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平成30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 石田善秋議員 （凌雲の会）（質問方式 一括） 

答弁を求める者 市長 

 

 平成30年度市長施政方針及び第６次焼津市総合計画について 

(1) 「さらなる子育て支援の充実」について 

子育て支援事業の展開に当たっては 

(ｱ) 子育て世代の「経済的負担の軽減」 

(ｲ) ターントクルこども館などの「子育ての環境整備」 

(ｳ) ホットスルこども相談センターなどの「相談体制の充実」 

(ｴ) 小中学校の「教育環境の充実」 

(ｵ) 学校の教育力向上 

以上の５本柱の下、積極的な展開を行うとのことですが、それぞれのバージョン 

アップを図った施策内容と、市長の考えを伺う 

(2) 「産業の発展と交流でにぎわうまちづくり」について 

ア 水揚げ数量で全国第２位、水揚げ金額では第１位となった焼津の水産業の振興 

についての取り組み方針を伺う 

イ 農家の減少や農業従事者の高齢化、農地の担い手不足に対する取り組み方針を 

伺う 

ウ 消費者ニーズの多様化やIT技術の進展など、商工業を取り巻く環境が変化する 

一方、商工業者の高齢化、後継者不在、店舗の老朽化などの問題が発生している。 

どのような支援を考えているのか伺う 

(3) 「暮しやすく安全で安心なまちづくり」について 

近年の異常気象などによる大規模な風水害や土砂災害が全国各地で多発してお 

り、本市でも局地的な豪雨などによる災害の発生が懸念されている。 

ア 焼津市の局地的な豪雨に対する防災・減災対策の取り組みについて伺う 

イ 潮風グリーンウォークの整備について、その予定地の一部が都市計画道路に位 

置付けられているが、今後どのように進めて行くのか伺う 

ウ 窓を閉めていると同報無線が聞こえない、聞こえにくいという意見に対して、 

どのような解消策を考えているのか伺う 

(4) 平昌五輪スノーボード片山來夢（らいぶ）選手の活躍について 

ア 片山選手の活躍に対しあらためて一言 

イ 2/4片山選手を応援する会、2/13,14大富公民館でのパブリックビューイングに 

ついて 

ウ 今後の片山選手を含むスポーツ選手への支援体制についての考えを伺う 

エ 焼津市のスポーツ振興への波及効果について 
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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 

 

施政方針を良質な観点で推進させる為に 

―全てを発展的で持続可能とするために― 

焼津市総合計画に掲げる将来都市像「やさしさ 愛しさ いいものいっぱい 世界 

に拡げる 水産文化都市 ＹＡＩＺＵ」の実現に協力したいが、具体策が見えないも 

のと、舟券売場設置が多くの施策に逆行しているので、これを質したく質問する。 

(1) 施政方針の視点について 

ア 焼津市の人口推移を、転出転入の社会減については、定住・移住施策推進など 

により、縮小しているとしているが、その効果をどのように分析しているのか、 

伺う 

イ 地域産業について市長は、全国的な景況判断では、雇用や所得環境が改善する 

中、緩やかな回復傾向にあると言われているとしながら、本市の中小企業・小規 

模企業者は、生産コストの低減や販路拡大などに加え、労働力の確保が課題とな 

っていると言ったが、その違いは何かどう分析しているか、伺う 

ウ 定住・移住の促進や企業誘致等を進めるため、都市間競争が激しさを増してい 

るとしているが、焼津市の施策は、この競争に参入している意識で立てられてい 

るのか、伺う 

エ 新しい市役所のかたち「電子自治体」（Ｅ－Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ・ＹＡＩＺ 

Ｕ）の実現を目指すとしているが、藤枝市が２年前の６月に、全国初となるソフ 

トバンクとＩＯＴに関する包括連携協定を締結し、すでに、４Ｋ（教育・健康・ 

環境・危機管理）を軸に運用が始まっているが、焼津市の目指すものは何か、伺 

    う 

(2) 総合計画の狙い 

ア 第６次焼津市総合計画の４つの施策の一つ目に「子どもがいきいきと輝きみん 

なで教育・子育てを支えるまちづくり」を挙げ、未来を切り拓く力をつけること 

ができる環境づくりを進めるとしているが、ここで言う環境とは教育施設設置の 

環境を言うのか、教育環境とは市域全体を言うべきではないか、伺う 

イ 総合計画二つ目の「共に支え合い健やかに暮らせるまちづくり」の中で、市立 

病院について、地域の基幹病院として、地域全体の医療水準の向上に努力すると 

しているが、志太榛原医療圏内の医療連携の現状と、地域の救急医療の中心的役 

割を担っていくとはどういうことか、伺う 

ウ 総合計画三つ目、「産業の発展と交流でにぎわうまちづくり」に関して、各種 

の施策を講じているが、市内で努力している企業や事業者支援、また観光も含み 

市外へのキャンペーンや広報活動をどのように行っているか、伺う 

(3) 舟券売場設置の不適さ 

ア 焼津市の将来都市像「やさしさ 愛しさ いいものいっぱい 世界に拡げる 

水産文化都市 ＹＡＩＺＵ」に、舟券売場は不向きだが、市長の考えを伺う 

イ 未来を担う子どもたちが健やかに成長でき、未来を切り拓く力をつけることの 

できる環境に、舟券売場は不適だが、市長の考えを伺う 
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ウ 焼津市のみならず広域行政においても、他地域に対し、地域産業や観光に関し 

て、技術や資源や魅力を積極的に広報し、また事業者支援を多角的に行い、産業 

発展や交流人口増加を図っていくことも、行政の役目であるが、舟券売場はその 

対象になるか、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、教育長 

 

施政方針の「世界的な競技大会の準備の加速」「スピード感を持った対応」「伴走 

型市民協働の推進」と丁寧な対応や自治体本来の役割を軽視しないよう市長の本質を 

見極める政治姿勢を求めて 

(1) 食料と農業～食料自給率向上、食料主権と家族経営を基本とした農政へ 

2017年国連の「世界人口予測2017改定版」では、毎年約8,300万人の人口増によ 

り現在76億人の世界人口は2030年までに86億人、2100年には1 1 2億人に達すると予 

測している。一方国連の「世界の食料安全保障と栄養の現状2017」では、「世界の 

飢餓人口は武力の紛争拡大気候関連の打撃によって前年比3,800万人増の８億1,000 

万人へと増加している。そして2050年の96億人の世界人口を養うために「今世紀中 

頃までに70％以上多くの食料を持続的に生産しなければならない」（2013年12月） 

ことを発表し、2014年を国際家族農業年として、2017年12月には2019年～28年を「 

家族農業の10年間」とすることを決議し、国際農民組織ビア・カンペシーナが2000 

年に提唱した「小農民と農村で働く人々の権利宣言（案）」（以下：農民の権利宣 

言（案））の検討を進めている。 

日本は、食料自給率は38％で、世界人口の1.8％にすぎないのに世界に出回る食料 

の５～16％を買いあさっている。しかも安倍政権は世界の流れに逆行し、農地法・ 

農業委員の任命制、2018年から米の直接交付金の廃止、農協の株式会社化、米ＦＴ 

Ａ、ＴＰＰ１１、日欧ＥＰＡなどの推進、種子法の廃止、市場法の改悪を進めるな 

ど、食料自給率を放棄し、家族経営を支える制度の解体を容赦なく進めている。そ 

して「世界で一番企業が活動しやすい国づくり」をめざすとして、究極の自由化に 

踏み込む自由貿易協定を推進し、農業と食料をアグリビジネス（農業生産から加工 

・貯蔵・流通販売・農業機械・農薬・肥料・品種改良・株式会社の農業参入など） 

の利益のための「アグリビジネスの権利宣言」を狙っている。 

本市では農業の振興で耕作放棄地対策、担い手農家の推進、相談・支援を行って 

いるが、2015年の本市の総世帯数５万4,809戸中、総農家数は2,060戸で農家率はわ 

ずか3.8％。2010年～2015年の５年間では381戸と0.9％も減少し、そのうち販売農家 

総数は1,043戸で251戸減少。専業農家は192戸と12戸増えているが、８割を占める 

兼業農家は1,110戸から851戸へと激減している。まさに、世界の流れである食料自 

給率向上、食料主権、家族経営を基本とした農政が求められている。 

ア 米ＦＴＡ、ＴＰＰ１１、日欧ＥＰＡなど究極の自由貿易協定の推進はやめるべき 

イ 米・麦・大豆の種子の公的な保存・生産・普及を規定する「主要農産物種子法 

」2018年３月31日の廃止に伴い、公共品種を守る新たな法律の制定が求められて 

いる 
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ウ 米の生産調整による直接交付金の復活 

以上３点について市長の見解を伺う。 

(2) 平和事業～核兵器禁止条約の採択とＩＣＡＮのノーベル平和賞受賞を力に～核兵 

器のない世界を実現するための焼津市の果たすべき役割 

1954年３月１日未明、焼津港を母港とする第五福竜丸、マーシャル諸島島民、周 

辺海域で操業していた日本漁船など、多くの人々がビキニ環礁での米国の水爆実験 

により被災し甚大な被害をもたらした。広島、長崎に続いて三度の核兵器の被害を 

受けた日本国民は原水爆禁止の署名に立ち上がり、核兵器禁止の声は世界に広がっ 

ていった。2017年７月７日には国連において「核兵器禁止条約」 が122か国の賛成 

で採択され、歴史上初めて明文上も違法なものとなった。同年９月20日からの調印 

開始では同日中に50か国以上が署名し、３か国がすでに批准書を持参した。今後は 

発効に向けて署名した国々の国内で批准手続きがおこなわれていくことになる。51 

5万人分の「ヒバクシャ国際署名」（ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核兵器 

廃絶国際署名）を国連に届けたことも力となったと言われている。また12月10日に 

は国際ＮＧＯ「核兵器廃絶国際キャンペーン」（ＩＣＡＮ）にノーベル平和賞が授 

与され、被爆者の皆さんと核兵器廃絶を求める世界中の人々が励まされた歴史的な 

年であった。焼津市議会も核兵器禁止条約に関する意見書を２度も国へ上げてきた 

が、日本政府はかたくなに核兵器禁止条約の批准を拒み、唯一の被爆国の政府とし 

て恥ずべき態度であり、この姿勢を転換させることが求められている。 

ア 「ヒバクシャ国際署名」に賛同し、署名した自治体首長は1,019人（2017年12 

月23日現在）に到達している。 

すべての国の政府にすみやかに核兵器禁止条約の交渉を開始するよう求めるこ 

の「ヒバクシャ国際署名」に焼津市長も署名を 

イ 今年度の６．30市民集会では核兵器禁止条約やノーベル平和賞受賞のＩＣＡＮ 

を力とした核兵器廃絶に向けた世界情勢の位置づけはどうか 

ウ 中学生平和使節団派遣事業での感想・記録を匿名でも聞きたい・読みたい声が 

あるがどうか。 

(3) 子どもと教育と子育て支援 

ア 本来の教育の目的は安倍「教育再生」の「人材養成」ではなく「人格の完成を 

めざす」こと 

「忙しい」「疲れたー」「宿題が多い」「自由な時間・生活がない」など、子 

ども、先生はさらに多忙化し保護者は不安に駆られている。学校は授業時間数の 

増加と学力テストにふりまわされ、「学力向上政策」に追い立てられている。そ 

の原因は2020年本格実施する改訂学習指導要領。小学校で外国語教育（英語）を 

導入するために、３年生以上の「標準授業時間数」を年間35時間（週あたり１時 

間）増やし、小学４年生以上は中学校と同じ時間数（週29時間）となってしまっ 

ている。しかも幼稚園・保育園から大学まで、国が定めた「資質・能力」の「育 

成」、指導方法や評価のあり方まで規定している。そうなれば外遊びや自由時間 

が減って緊張状態が続き、子どものからだと発達に与える影響がでてくる。日本 

体育大学の野井真吾教授は、「種々のプレッシャーと不安により、虐待を受けて 

いる子と同じようなからだの症状（落ち着きのなさ、自律神経の過覚醒状態、睡 

眠、覚醒リズムの乱れ、不定愁訴）を示す子どもが増えている」と指摘する。本 
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市は新年度「小１・低学年サポーター」を13人から26人へと大幅に増員している。 

これは低学年の状況は丁寧な働きかけが必要だということであることがうかがえ 

る。日本医師会と日本小児科医会は「遊びは子どもの主食です～スマホを置いて 

ふれあい遊びを～」と呼びかけている。以上のことから 

(ｱ) 今の子どもたちに必要なのは、休み時間に友だちと一緒に遊んだり、放課後 

みんなでおしゃべりしながら行事の準備をするなど、休み時間も大切に、ゆと 

りある学校生活が過ごせること 

(ｲ) 外遊びもできるターントクルこども館整備への位置づけを 

(ｳ) 学童保育に若者が就職し定着できるよう市の人件費補助を 

(ｴ) 「人格の完成」をめざす本来の教育の目的とは相いれない、安倍政権の「軍 

事大国」と「グローバル企業が活躍する経済大国」を支える「人材養成」が教 

育政策の根本となっている安倍「教育再生」の改訂学習指導要領は抜本的に見 

直すこと 

   以上４点について見解を伺いたい。 

イ 英語教育の実施に伴う教員定数の抜本的な増員を 

2018年度からの改訂学習指導要領の移行措置によって、小学校３年生以上に年 

間15時間の「外国語活動」が加わり、本格実施の2020年度からは、３～４年生で 

週１時間の外国語活動、５～６年生では週２時間の「外国語科」が始まる。文科 

省は小学５～６年生に現在中学１年生で学習している内容を下し、中学で扱う単 

語数を２倍に、高校卒業時の単語数を３～７割増にする。そして英語の習得語数 

は小学校卒業までに600～700語、中学卒業までに2,200～2,500語（現行1,200語 

）、高校卒業までに4,000～5,000語（現行3,000語）へと習得語数の抜本的強化 

を図ろうとしている。今の小学校の先生は英語の免許をほとんど持っていない。 

文科省は1,000人の「英語教育推進リーダー」を養成し、各校の代表がそのリー 

ダーの指導を受け、その代表が校内で内容を伝授するとしている。小学校からの 

英語教育については、英語学者で和歌山大学教育学部教授の江利川春雄教授は、 

小学校中学年は、「母語」である日本語を身につける上で大事な時期であり、自 

分の言葉で自分の思いを表現することができるようになった子どもたちの意欲と 

力を伸ばす丁寧な指導が大切であり、英語と日本語は言葉の構造が違い、文法を 

学んで文のしくみを理解した上で、単語を入れ替えながら練習していくことが大 

切で、中途半端な小学校英語は百害あって一利無し」と批判している。小学校英 

語をやるのなら日本語と英語のことばの違いを気づかせる時間や英語を使って子 

どもたちが楽しくふれあえる実践など工夫が必要と考える。 

そうした中で本市は本年度ＡＬＴを増員させたが、英語授業の増加に伴う教員 

の確保とひとり一人に行きとどいた教育がおこなわれるよう国の責任で35人以下 

の学級、教員定数の抜本的な増員が必要と考えるが見解を伺う 
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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、教育長 

 

市長施政方針について 

これまで少子高齢化や人口減少、社会の情報化の進展などを背景に、社会情勢の変 

化を的確に捉え、スピード感を持って対応できる柔軟な市政運営が求められており、 

本市の将来的な目指すべき新たな将来像や目標を定め、その実現に向けて市民や事業 

者、市が相互協力・連携のもとで「より魅力あるまちづくり」を進める必要があるこ 

とから、第６次焼津市総合計画が策定され、平成 30年度はその初年度となることから 

伺う。 

(1) 平成 30年度予算編成について 

ア 知恵を使った積極型予算について 

イ 第５次総合計画後期基本計画の総括について 

(2) 財政運営について 

ア 義務的経費と投資的経費のこれまでの推移と今後の見通しと対策について 

イ 公共施設マネジメント基本計画に基づく、これまでの成果と今後の取り組みに 

ついて 

ウ 市債残高削減への取り組みについて 

エ 合併推進債について 

(3) 第６次総合計画の施策について 

ア 子ども・教育分野 

(ｱ) 教育センター事業について 

(ｲ) 教員の多忙解消策について 

(ｳ) 教育環境整備について 

(ｴ) 妊娠から産後の切れ目のない支援について 

(ｵ) 待機児童の現状と待機解消の今後の対策について 

(ｶ) 出会い結婚サポート事業の成果と今後の取り組みについて 

イ 健康福祉分野 

(ｱ) データヘルス計画の目標値に対する評価と見直しについて 

(ｲ) 特定健診受診率と医療費の推移について 

(ｳ) 元気高齢者の社会参加について 

(ｴ) 地域包括ケアシステムの現状と今後の展開について 

(ｵ) 成年後見制度普及への新年度の取り組みについて 

(ｶ) 精神障害児(者)に対する支援の拡充について 

ウ 産業観光分野 

(ｱ) ふるさと納税の成果と今後の取り組みについて 

(ｲ) 商店街振興について 

(ｳ) 交流推進部（観光・文化・スポーツ）の果たすべき役割と地域活性化への取 

り組みについて 

(ｴ) 公衆無線 LAN(観光・防災)のさらなる整備拡大について 

エ くらし環境分野 
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(ｱ) 木造住宅耐震化の現状と今後の取り組みについて 

(ｲ) 住宅の防災対策について 

(ｳ) 交通弱者の移動手段を確保するバス事業について 

(ｴ) 子ども救命士育成について 

(ｵ) 事業者への生ごみ減量化の取り組みについて 

(ｶ) 公共下水道事業について 

(4) 第６次総合計画推進の基本項目について 

合併記念事業と今後の取り組みについて 

(ｱ) 合併 10周年記念事業の概要について 

(ｲ) 合併基本計画のこれまでの評価と今後の取り組みについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


