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平成 27年９月焼津市議会定例会 一般質問者及び質問要旨 

 

第３日（９月 15 日） 

７ 岡田光正議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ モンゴル国代表選手の東京オリンピックレスリング競技の事前キャンプについて 

８月５日モンゴル国保健・スポーツ省スポーツ推進センターとレスリング競技代表選手の 

2020東京オリンピック事前キャンプに関する覚書の調印がなされました。本調印によりモン 

ゴル国としては当市を事前キャンプ地として認め実施することとなると思われるが今後の焼 

津市の受け入れ態勢についてどう考えどのように準備していくのか現状を伺う 

(1) 設備面について 

ア 体育館の設備面は本当に大丈夫なのか 

イ 冷房設備はどうするのか決まっているのか 

ウ 設備に関する予算規模はどの位を見積もっているか 

エ 宿泊や移動の手段等は大まかでも提案できるまでになっているのか 

(2) 交流面について 

最終的に選手団が来焼するためには国との約束よりも具体的な各種団体との調整が不可欠 

であると思われるがその中で 

ア モンゴルレスリング協会との具体的な話し合いはどのように考えているのか（時期、方 

法等） 

イ 当市のレスリング協会の協力はどの程度見込めるのか 

ウ 覚書の中の経済的貢献というのはどの範囲を考えていると思われるか 

エ この機をとらえ、モンゴル国との市民レベルでの交流、相互訪問などを行い焼津に気持 

ち良く来ていただけるようにしたいと思うがいかがか 

 

２ 自治会組織や事業のあり方・支援のあり方について 

４月末、焼津市における自治会のあり方に関する検討委員会の具申書が市長あてに出され 

ました。その内容に対してどのように対応をしていくのか、どのように考えているのかを伺 

います 

(1) 自治会の事業について 

ア 行政から自治会に依頼している事業はどのようなものがあるのか 

イ 市民参加と協働の必要性からも自治会の事業がスムーズに運営されることが大事だと思 

います。行政から依頼する事業等の見直し検討はされているのか 

ウ 行政からの支援とは具体的にはどのようなこと、もの等を考えているのか 

(2) 自治会の組織再編について 

ア 行政側は自治会の再編についてどのような考えを持っているのか 

イ 先行する地域のみならず旧焼津市内の中でも再編が必要となっている地域はないか 

ウ 行政の全面的な協力のもと、自治会の再編を推進する ことを求めるとの答申のとおり 

市が主導する形でないと不可能だと思うがいかがか 
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８ 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 固定資産税評価額の「適正な時価」とは何か 

大井川地区都市計画税は凍結を 

(1) 固定資産税評価額の「適正な時価」とは何か 

６月議会で固定資産価格の評価替えで「適正な時価」となったかをただしました。しかし 

答弁で「適正な時価」が何かがよくわかりません。 

固定資産価格の評価替えで沿岸部などの土地価格が下落し続け、それに伴い固定資産価格 

も下がった地域もありました。 

しかし実際の情況に見合った固定資産価格になったとはいえません。 

「総務省通知、地方税法に基づく国から示された標準仕様書により３ヶ所の取引事例」が参 

考にされて固定資産価格が算定されたこととなっています。 

ア 南部工区・道原・会下ノ島工区・吉永・利右衛門・飯渕の３ヶ所の取引事例の所在地 

と、その地域の標準宅地の１㎡当りの固定資産価格はどのようになっていましたか 

イ 今回の評価替えで取引事例が調査されています。 

標準宅地の土地の固定資産価格（１㎡当り）が売買価格から算定される固定資産価格 

（１㎡当り）の２倍以上のものがあれば示してください 

(2) 土地の利用価値が高められる根拠は何か 

２月議会で「応益税」としての性格は都市計画事業実施に伴い生まれるもの、つまり事業 

が行われるまでその地域の価値は向上しない、事業計画が実施された地域の利用価値が高め 

られるということになります。 

６月議会で「焼津地区・大井川地区の事業かということではなく現在の焼津市としての都 

市計画事業が行われることによってさらに市街化区域の利用価値を高めて行く」との答弁は 

明らかに矛盾します。 

現在行われている焼津市のどの都市計画事業で、大井川地区市街化区域の土地の利用価 

値は具体的にどのように高められていくのですか 

(3) 地方税法の解釈について 

また市長は都市計画税の合理性について 地方税法では市街化区域には都市計画税を賦課 

することができると規定されている。地方税法の解釈として市街化区域の一部のみを課税区 

域から除外することはできないと答弁されました。 

都市計画税を賦課「することができる」のであって、「しなければならない」ではありま 

せん。 

法の解釈として都市計画法に規定されている条件を満たしていないのであれば、その解釈 

として条件を満たすまで「凍結すること」も可能ということになります。 

市街化区域は、都市計画法第７条２項で「既に市街地を形成している区域及びおおむね10 

年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と定められていることを確認しまし 

た。 

法の解釈として「除外することができる」としたとき、どのような問題（市への損害） 

が発生するかお伺いします 

(4) 地域自治会要求と都市計画事業について 

平成26年度都市計画税支出による新たな大井川地区の都市計画事業はありません。 

平成24年２月には飯渕・利右衛門・吉永・高新田・藤守の５自治会長連盟による「都市計 

画税賦課に伴う要望書」を受け今日まで都市計画事業を含め津波対策事業の検討を進め津波 

対策施設整備及び基盤整備についても実施していると答弁されました。 
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ア 地域自治会要望書にある都市基盤事業、津波対策事業の実施内容と実施時期、現在の状 

況、各事項の現在までの費用・財源及び予算について具体的に要望書項目に沿ってお答え 

下さい 

イ この地域をどのように市街地形成を図ろうとしているのか。 

市街地形成の条件は何か、大井川地域の都市計画事業はいつまでに示されますか 

ウ 市街化区域指定解除することは可能ですか。 

可能であればどのような手続きが必要かまたそれに伴う問題点についてお答え下さい 

 

２ 焼津市の地域防災計画と「国土強靭化」モデル自治体について 

焼津市の被害想定について 

内閣官房は７月17日、災害に強い社会づくりを目指す「国土強靭化」で、全国のモデルに 

なる地域計画を策定する自治体を発表しました。 

静岡県から３市町が応募、その中に焼津市が含まれていることが新聞発表されました。 

新聞には「静岡県は今年４月、南海トラフ巨大地震などの大規模災害を想定した地域計画 

をまとめています。最悪の事態を見据え、自らの地域の脆弱性を評価した上で分野別に強靭 

化の推進方針を定めた。焼津市は地域の特性を踏まえ、地域計画の検討を進めて行く。」と 

あります。 

ア 「自らの地域の脆弱性」は何か。またそれをどのように評価し、強靭化しようとしてい 

ますか 

イ 各地域で行われている市政座談会で市長は「Ｌ２の発生確率は低くその想定は非現実 

的」と説明していますが、中央防災会議との関係で津波対策・液状化対策についてどのよ 

うに認識されていますか 

 

３ 障がいがある人も、ない人も暮らしやすい焼津市に 

住民のくらしと福祉を守る自治体の責任 

住民のくらしと福祉を守る自治体の責任として 

①障がい者も含め情報の提供、そして相談体制があること②誰もが平等の福祉・医療サー 

ビスが受けられることが求められます。 

日本政府は2014年「障がい者権利条約」を批准、11の地方自治体でも条例を制定してい 

ます。 

この条約では「あらゆる差別を禁止、障がいがある人がない人と平等に、住みたい場所 

に住み、受けたい教育を受け、地域社会におけるサービスを利用できる」よう障がい者の 

自立した生活と地域社会への包容について定められています。 

また高齢化が進む中で高齢者福祉の充実が求められています 

(1) 障がい者、高齢者への福祉政策について 

障がい者、高齢者の方へのサービスを実現して行く上で地域支援事業、ボランティアを立 

上げ等、行政として行動し支援されていると思います。 

ア 現在市に登録されている障がい者は障がい別に等級、年齢（年代）、人数はどのような 

状況でしょうか。またそこに携わる市職員の人数は。 

地域ミニデイサービスの状況は（団体、利用者数） 

イ 障がい者、高齢者に対するサービスはどのように取組まれてきて、現在どのような状況 

 にあるのか。またそれをこれからどのように進めようとしているのか、また問題点、課題 

 についてもお伺いします 

ウ 障がい者、高齢者が具体的にどのような要求、支援を求めているかどのようにして確認 

していますか 

エ 障がい者、高齢者に対する公共交通事業について 
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免許返納者含め自主運行バスの無料券の発行を 

買い物等にもタクシー料金の助成券の利用ができないか 

オ 提案（視覚障がい者の皆さんからのご意見から） 

(ｱ) お薬手帳の文字を浮き出る印刷に 

(ｲ) 市のマーク入りのエンボス加工封筒に 

市から届いた封筒であることを認識できることで大切な用件を確認できる 

(ｳ) 平時自分の障がいが周りの人たちに理解できるようなマーク（スカーフ、ビブス等） 

を用意してもらえるか 

（視覚障がい者を支えるボランティアのみなさんから） 

(ｴ) 情報提供対象者については個人情報の関係ということで、音訳媒体を作成しても対象 

者が限定、少数になってきたこと。情報（広報、文化会館情報、社協関係、図書館関係 

他）を知ってもらいたいと思っても、対象者の状況（機器を持っているか、使えるか、 

聞きたい意志があるか否か等）このような取組みがあることは、必要とするか否かは別 

にして情報発信してもらいたい 

(2) 第５次総合計画から 

ボランティアの量・質を高めるために 

第５次総合計画「自立支援体制の充実」「地域で支え合う福祉の推進」には 

・住み慣れた地域で周囲の支援を受けながら自立した生活ができるよう介護サービスを提 

供、高齢者の生活の質を高める。 

・生きがいを持てるまちづくりを進める 

・全ての国民が、障がい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」「市民の日常における隣近所のお付き合いや困っ 

た際に助け合える関係の再構築に向けた意識啓発、地域福祉活動を支援･･･ 

一方「人間関係の希薄化、福祉ニーズは複雑多様化、公的な福祉サービスの充実だけでな 

く･･･市民の主体的な活動が求められる。」とあります。 

現在のボランティアを増やし、質を高めるために今までの施策は、また今後どのような 

施策が計画されていますか。 

(3) 障がい者権利条約の焼津市条例制定を 

八王子市が制定しているように「障がいのある人もない人も共に安心して暮らせる焼津 

市」に向けて焼津市でも条例制定を求めます 

  

９ 松島和久議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 土地利用の推進と都市計画道路の整備について 

今後の土地利用と都市計画道路の整備について 

焼津市の都市計画について 

ア 現在策定が進められている焼津市都市計画マスタープランでは、どのような土地利用構 

想を考えているのか 

イ 焼津市都市計画道路の進捗状況について 

(ｱ) 都市計画道路 鰯ケ島八楠線の延伸区間である、都市計画道路 八楠坂本線の整備計 

画はどうなっているか 

(ｲ) 都市計画道路 八楠中央線と八楠越後島線の整備計画はどうなっているのか 
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２ 中小事業者のゴミについて 

自宅兼店舗など住居と事業所を兼ねている方のゴミに関して 

ゴミのリサイクル・減量は重要課題であり、焼津市で暮す方、事業していく方にとって暮 

らしやすい便利なまちになることと合わせて循環型社会をつくることが大切である。 

焼津市では事業系のゴミは家庭ごみの集積所には出せない事になっているが、事業所と生 

活の場が一体となっている場合、少量のごみの選別と処理に不便を感じている。 

近隣の静岡市は事業活動に伴って出たごみは、焼津市と同じように、許可業者に委託する 

か清掃工場に直接搬入する手段があり家庭用指定袋に入れて集積場に出すことは出来ない。 

しかし、事業ごみのうち、一般廃棄物については静岡市指定事業所用ゴミ袋で１回に10袋 

まで、自治会・町内会の許可を受ければ、集積所に出すことが出来ます。 

焼津市の事業者の皆さんや、これから転入されて来る方、焼津市で起業をされる方々にと 

ってゴミのストレスをいくらかでも解消できればと考えます。 

焼津市廃棄物対策課からの事業所向けお知らせが焼津市の全事業者に届いておらず告知方 

法の改善、周知が必要である。 

事業者向けに行政はコミュニケーション不足かとも思いますが、もう一歩、行政サービス 

を進化させていただけたらと思う。 

ア 事業者と各家庭への告知について 

イ 今後、静岡市と同様の事業ゴミの有料収集を考えていないか 

ウ 古紙回収登録団体を広げていく考えはないか 

 

10 川島 要議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

１ 高齢者が安心安全に暮らせる街づくりについて 

(1) 高齢者を守る公共交通ネットワークの再構築について 

急激な高齢化や人口減少などによって、地域公共交通の利用状況は大きく変化してきてお 

り、運営状態は年々厳しさを増しています。現在、本市における市民の生活の足となる交通 

は、焼津市が運営する「自主運行バス」、しずてつジャストラインが運営する「路線バ 

ス」が市内を走っています。市民生活に必要な通勤・通学・通院・買い物などを支える「生 

活の足」という重要な役割を担っております。しかし、利用者の高齢化や多様なニーズの変 

化により、既存のバス運行形態では利用者の要望に対応していくことが難しくなってきてい 

るのが現状です。 

去る６月９日、政府は高齢化が進む中で、お年寄りが自動車を運転しなくても便利に暮ら 

せる社会を目指し、2015年版「交通政策白書」を決定しました。高齢化や人口減少などに対 

応するため、2013年に制定された「交通政策基本法」に基づく初めての白書であります。こ 

れによると、路線バスでは2009年度から2013年度までの５年間に、採算性の悪化により6463 

㌔の路線距離が廃止され、代替交通機関もない状態であるといわれています。利用者減がサ 

ービスの低下や路線廃止につながり、さらなる利用者減を招く負の連鎖を断ち切るために、 

まちづくりと一体となった新たな交通ネットワークづくりを進めるべきと強調しています。 

現在、本市の公共交通は幅広い年代層が利用していますが、特に利用者の約半数を占めて 

いるのが高齢者です。高齢で運転免許証を返納された方、また様々な事情により運転ができ 

ない方は、必然的に何らかの交通手段を利用せざるを得ません。 

家族と同居されている方は送迎を頼める場合があるかもしれませんが、交通手段のない方 

は自力でバス停まで歩き、バスに乗らなければなりません。実はこのバス停まで歩くことが 
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高齢者には大きな負担になっています。特に病気治療中の方、足の悪い方や弱い方は体への 

負担を考え、ドア・ツー・ドアの利便性を求めてタクシーを利用しています。しかし、通院 

など外出のたびにタクシーを使えば、毎月の交通費が増えすぎて、年金で生計を立てている 

方にはとても大きな負担になり、次第に外出を控えるようになってしまいます。 

近年、地域住民のニーズに合わせたデマンド(予約)型乗合タクシーを導入している自治体 

が数カ所あります。地域の実情によって運営の形態は多少異なりますが、概ね利用者には好 

評でスタートをしています。本市においても、今後ますます市民の高齢化は進んでいきま 

す。今こそ、焼津市の新たな「地域住民の足」となる公共交通ネットワークの再構築が必要 

な時と考えますが、市の取り組みについて伺います 

(2) 高齢者を守る防犯対策について 

年々増加の一途をたどる「振り込め詐欺」による被害。静岡県警によると本年１月から７ 

月の特殊詐欺被害は1 7 4件。前年同月比48件増となっています。また被害金額は約４億1800 

万円。前年同月比約３億4900万円減となりました。手口は様々で、息子や孫をかたる手口が 

78件、還付金の返還を名目とする手口が26件と際立っていますが、中にはゆうパックやレタ 

ーパックで現金を送らせる手口もありました。 

静岡県警や日本郵便では、顧客が高額の現金を引き出したり、ゆうパックを利用したりす 

る際に声掛けを徹底し、被害防止に努めているようですが、大切なのは高齢者本人の注意力 

を高めていくことではないかと思います。ある自治体では、振り込め詐欺の前兆と思われる 

電話に注意を促す防犯グッズ「振り込め詐欺撲滅手形ポップ」を作成し、高齢者の方に配布 

しています。これは手形ポップを折り曲げて電話に貼り付けるもので、受話器を上げるとポ 

ップが起き上がり、ポップに書かれた「待った！」という文字ともに「電話番号がかわっ 

た」「カード預かります」という電話は詐欺！との言葉が目に飛び込み、はっと気付かせる 

仕組みに工夫されているものです。 

高齢者を狙った振り込め詐欺は、その手口が益々巧妙化してきており、未然に防止してい 

くためには身近な所から、細やかな対策の必要性が高まっております。 

高齢者を犯罪から守るという観点において、本市における取り組みについて伺います 

 

２ 防災力強化への取り組みについて 

近年は、地震や火山噴火、台風、大雨などに見舞われ、「災害列島」ともいえる日本の国 

土。自然災害にどう向き合い、備えるかがとても重要な課題となっています。 

現在は、日本の国土自体が非常に脆弱になっております。山が急峻で地質がもろく、世界 

のマグニチュード６以上の地震の約２割が日本に集中しており、台風の接近も多い上、雨の 

降り方も局地化、集中化、激甚化が目立ってきました。 

危機管理は本来、危険を感じたら自ら動くことが先決であります。過日は、予定されてい 

た「静岡県総合防災訓練」が大雨警報の発令により、やむなく中止になってしまいました 

が、こうした防災訓練の積み重ねが「いざという時の備え」として自らの体に刻まれていき 

ます。市民一人一人が自分自身の災害に向けた意識チェックをしていくことが大切です。ま 

た、家庭・電車・職場・学校など何処にいても、災害時にはどこに、どうやって逃げるかを 

具体的に考えてみることが、重要な防災訓練になると思います。 

ある自治体では、災害発生時の対処方法などをまとめた「防災ブック」を作製して、全世 

帯に配布しています。コンパクトなＢ６サイズの冊子に作り、地震発生から避難、そして生 

活再建までの流れに沿って、すべきことをイラスト入りで紹介し、さらに食料品の備蓄や避 

難訓練など日頃の取り組みを促す項目では、「今やろう！」と記したマークを付けて、すぐ 

に実践できるよう目立たせたりして作られています。 

日頃から、各家庭において何をやっておくのか、いざという時にまず何をどうするのかな 

どを具体的に理解できるこうした冊子があれば、それを見ながら家族で話し合ったりするキ 
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ッカケ作りにもなりますし、市民一人一人の防災意識の向上にもつながっていくと思いま 

す。 

本市にとって、個人レベルまで防災意識をいかに定着させていくのかは重要課題の一つで 

あると思いますが、市の取り組みについて伺います 

 

11 池谷和正議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

１ これからの防災対策について 

(1) 大井川港の津波対策として計画されている胸壁の事業について 

実際何時ごろから工事が進められる計画なのか伺う又、事業完了予定は何時ごろなのか 

(2) 市内海岸線の防潮堤の計画について進捗はどうなのか 

防潮堤事業について何らかの動きはあったのか伺う。又、今後早急に事業化にむけた取組 

はあるのか 

 

２ 商業振興と防災・新たな取組について 

商業振興と防災対策のコラボに見られる新たな情報発信の取組について 

ア 長期的な地区内商店の発展を見据えて若中年層の顧客を取り組む目的と、地震・津波が 

心配される地域として住民や観光客に最寄りの防災施設へ案内をするとした二つの目的を 

一つにまとめたスマートフォンのアプリを大井川商工会が中心となり企画・開発されてい 

ます。 

このような取組を市としてはサポートなど連携し取組むことが大事だと思うが、どの様 

に考えるか伺う 

イ 今後、市内の各種団体との情報発信についての連携はどのように考えているのか伺う 

 

３ 若者が思う定住促進対策と焼津の現状について 

定住促進事業が計画や事業化されていくなか、今後の新たな取組について 

ア 焼津市では本年度から「若者世帯定住支援奨励金制度（ゲットやいづ2 3 0）」が開始さ 

れ４月６日には市長など市職員20人で駅など市内各地にて県内トップクラスの助成額を誇 

る同制度をPRされた。 

さまざまな取組がなされている中、現状どのような反応があったのか現時点での状況を 

伺う 

イ これまでの取り組みの成果はどうなのか伺う 

ウ 事業を進めてみて、今の若者達が何を求めているのか把握しているか伺う 

 

12 鈴木浩己議員（質問方式 一問一答） 

  答弁を求める者 市長、教育長 

 

１ コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の導入について 

教育再生実行会議（安倍内閣において教育提言を行う諮問機関）において、本年７月に第８次 

提言が発表され、第６次提言に引き続いて、「コミュニティ・スクールを核とした地域とと 

もにある学校づくりの推進」が盛り込まれている。コミュニティ・スクールとは、学校と保 

護者や地域住民がともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させ、一緒に協働しながら 

子どもたちの豊かな成長を支える「地域とともにある学校づくり」を進める仕組みである。 
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総務文教常任委員会で、新潟県上越市のコミュニティ・スクール事業を視察したが、学校 

だけでは解決できない問題を保護者や地域住民が率先して取り組み、学校の課題解決のほ 

か、地域の活性化に学校が核となって取り組む事例も見受けられた。今後、全ての公立学校 

にコミュニティ・スクールの導入を目指すとある現状を踏まえ、本市の取り組みを伺う。 

(1) 本市は現在、「学校評議員制度」を取り入れているが、その現状と課題について 

(2) 本市における「学校評議員制度」と、コミュニティ・スクールにおける「学校運営協議会 

制度」の違いについて 

(3) コミュニティ・スクールの導入に向けての今後の取り組みについて 

 

２ 新電力の電力調達でコスト削減の取り組みについて 

電気事業法改正により段階的に電力の自由化が進められ、既存の電力会社とは別の新しい 

電力発電会社が、契約電力5 0 k w以上の需要家に対して、電力を供給できるようになってい 

る。また、来年４月からは一般家庭などの小規模需要家部門にも開放され、電気の完全自由 

化がされる。先進自治体において、公共施設などを新電力からの電力調達により電気料金の 

削減に一定の効果を上げているが、本市はどのように考えているか？ 

(1) 市庁舎、分庁舎、病院など市有公共施設の電気使用量及び電気料金の支出の現状について 

(2) 新電力への電力調達による施設管理費の削減について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


