
1 

 

平成 29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 16 日） 

７ 鈴木功治 議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 避難所設置運営体制について 

阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震等の災害から多くの事を学び焼津市で 

も防災計画が立てられているが、計画通りに進められているのか、どの様な状況か伺 

う。 

(1) 地域防災計画の中で要配慮者支援計画が示されているが計画の状況はどうか 

ア 避難行動要支援者の把握、名簿の作成をされているが、名簿提供を同意された 

要支援者については個別計画を作成する、とあるがどの様な状況か伺います 

イ 防災訓練として要配慮者が参加する防災訓練を実施する、と有るがどの様な状 

況か伺います 

(2) 福祉避難所設置・運営マニュアルが作成されたがマニュアルに沿った計画、準備 

状況はどのようで有るか 

ア 要配慮者の支援を円滑に行うため福祉避難所に関する情報を広く住民に周知す 

る。特に要配慮者及び、その家族、自主防災組織、支援団体に対して、周知徹底 

を図る、とあるがどの様な状況か伺います 

イ 福祉避難所の設置・運営訓練は定期的に行うこととし、とあるがどのような状 

況か伺います 

 

２ 猫対策の強化について 

前２月議会で飼い主のいない猫の管理として一般質問を行い、室内管理の強化、飼 

育指導啓発活動の充実を図っていくと前向きなご答弁を頂きました。その後市民の方 

々から新たな情報を頂き改めて猫に対する関心が大きいと感じています。 

猫に対する苦情もあり更に猫対策を強化すべきと考えます 

現在ＴＮＲ事業を行っていますが更に予算を拡大する為にふるさと納税を活用すべ 

きです。すでに他市では動物愛護事業としてふるさと納税による寄付金を募集してい 

る自治体が複数あります。焼津市のふるさと納税は返礼品も多く有り多くの方から支 

援して頂けると思います市の考えを伺います 

動物愛護事業は多くの人々が共感を持つ事業でありふるさと納税を活用する事は 

有効な手段と考える 

ア 現在市のふるさと納税の使い道は１事業全般２子育て支援等４つの項目が有り 

ますが新たに動物愛護事業を加えその予算によりＴＮＲ事業を強化するべきと考 

えるが市の考えを伺います 

イ 県、市共に飼い主のいない猫に対して新しい飼い主を探す事以外に有効な方法 

を持ち合わせていない、捕獲保護し、長い期間飼育管理しながら飼い主を探す以 

外に、殺処分なしに飼い主のいない猫を減らす事は無理と考える、その為には飼 

育管理する施設が必要と考えるが市の考えを伺います 
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８ 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 

 

１ 焼津市職員（正規・非正規）の働き方改革を確実に。 

職員（正規・非正規）の働き方改革について。 

働き方改革をもって一億総活躍社会を実現しようという流れの中で、特に課題とな 

っているのが「長時間労働」と、非正規雇用と正規雇用の「待遇格差」である。昨年 

９月議会で、非正規職員がこうむっている格差の現状を問い、改善を求めた一般質問 

に対し、非正規職員へのアンケート等の調査について研究したいと答弁をいただいて 

いる。市では昨年３月、平成28年度から32年度の「特定事業主行動計画」を策定し、 

女子職員が働きやすい環境の整備に取り組み始めた。正規職員・非正規職員の働き方 

改革を確実にすすめていくことを求めて伺う。 

(1) 非正規職員へのアンケート等、調査は実施されましたか 

(2) 特定事業主行動計画の対象は非正規職員、病院職員、学校、公益財団法人焼津市 

振興公社等にもおよぶものですか 

(3) 内閣府男女共同参画局では、女性の職業選択に役立つ情報として、女性職員の採 

用割合をはじめとする13の公表項目を定め、一つ以上を選択して公表することを義 

務づけています。焼津市の公表状況はいかがですか 

 

２ 教育現場のユニバーサルデザイン（LGBT・日本語指導・特別支援学級）の充実を。 

学校におけるユニバーサルデザインについて。 

市では、2020年のオリンピック・パラリンピック競技大会を契機にしたモンゴル国 

との交流に備えて「焼津市ホストタウン推進協議会」を設置するとのこと。事業イメ 

ージを見ると、ユニバーサルデザイン（UD）化や他言語対応も想定しており、これを 

きっかけにUD先進市として育つことを期待したい。これまでも、一般質問で質してき 

たが、今回は特に、小中学校での取り組みをすすめることを願って、前教育長時代に 

取り上げてきたいくつかの項目の現状と対応を伺う。 

(1) LGBTを取り上げた際、当時の教育長からまず研修を実施すると答弁をいただいた。 

その後、どのように実施され、具体的に配慮が進んだ事柄がありますか 

(2) 日本語指導の体制を整えて二年目になるが、今年度はどのように体制を充実させ 

ていますか 

(3) 特別支援教育について、焼津市がこれからどのように取り組んでいこうとするの 

か、その方向性を伺います 

(4) 支援員やスクールソーシャルワーカーの体制は十分ですか 

 

９ 鈴木浩己 議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 市民の健康寿命の延伸について 

市民が健康であることこそがあらゆる施策の基本であり、特に少子高齢化が進展す 
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る中で活力あるまちづくりを実現するため、市民の健康寿命をいかに延ばすかが行政 

としての使命と責任であると考える。 

(1) 胃がん罹患率軽減への取り組みについて 

本市において、胃がんリスク検診が開始されて３年が経過した。胃がんの原因は、 

その多くがピロリ菌感染によるもので、ピロリ菌感染の有無を調べる胃がんリスク 

検診を先進的に導入した本市は、市民の胃がん対策に大きく寄与していると考える。 

ア 胃がんリスク検診の現状はどうか伺う 

イ 検診対象を若年者へ拡充してはどうか伺う 

(2) 肝炎の重症化予防対策の取り組みについて 

厚生労働省によると、我が国のウイルス性肝炎の感染者と患者は現在約3 5 0万人 

と推計され、国内最大の感染症と言われている。がんによる死因で肝臓がんは第３ 

位で原因の約90％はB・C型のウイルス性肝炎由来とされている。市民の肝硬変や肝 

がんを減らすために、一人でも多くの市民に肝炎検査を受けて頂き、陽性の方には 

治療に進んで頂くことが必要であると考える。 

ア 肝炎検診の現状はどうか伺う 

イ 陽性判定の未治療者へのフォローアップの取り組みについて伺う 

(3) 高齢者の肺炎予防対策の取り組みについて 

日本人が罹る肺炎の中で最も原因になりやすい肺炎球菌による感染症は、敗血症 

や髄膜炎などを起こすこともある。肺炎は日本人の死因第４位であり、その多くが 

65歳以上の高齢者であることから、国は平成26年10月から高齢者に肺炎球菌ワクチ 

ンの定期接種を推奨している。 

ア 定期接種事業の現状はどうか伺う 

イ 定期接種対象者の接種率向上と接種忘れ防止策について伺う 

ウ ワクチンの接種期間超過の救済措置や任意接種の助成制度を創設できないか伺 

    う 

 

２ 生活排水処理について 

公共下水道は、快適で衛生的な生活を支え、大雨による浸水被害から大切な生命財 

産を守り、海や川の環境を守る重要な役割を担っている。しかし、その整備には多額 

の費用と期間を要し、これまで5 1 4億円を投資して整備を進めて来たが、下水道普及 

率は22.4％である。事業計画区域のうち、未整備区域の建設工事費には82億円余が見 

込まれ、さらに、下水処理場の長寿命化・設備の更新と汚水管渠の更新には約2 0 0億 

円、起債残高も1 4 6億円ある。 

また、単独浄化槽使用人数が、全国市区町村で20位であり、生活排水処理について 

も課題がある。 

公共下水道事業は、S44年度に事業認可を受け、S55年７月から処理区域面積35haを 

対象として供用が開始された。以来、平成27年度末までに548.25haが整備され、事業 

を開始して30年余経過して下水道普及率は22.4％。また、事業費は514億円を投入し、 

起債借入総額は3 0 7億円となり、借入残高は1 4 6億円に上る。現在、全体計画区域が 

1,811ha、事業計画区域が702ha、そのうち未整備区域が125haあり、 その未整備区域 

の建設工事費には今後、82億6,000万円が見込まれ、 事業計画区域内の完了まであと 

10数年かかる。 
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このほかにも、汐入下水処理場の長寿命化や設備の更新と汚水管渠の更新費用は約 

200億円となり、公共下水道事業への財政負担は市財政を圧迫し、将来世代費用負担 

が重くなることが予想される。 

(1) 公共下水道事業について 

人口減少という社会情勢の変化に伴い、今後未整備区域の面的整備を行っても、 

投資効果は低くなり使用料収入の減少など下水道事業経営が厳しさを増す。 

ア 公共下水道事業計画区域内の人口推移はどうか伺う 

イ 経費回収率(37.51％)が水道事業(104.99％)と比較してかなり低いが使用料金 

は適正か伺う 

ウ 将来更新費用はどのように賄うのか伺う 

エ 事業計画区域の変更(縮小)に向けてどのように検討されているか伺う 

オ 平成31年度に公営企業法を適用するが、会計制度の統一を機に、行革により上 

下水道の組織統合を図る自治体があるがどう考えるか伺う 

(2) 生活排水処理方式の見直しについて 

単独浄化槽や汲み取り世帯など、未処理の生活排水を流す人口の統計では、本市 

は全国の市区町村でワースト20位(平成26年度統計)となっている。 

ア 公共下水道供用開始区域内の未接続世帯の現状と対策はどうか伺う   

イ 公共下水道事業計画区域の未整備区域内の現状と課題について伺う   

ウ 公共下水道事業計画区域外の現状はどうか伺う 

エ 生活排水処理方式の見直しや先進地事例の調査研究についてどうか伺う 

 

10 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 

 

市立病院にベストな経営形態とは 

現在、当市病院事業は地方公営企業法の全部適用という経営形態で運営されている。 

これに係る課題とその対策について、新病院に向け経営問題を解決してくために、  

病院は今後どのような経営形態のもと運営されるべきか伺う。 

当市病院事業は、平成23年から地方公営企業法の全部適用という経営形態で運営さ 

れている。この全部適用については一部の学者が論ずるように、実態としては市から 

の制約が大きく、一部適用とあまり差が無いという見方がある。 

新病院整備を進める今、当市病院事業の抱える問題点をこうした観点から明らかに 

し、その解決にむけ、早期に追究を始めていくべきと考える。 

そこで、次のとおり伺う。 

(1) 病院は全部適用となったことで、一部適用時代と比較しどのように変化したのか、 

以下の３点について形式的でなく、実質的な回答を求める 

ア 良くなった点 

イ むしろ悪くなった点 

ウ 解決されなかった課題 

(2) 公立病院が独立行政法人や指定管理者制度へ移行した結果、その多くで経営改善 

効果が認められたとされる成果が、総務省や学識者の論文で報告されている。これ 
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を踏まえ、病院は今後どのような経営形態のもと運営されるべきと考えるのか、以 

下の３点について回答を求める。 

ア 現状の課題 

イ アの課題に対し考えられる解決策 

ウ イの解決策を実行するために最適な経営形態 

 

11 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 中小河川、水路周りの環境整備について 

部署の担当区分、責任範囲と今後の対策 

県が管理する二級河川の一定区間の美化活動（清掃除草等）には地域（町内会）と 

県島田土木事務所・市町と連携し「リバーフレンドシップ＝みんなの川をみんなで守 

る」制度で援助がされ、県農林事務所は農地維持管理の関連で農業水路、農道等の管 

理について「ふじのくに美農里（みのり）プロジェクト」として農業者を含む活動組 

織に対し資機材の援助を行なっています。環境美化の他に、河川沿いの散歩道の確保、 

防犯対策の観点からも地域の美化活動は大切です。 

(1) 「第２次焼津市環境基本計画の取組み方針の中で河川、農業用水路、生活・雨水 

排水路の清掃除草等が定められているが管理する部署はどのように区分されている 

   か 

(2) 二級河川のうち「リバーフレンドシップ」制度で、どこの団体とも締結されてい 

ない区間、また、その制度外の上流部の清掃除草等の管理はどのようにしているか 

(3) 市内でも高齢化が進み、農業経営でも高齢化・後継者不足、また若い人たちの多 

様な働き方が増えるなかで自治会・町内会での対応が難しくなっているところもあ 

る。 

美化活動を継続していく上で、今後の対策は検討されているか 

 

２ 明確な「浜岡原発再稼動反対」意思表示を 

県知事選挙の争点（重要課題）の一つ浜岡原発再稼動問題 

地元の「同意」をタテに、川内（鹿児島）、伊方（愛媛）、高浜（福井）の３原発 

が再稼動され、大飯も司法判断を覆して再稼動されそうです。アベ政権によってさら 

に広がる危険が強まるもとでの県知事選です。 

「現在燃料プールの90％以上が使用済核燃料で占められて、残りスペースには約1,000  

体しか置けません。再稼動しても１年で全部一杯、だから動かせない」と川勝知事は 

昨年４月の記者会見で言っています。 

間違ってはいませんが、原発の単独・（自然災害等との）複合含めての危険性、福 

島原発事故の教訓反省、現在の福島県民の置かれている状態等視点としての強いメッ 

セージを感じることはできない。 

県内各自治体首長がどのような姿勢で浜岡原発政策に対峙するか、県民にとって市 

民にとって重要です。 

浜岡原発再稼動問題に対する市長の姿勢について質問します。 



6 

 

(1) アベ政権の再稼動を進める政策についてどのように評価するか 

(2) 市長は福島原発事故から何を教訓としているか 

(3) これまでの市長答弁は「現段階では再稼動容認しない」を繰り返してきた。「現 

段階」というのは具体的に何を指すのか 

(4) 藤枝市長は「市民の同意」無しに再稼動は認められない。島田市長は広報で「実 

効性のない避難計画」の下で再稼動は認められない。 

さらに牧之原市長「永久停止」、吉田町長「廃炉」と態度を明確にしている。 

市長は「反対意思表明」をするならどのような状態を以って表明するか 

(5) 前述の原発再稼動地域の「地元同意」は原発位置と数kmしか離れていない立地自 

治体以外の自治体の反対は聞き入れられていない。 

立地市町議会で賛成多数可決→立地市町首長賛成→県議会賛成→県知事賛成→再 

稼動・・・この流れで再稼動が続いているが再稼動条件として「U P Z圏内自治体の 

同意」を必要と思うか 

(6) 県の避難計画についてその実効性をどのように評価しているか 

(7) 市民に「浜岡原発再稼動」について意見を求める意志はあるか（牧之原市のよう 

に） 

 

３ 新庁舎建設基本計画について 

新庁舎基本計画が公表され６件のパブリックコメントが寄せられた。 

基本構想に比べ市民の圧倒的に反応は少ない。未だに自然災害、建設予定地問題に 

ついての意見がある。 

これから数10年使用する施設について市民への説明は丁寧に行なわれなければなら 

ない。 

パブコメはパソコン操作ができない人は参加しにくい。庁舎、公民館に資料応募用 

紙はあっても資料を見に来るためだけ来る市民も少ない。 

(1) 「津波の危険」というパブリックコメントの回答欄は前回（基本構想時）と同じ 

で「科学的知見に基づき・・・」と表現がわかりにくい。 

回答欄「合併特例債で抑制できる」合併特例債って何、抑制できるって具体的にい 

くらなの一般市民にとってよくわからない。 

わかりやすい言葉で誰が見てもわかりやすい言葉で回答すべきと思うがどうか 

(2) 特別委員会でも意見があったと聞くが「基本計画」について地域に出向き説明会 

を開き、市民の声を積極的に聞きその声を公開すべきと思うがどうか 

 

12 村松幸昌 議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

１ 焼津市の「公共交通」から真の「生活交通」への転換へ 

(1) 現状の「公共交通」について 

ア 現行の焼津市公共交通網の強みと弱みの認識について伺う 

イ 焼津市の公共交通利用者特性から見えてくるものとは何か伺う 

ウ 焼津市は、バス利用者の増大を今後どのように進めるのか伺う 
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(2) 「地域の生活を支える、便利で効率的な公共交通ネットワークの構築を目指す」 

ことについて 

ア 「生活交通を確保するための公共交通ネットワークの再構築」の方向性につい 

て伺う 

イ 今後増大すると思われる運転免許証の無い人や高齢者等交通手段を持たない市 

民の買い物や通院等への当面のサポートの仕方について伺う 

ウ 長期的視野に立った持続可能な公共交通運営の総花的な「基本理念」から、今 

以上に高齢化が進む10年先を視野に入れた、買い物・通院困難者を対象に特化し 

た対応への修正の可否について伺う 

 

２ 観光資源の有効活用の現状と新たな資源確保について伺う 

(1) 歴史的資源の活用について 

ア 江戸時代以前の史跡等今後の整備方針について伺う 

イ 明治以降の地場産業発展へ寄与した人達を磨き上げることについて伺う 

ウ 地域由来の神社・仏閣の位置づけについて伺う 

(2) 地域資源の活用について 

ア 焼津の産業観光化の可能性をどのように考えているか伺う 

イ ｢まちみがき｣事業を地域資源化とすることについての考えを伺う 

ウ 温泉給湯事業（「黒潮温泉」）の現状と今後の方向性について伺う 

 

 
 
 

 
 


