違いで地域の将来がどう変わるかも「見える化」出来ると記載されていま 

した。AIによる社会変革も始まっています、当市で持っているデータをもっと活用 

出来れば構想もより現実をおびて来るものと思います。それでは、次の質問を致し 

ます。 

ア ダイヤモンド構想を実現するには何が必要でしょうか 

イ ダイヤモンド構想により人口減少が止められるのでしょうか 

ウ ダイヤモンド構想により高齢化対策が充実するのでしょうか 

エ ダイヤモンド構想により地域の人材育成が図れるのでしょうか 

オ ダイヤモンド構想により企業集約出来るのでしょうか 

カ ダイヤモンド構想により地域資源は守られるのでしょうか 

キ ダイヤモンド構想とまちづくりの整合性は 
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８ 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 「障害者差別解消法」施行後の焼津市の取組みはどうか 

事務事業での取り組みと社会参加の促進の改善について 

障害者の自立した生活、地域社会への参加、また高齢化が進む中で高齢者福祉の 

充実が求められていることを平成27年９月、平成28年６月議会で質してきた。 

「障害者差別解消法」では「障害者が直面する問題を解決していく上で合理的な 

配慮の提供が重要であり、障害者の妨げになっている社会的障壁を取り除くことを 

行わないことが差別であることを確認してきた。 

平成28年６月議会で差別の定義を「障害のある人に対して正当な理由なくサービ 

スや各種機会の提供を拒否したり、制限したりする行為」とし障害者の差別解消に 

努めると答弁があった。 

ア 障害者差別解消法に沿って策定された対応要領はどのようなもので、それに沿 

った職員研修はどのようにされたか 

イ 市と社会福祉協議会がお互いに連携し、補完し合いながら焼津市の「福祉の推 

進」をすると答弁されたが「地域福祉活動計画の進行管理シート」はどのように 

運用され点検評価され共有化が図られているか 

ウ 平成27年９月議会で障害者、高齢者に対するタクシー料金の助成の改善、その 

利用範囲を「病院への通院、社会福祉施設への通所」から「官公庁への通所や自 

治会の行事まで拡大」と答弁があったが、社会参加を促進という主旨からはこの 

制限ははずすべきではないか 

エ 焼津市福祉事務所「障害者福祉ガイドブック」は字の大きさ、改訂ヶ所等障害 

者、その補助者が使いやすいものに編集できないか 

 

２ 場外発売場「（仮称）ボートレースチケットショップ焼津」（公営ギャンブル場） 

設置に関する協定書は見直し、直ちに協定を廃棄すべき 

(1) 行政協定締結に応じないとした市の回答（平成27年９月８日付け）について 

平成27年８月19日浜名湖競艇企業団が来庁、「行政協定の締結に向けた手続き 

について」（平成27年８月18日付け）の要望書を提出している。そして市長は平 

成27年９月８日付けで企業団に「環境整備協力費に関する住民の誤解が解消して 

いない、自治会が二分するような状況」として協定締結に応じられない旨回答を 

している。この「環境整備協力費に関する住民の誤解、自治会が二分するような 

状況」とは何を根拠にしているか 

(2) ６月議会答弁について 

ア ６月議会、深田議員の質問に「今月５日（６月）浜名湖競艇企業団から本市が 

平成27年９月に回答した際に指摘した事項について改善を図ったため、行政協定 

の締結について再度の申し入れがあり、・・・設置に関しましては本市が指摘し 

た事項について改善が図られ、地区としての意思が示されていること」と答弁さ 

れている。この文書から改善が図られた内容について 

(ｱ) 第１項 何をもって環境整備協力費に関する理解が図られたと判断したか 
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(ｲ) 町内会長等の押印で「地区としての意志が示されている」とのことだが自治 

会が二分するような状況はどのように改善されたのか 

(ｳ) 第２項 「地域住民に理解を深めるために、ミニボートピア焼津設置協議会 

を平成28年１月から11月を開催、近隣小中学校、高等学校等に提出・・・反対 

意見等は寄せられていない」とあるが議事録及び提出先全てについて確認をし 

たか。学校等で本当に反対等の意見はなかったのか 

イ 「県内の先行事例を調査した結果問題がないこと」と答弁されたが問題とする 

ような事案は一切なかったのか 

(3) 会下ノ島石津地区計画について 

「地域の皆様が策定した」といわれる地区計画を市のホームページで確認た。 

「建築物の用途の制限」では「場外車券売場その他これらに類するもの」とし 

て建設が可能とあるが、市はこの地区計画策定にどのようにかかわってきたか 

(4) 協定書の売上額１％財源について 

「公営競技の財源に依存しない」と答弁されたが企業団との場外券売場設置 

に関する協定書第６条に、売上額の１％が環境整備協力費として払われるとあ 

る。 

ア 環境整備協力とはどこの環境か 

イ 自治体の役割が市民の福祉を第一とするなら、この財源に依存してはいけない。 

「依存しない」のであるならこの項目はいらないのではないか 

 

９ 川島 要議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

１ 「ジュニア救命士制度」の導入で、救命力の向上を！ 

総務省消防庁の平成28年度救急救助の現状によると、平成27年度の全国の救急車に 

よる搬送人員は、前年度比1.3％増の547万8,370人で、過去最高を記録した。こうし 

た状況もあり、各消防本部が主体となって普通救命講習等を積極的に開催し、平成27 

年中の受講者は184万9,445人に上った。 

消防庁では、学校教育での救命講習の重要性を鑑み、新たに短時間で講習できる救 

命入門コースを追加するとともに、受講対象年齢を概ね10歳以上とした「応急手当の 

普及啓発活動の推進に関する実施要綱」を改正した。これを受け、一部の市町では、 

学童期の救命講習の充実・強化をはかるために「ジュニア救命士制度」を開始した。 

その目的としては、小学校の頃から救命の授業を通じて、命の大切さや救命処置の 

重要性などを理解させ、将来のバイスタンダー（救急現場に居合わせた人）の土台作 

りを推進していくこととしている。 

秋田県大館市では、児童を対象にしたジュニア救命士を育てる授業の取り組みを始 

めた。この授業では、心肺蘇生の技術などを学びながら、命の大切さへの関心を高め 

ていくことが狙いとしている。具体的には、市消防本部が市教育委員会と連携して、 

ジュニア救命士講習を開催。消防本部の救命士が講師となり、心臓マッサージの方法 

や、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使い方などを教える内容である。講習を修了し 

た児童には、ジュニア救命士と記された名刺サイズの認定証が授与されるというもの。 
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受講した児童からは、「私たちにも人の命を守れるんだとわかった」、「学んだこと 

をいざという時に活かしたい！」との声が寄せられた。 

また、茨城県水戸市でも、児童たちに一定の救命処置の技術を習得してもらおうと、 

「ジュニア救命士制度」を導入し、市内の小学６年生を対象に講習をスタートさせた。 

子どもたちが講習で学んだことを家族に話せば、関心を持つ大人も増える。バイスタ 

ンダーも適格性も上がり、救命の裾野が拡大するはず」と期待している。 

小中学校の児童生徒が救命に関心を持つことで、本市の救命力の向上もはかれると 

思う。そこで伺います。 

(1) 本市の小中学校の児童生徒への救命教育への取り組みの現状を伺います 

(2) ジュニア救命士制度導入への市長のご見解を伺います 

 

２ 手話の活用推進で、人に優しい町づくりを！ 

平成23年８月に改正された「障害者基本法」第３条では、「全ての障害者は可能な 

限り言語（手話を含む）その他の意思の疎通のための手段についての選択が確保され 

る」と規定されている。 

焼津市議会でも、平成26年６月議会において「手話言語法制定を求める意見書」が 

賛成多数で可決され、国へ提出されている。 

私は、先日ろう者の方と面談し、これまでの人生においての様々なご苦労を聞かせ 

ていただく機会があった。そして、その方から市に望みたいこととして「手話でコミ 

ュニケーションが取れる人を市役所内に増やして欲しい」ということでした。 

私は、「ノーマライゼーション」の理念からも、先ずは「手話は言語」すなわち言 

葉であることを市民が理解してもらうことが必要であると考えます。同じ生活空間の 

中で、「音のない世界」と「音のある世界」を生きる、「ろう者」と「聴者」（聴く 

者）が、どうすれば相手に気持ちが伝わるのか、その両者をつなぐ言葉をつむぐその 

心であります。 

市の職員の方や市民の方が、そして子どもたちも、手で伝え合う手話を学び、そし 

てろう者の方にも聴者の方にも、お互いが尊重しあう心を養う環境づくりをするべき 

であろうと考えます。 

佐賀県嬉野市では、2014年６月に「心の架け橋・手話言語条例」がせいていされた 

が、制定の理由は、特に民間団体などからの要望ではなく、市長自らが障害者基本法 

の改正を受け、手話を必要とする人があらゆる面で手話による意思疎通を行うことが 

出来るようにし、自立した日常生活および地域における社会参加を保護するために必 

要な施策を講ずるべきであるとの思いから、手話言語条例の制定を提案されたとお聞 

きした。嬉野市では、市役所内全課に１名は手話が出来る人の配置を目指そうと、週 

１回、市職員の手話研修を行っているようである。 

そこで伺います。 

(1) 本市で手話が出来る職員は、現時点で何人くらいいますか 

(2) 市職員を対象にした「手話研修会」等を実施していますか 

(3) 手話を、市全体で理解し取り組んでいく環境づくりのため、「手話言語条例」を 

制定し、市民の皆様が優しさを感じられる町づくりの一助にしたらどうかと考える 

が、市長のご見解を伺う 

３ 「ワンコインがん検診」の実現で、更なる受診率向上を！ 
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がんは、日本人の２人に１人が生涯のうちに罹る「国民病」であり、亡くなる人は年 

間で36万人を超えている。国民の生命と健康を守る上で、がんを早期に発見するため 

には、定期的ながん検診の受診が必要である。早期発見、早期治療により、がんによ 

る死亡率や罹患率を低下させることを目的に、市民を対象として各種のがん検診を実 

施している。しかしながら、現状はまだまだ受診率が低く、欧米諸国の半分程度にと 

どまっている。日本では、男性の３人に２人、女性の２人に１人が、がんに罹ってい 

るというにもかかわらず、受診率の向上に必ずしも結びついていない。 

本市では、平成26年の胃がん検診の受診率では、県内の全市町の中において、富士 

市に次ぐワースト２位という結果が出てしまった。さらに、肺がん、大腸がん、子宮 

頸がん、乳がんなどの各種がん検診受診率は県平均を下回っている状況でした。 

そこで、各種がん検診の自己負担金を一律5 0 0円に軽減することで、がん検診の受 

診率の向上とともに、受診しやすい体制づくりをはかろうとするものである。 

愛知県蒲郡市では平成26年度から、名古屋市と豊川市は本年度より「ワンコインが 

ん検診」をスタートさせた。また大分市でも平成26年度から、胃がんリスク検診で節 

目年齢の人を対象に「ワンコイン胃がん検診」を実施している。 

そこで伺います。 

本市の各種がん検診の受診率が、いずれも県平均を下回っており、毎年受診率が 

微減の状態である。受診率の向上をはかるため、各種がん検診の自己負担金を一律 

500円にすることを提案するが、市長のご見解を伺います 

 

10 松島和久議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長、教育長 

 

１ 焼津市のふるさと納税について 

焼津市のふるさと納税の現状と今後について 

焼津市のふるさと納税は、プラスの行政改革として非常に大きな貢献を果たして 

いる。平成28年度の全国の寄附総額では2,844億円であった。 

焼津市の納税額は、平成27年度は38億2,600万円で全国２位、28年度は51億2,100 

万円で全国３位であった。焼津市は・収入の確保、・シティーセールス（焼津市の 

宣伝）、・移住者・観光客の確保をふるさと納税導入の目的とし、特に収入の確保 

とシティーセールスに関しては大きく目的を果たし市内産業振興に大きく貢献した。 

また、寄付金の使い方も納税者の皆様の意思も汲み取り、子育て支援や交流事業 

や市民の健康に関する事業に活用されるとのことであり、基金積立額は27年度16億 

円、28年度は22億円と多額を積み立てることが出来た。 

焼津市は、本年４月１日に総務省から静岡県を通してふるさと納税の返礼品に対 

策に関する通知を受けた。通知によると返礼品の返礼率を３割以下にすることが明 

記されており、金銭類似性の高いプリペイドカードや商品券、資産性の高い電子機 

器や家具家電などをふるさと納税の趣旨に反する返礼品として定義した。 

しかし、もともと、総務省発信による、ふるさと納税の理念は、「ふるさと納税 

で日本を元気に！」であり、今は都会に住んでいても自分を育んでくれた「ふるさ 

と」に自分の意志でいくらかでも納税できる制度があっても良いのでは、という問 
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題提起のもと、多くの議論や検討を重ねて出来たものであり、都会から地方へのお 

カネの流れを作るための仕組みである。 

このような状況の中、焼津市としては、総務省から、この返礼に関する通知を受 

け、ふるさと納税が健全な発展をするため、近隣他市や全国でもいち早く、本年、 

７月１日から返礼率を約５割から３割に変更する事とし、また、事業所負担などを 

踏まえ、速やかに通知に準じた品ぞろえに着手するとの事であった。 

市内の返礼品を提供していただいている業者様からは、「お得感が薄れ寄付額が 

減るのでは」などという寄付額減少を懸念する声も少なからず上がっている。 

そこで質問です。 

ア 質問(１)として 

７月１日からの返礼率変更による影響はどうか、現状について伺う 

イ 質問(２)として 

この影響による現状の課題はなにか、また対策はどうかについて伺う 

ウ (３)として 

今年度の予測はどうかについて伺う 

 

２ 働き方改革について 

(1) 国の方針を受け焼津市としては働き方改革をどの様に考え取り組んでいるのか 

厚生労働省では、「働き方改革」実現に向け、「働き方改革」は１億総活躍社会 

の実現に向けた最大のチャレンジであり、日本の企業の暮らしや文化を変えるもの 

であり、女性も男性も高齢者も若者も、障がいや病気のある方も１人ひとりのニー 

ズに合った納得のいく働き方を実現する為、「働き方改革」実現に向けて取り組み 

を進めるとしている。 

本年３月28日に首相官邸より発せられた、働き方改革実現会議決定の働き方実行 

計画案では、働き方改革にその意義などと共に多くの課題が上げられている。 

アベノミクスの成果は国レベルでは一定の成果があったものの、地方には行き届 

かず、経済社会の現状分析は依然として苦しいものである。 

課題は多種多彩であり、日本の労働制度と働き方には、子育てや介護との両立、 

正規・非正規の問題。長時間労働の課題には、健康面の課題以外に仕事と家庭との 

両立を困難にし、少子化問題や女性のキャリア形成を阻む原因にもなり男性の家庭 

参加を阻む問題にもなっている。 

働き方改革は、社会問題であると共に経済問題でもあり、日本の経済の潜在的な 

成長の底上げにつながる。また教員・教職員の働き方は教育問題であり、日本の暮 

らしや文化に大きく影響を与えるものではあるが腰を据えて取り組む大きな課題で 

あると思う。 

静岡県でも働き方改革について研究会や情報発信を行い県職員の時間差出勤など 

にも取り組んでいるようである。 

働き方改革は官民ともに重要な課題であるので、まず行政として焼津市は焼津市 

職員の働き方改革についてどのように考えているかを伺う。 

ア 質問の「１」の(ア)として 

行政職員の働き方改革は市民により良いサービスの提供をしていただけるよう 

サービスの質の向上につながると思うが、焼津市は行政機関として、市の職員の 
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働き方改革をどの様に考えているのか伺う 

イ 質問の(1)の(イ)として 

焼津市は行政職員のテレワークへの取り組みはどうか伺う 

ウ 質問(1)の(ウ)として 

川根本町との連携協議会への負担金としてテレワーク推進のための施策に対す 

る経費が予算計上されている。この事業の取り組みと進捗状況を伺う 

次に、民間企業を含めての大きな課題であるが、大学生などが首都圏や大都市か 

ら焼津に戻ってきてくれるか、UIターンしてくれるかは重要な課題であります。 

奨学金返済を考えると単純に給料の良い首都圏の有名企業に希望が集中してしま 

いがちであるが、本年焼津市の事業にUIターン推進事業費が予算計上されていま 

す。 

エ 質問(1)のエとして 

事業の取組と進捗状況及び大学生のUIターンへの取り組みを伺う 

次に高齢者の働き方について伺う。 

高齢者と言ってもいま、私の先輩の団塊の世代と呼ばれた方々が70才を向かえよ 

うとしています。 

益々元気でまだまだ働きたい自分の小遣いは自分で稼ぎたいという方達もいらっ 

しゃいます。 

現在焼津市のシルバー人材センターへは焼津市から支援の補助金も出ていますが、 

従来の業務以外にも子育て支援や介護などの分野への拡大も考えられると思う。 

オ 質問(1)の(オ)として 

シルバー人材センターの事業の現状と今後の事業拡大について、焼津市はどの 

ように考えているのか伺う 

(2) 焼津市の教員の働き方はどうか 

次に本年６月に文科省とスポーツ庁、文化庁連名で都道府県教育委員会に対し、 

学校の業務改善のための、取り組み状況調査結果の速報値を基に学校現場における 

業務改善に関わる取組の徹底についての通知があった。 

また、この調査集計速報値の結果において業務改善方針・計画を策定していない 

と回答した教育委員会は市町村レベルで92.4％で全国の多くの市町村教育委員会で 

具体的な取り組みが行われていないようである。 

文科省では調査集計速報値によって教員の長時間勤務について看過できない深刻 

な状況が改めて明らかになったとして中央教育審議会に諮問を行ったところである。 

そして、ごく最近であるが中教審では、教員の働き方について具体策を盛り込ん 

だ緊急提言をまとめ、国や教育委員会に実施を求めると新聞報道があった。内容は 

学校現場へのタイムカードや留守番電話の導入、部活動休養日の設定などである。 

これらが良いか悪いかの議論は別として、これら新しいことへの挑戦のねらいは、 

公立学校の教員は時間外手当が支給されない特殊な給与制度で、勤務時間の線引き 

がおろそかになっているのではという声があり、大規模な予算措置がなくても実施 

できる対策から取組み、学校現場の意識改革につなげる事である。 

一方、県教育委員会では28年度から教員の多忙化解消を通じた勤務環境の改善に 

向け、３ヵ年計画による「未来の学校『夢』プロジェクト」を立ち上げ県内４市町 

のモデル校を指定し、①公務の整理②教職員の意識改革の２つの視点で研究を進め 
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るとの事で中間報告をさらにブラッシュアップし学校現場に展開していくとの事で 

ある。 

この３年計画も対策の一つであると思うが、緊急対策が必要な今、県の方針を待 

つまでもなく、出来る事から対策を講じるべきであると思う。 

質問(２)の(ア)として 

焼津市として、小中学校の教員の働き方改革への取り組みはどうか伺う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


