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平成30年６月焼津市議会定例会 一般質問者及び質問要旨 

 

第２日（６月18日） 

１ 深田百合子 議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

１ 人の命にかかわる働き方大改悪法案は廃案に！～労働基準法改正と実態調査を 

虚偽データ前提の働き方改革法案の撤回と、労働基準法等の改正 

「裁量労働制の労働時間は一般労働者よりも短い」という安倍首相の虚偽答弁を 

もたらしたねつ造データ等、一連の疑惑にふたをしたまま働き方大改悪法案（働き 

方改革一括法案）が５月31日衆議院本会議で強行採決された。今後参議院での疑惑 

徹底究明と廃案が待たれるが、本来、野村不動産労働者の過労自殺の隠ぺいや労働 

時間の虚偽データや異常値を前提に議論された同法案は撤回すべきものである。過 

労死が社会問題となる中で、若者が希望を持って働けるよう、労働者を守る「８時 

間働けば普通にくらせる社会」に向けた労働基準法等の改正こそが求められている。  

焼津市役所はどうか。本市はこれまでも少数精鋭主義の下、正規職員を減らし、 

技能職員の臨時化・非正規化を進め、現業部門の民間委託化を進めている。これで 

は専門職は育たない。何よりも不安定な所得3 0 0万円未満の労働者を増やし続けて 

いる。また、市内中小企業、労働者の実態把握も十分していないのが実態ではない 

か。以上を踏まえ４点伺う。 

ア 高度プロフェッショナル制度 

「高度プロフェッショナル制度（残業代ゼロ制度）」は、労働時間規制を全面 

的に適用除外する制度である。週休２日にあたる年間1 0 4日休めば、24時間労働 

を48日間連続させても違法にならない。過労死を促進・合法化する「過労死促進」 

制度となり、この制度を認める国際労働機関（ＩＬＯ）条約は存在しない。全て 

の労働組合、過労死遺族、弁護士などが反対し、朝日新聞の世論調査では、同法 

案を「今の国会で成立させるべき」は19％。「その必要はない」は60％にのぼる。 

よって若者の未来を奪う同制度の導入はすべきでない 

イ 労働基準法改正に対する提案 

㋐ＥＵでは、一日の労働が終わり、次の労働がはじまるまでの間に連続11時間 

の休息時間（勤務間インターバル）を確保すること法制化している。残業時間の 

上限を月45時間、年360時間とし、連続11時間の休息時間（勤務間インターバル） 

を確保すること。㋑ただ働き残業（サービス残業）をなくすために、実労働時間 

を正確に把握・記録し、「サービス残業」が発覚したら残業代を２倍にする。㋒ 

パワハラ・セクハラへの規制を強化する。㋓同一労働同一賃金と均等待遇を法律 

に明記し、正規と非正規、男女の格差をなくす。㋔雇用対策法改定案から「生産 

性の向上」と「多様な就業形態の普及」を削除し雇用対策法を変質させない。以 

上㋐～㋔の提案についてどうか伺う 

ウ 本市職員の実態調査 

本市は、地方公務員法の一部改正（2004年）と条例制定（2005年）により人事 

行政の運営等の公表がされるようになった。しかし正規職員の実労働時間の実態 

は不明である。残業時間も含め実態を公表されたい。また、同条例には、非正規 
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は対象となっていない。非正規職員の勤務状況の実態も公表されたい 

エ 市民への実労働アンケート 

中小企業、自営業者、労働者の実労働の実態等市民アンケートを実施されたい 

 

２ カジノ誘致・ギャンブル施設誘致の世論は反対！～子どもたち・焼津市の未来のた 

めに場外舟券売場の建設工事は中止の行政指導を！ 

(1) カジノ実施法案は廃案にしてカジノ解禁は中止すべき 

日本はすでにギャンブル大国である。ギャンブル依存症の疑いのある人は3 2 0 

万人にのぼり諸外国と比べダントツで、依存症の８割がパチンコ・スロットであ 

る。暴力団の介入、ギャンブル依存症、多重債務問題の拡大などカジノが必然的 

にもたらす負の影響から反対の世論は明瞭だ。ところが安倍首相は「成長戦略の 

目玉」などと誤った思い込みで、刑法が禁じる賭博場・カジノを合法化するカジ 

ノ実施法案（カジノを含む統合型リゾートＩＲ実施法案）の今国会成立を図ろう 

としている。また安倍首相は同法案の閣議決定で「世界最高水準のカジノ規制」 

と表明したが、法案は▼入場料は6,000円で東京ディズニーランドより安く設定。  

▼入場回数「制限」は週３回、月10回と事実上の入り浸り容認。▼当初「３か所」 

とされたカジノ設置区域数は７年後の見直しで野放図な拡大の道を開くなど、儲 

け優先であり首相の発言はいつわりである。 

ギャンブル依存症対策は、射幸心の抑制や入場・購入制限、広告の規制などの 

義務付けとパチンコの賭博性を規制することであるが、法案には一つもなく、５ 

月25日衆議院本会議でギャンブル依存症対策法案が与党などの賛成多数で可決し 

たが、依存症対策とは相いれないものである。米・ラスベガスなど海外のカジノ 

資本が国民を搾取し、深刻なギャンブル依存症を増加させるカジノ実施法案は廃 

案とし、カジノ解禁は中止すべきと考えるが、市長の見解を伺う 

(2) 会下之島地区の場外舟券売場建設中止の行政指導を 

本市では、2014年から浜名湖競艇企業団がギャンブル場である場外舟券売場の進 

出計画が浮上。会下之島地区、13自治会世帯の民意は反対が明らかになったにもか 

かわらず、反対の声は無視され４月から建設工事が開始されてしまった。これまで 

市長は、設置３要件の過程において嘘やごまかしがあったにもかかわらず調査をせ 

ず、浜名湖競艇企業団との行政協定の締結の見直しをしない。まちづくりの主人公 

は町内会役員ではなくそこに住む住民である。市長は、町内会役員の押印が住民の 

民意とし、反対署名を提出した市民団体との面談は拒否してきた。地元同意の範囲 

の虚偽の問題についても、国交省海事局や浜名湖競艇企業団（以下企業団）への調 

査をしない。これでは公平とは言えない。議会では請願第３号審査の中で、「国交 

省は焼津の場合11町内会だけでいいと言った」ことが、国交省海事局では「言って 

いない」と明らかになった。請願第４号審査では参考人招致した企業団は公務を理 

由に２度も欠席し曖昧な回答書提出で濁している。市長は公平かつ真摯に向き合い 

市民が主人公のまちづくりを支援すべきであり、以下３点について伺う。 

ア 市長は自治会役員と企業団だけでなく、反対市民団体とも直接面会し、公平に 

意見を聞き、建設工事中止の行政指導をすべきではないか 

イ 会下ノ島石津土地区画整理事業は良好な住環境を目指し進められ30年度末で139  

億円もの税金投入が見込まれている。良好な環境を守るため、この場所へ水産研 



3 

 

究所や水族館などの助言・支援をすべきではなかったか 

ウ 千葉県習志野市にあるボートピア習志野では1.5％から１％へ収益の値下げが 

検討され、利用客は減少の一途をだそうである。市長がギャンブル施設の利益を 

充てにしないのであれば利益の１％収益は拒否すべきではないか 

 

３ 来年度から焼津体育館が使用できないのか～利用者市民の声に応えるべき 

「焼津体育館は来年度から使えなくなってしまうのか？」、「代替え施設は？」 

「体育館での運動は介護予防につながっているのに・・・」など、市民から不安の 

声が寄せられているため、以下、４点について伺う。 

ア 平成29年度施設評価から個別再編プラン（行動計画：Ｈ29年度一部改定Ｈ30． 

３月焼津市）の「焼津体育館の再編（重点プラン）」はどのように見直しをおこ 

なったのか 

イ 代替え施設について、卓球は公民館などに分散できないか 

ウ 公共施設予約システムや公民館などで予約ができるよう体育施設の予約方法の 

改善を 

エ 広報やいづ（５／１号）スマイルみいみちゃんの「財政健全化」で、長期的な 

公共施設18％削減目標、公共施設複合化の中で削減し60億円削減・・・と掲載し 

てあるが、18％削減ありきはやめるべき 

 

４ 子どもたちと共に核兵器廃絶の展望示す焼津市の平和事業へ 

６．30市民集会に小中学生の作文の朗読や合唱がなくなり、「気が抜けたよう」 

の声が寄せられている。授業時間の増加により対応が難しくなっているとのことだ 

が、大人も子どもも共に核兵器廃絶を願い考えてきた年に１度の貴重な平和事業の 

歴史が崩れ、子どもたちに焼津市として、核兵器廃絶の願いを継承していけるのか 

を心配する。そこで、世界の反核平和のリーダーである広島市の平和事業の行政視 

察（５／17総務文教常任委員会）等から、以下３点について伺う。 

ア 中学生平和使節団で広島・長崎を訪れた中学生たちは、自分のまちに帰って報 

告会を開いたり、広島へ報告集を送ってくれている使節団のところもあるとのこ 

と。焼津市も実施されたい 

イ 平成20年度に本市も加盟した平和首長会議について、市長は「粛々と取り組む」 

（２月議会答弁より）とのことであるが、平和市長会議の取り組みについて市民 

はよく知らない。市民に内容を知らせ意見交換を行いながら平和首長会議に提案 

し取り組んでいく姿勢が大切ではないか 

ウ 広島平和記念公園には「ピース」「アンネのバラ」「ヒロシマヘイワコウエン」 

など世界各国からの平和のバラが記念植樹されていた。第五福竜丸の元無線長の 

（故）久保山愛吉さんはバラを育てるのが好きで、立命館大学国際平和ミュージ 

アムの安斎郁郎館長（現在名誉館長）が生前のすずさん（愛吉さんの妻）から枝 

わけしてもらったバラが「愛吉すずのばら」として平和ミュージアムや東京の第 

五福竜丸展示館などで育てられている。焼津市も「誓いの碑」のまわりなどに平 

和のバラを育て広げていくことはどうか 
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２ 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 市長として市民の命・財産を守る「浜岡原発再稼動反対」意思表示と行動を 

福島原発事故から７年、浜岡原発再稼動に反対し市民の命・財産を守る責任を 

福島原発事故から７年が経過した。メルトダウンした核燃料の処理、たまり続け 

る汚染水、未だに避難生活が続く被災者、多くの子どもたちの甲状腺癌等被曝の診 

断。安倍政権はこれらの現実を目の前にして被災地への援助を次々に打ち切り、ベ 

ースロード電源として20～22％を原発に依存するとしている。 

各地で大きな地震や噴火が発生している。東海大地震の発生確率も高い。今年も 

新聞各社が県内自治体に「再稼動」についてのアンケートを実施しその結果が報道 

された。福島原発と同じ沸騰水型の柏崎刈羽原発が新規制基準を満たしたとして規 

制委員会は合格とした。規制委員会は同型の浜岡原発をターゲットとしていると言 

われている。新聞報道から焼津市の姿勢が見えてこない。新たな活断層が報告され 

ているなか市民へ浜岡原発再稼動について市長の見解を問う。 

ア 乾式貯蔵施設が「再稼働の条件になるか」の問に「その他」の回答。国の「十 

分な」、「納得できる」説明が必要とのことだが「十分」、「納得できる」とは 

どのような内容で、誰が判断するのか 

イ 再稼動是非について「その他」の回答。今では判断できないとのことだが、ど 

のような状態になれば判断できるのか 

ウ 地元同意の範囲について「その他」の回答。国、県、関係市町での協議が大切 

とのことだが関係市町の協議についてイニシアティブをとる意志はあるか 

エ 安倍政権は規制委員会が「合格」とすれば再稼動させるのが基本姿勢だ。浜岡 

原発再稼動について規制委員会が「合格」とし、御前崎市が「同意」した場合焼 

津市はどのように判断するか 

オ 各自治体で避難計画を作ることとあるが焼津市の計画は現在どのような状態か 

カ 県・５市２町の安全協定が締結されているがこれをどのように評価しているか 

キ 日本原子力発電（原電）と立地自治体東海村と周辺５市（水戸・日立・ひたち 

なか・那珂・常陸太田市）が東海第２原発再稼動、延長運転に関して新安全協定 

を締結した。実質的な事前了解権を周辺自治体が獲得した。どのように評価して 

いるか 

ク ２年前再生可能エネルギーの活用について質問をした。研究しているとのこと 

だったと思うがどのようになっているか 

 

２ 場外舟券売場と良好な教育環境は両立しない 

浜名湖競艇企業団（以降企業団）は、地元含め市民の大きな反対の意思が示されて 

いるにも関わらず、すべての手続きが整ったとして施設工事が着工された。市民を欺 

き良好な教育環境を壊すギャンブル場は設置すべきでない。 

(1) 市への虚偽発言になぜ抗議をしないのか 

すべて「ボートレース振興会を通じ国交省に焼津の場合は第11町内会だけでい 

い」との企業団の虚偽発言（27年７月16日企業団が来庁時の市の面談記録）から 
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始まった。この面談記録について２月議会で「市長の同意は、企業団の発言によ 

って判断したものではない。公文書といっても記録で申請のときはしっかりチェ 

ックする公文書とは違う公文書だ。」と記録を公文書として位置づけている。「 

チェックしない」理由は何か。その公文書に市民を欺く記載があるのになぜ企業 

団に対し抗議をしないのか 

(2) 警察との協議からの問題点 

ア 警察との協議で設置予定地の清浄な風俗環境を維持する必要が高い地域を指摘 

され、小中、高等学校等文教施設が林立していることから近くには「チケットシ 

ョップ」（ギャンブル場）の看板等設置しない、射幸心を煽ることなく清浄な風 

俗環境維持に配慮と回答している 

イ 「チケットショップ」自体が射幸心を煽る風俗環境を悪化させるものであるこ 

とを認めている。これが良好な教育環境と両立すると思うか 

ウ 発売場内で予想屋の営業はしない。しかしファンサービスイベントとして「予 

想セミナー」を実施することがあるとの回答。さらにギャンブルへの射幸心を煽 

るイベント開催回答だが清浄な風俗環境維持と相反すると思うがどうか 

エ 販売場内に青少年の健全育成を阻害する物品の販売、広告物の掲示等は行なわ 

ないとの回答。青少年が施設に入ることを前提にしている。健全な教育環境と相 

容れないと思うがどうか 

オ 添付資料の中で監視カメラの配置と視野と思われる資料は全面黒塗り。それだ 

け犯罪対策がされなければ警察の許可が下りなかったという証だ。健全な教育環 

境と相容れないと思うがどうか 

カ １日の予想入場者数20km圏内で1,296人、しかし焼津市は競輪土壌なので約500 

人、滞留者を300人としている。１日の売上300万円（300人×１万円）として年 

間約11億円を売上予想としている。入場者から毎日3 0 0万円が失われていく。知 

らず知らずのうちに依存症に陥っていく。家庭の崩壊、何の罪も無い子どもたち 

の貧困化につながる可能性が大きい。誰もが依存症になるわけでない、個人の責 

任と他人事のようにいうことは無責任と思うがどうか 

キ 爆発物、暴力団、未成年者対策が協議されている。それらの事故・事件につい 

ての可能性に対する対応が必要とされる施設が、焼津水産高校生が通う臨海実習 

場と道路１本隔てた隣にある。この施設が良好な教育環境を犯すことはないとい 

えますか 

 

３ 市民の足を守る地域公共交通を 

今まで何回も同僚議員も問い続けている課題だ。移動手段が十分でないことから 

返納をしたいと思ってもできない。その結果重大事故を引き起こしたニュースが後 

を絶たない。障害のある人もない人も、市民の声をしっかり聞いて市民生活の足を 

守る地域公共交通を。 

平成21年地域公共交通市民分科会の公募委員として公共交通のあり方について法 

的制約含め勉強、協議をさせていただいた。焼津市含め他市の地域公共交通会議等 

傍聴、独自に他市の取り組みを視察させてもらい市民の声をどのように反映してい 

くべきか提言もさせてもらった。 

ア 参考となるような他市の取り組みを視察、検討したことはあるか 
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イ 下根方地区で試験運行を実施した時、デマンド型乗り合いタクシーにはいろい 

ろな形態があるがそのことを地域住民に説明しているか 

ウ 地域公共交通網形成計画策定にあたり、地域の関係者や事業者との協議はどの 

ように行われたか 

エ 地域公共交通網形成計画策定時のパブリックコメントから市民の声をどのよう 

に分析しているか 

オ 焼津市の公共交通空白地域はどこか。それはどのように決めたのか 

カ デマンド型乗り合いタクシーの導入を検討する地域とはどこか 

キ すでに行政と連携して地域の交通手段を協議する組織を立ち上げたところはあ 

るか 

ク 自主運行・民営バスの時刻表から利用しづらい実態を市民から聞いているか 

ケ 免許返納者への対応をどのように考えているか 

コ 特別支援学校で中学校を卒業すると、障害の内容によってその進学形態は分か 

れ、その他の交通手段を利用せざるをえない場合もあるが同じ学校の高校に通学 

するのに支援学校の送迎バスが使えなくなる。「手をつなぐ育成会」総会で障害 

者保護者からの送迎バスの利用継続や市のバスの利便性についての改善依頼につ 

いてどのように対応するのか 

 

３ 松島和久 議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

１ 焼津市のＩＣＴ戦略の現状と今後の計画はどのように進めていくのか 

今世界は、様々な技術革新により、ICTは急速なスピードで進化している。スマー 

トフォンのように手のひらに乗るモバイル機器の普及により人と人・人と情報、人と 

物がいつでもどこでも繋がる時代へと進化している。 

一方で、急激な人口減少と少子高齢化、グローバル化都市間競争の激化、未曽有の 

自然災害など社会を取り巻く環境の変化など、課題は山積している。 

このような状況の中、行政システムにおける情報化への対応は必須であり、より先 

進的な行政システムの構築は、快適で豊かな市民生活の実現のための主要なテーマと 

なっている。 

「E-Government・YAIZU」の推進は市民や来訪者の利便性を向上させ、誰もがICTの 

恩恵を受けられ、デジタルディバイド(情報格差)を感じないまちづくりを進めるべき 

と考える。 

そこで、焼津市の取組みについて伺います。 

(1) E-Government・YAIZUの目的と方向性について 

質問ア、として、焼津市は「E-Government・YAIZU」を掲げ、ICTを活用した地 

域課題の解決に取り組むとのことであるが、その目的と方向性を伺う 

(2) E-Government・YAIZUの取組について 

ア 質問の(2)のアとして 

平成30年度予算に計上している取組である「子育て相談窓口」へのチャットボ 

ット導入について、現状はどのような状況か 
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イ 質問のイとして 

チャットボット導入以外の行政サービスの電子化へ向けた動きはあるのか 

(3) 新庁舎における情報化の対応について 

新庁舎の建設が計画されているが、市役所は焼津市のシンボルであり、未来の 

焼津の姿を示すものであってほしいと考えている。こうしたことから、 

ア 質問(3)のアとして 

新庁舎においては、庁舎の空調、照明の管理や会議室の空き室の管理など施設 

設備のIoT・AI化によって、 消費エネルギーの効率化施設管理の省力化などが、 

期待できると思うが、ハード面などでのI C T化に向けた施設整備はどのように考 

えているか 

イ イ、として 

新庁舎の施設面のみでなく、市の保有する紙媒体上の情報を電子化・データベ 

ース化し、市民からの問い合わせに対する迅速な対応に繋げるなど、新庁舎の開 

庁に向け、今のうちから準備し、開庁時には市民レベルで目に見える行政サービ 

スのソフト面などの向上を図ることも必要と考えるが、どうか 

(4) 地域へのICT推進のための産学官金の連携について 

質問(4)のアとして 

中小企業が多数立地している本市の産業のI C T化を図ることが、地域の産業の 

生産性向上や人材不足への対策や競争力のアップに大きな影響を与える時代とな 

っており、将来にわたり持続可能なまちにするためには、地域産業へのI C T普及 

は必要不可欠なものとなると考える。そのためには、行政だけでなく産業界、大 

学機関、金融機関などと連携し、まずは市内企業にI C T技術を広く理解してもら 

うことが重要であると考えるが、こうした取組を進める予定はないか。 

 

２ 焼津市の高齢者の働き方について 

前回議会で取り上げた2025年問題、総人口に対し65歳以上が３分の１、75歳以上が 

５分の１を占める時代となるのは確実である。高齢者の生活の安定・生き甲斐の向上、 

健康の維持・増進を図ることが重要であり、社会経済状況は人手不足の企業・事業所 

の増加による、現役世代を支える人手不足の解消が必要となる。 

このような状況の下、国は「生涯現役社会」に向けた取り組みや「一億総活躍社会」  

の実現に向けた取り組みの一つである、働き方改革において、高齢者の雇用・就業に 

関する問題は直近の大きな課題であるとしている。 

平成28年度から高齢者の雇用就業に関しての法案の改正や規制緩和、補助の拡充が 

現在まで随時行われてきている。 

65歳までの雇用機会の確保については、ハローワークとの連携を強化し、65歳以上 

の就労確保に向けた取り組みでは、「生涯現役社会」の実現に向けた高齢者の就労促 

進に対して、シルバー人材センターとの連携や高齢者雇用アドバイザーによる事業主 

支援を実施するなど国の取り組みは進んできている。そこで質問であるが 

(1) 焼津市は国の働き方改革を踏まえ、働き方改革及び高齢者雇用の取組みについて 

どのように考えているのか 

質問(1)のア、として 

焼津市としては国や県の働き方改革や高齢者雇用の方針を受け、高齢者の働き 
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方・高齢者雇用の考え方を伺う 

(2) 焼津市は静岡労働局と協定を締結したが、目的と締結内容はどうか 

質問(2)のアとして 

本年５月10日、焼津市は静岡労働局との間で「焼津市雇用対策協定」を締結し 

たが、目的と締結内容を伺う。 

(3) シルバー人材センターについて 

ア 質問(3)のアとして 

今年５月20日NHKで「縮小する日本の衝撃 労働力激減その時何が」と題する、 

テレビ番組が放送されシルバー人材センターについて取り上げていた。高齢化社 

会を迎える今の時代にシルバー人材センターが注目され、関心が高まっているの 

がわかる。 

そもそもシルバー人材センターは公益社団法人であるが、焼津市としては現在 

シルバー人材センターとどのように関わっているのか。 

イ 質問(3)のイとして 

本年２月22日に静岡県知事から、シルバー人材センターの就業時間の拡大に係 

わる意見書が県内各市町長あてに通知されている、その内容はどんなものであっ 

たか、承知しているか 

ウ 質問(3)のウとして 

焼津市はシルバー人材センターに対し、３つの事業に対し補助を予算化してい 

るが、それはどのような事業か、事業内容とその目的を伺う 

 

４ 秋山博子 議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長・教育長 

 

地域の特性を生かしたエリア開発の発想と整備を求めて 

(1) 「市立総合病院周辺」を焼津版ネウボラの拠点エリアに 

公立病院のあり方として市立総合病院の持つべき機能については議会で活発に議 

論がされている。当病院の特徴の一つとして、市外からの患者が多いのが周産期医 

療であり、近隣からの信頼が高いことが伺える。市では今年度からAIを活用した子 

育ての悩みに応える24時間相談窓口を設けるなど、新たな取り組みにもチャレンジ 

するなど、支援メニューの充実を図っており、すでに看板を掲げなくても焼津版ネ 

ウボラを実践している。この施策の体系を、市立病院周辺のエリア開発に落とし込 

み、公的施設や民間事業者の誘致をはかることができれば、焼津版ネウボラの集積 

エリアとなり、妊娠・出産・育児を丸ごと支援する焼津市を市内外にアピールでき 

るのではないか。 

ア 妊娠・出産・育児の包括的な支援について市の取り組みを伺う 

イ 市立病院エリアを焼津版ネウボラの集積拠点として整備してはどうか 

(2) 人口増の「豊田地区」の道路整備を早急に 

豊田地区は市内でも人口が増えており公民館建設について市民のまちづくり活動 

も活発に行われている。平成34年完成を目処に市が進めている「三ケ名小屋敷線道 

路整備事業」についても早期の完成を望む声が上がっている。事業の進捗状況およ 
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び住民への説明会の開催が必要ではないか。 

ア 本事業はどのような目的で行われているのか 

イ 事業の進捗はどうか 

ウ 今後の住民説明会の予定はどうか 

(3) 「大井川地区」に多文化共生センターの設置を 

外国人児童生徒の学習支援について、学校現場では支援員の充実が図られ、また、 

民間ではボランティアの学習と居場所作り活動が行われている。地域の特性として 

大井川地区に外国をルーツにもつ子どもたちが多いことを踏まえ、このエリアに多 

文化共生センターを置き、多文化共生の先進地として整備してはどうか。新庁舎建 

設後の大井川庁舎の活用など、公共施設マネジメントの観点からも有効だと考える。  

ア 日本語指導が必要な児童生徒への対応の現状はどうか 

イ 施策の効果を高めるためにも支援対象の児童生徒・親たちへの生活実態調査が 

必要ではないか 

ウ 焼津市の多文化行政の充実に向けて、大井川地区に多文化共生センターの設置 

を求めたいがいかがか 

 

５ 杉﨑辰行 議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

高齢化に起因する農地関連と地域環境整備作業の対策について 

―実効性かつ継続性のある対策を求めて― 

絶対的な人口減少の中、高齢化進行により、耕作放棄地の拡大と、鳥獣駆除、農林 

道整備、河川清掃・整備などの困難化が進行し、地域の環境保全や安全性にも懸念が 

拡大しつつある。 

これらへの対応は急を要すところまで来ているので、その対策を実効性かつ継続性 

のあるものとすべく質問する。 

(1) 農地の将来展望について 

ア 農地転用（耕作放棄地含む）などで農地法上の農地ではなくなった土地の面積 

について、平成20年からの推移はどのようになっているか伺う 

イ 概ね５年毎に見直しをしている農用地利用計画の内容と実施されたもの、また 

その成果について伺う 

ウ 同計画の中で、高草山地域は「お茶やミカンの生産において、集団化し、効率 

的な利用を進める」としているが、現実は耕作放棄地面積が拡大していることを、 

どのように捉え、どのようにしたいのか伺う 

エ 市の農業の将来展望と持続可能な農業についての具体策と、その計画について 

伺う 

(2) 高草山関連環境整備について 

ア 高草山農道維持や笛吹き段公園など、地元の第15自治会と協議を続けながら管 

理に取り組んでいるとのことだが、地元住民の協力において高齢化に関してはど 

のような対策を講じているか伺う 

イ 高草山の崩壊危険想定場所と景観上思わしくない場所について、地元民の協力 
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により対応できる場所もあるので、その具体的な対策について早期に取組めるか、 

山の将来展望を含み伺う 

ウ 鳥獣種や個体数などの実態調査について伺う 

エ 有害鳥獣駆除について、罠や捕獲に補助金を交付しているが、罠の数と捕獲数 

についてと現状と将来的にはどのようにしたいのか伺う 

オ これらの駆除後の処理に苦難が生じているが、この対応と経済効果への期待も 

含み、市の支援を望み、これらに関した対策について伺う 

(3) 地域環境整備について 

ア 河川清掃について、排水路の清掃や農業用水の清掃は市内それぞれの地元で行 

っているが、人口減少と高齢化により、参加者の減少や体力の衰えなどによる危 

険など、将来への不安は増加しているので、これをどのように対応していくのか 

伺う 

イ 同じく、二級河川クラスの土手の草刈作業も、地域ごとに行っているが、大き 

な力となる草刈機を扱う人の高齢化などにより、危険と住民負担が増加している 

ので、これをどのように対応していくのか伺う 

 

６ 鈴木功治 議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 交通事故対策について 

高齢者の交通事故が多発している、重大事故を無くしていく為にどの様な対策を 

されているか伺う 

交通事故の件数は減少しているが、死亡事故が連続して発生している。Ｈ28年は 

１件だったがＨ29年は６件となり、今年度はすでに４件発生している。 

市では「交通死亡事故多発警報」を発令し、事故防止に向けての推進事項を各機 

関、団体等に発した。 

死亡事故の原因を見ると、加害者、被害者どちらかが注意すれば防げたと思われ 

る事故が多く、死亡事故となった事は残念である。 

被害者は、歩行者、自転車、バイクであり、車が来ていることがわかっていれば、 

交差点に入ることや、車道を渡ることは無かったのでは無いかと考える。 

事故につながる可能性がある要因を見つけ改善していくことが大切と考え、事故 

削減に向けてどの様な対策をされているのか伺う。 

ア 車両、歩行者が安全に通行するには、危険個所の対策を講じていかなければな 

らない。そのため、「道路の交通安全点検と交通安全施設の整備」の状況につい 

て伺います。 

イ 「交通死亡事故多発警報」を発令しましたが、被害者は高齢者が多く、高齢者 

に対する広報が大切であると考える。高齢者への広報の状況について伺います。 

 

２ 障害者支援について 

障害者総合支援法が施行されたが市として対応をどの様に考え取り組んでいるか 

伺います 



11 

 

障害者に対する福祉サービスは、サービスの利用内容はすべて行政が決定してい 

た、「措置制度」の時期から、サービスを提供する事業所を選択し事業所との契約 

によって利用できる「支援費制度」となったが、これが障害種別間の格差やサービ 

ス提供格差の拡大につながる事となった。解決のため「障害者自立支援法」が施行 

されたが更に課題解決のため「障害者総合支援法」として改正、改称された。正式 

名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」である。 

「障害者の望む地域生活の支援」「障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対 

応」「サービスの質の確保・向上にむけた環境整備」が大枠の改正とされている。 

福祉サービスを受けられる障害者の範囲を見直し難病の方も対象とし、共生社会の 

実現や身近な地域で必要な支援を受けられるなどとされているが、自治体の果たす 

役割としてどの様な状況か伺う。 

ア 障害者総合支援法の施行により対象となる障害者福祉サービスの利用者数に変 

化は有りましたか、何名いますか 

イ 職場適応援助者（ジョブコーチ）支援と新たに開始された就労定着支援に対す 

る行政の役割はどの様な状況か 

ウ 自立生活援助は障害者が孤立することなく地域で生活出来るように援助するも 

のですが、障害者に対する地域の理解が重要です、どの様な状況か伺います 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


