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平成26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 鈴木繁雄議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

  

地震・津波対策について 

(1) 沿岸部における防潮堤整備等津波対策の状況について 

ア 焼津漁港における津波対策の現状について  

イ 駿河海岸（焼津工区、大井川工区）の津波対策の現状について 

ウ  大井川港における津波対策の現状について 

(2) 津波避難困難区域の対策について 

  ア 津波避難困難区域の抽出方法について 

イ 津波避難困難区域の対策の現状について 

 

２ 深田百合子議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 来年４月からの「子ども・子育て新制度」施行に伴う「焼津市子ども・子育て支援 

事業計画」について 

子ども・子育て支援新制度によって、就学前の子どもたちの保育・教育に関わる

国の制度が大きく変わり、（公的保育制度は大きく後退）、学童保育（放課後健全

育成事業）の国の制度も変わり、市町村において、初めて基準を条例で制定するこ

ととなります。焼津市は、この新制度に沿って「子ども子育て会議」を設置し、２

月から審議を開始し、来年１月に計画を確定、４月から「子ども・子育て新制度」

を施行するとのことですが、市民から「どう変わるのか」と心配の声が寄せられて

います 

(1) 第１回会議において、「教育・保育の提供区域の設定」が決められたようですが 

、「小学校区」「中学校区」ではなく、なぜ「地域ブロック」とされたのか。 

子どもが育つ環境と第５次焼津市総合計画（後期計画）の「子育て支援の充実」

の方針からどうか 

(2) 第２回会議において「ニーズ調査の集計結果の報告」がされたようですが、「焼 

津市に望む子育て支援」は、就学前では１位「幼稚園・保育所（園）にかかる費用 

負担の軽減などの子育て家庭への経済的支援の充実」、２位「幼稚園・保育（園） 

の充実（待機児童の解消）」、３位「小・中学生を対象とした医療費の無料化」。 

小学生では、１位「小・中学生を対象とした医療費無料化」、２位「公民館・児童 

館など子どもの居場所づくり」３位は、「幼稚園・保育所（園）にかかる費用負担 

の軽減などの子育て家庭への経済的支援の充実」でした。 

このように、特に、要望の高い子育て支援をどのように、計画に反映されるか 

(3) 第３回会議では、量の見込み・地域型保育事業認可基準・施設の運営基準・支給 

認定基準・放課後児童クラブ運営基準について考え方が示されたかと思いますが、 
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状況を伺いたい。また、認可学童保育については、市町村に運営基準を条例で定め 

ることを位置づけ、国は、遅くとも９月議会までに条例制定を呼び掛けています。 

しかし４月30日に公布された厚労省・省令の基準は、指導員の有資格者は１施設に 

１人以上・児童の集団規模がおおむね40人以下・専用的に使う施設の広さが子ども 

１人あたり1.65㎡以上など、たいへん不十分です 

ア 市内学童保育の実態 

イ 焼津市の省令に対する考え方 

ウ 省令を検討する体制や準備についてどうか。 

(4) ９月からの来年度の保育園（所）・幼稚園の園児募集について 

ア 保育の入所申込み（利用手続き）はどう変わるのか 

イ 短時間保育利用と短時間保育の保育料はどうか 

ウ 「保育に欠ける事由」から「保育の必要性の事由」に変わることによる支援は 

  どうか。特に、配慮の必要な家庭に対する認定はどうか 

エ 広報・ＨＰ以外に、変更に対する市民への情報提供と説明会はどうか 

 

２ 大井川市街化区域の都市計画税は凍結すべきことについて 

この問題については合併後の2011年９月議会一般質問で（地域市民の皆さんへの 

周知の状況・目的税としての公園や区画整理、街路事業などの都市計画事業の予定 

の有無・都市計画事業なければその事業が実施されるまでは都市計画税は凍結を） 

、また今年２月議会の質疑で、今年度の一般会計で総額１億４千８百万円の税額に 

ついて、合併協議会議事録（第10回平成20年１月30日）をもとに都市計画が示され 

ず、都市計画税だけは予算計上されることについて質しました。 

４月１日以降課税額について縦覧が始まり、５月14日付けの都市計画税納付通知 

書が大井川市街化区域の方たちに届き、大きな怒りと不満が起こっています 

(1) １億４千８百万円と巨額の都市計画税の使いみちについて伺う 

(2) 旧焼津市と旧大井川町の合併協議会において、都市計画税について議論がなされ 

、前市長の答弁であった課税対象地域住民に理解していただくための説明や、情報 

提供をどのようにしてきたか伺う。 

(3) 合併協議会で検討が約束された大井川地区の都市計画事業はなく、その事業がな 

いことについてすら５年間説明も行わなかった都市計画税は大井川地区の事業計画 

が示され住民の納得が得られるまでは課税の凍結を求めます 

 

３ 南海トラフ巨大地震（Ｍ９・震度７：レベル２）に対する焼津市の減災計画につい 

  て 

(1) 「焼津市津波防災地域づくり推進計画」では、南海トラフ巨大地震（レベル２） 

に減災対策を講じても、大井川地区の海岸線沿いは十分ではない。今後、どのよう 

な対策を講じられるか 

(2) 焼津市では液状化危険地域が多く存在する。南海トラフ巨大地震の際には、津波 

被害と共に、家屋の倒壊が大変心配される。この液状化に対する対策はどうなって 

いるか 

(3) 東益津の中里地域では、多くの住民の意思を無視して高圧ガス管が埋設され現在 

供給していることに、沿線住民の皆さんは日々不安に苛まれています。それは、こ 
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の高圧ガス管の設計はＭ７の阪神淡路大震災レベルを想定したもので、Ｍ８，０～ 

８，７が想定されている駿河トラフ・南海トラフ沿いで発生する東海・東南海・南 

海地震のレベル１にも耐えられないものとなっているからではないでしょうか。 

市長は、このような住民の皆さんの不安にどう対応されるのか。住民の立場に立っ 

てレベル２に対する対策を講じられたい 

 

３ 岡田光正議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

１ 2020年東京オリンピック合宿誘致と受け入れ環境整備について 

(1) 合宿誘致について 

ア 藤枝市は2020年東京オリンピック開催に向けて市役所に合宿誘致などを目的と 

した推進本部を立ち上げ受入環境の整備を行うと過日報道された。 

当市としても２月議会における市長の答弁の中で前向きな発言がありましたが 

その後どのような状況にあるのかを伺う 

イ 誘致種目等について 

     (ｱ) 競技種目はレスリングだけか 

(ｲ) 誘致対象の国はどこにするのか 

(2) 合宿誘致した場合の環境は十分であるか 

東京オリンピックは夏の開催です、暑い夏に快適に合宿を行っていただくため 

の環境について伺います 

スポーツ施設の再整備等について 

(ｱ) 当市の体育館等の施設は冷房施設がありません夏の暑いときに利用するに 

は空調設備が必要と思われますがいかがでしょうか 

(ｲ) 焼津体育館が老朽化し、建て替え時期にあると思います、この際、将来の 

スポーツ合宿誘致をも可能にするような体育館（武道館）に建て替えるのは 

いかがか 

(ｳ) 地域やスポーツ団体などの要望はどうなのか 

(3) 宿泊施設の協力等について 

宿泊施設はどのように考えるのか伺います 

(4) 市民の協力態勢を醸成させるための方策について 

市民が理解しなければ誘致もうまくいかないと思います。市民や関連スポーツ 

団体の協力をどのようにお願いしていくのか伺います 

 

２ 自治会組織再編成について 

第２次焼津市行政改革推進審議会の答申での自治会組織の在りかたについて伺う 

ア 自治会組織を市としてはどのような存在と位置づけているのか 

イ 焼津大井川の合併後言われ続けていることではあるが旧焼津地区23に対し大井 

川地区の15の自治会数はアンバランスではないか 

ウ 焼津地区23自治会の間でも世帯数の差が大きく自治会役員等の負担もかなり異 

なる、これらを同一基準で手当、補助金などが支給されていて良いのか 
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エ 今後の市民との協働において自治会の果たす役割などを考えるならば小中学校 

の学区などと同様再編も視野に入れた検討が必要と思われるがいかがか 

 

４ 齋藤寛之議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長、教育長 

 

１ 仮称、大井川・藤枝スマートインターチェンジ周辺地域のまちづくりについて 

周辺土地の将来像について 

仮称、大井川・藤枝スマートインターチェンジは、市と中日本高速道路株式会 

社との工事協定が締結され昨年より用地交渉に入り、25年度末を以って計画通り 

進められており工事の方も現在一部で既に着工されており、本格的には26年度と 

27年度に亘り施行されると承知しており、28年３月共用開始と予定されておりま 

す。このインターの設置には利便性はもちろんの事、企業の物流がより促進され 

人と人との交流が活発化され、地域の活性化に向けた大きな期待が寄せられてお 

ります。 

ここで次の点についてお伺い致します 

このインター周辺の土地は農振地域と指定され、開発等は、制限されており 

ますが周辺土地の利活用について、どの様に考えているかお伺いしたい 

 

２ 大井川.マラソンコース.リバティの利活用について 

(1) 現状の取組みについて  

(2) 今後の取組みと課題について 

(3) メリットについて 

近年のスポーツ熱の高まりから、市内各地の会場で各種の大会が開かれ、同時 

にジョギングや体力づくりの歩け歩け運動の姿が見受けられます。大井川のマラ 

ソンコースは、合併前、当時大井川町で開催された全国サミットの場に於いて大 

井川の河川を軸とした地域の活性化を図る手段として、河川敷を利用したマラソ 

ンコース構想が提唱されたのが発端であるとされています。 

そして二市一町（島田市、藤枝市、大井川町）によるマラソンコース設置協議 

会が設立され、同時に県を中心に支援組織を立上げ、国より支援を受け、平成９ 

年３月、国交省（当時の建設省）のモデルコースとして完成された経緯があり、 

国も緊急物資輸送道路として、位置づけられたと承知しております。 

コースの起点は、太平橋の南面から上流へ向かい大井川河川敷の陸上競技場は 

起点から2.8ｋｍの地点、島田の終点迄は17.9ｋｍとなっており完成は平成13年 

11月であり、特にマラソンコースは人にやさしいウレタン舗装となっており、一 

般道のコースとは異なり、警察への届出が不用で選手・応援の方も車輌には気使 

う事無く、安全で安心な競技が可能であります。 

更に人が入る事で、人と人とのふれ合いの場所として活力が生まれる場所であ 

ると期待するところであります。 

ここで次のことについてお伺いします。 
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ア 今迄に大会やイベントはいつ、どの様な大会が開かれたのか 

イ 又その時の状況は 

ウ 年間を通じての利用度は 

エ 学生・一般・社会人の合宿対応は可能か 

オ 今迄にそうした要請があったのか（合宿等） 

カ 大会等を持つ事で人が集まり、自然に人と人とのふれ合いが生まれてくる、こ 

うした取組みを、どの様に考えるか、お伺いします 

 

５ 青島悦世議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

焼津をもっと元気にするためには 

(1) 焼津市の状況について 

ア 焼津市の人口減少の状況とその要因をどのように分析されているか 

平成 23年の 3.11東日本大震災以降特に焼津市の人口減少が伺えます。焼津市の 

ホームページでは平成 25年 12月末人口 143,938人（日本人＋外国人）日本人で 

は 140,936人です。人口動態では、平成 22年以前は転入転出がほぼ同数であると 

とらえてもよいと思いますが、自然動態と社会動態の純増減は平成 23年▲450人 

、平成 24年▲1,208人、平成 25年▲1,153人となっています 

イ 平成23年度以降事業所、商店等の新規開業、廃業、転出の状況は、またその事 

由についてどのようにとらえているか 

平成23年度以降の人口動態を見る中で関係すると思われます、新規開業・廃 

業・転出の状況を伺います。また、その事由についてどのように把握また、検 

討されているか伺います 

(2) 焼津市商工業振興についての取り組みと今後の進め方について伺います 

ア 予算書等の事業費で商店街振興費の成果をどう評価しているか 

農林水産業費、商工費について伺いたいわけですが、今回商工業振興費の事 

業について伺います。まずは、商店街振興費の補助事業の現況をお聞かせくだ 

さい。そしてどのように評価されているか伺います 

イ 産業立地促進事業助成の状況は 

焼津市への企業進出や市内移転、拡張を促進するため、土地購入費・新規雇 

用への補助等への産業立地促進事業助成の状況について伺います 

ウ 地域資源活用事業の展開状況と今後の見通しを伺います 

市内企業の商品開発力や販売力の強化を目的に大学や研究機関と連携した研 

究やセミナーの開催などに要する経費となっています、地域資源活用事業の展 

開状況と今後の見通しを伺います 

エ 開業パワーアップ支援資金利子等補給費の活用状況を伺います 

市内の中小企業の起業を支援するため、融資制度に対し借り入れ当初の一年 

間の金利が０％になるよう利子を補助また、借り入れ金の際、県保証協会に対 

し支払うべき保証料の一部を補助するものですがこの開業パワーアップ支援資 

金利子等補給費の活用状況を伺います 
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(3) 小倉家守構想に基づき北九州市が開催するリノベーションスクールに参加する意 

向の有無について伺います 

小倉家守構想は、経済活動、都市活動の停滞の末、増え続けている小倉都心部 

遊休不動産や公園・広場などの都市施設をどんどん活用し、その空間を楽しく、 

心地よく、活気ある空間にリノベーションする。そして、そこに面白い人と様々 

な新しいまちのコンテンツを集積させることにより、小倉の中心部のまちを雇用 

創出エンジンに変えようとする試みであり、現在、この「小倉家守構想」に基づ 

き、小倉都心部の活性化に取り組んでいる。本事業の取り組みについて調査を行 

い、背景、経過等の説明を受け、今後の焼津市におけるにぎわい創出の参考とす 

る。この目的意識をもって視察させていただきました。家守構想とは、江戸時代 

における長屋の大家の呼称であり、単なる借家管理や家賃徴収のみならず、借家 

人の生活面の面倒や地区のマネージャーのような雑事に至るまで全般的な仕事を 

こなしていた。現代版家守は、行政・地域住民等と連携し、空き家等をスモール 

オフィスなどに転用し、その地域に起業家や個人事業者を入れ、地域を支える新 

しい産業や賑わいを興そうと試みる者をいう。小倉家守構想に基づき北九州市が 

リノベーションスクールを開催、今年度８月21日～24日予定されているスクール 

が第７回になります。浜松市で参加され取り組んでいると説明者から聞いてきま 

した。今後、この仕組みを全国へ展開することになる予定と聞きました。 

是非、情報を共有するためにも焼津市の関係者が参加されるとよいと考え伺いま 

    す 

 

６ 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 安全で快適なまちづくりについて 

(1) 地震・津波対策から、盛土による人工高台「命山」の整備について 

焼津市営港であります大井川港周辺には燃料タンク群や周辺集落が形成さてい 

ます。以前から地震・津波による被害想定が提示され、現在、焼津市津波防災地 

域づくり推進計画では、大井川港湾内津波対策事業（胸壁の設置事業）、大井川 

港海岸・海岸保全施設改良事業、大井川港普通河川水門整備事業、大井川港港口 

水門整備事業、周辺の緊急輸送路整備事業として志太海岸線が計画に織り込まれ 

ました。関係地区であります、飯淵浜・地蔵森地区は大井川港に隣接した地区で 

あり、日々、船舶やタンク群に隣接した生活を送っています。この地区の皆さん 

から、地震・津波による災害から身を守る手段として「命山」の築造が要望され 

ています。人工による高台は御前崎港や焼津港にも見られ、袋井市、浜松市、牧 

之原市、沼津市等が実施や計画を行っている。命山は津波避難タワーに比べ耐久 

性が高く、維持管理も容易とされ、景観や周辺の環境に配慮しての植栽などが工 

夫されれば、普段は住民の憩いの場としても利用されます。命山は半永久的に使 

える上に、津波・防災対策のハード面の整備に長い月日と膨大な費用を考えれば 

命山の整備する異議は大きいのではないでしょうか。防潮堤や胸壁が完成した後 

でも多重の津波対策として利用価値は続くのですから。 
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それでは次の質問を致します 

ア 大井川港周辺部は一部港湾区域に所属しています。港湾区域外の周辺部の皆さ 

んは、港湾区域には避難タワーが設置されたが周辺部は取り残すのか等、不安を 

抱いております。せめて緊急避難出来る「命山」の設置が出来ないものかと要望 

書を提出されました。せめて命だけは助かりたいものだがとの言葉は重いものが 

あります。 

市の責任者としてどの様に感じますか。又、避難場所としての「命山」はでき 

ないものでしょうか 

イ 燃料タンク群が集積しています、東日本大震災では、タンクより流出した燃料 

により火災が発生し、沢山の船や家屋が焼失致しました。自分達の地域も火災に 

よる災害の可能性も大きく、緊急避難場所の確保は急務であります。「命山」に 

よる避難も有効と考えますが如何でしょうか。 

市長のお考えをお聞かせ下さい 

(2) 地震・津波対策による避難場所の空白地域について 

大井川地区南部の海岸線に面しています町内会ですが、避難タワー設置計画か 

らはずれ、地域の皆さんは日々不安を抱えて生活をしております。地域より市長 

に対して要望書が提出されています。また、地区懇談会でも市長に要望し、市長 

も避難タワーではなく、防災を兼ねた建物で避難出来る物を考えていきたいと答 

弁されております。 

次の質問を致します 

ア 空白地域となっています地域でありますので現在の進捗状況をお話し戴きたい 

イ 計画としてはどの様な避難施設をお考えかお聞き致します 

ウ 焼津市津波防災地域づくり推進計画が公表されましたが、焼津市としてはレベ 

ル１での対応を進めるとお聞きしておりますが事実でしょうか 

(3) 河川整備に伴う二級河川・志太田中川・泉川の清掃及び河川堤防の利活用につい 

   て 

志太田中川水系（志太田中川・泉川）河川整備計画の治水対策整備が同意され 

ました。４か所の橋の付け替えや水生生物の保護を進める事も盛り込まれます。 

会合では「日本の原風景を残す整備を」とか「総合的な対策をより具体的に」な 

どの意見も出されたようです。関係地域においては、河川の環境整備に、リバー 

フレンドとして協力を惜しみなく進めて来ましたが、高齢化社会に伴い河川の美 

化活動の参加者も減少が進み美化活動に支障を来して参りました。高齢者も参加 

出来るような環境整備が必要ではないでしょうか。普段から河川に親しむ為には 

、散策による健康増進や河川に親しみながらの美化活動、また交通事故の危険が 

ない堤防遊歩道の散策や、大井川防災広場に通じる堤防遊歩道は、津波防災上か 

らも有効な手段となります。市長も２月の定例会において次の提案をなされてい 

ます。「人と自然が調和するまちづくり」の環境分野に入る項目かもしれません 

が、昨年、富士山が世界自然遺産に登録をされました。私達の周りにも海・川が 

あり、又、自然があります。これらの自然と共生し、自分達の世代から次の世代 

の子供達にと、そしてそのまた次世代にと引き継がなければならない、と市長提 

案の中に明記されています。 

次の質問を致します 
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二級河川であります志太田中川・泉川の管理は県にあります。しかしながら窓 

口は焼津市であり、色々な事業はそれぞれの負担で実施されています。今回の件 

も地域の皆さんの要望もあり、県の土木事務所にも相談に伺い、市の担当窓口に 

も相談が行われています。発端は河川の草刈りにあります。地域住民も御多分に 

漏れず高齢化が進み河川の草刈りが大変難しくなっております。地域によっては 

出不足料を納めなければならない所もあるようです。年金生活者に執っては負担 

が大きく地域から出てしまう家族もあるようです。この様な負担を少しでも減ら 

そうと、遊歩道として堤防を利活用すれば地域の負担も減少出来、高齢の方も散 

歩による健康管理もでき、安全な散歩コースになり、草刈りも容易にできる体制 

が出来ると考えますが。 

市長のお考えをお聞かせ願いたい 

(4) （仮称）大井川藤枝スマートインターチェンジ等について 

平成27年度に開通予定と成っています、（仮称）大井川藤枝スマートインター 

チェンジが本格的な工事を進められるとの説明会が開かれました。地域の皆様の 

ご協力が有ればこそ順調に進行している（仮称）大井川藤枝インターチェンジで 

あります。インターチェンジが出来れば終わりでは地域住民の理解は得られない 

のではないでしょうか。以前にもお聞きしました、インターチェンジ周辺の土地 

利用計画を考えないと単なる車の通過地域となり地域の発展は到底望めません。 

次の事を質問致します 

ア インターチェンジ周辺の土地利用計画は進んでいるのでしょうか 

イ 大井川西小学校周辺の整備計画はどのようになっていますか 

ウ 通学路の安全対策は十分考慮されていますか 

２ みんなが安心して暮らせるまちづくりについて 

(1) 少子化・高齢化に伴う各種対策等について 

「消滅」自治体に衝撃、と見出しが載りました。「日本創成会議」が試算した 

「消滅可能性都市」として公表されたものです。この試算は、若年女性が2010年 

の99人から2040年には10人に減り、減少率89,9％で全国ワースト１となった。こ 

の村は群馬県南牧村であります。村長は「何もしなければそうなると言う数字、 

あらゆる手を尽くす」とのコメントを残し、担当課長は「子育て支援はしている 

が、何しろ働く場所が少ない」と話していた。また、日本創成会議は、2040年に 

は全国の計896自治体で、20～39歳の女性が半減するとの独自の試算を発表した。 

若年女性が半減した自治体は、介護保険や医療保険などの社会保障の維持が困難 

で雇用も確保しにくく「消滅可能性都市」になると指摘する。当市は将来推計人 

口としての若年女性人口変化率は、2040年には-33,6％の減少となる。藤枝市が- 

36,3％との減少となっていました。人口流入が続く東京都といえども「東京五輪 

を過ぎると超高齢化社会となりやはり同じ現象を辿る」と警鐘をならしている。 

これから、日本の人口減少が見込まれる先は、急な坂を転げ落ちるかのようだと 

表現される専門家も居ます。国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、人 

口は約半世紀で３分の２に、１世紀で３分の１に縮小する。どうすればこの流れ 

を緩める事が出来るのかが官民に与えられた大きな課題であります。また、家庭 

に於いては家族の負担が増大することはあっても減少することが無いからであり 

ます。何故ならば、多くの現役世代で一人のお年寄りを支えた「胴上げ型社会」 
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から一人で一人を支える「肩車型社会」にと進んでいるからであります。問題は 

、現役世代が税や保険料の重さに耐えられるか。親族の介護の為に、仕事や出産 

をあきらめる人が増えないか。等、共倒れを防ぐ工夫が必要となります。 

それでは次の質問を致します 

ア 人口減少に伴う税収の予測は可能ですか、それに伴う民生費の予測は算出出来 

ますか、可能ならば提示願います 

イ 人口減少対策としてどの様な政策をお持ちかお聞かせ願います 

ウ 焼津市公共施設マネジメント基本計画は人口減少のどの位置を想定しての計画 

ですか 

エ 人口減少に伴う都市づくりの基本的な考え方として、先般の当局の答弁として 

「集約的都市構造の構築を目指す」とありますが、具体的にはどの様な都市づく 

りを指すのでしょうか 

(2) 高齢化社会における支援について 

ア 高齢者の支援として、現在使用されている一色にあります福祉老人センターが 

取り壊しとなります。現在、焼津市は、高齢者の皆さんに焼津市総合福祉会館に 

集まる様に指導されているとお聞きしています。使用者の方は老人会の方が多く 

、車の運転をなさらない方が大半であります。 

今後は地区ごとの集会を指導するようになりませんか 

イ 特養入居待ち52万人の見出しがありました。特養は全国に約８千か所あり、約 

51万人が暮らしています。来年度から新たに入居できる人を原則「要介護３～５ 

」に絞り込むとの方針が出されましたが、「要介護２以下」の人も約18万人おり 

、全体の34％を占めています。今回の法案が成立するとこれらの人の大半が特養 

に入れなくなります。団塊の世代が75歳に達する2025年ころには介護が必要な人 

が急増する。 

当市としての対策は考えていますか 

ウ 地域包括支援センターの活動状況を説明願います 

エ 65歳以上の認知症の人は 462万人と推計されています。「一人暮らしで認知症 

」の方も増加しております。認知症対策や支援の状況をお話し戴きたい 

オ 一人暮らしの高齢者世帯における孤独死が増加し始めています。佐井村では、 

村職員が高齢者宅を巡回し孤独死の再発防止に取り組んでいる。当市での一人暮 

らし世帯はどの位あり、支援状況はどの様になっていますか 

カ 最近では高齢者の生活保護が増加しているとお聞きしております。実情はいか 

がでしょうか、高齢者支援としての施策はどうでしょうか 

 

７ 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 

   

近年フィリピン人児童・生徒が増加している。日本語を母語としない児童・生徒の 

学習支援をはじめ、多文化共生社会に向けた施策の推進と職員の学びを求めて伺う。 

近年、市内の小中学校ではフィリピン児童・生徒が増えています。児童・生徒の多 

くは日本国籍を持っており、ほとんどは母子家庭です。フィリピン人の母親たちは派 
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遣会社に登録して、派遣先は焼津の基幹産業である水産加工工場が多く、入学の手続 

きは派遣会社の通訳が同行し、学校にやってくるとのことです。児童・生徒たちは日 

本国籍を持っているとはいえ、日本語の授業についていくことは大変難しいのが現状 

です。学校現場だけではサポートの限界があり、日本語を母語としない彼ら児童・生 

徒への学習支援をはじめ、地域の居場所づくりが急務です。市では、企業誘致を積極 

的にすすめていますから、今後、企業の進出に伴って外国人労働者やその家族の転入 

が増加することも予想されます。近隣市では学生ボランティアなど若い世代による外 

国人児童の支援がすすんでいます。こうした社会的課題に向き合い、考え、行動する 

ことは、学生たちが市民として育つことにもつながっているはずです。外国人住民が 

直面している課題を、行政の各部署と市民が共有すること、そして多文化共生の豊か 

な地域づくりをすすめるために、具体的な施策の展開と、職員の真摯な学びを求めて 

伺います 

(1) 日本語を母語としない児童・生徒の学習支援について 

ア 市内の、幼稚園・保育所・小学校・中学校における、外国人児童・生徒数・国 

別内訳はどうか 

イ それぞれの教育現場が抱える課題は何か 

ウ 課題に対してどのような支援体制があるか 

エ 近隣市（静岡市）では年間 150人にものぼる学生ボランティアが各学校に支援 

に入っている。次世代を支える学生達など若い世代に支援への参画を働きかける 

施策が有効と考えるがいかがか 

オ 外国人生徒の高校進学率100%を達成した先進市（鈴鹿市）もある。当市でも市 

民協働課と教育委員会が課題を共有し、事例を研究して具体的な支援を展開すべ 

きと考えるがいかがか 

(2) 多文化共生社会の実現をめざす施策について 

ア 教育現場以外に、外国人住民はどのような課題を抱えているか 

イ 市は外国人住民に、市民に対するのと同じく行政サービスを提供する義務を負 

っている。本年４月の組織改編で、市民相談が新たに課として体制を整えたが、 

外国人住民の相談にどのように対応するのか 

ウ 同じく、行政サービスを提供する、公民館・図書館・児童センター・市立病院 

では、外国人住民にどのような配慮がされているか 

エ 人事課が発行する焼津市職員録から多文化共生担当の表記が消えているが、そ 

の意図は何か 

オ 外国人住民が地域社会に参画できるように交流の機会をつくるなど、どのよう 

な施策をすすめているか 

カ 多文化共生社会は多様な価値観を認め合い、少数派を排除しない人権意識に支 

えられて初めて実現する。職員の人権意識をどのように育むのか 

キ 多文化共生社会の実現に向けた有効な施策をすすめるために、職員への積極的 

な研修が必要と考えるがいかがか 

 

 

 

 


