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平成30年９月焼津市議会定例会 一般質問者及び質問要旨 
 

第２日（９月19日） 

１ 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 「浜岡原発再稼動事前了解権」含む安全協定締結に努力を 

浜岡原発再稼動事前了解協定へ努力を 

福島原発事故から７年が経過。８月中旬被災地福島県富岡町、浪江町、宮城県 

山元町、亘理町を視察してきた。線量計が高い値を示し雑草が生い茂り地図から 

消えた中学校、避難解除地域となり故郷に帰ってきた住民、そして役場の職員に 

話を聞かせてもらってきた。宮城では市民生活も確実に復興をしていることを住 

民からの聞き取り、住民要求を取り入れた新施設を見させてもらい実感してきた。  

８月24日ＵＰＺ市民団体交流会「さよなら浜岡原発・焼津市民の会」が市長宛 

に「再稼動にあたっては事前了解を必要とするとの協定に関する要望書」を提出、 

その場に同席させてもらった。これはＵＰＺ圏内各市町の市民団体が地域ごと首 

長に提出、要望しているものだ。 

６月議会で「再稼動の是非」「４市の勉強会、御前崎市の意見」「再稼動判断 

の権利」等答弁がありましたが、７年経過した被災地と焼津市を対比して質問し 

ます。 

ア 福島原発から約40kmの飯舘村。事故のときの風向きを知らされず、多くの人 

がここに避難した。この「までいな（やさしい）村」は一転して全村避難とな 

り罪のない牧畜は処分され、自ら命を絶つ住民もいた。焼津市は浜岡原発から 

30km圏内、他人事ではない。７年経っても先が見えない原発被災地の現状をど 

のように見て、焼津市としての対策をとろうとしているか 

イ 御前崎市長は浜岡原発４市対協理事会で一致した「安全協定勉強会」を急遽 

延期した。御前崎市議会から「立地市の立場がない」と反発されたと報道があ 

った。それに対する御前崎市長の姿勢を「注視」している市長はこの経過をど 

のように感じたか 

ウ 県・５市２町及び中部電力との協定の安全協定を６月議会では「慎重な協議 

の結果まとめられた」と評価をしているがこの評価は、「再稼動判断の権利」 

同等と評価しているのか 

エ 「現時点、国の状況、また、詳しい説明も含めて状況は変わってないから再 

稼動すべきでない」と何度も同じ回答をされてきた。事故の発生経過、そして 

現状について国・電力会社はかなり詳しい説明をしてきている。つまり現在ま 

での詳しい説明では再稼動に値する説明ではないということだ。「再稼動すべ 

きでない」と市長の意志は示されてきた。その意思が市民と共有できる再稼動 

の事前了解の権利を主張しているということでいいか 

 

２ 新大井川環境管理センター建設、運営費用決定に対する焼津市対応について 

７月27日志太広域事務組合議会で新たに建築される藤枝及び大井川「し尿処理セ 

ンター」建設工事請負契約締結についての議案が審議され賛成多数で可決された。 
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この契約にあたり藤枝については３社、大井川では２社が応札している。志広組 

では初めての「総合評価方式」とのこと。 

今回のルールは「事業者選定委員会委員」は６名として、業者の説明に対して100 

点満点中60点の評価項目を採点する。別途40点の入札価格の評価点と合わせて高得 

点事業者が落札するとした。 

評価項目及び６委員の平均点数は公開されたが、「新大井川環境管理センター」 

では最低価格を提示した業者は評価項目での点数差で契約をすることができなかっ 

た。運営は15年間契約、建設費含め10億円の差となった。 

志広組が示した仕様は満足している。全国でも数社しかない対応可能業者で「安 

かろう悪かろう」ということにはならないだろう。 

金額差以上の落札業者への加点理由について質疑をしたが志広組は著作権を理由 

に業者が提出した提案書を議会に示すことはなかった。 

市の財政負担について 

新「し尿処理施設」の財政負担について 

焼津・藤枝両市議会では平成29年２月議会で賛成多数で可決した規約変更で建 

設費・運営費、償還元金及び還元利息が「施設ごと投入量割」となった。 

焼津のし尿処理分（大井川環境管理センター）は焼津で、藤枝の分（藤枝 

環境管理センター）は藤枝で各市が受け持つということになった。つまり新 

大井川環境管理センター公設民営方式（ＤＢＯ方式：デザイン・建設・運営 

）の資金はすべて焼津市が負担することになるが焼津市財政に与える影響に 

ついて市長の見解を伺う 

 

３ 重度障害者に対して障害者差別解消法に添うサービスを 

障害者雇用政府の水増し問題、そしてそのいい訳含め障害者のみなさんがどれだ 

け傷ついていることでしょう。 

障害者差別解消法：全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、  

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とす 

る差別の解消を推進することを目的として、平成25年６月に制定された。 

「当り前の価値観」を社会全体で共有していくことが大切と厚労省は言っていま 

す。正当な理由なく障害を理由に差別することは禁止されています。 

「何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに負担が重すぎない 

範囲で対応する」合理的配慮の提供をしなさいと求めています。 

2016年６月障害者差別解消法に関連して一般質問をした。 

「新たな条例を制定しなくても事業を推進することができる」と市長は答弁した。 

視覚障害者の方から「エンボス加工された封筒」で書類が届いたと報告があった。 

手作業と思われるエンボス加工、担当部署の方たちの温かい気持ちを感じた。 

今年度も視覚障害者部のグループから出された要望に対して報告と懇談の場がも 

たれた。当日の懇談会について報告を聞かせてもらった。その内容含め質問します。 

(1) 支給タクシー券半分を社会生活に使うことは負担増になるか 

焼津市は透析患者への援助に重点を置いてこの制度を運用しているとの答弁 

があったが、支給されているタクシー券の半分（２冊のうち１冊24枚）が必要 

な社会生活に使われることと次元が違うことです。重度障害者のこのささやか 



3 

 

な要求は市にとって重い負担になるのですか 

(2) それは逆差別になるか 

障害者が社会生活として支給されたタクシー券を使うことは健常者（重度障 

害者でない人）に対して逆差別になりますか 

(3) 被差別者はどこに相談するのか 

「差別」があったときの市の相談窓口は当該事務事業の担当部局、相談窓口 

は人事課、学校教育課、病院総務課と答弁があった。（2016年６月議会） 

このささやかな要望に「現在の対応を理解してくれ」と担当部局から否定さ 

れた。これを「差別」と感じた方はどこに相談したらいいのですか 

(4) 職員研修はいつどのように行なわれたか 

「障害者差別解消法に沿った対応要領を策定し、職員研修を行い、・・・・ 

障害者の差別解消に努める」とも答弁があった。いつどのような研修が行なわ 

れどのように検証していますか 

(5) 同行援護申請者への回答 

視覚障害者から同行援護申請が出てから回答が要求者に届けられるまでの経 

過はどのようになっているか 

 

２ 青島悦世 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 

 

「市民満足度（CS）」の向上のために取り組むべきこと 

「市民満足（CS）向上はまず職員満足（ES）から」という視点に立ち、「提供 

するサービスそのもの」ではなく、「そのサービスを提供する人（＝職員）」の 

働きやすさを追求していくべきである。 

市民満足度「CS：Citizen Satisfaction」を向上させるには何が必要か。それ 

は「ES：Employee Satisfaction」の向上である。 

需要を満たす供給（＝当たり前のサービス）を果たしていくことは、すなわち、 

マイナスをゼロにするだけであり不満足の解消にしかつながらない。ゼロをプラ 

スにできる、需要を超えた供給（＝更なるサービス）こそ、満足度向上につなが 

る。そして、この「更なるサービス」を生み出すことができる供給者となり得る 

良い職員（＝発想力のある職員、活発な職員、センスのある職員やゆとりのある 

職員など）が活き活きと働くことができる環境（勤務年数によらない能力や民間 

経験での登用やワークライフバランスの確保など）を整備していく必要がある。 

職員満足度の高い働き心地の良い環境こそ、職員の自己実現欲求（やる気）を 

引き出し、延いては斬新な市民サービスの提供につながるのではないだろうか。 

ア 当市職員の残業について、職種別にその実態を伺う。 

時間外勤務単価が高く、かつ比較的業務量の多い主幹・係長級の時間外勤 

務実績（前年度）について、職種«市役所など»（事務職、技術職及び保育士 

・幼稚園教諭など）、«市立病院»（医師、看護師、診療技術職及び事務職な 

ど）別に次の点を伺う。 

ａ 時間数（１人当たり月平均） 
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ｂ 時間外勤務単価（平均） 

ｃ 手当支給年額（１人当たり平均） 

イ 当市職員の有給休暇取得と育児休業制度利用（男性職員）の実態について伺 

う。 

当市職員の休暇取得実績について、次の点を伺う。 

ａ 年次有給休暇取得日数（前年度平均、役職別） 

ｂ 男性職員の育児休業制度利用者数（過年度累計数） 

 

３ 村松幸昌 議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長、教育長 

 

１ 児童虐待の状況と現状に対する支援体制について 

(1) 支援体制等の事業推進状況を伺う 

ア 焼津市における相談体制を充実させるための、家庭児童相談窓口職員配置状 

況等を伺う 

(ｱ) 焼津市における児童虐待の現状を伺う 

(ｲ) 家庭児童相談窓口の専門職並びに専任職員の配置状況等を伺う 

(ｳ) 未就園児、未就学児虐待の未然防止、早期発見の観点から現状等について 

伺う 

イ 相談体制の充実を図るため、子ども家庭総合支援拠点について伺う 

(ｱ) 子ども家庭総合支援拠点の設置状況について伺う 

(ｲ) 専門的な対応力向上をするために、弁護士や医師等の外部人材を活用して 

助言等を求めているか又は他の方法でのスキルアップ研修等の実態を伺う 

(ｳ) 児童虐待に気づいた人が速やかに通告できる児童相談所全国共通ダイアル 

（189）の周知と利用状況等を伺う 

(2) 学校における支援体制について伺う 

支援推進体制の現状について伺う 

(ｱ) 学校教育における児童虐待の現状を伺う 

虐待を認知した場合、適切な通告等を行っているか伺います 

(ｲ) 校内での支援推進連携体制の現状について伺う 

養護教諭・教職員の虐待対応研修等の実態を伺う 

(ｳ) 学校間における情報共有の現状を伺う 

進学・転校に伴う情報の共有化の現状を伺う 

(ｴ) 学校へ登校できない児童に対する対応を伺う 

一時保護等により登校できない児童に対する出席の取り扱い等の対応や 

学校復帰後の支援状況を伺う 

 

２ 防災・減災対策について 

(1) 河川と中山間地対策を伺う 

豪雨時における治山・治水等の現状とその対応について 

(ｱ) ２級河川の治水対応と非常時における対策について伺う 
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近年環境変化などにより、下流・沿岸部で高潮等の影響による越水が発 

生している。その現状把握状況とその対応と対策を伺う 

(ｲ) がけ地の現状とその対策を伺う 

昨年度発生したがけ地崩落の総括からその対策を伺う 

(ｳ) 水防組織、自治会等におけるソフト対策の現状とその評価を伺う 

高齢化の影響により、実働できるボランティアが不足しているとの声が 

聞こえる。この現状から行政としての対策等を伺う 

(2) 地震・津波対策を伺う 

ア 高齢化進展に伴う自治会・自主防の防災・減災対応についての現状評価と今 

後の対策を伺う 

(ｱ) 一人住まい高齢者対策を伺う 

自助・共助にも限界がある。今後の方策を伺う 

(ｲ) 耐震対応が出来ていない、家屋等の現状と解消に向けての対策を伺う 

空き家になっている家屋等の耐震は不十分と考える。有事には、地域に 

与える影響大と考えるが、対策は進んでいるのか伺う 

(ｳ) 人口減少による自主防組織編成困難の声が届いているのか伺う 

この状態をどの様に捉えているのか伺う。又その対策も合わせて伺う 

イ 津波避難タワーは、現状のまま管理・運営するのか伺う 

(ｱ) 豪雨水害時における避難施設としての利用は可能と考えるのか伺う 

(ｲ) 津波避難タワーへ設置地域住民によるネーミングを行い、存在価値と愛着 

を高めることは如何か伺う 

ウ 焼津漁港における津波防御対策に対する市長の決意を伺う 

静岡県作成の「焼津漁港津波対策について」では、漁港背後地の住民生命 

・財産保護に胸壁（防潮堤）の新設。経済被害の回避に防波堤の粘り強い化、 

岸壁の粘り強い化、フラップゲート式可動防波堤等による対策検討となって 

いる。胸壁着手をするなら、水門設置の確約が必要と考えるが、市長の決意 

（考え）を伺う 

 

３ ダイヤモンド構想について 

(1) ８つの地域拠点について伺う 

ア にぎわい拠点について 

駅前で若者中心に起業等が行われている現状について伺う 

若者が少しずつ増えている。この現状をどの様に捉えているのか。又こ 

れからの仕掛けをどうするのか伺う 

イ おもてなし拠点について伺う 

(ｱ) 都市計画道路焼津広幡線道路改良計画も進捗している。新東名からのアク 

セスも一層の向上が見込める現状から更なる焼津IC周辺道路整備の現状を伺 

     う 

(ｲ) 県施設「漁港管理事務所：水産技術研究所」が完成した。うみえーる焼津 

や深層水ミュージーアム等と連携を活かした焼津漁港新港周辺整備の考えを 

伺う 

(2) ５つの地域資源活用軸の連携について伺う 
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ア 海の軸について伺う 

(ｱ) 焼津港・小川港に水揚げされる焼津前浜の定置網や沿岸漁業等で水揚げさ 

れた活魚を活かした周辺活性化について伺う 

(ｲ) 毎年11月に開催される『ビーチクリーン大作戦』を改めて日本一の「みな 

とまち焼津」発の仮称「海・川をきれいにする運動」を提起する。 

15.5キロメートルある海岸線にゴミが無いことは勿論、プラごみも無い 

事を目指す運動により、上流部を巻き込んだ市域を超えた広域的な運動の 

情報発信が出来ないか伺う 

イ 山の軸について伺う 

(ｱ) 奈良時代から日本坂を超えて交易をしていた花沢の里地区とその周辺の歴 

史文化資源活用状況を伺う 

2014年（平成26年）９月18日重要伝統的建造物群保存地区に選定された。 

この地区周辺の利活用計画とその状況を伺う 

(ｲ) 高草山山麓や周辺計画を伺う 

冬場のにぎわいづくりに、気候温暖、降水量も少ない高草山を軽登山等 

軽スポーツやマウンテン・バイク等に特化した計画を提起する 

 

４ 川島 要 議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ ハザードマップの周知徹底を強化！ 

本年７月の西日本豪雨では多数の家屋の浸水被害が出たほか、2 0 0人を超える 

住民が逃げ遅れるなどして犠牲になった。大雨による浸水被害から身を守るのに 

役に立つのが、危険な区域などを示した地図のハザードマップである。 

今回、最も被害が拡大した岡山県倉敷市真備町地区では、河川堤防の決壊など 

によって発生した浸水範囲が、もともと市が作っていたハザードマップの想定と 

ほぼ重なっていたという実態があった。 

被災された住民の多くの方からは、「ハザードマップを見たことがない」また 

は「知っていたが、まさかと思っていた」などの声が挙がった。 

国土交通省は、こうした教訓をもとに、７月13日に「洪水ハザードマップ」、 

17日には「土砂災害ハザードマップ」の周知徹底を促すように、都道府県を通じ 

て市区町村へ発令をしている。 

そこで本市において、災害ハザードマップの周知徹底の取り組みについて伺い 

ます。 

ア これまでの取り組み状況 

イ 市民の認知度の判断基準 

ウ 今後の周知徹底への取り組みや工夫の計画 

エ 新たな「Ｗｅｂ版防災マップ」の導入検討 

 

２ 河川の水位計の設置推進とデータの共有を！ 

静岡県では本年度、県内の中小河川に簡易水位計の設置を計画／推進している。  
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本市にも県管理の２級河川が複数流れているが、その中の一つである瀬戸川に 

は、河川に沿うようにして、焼津市総合福祉会館（ウェルシップ）、福祉施設の 

慈恵園、大村公民館、さつき幼稚園、大村中学校、旭町保育園などの公共施設が 

隣接し、その周辺地域には民家が密集する住宅地になっている。 

こうした状況を踏まえて、瀬戸川に架かる大村橋やあかつき橋に簡易水位計を 

設置して河川の増水時の監視体制を強化していくと共に、地元住民がデータを取 

得することにより、河川決壊から洪水への関心度を高め、早めの避難判断に繋げ 

ていくことができる。そして、これは自らの命は自らで守る自助の心構えとなり、  

水防災意識の向上に繋がると思う。 

そこで本市の河川への水位計設置の現状と今後について伺う。 

ア 本市内の河川の水位計の設置状況は 

イ 水位計のデータ管理体制はどうなっているか 

ウ 避難準備、避難勧告、避難指示など、住民への避難発令との関連について 

エ 今後の水位計設置計画について 

オ 地元住民との水位計データの共有について 

 

３ 「液体ミルク」の災害時用備蓄品に活用を！ 

熊本地震の際には、水源の豊かな熊本でも水不足になった。避難生活が長引く 

につれ、生活に必要な物資は変わっていくが、乳幼児の親にとっては、まずミル 

クの確保が最優先の課題となる。母乳を十分に与えてあげられれば心配はないが、  

母親自身も被災をして不安やストレスから母乳の出が悪くなってしまうこともあ 

る。 

災害時用に粉ミルクと哺乳瓶を備蓄していても、ミルク用の水だけでなく、哺 

乳瓶を洗う水、消毒するための水や燃料も必要となってくる。そして、赤ちゃん 

には、１日に何度も授乳が必要である。 

「液体ミルク」は、紙パックやプラスチック容器に無菌状態で密閉され、常温 

で半年～１年保管が可能である。清潔な水がなく、お湯を沸かす燃料のない時で 

も利用ができ、赤ちゃんの命をつなぐ貴重な栄養源にできるが、日本国内での製 

造・販売はまだされていない。海外では「液体ミルク」は当たり前に販売されて 

いて、誰でも利用できる状態にある。東日本大震災や熊本地震の時には、フィン 

ランド製品の液体ミルクが救援物資として被災者に届けられ、母親たちから大歓 

迎されていた。 

東京都では、「液体ミルク」を災害時に調達するため、流通大手企業との協定 

を結び、海外メーカーから緊急輸入する体制を整えている。本年７月の西日本豪 

雨災害の際には、この協定を生かして愛媛県や岡山県倉敷市に「液体ミルク」が 

提供されている。 

去る８月８日付けにて厚生労働省は、「改正厚生労働省令」を公布し、同日施 

行した。これにより、「液体ミルク」が日本国内で製造・販売を可能にする規格 

基準が定められ、商品化ができるようになった。今後、国内各メーカーでは開発 

を本格化させていくが、液体ミルクが市販されるまでには１年ほどは掛かるだろ 

うと言われているが、１日も早い商品化を期待したい。 

本市においては「子育てするなら焼津市」とのモットーのとおり、突然の災害 
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時でも、乳幼児の命を守り、安心・安全な育児環境の確保のためにも、他の自治 

体に先駆けて、「液体ミルク」を市の災害用備蓄品として加えることを決定して 

いくべきと思うが、市長の見解を伺う。 

 

４ 乳がん自己検診用グローブの活用で、早期発見への意識啓発を！ 

毎年10月は、「ピンクリボン月間」として、乳がん撲滅へ、早期発見・早期治 

療を啓発、推進をする取り組みが全国で実施されている。日本では乳がん患者が 

増加しており、女性の11人に１人が一生のうちに乳がんに罹るといわれている。 

国立がん研究センターによる2016年のがん統計予測では、９万人が乳がんに罹 

り、乳がんによる死亡者数は約１万4000人と、残念ながら増加し続けている。ま 

た、30歳から64歳では、乳がんが死亡原因のトップです。 

30歳代から増加し始めて、40歳代後半から50歳代前半にピークを迎えて、働き 

盛りの年齢の方に多い疾患となっている。中には20歳代で患う方もいるので、や 

はり若い時から関心を持つことが大切である。 

平成28年11月議会の一般質問で私は、乳がんの早期発見のため「自己検診用グ 

ローブ」を無料配布をし、意識啓発すべきと提案させていただいた。 

特に、がん検診の対象とならない20代の若い女性の方を対象にして、乳がんに 

関心を持っていただくことによって、自己検診という行為に繋がっていくと考え 

る。 

そこで本市において、乳がんの早期発見に繋がる取り組みについて伺う。 

ア 本市の乳がん罹患率と死亡率の推移（過去３年間） 

イ 自己検診への意識啓発のこれまでの取り組み 

ウ 啓発用の各種グッズの活用状況 

エ 自己検診用グローブの今後の活用並びに配布計画 

 

５ 松島和久 議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 焼津市の釣り振興に対する考え方について 

(1) 焼津市は焼津漁港の土地利用をどの様に考えているか。 

国土交通省は平成30年３月15日付けで、「既存の港湾施設を活用した日本の釣 

り文化の振興」として、（公益財団）日本釣振興会と連携し、港湾において観光 

の取り組みを進める、と発信した。 

内容としては、地方創生を目的とした観光の取り組みを政府全体で進めている 

中で、港湾局では観光資源としての既存インフラの有効活用や港湾における文化 

振興の一環として、釣り施設や既存の防波堤の利活用を進めている。 

この取り組みの一環として、日本釣振興会と連携し、本年度、全国35か所の港 

で釣り体験教室などのイベントを開催、日本釣振興会と連携し青森港・秋田港の 

２港で、防波堤の一般開放をする検討会を設置した。全国の港湾では、現在50港 

(66施設)で釣り施設を提供しており、平成29年６月時点ではそのうち12港が防波 

堤を釣り施設として一般開放している。 
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静岡県内では、熱海港が平成18年度から防波堤を釣り施設として一般開放し、 

平成28年度には３万６千人もの利用者があり、周辺施設への経済的波及効果も上 

がっていると聞いている。 

焼津市では昨年度に「焼津漁港及び周辺土地利用可能性調査」が行われ、報告 

書では、焼津漁港の背後には中心市街地が広がっている、という現状の土地利用 

状況を把握し、漁港としての機能を阻害しない新たな一体感のある、更なる賑わ 

いの創出を目指した土地利用の可能性と課題を整理して、今後の検討の資料にし 

ていくとの事である。 

国交省の通知の結びに、「今後、港湾の釣り施設や防波堤の一般開放を活用し 

た、観光や釣り文化の振興に取り組む港湾を「（仮称）みなとフィッシングパー 

ク」として、重点的に支援する事や、みなとオアシス協議会との連携、訪日クル 

ーズ旅客の釣り参加、水産庁の協力のもと、地元漁業協同組合等が推進する魚食 

普及の取組みとの連携も視野に入れて、取組を積極的に進めて参ります」とある。  

港湾は国土交通省、漁港は農林水産省・水産庁と所管の違いは理解しているが、 

魚のまち焼津としての資産である港の有効利活用は焼津でしか出来ない事である。  

今後、国・県との連携や調整も必要であると思うが、以下を伺う。 

ア 焼津漁港とその周辺の土地の利活用に関する考え方を伺う 

イ 防波堤の利用を含め、安全対策を講じ、釣り場として整備・充実させる事は 

周辺の賑わいづくりには有効であると考えられる。国の考え方を受け、焼津市 

としては、漁業者や関係者への配慮も必要であるが、漁港施設の岸壁と防波堤 

を釣り場などとして利用する考えはないか、伺う 

(2) 交流人口拡大の手段として釣りの振興は有効と考えるがどうか。 

釣は他のレジャーと比較しても高い推定、約750万人の参加人口がある。そこで、 

釣りの持っている観光資源としてのポテンシャルを利用し、焼津市ならではの釣 

り文化の推進は交流人口拡大策において有効であると考えられる。 

今も多くの釣り人の訪れる「ふぃしゅーな」「和田浜」「大井川港」などは格 

好の釣り場、レジャースポットである。 

釣り客安全対策と共に、釣り客のマナーの啓発など漁業関係者や港湾関係者へ 

の配慮は当然必要であるが、安全な釣り環境の整備を行えば、釣り大会、釣り教 

室など多彩な集客の催しの開催も可能である。 

また、通年での釣り客誘致は、熱海市など他施設の状況を見ると周辺飲食店な 

どへの経済効果や魚食普及への効果などプラスになるのではと推測する。 

新設された交流推進部は観光・スポーツ・文化を通して交流人口の拡大が使命 

であり、焼津市として釣りの振興を交流人口拡大策として積極的に取り組んでい 

ただきたいと考える。そこで質問であるが、 

ア 釣りの推進と振興は魚のまち焼津として、必要であり、焼津市こそがふさわ 

しいと考えるが、焼津市の釣り振興に対する考えを伺う 

イ 次に交流人口拡大の手段として、海釣りを焼津市の体験型レジャーとして発 

信してはどうかと考えるが焼津市が関わっているイベント等で釣りに関するも 

のはあるか伺う 

ウ 海に面し、３つの漁港を持つ焼津市の特徴と強みを活かした体験型レジャー 

としての海釣りの魅力と共に、焼津市の魅力の発信に取り組んではどうかと思 
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うが、焼津市としての考えを伺う 

 

２ 「焼津市中小企業・小規模企業振興基本条例」に基づく支援策について 

「焼津市中小企業・小規模企業振興基本条例」に基づく焼津市の支援策はどの 

様なものか 

平成29年２月議会にて可決された、「焼津市中小企業・小規模企業振興基本条 

例」に基づく市の支援策について伺う。 

焼津市の産業と経済の発展、雇用と伝統技能の継承や街づくり、防災など地域 

を支える中心的な役割を担ってきたのは市内の企業の多数を占める中小企業小規 

模企業の皆様である。 

社会経済状況は依然として苦しい状況であり、継続した切れ目のない支援が必 

要であると考えている。この条例制定の件について一般質問をさせていただくの 

は、３度目であるが、焼津市中小企業・小規模企業振興基本条例が制定され、現状 

の焼津市の中小企業・小規模企業を取り巻く環境について焼津市はどう認識し、 

課題にどのように対応しているのか、以下質問する。 

ア 確認の意味で伺うが、本条例制定の目的はどのようなものであるか。また条 

例で定められた基本理念を伺う 

イ 条例制定後の焼津市の支援策について。商工業の振興策については振興基本 

条例に基づき焼津商工会議所・大井川商工会など商工団体への助成を継続して 

きたこと。また、円滑な資金調達により経営安定を図る為、各種利子補給と信 

用保証料補給を継続実施、等と聞いている。市はこれまでどの様な施策を講じ 

てきたのか、伺う 

ウ 中小企業や小規模企業における、現状の課題はどのようなものがあると感じ 

ているか、伺う 

エ 焼津市の中小企業・小規模企業の振興に向けて「焼津市産業振興戦略会議」 

が開催されているが、どのようなメンバーで、どの様な提言が提出されている 

のか伺う 

 

３ 焼津インターチェンジ周辺の車両通行量増加に伴う混雑の解消と観光インフラ整 

備について 

東名高速焼津インターチェンジ周辺は、さかなセンターのイベント開催時と年末 

の買い物客で賑い、周辺道路は渋滞が発生している。 

昨年末、焼津さかなセンター周辺は、今までに無い車両の通行量の増加により大 

渋滞が発生した。今回の年末の渋滞は東名高速道路本線にまで続いたと聞いている。  

地元住民も慣れているとはいえ、昨年末の混雑は異常ではないかとの声も上がって 

いる。駐車場を探す車は住宅街を走り回り、周辺では違法駐車も増えてきている。 

現在、さかなセンター駐車場は近隣の空き地利用などでは賄えず、かなり遠くま 

で借りているようである。臨時駐車場は１キロ以上離れた場所までに及び、その駐 

車場とさかなセンターを結ぶ来場客のピストン輸送するバスが道幅の狭い車１台し 

か通れない住宅街まで入り込んでおり、住民からの苦情も聞いている。 

近年インターチェンジ周辺は交通量が増えてきており道路の傷みの原因も、想定 

外の通行量も影響しているとも聞いている。 
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地元としては、地域が賑わうのは大歓迎するが、限度もあるという意見も聞いて 

いる。交流人口拡大策実行に伴うインフラ整備の必要を感じるが、焼津市の考えを 

伺う。 

(1) 焼津インターチェンジ周辺の通行量増加の対策について 

ア 年末のインターチェンジ周辺の混雑は、駐車場不足に伴う渋滞であると推測 

されるが、焼津市は状況を把握しているのか、伺う 

イ 焼津市の玄関口である焼津インターチェンジ周辺地域は、さかなセンターや 

商業施設があり、県外・県内や近隣市町からの来訪者はもちろん市民の利用も 

増え、車両の通行量は増加していると感じている。さかなセンター周辺の駐車 

場整備は喫緊の課題であると感じるが、焼津市の考えを伺う 

(2) 交流人口拡大策である、観光振興に伴うインフラ整備について 

このように通行車両の増加による課題等に直面するとあらためて、交流人口 

の拡大策の推進と実行にあたっては、道路や駐車場など整備は来訪者と近隣住 

民の双方の満足度の高いインフラ整備が必要であると強く感じている。観光振 

興インフラの整備について、特にイベント時の駐車場対策について焼津市の考 

えを伺う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


