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平成28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20日） 

１ 松本修藏議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

焼津市の未来のまちづくりについて 

市長は就任後４年間で「第５次総合計画後期基本計画」、「都市計画マスタープラン」、 

「中心市街地活性化基本計画」などのまちづくり計画を策定してきており、現在第６次総合計 

画を策定しているところであります。 

そこで、市長の未来のまちづくりについて以下、２点を伺う。 

(1) 焼津市の将来都市構造について 

(2) 焼津市の将来ビジョンについて 

 

２ 齋藤寛之議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長、教育長 

 

１ スマートインターチェンジ周辺地域の活性化について 

東名スマートインターチェンジを活用した地域づくりについて 

志太地域は、東海道新幹線や、東名高速道路・新東名高速道路が走り、更に空の玄関口で 

ある富士山静岡空港の高速交通体系が進められ、志太地域の交通ネットワークの基盤が、強 

化され多方面へのアクセスが大幅に向上すると共に大井川港を活用した物流の効率化をはか 

り、志太地域の産業経済活動の活性化に役立つだけでなく新たな観光資源の創出等、志太地 

域の地域創生に大きく関わり、そして大規模災害発生時の広域避難路や緊急物資の輸送路と 

しても、大切な役割を果たしてゆくものと考えます。 

こうした大きな役割を持っているスマートインターチェンジが開通し、早くも６ヶ月が経 

過、インターを利用する車輌も日増しに増えてきており、地域は元より、志太地域全体に大 

きな期待感がもたれております。 

ご承知の通り、このインター周辺地域の農地は国営土地改良事業の受益地として青地農地 

に指定され、農業関連以外での土地利用は制限されているだけに、幾つもの規制をクリアし 

ていかなければなりません。 

私は、昨年インター周辺地域のまちづくりについて一般質問させて頂きましたが改めて再 

度質問させて頂きます。 

スマートインターチェンジ周辺地域の方向性について 

昨年９月の定例議会において、現在策定中の都市計画マスタープランは、新たな土地利 

用検討ゾーンとして周囲の自然環境や営農環境と共生しながら、農業振興や観光交流の促 

進を図るべく、大井川西地区、地区別協議会に於いて、意見を聞きながら検討を進めてい 

ると、ご答弁を戴きましたが、当市が、新しく開通された西の玄関口として、にぎわいづ 

くりのための特別な策があったら、お考えをお聞かせ願います 

 

２ 静岡市とのアンテナショップ設置について 

都市圏を除く日本全国では、急速な人口減少と少子化高齢化が加速しており、こうした中、 

地方自治体では地域の持つ資源や、人材を最大限に活かし、新たな産業の創出や、雇用の確保 

など、将来に渡り持続可能なまちとなるよう知恵を絞って施策を展開しております。 
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こうした状況の中、地域の経済成長や、都市機能の集積強化と、生活関連機能サービスの向 

上に取り組むため、静岡県中部地域として、静岡市を連携中枢都市に、焼津市、藤枝市、島田 

市、牧之原市、吉田町、川根本町が連携協力することで、それぞれの市町の持っている力の総 

和以上の力を発揮し、人口減少や少子化等５市２町に共通する課題に真っ向から立ち向かい、 

知恵と工夫で解決を図っていこうとしております。 

この圏域の中でも、協議に合意した本市が先行して連携中枢都市である静岡市と協約を締結 

するとともに、圏域の一体的発展を目指し、具体的な取り組みを示した「しずおか中部連携中 

枢都市圏ビジョン」を本年４月に策定しております。 

このビジョンでは、圏域全体の経済成長のけん引、高次な都市機能の集積・強化、圏域全体 

の生活関連機能サービスの向上を三本の柱とし、両市の課題解決に取り組むこととされてお 

り、具体的な事業として、焼津市内での創業支援相談員の配置、結婚支援事業、大学連携事業 

などがあり、国からの交付税を受け、静岡市が６月補正で6,500万円を計上しております。 

この連携事業による、本市での事業展開に大いに期待しているところでありますが、このビ 

ジョンに記載されている事業の一つである、首都圏で特産品などを販売するアンテナショップ 

を2017年に開設する方針を固めたことが過日報道されました。 

こうした自治体が開設しているアンテナショップは、このところ都市圏では年々増加してき 

ており、昨年度までに都内で開設された地方自治体のアンテナショップは55店舗とされ、過去 

最多となっております。 

本県においては、県のみが設置しており、市町単位での開設は県内では初めてであり、ふる 

さと納税全国第２位である本市の特産物の知名度をさらに向上させるものとして大いに期待し 

ているところであります。 

ここでお伺いします。 

アンテナショップの開設について 

ア 開設に伴う準備について、どのような内容と金額か 

イ アンテナショップの運営方法についてどのような形で運営を考えているか 

ウ アンテナショップ設置のための検討委員会を設置するとしているが、検討委員会の構成 

と設置時期はいつ頃を考えているか 

以上お伺いします 

 

３ 小中学校の組体操のあり方について 

小中学校の運動会での組体操の児童生徒の怪我が相次ぎ全国で規制に踏み切る自治体が出て 

きている。 

日本スポーツ振興センターの報告によりますと、組体操関連の事故は全国で８千件を上回っ 

ている事が先般新聞で報道されました。 

県内では昨年度、政令市を除く33市町の324小学校のうち、９割弱の287校と中学校では170 

校のうち約１割の20校が組体操を実施されており、骨折や捻挫、打撲などの事故は2 8 2件あっ 

たとされております。こうした多発している事故の状況から、全国で規制する動きが広がって 

きています。 

静岡県の教委では、国の通知を踏まえ、４月下旬「タワー２段、ピラミッド３段」程度を目 

安とし、安全性を十分配慮して実施される様、市町教育委員会に要請したとしておりますが、 

実施の判断は校長に委ねられておりまして、見送りを定めた学校からは安全性を優先したとの 

声のほか「タワー２段、ピラミッド３段程度の演技では、あまりやる意味がない」と言った指 

摘も聞こえてくると言う。 

事故の危険と教育的意義を考慮した上で見送りの判断に傾くことは当然あり得るとされる。 

一方教育的意義を重視して継続を決めた学校もあり、児童生徒が力を合わせて、困難な演技 

を、成功させる体験は貴重であり、下級生の目標になる効果への期待もあるとされている。 
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この組体操は学習指導要領の枠外とされて、これまで教員研修や講習の機会は皆無であった 

事は伺える。 

生命に関わる様な大きな事故があってはならず、実施の上では教員の補助を手厚くする等安 

全への配慮が求められる。 

先般、７月ＮＨＫのテレビで組体操の指導方法について、バランスを崩した時の着地方法等 

放映されていた。 

確かに児童生徒が力を合わせて、困難な演技を成功させる、達成感は貴重であると感じてい 

る。 

ここでお伺い致します。 

(1) 現在この組体操を実施している学校は小中学校で何校あるか。 

(2) 組体操を実施されている学校の専門知識を持っている教諭の人数は判りましたらお伺いし 

ます 

(3) 今迄にこの組体操でけがが発生した件数は、又どの様なけがであったのか 

(4) 実施する学校はそれぞれ校長先生の判断に委ねられていますが、教育委員会としてどの様 

に感じているか 

以上お伺いします 

 

３ 池谷和正議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

１ 焼津市に於ける発達障がい者支援について 

焼津市発達障がい者支援の現状とこれからについて 

2005年に発達障がい者支援法が施行され、今年８月１日には発達障がい者支援法が改正さ 

れました。私も議員となり活動する上でよく発達障がい児を育てる保護者の方々より相談受 

けてきました。以前の法律では、発達障がい者への支援は限定されている部分が多く、 

ADHD・アスペルガー症候群・高機能自閉症など、知的障がいを伴っていなければ支援対象に 

ならなかったのです。また、対象を判定する基準も知的障がいが、あるかないかで決められ 

ていた状況です。専門家によれば、支援を難しくした理由として知的障がいを伴う発達障が 

いと区別するために「軽度発達障がい」と呼び、この「軽度」とつくことにより「軽い障が 

い」と間違った認識がされたことが原因といっておりました。この発達障がい者支援法が施 

行され、一般的に発達障がいが、どういったものなのかが広く知られるきっかけになり以前 

より支援を受けやすくなったのも事実です。今回の改正により以前の法律から変わった点は 

大きく分けて７つあるそうです。焼津市では2005年の前支援法が施行されてから様々な取組 

がなされてきたと思いますが、現在までの現状についてお伺いします。 

ア 焼津市の発達支援の取組現状について 

平成26年度にこども未来部が創設され、発達支援の担当が配置されましたが、どのよう 

な取組を行っているのか。またその成果はどうか 

イ 関係機関の連携体制について 

発達支援は、医療・保健・福祉・教育など様々な機関が関わっていますが、連携体制は 

どうなっているのか。また今回の発達障がい者支援法改正の影響はどうか 

 

２ 焼津市の未来について 

新焼津市都市計画マスタープランについて 

焼津市都市計画マスタープランは、土地利用の仕方から道路・公園・下水道といった整備 



4 

 

について地域の将来の姿を描くものであり、平成28年５月に焼津市では新たな都市計画を策 

定しました。自然災害や、将来人口の減少といったことを踏まえ、新たな計画を策定したと 

聞きました。そこで今回は、日頃市民からの相談や意見要望の多い特に、大井川地区より西 

焼津駅周辺について質問させて頂きます。 

ア 大井川焼津藤枝スマートインターチェンジからの導線について 

将来的にその導線を大井川港へと進めていく考えはあるのか 

イ 大井川地区からの各駅へのアクセスについて 

大井川地区住民が鉄道を利用する時、藤枝駅と西焼津駅がよく利用されています。藤枝 

駅までの道路は整備が進んでいますが、大井川地区より西焼津駅へのアクセスが不便とい 

った声が多いことから今後新たな整備計画を考えているのか伺う 

ウ 水をテーマにした地域づくりについて 

焼津市は下流域であり、自然災害(大雨)などによる災害対応すなわち治水事業は大事で 

ある。しかし、大井川地区では湧水も豊富であり、「海と川」つまり焼津市は水の町でも 

あります。この水をテーマに市民の憩いの場である次世代の親水公園など整備する考えは 

あるのか伺う 

 

４ 岡田光正議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長、教育長 

 

１ 中小企業者に対する貸付事業について 

(1) 地域資源法の認定事業者に対する支援について 

ア 平成19年に施行開始の地域資源法では、「地域産業資源」（地域の特産物として認識さ 

れている「農林水産物、鉱工業品、観光資源」）を都道府県が指定し、これらを活用した 

中小企業の事業計画を国が認定して支援しています。当市では今までその対象事業者申請 

があったか 

イ 地域産業資源を活かした「ふるさと名物」をテコに地域活性化を図るため市区町村が 

「ふるさと名物応援宣言」するなど積極的な関与により地域ぐるみの取組を促進するとと 

もに、小売・ネット業者等との連携、また、体験型観光への支援追加により消費者嗜好に 

合った商品開発・販路開拓などを促進することを目指し、27年７月に一部法律を改正、取 

り組みやすいものになったと思われるがこれに対する何らかの担当部課からのアクション 

はあるか 

(2) 貸付制度導入について 

平成27年８月中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律15条 

１項により、地域産業を活用した商品・サービスの開発や販路開拓等を実施する事業を行 

う中小事業者および地域産業資源活用事業を支援する事業を行う者による施設整備に対 

し、市区町村が貸付を行う場合中小企業基盤整備機構が財源の80％以内を市に無利子で貸 

付することができる事業ができました。この制度を導入し市内中小企業者に提示したら焼 

津ブランド開発、観光資源開発に役立つと思われるがいかがでしょうか 

 

２ 障害のある方の市の施設利用料金の免除について 

(1) 障害のある方の社会参加支援について 

内閣府が提唱している障害者との目指すべき共生社会において様々な指標が示されてい 

ます。 

その中で、社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に参加することができるよう 
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な環境整備が進むことによって、経験の共有や共感が進み、障害のある人々が社会の一員 

としての帰属意識を持ち、地域への愛着を高めることができる。と提唱されています。 

焼津市においても第３次障害者計画で障害のある方の社会参加の促進支援について施策 

を推進しているところであると承知していますが、現状どのような状況でしょうか 

(2) 市の施設利用の利用料免除について 

お隣の藤枝市は、平成26年４月から「笑顔ある共生社会の実現」に向け、障害のある方 

等の社会参加を支援するために、社会教育施設や社会体育施設などの利用料を免除する制 

度を実施し、好評だと聞いております。市民との懇談の中で居場所づくりなどの話ととも 

に藤枝市の取り組みが話題となっています。わが市でも障害のある方が市の施設を利用す 

る場合の利用料免除はできないでしょうか 

 

３ 小学校の英語教育について 

(1) 小学校の英語教育の現状について 

ア 2 0 0 8年度に小学５，６年生を対象に外国語活動として小学校の英語教育は始まりまし 

た。2 0 1 1年度に「小学５年生から必修」となり、今では、小学校での英語教育はすっか 

り浸透しています。 

その効果はどのように表れているのでしょうか 

イ 各小学校での取り組みにばらつきがありますかまた、周辺の自治体と比較して、焼津市 

内の小学校の取り組みに変わった点はありますか 

(2) 今後の小学校の英語教育について 

ア この流れはさらに低学年化されることになります。「小学３年生からの必修化」「小学 

５年生からの教科化」が2 0 2 0年度に完全実施されます。 

早いところでは来年度から準備段階として取り組んでいくところもあると聞いていま 

す。 

焼津市はどのように対応していくのでしょうか 

イ 小学校の学級担任、副担任で中学校英語の免許状を持っている、あるいはそれに相当す 

る英語のスキルを持った先生がどのくらいいるのでしょうか 

ウ 先進事例を聞きますと、小学校中学年(３，４年生)からは活動型(外国語活動)：週１コ 

マを導入し、ネイティブ等外部人材を活用し学級担任中心に「聞く」「話す」ことを通し 

て、児童にコミュニケーション能力の素地を育成、高学年(５，６年生)は教科型：週１～ 

３コマ程度を導入し、ネイティブ等外部人材を活用し、学級担任や専科指導を行う教員を 

中心に文字と発音の関係など「読む」「書く」も含めた技能の初歩的な英語の運用能力を 

育成すると聞いています。ここで対応可能担任の数や、ネイティブ等外部人材を活用する 

ことが市町によって差が出てくることが考えられますし、英語教育の差となってくるかも 

しれませんがいかがでしょうか 

エ どのようにして必要な人材や予算を確保していくのでしょうか 

オ 特に５・６年生の教科化への積極対応により他市町に負けない英語教育をしていただき 

たいと思います 
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５ 深田百合子議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長、教育長 

 

１ どの子も生き生き「焼津市子どもの権利条例」を制定し総合的な施策を～子どもの貧困対策 

によせて 

夏休み明けに増える子どもの自殺を防ごうと、全国のフリースクールや児童館、図書館など 

が各地で居場所を開放したり相談体制を充実させ、「学校のほかにも居場所はあるよ」と子ど 

もたちにメッセージを送り支援の輪が広がっている。そうした中、８月18日ＮＨＫ「子どもの 

貧困」で、名前と顔を出して発言した高校生に「節約すれば中古パソコンくらい購入可能」 

等、国会議員が非難しＮＨＫに説明を求めるという、圧力ともとれる行動。その後、情報を流 

した会社が８月31日エアコンはついていなかったと、謝罪と訂正記事を掲載。こうしたネット 

バッシングは、女子高生やその家族の心を傷つけ、私は強い憤りを感じる。子どもの進学を助 

けるはずの奨学金制度は、実は膨大な借金を背負わされ、返済できず自己破産する若者が後を 

絶たない。子どもの貧困は見えづらいが子どもの「命」が脅かされる、本当に深刻な事態であ 

る。 

特にひとり親家庭の貧困率はＯＥＣＤ加盟30か国中54.6％でワースト１位。２人に１人の子 

どもが貧困状態である（2012年度）。こうした日本の子どもの深刻な状況から、2013年６月議 

員立法により『子どもの貧困対策推進法』が成立し「子どもの貧困」の解決に社会全体で取り 

組む第一歩となった。そして同法で国の責務と都道府県と地方公共団体の責務が規定された。 

しかし「貧困」の定義や貧困率削減の数値目標はなく、同法に基づき2 0 1 4年に国が決定した 

「子供の貧困対策に関する大綱」も多くは実効性が乏しい。そのため、市は家族や子どもの状 

況を把握しているので、市の方針と施策が重要となってくる。焼津市は子どもたちがおとなの 

あたたかなまなざしの中で「安心して生き、成長発達していける『まち』であるのか？」以上 

を踏まえ伺う。 

(1) 焼津市は「貧困」の定義、「子ども観」、「子どもの貧困対策の実態調査・計画」につい 

てどう考えているか 

(2) 教育の支援について（同法第10条より） 

ア 県の下限条件に満たない小３～６年の35人学級の焼津市独自の実施 

イ 就学援助の申請書を入学説明会及び新学期に全員へ配布 

ウ スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーは正規職員として配置し、特別支 

援員等非常勤・臨時職員の「雇い止め」の廃止 

エ 制服代・学校給食費・副教材費・修学旅行など義務教育の完全無償化 

オ 給付型奨学金制度の創設と返済困難者に対する救済措置の導入 

カ 学校と社協と聴覚障害者＝難聴者・中途失聴者の協力で、当事者による「学校福祉授 

業」の実施 

以上６点についてどうか伺う 

(3) 生活支援について（同法第11条より） 

ア 焼津市の待機児童対策は小規模保育事業所を推進していく方針であるが、状況はどう 

か。認可保育園の増設で待機児童対策が必要ではないか 

イ 和田公民館建替えに伴う「和田地域交流拠点施設」は、和田小学校の南校舎と旧市立和 

田幼稚園に整備し、学童保育所の代替え案も含まれている。利用している子どもの環境を 

守り保護者の願いに応えたものとなっているか 

ウ 子どもたちに無料や低料金で食事を提供する「子ども食堂」や「フリースクール」「冒 

険遊びの広場」「児童館」「学童保育」は、行きづらさを抱えている子どもたちに寄り添 

う「子どもの居場所」になっている。焼津市の学童保育以外の「居場所づくり」は公民館 
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のふれあい広場、放課後子ども教室などであるが、公民館は乳幼児の親子が対象であり、 

放課後子ども教室は月に１回または数回と日程が決まっていて、気軽に毎日行けない。繰 

り返すが、小中高校生や不登校の子、だれでもがいつでも気軽に遊んだり学んだり、相談 

できる「居場所」＝「児童館」を小学校区に位置づけ、公園などに整備することを求める 

エ 「ふれあいギャラリー」の展示が開催されない日を「子どもデー」にして開放すること 

以上４点について伺う。 

(4) 経済的支援（同法第13条より）について 

ア 児童扶養手当の拡充及び明石市が検討している４カ月に１度の定時支給から希望者は毎 

月支給とすること 

イ 中学生までの子どもの医療費無料化を高校生まで拡充 

ウ 焼津市内に住む若者・子育て世代へ家賃補助 

エ 第２子から保育料の無料化 

以上４点について伺う 

(5) 情報提供について 

ア 子ども自身が健康や学習の相談・生活の支援・あそび場・イベントなどの情報を閲覧で 

きるよう、焼津市のホームページに「子どもページ」を開設を 

イ 焼津市が活用している県の「ひとり親の支援の手続き」パンフレットは、支援の手続き 

方法が書かれていない。兵庫県明石市の「ひとり親家庭サポートパンフレット」は子ども 

の年齢順に必要な支援の内容が書かれており、経験談も織り交ぜながら、わかりやすく、 

やさしいデザインのパンフレットとなっている。明石市を参考に市独自で作成されたい 

(6) 焼津市版（仮称）「生き生き子どもの権利条例」を制定し総合的に取組みを 

明石市のひとり親家庭の支援の取り組みや、川崎市の『子どもの権利条例』を参考に、 

焼津市版（仮称）「生き生き子どもの権利条例」を制定し、全ての子どもを視野に実効性 

のある子どもの貧困対策の推進を求めたい 

 

２ 新港４号陸閘の東側先の20号道路交差点の安全対策を 

新港内の20号道路は小川港への開通に伴い車両が増え新港４号陸閘の東側先の交差点は交 

通事故も起きている。この交差点は東側には20号線に沿って南北に横断歩道がある。東西に 

は横断歩道がない、どうして南北で渡れるのか不思議である。交差点を渡れば親水広場やア 

クアスやいづ、うみえ～る焼津など、市民や子ども、観光客も利用する施設がある。道路の 

管理については県漁港管理事務所ということだが、歩道橋や信号機の設置など交差点の安全 

対策を求めたい 

 

３ ３億円の積立基金を活用し国保税の値下げを 

国保会計の積立基金は、焼津市は３億円余、藤枝市はわずか17万円である。基金を活用 

し、ワースト２位の均等割（基礎課税分）を下げ、資産割（介護分）を廃止して、高い国保 

税の引き下げを再度求める 

 

６ 村松幸昌議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 「焼津市の目指す将来都市構想」について 

(1) 「人口減少社会」に適応するまちづくりについて  

ア 既成市街地への都市機能集積とは何か具体的な方策を伺う 
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イ 焼津市におけるコンパクトなまちづくりの概念について伺う 

ウ 地域拠点としての８か所を連携する交通ネットワークの具体的方策とは何か伺う 

(2) 地域拠点８か所のうち、重点取り組みとした、焼津駅周辺ゾーンについて 

ア 重点的に取り組むとした、取り組み内容について伺う 

イ 地域住民への今後の対応について伺う 

ウ ゾーンニング地区のビジュアル（視覚的表現）化について伺う 

 

２ 「焼津漁港区域」内の道路の現状等について 

(1) 焼津漁港・焼津地区の道路等現状について 

ア 中港３丁目地内の大型貨物自動車等の通行量等の状況について伺う（車種別等） 

イ 車両の現状通行経路等の把握状況について伺う 

ウ 道路沿い住民等近隣町内会等からの苦情等相談内容の状況は如何か伺う 

エ 道路管理等現状を伺う 

オ 今後の道路改良等計画の有無について伺う 

(2) 焼津漁港・新港地区の道路等現状について 

ア 30号線、20号線の大型貨物自動車等の通行量等の状況について伺う（車種別等） 

イ 車両の現状通行経路等の把握状況について伺う 

ウ 道路沿い住民等近隣からの苦情等相談内容の状況は如何か伺う 

エ 20号道路交差点への信号機設置等の可能性について伺う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


