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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３日（６月 17 日） 

９ 石田江利子議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 焼津市におけるペットの災害対策について 

災害時のペット同行避難について 

熊本地震から２ヵ月が経ちましたが、ライフラインの復旧などの影響で、今もな 

お避難所生活を強いられている方々がいます。今回の熊本地震は南海トラフ巨大地 

震に備える当市にとっても改めて地域の実情に即した対策の必要性を感じる事とな 

りました。そして、災害時のペットの対策も見過ごすことができません。2010年の 

内閣府の調査によると、日本でペットを飼う人の割合は全人口の34.3％に達し、多 

くの飼い主はペットは家族の一員という認識を持っています。平成23年に起きた東 

日本大震災では災害時のペットの対策、ペットの避難に関する取り決めがなかった 

ために、飼い主、自治体の対応が混乱しました。その経験を教訓として平成25年に 

は災害時におけるペットの救護対策ガイドラインが作成され、静岡県でも「災害時 

における愛玩動物対策行動指針」を策定しています 

ア 当市では災害時のペットの同行避難についてどのように考えているか伺います 

イ ペットの同行避難について、市民に何らかの周知を行っているか伺います 

ウ 周知を行っている場合、市民にどのような方法で行われていますでしょうか？ 

また、十分に周知が行われているのか伺います 

エ ペットの同行避難に関して、市としてどのような取り組みを行っているか伺い 

ます 

オ 今後、焼津市でも防災訓練でペットの同行避難訓練を実施する計画があるか教 

えてください  

 

２ 生活困窮者の自立支援を進めるために 

生活困窮者自立支援制度について 

昨年４月から生活困窮者自立支援法が施行され、この法律により生活困窮者の自 

立支援に取り組む事となり、当市でも生活困窮自立支援制度の運用が始まりました。 

日本では平均的な水準の半分以下の相対的貧困と呼ばれる層が16.1％に達し、貧困 

が支え合いやがんばりにつながるのではなく、逆に孤立やあきらめを生み、ますま 

す貧困から脱却できなくなるという悪循環が生まれています。急に家族の介護が必 

要になり、所得が減り、自分自身もストレスで参ってしまうというような複数の要 

因が連鎖し、生活困窮につながる可能性があります。これまでは生活が困窮したと 

きにたよることができるのは生活保護制度しかありませんでしたが、この生活困窮 

自立支援制度は支援の手が届かなかった人に対し、自立して生活できるように個々 

の状況に応じ、その主体性を尊重しながら相談、支援する制度です。当市における 

生活困窮自立支援制度について伺います 

ア これまで生活相談があっても生活保護に至らなかったケースなど、当市におけ 
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る生活困窮者の実態について伺います 

イ 今年度の予算でこの生活困窮支援制度が拡充され、更に支援体制が充実するも 

のと考えますが当市の支援事業について伺います 

ウ 生活困窮者の中には支援を求めないケースも多く、地域の生活困窮の実態をつ 

かみ、早期に発見することが重要です。早期に支援を開始すれば回復もスムーズ 

と言えますが、早期発見につなげるためにどのような対策を行っていますでしょ 

うか 

エ 福祉と雇用、関係部署関連機関との連携、そして皆で支える地域づくりを通し 

て、生活困窮自立支援制度をどう進めるか考えるべきと思いますが、いかがお考 

えでしょうか 

 

10 太田浩三郎議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長・教育長 

 

１ 豊かな心を育てるまちづくりから、生きる力を育む学校教育の充実について 

(1) 小中一貫教育について 

国会で「改正学校教育法」が成立し平成28年度から小中一貫教育を実施する「義 

務教育学校」が創設される事に成りました。市区町村教育委員会などの判断で既存 

の小中学校等を義務教育学校に出来ることになります。これは新しい学校の種類と 

して法律に明記されます。独自の教員免許や学習指導要領は設けられず、小中学校 

の教員免許や学習指導要領を活用します。 

また９年間一貫教育の学校として運営され、小学校と中学校の区切りは学校が柔 

軟に決めることになります。これにより、子どものつまずきの大きな原因の一つで 

ある「中一ギャップ」の解消が期待されています。すでに近隣市町村は小中一貫教 

育の研究を始めています。当市においてはどの様な状況になっていますか質問致し 

ます。 

ア すでに平成25年11月定例会において一般質問致しましたが、当時の答弁では、 

当市に於いては小中一貫校はありませんが中学校ごとに小中連携の取り組みは行 

っています。とありましたが現在ではどの様になっていますか 

イ 現在は「６・３制」ですが多様な区切りが出来る事なので当市としてはどの様 

な形式をお考えですか 

ウ 既に藤枝市では小中一貫教育を考えるとして基調講演やパネル討論会等を行っ 

たようですが当市では如何でしょうか 

エ 問題点として 

ｱ) 組織の閉鎖性や変化への抵抗 

ｲ) 距離と時間の問題 

ｳ) 学校文化の違い 

等が指摘されていました。また「学校の先生同士が緊密に連携を取り合うこと 

が大切」とも講演されました。が当市として今後どの様に受入を行うのでしょ 

うか。今後の取り組みを伺います 

(2) 中学校の部活動及び指導等について 
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中学校の部活動については以前の一般質問の時点では廃部の件もお聞きしました。  

指導者が少なく廃部をせざるを得ない事も聞きました。 

日本中学校体育連盟（中体連）によりますと、運動部に入っている中学生は、中 

体連の大会がある19競技に限れば全体の63.4％（男子73.2％・女子53.1％）。加入 

率はここ15年横ばいです。ただ人数は減っていて、チーム競技でチームが作りにく 

いという問題が浮上した。中学校運動部は、若い世代のスポーツ活動を支えてきま 

した。 

現在の学習指導要領では部活動は教育課程の外に位置づけられています。生徒が 

自主的、自発的に参加するもので、学習意欲の向上や責任感、連帯感を育てること 

に役立つとされています。 

教員の負担の重さも指摘されています。部活動指導は勤務時間外です。昨年には 

中央教育審議会が外部指導者が休日の試合など学校外への引率も出来る制度を答申 

しました。さらに、総合型スポーツクラブが部の練習指導の一部を担うなど、学校 

の枠を超えた部活動の形を地域と模索する動きも出て参りました。 

次の質問を致します。 

ア 部活動の評価、期待や課題の感じ方が、生徒保護者、教師、その他の人々で同 

じではないことが某新聞のアンケート結果に表れていました。結果として、全体 

的に「不満」が多くありましたが、当市においては如何でしょうか 

イ 1970～1980年代に部活動の意味が変わり、学校の荒れが問題になり、管理や非 

行防止の手段として利用されました。部活動を通して生徒を管理する実践が始ま 

りました。そして部活動が生徒指導の手段として学校での不可欠なシステムとな 

った。現在この理論での運営がなされていればシステムの劣化が起きていると思 

います。如何でしょうか 

ウ 現在の部活動が最優先に考えなければならない事は事故や暴力などから子ども 

を守る事です。そして教師の生活を守る事が重要になっています。どうでしょう 

    か 

エ 部活動を「楽しむ練習」と考え、生徒たちの自主性を重視し生徒たち自身のし 

たい気持ちを優先し、生徒たちの未熟な点を教師がサポートすると考えると部活 

動の本来のあり方が見えてくるのではないでしょうか。如何でしょうか 

オ 生徒たちがもっとレベルの高いスポーツを望んだ場合民間のスポーツクラブや 

民間の事業者に委託する。すでに実施している自治体も出てきましたが如何でし 

ょうか 

カ 「改正学校教育法」の施行により学校システムの変更が出てくる可能性があ 

り、以前より部活動問題が標榜されて参りましたが今後さらに問題が拡大される 

事が予測されます。当市に於いても研究する必要があるのではないかと考えます 

が如何でしょうか 

キ 「長野スポーツ総合型スポーツコミュニティークラブ東北」は2012年から、市 

立東北中学を中心に小、中、高校生のつながりを大切にする連携活動を行ってい 

ます。部活動のない日も活動し誰でも参加出来る理念の下、教職員や保護者に共 

有してもらっている。中学生が小学生に教え、大人や高校生から教わったりする 

事で、スポーツにはいろんな目標、目的をもって関わる人がいることを理解し感 

じてほしいとのべていました。 
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当市に於いても考える事が必要ではないかと思いますが如何でしょうか 

 

２ スポーツ・レクレーション活動の振興について 

スポーツ活動の支援について 

1995年度に文部省（当時）が総合型クラブの育成に乗り出しました。幼児から大 

人まで、複数の種目をレベルに合わせて楽しむ「多種目、多世代、多志向」を目指 

した支援として出発した。昨年７月現在、全市区町村の８割にあたる1,407市区町 

村に3,560団体があります。この内学校と提携していると答えたのは約３割の1,063 

団体、連携の内容で最も多かったのは「学校で部活動を実施出来ない種目を代わり 

に行う」の36.9％でした。 

総合型クラブの必要性が今後出てきます。 

それでは次の質問をします。 

ア 総合型クラブについては以前一般質問を行いました。当時（平成21年度以降） 

中学校ではすでに５つの運動部が廃部となり現在でも廃部となる部があると聞い 

ております。スポーツ・レクレーション活動の振興の成果指標としてスポーツ・ 

レクレーションの実施率があります。現状値として35.8％となっていますが、県 

全体の水準41.9％には及ばず、平成21年度との比較でも割合が低下していると記 

載されています。 

今後どの様な取り組みを行い中学校の部活動等をカバーして行くのかをお聞き 

します 

イ 当市においては平成17年に総合型地域スポーツクラブ「トミーズスポーツクラ 

ブ設立」以降一つとして増加していません。スポーツ団体に対して、どの様な支 

援を行ってきたのかお聞きします 

ウ 当市では「モンゴル国オリンピック・レスリング事前キャンプの覚書」 の締結、 

「モンゴル国パラリンピック・陸上競技事前キャンプの覚書」の締結を行いスポ 

ーツに取り組む姿勢を示しました。現状ではスポーツ選手の育成が困難な体制を 

示しているように思えますが如何でしょうか 

エ スポーツ推進委員や地域体育組織委員の役割をどのように考えれば良いのです 

か。現在では各種イベントのお手伝いと思いますが。せっかく優秀な方々が出向 

していますので地域のスポーツ・レクレーション等を通じて総合型スポーツクラ 

ブの推進を委ねて見たらいかがでしょうか 

 

３ 地震・津波・風水害等の防災対策について 

南海トラフ愛知・四国沖にもひずみ、との公表について 

ア 南海トラフ巨大地震を引き起こす、海側のプレートが陸側に入り込んで蓄積さ 

れた「ひずみ」の分布図を海上保安庁が作成し発表されました。海底の観測器に 

よる実測値を初めて使った図で、想定以上の大きなひずみも確認された。 

市長の感想をお聞きします。 

イ 高台によります避難を行う為に、避難タワーを始めとして高台広場、高層建築 

等市内各所に設置されています。この高台に到達するまでの経路についてはどの 

様に対処しているのでしょうか 

ウ 大井川地域でも高台や避難タワーが整備され地域の皆さんも一息ついている所 
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であります。 

避難場所までの経路には橋があったり、水路があったりで地震被害による道路 

が通行出来ない事など、避難訓練により把握されつつあります。 

避難場所までの経路の確保が住民の命を守ることになります。当局側では状況 

を把握されているのでしょうか 

エ 熊本の地震を見ますと耐震住宅であっても倒壊の恐れがある事が判明致しまし 

た。避難拠点や地震対策拠点が使用できない状況は住民にとって安心出来ない状 

況を提示していました。市長のお考えをお聞きします 

  

11 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 「障がい者差別解消法」に対する焼津市の位置付け及び取組について 

今年４月には「障がい者差別解消法」が施行されました。2014年「障がい者権利条 

約」を示し、昨年９月議会で「障がいがある人も、ない人も暮らしやすい焼津市に」 

を一般質問しました。 

市長答弁は（市条例はなくても）「本市では、各種法令の制定、改正にあわせて、 

市条例、規則の制定、改正を行ってきており、新たな条例を制定しなくても事業を推 

進することができる」でした。 

(1) 「差別」について焼津市はどのように定義し位置付けているか 

残念ながら差別しているつもりはないのに障がい者にとっては差別と感じるこ 

と、健常者にはなかなか理解できないことがたくさんあります。 

障がい者援助のボランティアを長年やっている方から、気がつかないことがま 

だまだあると聞きました。 

また、障がい者の方から「今まで受けていたサービスが自立支援法によって受 

けられなくなった」「難聴者が補聴器を修理しようとするとその手続きが非常に 

面倒」「公民館で磁気ループがあれば参加したい公民館活動がある」「障がい者 

の医療負担は止めてほしい」「障がい者への情報提供に差別しないでほしい」・ 

・・等たくさんの要求要望が寄せられています。 

ア 焼津市は「差別」とはどういうことかについて定義がありますか 

障害者が差別だと感じた時に訴える場所が必要だと思いますがどうですか 

イ 第３次地域福祉計画・地域福祉活動計画策定に当たり当事者の方々の意見要望 

を聞き反映しましたか。今後どのような「差別解消」事業を展開していきますか 

ウ 焼津市は平成27年１月に制定された「難病法」に基づく「難病患者」を「障が 

い者」として位置付けていますか。 

未だ原因もわからない、決定的な治療法も定まっていない、病気について理解 

されにくい、「もやもや病」患者についてはどうですか 

(2) 「市民目線・現場主義」で障がい者の方へ情報提供を 

９月議会答弁では「視覚障害者の方に「広報やいづ」や障害者へのサービス内容 

を掲載した障害者ガイドブックを音訳、点訳し、情報を提供しております。音訳、 

点訳を行っているのは、焼津市社会福祉協議会に登録しているボランティア団体で 
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現在20名の視覚障害者の方が利用」「障害者の方からの御要望は、懇談会や要望書 

により確認、音訳機器の操作方法がわかりにくい、点字印刷機器のふぐあいにより 

ます点字が読みにくい。音訳機器の操作方法につきましては、操作方法の研修の充 

実、点字印刷機器は適正な保守管理をしてまいります。今後とも、障害者の方、そ 

して、ボランティアの方の御意見も聞いて円滑な事業運営を進める」でした 

ア ９月議会で障がいのある人のうち身体障害者：１～６級で18才未満90人、18才 

以上4,419人とのことでした。そのうち視覚障がい者の方は何人ですか 

イ 職員の「市民目線・現場主義」が市長の目になっているはずです。その利用が 

一人でも多くなるよう改善されていると思いますが「20名」の利用をどのように     

感じますか 

(3) 第３次地域福祉計画・地域福祉活動計画の確実な推進を 

計画の第５章「計画の推進体制」、第２項「計画の指標・評価と進行管理」に「 

本計画に記した課題と同じ内容が、５年後の次計画で繰り返さないためにも、『進 

行管理シート』を共同で作成する。これは市と社協がそれぞれ担当する施策につい 

て、５か年の事業展開と目標値（あるいは体的な実施項目）をまとめた実行計画 

で、『進行管理シート』は本計画の策定時に策定委員会に提出」とあります。 

ア 進行管理シートは策定委員一人ひとりが定期的にチェックできるようになって 

いますか 

イ 前計画（24年度～27年度）にはなかった「ＰＤＣＡサイクル」があります。 

このＰＤＣＡを市と社協が共同でチェックする体制はどのような仕組みですか 

 

２ 再生可能エネルギーを活用し、地域や市民による地産地消の電力を 

今回の電力自由化 単に「安い」電力を求めるのでなく、再エネ電源を「選択」す 

る、応援して大きく普及する、自ら発電者になることによってエネルギー政策そのも 

のを大転換する機会であり、チャンスです。 

アベ政権の「原発回帰」政策は「福島を繰り返さない」という脱原発の国民の声を 

排除しています。火力９割、再生可能エネルギー１割、原発「０」で昨年夏最大需要 

（ピーク）時にも最低限必要な予備力３％以上を確保、余裕を持って停電なしで乗り 

切りました。これは産業界、中小企業、国民・消費者の必死の省エネ・節電努力によ 

るものです。 

再生可能エネルギーが急速に普及し、「地産地消」、市民・地域共同発電の草の根 

の潮流が生まれました。これはＦＩＴ（再生可能エネルギー固定価格買取制度）の効 

果が大きかったと思います。 

太陽光、風力、バイオマス、小水力、地熱等再エネの普及で「地産地消」の電力ネ 

ットワークづくりをめざす国民的うねりが生まれています。 

(1) 焼津市における再生可能エネルギーの活用について 

ア 一般家庭への太陽光発電の平成24年以降の普及状況と今後の計画について伺い 

ます 

イ 市・公共施設での太陽光発電の取組と成果について伺います（小中学校等設置 

ヶ所数、発電量Kw、蓄電池容量と設置ヶ所数、売電収入、電気使用料の削減） 

ウ 市、公共施設の屋根、敷地貸し（民間業者が太陽光発電を設置し中電に売電す 

る）あればその実績はどうですか（発電量Kw、蓄電池の設置ヶ所数、設置企業、 
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使用料収入） 

エ 小水力、波力、風力、バイオマス発電等について焼津市で検討しているものは 

ありますか 

(2) 電力の自由化で脱原発の姿勢を明らかにし、地域や市民と地産地消の発電設備を 

今回の電力の自由化について、中電独占から小売電気事業者との契約へと段階的 

にでも進むべきと思います。市民も電力の自由化とその選定基準をどのようにした 

らいいか迷っています。焼津市はどのような姿勢で臨むのか伺います。 

ア 既に実施しているところがあれば、どこの会社と契約して実施していますか、 

未実施である場合検討する意思はありますか 

イ 購入先を選定する基準をどのように設定していますか。 

市民にとって市の姿勢が参考になると思います 

ウ 近隣他市の再生可能エネルギー発電取組状況について情報交換していますか 

エ 全国で生ごみを燃やさず資源としてバイオマス発電を進めていますが、焼津市 

の一般ごみの中の生ごみの占める重量割合は１年でどのくらいですか。 

焼津市は今後生ごみ問題をどのように対応していきますか 

 

12 松島和久議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

１ 焼津市の産業振興について 

(1) 焼津市は産業振興についてどのように考え支援をしていくかについて 

ア 焼津市の産業構造についてどのように把握しているか。また小売業の動向につ 

いて伺う 

イ 焼津市の産業振興に向けた取り組みはどうか伺う 

ウ 国による「小規模企業振興基本法」が施行された。このような中、焼津市は中 

小企業・小規模事業所の活性化に向けてどの様に対応していくのかについて伺う 

エ 焼津さかなセンターの現状をどう把握しているのか。また今後の焼津市として 

の対応を伺う 

(2) 焼津市第５次総合計画「活力ある産業とにぎわいのあるまちづくり」について 

ア 「にぎわいのある商工業の振興」の施策における目的達成のための基本的な取 

り組みにある、４つの基本事業への取組内容と成果について伺う 

イ 「活気ある水産業の振興」の施策について伺う。本年度より水産業の振興にオ 

ール焼津で取り組む「焼津市水産振興会」の事業を拡充したと伺ったが、具体的 

に強化した事業内容と期待する成果は何か。また、これら事業にオール焼津でど 

う取り組むのか伺う 

 

２ 焼津市の行政改革について 

平成27年３月改訂の「第３次焼津市行政改革」について 

第３次焼津市行政改革大綱の取組実績（平成22年度から26年度）がまとまり５年間 

の行革の効果が114億円であったと算定された。 

そして、この第３次焼津市行政改革大綱は、総合計画との連動により生かされ総合 
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計画を実現するうえで、足を止めることなく取り組む必要がある為、総合計画最終年 

度に合せて計画期間を延長し改訂することとされた。なお、現大綱の基本方針を据え 

置くことを基本としたその計画期間は平成30年度までとした。 

「起債残高の圧縮」や「外郭団体の改革」、「公共事業のコスト削減」など大きな 

成果があったが、経費削減による「行政改革」は限界に近づいているのではないか、 

と思われる。これからは税収増加に関する「プラスの行革」が重要であると考える。 

(1) 焼津市のプラスの行革についての考え方を伺う 

(2) プラスの行革では、どのような取り組みを考えているか 

(3) また、行政改革の中で、どのようなものが重要と考えているか伺う 

                      

13 鈴木功治議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

防災計画について 

(1) 災害時の対策について 

東北の震災以来大きな災害が続いています。広島の住宅地における土砂災害、鬼 

怒川の氾濫、そして今も続いている熊本の地震による家屋の倒壊は大きな被害を出 

しました。振り返って見ればいずれも事前に出来る対策をしておけば被害は少なか 

ったと思う点が有ります。被災後の避難の備えも充分では無かったと思う点も有り 

ます。焼津市地域防災計画の中で、風水害、高波、地震津波など８種類の災害が示 

されており、それぞれどの様な警戒や対策が必要か記されています。災害報道の中 

で倒壊した家屋の様子や避難所の様子を見ますと、災害を未然に防ぐ事は完全には 

出来なくとも、少しでも軽減させ、また、早く応急対策に取りかかれる準備をして 

おかなければならないと考えます。そこで市の防災計画について伺います。 

ア 避難所、福祉避難所について伺います、各避難所での備品状況や運営する人材 

の研修、訓練はされていますか。 

障害者差別解消法、虐待防止法の理解は進んでいますか 

イ 罹災証明書発行について伺います、速やかな発行が復旧復興に繋がります、判 

定できる人の確保はされていますか。 

判定後速やかに発行できるよう手順は出来ていますか 

ウ ガレキ、廃棄物の処分計画についてうかがいます、仮置き場は予定されていま 

すか。 

仮置き場から先の処分場及び処分業者への予定は出来ていますか 

(2) 土砂災害について伺います 

土砂災害警戒区域が新聞に掲載されました。焼津市では危険箇所95、警戒区域 

73、藤枝市は危険箇所785、警戒区域620、島田市は危険箇所831、警戒区域585とな 

っています。警戒区域の中には住宅地も含まれるとされています。そこで、藤枝市、  

島田市の下流側に有る焼津市への影響も有ると考え土砂災害について伺います。 

藤枝市、島田市で土砂災害が発生した場合、焼津市内への影響は考えられます 

か。 

（一時的な濁流だけで有れば被害は無いと考えられますが、流木や土砂が河川、 
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田、港へ影響を及ぼすおそれがあると考えます） 

 

14 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 危機管理体制の再確認について 

(1) 自助活動について  

ア 市内の住宅及び事業所の現在の耐震化率はどの程度でしょうか 

イ 家具転倒防止対策の実施状況はどうでしょうか 

ウ 住宅用火災報知器の設置状況はどうでしょうか 

エ それぞれの取組について、今後、市としては具体的にどのような活動をしてい 

くのでしょうか 

オ さらに藤枝市では感震ブレーカー設置補助事業を始めました焼津はいかがでし 

ょう 

(2) 共助活動について 

ア 防災訓練参加状況はどのように推移しているか 

住民の意識の低下がみられることはないか 

イ 障害者参加型防災訓練が必要だと思うがいかが 

ウ 自主防災組織の機器材の更新等についてはどのように考えているのでしょうか 

(3) 公助について 

ア 昨年の風水害や本年の熊本地震でも問題となっていましたが、被災ゴミ処分等 

に関して集積場所、方法等を事前に決めておく必要があると思うがいかがでしょ 

うか 

イ 仮設住宅建設などの予定地、おおよその建設戸数は検討されているのでしょう 

    か 

ウ 焼津市は行政版のＢＣＰも県下に先駆けてつくっているわけですが、具体的な 

訓練や見直しなど、継続できているのでしょうか 

エ さらに昨年３月には地域防災計画が公表されました。その後の状況はいかがで 

しょうか。内容が周知されているのでしょうか。 

今後総合訓練を行っていく必要があると思うがいかがでしょうか 

オ 26年９月議会に於いて先輩議員の質問に対して、「各組織が連携してＤＣＰ策 

定に向けて取り組む必要があると考え研究を進めております」との回答がありま 

した。どのような状況になっているのか心配ですがいかがでしょうか 

カ 災害等の発災と同時に市役所の通常の業務態勢が可能な状況を期待するが焼津 

市は可能ですか 

 

２ 小中学生のスポーツ推進について 

県と県教委が一体になってスポーツ文化の定着や子どもたちの体力・競技力向上を 

図ることを目的としてスポーツ局を新設。 

「体育協会と連携をとりながら県民の底力を上げ、『スポーツ王国静岡』を示す」 

との知事方針によるところであるが、子ども達の体力、各種の種目の競技力が低下し 
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ていることは事実のようです 

わが焼津市ではいかがなものか同様ではないでしょうか 

(1) 焼津市内の中学校部活動について 

ア 市内中学校の運動の部活動を行っている生徒の割合はどの位でしょうか 

イ 近年は減少気味と聞いているがいかがか 

ウ 部活動の指導が教員の多忙化の原因になっていると聞きますがどうなのか 

エ 指導者がいないとの声も一部には聞かれるがどうか 

(2) 今後の部活動について 

ア これからの中学校の運動部の活動について、いかがお考えなのか今後の方針を 

お聞かせください。 

イ 静岡県のモデル事業として、通学先の中学校に希望する部活動がない市内の中 

学生を受け入れる地域スポーツクラブ「磐田スポーツ部活」を始めました。 

県は３年間の委託期間でノウハウを蓄積し、各市町にも取り組みを波及させる 

としています。地域スポーツクラブは、部員不足や指導者不在で競技をやりたく 

ても学校に部活動がない中学生に活動機会を提供。本年度は陸上競技とラグビー 

だということでした。 

さっそく伺い見学させていただきました。保護者の方とお話しましたが、とて 

も好評です。部活動の指導が教員の多忙化の原因になっているとも聞きます。少 

しでも業務が標準化され、かつ子ども達の居場所や体力増進等にも役立つのでい 

い試みだと思います。このような取り組みに手を挙げるお考えはないか伺います 

(3) 人材育成の為のスポーツ教室について 

静岡県体育協会では本年度から草薙総合運動場各施設を利用して「くさなぎ寺子 

屋」（学習・運動）と称した事業これは静岡県教育委員会との共催で小学校３年生 

から６年生を対象として週二回２時間半の時間の中で学習タイムと運動タイムを組 

み入れ学習と運動を両立させバランスのとれた子供の育成を図ることを目的に普段 

体験できない体力個人診断と複数の競技を体験させる事業です。 

これにより 

１.学習とスポーツの両立を意識し、学習と運動の切り替えができる。 

２.自主性や社会性を育て互いを思いやる心を育てることができる。 

３.自分の能力にあったスポーツ種目を知ることができる。 

４.各種目を体験することで各種目の基本技術を習得できる。 

５.将来的に生涯スポーツ、競技スポーツに繋げる。 

としています。 

県教育委員会、県の体育協会ともにできれば県内各地で同様の事業を行い将来 

のアスリート発掘、人材育成につなげていきたいとお考えのようです。 

スポーツを通じての人材育成、アスリートの発掘の機会として本事業を前述し 

た中学校の運動部活動とともにわが市に誘致していきたいと思いますがいかがで 

しょうか 

 

３ 認知症患者の徘徊対応について 

認知症の方の徘徊対応支援について 

同報無線等で行方不明のお尋ねが時折なされます。我が焼津市でも月２-３回の数 
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があるかと思います。認知症の親御さんを介護されている家庭では、徘徊が始まると 

さらに気が休まる時がなくなります。 

認知症では周りを気にかけたり、注意する事が出来なくなる為、車が来ていても道 

路の真ん中を歩いたり、電車が来ているのに線路内に入ったりして、事故にも遭いや 

すくなってしまいます。夏の炎天下では、脱水になってしまう事もあります。徘徊が 

起きると家族が大変であるのは間違いありませんが、ご本人にとっても命に関わるも 

のなのです。 

ア 焼津市では認知症老人の徘徊に関する相談はどの程度あるのでしょうか 

その内容はどのようなものでしょうか 

イ 隣の藤枝市では施設で暮らす身元不明者が県内で確認されるなど高齢者の徘徊 

（はいかい）が問題となっていたのを受け、徘徊する可能性がある高齢者の事前 

登録制度「認知症見守りネットワーク事業」を行っています。 

また、全国的に徘徊高齢者家族支援サービスとしてＧＰＳを貸し出す、又は使 

用料補助などを行っている自治体が多くあります。26年度に私が一般質問の中で 

ご提案したがその後研究いただけたのでしょうか今後焼津市ではどう考えるので 

しょうか 

 

15 鈴木繁雄議員（質問方式 一問一答） 

  答弁を求める者 市長 

 

１ 大井川港の利活用について 

大井川港の施設管理の現状と振興策について 

ア 開港して50年を経過した大井川港の施設の老朽化対策はどのように対応してい 

るのか 

イ 大井川港の地震・津波対策はどのようになっているのか 

ウ 大井川港の賑わいを創出するための振興策はどのようなものか 

 

２ （仮称）大井川防災広場の整備について 

現在の整備状況及び今後の整備計画と完成後の維持管理について 

ア 現時点の用地取得と整備状況について 

イ 用地の取得見通しについて 

ウ 今後の整備計画につい 

エ 完成後の維持管理について 

 

 
 
 

 
 


