
1 

 

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３日（６月 19日） 

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 

 

１ 焼津市総合計画より活力ある産業とにぎわいのあるまちづくりについて 

農地・水・環境を活かした農林業の振興について 

今までは、産業としての水産業を主体に議論をして来ましたが、水産業と同じよ 

うに、農家の高齢化が進み後継者難が深刻になる中、全国に耕作放棄地が拡大その 

規模は佐賀県の面積に匹敵する。さらに、改正農業経営基盤強化促進法と改正農地 

法が参議院本会議で可決成立した。これにより新たな農地利用の枠組みが動き出し 

た。両制度とも鍵になるのは農業委員会です。農業委員会改革の目的は「農地利用 

最適化」にありと言われ、地域の農地を将来も農地として活かし、耕していくとの 

展望を持って取り組む事が重要であります。又「地域農業の未来見せます」と農研 

機構中央農業研究センターは2025年までの地域農業の姿が予測出来るホームページ 

を立ち上げ、2015年センサス時の地域農業の現状や担い手の動向なども把握出来今 

後の対策等に役立てる事が可能となります。将来展望として、国内での消費者直販 

から海外への直接輸出が展望され、その一つが農水省と中国海関総署との間で二つ 

の合意覚書を取り交わした。日中関係が新たな局面を迎えれば市場としての中国は 

魅力的です。その為には、農場から食卓に届くまでの安全管理手法としてＨＡＣＣ 

Ｐ（ハサップ）が必要となります。厚生労働省は2020年までには施行を目指してい 

る。又ＧＡＰ認証（農業生産工程管理）を受けた農産物を扱うメリットは「生産工 

程の明確さを消費者や販売店先にＰＲできる」「食品事故の発生リスク低減に繋が 

る」「生産者の持続的な農業経営につながる」「国内販路の維持拡大につながる」 

等これからの農業経営の展望に繋がる認証となる。今後は、ＡＩ・Ｉｏｔ等を利用 

した農業・生産者を直接結ぶインターネットサービスが登場し生産から販売までの 

形態が大きく変化するでしょう。次の質問を致します。 

ア 当市では主要直売売上高は伸びていますが、水稲生産額は減少傾向にあります。 

主要共同出荷作物取扱高（トマト、イチゴ）は伸びています。主要作物について 

は、産地の維持、拡大やブランド化を目指すと施策の方針にありますが、実際ど 

の様な指導や支援を行ってきましたか 

イ 当市では都市型農業（直売所販売）を振興していますが、供給量は不足してい 

ます。市民のニーズに応える野菜等の生産体制を整え地産地消を推進する必要が 

あります、と記載されています。現在では地消地産と言われ消費者が望む農産品 

を生産販売する施策が重要視されています。消費者動向やアンケート等の結果を 

生産者に情報提供を行っているのでしょうか 

ウ 農業者の所得向上を図るため、農産物の高付加価値化や地域ブランドの確立、 

農商工連携による地域活性化の動きが求められています。と記載されていますが、 

米の場合「マーケットからのメッセージ」が価格を左右します。低い評価の場合 

問題視しているのはマーケットであり国・行政ではないことになります。地域ブ 



2 

 

ランドが確立し農産物の高評価が得られて販路が確立すれば、農業者所得が上昇 

します。当市ではすでに漁業製品において認証制度を利用してブランド化を図っ 

ています。農産品や農産品の６次化製品などに認証制度を織り込み地域のブラン 

ド化を図ったら如何でしょうか 

エ 当市も農業従事者の高齢化が進み農業の担い手不足が深刻な状況を示していま 

す。持続可能な営農を可能にするには後継者の育成、新規農業従事者育成等の施 

策が必要であります。農研機構の将来予測などを利用し、当市での営農モデルを 

描く必要があります。また、この資料に基づいて農業関係者と協議し当市にあっ 

た農業モデルを描く時期に来ていると思います。如何でしょうか 

オ 安全管理手法としてのＨＡＣＣＰの普及やＧＡＰの導入により農産品の販路拡 

大や輸出が可能となります。当市としての支援等は如何でしょうか 

カ ＡＩやＩｏＴ等の利活用による農産物の生産・販売などの情報提供や支援等を 

行っているのでしょうか 

 

２ 第２次焼津市環境基本計画より排水処理等について 

第２次焼津市環境基本計画の排水処理等について 

家庭や事業所から排出される汚水は、河川や海域の水質汚濁の主な原因となって 

います。その為、公共下水道や合併処理浄化槽などの整備は水質汚濁防止の為には 

重要となっています。当市での生活排水処理の状況は、汚水衛生処理率は年々増加 

し、2015年には66.7％となっていますが県平均（78.7％）を下回っています。まだ、 

生活排水の３割が河川などに放流されています。環境基本計画に掲載された広範囲 

の取組の中から優先的に取り組むものを重点プロジェクトとして扱う。これには、 

４つのテーマがあり、自然・ゴミ・エネルギー・環境教育であります。排水処理に 

ついては、自然（水を守る・緑を守る）として一番に記載されています。地域の自 

然を守るため、河川の水質汚濁をさらに改善する事を目的に生活排水処理対策など 

により水環境を守る。対策として下水道や合併浄化槽の整備を進めています。最近 

では、地球温暖化による平均気温の上昇により異常気象が発生し各地で風水害が発 

生しています。その為にも排水処理の整備は急務となっています。国土交通省では 

近年の地方財政の逼迫や、頻発する大規模災害を踏まえ、市町村において浄化槽を 

より活用出来るよう、「平成29年度全国都市計画主管課長会議」では都市計画区域 

内であっても浄化槽を「都市施設」として整備出来る事を管下市町村に周知するよ 

う求め、下水道処理区域内であっても浄化槽を「応急仮設建築物」としてあらかじ 

め設置する事が可能と通知を発出した。この様に下水道整備には時間とお金がかか 

りますが当市に於いても施設整備に合併浄化槽の利用も視野に入れての施策が必要 

かと思います。 

ア 下水道整備の完成目標はいつになりますか 

イ 処理場の今までの全体整備費用は概算幾らになっていますか 

ウ 処理場更新完了までにどのくらいの費用が掛かりますか 

エ 公共施設マネジメントから見ると下水道施設はどの様に考えますか。人口減少 

時代を迎え過大な設備投資かと思いますが如何ですか 

オ 下水から出る余剰汚泥について。今まで出た残渣処理費用は概算幾らですか。 

今後も残渣が出ますが、最近では残渣が出ない処理施設も出来た様ですが。今年 
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度、処理場の耐震化と処理場再構築工事等を含めて27億８千４百万円の予算が組 

まれました。下水道残渣はどの様になっていますか。残渣の出ない施設は環境問 

題としても理にかなっていると思いますが如何でしょうか 

カ 汚水衛生処理率は合併浄化槽処理も含まれているのでしょうか 

 

３ 子ども食堂等と食品ロスについて 

子ども食堂と食品ロスについて 

焼津市の創業者支援事業活用として焼津駅前通り商店街の空き店舗を無料で貸し 

出し、将来的な起業を支援する「チャレンジショップ」に駄菓子屋「だがしやさん」 

が期間限定でオープンした。近くで「子ども食堂」を開く須田さんです。「子ども 

たちの笑顔あふれる商店街になればうれしい」と話された。須田さんは栄町の居酒 

屋さんの協力で月１回温かな食事や遊びの場を提供する子ども食堂を開いている。 

「だがしやさん」は７月下旬までの営業となっている。この様な方が当市にもおら 

れる事はうれしい限りです。今、全国的に経済格差による貧困家庭が増加していま 

す。それにつれて子ども達にも大きな影響を与えています。子ども食堂は、地域の 

子どもに低額や無料で食事を提供する。子ども食堂の設立が、ここ２年で７倍に増 

え、今年３月までに２千カ所を超えた。貧困や孤食などの問題を地域が支援するモ 

デルとして各地で広がっている。食材提供や運営に協力する農業者やJA関係者も増 

加しています。 

運営者らで作る「子ども食堂・安心・安全向上委員会」の調査結果は、子ども食 

堂が少なくとも2,286箇所、利用する子どもは１年間で述べ1 0 0万人以上と推定す 

る。最近では、大人の利用も増え地域のふれあいの場として存在感を示している。 

ただ、多くが善意によって自主的な運営をおこなっているので課題は少なくない。 

農水省は４月に子ども食堂の運営実態の調査結果を発表した。約３割で「運営費の 

確保」や「運営スタッフの負担」が課題になっている。「食材を安定して確保出来 

ない」と回答した子ども食堂も１割あった。JAながのでは県と連携して基金を設立 

し直売所やＡコープでの食材購入費を全額補填しています。一方では、「まだ食べ 

られるのに捨てられてしまう食品を必要としている人に支援している団体に無償で 

分配する活動」がFB（フードバンク）と呼ばれている。食品を無償提供してくれる 

食品関連企業等と、その食品を受け取ってくれる団体との関係を構築、同時にFBの 

ことを地域に知らせ、システムが効率よく動き活動が拡大するよう力を注いだ。こ 

うしてF B Aの仕組みをつくった。と特定非営利活動法人あいあいねっと理事長「原 

田佳子」氏は語っていました。農林水産省によると、我が国の食品ロスは、2014年 

推計で6 2 1万トンあり、これは、我が国の米の生産高の約80％であり、一人当たり 

に換算すると1 3 4ｇのご飯を毎日残している事になる。この中には、大きさ形が企 

画に合わない野菜や果物、漁師が売り物にならないと海に放棄する魚、防災備蓄品 

は含まれていない。この様に必要とされるところに欲しいものが行かず食品ロスに 

なってしまう事は残念です。次の質問を致します。 

ア 子どもの貧困に伴う現状として、児童扶養手当、就学援助、生活保護費の受給 

状況及び子ども食堂についてのお考えをお聞き致します 

イ 当市に於いては貧困や孤食等の課題を解決するための子ども食堂に対する支援 

はどうなっていますか 
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ウ 当市では食品関係の企業等が数多く存在しますがFBについての認識や協力は行 

っているのでしょうか 

エ だがしやさんの須田さんの様に頑張っている人への支援は如何でしょうか 

オ 災害時の非常食として備蓄している食品等の処分はどの様に処理していますか 

カ フードバンクの取り組みとして、子ども食堂で食材を有効利用するお考えはな 

いか伺います 

キ これから高齢者が増加します、高齢者の貧困化が増加しますが子ども食堂のよ 

うな場所が地域に点在すれば孤独死などが防止できると思いますが如何ですか 

 

８ 村松幸昌 議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 中心市街地活性化基本計画の事業推進について 

(1) 基本目標実現に向けた事業推進状況を伺う 

中心市街地活性化区域における将来構想を実現するための事業を設定している。 

基本目標実現に向けた事業が展開されているがそれぞれの進捗状況を伺う 

ア 利便性を活かしたまちなか居住の推進事業を伺う 

(ｱ) 市街地再開発・共同化事業 

市街地再開発・共同化事業においては、地元説明会等が始まっていると聞い 

ている。その状況は如何か伺います 

(ｲ) まちなか居住支援事業 

まちなか居住支援事業において、その取組状況を伺います 

(ｳ) 空き家活用まちなか居住支援事業 

空き家活用まちなか居住支援事業において、個人財産である空き家所有者へ 

の意向調査状況等を伺います 

イ 住む人にとって優しいまちづくりの推進事業を伺う 

(ｱ) 居場所づくり推進事業を伺う 

居場所づくり推進事業の取組状況を伺います 

(ｲ) まち歩き環境整備事業を伺う 

まち歩き環境整備事業での商店街等の関係団体等との事業化への進捗状況を 

伺います 

(2) 計画推進における体制について伺う 

ア 推進体制の現状について伺う 

推進会議設置後の現状を伺います 

イ 活性化協議会の設立に向けての現状を伺う 

内閣総理大臣認定に向けた協議会設立の目標時期等現状を伺います 

(3) 計画着手２年経過後の自己評価と今後の事業推進について伺う 

ア ここまでの事業進捗の評価と今後の予定を伺う 

現在は、ソフト事業中心の事業進捗であるが今後の予定を伺います 

イ 計画期間中に計画内容等の見直し予定があるのか伺う 

計画内容の見直しの有無を伺います 
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２ 黒潮温泉地の温泉供給停止について 

(1) 故障した高草１号井戸の現状を伺う 

採掘権を持つ、㈱東海ガスとの話し合いの状況は如何か伺う 

地元ガス会社が天然ガス採取を目的に掘削した井戸（現在の源泉は、昭和56年 

高草１号、昭和58年50号井）からガスとともに湧き出した温泉を無償で譲り受け 

ている現状下での協議等の状況を伺います 

(2) 故障原因と復旧の見込みを伺う 

故障原因が特定できなくても供給再開できるのか伺う 

故障個所の特定が難航していると聞いている。この状況で、供給再開への目処 

について伺います 

(3) 各施設への供給停止中の対応を伺う 

早期再開できない場合の対策が必要と思うが如何か伺う 

５月31日より代替温泉を関係施設に提供が開始された。もう一つの温泉井50号 

の現状と供給の可能性について伺います 

(4) 新しい温泉井戸の掘削計画の有無を伺う 

ア 鉱脈調査実施の必要性について伺う 

私の以前の一般質問では、過去に鉱脈の踏査実績は無いとの答弁がありました。  

今回の事態を受けてその調査実施可否の考えを伺います 

イ 掘削について伺う 

先ずは、１号の早期復旧、供給開始を期待する。しかし、各入浴施設への安定 

供給を考えたとき、新しい井戸の掘削を視野に入れることについて市長の考えを 

伺います 

(5) 温泉井戸の経営体制の今後の方向性について伺う 

供給先のニーズ考えた時、現状の温泉井戸の管理運営体制で良いのか検討する必 

要があると考えます。今後の方向性を伺います 

 

９ 石田江利子 議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

女性がかがやくまちづくりの推進 

(1) 男女共同参画社会に向けて 

男性も女性も意欲に応じてあらゆる分野で活躍できる社会を目指し、「男女共同 

参画社会基本法」が平成11年６月に施行されました。 

焼津市でも、施行を受け、いきいきと暮らせる男女共同参加社会の実現に向けて 

「焼津市男女共同参画プラン」が策定されました。平成26年度から平成30年度の５ 

年間の計画で策定された「第２次焼津市男女共同参画プラン」は意識啓発を中心と 

した事業に加え、市民や地域、企業、団体などの主体的な活動を支援する具体的な 

事業に重点を置いて策定されています。 

「私たち一人ひとりがお互いを認め、それぞれの個性と能力を十分に発揮し、い 

きいきと暮らすことを目指した男女共同参画社会の形成」を基本理念とし、４つの 
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基本目標を掲げています。この焼津市男女共同参画プランについて伺います。 

ア 平成30年度は現プラン最終年度となりますが、現在の進捗状況とその状況をど 

のように分析しているか伺います 

イ また「第３次焼津市男女共同参画プラン」の策定に向けての、計画及び考えを 

伺います 

ウ 焼津市として「女性がかがやくまちづくりの推進」について、焼津市の方向性 

を伺います 

(2) ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）について 

内閣府が行った男女間における暴力に関する調査の報告書によれば、女性の約３ 

人に１人、男性の約５人に１人は、配偶者から被害を受けたことがあり、女性の約 

７人に１人は何度も受け、命の危険を感じた経験があるとの報告があります。 

「ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）」という言葉としては知っていても、そ 

の実態は、あまり知られていないのでしょうか？ 

閉ざされた「家庭内」のことなので、あまり人に公にすることでもなく、水面下 

で大きな社会問題になっており、家庭内で、主に夫から身体的、精神的、そして経 

済的な暴力を受け、危険にさらされながら生活している女性が大勢います。 

ある調査結果によれば、配偶者や交際相手からの暴力を経験した人のうち「誰に 

も相談しなかった」人は、被害者のうち半数を超えており、“広報活動や啓発の機 

会を増やす”こと、そして“ＤＶは人権侵害であることを周知する”ことは喫緊の 

課題であると考えます。 

ア 焼津市におけるＤＶ被害の現状を伺います 

イ ＤＶ被害を受けた方々の相談体制、対応を教えて下さい 

ウ 近年では配偶者間だけでなく、恋人間での暴力「デートＤＶ」も問題となって 

います。また、子どもへの影響や連鎖を防ぐためにも、多くの市民へＤＶ（ドメ 

スティックバイオレンス）についての周知が必要だと感じますが、現在、広報啓 

発活動はどのように行なわれていますでしょうか？ 

 

10 青島悦世 議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

「70歳代を高齢者と言わない やいづ」を目指す 

(1) 第８期ほほえみプラン21について 

第３章本計画の基本的考え方にはじまり第４章健康づくりの推進、第５章高齢者 

の生活支援の推進、第６章安全・安心のまちづくりの推進、第７章生きがいを持ち 

社会貢献できるまちづくりの推進等第12章まで計画期間平成30年度から平成32年度 

までの計画で３年ごとに見直しされていくものです。この中で第４章健康づくりの 

推進について、 

特定健診・がん検診等の受診率を高めるためにより一層の広報活動、医療費が上 

昇傾向にあるという現状の中、医療と連携して生活習慣病重症化予防を推進、健康 

教育や健康相談、訪問指導を行い、自らが自らの生活を支え、「自らの健康は自ら 

守る」を基本とした健康づくりを支援します。とあります。ここが全ての源である 
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と考えます。健康で社会から必要とされる「生涯現役」の認識を持っていただくこ 

とを考える。関係すると思われますので次のことを伺います。 

ア 静岡県が独自に算出した市町別健康寿命（いわゆる、お達者度）について（焼 

津市の動向） 

イ 世帯人数が一人の「単独世帯」（焼津市は何世帯） 

ウ 支えあう体制の構築をどのように考えているか 

エ 危機的な状況には素早く反応しますが、少しずつ起きる変化には反応が鈍く、 

結果的に致命的にならないために、超高齢社会への対応を今から、地域、個人で 

の取り組みをどのように考えているか 

オ 一つとして、空き家ならぬ空き畑、田をあらかじめ掌握し、貸しても良いとい 

う場所を、例えば園芸店などに情報提供しておくことはできないか。共同で使用 

できればその場所が交流の場所、高齢者の拠り所となることも考えられます 

(2) 「70歳代を高齢者と言わない やいづ」の宣言を！ 

一般的に65歳以上が「高齢者」とされてきましたが、この世代の方々が生き生き 

と暮らすためには市民の意識を変えることが重要と考えます。 

私は、平成26年９月議会で「高齢社会への対応（60歳代を高齢者と言わない や 

いづ）」の標題で一般質問しています。 

今回の「70歳代を高齢者と言わない やいづ」についての私の発言は、法律や条令、 

社会保障制度などにおける「高齢者」の定義や対象者、運用などの変更を考えるも 

のではありません。 

国においては、「人生1 0 0年時代」を見据えた経済、社会システムの実現に向け 

た検討が進められ、1 0 0歳まで元気で、社会から必要とされる「生涯現役」である 

との認識を広めていく必要があると考え、こうした大きな流れを捉えて、この世代 

の方々に対してポジティブなメッセージを送ることで、健康寿命を延伸し、生涯現 

役意識を高め、いつまでも生き生きと活躍していただくことを願っています。そこ 

で「70歳代を高齢者と言わない やいづ」宣言を提案します。つきましては市長の考 

えを伺います。 

右肩上がりの扶助費、介護保険料の歯止めになる施策として費用の掛からない「 

意識」の点について市民一丸となって次世代に繋げる「安心・安全」社会の構築に 

今から取り組めること、すでに取り組んでいる人たちをさらに奨励、普及させる市 

の体制が必要な時ではないでしょうか 

 

11 川島 要 議員（質問方式 一問一答） 

    答弁を求める者 市長 

 

１ 「自転車安全利用条例」制定と自転車保険の加入推進を！ 

静岡県内では本年、高校生の自転車事故が増加している。静岡県警が４月23日の発 

表で、発生件数と負傷者はいずれも前年同時期より１割以上多く、特に入学直後の１ 

年生の重傷事故が相次いでいるので注意を呼び掛けている。自転車事故の全体の件数 

や負傷者は減少しているものの、高校生に限ると、事故は30件増の273件、 負傷者は 

33人増の2 7 0人と前年を上回っている。さらに事故の類型別にみると、「出合い頭」 
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が64.5％と突出して多い。時間帯別では、午前６時～８時が23.3％で最も多く、午前 

８時～10時と午後４時～６時が16.5％で続いた。静岡県警では、特に登下校中の事故 

が増えているとして、「時間に余裕を持ち、安全確認を確実に行ってほしい」「スマ 

ートフォンを操作しながら、イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、周囲の状況が把 

握できず重大事故につながる」と、注意を呼び掛けている。 

また焼津市では、去る４月13日から５月14日までの約１カ月間で、交通死亡事故が 

４件発生し、４人が死亡している。昨年2017年は、１年間で死者６人だったことを踏 

まえると、異例のハイペースとなっている。この死者４人の内、３人が自転車乗車中 

の高齢者であったことで、焼津警察署は自転車を利用する高齢者や、ドライバーへの 

注意喚起を強化していく方針とした。 

自転車を巡る重大事故が相次いでいることを受けて、安全で適正な自転車の利用を 

目指した条例の制定が全国で進んでおり、すでに静岡市では2017年１月に条例の制定 

をしている。さらに、自転車事故によるケガや相手への損害賠償の備えを促進するた 

め、保険の加入を義務付ける自治体も出てきている。 

本市においても、「自転車の安全な利用を」との明確な意識徹底の意味を込め、 

自転車安全利用条例を早急に制定するべきと思うが、市長の見解を伺います 

 

２ 公立学校の避難所としての機能強化を！ 

災害時に避難所として地域住民の命を守る学校施設。文部科学省の調査によれば、 

避難所に指定されている全国の公立学校は、全体の92％を占める。万一の事態に備え、 

避難拠点としての役割を果たせるよう万全を期すべきである。 

2017年４月時点における、公立の小中高校などを対象にした防災機能に関する調査 

結果を文部科学省が公表した。例えば、施設利用計画を策定済みの学校の割合は、全 

体の４割に満たない状況であった。この施設利用計画とは、「運営本部をどこに設置 

するのか」「感染症患者の専用スペースはどうするか」など、避難所としての運用方 

法を定めるもので、被災者を円滑に受け入れ、学校施設を効果的に利用する上でとて 

も重要なものである。それが４割に満たないとは、大変厳しい現実である。 

また、断水時でも利用が出来るトイレの確保が重要である。排泄への備えは、水や 

食料の備蓄とともに避難所に求められる最大の役割である。 

調査によれば、非常用物資の備蓄は72％の学校で終えているのに対し、携帯トイレ 

や雨水を使用するタイプのトイレなどを備えている学校の割合は、49.5％にとどまっ 

ていた。過去の災害では、断水で避難所のトイレが機能せず、衛生面で問題になった 

り、トイレを心配するあまり、水分摂取を控え過ぎ、それが原因でエコノミークラス 

症候群や脳梗塞に繋がったという事例が相次いでいる。こうした事態を防ぐために有 

効なのが、マンホールの上に簡易トイレを組み立てて使用するマンホールトイレであ 

る。 

熊本地震の際には、水洗トイレが使用できない中で、マンホールトイレがとても役 

に立っている。本市では、本年度に石津西公園内に、さらには、大井川防災広場にも 

マンホールトイレの設置を計画していただいているところだが、「避難所としての学 

校」を考える時、やはり学校内にマンホールトイレの設置は必要となってくる。 

このような災害対応型トイレの導入費については、一部を補助する国の制度がある。 

さる2017年度の国の補正予算では、避難所機能の強化に関する費用の一部を国が補 
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助する制度が盛り込まれていた。しかも、制度の趣旨に沿っていれば、トイレの洋式 

化はもとより太陽光発電設備や備蓄倉庫の整備など、災害時に役立つ様々な施策に利 

用できるように使い勝手の良さが目立っていて、国も学校の避難所機能に対する支援 

に力を入れてきている。 

地震や台風などの自然災害に見舞われるたびに、避難所に必要な防災機能について、 

様々な課題が浮き彫りになってきた。学校トイレの洋式化を進めると同時に段差を解 

消し、車いすでも利用できるバリアフリートイレの設置、暑さや寒さをしのぐための 

扇風機やファンヒーターといった機器類の確保、スマートフォンが使えるようＷｉ－ 

Ｆｉ環境の整備なども大事な視点となる。 

そこで、本市においての取組を伺います。 

(1) 「避難所としての学校」へ、現在どのような取り組みをしているか 

(2) 「避難所としての学校」に対する、今後の整備計画はあるか 

 

３ 「小泉八雲記念館」を通じ、松江市との交流推進を！ 

焼津市と深いつながりのある作家・小泉八雲。小泉八雲は1850年にギリシャで生ま 

れ、幼少期はアイルランドで過ごし、来日直前には、アメリカのニューオーリンズ市 

で居住していた。日本には明治23年に来日し、中学校の英語教師として松江市に居を 

構え、明治37年に逝去するまで、教鞭の傍ら多くの著書を残し、松江市を広く世界へ 

と紹介した。また、八雲の晩年には６回の夏を焼津市で過ごしている。その時、焼津 

の山口乙吉さんをはじめ、素朴で親切な焼津の人々との出会い、焼津の伝統文化、富 

士山を望む自然の豊かさなどを通して、数々の著書の中で焼津を紹介している。そう 

した縁で、2007年に焼津市内に「小泉八雲記念館」がオープン。昨年には10周年を迎 

えた。 

小泉八雲が居住していた松江市にも昭和９年に「小泉八雲記念館」が建設され昭和 

59年には改築、さらに平成26年には、小泉八雲没後1 1 0年を記念し記念館の増築を含 

めた整備が計画され、平成27,28年度の工事によって、大幅な機能充実が図られた。  

この基本コンセプトは「八雲の視点を共有するまちづくりの拠点」とされ、市民と観 

光客が共有する場とした。その意味から、八雲の人物像、人間性に触れ、松江へのま 

なざしを共感・体験できる機能を重視した施設の整備がなされている。入館客数は、 

整備工事前で約11万５千人（平成25年度）が来館していた。こうした取り組みを踏ま 

え、本市の「小泉八雲記念館」を地域活性化の拠点と位置付け、以下の件について伺 

います。 

(1) 故・小泉八雲氏を「名誉市民」として顕彰 

(2) 松江市と焼津市が姉妹都市として締結し、歴史文化と観光の交流推進 

(3) 焼津小泉八雲記念館を観光資源と位置づけ、観光客誘致で交流人口を拡大 

 

４ 「ふまネット運動」の推進で、フレイル予防を！ 

社会の高齢化が進む中で、最近よく「フレイル予防」という言葉を耳にする。 

フレイルとは、加齢に伴って心身の機能が低下し、要介護になる恐れが高い状態の 

ことを指している。フレイルは、要介護の一歩手前、健康な状態から要介護になるま 

での間の状態とも言える。そして、フレイルは、可逆性があり、適切な対応を取れば 

様々な機能を回復できる状態であるとされている。加齢とともに、まず足の筋肉が衰 
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えやすいと一般的に言われている。足の筋肉の衰えは、転倒や骨折をしやすくなるの 

で、外出の頻度が下がってしまい、認知症のリスクを高めてしまうことにつながる。 

そこで、歩行機能の改善と認知機能の低下予防のため「ふまねっと運動」を普及促進 

させたいと考えている。 

この「ふまねっと運動」とは、マス目になった網を床に引き、網を踏まないように 

マス目の中を歩行していくという誰にでも出来る簡単な運動ですが、慣れてきた所で、 

少しレベルアップさせ、同時に複数の課題を行いながら歩行を行うことで、心身の活 

性化を促す運動です。 

市民の健康づくり事業の一環の中に、「ふまねっと運動」の推進を加えていただ 

き、市の後援にて「ふまねっとサポーター」を養成して普及促進を図ることで、フ 

レイル予防の対策強化をしたいと思いますが、市の見解を伺います 

 

 

 

 

 

 


