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平成28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16日） 

１ 松本修藏議員（質問方式 一括） 

答弁を求める者 市長 

 

１ 今後の市政運営について 

市長選挙の日程が決定したが、市長のお考えをおききしたい 

 

２ 市長戦略会議の設置について 

(1) 設置目的は何か 

(2) どの様な課題を協議しているか 

 

２ 杉﨑辰行議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

実効性かつ効果が高い防災・災害対策とまちづくりについて 

―各大災害の教訓から学ぶ― 

(1) 災害教訓とその対策について 

防災・災害対策関連法は、基本法関係、震災対策関係、火山対策関係、 予防関 

係、応急対策関係、災害復旧及び財政金融措置、阪神・淡路大震災関係、台風関 

係、原子力施設対策関係と９項目で53の法がある。今後も、異常気象災害関連など 

を含み、法は増えていくと考える。これは、国民のために広い意味での安全確保を 

成す必要があるからである。 

最近、日本列島では、大きな災害が頻繁に起こり始め、地震や火山に関しては、 

日本全体が活動期に入っているという声もある。いずれにしろ、最近の自然災害は 

想定をはるかに超えて、大きな被害を出していることは事実である。 

このうち地震関連では国が平成25年３月に「大規模地震・津波対策の基本スタン 

ス」を、東日本大震災の教訓、被害想定の位置付け、対策の考え方について、大臣 

記者会見の資料として配布している。要は想定外を避けるために、「あらゆる可能 

性を想定した最大クラスの地震・津波」を想定した対策をとれということと解釈す 

る。 

そこで、市民の安全のために、事実に基づいた正しい情報による実効性のある対 

策を望んで質問する。 

ア 北村教授と焼津市の契約により行った調査で、「海底地すべりの痕跡」が見つ 

かったことに対しての対策は何か伺う 

イ 海上保安庁による海底地殻変動観測により「南海トラフ巨大地震の想定震源域 

で、海底の詳細な動きを捉えた」と発表されたことへの対応は何か、これをどう 

捉えるか市長の考えを伺う 

ウ 熊本地震からの教訓は何か伺う 

エ 焼津市の過去の災害記録とそこからの教訓について、文書化し保存と広報をし 
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ているか伺う 

(2) 防災・災害を考慮した市の役割とまちづくりについて 

ア 災害時の対策本部は、関係者が即参集でき即機能できることが条件であるが、 

その指揮の下すぐに動ける職員なども同所にいる必要から、庁舎内に設置するの 

が最良だと考えるが市長の考えを伺う 

イ 市役所庁舎と市職員は災害時にはどのような役割を果たすべきと考えているの 

か市長の考えを伺う 

ウ 防災対策とは、それぞれの地域ごとに相応しいものでなくてはならず、それを 

考慮してのまちづくりとしなくてはならないが、市全体のまちづくり構想につい 

て伺う 

エ まちづくりの中で、防災教育も含みソフト面ではどのような構想を持っている 

か伺う 

 

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 熊本地震と「南海トラフ周辺のひずみの分布図」の課題～新庁舎建設候補地は現在 

の分庁舎方式を含め、概ね4,000人の市民アンケートを 

(1) 熊本地震の家屋倒壊被害と「南海トラフ周辺のひずみの分布図」と市民の意見 

４月14日から続く熊本地震は家屋倒壊が凄まじく、多くの屋外生活の避難者を生 

み出し、現地では今なお過酷な避難生活が余儀なくされている。本市の地震の際、 

木造住宅の倒壊が心配される。また５月24日には、海上保安庁が「南海トラフ周辺 

のひずみの分布図」を発表した。これにより四国や東海の沖合などで特にひずみが 

高まっていることが明らかになった。 

ア 本市のＴＯＵＫＡＩ―０（ゼロ）、Ｓ56年以前の木造住宅における耐震補強の 

実施状況はどうか。 

耐震補強工事未実施世帯をゼロにしていくため、袋井市のように木造住宅の耐 

震補強工事補助の増額が必要ではないか 

イ「南海トラフ周辺のひずみの分布図」の調査により地震の起こり方・被害想定・ 

津波対策等、新庁舎建設候補地と地震・津波対策への影響はどうか 

ウ 市長は昨年11月に新庁舎建設候補地を現在地と提案し、市民説明会・２月議会 

の採択を経て、新年度から「基本計画策定」作業へ進めることを決めたが、ア、 

イを含めその後市民からの意見をどう受けとめているか 

(2) ワンストップサービスを取り入れ、まだまだ使用できる分庁舎方式を選択肢に 

現在の分庁舎方式は、本庁舎は15年、アトレ庁舎20年、大井川庁舎はまだ30年 

も使える。「商店街にとって重要」「１階なので障害者は行きやすい」「大井川 

地域の拠点」と、それぞれの庁舎の存在意義は大きく、使えるのにもったいな 

い。 

また、地震の際には職員の初動体制に貢献できる。一方、転入者の手続きなど 

は、あちこちの庁舎へ行き手続きしなければならない不都合があるが、長岡市の 

ように一カ所で手続きができるよう、職員が出向く「ワンストップサービス」を 
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実施すれば解決できる。以上の事から、分庁舎方式も選択肢の１つとして再考し 

ていただきたい 

(3) 住民合意を図るための概ね4,000人の市民アンケート調査を 

住民合意について、市長は５会場の市民説明会におけるアンケートでは73％が 

理解・おおむね理解と回答したことをあげているが、しかし73％のアンケートは 

399名分で、現在地の賛否も問うものではない。 

よって、現段階では人口比を考慮し、中学校単位別に無作為に抽出した、概ね 

4,000人市民アンケート調査を行い、住民合意を図る手立てを求めたい 

 

２ 高い国保税引き下げの決断を～2018年度国民健康保険都道府県化問題について 

2013年12月５日、自・公政権は2025年度問題（高齢化のピークから介護・医療の増 

大）から医療・社会保障を抑制・削減するために「プログラム法（持続可能な社会保 

障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律）」を成立させ、その中で「国保 

の運営業務を、財政運営を含め都道府県が担う」ことを組み込んだ。2015年５月27日 

にはプログラム法の具体化として「医療改革関連法（持続可能な医療保険制度を構築 

するための国民健康保険等の一部を改正する法律）」を成立させ、「国民健康保険の 

安定化国保を都道府県化」と明記した。2015年６月30日政府の「骨太方針（経済財政 

運営と改革の基本方針）」には社会保障の伸びを自然増も含め5,000億円抑えること 

を位置づけていた。こうした経過と背景によって2018年度より保険者は都道府県（財 

政運営）と市町村（実務）が行うとして、静岡県は2010年からすでに準備を進め、 

2015年３月には４回目の改訂版「静岡県国民健康保険広域化等支援方針」が策定され 

ている。 

(1) 県の市町ごとの標準保険料率と市の国保税率の決定について 

県は市町ごとの標準保険料の算定を定めて示し、市町はそれを参考に保険料率 

を決定するとしているが国保税は安くなるのか。また県へ「国保事業費納付金」 

を100％納付するため市町の決定権は保たれるのか。 

なお本市は「国保税」であるが「国保料」になるのか 

(2) 焼津市国民健康保険事業特別会計について 

県が財政運営の責任主体となり、国民健康保険特別会計を新たに設置すると、 

市の国民健康保険特別会計はなくなり、民生費の一部に組み込まれてしまうので 

はないか。今でも保健事業は健康増進課、滞納対策は収納対策課・納税促進課と 

なっており、国保特別会計はバラバラにされてしまった。 

こうした状況でしっかり国保税率決定のための分析はできるのか 

(3) 収納対策と滞納対策を強化する国の財政支援について 

「収納対策の共同実施」が検討されているが、本市は現在、保険年金課ではな 

く収納対策課・納税促進課が滞納対策をおこなっている。もとに戻るのか。ま 

た、厚労省は3,400億円の財政支援で１人１万円の財政効果があると強調してい 

るが、本市の状況はどうか。2018年度からは毎年1,700億円の財政支援が継続さ 

れるが、半分は国の財政調整交付金に組み入れられ、半分は「保険者努力支援制 

度」を新設（2016年度から前倒し）して、医療費適正化や保険料収納等に努力し 

た市町に配分されるとしている。 

収納率アップのために滞納対策の「差し押さえ」を後押しするものではないか 
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(4) 保健事業について 

特定健診や特定保健指導の受診率向上対策の実施など保健事業についても「広 

域実施」が検討されているが、自己負担額の統一化で値上げすることはないか。 

また広域化で受診率は上がるのか 

(5) 一般会計法定外繰り入れの継続等について 

一般会計法定外繰り入れの継続・国保税の徴収・条例減免・保険給付に関する 

事務の統一・標準化が検討されるが、市町の独自性は保たれるのか 

(6) パブリックコメント・県の国保運営協議会委員の公募等について 

今年度後半には県の国保運営協議会の条例制定が行われ、年度末に設置される 

とのことだが、パブリックコメントの実施や県の国保運営協議会委員は公選・公 

募とし協議会の広聴をすべきではないか 

(7) 国保税の引き下げの決断を 

都道府県に移行する前に均等割を引下げ、介護保険支援金の資産割撤廃の決断 

    を 

 

３ 国の小中学校35人学級法制化・「静岡式35人学級編制」の下限設定（１学年75人 

以上・１学級25人以上）の見直しを求め、焼津市独自でも少人数学級の実施を 

少人数学級は、保護者・教育関係者・国民市民の長年にわたる教育要求で、欧米で 

は１学級30人以下が当たり前となっている。子どもたちひとり一人にきめ細かく対応 

できる少人数学級の実現・拡大について、私も父母や先生方、地域の皆さんと共に 

国・県・市に求めてきた。 

国は2011年、小学１年生の１クラスの児童数を40人から35人へと、ようやく小１の 

35人学級が実現し、2012年度からは小学２年生へ拡大された。しかし今年度の２年生 

分は法定化せず予算措置している。 

静岡県は、国が実施しない学年について、2004年度から中学１年生支援プログラム 

として35人学級を開始し、その後学年を広げ2013年度からは小学３年生から中学３年 

生まで拡大した。同時に加配の先生が配置できる40人学級も選択とし、25人～30人程 

度の学級規模が適正として１学年75人以上・１クラス下限25人を条件としている。 

しかし、現在学校をとりまく環境が複雑になるなか、特に先生方が子どもの指導に 

専念できる環境が必要と考える。業務が増え続け、「過労死ラインで働いても授業準 

備や子どもと接する時間がとれない」という深刻な状態で苦しんでいる。 

一方、都道府県は正規採用を手控え、非正規の先生への依存度が強まっている。先 

生方の「超多忙化」「非正規化」の解消は切実であり、下限設定を見直し、正規職員 

を増やすことが求められている。子どもたちは未来の希望であり、小・中学校全てに 

おいて、実態に合わせた少人数学級が実施出来るようにすべきと考える。 

(1) 国は35人学級を法制化し段階的に拡大を 

国の制度として小・中学校を35人学級とし、年次計画で段階的に拡大できるよ 

う法制化を国へ働きかけられたい 

(2) 静岡式35人学級編制の下限見直しを 

ア 本市における静岡式の活用状況はどうか。 

イ 静岡式の下限設定１学年75人以上、１クラスの下限25人という条件について撤 

廃を働きかけられたい 
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(3) 実態に合わせ焼津市独自に少人数学級の導入を 

ア 国と県にあてはまらない学校・学年についてどう考えるか 

イ 実態に合わせて、焼津市独自で少人数学級の導入を 

 

４ 村松幸昌議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長・教育長 

 

１ 「焼津市防災基本条例」の制定について 

(1) 熊本地震から何を学ぶかについて 

ア 熊本地震を現時点でどのように捉えたか 

(ｱ) 応急についての評価を伺う 

(ｲ) 復旧・復興についての評価を伺う 

イ 熊本地震から判ったこと 

(ｱ) 地域防災計画機能の実態について伺う 

(ｲ) 公助における初期対応について 

(2) 自助・共助・公助について 

ア 自助の範囲と必要性の啓発方法について伺う 

イ 共助をどの範囲までと考えるかについて伺う 

ウ 防災活動での公助の限界の認識について伺う 

エ 市民・事業者・市の責務をどのように考えるか伺う 

(3) 「焼津市防災基本条例」制定について 

ア 「防災基本条例」制定の認識について伺う 

イ 県内での条例制定済の自治体の状況等について伺う 

ウ 焼津市として同条例の制定についての方向性について伺う 

 

２ やいづ型コミュニティ・スクールについて 

(1) 学校運営と地域との連携について 

ア 学校運営の現状から地域の人々や保護者等の参画を得ているのか伺う 

イ 学校運営に関する地域等からの意見の取り扱いについて伺う 

(2) 「地域の子供」としての児童・生徒の育成について 

ア 「地域の子供」は学校・保護者と地域コミュニティ等との両輪で育てるものと 

考えるが現状を伺う 

イ 現状からの課題は何か伺う 

(3) やいづ型コミュニティ・スクールの設置について 

ア 学校運営協議会の設置に関する調査研究の状況を伺う 

イ アについて、校長会等での検討は行われているのか伺う 

ウ 保護者・地域住民の学校運営への今以上の関与の在り方について伺う 

エ やいづ型コミュニティ・スクールの設置について焼津市の方向を伺う 
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５ 青島悦世議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

焼津市新庁舎建設現在地への建て替えについて 

(1) 焼津市内全域の市民の皆様の「安心・安全」は今よりも向上するのか 

ア ２月議会での一般質問中「防災対策面での配慮として、有識者のアドバイス」 

は市民会議案の中で、庁舎を現在地で建設する場合には万が一に備えた対策も必 

要だということで提言をいただいている。現在地の場合は、概算事業費は５％の 

附帯の設備費等々で見ている。このことについて今後の検討になるものと答弁さ 

れています。進められていますか 

イ 延焼火災について「あの地域は準防火地域になっておりますので、防火機能を 

すでに持っている。」「一般的な意味の防火」と答弁され、なお「庁舎位置の問 

題ですので、あまり火災等々は大きな影響はないというふうに考えている。」こ 

の考え方でよいのか再度伺います 

(2) 北村教授ボーリング調査の結果を踏まえて、市長はどのような検討をされたか 

2016年５月２日- 焼津市で過去に起きた津波被害の実態を調べていた静岡大の 

北村晃寿教授と焼津市は、過去に焼津市沿岸部で海沿いの陸地が海底に沈み込む 

「海底地滑り」が起きた可能性が高いとする調査結果を公表した。 

この結果について市長の見解を伺います 

(3) 海上保安庁が調査された「南海トラフ」ひずみが蓄積されている。この報道につ 

いて市長の見解を伺う 

５月24日(火)南海トラフ巨大地震の震源想定域で「ひずみ 」という地震を引 

き起こす力が広い範囲で蓄積されていることが海上保安庁の調査で初めてわかっ 

た。海上保安庁は2006年以降、静岡沖から宮崎沖の南海トラフ巨大地震の震源想 

定域内の15地点で、海底の地盤の変動について観測しその結果を発表した。市長 

の見解を伺います 

(4) 建設地選択理由、地震津波に係る資料等広報などで市民に発信してきていますが 

上記(2)・(3)についても市長の考えを市民の皆さんに披瀝する考えはないか 

新たな知見が出てきている中で新庁舎を現在地とする市長の考えを進めるにあ 

たり、不安を払拭するための発信が必要ではないか 

(5) 庁舎建設地について市民の声に耳を傾ける意向はないか 

「新庁舎建設地の見直しを求める市民の会」が４月28日に2,300を超える署名 

をいただき、市長あてに提出されたということです。その後において、私自身も 

市民の皆様のこの行動に賛同するもので、大井川地域だけでなく広い地域から「 

変だよな」の声を聴く中で行動を共にする一人です。第２弾３弾と続けて活動し 

ていく市民の会の皆さんです。 

また、大井川地域では自治会長が主体となり市に要望書を提出し、現在、大井 

川地区全域で署名活動が展開されています。このように市民の皆さんが多大なエ 

ネルギーで行動しなければならないことは昨年末から今年１月の市民説明会が市 

民の皆さんの声に十分耳を傾けていなかったことに他ならないと思います。今後 

の中で市民の皆さんの声に耳を傾ける意向はないか伺います 
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(6) 庁舎が現在地から移転すれば「焼津がばらばらになってしまう」この真意を再度 

伺うとともに、まちづくりについて市長の考えをお聞きします。 

ピンセットで一つ一つ丁寧に開発、起業をやりながら新しい時代を改めてつく 

っていく時代の節目ですので、若者の競争を含めて、福祉大学のサテライトのと 

ころをつくって、ピンポイントでまず一つ、それからもう一つと、それをだんだ 

ん面にしていくような形で、皆さんがたくさん来ていただけるような形で思って 

います。また、まちづくり、安心・安全、健全財政のバランスを見て、一番いい 

ところはここだということで判断しての現在地への建て替えということだと答弁 

されています。また、同僚議員の質問に対しての答弁ですが、庁舎が現在地から 

移転すれば「焼津がばらばらになってしまう、壊れてしまう」この真意を再度伺 

います 

 

６ 川島 要議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長・教育長 

 

１ 地域で取り組む自殺防止対策について 

本年の３月22日、「改正自殺対策基本法」が衆議院本会議において、全会一致で 

可決、成立し、４月１日より施行されました。これまでの現行の「自殺対策基本 

法」は、2006年に成立、施行されてきましたが、国にだけ自殺対策の大綱づくりを 

求めて、各自治体の取り組みは自主性に委ねられてきたため、地域によって対応に 

温度差が生じていました。 

今回の改正では、国だけに課していた自殺対策計画の策定を、すべての自治体に 

義務づけをし、自治体で自殺者の年代や性別、職業といった傾向を分析し、地域の 

実情に応じた対策計画を作ることになりました。さらに、若者の自殺予防に向けて 

は、学校と保護者、地域の三者協力体制を一層強化するように促しています。 

また、政府は対策に掛かる経費を交付金で支援します。さらに分析の基となるデ 

ータの提供や先進事例の紹介といった情報面でも、自治体をバックアップする体制 

を整えていくことになりました。 

日本国内の自殺者数は、1998年から 14年連続で３万人を超えていました。しか 

し、2006年に自殺対策基本法が成立してからは「自殺は防げる」との理解が広が 

り、様々な対策が進展していったため、 2010年からは減少に転じていき、昨年の 

2015年には２万4,025人（暫定値）となり、18年ぶりに２万５千人を下回る結果と 

なった。 

しかし依然として、毎日66人が自殺で命を亡くしている現実があります。 

人口10万人当たりの自殺者数を示す自殺率では、日本はアメリカの２倍近くにな 

り、イギリスの３倍以上で、先進７か国では最悪の水準となっています。 

また、若者の自殺も深刻で、15歳～39歳の死因の第一位に自殺が挙げられるのも 

先進７か国では日本だけであり、非常事態であることに変わりはありません。 

今後は、自殺対策の主役は地方自治体が担っていくことになります。悩みを抱え 

た人が、速やかに問題を解決していける地域社会を作ることが重要となります。 

その意味で自殺対策は、地域づくりと同じであり、生きることの包括的な支援の 
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構築であると思います。ただ、自治体が出来る対策には、どうしても限界がありま 

す。だからこそ、協力機関とのネットワークを強化しながら、民間団体の力、地域 

の力とともに対応をしていくことが求められます。 

４月１日の施行からすでに２か月が経過。 

「改正自殺対策基本法」に基づく、本市における自殺対策への取り組みについて 

市長の考えを伺います 

 

２ 中学の部活動指導に民間委託を導入して、新たな指導体制の試みを。 

「世界一多忙」と言われる日本の教員にとって、部活動は大きな負担となってい 

ます。 

中学校教員の勤務状況を国際比較した、2013年の経済協力開発機構（OECD）の調 

査では、日本の教員の１週間の仕事時間は53.9時間で、参加34か国・地域の中で最 

長でした。特に、部活動などの課外指導の時間が7.7時間で、他国よりも圧倒的に 

長いことが一因でした。 

また、教員がこれまで支えてきた中学校の部活動の基盤が危うくなっています。 

日本体育協会が2014年に全国の中学校の運動部の指導体制を調べると、45.9％が 

競技歴がなく、保健体育の担当でもない教員が部活の顧問をしている実態が明らか 

になりました。そして、このうちの約４割の教員が、部活動の一番の課題として自 

らの指導力不足を挙げていました。顧問となった教員も悩んでいるのです。 

同協会の担当者は「競技歴が無くても、熱心に勉強する先生はいるが、この調査 

からは競技力向上の面で心もとない現状が見て取れる」と指摘しています。 

東京都の杉並区では、2013年度から希望校を対象に、土日に限って運動部の指導 

を民間事業者に委託する試みを始めました。顧問の教員を休日の部活動業務から開 

放するのが狙いで、翌2014年度は区内の11校で23部活が利用しました。 

杉並区教育委員会が、対象校の管理職や部活顧問にアンケート調査で負担軽減効 

果を尋ねたところ、「かなり軽減が図られた」「図られた」という回答が93％に達 

したことがわかりました。さらに、「男女共に大会で入賞が出来た」と競技力向上 

を喜ぶ声まであったようでした。 

民間委託を拡大していく上での課題として、委託費用の財源確保であります。 

大阪市では、昨年度から８校８部活で民間委託をスタートしました。2017年度ま 

では継続させ、効果が確認できれば、対象校を広げることも検討しているようで 

す。 

現在、大阪市には2,500部が活躍中です。８校の民間委託費用は年間約2,500万円 

なので、仮に部活動の10％を民間事業者に委託した場合、年間に数億円規模の予算 

が必要になります。大阪市教育委員会の担当者は「国からの予算措置がなく、市が 

全額負担している。財源の確保が今後の課題となる可能性がある。」と説明してい 

ます。 

日本のスポーツや文化活動の視野を支えてきた中学校の部活動は、教員の多忙化 

や顧問の専門性不足など厳しい課題に直面しています。部活動の民間委託がその打 

開策として効果を出していくことを期待するところです。 

本市においても中学校教員の多忙さは、共通の課題であります。 

焼津市内の中学校で、部活動に民間委託を希望する学校に導入を試みてはどうか 
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と考えますが、市の考えを伺います 

 

３ プレミアム付き商品券の評価と新たな消費拡大事業について 

プレミアム付き商品券は、国の2014年度の補正予算に計上された「地方創生のため 

の交付金」を活用したもので、昨年３月以降、全国各地で発行されました。交付金は 

プレミアム付き商品券の割増分などに充てられ、内閣府によると、市区町村全体の 

98.5％に当たる1,716市区町村に配分されました。 地域の消費拡大を促す効果を発揮 

しました。 

このうち、政令指定都市では、京都、千葉を除く18市が成果を既に発表。 

いずれも、商品券購入者に対するアンケートをもとに、①普段の買い物が商品券で 

支払われた総額②商品券の入手がきっかけとなった商品・サービスの購入総額（商品 

券支払い分と現金による追加支払い分の合計）を算出しました。 

割増分が呼び水となって新たに消費が拡大した額（消費喚起額）に当たる②は、各 

市とも割増分を超えました。特に、熊本市の消費喚起額は割増分の4.4倍に上り、北九 

州市（3.9倍）、名古屋市（3.5倍）、札幌市（3.3倍）でも成果が顕著でした。 

事業所を調査した市によれば、売り上げ増加に「効果があった」との回答は、神戸 

市の52.2％、横浜市で51％に上りました。 

特に神戸市では、商店街での販促イベントの開催などを支援する事業も行い、「商 

店街会員同士の連携・協力意識の向上につながった」との声も上がっています。 

また、中小店舗のみで使える専用券を組み合わせて発売した市区町村も多くみられ、 

さいたま市では前回の2010年に発行した際に、利用額全体の16％に留まっていた中小 

店舗での利用率が、今回は38％に伸び、「中小店舗へ誘導する効果があった。」と清 

水隼人さいたま市長も評価されています。 

政令市において公表されている成果は、おおむね高評価のようですが、焼津市の成 

果について伺います。 

(1) 利用状況をどう分析し、評価しますか 

(2) 消費喚起の効果はありましたか 

(3) 今後、第２弾のプレミアム付き商品券の販売事業の計画について 

 

７ 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 市民の生命を守る対策について 

４月に発生した熊本地震をはじめ、近年の自然災害や安心安全を脅かす事件や事故 

が増加しており、市民の生命を守る対策として更なる安全・安心な環境づくりが求め 

られているが、本市の取り組みを伺う 

(1) 地震・津波対策について 

ア 本市の耐震化（住宅、多数の者が利用する特定建築物）の現状と目標について 

イ 住宅の耐震化の課題と今後の取り組みについて 

ウ 家具等の転倒・落下防止対策について 

エ 危険なブロック塀対策について 



10 

 

オ 体験型防災教育（災害体験・訓練）の施設整備について 

カ 津波避難対策について 

(2) 交通事故対策について 

ア 高齢者（運転者・歩行者・自転車利用者）交通事故防止対策について 

イ 高校生自転車通学の安全対策と保険加入促進について 

ウ 通学路の安全対策について 

エ 今後整備が予定されているラウンドアバウトの検討状況と課題について 

(3) 救命率向上対策について 

ア 市内（公共施設・民間）のAED設置状況について 

イ 学校等教育施設のAED屋外設置について 

ウ 24時間営業のコンビニへのAED設置について 

エ 子ども救命士育成について 

 

２ ＩＣＴの利活用と地方創生について 

現在、少子高齢・人口減少の局面に入り、本市においては焼津未来創生総合戦略を 

策定し、焼津に「しごと」をつくり、「ひと」 を呼び込み、それを支える「まち」 

につながる社会環境づくりとして、各施策を実行している。先進地では、ＩＣＴを課 

題解決のツールとして、地方創生に資する好循環に向けた取り組みをしている自治体 

もある。本市の取り組みについて伺う 

(1) 公衆無線ＬＡＮ環境整備の現状と今後の取り組みについて 

(2) ＩＣＴ利活用による新たな行政サービスについて 

(3) 自治体クラウド化への取り組みについて 

 

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 海と生きるまち、焼津の防災について 

焼津市の津波対策、観光産業における危機管理、福祉避難所の訓練、地域資源を生 

かした避難所船構想など、海と生きるまち焼津ならではの防災の充実を求めて伺いま 

  す 

(1) 津波対策の今後について 

ア 現在地に庁舎を建設する場合庁舎はどのような津波対策が必要か 

イ 今後どのような計画で焼津漁港の津波対策施設を整備していくのか 

ウ 県の「津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定」提案にどのように 

対応するのか 

(2) 観光産業と防災について 

ア 観光事業者ごとのBCP（事業継続計画）の取組状況はどうか 

イ 市として今後主要産業として期待される観光産業を守り競争力を高めるために 

も「観光危機管理計画」を策定すべきではないか 

(3) 福祉避難所について 

ア 熊本地震では福祉避難所が機能しきれない課題が浮き彫りになった。災害関連 
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死を防ぐためにも、福祉避難所としての訓練は急務である。今後どのようにすす 

めていくのか 

イ 発災時に民間船を福祉や医療の避難所として活用する構想があり、国土強靭化 

の事例としても取り上げられている。焼津ならではの地域資源を活用した防災と 

して「避難所船」構想を検討すべきではないか 

 

２ 子どもを守るための、施策・情報発信・体制について 

子どもを取り巻く環境は、事故や病気による死亡、問題行動・不登校・いじめ・体 

罰・貧困への対策、日本語教育の充実など、行政が取り組むべき課題が山積していま 

す。子どもたちを守るための施策にいっそう力を入れていくよう求めて伺います 

(1) 15歳未満の子どもの死亡の原因と対策について 

日本小児科学会の調査では15歳未満の子どもの死亡の約３割が防げた可能性が 

あったと報告している。子どものいのちを守るために、市はどのように現状を把 

握し、対策しているか 

(2) 児童生徒の問題行動・不登校・いじめ・体罰について 

ア 市はどのように調査しているのか 

イ 調査データを、どのように分析し、対応しているのか 

ウ 社会全体で子どもを守り育てていくためには課題を把握することが不可欠であ 

るが、貴重なそれら一連の情報はどのように公開されているのか 

(3) 貧困対策について 

ア 就学援助制度の利用状況はどうか 

イ 必要なところに支援が届くように、どのように対策しているか 

(4) 日本語教育について 

ア 外国にルーツをもつ児童生徒に対し、４月から支援員を増強して取り組んでい 

る。支援員はどのような活動をしているのか 

イ 支援員のスキルを高めるための研修や、支援に必要な教材の購入、先進市への 

視察など、そのために必要な予算を確保して実施すべきではないか 

ウ 地域全体で連携して取り組むために、支援員や市民団体、当事者保護者を含め 

た協議の場を立ち上げることが急務ではないか 

エ 文部科学省でも有識者会議の報告を受けて、次年度にむけて具体的な事業計画 

を検討し予算要求してくという国の動きがある。外国人施策に対する動きを把握 

することは重要であるため、市としても早急に外国人集住都市会議に参加するな 

どし情報収集すべきではないか 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


