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平成26年２月焼津市議会定例会 代表質問者及び質問要旨  

１ 松本修藏議員（凌雲の会）（質問方式 一括） 

   答弁を求める者 市長・教育長 

 市長就任１年の評価及び平成26年度施政方針について 
 (1) 市長就任１年の評価について 
  ア 現場主義を掲げて１年間行政に携わった感想を伺う 
  イ 就任時より平成25年度２月補正予算までの財政運営の内、特に市債の増減について 
  ウ 焼津市の道路、河川、農業、防災などの社会基盤整備に於ける投資について 
  エ 子供、子育て政策について 
  オ 経済・産業政策の内、特に地場産業の振興策について 
 (2) 平成26年度の重点政策について 
  ア 医療体制の充実について 

   (ｱ) 市立総合病院の整備計画について 
   (ｲ) 医療費抑制策について 
  イ 子育て支援の充実について 

(ﾝ) 総合的な子育て支援が行える施設整備について 
  ウ 災害に強いまちづくりについて 

(ｱ) 防潮堤の整備及び港口への水門整備計画について 
   (ｲ) 老朽化により解体した跡地利用について 
  エ 生きる力を育む学校教育の充実について 

   尐子化による教育の弊害について（尐人数化が進み、学級数の減により課題はな
いか？） 

  オ 人が訪れ、消費が拡大する観光の振興について 

   (ｱ) 食の観光 
   (ｲ) 見る観光     ３つの観光政策について 
   (ｳ) 体験する観光 
  カ 雇用の確保と勤労者の支援について 
        働く場所の確保及び誘致政策 

 
 

２ 岡田光正議員（至誠会）（質問方式 一括） 

   答弁を求める者 市長・教育長 

 市長施政方針について 

 (1) みんなが安心して暮らせるまちづくりについて 
  ア 子ども医療費助成の拡充により中学生までのすべて無料化することは評価するが子

育てが楽しく充実できる「子育て支援」とは具体的にはどのようなものを考えている
のか 

  イ 従前のファミリーサポートセンター、子育て応援サイト等の利用実績とその効果を
どう評価しているか 

  ウ 焼津にいれば高度な医療が受けられるというのも定住人口増加に役立つのではない
だろうか、総合病院の医療機能のあり方、方向性を早期にまとめるとのことだが、市
長としてはどんな方向をお考えなのか 

 (2) 安全で快適なまちづくりについて 
  ア 津波防災対策と同時に公共施設マネジメント計画に基づいた進行を考えていくこと

となるが、急がねばならない防災対策と数十年単位で考えなければならない焼津のま
ちのあり方について、どのようなバランスで考えていくのか 

  イ 都市計画を考えていくうえで老朽空き家対策事業を中心とした「空き家の適正管理
に関する条例」を制定の予定であるが、その重要性を市民に知らしめすため本条例の
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制定の背景、概要等を今一度教えていただきたい 
  ウ 不採算バス路線の利用者は昨年以上に減尐の一途である。バス路線維持特別事業に

ついて欠損補助をするだけの必要性の根拠はどこにあるか 
 (3) 豊かな心を育てるまちづくりについて 
  ア 公民館の地域生涯学習がカルチャーセンター化していないか。公民館活動とはどう

あるべきなのか 
  イ スポーツ振興予算が全体的に厳しい状況の中ではあるが、市民の健康長寿を達成す

るために特定健診同様軽スポーツ等の推進も体系立てて行うべきではないか 
  ウ 第５福竜丸事件から60年、ＮＨＫでも記録を残すための活動等をしている。焼津市

でも当時の記録、真実を残すこと、市民が正しく事件のことを知り核兵器廃絶の灯を
受け継いでいくための全市民に対する啓蒙活動とともに焼津独自の資料館の必要性は
ないか 

 (4) 活力ある産業とにぎわいのあるまちづくりについて 

  ア 漁業水産業の振興については市民の意識が焼津の基幹産業が漁業・水産業であると
の認識が大切だと思う、市民の現状意識はどの程度か（アンケート等の結果は？） 

  イ 魚食・水産加工品のブランド等の全国発信のための諸策の一つに、魚検定の実施会
場やＢ級グルメなどの実施会場誘致等が一部市民の中で検討されていると聞くが市の
援助は考えられないか 

  ウ 企業誘致においては他の市町と異なる何か有利な条件が必要であると思うが、近隣
市町にはないが焼津市に来たらこれだけ特になりますよといった条件は何かあるか 

 (5) その他の施策について 
ア 合併処理浄化槽設置事業予算はかなりの額で浄化槽の補助金対象件数を450世帯程
度まかなえ、よい傾向であると感じております。さらに公共水域の水質汚濁防止のた
めにも大いに推進するため広報してほしいがいかがか。 

下水道整備、更新より大いに推進すべきと思うがいかがか 
  イ 市民との「協働」活動について「協働」は行政の下請けではなく活動のすみわけが

必要であると思われます。いかがでしょうか。 
    なぜ今協働が必要なのでしょうか 
  ウ 公共施設マネジメント推進事業、総合計画推進とともに行革の推進を横断的にまと

め、焼津市の数十年先が見えるような施策づくりを行ってほしいと思うがいかがか 
 

３ 深田百合子議員（日本共産党市議会議員団）（質問方式 一括） 

   答弁を求める者 市長・教育長 

 市長の施政方針と私たちが取り組んだ市民アンケートの「声」より 

 (1) 国の「日本再興戦略」に対する市長の期待と消費税増税に対する市民のくらしと市税
等の影響について 

 (2) 「みんなが安心して暮らせるまちづくり」 
  ア 子どもの医療費無料化中学生まで拡充を歓迎、高校生までについて 
  イ 認可保育園（所）改築に伴う定員増によって待機児童の状況はどうか 
  ウ 介護保険料・利用料の軽減を 
 (3) 「安全で快適なまちづくり」及び「焼津市津波防災地域づくり推進計画」 
  ア 市内は液状化危険度大が多く、レベル２の地震時は高圧ガスパイプラインが危険を

増幅させるため、撤去すべきではないか 
  イ 沿岸部（特定避難困難地域）の津波避難タワー増設計画と地下道ではなく吉田町の

ように歩道橋を活かした避難施設について 

  ウ 障がい者・高齢者等要援護者の避難訓練と避難方法の周知はどうか 
  エ 浜岡原発事故想定避難計画とＵＰＺ内の安全協定についてどうか 
 (4) 「ゆたかな心を育てるまちづくり」 
  ア 小中学校における福祉授業の充実について 
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  イ 異年齢の中で外遊びを十分した子どもは学ぶ力がつき、遊ぶ力と学ぶ力はイコール
と言われている。 

乳幼児の親子ふれあい広場につながる、小学生には学区に児童館、中高生には大型
児童館の整備を位置づけられたい（子どもの権利条約31条の実施） 

 (5) 「人と自然が調和するまちづくり」 
    藤枝市のように、燃やすごみから生ごみを別途収集して堆肥化を行えば、燃やすご

みは半分になる。 
ＣＯ２削減と新しいごみ焼却施設建設費負担は半分の50億円の節約につながるので

実施されたい 
 
 

   

４ 尾石昭夫議員（公明党議員団）（質問方式 一括） 

   答弁を求める者 市長 

１ 市長施政方針について 
焼津市の将来ビジョンを実現する第１ステップとして、今年度予算は「第５次焼津市総

合計画」の後期基本計画と位置付け、６つの重点政策を掲げられた。その中から中核をな
すと思われる４点について伺いたい 

 (1) 『未来創造部』創設と各種計画との関連について 
   第１は、どういう未来ビジョンを描いているのか？「展（ひら）く焼津」をキーワー

ドとして、人を増やし、企業を増やし、雇用の場を増やし、定住人口の増を図る，よう
だが、具体的な絵姿が今一つ見えてこない。以下のプランの概要と相関をうかがう 

  ア 「都市計画マスタープラン」策定事業 

  イ 「公共施設マネジメント基本計画」 
  ウ 「焼津市津波防災地域づくり推進計画」 
  エ 「子ども、子育て支援事業計画」策定事業 
 (2) みんなが安心して暮らせるまちづくり（福祉、保健、医療） 
   第２は、これから日本は超高齢化社会を迎える。焼津も例外ではない。政府は「家で

電気や水を使うような感覚で、自宅で医療や介護を受けられるようにしたい」と『地域
包括ケアシステム』の構築を呼びかけているが、現状は大変厳しい状況が生まれると予
測する。市民の協力と自治体の創意が鍵になると思われる。焼津の底力が発揮されなけ
ればならない 

  ア 高齢者福祉＝「地域包括ケアシステムの構築」（医療・介護・予防・生活支援・住
まい） 

  イ 健康づくり支援事業 
 (3) 災害に強いまちづくり 

第３は、危機管理について。東海地震は必ず起きるし、富士山の噴火も、原発事故へ
の対応も『想定内』にしておかねばならない。明日起きても不思議ではない、これらの
インシデントに対応できるようになるには、訓練を通した課題を浮き彫りにしなければ
ならない 

  ア 津波対策について（水門、津波避難ビル、シェルター、タワーほか） 
  イ ハードとソフト両面からの強化（3分で来る可能性への挑戦） 
  ウ 「自助」「共助」のレベルアップ 
  エ ＢＣＰ(行政版、民間企業、各種団体）の構築と浸透 
 (4) 活力ある産業とにぎわいのあるまちづくり 

第４は、この「焼津に住んで良かった」と思えるには、人が訪れ、消費が拡大する観
光の振興が欠かせない。将来に向けて、いろんな行政サービスを提供するためにも、今
以上の財政力強化策は重要だ。カンフル剤ではなく、長期的視野に立った対策が必要だ
ろう。今年度は以下の事業を通しどれほどの効果を望むのか 
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  ア 企業誘致をめざす産業立地促進事業 
  イ 開業パワーアップ支援（資金利子補給）事業 

  ウ シティープロモーション推進事業 
  エ 賑わいのまちづくり=観光促進事業 
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平成26年２月焼津市議会定例会 一般質問者及び質問要旨 

１ 青島悦世議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

１ 災害時（仮称）大井川藤枝スマートインターチェンジ・焼津インターチェンジ・日本坂
パーキング周辺地域の対応について 

    想定される地震発生時東名高速道路走行中の車・ドライバーの避難が想定されますが
どのような対応が検討されているか 

   南海トラフ巨大地震の対策が中央防災会議などで検討されています。静岡空港の広域
防災拠点化についても空港の基幹的広域防災拠点としての位置づけを見送り基本計画の
下の具体計画に記述するにとどめる方向にあると新聞記事にありました。基幹的広域防
災拠点は、国の直轄事業として整備し、県単独では対応できない「広域、甚大な被害に
対して国と地方自治体が協力して応急復旧活動を行う拠点。このように言われていま

す。また、位置づけについては再検討すべきとの意見もあるところです。さて、焼津市
は東名高速道路、国道 150 号、志太中央幹線道路などがあります。地震災害のみなら
ず、２月 14 日県東部を襲った大雪での停電、高速道路のマヒ（東名高速道路での孤
立）など平時での危機管理体制の県市町のありようが問われていると思います。 
地震災害時について、 
ア 発災直後に市内を走行中の車・ドライバーの避難が想定されますがどのような対応
が検討されているか伺います。 
 季節での違い、曜日での違い、昼夜時間帯での違いにより最大、最尐の車の台数、
人数も大きく変わってくると思うが、そのような災害に巻き込まれた人たちの避難地
はどこか 

イ 物資の提供はどのような体制で対応するのか 

ウ 避難所での一時的な避難生活も考えられますが、帰宅困難者対策について伺います 
 
２ 活力ある産業と賑わいのあるまちづくりについて 
 (1) 施政方針で述べている、中心市街地活性化基本計画が 27 年度で終了するため、次期

中心市街地基本計画を策定していく。26 年度は中心市街地区域の現状把握、課題の整
理、協議会の開催等委託業務により行う。この件について伺います。 

      中心市街地活性化基本計画「焼津まちみがき計画」平成 25 年度～27 年度が策定さ
れソフト事業を推進する内容となっています。３か年の計画期間を平成 28 年度以降
の活性化計画の策定も併せて進めていく、このようになっていることから 26 年度新
規事業 720 万円が上程されているものだと思います。中心市街地区域の現状把握、課
題の整理と、予算概要にありますが焼津まちみがき計画第２章に中心市街地と課題

（平成 15 年から 10 年間の数値や市民・商業者アンケートなどを活用し中心市街地の
課題を明らかにします。）にあるものと思っていましたが 26 年度はさらにどのよう
なことを実施するのか 

(2) 集客イベント焼津港まつり・海上花火大会・踊夏祭・大井川港朝市・オータムフェス
トｉｎやいづ等を経済効果でとらえた時の評価はどのように判断しているか。 

    集客イベント開催関係事業費 3,042 万円が今議会に上程されていますが、５つの各
イベントが開催され当日は大変賑わっています。その賑わいが毎年どのような経済効
果をイベント当日以降に反映されているか数値判断を伺います。人が訪れ消費が拡大
する観光の振興に結び付いているか 

(3) 魅力あるやいづ、行ってみたい、やいづ、住んでみたい、住みたい、やいづ、目指し
て、地域活性化策をどのように進めるか、伺います。 

 ア 建設経済常任委員会委員協議会でテーマ「賑わいのまちづくり」について協議をし
ているところです。 
ＪＲ焼津駅を中心とした 101ｈａを中心市街地区域と定めて商店街を重点エリアに

設定し商店街活性化推進を考えてのまちみがき計画でありますが私は、焼津駅から港
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までの導線を描き港には屋台村構想で、「食」「見る・観る」「体験する」「アクセ
ス」について体系化し仕掛ける必要があると考えています。 

導線の先に求めるところがあればそこまでぶらぶらしながらの賑わい、富士山マッ
プ作りで景観をアピールする。 
焼津であるものの体験づくり例えば、手作りはんぺん・マイ鰹節・魚河岸シャツな

どなど考えますが、市は地域活性化策をどのように考えているか 
イ 市内のあらゆる生産工場で見学者の受け入れ態勢ができている個所はどのくらいあ
るか（漁業関係、農業関係、その他） 

 
ウ 平成 25 年 11 月１日特別住民票取得の日本一さかなのまち 焼津市「世帯主 やい
ちゃん」の仕事状況は､成果はどうでしょうか 

エ 2013.12.14「和食；日本人の 伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録さ
れました。さかなのまちとしてチャンスではないか。「食」のまちとして、どのよう
に発信していくか 

 

２ 秋山博子議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長・副市長 

 １ 地域の持続可能性を高める「ユニバーサルデザイン」の積極的な取り組みを求めて 
  将来にわたって持続可能な地域を作るために、障害・性別・国籍・年齢に関係なく、誰
もが社会に参加し生き生きと暮らせる「ユニバーサルデザイン」の理念は不可欠である。
今回は「施設整備」「男女共同参画」「就労支援」の３点について、ユニバーサルデザイ
ンの理念を反映させた積極的な取り組みを求めたい 

 (1) ユニバーサルデザインの理念と施策について 

  ア 市長はユニバーサルデザインの重要性をどのように認識しているか 
  イ ユニバーサルデザイン社会が実現できない場合、どのような問題が起きてくると予

測しているか 
  ウ 就任以来の施策について、今回は「施設整備」「男女共同参画」「就労支援」の３

点に関し、ユニバーサルデザインの理念を反映した新たな取り組みがあるか、それぞ
れ伺う 

 (2) 両副市長が把握する市の課題について 
     国および県から焼津市の副市長に就任された両副市長は、焼津市の持続可能性につ

いて（ユニバーサルデザインの観点で）どのような課題を感じているか伺う 
 (3) 公共施設と市内事業所の整備について 
  ア 施設整備の面で、市はユニバーサルデザインにどのように取り組んできたか 

  イ 公共施設（庁舎・公民館・病院等）の使いやすさ、安全性、社会的弱者への配慮な
ど不十分との指摘がある。今後、高齢者・障害者・子ども・女性たち・外国人など、
社会的弱者と言われる人たちや、福祉を学ぶ静岡福祉大学学生など、多様な利用当時
者による施設チェックを実施し、改善につなげることが必須と考えるがどうか 

  ウ 静岡県ではユニバーサルデザインに取り組み始めた当初、観光ホテル等への補助な
どにも取り組んでいる。市内事業者の施設のユニバーサルデザイン化、たとえば車い
すで入りやすい駐車場や入口等の改善など、働きかけることが必要ではないか伺う 

 (4) 男女共同参画について 
  ア 男女共同参画はどこまで進んでいるのか、市の目標数値と達成率はどうか 
  イ 市職員の職場環境や待遇について女性職員からの声は改善につながっているのか 
  ウ 市役所正規職員と非正規職員・非常勤職員の、それぞれの人数と、それぞれに占め

る女性の割合はどうか。彼女たちからの職場環境や待遇について、改善等の要望があ

るか。それらにどのように対応し、改善につなげているのか 
  エ 審議会等の委員や自治会町内会、自主防組織等地域の代表に占める女性の割合につ

いて、どのように把握し、男女共同参画を実現していくのか。割当制や補助金ルール
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で誘導するなど、今後の積極的な取り組みを求めたいがどうか 
 (5) 若年無業者の就労支援について 

  ア 働きたくても働けない、ニートや引きこもりの若者たちの就労支援について、11月
議会で質問した。この若年無業者の問題は緊急課題と考えるが、改善がすすまない場
合、どのような問題が起きてくると考えられるか 

  イ 11 月議会では「実態を把握することは非常に難しい」、また「相談員の確保や関
係機関との連携強化、就労体験、雇用を受けてもらえる事業者の協力など、さまざま
な課題がある」とお答えいただいた。全庁全職員・全市民が実態を把握し危機感を共
有していなければ、これらの課題に本気で取り組むことは難しく、施策の目標も掲げ
られない。解決に向けた第一歩として、他市事例に学び、まず調査をすすめるべきと
考えるがどうか 

 

３ 池谷和正議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長・教育長 

１ 社会基盤整備における国や県への要望活動について 
(1) 要望活動の組織について 

   国や県が事業主体となっている事業について、早期の事業化や事業の促進が図れるよ
うお願いしていく必要があるものと考えるが市として国や県に対し、どのような組織で
要望活動を行っているのかを伺う 

 (2) 組織の構成について 
   要望活動の組織について、どのような自治体で構成されているのかを伺う 
 (3) 要望活動の内容について 
   組織的には、どのような要望の活動をしているのかを伺う 

 (4) 要望活動の事業効果について 
この要望活動により、事業効果は表れていると考えているのか評価を伺う 

 
２ 大井川地区における社会基盤整備について 
 (1) 海岸堤防の補強等について 

国の直轄施行区間における海岸堤防の補強等について伺 
う 

 (2) 準用河川藤守川への水門設置について 
   準用河川藤守川については、河口より津波が遡上し、藤守川の堤防を越波して、近隣

に津波被害が懸念されることから、河口部への水門設置について伺う 
 (3) 平成21年度から25年度までの各事業に関する投資額と主な事業箇所について 

   合併後５年間における、道路や河川・農業・防災の各事業に関する投資額とその主な
事業箇所について伺う 

 (4) 平成26年度予算案における、各事業に関する投資額と主な事業箇所について 
   平成26年度予算案において、同様に道路や河川・農業・防災の各事業に関する投資額

とその主な事業箇所について伺う 
 
３ 道路や河川・水路の地元要望に対する優先順位について 
     優先順位の評価手順について 
   評価手順はどのようになっているのかを伺う 
 
４ 焼津市の教育現場に正しい地図を活用した教育の推進について 

     市内の小中学校で使用している日本地図について 
   市内の小・中学校の教室等で使用されている日本地図はどの様なものを使用している

のか、現状について伺う 
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４ 片野伸男議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

１ 焼津市民から見た清掃工場移転計画について 
      市民に近くにある馴じみの一色清掃工場と高柳清掃工場が解体され廃止になり、それ

により二倍以上遠い藤枝市「仮宿」地区に移転する。 
特に一色清掃工場の存続を市民として願うことについて 

  ア 市民及び市内業者が直接清掃工場に運び込む可燃ゴミの量と、焼津市が公的に運び
込む量との割合について如何か 

イ 現在、一色清掃工場と高柳清掃工場が市民の身近にある事により、市民は安心して
いましたが、それがいざ両方共無くなるとなると、市民が可燃ゴミを持ち込むために
時間的、経済的な利便性が失われる事になり市民や市内企業が困ると思うが如何か 

ウ 焼津、藤枝両市で進める清掃工場移転計画が実施された場合、遠距離となるため最

近高騰する燃料代や移動時間の増加による人員増等、移動コストや車輛台数の増加等
による財政負担が増えると思うが如何か 

エ 特に多くの市民は清掃工場が近くにある事の利便性や気軽さを求めています。 
どこかの街ではゴミ処理が広域化して不法投棄が増加して困ったと耳にした事があ

りますが本市でも同様な事が心配されるが如何か 
 

２ リニア新幹線計画によりますと焼津市に流れる大井川の最上部の南アルプスの上流部の
水量が毎秒２トン減尐の危険性の報道があり、市当局と議会も心配していますが、私が更
に心配する事について 

 (1) 数十年前までは、大井川流域の全降雤量のほとんどは大井川表流水とか地下水で焼津
市内に流れて来ていましたが、数十年前に大井川上流部にある田代ダムから大半の量が

山梨県側に横流しにされ、その量はリニア新幹線の毎秒２トンばかりではないことか
ら、大井川沿いの茶農家始め、大井川下流域の流量増加を求めて水の流れを元に戻して
ほしいと願っていることについて如何か。 

(2) その後、大井川の水は菊川市、掛川市小笠地区の広大な農地へ農業用又はその地区の
重要な飲料水として水道事業として利用されています。俗に言う「大井川右岸」と言う
事ですが、その様にして、大井川流域だけであった大井川の水は焼津市内に流れる量と
は無関係でないと思うが如何か。 

(3) 市内の大半は大井川用水を利用して水稲栽培と言う稲作を平野部の水田で行っていま
すが、特に田植時の水量は不足していて一度に全市内の農家が田植えを始めますと、た
ちまち水争い俗に言う「水ゲンカ」が地域内に始まります。市内農家は大井川用水指導
のもと田植時期を地域ごとにズラすなど調整をしています。このような市内農業用水に

現われている現状について如何か 
(4) 大井川の水の大切さについては、田植時期調整までしても必ず田植後、稲の根が活着

するかしない内に「本年は雤不足で稲の取水制限と言う事で、栽培農家の不安は関係者
以外には分からない現状です。市内の農家以外でも、市内水産加工業を始め、サッポロ
ビール、日清食品、その他飲料メーカー等、大井川の水がある為に進出していたり、助
かっている事業が多数あると思うが如何か 

(5) 以上の様な大井川の水が分散して市内に減らされていますが、その様な中で、更に大
井川上流部のリニア新幹線計画で水量が減らされたならと大変心配していますが如何か 

 

５ 杉﨑辰行議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長・教育長 

１ 地域活性の一環として、高草山連の治山と利活用について 
     農業関連産業を通じて、課題解決を目指すために 
   地域活性は、今ある資源を最大限に活かす事が最良であり、時代の価値観変化や、時
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代に沿ったものへの変化など、どこよりも早く察知し向うべき新たな価値観を作り出し
ていくという、今までとは異なったベクトルへと時代をリードしていく必要がある。 

その意味で、高草山から大崩山連は、多種の資源宝庫と考えている。それを活かすた
めには、安全確保、景観回復、農地再生、生産物の質向上、生物多様性復活、それらの
従事者確保など大量多大な課題を抱えているが、今、将来を見据えた具体的行動を取ら
なくては時代のリードは程遠く、後塵を浴びる動きしか取れない事になる。「百里の道
も一歩から」である。 
アベノミクス第３の矢「成長戦略」でも、農業改革は戦略の象徴分野と解釈している

が、成功のカギは地方自治体が握っていると考える。 
そこで地域活性を成功させるために、質問する 

  ア 高草利活用検討委員会の経過と取入れた方策は何で、どこまで進んでいるか 
  イ 住民生活に支障が出ている大崩山と高草山の、治山と道路計画はどのように考えて

いるか 

  ウ 高草山連の耕作地面積、生産物種類と量、利用のされ方など多方面にわたるデータ
の分析結果とその対応はどのようになっているか 

  エ 地域活性化は住民との協働が必要であるが、どのように対応しているか 
  オ 高草山連の資源利活用は何をどのようにしたいと考え、行動しているか 
 
２ 感染病の防止について 
     学校給食センターの給食安全管理について 

学校給食センターにおいては、衛生管理や健康管理に相当の対策を講じており、先般
のノロウィルスについても職員の防衛意識により、拡大を未然に防ぐことが出来た。 

そこで、さらなる安全対策の為に質問する 
  ア 職員の研修は、どのような内容で、どのように行われているか 

  イ 今回の事象を捉えて、新たに取り入れた安全対策は何か 
ウ 学校給食施設に関した、新たな計画はあるか 

 
 

６ 小野田吉晃議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 人口減尐時代における当市の対応について（宅地の供給と土地利用規制等の見直し） 
３．１１東日本大震災の発災からもうじき３年。あの時は２月議会の真っ最中で、本庁

舎議場においてあの揺れを体感し凍り付いてしまった記憶が、昨日のように蘇ってくる。 
  焼津市は、ご承知のとおり、海抜５ｍ未満の土地に人口の５割を超える人が住んでい

る。予想される津波高より低い土地に住んでいる人は、常に津波の恐怖が頭から離れない
のでないかと思う。市も津波避難タワーの建設等に努力しているが、全ての市民の絶対的
な安全確保には至っていない。 

  また、本市においては、生命の確保を第一に捉えているためか、余り議論されていない
が、東日本大震災でかろうじて高台に避難して命をとりとめた人も、住宅や家財が壊滅状
態になったことにより、今だに仮設住宅や親戚に仮住まいをしている人も多数いる現実が
ある。 

  一方、本市は平成 22 年をピークに人口が減尐し始め、いわゆる人口減尐社会に入っ
た。「広報やいづ」の今年の 1 月 1 日号にも、本市の平成 52 年の人口予測値として平成
22 年の約８３％、11 万９ 千人としている。旧大井川町がスッポリ抜けた人口である。し
かし、これは、「国立社会保障人口問題研究所」が行った特殊出生率をベースにした将来

推計人口の値であり、津波の要素は入っていない。 
  私は、本市は津波という特殊な事情があることから、この 11 万９千人という数字はか
なり楽観的なものに思える。30 年後には間違いなく、もっと人口は減っているのではな
いかと、危惧している。 
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  さて、ある機関が、全国の市区町村を対象に「人口が減尐して何が困るか」について実
施した調査によると、①税収の減尐 88％、②地域経済の停滞・不振 60％、③住民負担の

増加 48％、④コミュニティの崩壊･地域のスラム化 23％となっている。 
  このように、今後の自治体経営にとって非常に厳しい現実が待ち受けている。現在の行
政サービスを恒常的に行えるかは、どれだけ人口の減尐を食い止められるかにかかってい
ると言っても過言ではないと思う。 

  隣の藤枝市が昨年、県内 23 市の中で平成 25 年中に最も人口が増加したというニュース
が流れた。今、焼津市政の最重要課題は、まさに、この人口問題だと思う。 

  人口の流出を減尐させ、新たな定住人口を創出するための施策には、様々な手法がある
と思われる。そこで、それらを確認すること、そして、その中で特に重要と考えられる土
地利用規制等について次のことを伺う 

 (1) 定住人口の減尐に対する取り組み 
ア 本市の定住人口減尐に対して、どのような感想を持っているか 

イ 定住人口減尐は、楽観視すべきか、危機感を持つべきか、どのように思われるか 
ウ 定住人口の減尐を食い止めるためには、何が必要と考えるか 
エ 平成 25年度には、どのような考え方で政策や施策を展開し市政を経営されたか 
オ また、25年度の途中ではあるが、現在までのところ成果はどうであるか 
カ 今議会に提案されている平成 26 年度施政方針の中で、人口問題に拘わりのある政
策･施策として重要なことはどのようなものか 

 (2) 定住人口の確保に向けた取り組み（「安全で快適なまちづくり」を中心として） 
  ア 定住人口を確保するためには、予想される津波浸水域以外の土地において宅地供給

することが必要不可欠と思われる。この喫緊の課題に対して、これまでどのような施
策を講じてきたか 

イ 線引きの見直しは、旧焼津市・旧大井川町との合併に際しての了解事項と思ってい

た。この点の経緯を詳細に説明願いたい 
ウ 津波対策として生命･財産の安全を望む声は大きく、調整区域から市街化区域への
見直しが必要であると思われる。企業存続の岐路の中で、立地可能の地域を勘案した
政策的対応は、線引きの見直しということである。当市でのこれまでの対応は消極的
に過ぎたが、その理由は何か 

エ 津波対策が後手に回れば、定住人口確保の観点から思わしくない結果が出ることは
容易に想像できる。このため、そうならないように積極的に定住人口の確保対策を進

めるべきであるが、どうか 
オ 静岡県の内陸フロンティア構想に対して沿岸部津波安全地再開発構想を特区として
申請する考えはあるのか 

カ 津波災害警戒区域や津波避難対策特別強化地域に指定された場合は、その浸水予想
面積と同等の面積の開発を市街化調整区域内に認めるというような県の特別な施策が

あってもよいと思う。この実現のために、努力していく考えはあるか 
キ また、本市だけの行動では限界があるので、県内の他市町にも呼びかけて、大きな
うねりにして行く必要があるが、この点ついての認識はどうか 

 (3) 土地利用の促進に対する取り組み 
  ア 耕作放棄地は、再度、農地として復元できる見通しは悲観的であるので、これを宅

地供給地と考えるのが妥当と思われるが如何か 
イ 私は、このような時こそ、開発を規制するのではなく、開発を誘導する方向に転換
すべきであるとの思いが強いが、どのように考えるか 

ウ 「土地利用指導要綱」は、乱開発を防止するという目的で昭和 50 年代に制定され
たものである。本市は思い切って「土地開発誘導要綱」に衣替えすべきであると思う
が如何考えるか 

エ 本市が速やかに供給できる宅地は、調整区域内の既存宅地であるが、県には「60坪
ルール」という悪しきルールが存在するという。県に対して、このルールを改めるよ
う働きかける考えはないか 
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７ 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 安全で快適なまちづくりより「良好な住環境の実現について」 
 (1) 都市計画区域における住環境について 
   都市計画法の定義としては「すでに市街地を形成して 

いる区域および概ね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域」と定義されて
います。 
都市計画区域と指定された区域のうち、既に市街地になっている区域や公共施設を整

備したり面的な整備を行う事により積極的に整備・開発を行っていく区域として区分さ
れています。さらに利用目的に応じて、建築可能な建物が制限されます。また、補助的
地域・地区を定めて地域の特色に合わせた制限を掛ける。これらの規制によって、良好
な都市環境の形成を行う。と明記されています。 

都市計画とは「まちづくりを実現する為の方法」です、と言われています。また、住
民の利便性の向上を図り良好な都市環境の確保を図る為、必要な道路や公園等の都市施
設や土地区画整理事業などの市街地開発事業に関する計画を定め、都市計画事業として
実施可能となります。さらに環境を保全し良好な宅地水準を確保するため開発許可制度
が適用され、建築基準法に基づく規定が適用されます。 
今まで「災害に強い街づくり」として、地震・津波に対する減災・防災について、市

街化区域に対する安心・安全な対策等を質問して参りました。大井川地域は合併時の申
し合わせにより26年度から都市計画税が賦課されます。都市計画税は目的税であります 

どの様な計画をお持ちか質問致します。 
ア 安心・安全なまちづくりとして、地震・津波によります被害を最小限にするため
に、現在避難タワー建設や民間施設と防災協定を結んでの避難場所の確保が行われて

います。地域では高い民間施設が無く、市長が仰っている避難タワー建設は見合わせ
るとの説明がありましたが、代替策として小高い丘や命山などと呼ばれています広場
などが考えられますが如何でしょうか 

イ 大井川地区に対して、どの様な都市計画をお考えです   か 
ウ 現在、大井川地区での交通事故は当市の中でも五本の指の中に入っています。地区
の皆様の要望により、「止まれ」やカーブミラーなどの設置を要望していますが中々
進みませんし、白線など消えかかっている箇所が多くみられます。これが市街化区域
の現状であります。民間の造成による宅地開発が行われ、まだ宅地造成内の道路が私
有地である為側溝が土砂に埋まり、舗装は痛んだままとなっている団地もあります。
本当にこれが市街化区域と呼ばれて課税の対象になるのでしょうか。当局のお考えを
お聞きします 

 (2) 人口減尐時代に向けての都市計画等について 
   社会資本整備審議会では人口減尐が大きく取り上げられ「従来の継続的な都市化を反

映した拡散型都市構造から、経済社会の成熟化と人口減尐・超高齢化に対応した集約・
修復保存型都市構造への転換が必要である」と説明した。この答申は「国際化、情報化
高齢化、人口減尐等21世紀の新しい激流に対応した都市再生のあり方はいかにあるべき
か」という諮問に対する答えでありました。今後の都市の目標像を「エコ・コンパクト
シティ」とする旨の報告でした。今後は、20世紀に進めてきた開発は無理となり、求め 
るものは地域で暮らし続けられるまちづくりであります。働く場も、大規模な工場では
なく、居住地に近接するサービス業、教育、医療、福祉などでしょう。と報告されまし
た。従来型のまちづくりを進めると大きな破綻が避けられないと予測されています。 
これからは人口や産業の減尐を前提とした縮小型のまちづくりを目指すことが必要で

あります。 
その為には次の事に留意しなければなりません。 

あ）郊外にも一定の集積地を確保する。 
い）地域内で基本的な生活が充足出来るようにする。 



12 

う）公共交通を維持・拡充する。 
え）地域の質を高める。 

お）縮小型都市計画を進める行財政改革が必要。 
以上がこれから考えられる都市計画の一端かと思います 
それでは次の質問を致します。 

ア 当市としては、今後の都市計画をどの様に考えておられるかお聞き致します 
イ 老朽化は施設だけではなく、道路・排水路・橋梁港湾等多岐にわたっています。老
朽化に対するマネージメントを作成中とお聞きしておりますが、単なる老朽化対策だ
けではなく都市計画を想定した対策が必要ではないかと考えますが当局のお考えをお
聞きします 

ウ 現在、仮称大井川・藤枝スマートインターチェンジが施行中であります。公共交通
の要として捉えれば、インター周辺にバスターミナルや道の駅等が設置出来れば一定
の集積地としての役割を担う事になり、地域住民の足の確保と同時に基本的な生活が

充足出来、地域の質を高める事が出来ます。 
当局のお考えをお聞かせ願います。 

エ 縮小型都市計画を進めるには行財政改革は欠かせません。しかしながら高齢化社会
においては行政の支援なくしては成り立ちません。そこでNPOや各種福祉団体・ボラ
ンテｨア等が必要となります。そこでは各種団体の育成が必要となりますが現在では
どの様に対処していますか。 

当局のお考えをお聞かせください 
 

２ 豊かな心を育てるまちづくりについて 
 (1) スポーツ振興を通じて地域の活性化を図るには 
   2020年オリンピック・パラリンピック競技大会の開催地が東京に決定しました。それ

に伴い安倍内閣総理大臣から次のコメントがなされた。 
ア）世界中のアスリートが、ベストの競技が出来る環境整  備 
イ）東日本大震災からの復興を成し遂げた日本の姿を世界に発信する。 
ウ）海外からの渡航者への最高の「おもてなし」により日本の素晴らしさを感じてもら
う絶好の機会の実現。 

エ）オリンピックムーブメントの世界への発信を進めていく。 
との発言がありました。 

現在ロシアのソチでは冬季オリンピックが開催され日本の1 0代の若者が大活躍して
おります。 
さて、オリンピックは東京だけではなく、オールジャパン体制での取り組みが必要不

可欠であると言われております。例えば、「事前キャンプ地」や「文化プログラム」な
どが必要となります。オリンピック憲章では、オリンピック・パラリンピック競技大会

の大会組織委員会は、大会期間中に複数の文化イベントのプログラムを計画しなければ
ならないと定められています。 
具体的には、音楽・演劇・ダンス・美術・文学・映画 

ファッション等多様な文化事業600件、公演や展覧会等のイベントを含め1万2千件が実
施され、2012年のロンドン大会に参加した204か国からアーティスト2万5千人が参加し
ている。大会開催前から各地方においても文化イベントを積極的に行って観光客を呼び
込む等の取り組みが期待されている。 
これがスポーツツーリズムと言われ、「スポーツで人が動く仕組みづくり」であり、

スポーツをアトラクション（旅行目的）とする観光システムの構築が主たる目的とな
る。欧米では、スポーツツーリズムは不況にも強く、成長率の高い観光資源として注目
をあびています。日本でもスポーツへの参加や観戦、そしてボランテｲアとしての支援

やスポーツ施設・ミュージアムの訪問等スポーツにまつわる人の移動をツーリズムの視
点から捉えると、都市や地域を活性化する大きなマーケットが存在することに気が付き
ます。観光がようやく現代的な産業として認められるようになった。日本でも「一般社
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団法人日本スポーツツーリズム推進機構」（JSTA）が設立されています。 
当市においては焼津マラソンが該当するかもしれませんが。 

次の質問を致します。 
ア スポーツについては表題にありますように総合計画の位置付としては豊かな心を育
てるまちづくりの項目に入り、観光は「活力ある産業とにぎわいのあるまちづくり」
の項目に入っております。この様に今まではスポーツが観光資源として捉えられてい
なかった事の事実が表れています。2013年には訪日外国観光客が1千万を超え今後も
更なる増加が見込まれています。当市においては全国大会や各種大会が開催された場
合の受け入れはどの位の選手や支援者等の人数が可能ですか。宿泊施設や、確保でき
るボランティア数は、それに伴う施設整備はいかがでしょうか。又交通アクセスや駐
車場等の付帯設備等はいかがでしょうか。この様に足元がしっかりしないと受け入れ
が難しくなります。市長のお考えをお聞かせ下さい 
イ 大会が開催できるスポーツは何種目位の可能性がありますか 

ウ 「モノづくり」の陰に隠れていた「コトづくり」産 
    業として成長余力の高い観光産業でありその中でも注目を浴びるのがスポーツツー

リズムであると言われています。オリンピックを契機として、何らかの参加を考え
ていただきたいと思いますが市長のお考えをお聞かせ下さい 

 (2) スポーツを通じて人材育成を図るには 
   文部科学省が全国の小学5年生と中学2年生を対象に行った「全国体力調査」では、中

学2年生女子の約３割が１週間の総運動時間が60分未満という結果が発表された。この
原因としては、受験戦争、ゲームの日常生活への浸透、等様々な事が指摘されました。
一方中学校の「部活動」の衰退も一因として考えられるとも指摘されています。学校の
教員が仕事量の関係でしっかり指導する時間が取れないなどとの意見もありました、顧
問である先生の移動により部活動がストップしてしまうケースなどもあります。 

日本のスポーツ史を考えますと部活動が果たしてきた役割は非常に大きかったと言わ
れています。五輪で世界と対等に戦ってこられたのは部活動がしっかり機能していた種
目が大半であったとも言われている。最近の五輪では部活育ちでない選手が増え、例え
ば、水泳はスイミングクラブ・女子レスリングでは親子がそのまま師弟関係になってい
る。柔道・空手等は町の道場が入口となっている、これらの競技種目に共通するのは、
指導者が長期に渡って選手をコーチングしている点であります。これからは、団塊世代
の教員が定年を迎えます、すると部活のノウハウが失われ、コーチとしての能力が高い

層の指導者が減尐する事になり、ますます部活が衰退します。 
長野県教育委員会では、部活動から文部科学省指定の総合型地域スポーツクラブへの

移行を求めている。総合型クラブは‘02年度は541だったのが‘11年度は3241に増加し
ています。スポーツ基本法は、スポーツを通じて幸福で豊かな生活をする権利を盛り込
み、地域スポーツの振興を掲げてあります。その軸として地域に根差し、子供から大人

までがさまざまなスポーツに親しめる総合型スポーツクラブが推奨されている。 
新潟県燕市の分水中はNPO「クラブスポーツバイキングぶんすい」と提携し幼児から

お年寄りまで830人が30種目をたのしんでいる。分水中は教員が減って顧問が足りなくな
り、体操部がクラブの運営に委託され、学校ではなくクラブの指導者が中学生を指導し
ている。大会には分水中として参加できる。他の４つの部も部ごとクラブに加入して学
校とクラブ一体で活動している。指導には、地元の尐年スポーツ指導者や教員OBらの専
門家に習う事が出来、さらに次のような効果がうまれている。「部を引退した中３が小
学生を教えたり、地域の大人が親代わりになって叱ったり、世代間の付き合いが発生し
ている」この様に、部活を「学校の活動」から「地域の活動」に広げていく、この事が
子供達の世界を広げていくことにもなります。指導者としては、引退後の運動選手の再
雇用や、OB教員の再雇用、地域のリーダー育成者の活用等人材育成には効果があるよう

に思います。 
それでは次の質問を致します。 

ア 当市における総合型地域スポーツクラブの推進は前に進んでいるのでしょうか 
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イ スポーツ宣言都市であります当市において、宣言文にあります、次代を担う青尐年
のため、地域や職場でのスポーツ活動を進めましょう、とあります。次代を担う中学

生の部活が消滅の危機にありますが、当市としてはどの様にお考えかお聞き致します 
ウ スポーツ・レクリエーションの実施率の目標が減尐しているのには何か理由がある
のですか 

エ 東京オリンピックの開催に向けて当市としての人材育成や選手育成等の取り組みに
ついてのお考えをお聞き致します 

 
 

８ 小栁津健二郎議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

１ 原子力発電所の事故が起きた時の対処方法について 

 (1) 放射性物質が飛んできた時の対処方法は 
  ア 事故によって放出されると思われる、放射性物質の代表的なものは何ですか 
  イ 放射性ヨウ素は、体内に入ると甲状腺がんの発症のリスクが高まる。また放射性セ

シウムは骨や筋肉にたまり、白血病やさまざまながんのリスクになる。その他にどん
なリスクがあるのか 

  ウ 室内では、外気が入らないようにするには、どのようにしたらよいのか 
  エ 県との連携が必要となるがこの様な話し合いはしているのか 
 (2) 放射性物質の除去方法はどうなのか 
     体の除染については、どのようにしたらよいのか 
 
２ 公園等への健康遊具の設置について 

 (1) 公園に高齢者の健康遊具の設置について 
     健康遊具とは、健康づくりを主な利用目的とした大人用の公園施設で、全国的に住

宅地の公園に健康遊具の設置が進んでいる。 
このため、市内の公園に設置する考えはないか 

 
 (2) ちびっこ広場に遊具の設置は出来ないものか 
  ア 子供達の体力強化の為にも必要であると思うが 
  イ 遊具の管理は自治会ではなく行政で行ったらどうか 
 
３ 西焼津駅周辺の再開発計画について 
(1) 西焼津駅周辺の人口増に対する宅地創出について 

 西焼津駅周辺の小土・小屋敷・小柳津・柳新屋の人口が増加しているが、東名高速
道路西側の市街化調整区域での宅地造成を可能にする「開発条例制度」を導入し、新
たな宅地創出を図り人口の流出を防ぐようにしてはどうか 

 (2) 周辺の再開発計画について 
  ア 昭和55年に建てられた豊田公民館は34年を経過しているが、改築はいつ頃を予定し

ているか 
  イ 駅を総合ビルにして集客を図る考えはないか 
 
４ 焼津市で管理をしている案内看板のライトアップについて 
 (0) 観光を含めた看板のライトアップについて 
  ア 県道416号線、塩川新聞店斜め前の花壇のところの看板は夜は真っ暗になってしま

い、看板の役目を果たしていない。大変いい看板なのにもったいないと思う。 
    せめて９時ごろまでつけておいてはどうか 
  イ 市内には観光場所を案内する看板は何枚ほどあるのか教えてください 
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 ９ 齊藤寛之議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

１ 農地の耕作放棄地の保全対策について 
     農用地の耕作放棄地の保全対策について 

農業者の高齢化の進展に伴い農地の荒廃化が進んできており、大なり小なり市内の各
地で散見されており、農業の後継者問題が大きな課題となっている。 
国はもとより、地方の自治体の農業団体にあっても担い手対策に目を向け取り組んで

いる姿勢は伺えるところであります。 
農地の管理を一年手を省くと、到底人の力では復元するには難しく重機に頼らざるし

か方法はありません。 
又近年は田畑の農作物を喰い荒らす鳥獣被害も多発しており農地の管理を放棄せざる

を得ない状況となり生産農家にとりましては、この対策も急務とされています。 

現在市内全体の農地面積は1,961ｈａ、この内耕作放棄地は約20ｈａとなっており大
井川地区の農地面積は779ｈａであり放棄地は8.8ｈａと聞いております。 
農家が農地を管理出来なくなる前に、行政や農業団体がアンケート調査を実施し、生

産者から農地を借り受け担い手に管理を委託する対策を実施しておりますが、完璧とは
言い難い状況となっております。 
こうした放棄地を復元・再生するには国・県・市まちの補助制度を活用した施策が出

されておりこの補助金を活用した例も、いくつか承知しております。 
先般、新聞報道から県内のある自治体が、来年度より県・市まちの行政・農業生産

者・民間企業が協同して事業体を構成し、野菜栽培に取り組む計画があると報道されま
した。 
その計画では、事業用地は約7.2ｈａ栽培面積は４ｈａ、大型ハウスで通年栽培を計

画しており、暖房の燃料は、木質バイオマスを導入し化石燃料の半減化や経営の節減を
目指すとされており、施設集約や地域自然エネルギーを活用した農業を推進する国の新
規助成事業「次世代施設園芸導入加速化支援事業」の採択に向け働きかけをし生産した
野菜を一大産地にしようとしている計画であると報道されました。 
こうした国の新規助成事業を、まちの主導で広く呼びかけ農家が生産者の主体となり

民間企業の協力を得、共同事業体としてシステム作りをおこない、産地化に取り組む姿
勢を構築願うところであります。 

  ア 今迄に再生復元された実績について伺う 
  イ そして復元された後の管理状況は如何か伺う 
  ウ 現在市内で耕作している生産企業の数は 
  エ 面積はどの位か、その農地の管理状況について伺う 

  オ 農家が農地の管理が出来なくなる前の対策がありましたらその手法を伺う 
２ さわやかクラブやいづ連合会の現状について 
     さわやかクラブやいづ連合会の現状について 

厚労省が昨年発表された2010年の県の平均寿命は男性が80才、女性が86.2才、更に65
歳以上の高齢者が３千万人を超えたとの報道され、正に尐子高齢化の時代に入って参り
ました。 
振り返るに、今こうして、私達が平和で豊かな暮らしが出来るのは、戦中戦後を通し

て、高齢者の皆さんが、頑張ってきてくれたお陰である事は言うに及ばず、これから尐
しでもゆとりが持てる時間があるのではと思われる時、現在市のさわやかクラブへの加
入団体数は91団体、会員数は4,010名と聞いております。 
ここ数年の内に15団体会員は千人余名の方が減尐となり、今の侭で推移するとクラブ

そのものの運営が困難となり、自然に消滅してしまうのではと懸念するところでござい
ます。 
又、こうしたクラブへの加入者が尐ない要因の一つは地域で実施している健康づくり

のグランドゴルフや趣味を生かした団体等へ目を向ける方が多いとされ、もう一点は後
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継者の加入が無く役員の選考に難点があるとされ、こうした事から団体そのものの組織
が弱体化して来ていると感じております。 

ここでお伺いします 
  ア さわやかクラブの関心が薄い方への加入対策は、ど の様にしているか 
  イ 加入されていない個人に対し、フォロー的な措置はとっているのか 
  ウ 脱退した団体への引戻す対策は行っているか 
  エ 月１回の役員会の場所を、複数の場所で開催するのも選択肢のひとつではないか 
  オ クラブ団体への助成措置は、補助金の外、どの様な措置があるのか 
  カ 今後クラブ運営に対し、総合的な見解をお聞かせ願いたい 
 
３ リニア新幹線の整備計画による河川の流量問題について 
     リニア新幹線の整備計画による河川流量問題について 

リニア新幹線の整備計画が進められており、この計画は、南アルプスの山中にトンネ

ルを掘り進めてゆくと示され、大井川水系の河川流量が最大で毎秒2ｔ減尐するとの予
測であり準備書で報告されたと報道されている。 
このため必要に応じて、水を汲み上げ河川に戻す対策が示されておりますが、この流

量問題は多くの住民の関心事となっており、住民が生活してゆく上で、欠かす事の出来
ない大切な飲料水であり、更に農業用水として使われ、企業の工業水でもあり広く活用
されて、生活面、生産面でも重要な資源であります。 
ただでさえ水の需要期には、節水対策迄実施し大切にされてきただけに流量の減尐に

は強い懸念がもたれております。 
昨年末、大井川流域の自治体で構成している大井川水利調整会議に対し事業主である

ＪＲ東海より非公開の説明が開催されており、その席で企業側から市民生活に影響は無
いとする環境影響評価準備書についても説明されている。 

こうした事実を知り、大井川水系の水がいかに重要であるか改めて認識をしていると
ころでございます 

  ア 大井川水系の流量問題についてどの様に考えているか 
  イ この流量問題について具体的対策について伺います 
 

 

 

 


