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平成27年６月焼津市議会定例会 一般質問者及び質問要旨 
 
第２日（６月18日） 

１ 村松幸昌議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長・選挙管理委員会事務局長 

 

１ 空き家等対策の推進について  

(1) 「空き家等」対策の現状について 

ア 焼津市では、既に「空き家対策等に対する措置」については、26年４月に「焼 

津市空き家の適正管理に関する条例」を制定しているが、是正指導等の効果につ 

いてはどうか 

イ 是正指導については、所有者の財産権等の問題もあるが、市として行った行政 

処分の有無についてはどうか 

ウ 条例上に定められた、市民からの情報提供、実態調査、立入調査、助言又は指 

導、勧告、命令、公表、代執行そして緊急安全措置の実績とその効果はどうか 

(2) 特別措置法が全面施行された「特定空き家等に対する措置」について 

ア 命令違反には、過料を科し、強制撤去も可能としており、自治体の権限が法的 

に位置づけられ、対策が本格化することをどのように認識しているか 

イ 固定資産税の課税標準の特例不適用についてはどのような方針とするのか 

ウ 特別措置法第５条に施策の基本方針策定が国に義務付けされ、同法第６条に市 

町村は、その基本方針に即した空き家等対策計画の策定、同法第７条に協議会の 

設置が明記されたことについてどのように対処するのか 

エ 焼津市空き家の適正管理に関する条例の適用に対し特別措置法全面施行後どの 

ような点がどのように変わるのか 

オ 「特定空き家等に対する措置」特別措置法が全面施行されたことによる庁内体 

制についてどのような状況か 

カ 特別措置法で謳われている、空き家等の活用促進についてはどうか 

 

２ 公職選挙法等の一部改正する法律について 

選挙権年齢等の18歳への引き下げについて 

ア 18歳への引き下げに伴い新たな有権者数の見込みと19歳への情報提供や投票行 

動への啓発等はどうか 

イ 未成年の選挙運動は禁じられていたが、一部改正により高校在学中に選挙権が 

付与される。 

市内公立私立高等学校等教育現場への対応はどうか 

ウ 焼津市では既に高校生が投票事務に携わっているが、今後は投票立会人を含め 

どのように対応するのか 

エ 中学校卒業で社会人となる市民もいると考えると、中学生から公職選挙法を理 

解させるための模擬投票等の体験型学習を含め、憲法や政治に関する教育の一層 

の充実は必要と考えるがどうか 

オ 公職選挙法一部改正を理解させるための模擬投票等の体験型学習を含め、憲法 

や政治に関する教育をどのように展開するのか 
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３ 石油タンク等屋外タンク貯蔵所の津波対策について 

石油タンク等の津波対策の現状について 

ア 焼津漁港や大井川港に設置されている、石油タンク等の津波対策はどうか 

イ 焼津漁港と大井川港での地形上相違がある。 

石油タンク等設置上の安全対策等はどうか 

また、管理運営面での対応はどうか 

ウ 対策等について地域住民への情報開示はどうか 

 

２ 川島 要議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長・選挙管理委員会事務局長 

 

１ 認知症対策の強化について 

(1) 若年性認知症への対策 

本市の認知症対策は、65歳以上の高齢者を対象とし、特定健診と同時に認知症 

のスクリーニングを含む生活機能チェックを実施して早期発見に努めるとともに、 

「早期発見集中支援チームの設置」により、静岡県内でも先進的な対策が取られ 

ている。しかしながら認知症は、高齢者だけが患うものではなく、「若年性認知 

症」と呼ばれるように64歳以下の人も認知症になる可能性がある。物忘れが出始 

め、仕事や生活に支障をきたすようになっても、まだ年齢が若いということで原 

因が認知症であるとはなかなか思えない。また病院で診察を受けても、うつ病や 

更年期障害などと間違われることもあり、誤った診断のまま時間が過ぎ、認知症 

の症状がかなり目立つようになってから診断された例も少なくない。 

全国に先駆けて静岡県が初の実態調査を行い、「18歳～64歳の若年性認知症の 

罹患者は少なくとも4 4 4人に上った。」との発表が５月にあった。この若年性認 

知症は、発症すると高齢者の認知症よりも進行が早いと言われる。しかし、本人 

が自分でおかしいと気づく事が難しく発見が遅れてしまう。認知症と診断された 

時にはかなり進行しており、多くの方は就労を継続することも困難という状況に 

追い込まれている。 

今後、高齢者の認知症とともに増加していく「若年性認知症」に対する市の取 

り組みについて伺います 

(2) 認知症で徘徊し行方不明の高齢者の早期発見対策 

認知症で徘徊し行方不明になった高齢者が、身元不明のまま何年もの間、施設 

に保護されているケースが年々増加している。行方不明になった時点で出来るだ 

け早期に発見していくためには、地域一体での見守りの必要性が高まってきた。 

本市における今後の対策について伺います 

 

２ 18歳への選挙権年齢移行に伴う「主権者教育」の実施と投票率向上への取り組みに 

ついて 

少子高齢化と人口減少が進む中で、将来を担う若者の力を引き出す取り組みが欠 

かせない。このほど公職選挙法が今国会において改正される見通しとなり、「18歳 

選挙権」が早ければ、来年夏の参議院議員選挙から実施されることになりそうだ。 
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これにより現在の高校２，３年生らが未成年者による投票を初めて行使することに 

なる。総務省によると、新たに加わる有権者数は2 4 0万人。全有権者の２％に当た 

る。海外では下院での選挙年齢は「18歳以上」が主流であり、ようやく日本も国際 

標準に追い付くことになる。これまで投票率の低かった若者層への政治参加を促し、 

若者の意見を踏まえられれば政策面でもいい影響が出てくるものと期待する。そこ 

で重要なのが、ただ単に「投票に行く」という動員の教育ではなく、「政治的リテ 

ラシー」（政治的判断能力）を身につけた「考える有権者」「賢い有権者」を育て 

るという「主権者教育」をしっかりと丁寧に行う必要がある。他県ではすでにさま 

ざまな形で取り組んでいる選挙管理委員会もある。本市では、２月の焼津市議会議 

員選挙で過去最低の投票率を更新してしまった。さらに４月の統一地方選挙におい 

ても静岡県内の自治体で最低の投票率を記録してしまうなど、様々な要因があると 

はいえ、選挙という貴重な社会参加の機会を逃している市民が増加傾向にある。 

このたびの「18歳選挙権」に伴う「主権者教育」対策を良いきっかけとして、投 

票率の向上を目指すべきと考えますが、市の取り組みについて伺います 

 

３ 空き家対策について 

地域における空き家の増加は深刻な社会問題となっている。総務省の統計によれ 

ば、全国の空き家は右肩上がりで増え続けて、2013年10月時点では8 2 0万戸、住宅 

全体に占める割合は13.5％と、いずれも過去最高を記録している。人口減少や高齢 

化の影響で今後も空き家は増えていくことが予想されている。こうした管理が不十 

分な空き家は、老朽化で倒壊する恐れがあり、また災害時の避難や消防の妨げにも 

なりかねない。さらにごみの不法投棄や不審者の侵入、放火など犯罪の温床になる 

ほか、街の景観や衛生にも悪影響を与えている。 

国土交通省によると昨年10月現在、本市を含めた全国で4 0 1の自治体が、問題の 

ある空き家の持ち主への指導や勧告を行うための条例を施行している。しかし個別 

の対応には限界があるため、この実情を踏まえて昨年11月に議員立法として「空き 

家対策推進特別措置法」が成立、本年５月26日に全面施行されました。この特措法 

により、 

ア 市が固定資産税情報を活用し、所有者を把握しやすくした。 

イ 倒壊や衛生的に有害となる恐れのある空き家を「特定空き家」に指定。立ち入 

り検査や所有者に撤去や修繕を促す指導や勧告、命令が可能に。従わない場合は、 

固定資産税の優遇措置を打ち切る。さらに行政代執行で強制的に解体・撤去する 

ことができる。 

ウ 国や県が対策に必要な費用を補助する仕組みも整った。 

本市においても空き家対策は、防災面・環境面からも重要な課題である。 

現時点での市内の空き家状況と地域分布、そして「空き家対策推進特別措置法」 

を受けての今後の市としての取り組みについて伺います 
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３ 杉﨑辰行議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長・病院事業管理者 

 

医療の更なる安心を目指して 

地域医療の中で市立病院の果たす役割について 

市立病院使命の将来像 

昭和23年に医療法が制定され、昨年第六次改正が施行された。これは、第五次 

改正によって「超高齢化時代をにらみ、医療提供体制の再構築が最大の課題」と 

したものを、さらに細かく強化したものとなっている。この第六次改正の柱であ 

る「病床機能報告制度と地域医療構想の策定」に関連して、地域住民の医療に対 

する信頼を更に高めるため、質問する。 

ア 二月議会での私の代表質問に対して、市長から市立病院には大きな三つの役割 

があると答弁を頂いたが、その実現のための具体策について 

イ 同質問で、市立病院の機能と位置付けについて、病院事業管理者から答弁を頂 

いたが、その中で特に「地域完結型医療」を実現するための最重点かつ喫緊の課 

題は何か 

ウ 医療連携体制の進捗について 

エ 医療計画制度にうたわれている、医療に関する住民への情報（連携体制・医療 

機能など）提供推進策の市の対応について 

オ 昨年の県への報告義務による報告の中で、「2020年の病床機能の予定」と「構 

造設備・人員配置等に関する項目」と「具体的な医療の内容に関する項目」の内 

容について 

カ 市立病院建替えは、将来を見据えたかつ医療法第六次改正にそった対策のチャ 

ンスであるが、この新病院建設のための重点は何か 

キ 二次医療圏である志太榛原医療圏は地方都市型と位置付けられているが、ここ 

の地域医療構想と焼津市立病院の将来構想をどう捉えているか 

 

４ 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 第５次焼津市総合計画の後期基本計画より、人と自然が調和するまちづくりについ     

  て 

(1) 自然環境の保全に伴う市民と行政の役割分担について 

後期基本計画には、市民、事業者、市による環境活動を実践する環境市民会議 

の設置や市民主体の環境活動ネットワークづくりの推進がうたわれています。市 

民は、日常生活において生じる環境負荷への低減が求められ、事業者は、事業活 

動に伴って生じる煤煙、汚水などの対策や公害の未然防止。又自然に負荷の少な 

い事業活動に努める。下水道整備地域においては下水道の接続につとめる。行政 

は、自然環境を適正に管理、保全する。規制対象事業所の立ち入り検査、指導、 

監視にあたる。工場、事業所に対する排水基準遵守や立ち入り指導、監視指導を 
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行うとなっています。次の質問を致します。 

ア 河川や排水路の草刈りについて 

以前も草刈り作業について、同僚議員も一般質問しましたし、私も一般質問 

致しました。昨年、河川堤防の草刈り中、草刈り機による事故が発生し怪我を 

負った方が発生致しました。保険により解決を図りましたが、被害者の方は保 

険により医療費等の充当がなされ無事完治なされましたが、一方、加害者責任 

を問われた方は自分の保険から相応の保険請求を受け、草刈りの責任者であり 

ます自治会長に苦言を呈し、これからは協力できない旨申し入れた経緯があり 

ました。今後どの様に環境美化に取り組むべきか市長のお考えをお聞き致しま 

す。 

草刈り機については、講習を受けた人でないと取扱いが出来ないとの話をお 

聞き致しましたが事実でしょうか。お聞き致します。また、高齢者による事業 

参加や地域の草刈りの義務等今後検討しなければならない問題が数多く存在致 

します。先般の市長答弁は出来るところまでやって戴いてその後考えますとの 

答弁でしたが、今もそのお考えは変わりませんか。 

イ 松林内の下草刈りについて 

河川の草刈りと同様に、草刈り機の問題、老齢化による問題、下草刈りの責 

任が地域の自治会にあるのでしょうか。行政としての責任はどこまで負うので 

しょうか。市長の御考えをお聞き致します。 

ウ 水の流れない排水路は排水路ではない 

現在、田植えのシーズンで農家のみなさまは大変忙しい時期を迎えています。 

田に水を大量に送水している時期ですので排水路には水が充満し排水路機能が 

十分に発揮さています。しかし、田のシーズンが終わりますと排水路の問題が 

クローズアップされ、標題に掲げました水の流れない排水路は排水路ではない 

との言葉が出ました。職員の皆さんも大変苦労なさっていますが、排水路整備 

の見直しの状況、今後の排水路整備計画など焼津市は公表なさっているのでし 

ょうか。 

     市長のご答弁を求めます。 

(2) ゴミの減量化と適切な処理に伴う市民と行政の役割分担について 

家庭から出る燃やすごみは市民の協力により減量する傾向にあります。燃やす 

ごみの半分を占める生ごみの減量化を図る為、生ごみの分別、再資源化（堆肥化） 

等の推進を図るとあります。市民は、排出するごみの減量化、分別の徹底、資源 

物の回収に協力する。排出にあたってのルール（日時、場所、分別、法に基づい 

た処理）を守る。地域は、市民への分別指導や自主的な資源回収に努める。事業 

者は過剰包装、使い捨ての商品の抑制を図るなど、ごみの減量化や資源化に努め 

る。行政の役割は、家庭から排出されるごみの分別、自主的に地域で行う回収、 

不法投棄対策を推進する。ごみの減量と資源化のPR活動を進め、資源循環型社会 

の構築に向けたごみ収集体制を整備する。汚泥のリサイクル、建設工事に係る廃 

棄物の再資源化の推進等が行政の役割と書かれています。次の質問を致します。 

ア 地域における分別収集にトラブルが発生しています。地域のごみステーション 

に分別収集が理解出来ていない外国人がかってに置いていき、ステーションの当 

番が大変な思いで処理を行っています。また通勤途上の方が勝手に置いて行くな 
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ど、ごみの回収がスムーズに行かない状況が有ります。特にアパート管理者が家 

主に対してトラブルに巻き込まれるから手を出さない様に指導していると聞いて 

おります。分別出来ていないごみを回収車が置いて行ってしまうから余計に大変 

な思いをせざるを得ません。外国人を見つけ指導するけれど日本語がわかりませ 

んと逃げてしまいます。ステーションに３か国語の取り扱い説明看板を設置して 

もダメでした。アパート経営者にごみステーション設置を義務付け管理させる様 

に指導が出来ないものでしょうか。又、アパート管理の不動産業者に指導をお願 

いします。この様な現状を市長はご存知でしょうか。 

市長の御考えをお聞き致します 

イ 事業者による建設廃材も外国人が出してしまい大変困っています。 

近隣に在住します外国人ですが、仕事が解体業のようで解体廃材を一般ごみ 

の間に挟み込み、如何にも一般ごみ風に見えるようにごみステーションに置い 

て行きます。当然回収業者は一般ごみとは違いますのでごみステーションに置 

いて行ってしまいます。この様に環自協の皆さんは大変な苦労を負っています。 

行政での対応が地域住民から要望されていますが如何でしょうか。 

市長の御考えをお聞き致します 

ウ 志太広域事務組合に委ねられております、し尿処理施設等の環境施設整備や新 

焼却場等の施設については、既に進んでいるものやこれから検討しなければなら 

ない施設まで、今後の課題が多くあります。新焼却場につきましては設置に向け 

て具体的な事業が進んでおります。今後は、し尿処理施設の整備の必要性に迫ら 

れる次期が来ると思われます。それに伴い、当然、焼津市としての費用負担も増 

えていくことが想定されます。焼津市としての対処はどの様になっていますか。 

市長のご答弁をお願い致します。 

又、焼津市では、早期に焼津市公共施設マネージメント基本計画を策定し、こ 

の計画に基づいて、第１期公共施設再編プラン策定を行っているとお聞きしてお 

りますが、本計画等への影響はどの様お考えか市長のご答弁をお願い致します。 

 

２ 公共事業における各種手続きや入札における各種条件、条例制定に伴う周知期間や 

公募による周知期間等について 

(1) 公共事業における各種手続きや入札における各種条件、条例制定に伴う周知期間 

や公募による周知期間等市民全般に周知を図る場合公平公正に公表を行うと考えま 

すが、実情はどうでしょうか。 

建設産業は地域建設産業の疲弊と若年労働者不足という深刻な問題を抱えていま 

す。「官から民へ」という「構造改革」路線が引かれ公共事業が大幅に削減され、 

市場競争万能主義により「低価格受注競争と価格の下請け業者・労働者へのしわ寄 

せ」という建設産業の抱える構造的歪みが地域建設産業の経営危機と建設労働者の 

賃金低下を招いたと言われています。建設政策研究所の提言によりますと「建設産 

業は地域産業であり、地域建設業の発展への行政施策こそ重要である」と提言して 

おります。さらに緊急時災害対策では地域建設業者が存在しなければ何もできない 

状況は市民の皆様も理解戴いています。この様に地域産業の育成は行政の役割の一 

つでもあります。焼津市も入札制度の改正を平成13年度以降行っています。入札・ 

契約適正化のための基本原則として、 
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(1) 透明性の確保 

(2) 公正な競争の促進 

(3) 適正な施工の確保 

(4) 不正行為の排除の徹底 

以上が示されました。そして全ての発注者に対して、 

(1) 毎年度の発注見通しの公表 

(2) 入札・契約に係る情報の公開 

(3) 施行体制の適正化 

(4) 不正行為に対する措置を義務付 

それでは次の質問を致します。 

ア 制限付き入札の場合、入札条件が付されることが有ります、この場合ライセン 

ス等が明示されることはありますか 

イ 当然入札の参加を申請される際には資格等の条件が示され、資格者も長年従事 

されていれば、資格は取得されているはずです。 

しかし新しい資格が必要な場合事前に指導が行われるかと考えますが如何でし 

ょうか 

ウ 新たな資格取得が必要な場合周知される期間はどの位ですか。 

どの位の周知期間が有れば周知出来ると考えますか 

エ 周知できてなくて入札を行う事はありますか 

オ 工事契約後資格者が監督を行う場合建設業法に従って従事させるかと思います 

が、一現場一人の技術者を設置する場合請負金額によって従事させるかと思いま 

すが如何でしょうか 

カ 資格が試験により取得する資格と講習による資格との取扱いはどの様になって 

いますか。 

試験により取得した資格が有れば、講習により得た資格が必要でない事もある 

かと思いますが如何でしょうか 

(2) 危険物の取扱について 

危険物取扱には消防法から医療、工業、農業等あらゆる分野に置いて危険物の 

取り扱いが定められています。又医薬、農薬等についても取扱いや保管義務等が 

明記されています。現在当市における危険物の取り扱いについての質問を致しま 

す。 

ア 農薬等危険物取扱については法律によって厳しく規定されています。最近、当 

市において農薬の散布について講習修了者でないと散布できないと指導を受けた 

方がいます。当然この方は危険物取扱の資格、グリーンアドバイザーの資格を持 

ち仕事をされています。最近、静岡県の農薬管理指導士修了書がないと農薬散布 

が出来ない旨の指示があったようです。 

それでは次の質問を致します。 

(ｱ) 農家の方は全員資格を取得しないと農薬散布できないと考えますが如何でし 

ょうか 

(ｲ) D I Yなどホームセンターの販売等の店員はこの資格がないと販売できないの 

ではないでしょうか 

(ｳ) 家庭での農薬の取り扱いにおいても出来ない様な事にならないのではないで 
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しょうか 

(ｴ) 一つの規制が大きく波紋を広げますが、市民に対しての周知はどの様になさ 

っているかをお聞きいたします 

(ｵ) 先程記述致しました様に、建設産業は非常に厳しい状況に於かれています、 

一つの規制が建設産業の差別化に繋がり、就業場所が減少する結果を招きかね 

ないと思いますが。市長の御考えをお聞き致します 

(3) 条例制定に伴う周知期間や公募による周知期間等市民全般に周知を図る場合、公 

平公正に公表を行うと考えますが、実情はどうでしょうか。 

ア 最近、焼津新港、漁港施設用地（市単独用地）使用者の公募が行われました。 

議会にも報告がありました。後日、市民から公募期間が短すぎるのではないかと 

投げかけられました。また、出来レースではないかとも言われました。 

この事実関係をお聞き致します。 

イ 公募期間の設定はどの様になっていますか。 

周知期間をどの様に決めていますか 

ウ 地元企業の意向調査は実施したのでしょうか 

エ 市長は、水産業は焼津の重要産業であり重点事業の一番に挙げていますが、公 

募期間が短く地元企業が公募に参加できないのでは重点事業の看板が泣いてしま 

うのではと思いますが如何でしょうか。 

市長のお考えをお聞き致します 

オ 市民への周知は公平公正が基本原則となっているとの記述がありましたが是非 

守って戴きたいと思いますが。 

市長のお考えをお聞かせ願います 

 

５ 齋藤寛之議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 少子化対策について 

少子化対策の支援について 

政府は子育て支援の従来の少子化社会の大綱から一歩踏み出す内容の新たな少 

子化社会対策大綱を打ち出しました。この大綱には、人口減少への危機感を前面 

に出し若い年齢での結婚・出産に結びつける出会いの場の提供や、妊娠、出産教 

育の推進等を盛り込んだ内容とされ、中でも結婚支援を今回のハイライトとして 

位置づけられている。様々な課題や現状を鑑み、当市に於いては、一早く、企業 

を巻きこんだ少子化対策の仕組みづくりに向けて、焼津市少子化対策協議会が、昨 

年７月に発足され、今迄に５回の協議が行われ、この３月には結婚・出産・子育 

てについて報告書が提出されたと報道されている。そうしたことで、お伺い致し 

ます。 

ア 市の少子化対策協議会から結婚・妊娠・出産・子育て支援に向けたサポートセ 

ンターや育休、産休中の人材確保に向けた、人材バンクの創設などのシステム構 

築の提案がされておりますが、この様な協議会の熱意ある提案に対する、市長の 

見解をお伺いします 
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イ この中で出会いの場づくりのサポートセンターや人材バンクの構築は如何か、 

お伺いします 

ウ 又、創設される場合の管理・運営面については如何か 

 

２ マイナンバー制度について 

マイナンバー制度について 

全国民に番号を割り当て、納税や年金などの情報を一元的に管理するマイナン 

バー制度の開始まで、あと半年余り、10月には12桁の個人番号がスタートされる 

と承知している。関連法成立から１年余り、内閣府から１月に出された世論調査 

の結果では、制度の内容を知らない人が７割を超えていると言う。 

ア この制度についての住民への説明はいつ、どの様な方法で実施されるのか 

イ この制度に関する市の事務上の手続きはどんな進捗率であるか 

ウ マイナンバー制度の最大メリットは 

エ この制度は国の示された税関係社会保障や年金申請等のほか、市独自で検討し 

ている調査等に活用を考えているか 

オ 一つの番号で情報が管理されている事から、今後情報が増えれば増える程、情 

報が万一流出した場合被害は深刻になる。 

運用後の個人情報の流出防止策を、どの様に考えているか 

 

３ 自然災害（台風・豪雨）による防災対策について 

台風･豪雨による防災対策について 

今年も夏から秋にかけて台風のシーズンを迎えます。特に地球温暖化の影響に 

よる、集中的な豪雨は、いつ、どこで発生するか、全く予測がつきません。又、 

豪雨等による被害の発生件数や被害額も増大してきており、昨年発生した台風や、 

豪雨による県内市町の公共土木等の被害件数は226件で前年の2.3倍である事が県 

のまとめで分かりました。又、国の災害査定による決定額は63億5,100万円と膨 

大な額と発表され、道路や橋などの公共土木施設機能を、そこなう原因となった 

災害は年６回で、被害件数は過去５年間で二番目に多かったと報道されました。 

ア 昨年１年間で、市の台風や豪雨による被害件数と被害査定金額（内訳）はどう 

であったか 

イ 今迄被害にあった箇所は完全に修復されているか、又、修復の途中であるか 

ウ 豪雨による、河川の氾濫場所等の対策は如何か 

 

６ 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 会下之島の場外舟券売場建設に反対し安全で安心な住みよいまちづくりを 

(1) 市内への「場外舟券売場」進出とその背景について 

昨年、祢宜島地域に場外舟券売場の進出計画があり、片野前市議の一般質問と 

共に地元自治会・町内会が全会一致「反対」で白紙撤回された。今度は会下之島 

石津区画整理区域内の地域に進出計画が持ち上がっている。   
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モーターボート競走は、刑法で禁じられている賭博及び富くじ販売の特例とし 

て地方自治体のみに認められている公営ギャンブルの一つで、場外舟券売場（通 

称ボートピア）は、大きなスクリーンに競艇場でのボートレースが映し出され、 

それを見て賭けごとをするギャンブル施設である。進出に関しては20年以上前か 

ら全国各地で反対運動が起こっている。（現在全国では63施設、県内では今年３ 

月に小山町へ１カ所開設） 

私のところにも「ギャンブル施設が建つと教育環境が悪くなるのではないか」 

また、「会下之島地域がダメとなったら、今度は自分の地域に話しが来るのでは 

ないか」など、心配の声が寄せられている。 

法律では、2 0 0 7年に競艇事業の民間委託化や場外舟券売場の合法化をはかる 

「モーターボート競争法」が改定された。これは売り場の拡大や手続きの簡素化 

を進めようとするものである。今年５月28日には自民・維新・次世代の３党と無 

所属議員により、刑法が禁止する賭博・カジノを合法化する「カジノ解禁推進法 

案（特定複合観光施設区域整備推進法案）が衆議院に再提出され、同日、全国カ 

ジノ賭博場設置反対連絡協議会から「弊害対策の内容が明らかにされていない」 

等抗議声明が発表された。以上のことから、場外舟券売場の進出拡大は、こうし 

た法改定の動きが後押しをしていると考えるがどうか 

(2) ギャンブル依存症について 

５月23日「場外舟券売場設置を考える会・焼津」主催の学習会において、ギャ 

ンブル依存症対策に取り組む弁護士の講演を聞く機会を得た。講演では「ギャン 

ブルは賭博である。6 8 9年の日本書紀によると、日本は持統天皇の時から賭博を 

禁止してきた歴史がある。戦後も賭博は刑法で禁じてきたが、自治体財政を補う 

ため、特例として地方自治体にのみ公営ギャンブルを国が認めた。しかし年々収 

益は下がり撤退する自治体は後を絶たない。一方、全国でギャンブル依存症が疑 

われる人は、成人の５％（約5 3 6万人）にあたると言われている。世界各国では 

１％台ということだから、日本は異常に高いことがうかがえる。ギャンブル産業 

の本質は、数千人の利益のために数百万人を泣かせる行為で、普通の人がはまり 

麻薬のように依存症になってしまう恐れがある。本人が行かないと決意しても、 

近くにあれば、つい行ってしまう怖さがある」。このようなお話に、私は子ども 

たちのために、大人側の姿勢が大切であることを感じた。市長はこのようなギャ 

ンブル依存症に対しどのような認識をお持ちであるか伺う 

(3) 文教施設が近くにあり「ふさわしくない」ことについて（許可基準） 

建設予定地としている場所は、小川小学校区内で、子どもたちが毎日学び、生 

活している。また、小・中学校、保育園・幼稚園、北隣りには、県立水産高校の 

臨海実習施設、港小学校・焼津南小学校区にも隣接し、青少年の健全育成の視点 

から、青少年への教育環境に悪影響を与え「ふさわしくない」と考える。 

モーターボート競走法施行規則第12条にも「設置等の許可基準」として「文教 

施設および医療施設から適当な距離を有し、文教上または衛生上著しい支障をき 

たすおそれのないこと」が位置づけられている。よって、施行規則第12条の基準 

に満たされていないと認識するが教育長の見解を伺う 

(4) 地元自治会（又は町内会）の同意と反対意見をどう考えるか（設置条件） 

会下之島地域では３月に一部地元町内会内で意向調査を行い、その結果同意が 
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多数だったと聞くが1 0 0筆には及ばないようだ。一方、６月４日には、わずか10 

日間で1000筆を超す反対の陳情署名が市長へ提出された。「モーターボート競走 

法」の下の「モーターボート競走法施行規則」は「場外舟券売場の設置」を規定 

し、「国土交通省の確認を受けなければならない」としている（施行規則第８条 

１項）。そして、参考書類として自治会（又は町内会）の同意書、市長の同意書、 

または施行業者と市長の協定書を提出し、場外舟券売場設置の条件として「地元 

自治会（又は町内会）の同意」「市長の同意」「市議会が反対の議決をしないこ 

と」としている。 

ア 地元自治会の同意の範囲をどのように考えるか 

イ 市民の反対の陳情署名をどのように受けとめているか 

ウ 市長が同意する根拠となるものは何か、市長の見解を伺いたい 

(5) 場外舟券売場建設に反対し、市民憲章がめざす安全で安心なまちづくりを  

焼津市は平成10年度に解散するまで41年間静岡県６市競輪組合に加盟し、その 

配分金で教育施設等を整備してきた。しかし平成６年度から配当金がゼロとなり、 

２億1,500万円の解散金・赤字補てんを払い、６市競輪組合は解散した。今回の 

場外舟券売場では、年間18億円の売り上げの１％、年間1,800万円が市に入り、 

地元にも環境整備費の助成がされるということだが、現在、焼津市は、公営ギャ 

ンブルの収入を市財政として当てにする方針ではないと考える。 

ア 会下之島石津区画整理区域内の課題をどうとらえているか。また、防災対策・ 

地内に高台を含めた公園整備についてはどうか。今後区画整理区域内の安全・安 

心で住みよい地域をどのようにつくっていくか伺う 

イ 公営ギャンブルは焼津市の市民憲章（Ｈ20年12月11日制定）と、総合計画の将 

来都市像に相反すると考えるが、市長の見解を伺う 

 

２ 漏えいリスクの高さと被害の重大性からマイナンバー制度は中止を 

マイナンバー（共通番号）は、赤ちゃんからお年寄りの方まで住民登録をしてい 

る人全員に生涯変えられない原則の番号を付け、納税や社会保障給付などの情報を、 

国が管理し行政手続きなどで活用する仕組みである。そして今年10月に市区町村か 

ら簡易書留で番号を通知するカードが住民に届けられ、来年１月から一部運用を開 

始するとしている。 

５月30日発覚した年金情報の流出事件は、日本年金機構の情報管理のずさんが原 

因の一端であるが、どんなセキュリティーシステムを構築してもサイバー攻撃から 

絶対安全とは言えないことを示した。 

ア 事業所は来年１月以降、従業員の給与からの税・社会保険料の天引き手続きな 

どに番号を使うことが義務付けられているため、本人・配偶者・扶養家族の番号 

も勤め先に申告することが求められているが、企業側はアルバイトを含め、従業 

員の膨大な番号の厳格な管理が求められ、現在対応に苦慮されている。中小企業・ 

小規模事業所は、システムの更新や整備の費用や人的体制確保が重い負担となっ 

て、悲鳴が上がっているのではないか 

イ 市の準備作業で個人情報を扱う業務の外部委託先はどうなっているのか 

ウ 多くの人は、年に１度あるかないかの手続きであり、個人情報を他人に知られ 

ないように管理する労力に見合う利点よりも他人による番号の不正利用や個人情 
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報の流出によってもたらされる被害の方が深刻ではないか 

エ 2013年成立の対象は「税・社会保障・災害対策」に限定していたが、国会審議 

中の改定案は「メタボ検診」や「銀行預金口座」などにも使える方針である。さ 

らにマイナンバーの利用範囲を拡大することは、漏えいリスクの高さと被害の深 

刻さを認識していない。よって、マイナンバー拡大法案は取り下げ、マイナンバ 

ー制度の番号通知、利用開始の中止を国へ働きかけられたい 

 

３ ６月１日施行の改正道路交通法に対する啓発と高齢者への安全対策を 

自転車に関する道路交通法が６月１日から変わり、14歳以上の人が危険行為＝① 

信号無視②通行禁止違反③歩行者専用道徐行違反など④通行区分違反⑤路側帯の歩 

行者妨害⑥遮断機が下りた踏切への立ち入り⑦交差点での優先道路通行車の妨害な 

ど⑧交差点での右折車優先妨害など⑨環状交差点での安全進行義務違反など⑩一時 

停止違反⑪歩道での歩行者妨害⑫ブレーキのない自転車運転⑬酒酔い運転⑭携帯電 

話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなど安全運転義務違反＝の14項目。 

こうした危険行為で３年間に２回摘発されると、有料の講習（手数料5,700円）が 

義務付けられ、講習逃れは５万円以下の罰金である。警察庁は、「悪質な交通違反 

を防ぎ、重大事故を減らすため、安全運転の大切さを気づかせるのが狙い」として 

いるが、改正の内容を知らない人が多い。 

ア 特に高齢者・子どもは分かりにくい。市民向けの交通安全教室や市民への周知・ 

啓発のために回覧板で全戸配布する必要があると考えるがどうか 

イ 自転車が安全に走行できる信号機と道路整備はどうか 

ウ 高齢者の安全対策のため運転免許返還の方へ自主運行バスの無料バス券を 

 

７ 石田江利子議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長・教育長 

 

１ 子育て世代を支える施策について 

(1) 放課後児童クラブについて 

ア この程、子育支援策として、放課後児童クラブの対象年齢が「おおむね10歳未 

満」とした対象から小学６年生まで入所可能となり、受け皿が広がりました。 

今年度はすでに豊田小学区に増設があり、20クラブとなりました。 

当市の待機児童は今のところ０との事ですが、更に焼津西小学区にもう一ケ所 

増設が決まっています。増設される児童入所数の見込み、そして市内のクラブ入 

所者数について伺います 

イ 各クラブで目が行き届く範囲での入所者数と考えますが、過去に児童クラブ内 

での事故の報告はありますか又、その時の対処手順等、決まりはありますか 

ウ 児童の発熱など、急なお迎えに仕事などの理由から保護者が来ることが出来な 

い事があると思いますが、その時は児童クラブとしてどのような対応をしますか 

(2) ３世代同居・近居促進について 

ア 少子高齢化の時代に、この３世代同居・近居促進は家族で助け合える良い施策 

だと思いますが、焼津市では、この３世代同居・近居促進制度について、何か施 
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策はありますか 

イ 焼津市で取り組んでいる「若者定住支援奨励金制度」と「３世代 近居促進政 

策を併用して」を推進してはどうでしょうか 

 

２ 健康なまちづくりについて 

(1) 特定健診について 

ア 焼津市では2013年度の特定健診の受診率が32.9％と県内35市町中30位でした。 

市内の受診率を年代別で見ると、40代が12.2％で県内最下位、50代が20.4％で34 

位という結果となっています。 

県内の中でも特に受診率が低い未受診者へのその後のフォローはしていますか 

イ 特定健診について市民の皆さんへの周知はどのように行っていますか 

ウ 受診率を上げるための効果が見える具体的な施策はありますか 

(2) 健康なまちづくりについて 

ア 健康に無関心層も含め、行政任せではなく、市民が自発的に個々の健康に対し 

て取り組む必要がありますが、健康に暮らせる為の施策はありますか 

イ 今後の市の公共施設の計画に健康増進の為に、歩いて暮らせるまちづくり政策 

を推進したらどうでしょうか 

 

３ 焼津市における自然エネルギー利活用に対する取り組みについて 

焼津市の太陽光発電施設の現状と今後について 

ア 大富公民館に太陽光発電設備導入推進事業費として4,266万円の補正予算が今 

議会に提案として上程されていますが、この規模は何キロワットでしょうか 

また、公民館の電力使用量の約何％を補うのか、更に、今後どのような工程で 

進むのか伺います 

イ 大村公民館等、他の公民館の現状や今後の計画などについて伺います 

ウ 現在、当市の太陽光発電施設は何カ所あり、どのくらいの能力があるのか伺い 

ます 

エ 焼津市の公共施設における、今後の太陽光発電施設に対する計画について伺い 

ます 

 

８ 松島和久議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 災害に強いまちづくりについて 

河川の改修・浚渫など、浸水対策・治水対策について 

昨年10月の台風18号による浸水被害を受け、市民は今年は大丈夫かと、不安を 

抱えている。 

第５次焼津市総合計画の重点施策の方針に掲げられている「災害に強いまちづ 

くり」のための「国や県と連携して河川の整備を進めます」について現状と今後 

の対策を伺う 

ア 昨年10月の台風18号による八楠地区の浸水被害の原因について 
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イ 県管理の瀬戸川・朝比奈川の改修・浚渫について 

ウ 排水ポンプ車の導入の目的について 

エ 市民への避難情報の伝達手段について 

 

２ 焼津さかなセンターについて 

焼津さかなセンターの現状と今後について 

焼津さかなセンターは当市において、さかなのまち焼津を象徴する施設である。 

26年度、当市を訪れた観光客約400万人のうち約150万人が立ち寄っているが、入 

込客数はピーク時の250万人から約100万人減とダウントレンドで推移していると 

聞いている。 

本年度30周年を迎える同施設は老朽化と耐震面での不安を抱え、先日、同所で 

のリニューアルの方向が示され、地元説明会も開かれた。 

第５次総合計画後期基本計画の重点施策に「活力ある産業とまちづくり」人が 

訪れ、消費が拡大する観光の振興の為、魅力ある施設にし、リニューアルに向け 

支援するとあるが、同センターの今後について伺う 

ア 焼津市は㈱焼津水産振興センターの株主であるが、市としてどの様にかかわっ 

ているのか 

イ 現状の焼津さかなセンターの全体の売上額はどのような推移か 

ウ 来場者数減の要因とその対策はどうか 

エ リニューアルする焼津さかなセンターのコンセプトとスケジュールについては 

どうか 

 

３ 移動しやすい交通ネットワークの充実について 

焼津市地域公共交通ネットワーク再編について 

平成18年度に廃止された旧大覚寺線及び近隣の越後島地区については公共交通 

空白地帯となっている。また、以前越後島・大覚寺地区の市民から新規バス路線 

の運行について要望が出されていると聞いている。 

しかし、現在のところ運行されておりません。高齢者等の生活交通を確保する 

ためにも、交通空白地帯における移動手段の確保は必要と思う。 

今日まで実施できていないので、以下を伺います 

ア 同地区のバス路線は検討されているのか 

イ 焼津市自主運行バス路線運行について、地域住民の意見をどのように聞いて、 

それをどのように反映しているのか 

ウ 利用促進の取り組みについて  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


