
 

平成26年11月焼津市議会定例会 一般質問者及び質問要旨 
 
第２日（１２月２日） 

１ 池谷和正議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

１ 市内の隅々まで流れる大井川用水の重要性と末端水路の整備について 

(1) 市内をくまなく流れる大井川用水の重要性について 

 焼津市内を流れる水は大井川から引いている農業用水（大井川用水）であり、 

私達の生活には欠かせないものである。現在、国営事業で上流部の幹線や主要な 

施設の再整備が実施され、大井川用水が集落の隅々まで流れることで私達の生活 

環境が保たれている。 

そこでより一層大井川用水の重要性を認識すべきであると考えるが、大井川用 

水・用排水路の重要性について市長はどのように認識をされているのか伺う 

(2) 末端水路施設の老朽化対策について 

焼津市の調整区域における水路は、昭和40年代に農業用施設として整備された 

農業用排水路がそのまま現在も集落の重要な生活インフラとして欠かせぬ役割を 

担っている。しかし老朽化した水路では十分な機能を発揮できておらず近年では 

、いわゆる土側溝の改修要望や、降雨時の排水機能に対する要望も多く寄せられ 

ています。 

このような末端水路の状況を見ると抜本的な対策が必要であると考えるが、市 

としてはどのように考えているのか伺う 

 

２ 燃やすごみの減量化と収集について 

(1) 燃やすごみの減量化について 

ア 本市の燃やすごみの状況はどのようになっているか 

イ どのような問題があるか 

ウ その問題に対してどのような対策を行っているか、その効果はどうか 

エ 今後、さらに燃やすごみを減らしていく方針・対策はあるか 

(2) 年末年始のごみの収集について 

ア 通常月の収集の現状とその経過はどうか 

イ 今年度の年末年始の収集日程はどのようになっているか 

ウ 最近の年末年始の日程はどうか 

エ 近隣市の年末年始の収集の現状はどうか 

オ 年末年始の収集の現状と問題点は何か 

カ 今後の年末年始の収集をどう考えるか 

 

３ ふるさと納税のその後と新たな取組について 

(1) ふるさと納税の現状について 

10月からスタートした新たな焼津市ふるさと納税の現状はどのようになってい 

るのか伺う 

(2) 今後の取組について 



 

ふるさと納税について今後はどのような取組をしていくのか伺う 

(3) その他の取組について 

ア ふるさと納税から次のシティプロモーションへと繋がる戦略は検討されている 

のか 

イ また他の街とのコラボレーション事業や友好都市などの計画はあるのか伺う 

 

２ 秋山博子議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

市民や職員の「声」を生かす広聴機能の向上と施策への展開を求めて 

今年10月1日、「みんなが主役、 オールやいづのまちづくり」と呼びかけて、焼 

津市自治基本条例が施行された。基本原則の一つに「情報共有の原則」を掲げ、ま 

ちづくりの情報は、市民・議会・行政の三者で共有し、まちづくりに生かすものと 

している。市に寄せられる市民の声や、職員アンケート等は、よりよいまちづくり 

に向けた貴重な情報だと考えられるが、それらの意見や要望が、その後、どう生か 

されたのかが分かりにくい。どのような声があり、どのように対応したのか、情報 

を一元化し、見える化することで、施策の立案や業務改善のスピードアップが図ら 

れ、市民と行政との信頼関係を築くことにつながる。市の情報は本来は市民のもの 

という理念のもと、職員の意識改革と、クラウドを積極的に活用するなど、広聴機 

能を高め、施策に反映する仕組みを求めて伺います 

ア 焼津市の広聴機能について 

(ｱ) 市民の意見や要望を聞く広聴機能の役割をどのように捉えているか、市長の 

見解を伺う 

(ｲ) 徹底した情報の透明化をすすめる大阪府の「オープン府庁」や、市民の声を 

見える化した千葉市の「ちばレポ」などの先進事例に学び、広聴機能を高める 

必要があるのではないか 

イ 市民の声について 

(ｱ) 浜岡原子力発電所の再稼働について市民の声を聞く何らかのアンケートを実 

施する必要があるのではないか 

(ｲ) 各種計画の策定にあたっては、将来を担う中学生や高校生を含めた若い世代 

の声も重要である。どのように取り入れているのか 

(ｳ) 各種事業の立案に市民の声を生かすことは不可欠である。たとえば、高松市 

では、今後３年間に市内に 300カ所の高齢者の居場所作りをめざして、市民に 

よる居場所作り事業の募集をはじめている。こうした先進事例にならって検討 

してはどうか 

ウ 職員の声について 

(ｱ) 一例として、男女共同参画の計画づくりに際して行ったＨ24年度職員意識調 

査には「（庶務や水防当番など）男性と女性とで仕事の内容も量も平等ではな 

いので、参画をすすめる上で調整が必要」という意見があった。どのように改 

善されたのか 

(ｲ) 一例として、職員アンケート（年度不明）の中に「臨時職員について、仕事 



 

をする人は単価を上げる、しない人には、担当職員でも上司と相談のうえ、解 

雇宣告できると喝を入れたり、新しい人に変更できるようにする」という意見 

があった。 

どのように生かされたのか 

(ｳ) 行政サービスを支える多くの臨時職員の声を聞くことは、正規職員が気付か 

ない業務改善の提案や、官制ワーキングプア等の課題を把握するためにも重要 

と考える。臨時職員を対象にしたアンケート調査を実施すべきではないか 

エ 外国人の声について 

(ｱ) 一例として、日本語の読み書きが不十分な外国人に対し「日本語のわかる方 

から電話をください」と日本語の文書を送付したことに関し、市民から意見が 

寄せられた。 

一つの担当課の問題として片付ければよいというよりも、多文化共生社会に 

対応した職員研修が不足しているのではないか 

(ｲ) 市内に暮らす外国人約 3,000人に対し、彼ら彼女らの声を聞く調査を実施す 

べきではないか 

 

３ 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 「焼津市子ども・子育て支援事業計画」（案）～認定こども園の推進を前提とした 

検討はやめて、保育園・幼稚園・学童保育の充実、高校生まで医療費無料化拡大、青 

少年交流センターの整備を 

(1) 待機児童対策～認定子ども園の問題と認可保育園・幼稚園の充実について 

「焼津市子ども・子育て支援事業計画」（案）の待機児童対策は、来年４月ス 

タートする国の「子ども・子育て支援新制度」（以下、新制度）に沿って、幼稚 

園・保育園（所）・認定こども園（４種類）・地域型保育事業（小規模保育や家 

庭的保育など４種類）等、多様な基準を認め、施設・事業の種類を増やして進め 

ていく方向が示されました。確保の方策の「認可保育所の施設整備で定員増を進 

める」は早期に進めていただきたいのですが、「認定こども園の創設」について 

も「保育の質の向上推進のため、教育・保育の一体的な提供を行う認定子ども園 

の創設・・・について検討を行う」としています。９月議会の地域型保育事業の 

条例制定において、緩和された基準の問題点を申しあげましたが、「新制度」に 

は、基準の引き下げから、営利企業の参入による「保育の質が低下」する恐れや 

、公立保育園・公立幼稚園の強引な統廃合による「認定こども園」への移行等、 

国と自治体の責任を後退させる危険があります。現在焼津市は、４月から公立・ 

私立の認可保育園と公立幼稚園を新制度に移行する予定ですが、補助減額等から 

、焼津市内の私立幼稚園は、来年度は新制度への移行はないと聞いております。 

文科省の全国調査でも、「来年度認定こども園となって移行する幼稚園」は12.1 

％にとどまっています。しかも、11月14日閣議後の記者会見において、厚労省・ 

少子化担当相の両大臣は、消費税10％増税引き上げが延期された場合でも、社会 

保障制度を法改定し、「新制度」は予定通り施行することを表明しました。これ 



 

では、約束した必要な財源の確保（消費税を10％に引き上げた段階で毎年 7,000 

億円）もないまま無責任な見切り発車となってしまいます。そもそも財源を消費 

税増税分としていることが問題なのです。 

以上を申しあげまして 

ア 認定こども園は、いわゆる幼保一体化であり、幼保連携型・幼稚園型・保育所 

型・地方裁量型と４種類ありますが、焼津市の待機児童の現状（年齢層・地域） 

からどの方式を検討されるのでしょうか 

イ 認定こども園は、保育の質を向上するどころか、子どもの保育時間が異なり、 

午前は「詰めこみ保育」、午後は「おまけ保育」となって、集団保育が十分でき 

ません。子どもたちも不安となり、計画（案）の理念である「子どもの最善の利 

益」の実現から外れているのではないでしょうか 

ウ 認定こども園は、有資格の保育士や自園調理は「のぞましい」と、基準を下げ 

ています。認可保育園と格差が生まれ「保育の質が低下」してしまうのではない 

でしょうか 

エ 保護者が望む公立幼稚園の「預かり保育」「３年保育」の実施や幼稚園就園奨 

励費補助を拡充し、幼稚園の充実を求めたいと思います 

オ 学童保育（放課後児童クラブ）の確保の方策では、19クラブから平成27年度に 

23クラブ、平成29年度は24クラブと増やすようですが、待機児童、法改正に伴う 

小６までの受け入れはどうでしょうか 

以上、５点について伺います 

(2) 市民が望む子育て支援充実～医療費無料化拡充・居場所づくりについて 

「焼津市子ども・子育て支援事業計画」（案）の子育て支援・環境整備につい 

ては、ニーズ調査の結果の概要を掲載し「市に対してどのような子育て支援の充 

実を図ってほしい」の項目において、小学生は「子ども医療費助成の充実」が一 

番多く66,5％。次いで「公民館・児童館など、子どもの居場所づくり」が37,9％ 

でした。 

そこで 

ア 「子ども医療費助成制度」では、今年度から中学生まで医療費無料化を拡大さ 

れ、子育て家庭の方々から喜ばれています。今回、施策の方向性では「制度の充 

実に努める」とありましたが「高校生まで」子どもの医療費無料化をさらに広げ 

ることはどうでしょうか 

イ 「子どもが育つ環境の整備」施策の方向性では「地域の方々の協力を得て、地 

域において児童が自主的に参加し、自由に遊べ、学習や様々な体験活動、地域住 

民との交流活動を行うことができる安全・安心な居場所づくりを推進する」と位 

置づけています。具体的にどのような場所・方法で進められるのでしょうか。ま 

た、拠点として小学生や中学生、高校生のために、「青少年交流センター」（仮 

称）を整備すること、そのために西町の創造の広場や産業会館跡地を活用するこ 

とはどうでしょうか 

以上、２点について伺います 

２ 学校図書館法の一部改正と焼津市の取り組みについて 

今年６月に改正された「学校図書館法の一部を改正する法律」は、学校教育にお 

いて読書活動等を通じて、児童生徒の言語活動や探究的な学習と豊かな人間性教育 



 

を形成していくこと、その充実のために学校図書館の利活用が重要であることを趣 

旨としています。また児童生徒及び教員の利用を一層促進するため司書教諭と連携 

しその機能向上の役割を担う「学校司書」の位置付けを明確にしました。また留意 

事項として①学校司書の資質の向上等に務めることの必要性、②その専門性等が一 

層発揮できるよう学校司書が継続的・安定的に従事できる環境への配慮、③学級担 

任を兼務している多くの司書教諭がその職責を十分果たせるよう工夫を図ることを 

求めています。焼津市の学校司書配置は県内でも先進的な取り組みで、大井川町と 

の合併以降順次有資格者が全校配置されました。校舎の耐震工事、生徒数、外国籍 

生徒・・・等で学校ごとの条件に違いはありますが、学校司書の方々の地道な努力 

で各学校図書館は大変充実し、児童生徒の貸し出しや調べ学習など利用する機会が 

増えています。そうした中、学校司書の２年前にさかのぼり「５年の雇い止め」が 

通告されていたとのことです。私たちの市民アンケートには、「昨年くらいからや 

っと自分の思いを子どもたちに伝えられてきた」「やっと生徒の顔がわかるように 

なりケアーできるようになった。図書館を利用する子が増えてきて、もっと機能的 

にと考え始めていた」「最近やっと図書館らしくなり授業でも利用してくれるよう 

になった」・・・「せっかくここまで来たものを市教育委員会は手放そうとしてい 

る」「培ってきた能力をこれからという時に・・・テンションが下がってしまいま 

す」・・・など、多くの意見が寄せられています。学校司書は専門性の高い職務で 

す。司書の皆さんは「法」が求める図書館に向かって一年更新の雇用形態でも児童 

生徒、教諭、保護者との信頼関係を作りながら日々努力されています。合併前の大 

井川町では１日４時間・年間 260日で柔軟性をもった勤務体系があり、児童生徒が 

学校にいる間できるだけ図書館を開けて利用促進していました。合併後は年間 170 

日、家庭での仕事・サービス残業も多いと聞いています。文科省のモデル校もある 

お隣りの吉田町では町立図書館と４校の学校図書館がすべてネットで繋がっていて 

、町内全ての蔵書検索が可能です。相互貸借もあり配送車が回っています。もちろ 

ん学校司書が全校配置され「雇い止め」はありません。学校図書館の位置付け、学 

校司書が継続的・安定的に従事できる環境をどのように作ってきたか、またこれか 

ら作ろうとしていくのか。焼津市自らが策定した「焼津市子ども読書活動推進計画 

（第二次）」に照らし合わせ、また寄せられたパブリックコメントにどのように向 

き合ったかを振り返っていただき、市教育委員会の考え方について伺います 

ア 学校図書館の利活用の意義をどのように位置づけておりますか 

イ その意義を達成するため司書教諭と協力しながら働く学校司書に求められる役 

割・職務についてどのように考えておりますか 

ウ 法改正の趣旨から先駆的取り組みをしてきた焼津市が、自ら後ろ向きの行動を 

取るべきでないという立場から「５年雇い止め」を撤回するよう求めます 

 

３ 神武通りと昭和通り交差点の「わかりにくい」歩車分離式信号機は改善を 

昨年11月議会の一般質問等において、昭和通りと神武通りの間の交差点（県道上 

青島焼津線と市道昭和線の交差点）の信号機について、歩行者・自転車が「かえっ 

て危ない」との声が多く寄せられていることから、信号機の交差点に立て看板をす 

るなど改善を求め、市長は啓発に努める旨の答弁でした。その後「広報やいづ」の 

掲載や焼津警察署からの「広報」で信号の仕組みや注意事項等の啓発がなされてき 



 

ました。あれから１年が経過しますが、依然「自転車はどっちなのか」「軽車両っ 

てわかりにくい」など不満の声が上がっています。特に高齢者が多い地域でもあり 

ますから、看板や「押しボタン式」等への改善を求めたいと思います 

 

４ 尾石昭夫議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

まず、志太地域で「新病院建設構想」の議論をすべきでは？ 

中野市長は、11月４日の定例記者会見で「新病院整備基本構想の策定作業を再開す 

る」旨を発表された。新聞報道によると、「外部有識者らで組織する検討委員会はじ 

め、庁内組織の策定委員会、院内策定会議で検討を進め、現状の課題等を整理し、建 

設候補地を除いて、コンセプト等をまとめる。検討委員会の第１回会合は今月下旬に 

開き、数回の協議会を経て構想原案を作成し、来年３月末までに市長に提出する予定 

」となっている。また「建設候補地は今後、公共施設の再配置計画をまとめた『公共 

施設マネジメント基本計画』に沿って決定し、候補地決定後にパブリックコメントを 

募集し、来年度中の構想策定をめざす」とのこと。 

2012年まで「新病院・新庁舎建設検討委員会」が開催され、新病院の件については 

、一時中断していた経緯があるが、2025年問題に象徴されるように、これから超高齢 

化・人口減少化社会を迎える。市民を巻き込んだ慎重な審議が必要ではないだろうか 

  。 

志太地域には４つの自治体病院（焼津、藤枝、島田、榛原）が存在しており、真の 

地域医療のあり方が問われていよう。 

(1) それぞれの検討委員会は何回ほど実施する予定か？ 

(2) 昨年の９月議会で「高齢化社会と地域医療」をテーマに一般質問を行なった。そ 

の際、市長は「志太地区の地域医療のあり方は３市で議論していく課題と認識して 

いる」と答弁されている。具体的に議論されたのか？ 

(3) 医療は自治体枠を超えて求められている。志太榛原医療圏の将来人口、医療ニー 

ズをどう予測するか？ 

(4) 病院経営の問題は真剣に議論して置かないと、将来、大きな禍根を残すことにな 

りかねないと思うが、いかがか？ 

(5) 焼津市では新庁舎問題と並列して進めようとしているが、財源問題はどう考える 

か？ 

(6) ４つの自治体病院や民間病院との連携をもっと真剣に審議すべきではないか？ 

(7) 市民の皆さんにも地域の医療のあり方、健康づくりについて、協力を呼びかける 

べきだと思うが、いかがお考えか？ 

 

５ 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 地方創生による地域活性化、及びシティープロモーションによる地域活性化につい 

  て 



 

(1) 地方創生について 

ア 安倍政権が目玉に掲げる「まち・ひと・しごと創生法案」による人口減少の克 

服や地域経済活性化など地方創生関連２法案が衆議院を通過しました。日本創成 

会議が全国の自治体の半分が「将来消滅する可能性がある」との試算を発表して 

以降県をはじめとして地方では雇用環境の悪化による東京圏への人口流出の危機 

感を募らせています。地方創生法案は基本理念として、地域の実情に応じた環境 

整備や地域の特性を生かした創業の促進を図る事を掲げた。同法案は国の総合戦 

略策定と連動して、都道府県や市町村も総合戦略をつくる努力義務を掲げている 

。大切な事は、地方が何を望み、課題をどう解決出来るか等、創意工夫、熱意、 

努力が地方創生の成果を握っている。その為に国は地方自治体の判断で柔軟に使 

える交付金を来年度から創設する方針を表明している。総合戦略の素案として、 

高齢者が共同生活する地域共同体（日本版ＣＣＲＣ）設置。若者の定住促進の為 

地方大学から地元企業への就職促進など地方移住の促進策を盛り込んでいる。 

「日本版ＣＣＲＣ」は高齢者が医療介護サービスを受けながら、自立した生活を 

送る仕組みを言います。長期ビジョンとしては、人口減少に歯止めが掛かれば、 

2020年には１億人を確保でき、90年には人口が安定するとの推計を示している。 

地方創生について当市でも取り組みを図らなければならないと考えますが、市 

長として如何にお考えか、又どの様に施策に取り入れるのかお聞き致します 

(2) シティープロモーションによる地域活性化について 

先の定例会一般質問において、人口減少対策として定住人口や交流人口の増大 

を目指す手法として、市長はシティープロモーション推進事業に取り組む事によ 

り人口の増大を図っていくとご答弁戴きました。シティープロモーションの意味 

はなんだろうと思い調べて見ました。同じ県に所属します熱海市は「熱海市が有 

する地域資源や優位性を発掘・編集するなどにより、価値を高めるとともに、市 

内外に効果的に訴求し、ヒト・モノ・カネ・情報を呼び込み、地域経済の活性化 

を図る一連の活動」としています、とありました。「自治体の営業活動」と言い 

換える方もいます。内容を見ますと、次の点が見えて参ります。 

ア 認知度の向上 

イ 情報・交流人口の拡大 

ウ 交流人口の増加 

エ 定住人口の獲得 

オ シビッククライドの形成（現在生活している住民に愛着心を持ってもらう） 

カ 企業誘致 

以上の６点が挙げられます。 

すなわち、民間企業（法人）を含むあらゆる住民から「選ばれる自治体」に変 

貌するのが目的とされている。 

認知度の向上が重要で、民間企業のマーケティング戦略で使われる用語で、「 

ＡＩＤＯＭＡ（アイドマ）の法則」があります。広告の宣伝によって消費者の心 

理がどう変化するかのプロセスを示している。認知度の重要性が示され、認知度 

の向上は自治体のブランド化にもつながります。 

シティープロモーションは「手段」であって「目的」ではない事を認識する必 

要があります。政策研究が伴わないと効果が無い事を理解すべきだと記載されて 



 

います。「目的化」されてしまうと、派手な広報活動をしている所が注目され、 

その効果がどうだったかの検証がおろそかになり評価されない結果を招いてしま 

う。 

市長の行なおうとしているシティープロモーションはどの様な考え方で実践し 

ようとなさっていますか。 

市長のお考えをお聞き致します 

 

２ 農業・水産業・商業・工業の連携による地域産業活性化等、及び６次産業化につて 

(1) 農業・水産業・商業・工業の連携による産業活性化等及び６次産業化等による賑 

わいある産業振興の発展について 

東京大学の今村教授は農村に４ポリス構想の実現と推進を働きかけた。「ポリ 

ス」とはギリシャ語の都市あるいは拠点との意味合いを持っている。４ポリスと 

は「アクロ・ポリス」「フード・ポリス」「エコ・ポリス」「メディコ・ポリス 

」の事です。 

ア 「アクロ・ポリス」とは多彩な農畜産物の生産を、協調と競争という望ましい 

形で実現する農業の拠点を云う。 

イ 「フード・ポリス」とは多様な農畜産物の加工、食品製造や直売所活動あるい 

はレストランの展開を行う食の拠点を云う。 

ウ 「エコ・ポリス」とは美しい農村景観や多彩な農村資源の保全と創造を行いつ 

つ新しい時代にふさわしいグリーン・ツウリズムの実現を目指す農村の拠点を云 

う。 

エ 「メディコ・ポリス」とは高齢化が進む農村に必要不可欠な医療や介護などの 

拠点を云う。 

これらを市町村地域に有機的結合体として保有しているのがこれからの新しい 

時代にふさわしい農村と考えている、と今村教授は発信しています。 

「世羅高原六次産業ネットワーク」として具現化されています。 

農業は農業生産のみにとどまる事なく、農畜産物加工により食品製造もおこな 

い、さらに販売なども行う事を通じて、付加価値を増やし農村に新しい就業の場 

を増やし所得を挙げる事が大切であります。この考え方は漁業にも商業・工業に 

も相通じる考え方だと思います。「世羅高原六次産業ネットワーク」では、異業 

種間の連携と連帯の密接な組織活動に伴い年間 180万人もの入込客、即ち世羅町 

ファンを増やし、地域の総合的進行と活性化を図っている。「メディコ・ポリス 

」については、公立世羅中央病院を核に多彩な高齢者介護支援システムが構築さ 

れている。 

「世羅高原六次産業ネットワーク」の主導のもとに、「全町農村公園化」を目 

指す活動が進められている。 

以上が６次産業化を中心として４ポリス構想の実現を目指す実践活動です。 

さて、当焼津市では、如何でしょうか。以前、私も一般質問において６次産業 

化について質問致しましたが当局も６次産業化については前向きに進めていると 

思いますが、今一度取り組みについて市長よりご答弁願います 

(2) 産業の担い手等をどの様に育成するかについて 

農林水産省が公表した「漁業センサス」によると、県内の2013年の海面漁業経 



 

営体は前回2008年の調査時から9.4％減の2678経営体、漁業船隻数8.4％減の3492 

隻、漁業就業者数は11.6％減の5750人といずれも減少を示した。経営体の99.5％ 

を占める個人 2558経営体の内、後継者がいるのは332経営体（13.0％）に留まり 

今後も減少傾向が続く可能性が高いと発表された。漁業者の高齢化と減少に伴い 

、漁業生産額も減少している。関東農政局の資料によると、県内の漁業生産額は 

2007年に665億４千万円あったが、2011年には507億9600万円まで減少している。 

都道府県別順位では５位となっている。 

この様な状況を踏まえて、水産業都市焼津市を見ると「オール焼津で水産振興 

」の見出しと共に、行政・経済会が団結とありました。焼津は水揚げ量、水揚げ 

高共にトップクラスを占め全国屈指の水産都市であります。しかしながら、年々 

水揚げや消費の減少により、生産者も加工業者も生産を控えています。 

水産業の振興には良質な水産物が安定的に水揚げされ流通加工業者に円滑に行 

き渡る事が必要。水揚げ高の減少、水産物の製造・販売高の減少が相乗的に加速 

すれば、水産業だけではなく、流通、保管業などの関連産業も低迷し、市の産業  

全体が衰退する恐れがあると掲載されていました。 

担い手の問題から現況の問題を提示しましたが、焼津市にとって将来を揺るが 

す状況である事は事実だと思いますが、市長としてどの様にお考えかお聞き致し 

ます 

(3) 中心市街地及び中心市街地以外の地域産業振興について 

焼津青年会議所はこの程「若者が望む理想の焼津市をテーマに活動した結果を 

まとめた冊子「理想郷（やいづ）へ次世代が望む焼津」を発行し、市長に提出し 

た、と記載されていました。市内の中学生や高校生を対象にアンケートを実施、 

高校生から36歳までの男女30人による「焼津未来創造会議」を立ち上げて焼津の 

魅力や理想のまちづくりを考察した。アンケートでは、多くの若者が災害対策や 

治安に優れ、医療が充実したまちを期待している事が判明。創造会議では、観光 

の充実や交通の利便性向上などを期待する意見が多かったと報告された。 

焼津中心街について、若者たちは余り興味を示さない様でした。結果は、焼津 

中心街は魅力ある店が少なく、公共交通機関が不便で、楽しみなイベントが少な 

く、休憩場所がない。雰囲気も悪い・・・。 

2012年に市が行ったアケートでこの様な結果が出た。いずれの質問項目も中心 

街にあまりいいイメージを持っていない回答が多く、厳しいが、これが市民の声 

だと記載されていました。 

市はこの対策として、「中心市街地活性化基本計画」の策定を行っている。こ 

れに伴い、「まちなか再生会議」を発足させ、官民一体となって取り組む形が出 

来上がった。又、市は2013年～15年度の「中心市街地化活性化基本計画」から「 

焼津まちみがき計画」でソフト面の充実を狙い、イベントの企画、実行する市民 

を「焼津まちみがきの会」として募集を図る、と記載され中心街の活性化には、 

市・商店・市民がスクラムを組んで望まなければ活性化は成功しないとも記載さ 

れていました。 

中心市街地でさえこの様な状況を呈していますが、中心市街地以外の地域の皆 

さんはどの様に対処すれば良いのでしょうか。駅からは遠く離れ、交通の便も悪 

く、市の協力も得られない地域は過疎になってしまいます。私は先般の一般質問 



 

では、コンパクトシティーの件を質問致しました。市長は都市計画マスタープラ 

ンを策定中ということでお聞き出来なかったのですが、旧大井川町との合併によ 

り市域が拡大している事はご理解戴いていると思います。従来通り焼津市の駅を 

中心としたまちづくり対策だけでは焼津市全体の底上げは難しいと考えます。 

焼津市全体を考えた都市計画マスタープランであって欲しいと思いますが如何 

でしょうか。 

今までは、色々な計画が発表されていますが、実施された検証が見えません。 

先般のラウンドアバウトの様に形として見えると市民も納得されるでしょう。 

市長のお考えをお聞きします 

 

３ 安全で快適なまちづくりについて 

(1) 大井川港における地震・津波防災対策について 

港湾背後地に胸壁の設置が計画され、既に調査も済み計画の実行あるのみとお 

聞き致しておりますが、進行状況や進捗状況などをお聞き致します。 

大井川港内津波対策事業は短期計画、と位置付けていますが、どの位の期間が 

短期事業ととらえていますか。当局のお考えをお聞ききします 

(2) （仮称）大井川藤枝スマートインターチェンジの整備状況及び周辺の利用計画等 

について 

ア 現在の進捗状況をお聞かせ願います。 

イ 完成に伴う、インター周辺の利用計画を進めていますか。都市計画の見直し等 

が必要だと以前の一般質問にお答え戴いていますが、現状ではどの程度まで検討 

されていますか。当局のお答えをお聞きします 

(3) 都市計画道路志太東幹線の整備計画及び、周辺地域の利活用や、地域の活性化に 

ついて 

ア 都市計画道路志太東幹線の整備の進捗状況をお聞かせ願います。 

イ 大井川南部地区は津波・地震防災による影響に翻弄され、若い人達が地域に定 

住しない流れが出来ているように思います。又高齢者の割合が大きくなりつつあ 

ります。 

南部地域の自治会の皆さんによる、南部地域を元気にする方法を現在検討して 

いる所で有ります。一つには、自治会による、津波避難タワーを経験して戴き、 

自治会の皆さんが集まっての公園祭りを開催した所であります。又、国・県の所 

属で有ります海岸の松林の整備も地域の皆さんの協力を戴き実施を致しました。 

松林も長い年月により、大きく育ち、民家に危害を及ぼしそうに枝が張出し、地 

域の皆様が安心できないとの声に自治会長を中心に行動を起こしました。又何年 

かすれば手入れをしなければならないと思いますが。今、皆様とお話しをしてい 

ますのが 150号線沿いに、農産物や桜海老、しらすや六次産業化で出来た商品な 

ど地元産の品物を、ドライバーさんや地域の皆様に販売が出来れば、地産・地消 

による地域の活性化が出来るのではと、まちおこしについて話しを始めました。 

大井川港も「みなとオアシス」として登録され、これから、色々な形で南部地 

域の活性化を目指していく事が、若い人達の定着化を増加させ人びとが集まる地 

域になる事を願うものであります。 

焼津市中心市街地活性化基本計画による再開発も必要かと思いますが、それぞ 



 

れの拠点ごとの活性化も必要と思いますが。市長のお考えをお聞かせ願います 

(4) 二級河川、志太田中川・泉川の整備計画について 

二級河川、志太田中川・泉川の整備計画の進捗状況をお聞かせ願います。 

河川整備に基づく関係地域での説明会等は行わないのですか。 

事業主体が県にありますので市当局はなかなか答弁しにくいとは思いますが、 

最近の集中豪雨など予測できない状況が発生し、地域住民にとりましても安心で 

きない状況で有ります。県の出方を見るだけではなく、積極的にアプローチをお 

願いします。地域からも、河川堤防の利活用や、河川整備に伴う草刈りの低減な 

ども要望されて居りますので、出来るだけ、知り得た情報は早く地域に提示戴き 

たい。 

当局の考えをお聞かせ願います 

(5) 都市計画税賦課による道路排水路の整備について 

大井川南部には、大井川町時代に開発された、民間による団地が存在します。 

約60世帯が登録されていますが、現在の焼津市の基準に合わない構造であり、約 

50年近くも経ちます。団地の皆様による要望を受けて、町内会長さん、自治会長 

さんの協力で当局に要望書を提出する運びになり、先月市長様あてに要望書を提 

出致しました。現在団地の皆様は、月に２～３回作業奉仕による排水路の清掃を 

おこなっています。高齢化も進み作業も大変になって参りました。是非とも要望 

をお聞きいただき、一人も欠ける事なく定住出来ます様お願いする次第でありま 

す。 

市長のお考えをお聞かせ願います 

 

６ 杉﨑辰行議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

地域防災強化と生物多様性の両立について―山整備による視点から― 

本年の台風18号、19号に対する焼津市の防災対応は、評価できる。現実に起きた 

被害や災害直前の状態で止まったものなど、多くの現実を見ると、自然の力を復活 

させる山の整備の必要性、河川流域市町による広域対応など、対策は多様にあるの 

で、豪雨関連と地震による土砂災害の防災について、更なる強化を図る事を目的に 

質問する。 

(1) 本年の台風18号19号による被害箇所の対策は、どのように取られたか 

(2) 危険個所の対策は、どのように進めているか 

(3) 砂防えん堤の現況を全て把握しているか 

(4) 砂防えん堤の課題とその対応は、どのようにするのか 

(5) 密林化した竹と杉の整備は、土砂災害の減少となり、結果として生物種増加、河 

川水質向上、豊かな海を育てる事にもなるので、部署の横断的対応も含み、対応で 

きるか 

(6) この対応は、河川流域市町による広域対策が必要になるので、最下流域の焼津市 

から発声できるか 

 

 


