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第６回（９月）定例会  会期 2008 年 9 月 17 日（水）～10 月 16 日（火）
 第 6 回（9 月）定例会は、会期が 9 月 17 日から

10 月 16 日までの 30 日間で開催され、議員発議 1
件、当局議案 40 件を審議し、いずれも原案通り議決

しました。 
なお、本議会の特徴として、平成 20 年度沼津市一

般会計補正予算（第 4 回）の中に、鉄道施設移転事

業費（土地収用を視野に入れた調査費）7,500 万円

が盛り込まれたことから、この補正予算の是非を巡

る論議が中心となりました。渡部議員は一般質問で、

昨年の 9 月議会に引き続き、地震災害発生時の事業

継続計画・BCP 策定の必要性を政策提言しました。水産複合施設“INO(ｲｰﾉ)”で活性化した沼津港

第６回（９月）定例会の主な議案 ⇒原案通り議決 

77,,550000 万万円円のの調調査査費費をを含含むむ平平成成 2200 年年度度一一般般会会計計補補正正予予算算等等をを議議決決
第 6 回（9 月）定例会では、「専決処分を含む報告議案が 6 件、先決承認議案が 1 件、人事議案が 1 件、

決算認定議案が 13 件、一般議案が 4 件、条例改正議案が 9 件、補正予算議案が 6 件、議員発議による意

見書等が 1 件の合計 41 件の議案を審議し、すべて原案通り認定・承認・可決されました。 

◆今議会での中心議題である平成 19 年度決算の認定に関する議案。 
１．平成 19 年度沼津市一般会計歳入歳出決算の認定 

決算額は、歳入 75,354,840 千円、歳出 72,963,044 千円で、歳入歳出差引額(形式収支額) 2,391,797
千円で、翌年度繰越財源 473,389 千円を控除した実質収支額は 1,918,408 千円と なった。歳入は前
年度比 4.1%増で、主なものは市税 39,140,753 千円（構成比 51.9%)、国庫支出金 8,312,553 千円（同
11.0%）、市債 5,230,400 千円（同 6.9%）である。歳出も前年度比 6.8%増で、主なものは民生費
17,443,159 千円（構成比 23.9%)、土木費 14,758,398 千円 （同 20.2%）、総務費 8,856,422 千円（同
12.1%）、衛生費 8,753,124 千円（同 12.0%）、教育費 8,588,781 千円（同 11.8%）である。 

２．平成 19 年度沼津市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 
  決算額は、歳入 22,470,183 千円、歳出 21,665,345 千円で、差引額は 804,838 千円である。保険料

及び保険税の収入未済額の内訳は、一般被保険者国民健康保険料 2,527,753 千円、退 職被保険者等
国民健康保険料 124,750 千円、一般被保険者国民健康保険税 22,695 千円、退職被保険者等国民健康
保険税 3,469 千円で、前年度比 244,689 千円（10.1%)増加している。 

３．平成 19 年度沼津市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定 
  決算額は、歳入 18,185 千円、歳出 17,065 千円、差引額は 1,120 千円である。歳出 17,065 千円は

共済事業費である。前年度比で加入者数、会費収入ともに 7.0％減となった。 
４．平成 19 年度沼津市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定 
  決算額は、歳入 234,071 千円、歳出 234,071 千円である。歳出の主なものは、土地区画整理促進用

地取得費 95,118 千円（構成比 40.6％）、沼津駅周辺総合整備基金繰出金 66,690 千円（同 28.5％）。 
５．平成 19 年度沼津市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定 
  決算額は、歳入 15,581,691 千円、歳出 15,735,419 千円で、差引額は▲153,729 千円である。歳出

の主なものは、医療給付費 15,144,329 千円、医療費支給費 373,010 千円である。月平均医療受給対
象者は 21,946 人で、前年度比 3.8％減である。
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６．平成 19 年度沼津市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 
  決算額は、歳入 10,237,751 千円、歳出 10,024,836 千円、差引額は 212,915 千円である。保険料の収

入未済額の内訳は現年度分普通徴収保険料 30,541 千円、滞納繰越分普通徴収保険料 37,584 千円で、前
年度比で 16.2％増である。歳出の主なものは、施設介護サービス給付費 3,953,107 千円、居宅介護サー
ビス給付費 2,818,057 千円、地域密着型介護サービス給付費 848,513 千円などである。 

７．平成 19 年度沼津市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定 
  決算額は、歳入 5,498,854 千円、歳出 5,498,854 千円である。歳出の主なものは、市街地再開発事業
費 5,449,316 千円が主なものであり、内容は工事請負費 5,218,320 千円、委託料 118,650 千円など。 

８．平成 19 年度沼津市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 
  決算額は、歳入 8,250 千円、歳出 6,707 千円である。歳出の主なものは、事業費 6,707 千円である。
９．平成 19 年度沼津市温泉施設事業特別会計歳入歳出決算の認定 
  決算額は、歳入 23,345 千円、歳出 21,221 千円、差引額は 2,124 千円 

である。歳出の内訳は、温泉施設費 21,221 千円であり、主な内容は温 
泉浴場管理費 21,048 千円である。 

10．平成 19 年度沼津市病院事業会計決算の認定 
(1)診療状況：本年度の入院患者数は 129,963 人で前年度比 5,032 人減と 

なった。また、外来患者数は 219,587 人で前年度比 25,179 人減となり、 
総患者数の合計では、349,550 人で前年度比 30,211 人減。 

(2)財政状況：収益的収支は、総収益 10,466,980 千円、総費用 10,681,763 
千円で、214,784 千円の純損失となり、累積欠損金は 3,008,796 千円と 
なった。また、資本的収支は、収入額 380,500 千円、支出額は 1,023,115 千円となった。 

(3)建設改良の状況：入院病棟の充実を目的にナースコール設備システムを整備し、一般医療機器等は人
口呼吸器ほかを購入した。 

11．平成 19 年度沼津市水道事業会計決算の認定 
(1)給水状況：総配水量は 36,214,734 ㎥（前年度比 751,496 ㎥減）で、有収水量は 36,214,734 ㎥（前年

度比 479,673㎥減）、有収率は 87.4％（前年度比 0.4％増）となった。当年度未における給水戸数は 101,598
戸、給水人口は 244,688 人で、計画給水区域内における普及率は、99.7％となった。 

(2)建設改良の状況：連設改良費は総額 1,659,227 千円を執行し、送配水管 16,693m の布設及び布設替を
行い、老朽管の更新による水の安定供給に努めるとともに、井出水源池３号送水ポンプ取替工事他を実
施、江梨配水池他築造工事等を実施した。そのほか、水道部庁舎建設用地 1,363.80 ㎡を取得した他、量
水器 2,738 個及び車両 5 台を購入した。 

(3)財政状況：収益的収支は総収益 2,928,028 千円、総費用 2,661,588 千円で、損益計算書での収益は
2,792,745 千円、費用は 2,594,475 千円となり、当年度純利益 198,270 千円を計上した。 

12．平成 19 年度沼津市下水道事業会計決算の認定 
(1)水洗化状況：本年度の汚水処理量は 21,842,265 ㎥で、有収水量は 13,127,201 ㎥、有収率は 60.1％と

なった。当年度未における全市人口普及率は 47.2％、水洗化件数は 34,807 件、水洗化人口は 82,834 人。
(2)建設改良の状況：建設改良費は総額 2,921,944 千円を執行し、うち企共事業費は 1,153,400 千円で、汚
水管 5,258.4m の布設を行い、主要幹線等の延長に努めた。単独事業費は 1,641,662 千円で、汚水管
9,489.6m の布設を行い、供用区域の拡張に努めた。 

(3)財務状況：収益的収支は消費税及び地方消費税を含めて総収益 4,018,962 千円、総費用 3,897,478 千円
で、消費税及び地方消費税を除いた損益計算書での収益は 3,889,860 千円、費用は 3,857,776 千円。 

 
◆以降３件は前述の決算内容とは異なり、平成 20 年度に係る議案。 
13．沼津市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正 
  東駿河湾広域都市計画地区計画（沼津駅北第一地区計画）の変更に伴い、駅前広場西地区において建
築物の容積率の 高限度を設けるほか、所要の改正を行う。 

14．沼津市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例の制定 
  東駿河湾広域都市計画特別用途地区（大規模集客施設制限地区）の決定に伴い、大規模集客施設の建
築制限（１万㎡）に関し、条例を制定する。 

15．工事請負契約の締結（沼津市立金岡保育所建築主体工事） 
  制限付き一般競争入札の結果、234,990 千円で富士峰建設㈱と仮契約を締結。 
 
◆以降は前述の決算内容とは異なり、平成 20 年度予算に対する補正である。 
16．専決処分の報告及びその承認（平成 20 年度沼津市一般会計補正予算（第２回）） 
  16,000 千円（市議会議員補欠選挙）を追加するもので、その結果予算総額は 68,886,749 千円とする。
17．平成 20 年度沼津市一般会計補正予算（第４回） 
  1,064,679 千円を追加するもので、その結果予算総額は 70,016,428 千円となる。内容は国・県の補助

内定等に伴うものとして、岡宮北土地区画整理事業費 230,000 千円、興国寺城跡保存整備事業費 203,500
千円、鉄道施設移転事業費 75,000 千円、単独事業費として、病院事業会計繰出金 310,000 千円が主な
もの。このほか債務負担行為として消防庁舎整備事業費を追加する。 

防災訓練に取り組む市民 
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第 3 号からシリーズで報告している「チャレンジ The 耐震補強」ドキュメントの第４回目は、平
成 18 年度から導入された「耐震改修促進税制」です。必ずや皆様のお役に立つものと思います。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

１、本市の地震災害発生時における BCP（事業継続計画）について 
 （１）地震災害発生時に継続すべき市民サービスについて 

「質問」BCP（事業継続計画）という考え方は企業だけに課せられるものではなく、当市が担っている多くの

市民サービスにおいても同様の意義と期待があると認識している。地震災害等の災害発生時でも事業継続

すべき市民サービスについて市長はどのように考えているのか？ 

「答弁」本市では、東海地震により多大な被害が発生すると予想されており、災害予防はもちろんのこと、大
規模地震発生に対して、速やかに災害応急対策を行い、一日も早く震災から復興するため沼津市地域防災
計画を作成している。この地域防災計画の中では、災害応急対策に一定の目途が立った後、復旧・復興対
策を実施するため復興本部を立ち上げることになっている。今後も、市民の生命、身体、財産を災害から
保護し、日常生活の安全を確保することが自治体の重要な役割であるとの認識から、災害対策本部と復興
本部を併設し、業務を整合させながら対応をしていく。 

 （２）休日・深夜等の勤務時間外の登庁訓練の実績と評価について 
「質問」休日・深夜等の勤務時間外の登庁訓練を実施しているものと認識しているが、過去の登庁訓練におけ

る実績をどのように評価しているのか？ BCP 的見地からみた必要人員の確保策は充分なのか？ 

「答弁」本年 4 月に予告無しで実施した職員動員訓練の実績では、「訓練地震発生」の情報伝達を開始してか
ら 30 分以内の参集率は 20.4 パーセント、60 分以内の参集率は 80.1 パーセントであった。このことから、
沼津市災害対策本部の早期立上げや、本部体制の確立が図れるものと認識している。また、必要人員の確
保は、「沼津市地域防災計画」に基づき、適正配置を行っている。 

 （３）早期にＢＣＰ（事業継続計画）を策定する必要性の認識について 
「質問」より簡潔で分かり易い BCP（事業継続計画）を早期に策定すべきと考えるが、その必要性に対する

市長の認識を伺いたい。 

「答弁」先ほど災害時の継続すべき市民サービスについて答えたとおり「沼津市地域防災計画」に定めてある
が、新たな課題については必要に応じ、「沼津市防災会議」に諮り見直しを行っていく。 

【耐震改修促進税制ドキュメント】 
  前号で「わが家の専門家診断事業」から「木造住宅耐震補強助成事業」の 
ドキュメントは終了しましたが、さらにお得なオマケが付いて来ました。そ 
れは、平成 18 年度から新たな支援制度「耐震改修促進税制」が創設されたん 
です。平成 18～21 年工事完了：3 年間、平成 22～24 年工事完了：2 年間、 
平成 25～27 年工事完了：1 年間、固定資産税が半額になるんです。ちなみに 
わが家の場合は、337,500 円（112,500 円×3 年分）も得する見込みです。 

【評価と総括】 
  第４ステップはブロック塀の解体工事の予定でしたが、今回は新たな支援制度が追加されたこ
とから紹介させていただきました。思いがけないプレゼントをもらったような感覚です。

18．平成 20 年度沼津市一般会計補正予算（第３回） 
65,000 千円（衆議院議員選挙）を追加するもので、その結果予算総額は 68,951,749 千円となる。 

19．平成 20 年度沼津市病院事業会計補正予算（第１回） 
  今回の補正予算は、資本的収入において、他会計補助金 310,000 千円を追加するもの。 
◆その他、交通事故等に関する専決処分の報告が 4 件、平成 19 年度沼津市一般会計及び市街地再開発事業特別

会計の継続費精算報告書の報告が 2 件、平成 19 年度沼津市国民宿舎事業会計決算の認定、市道路線の認定・
変更が 2 件、沼津市土地開発公社定款の一部変更、沼津市交通災害共済条例の廃止、沼津市議会政務調査費の
交付に関する条例の一部改正、公益法人等への沼津市職員の派遣等に関する条例の一部改正、沼津市議会議員
等の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部改正、沼津市税賦課徴収条例の一部改正、沼津市営住宅条例の一
部改正、公の施設に関する条例における用語の定義の整理に関する条例の制定、平成 20 年度沼津市国民健康
保険事業特別会計補正予算（第２回）、平成 20 年度沼津市老人保健事業特別会計補正予算（第２回）、平成 20
年度沼津市介護保険事業特別会計補正予算（第１回）、固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求める人事
案件が１件、沼津市議会会議規則の一部改正などの議案もありました。 
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３、防災上の観点から見た安全安心のまちづくりについて 
 （１）災害対策本部運営訓練の特徴について 
「質問」普段市民の目に触れることのない災害対策本部の立ち上げ訓練、地震発生後の応急対応など、本部運

営訓練はどのように行われているのか？ また、訓練の特徴について伺いたい。 
「答弁」訓練は「沼津市地域防災計画」に基づき、県、自衛隊、警察、消防団、沼津医師会及びライフライン

関係の事業所が参加し、災害対策本部の機能の確認と非常時における緊急対応を速やかに行うため実施し
ている。本年 9 月 1 日に実施した訓練では、午前 6 時 50 分東海地震注意情報の受信から、地震が発生し、
発生後 1 日経過、さらに 1 週間経過後の各段階において、参集から、情報収集、被害想定に基づき、それ
ぞれの対応について図上訓練を約 5 時間実施した。訓練内容は、本部長の指示により被害状況の調査・報
告を行い、被害状況を分析した上で、対応策の検討を行った。これらの検討結果に応じて、自衛隊及び緊
急消防援助隊の派遣要請、ボランティアの受け入れ体制や緊急輸送路の確保などを行う他、津波や倒壊家
屋からの救出救助、消火活動、避難地などへの医療救護や物資支援などの具体的な課題について協議し、
対応について訓練を実施した。また、市民への情報伝達訓練として、同報無線による放送や市長自ら「FM
ぬまづ」により、市民への訓練参加を呼びかけた。次に、自主防災会との連携であるが、市内 55 箇所の避
難地には職員を配備し、避難状況や被害状況を災害対策本部へ伝達するとともに、防災倉庫内の資機材の
点検を行った。特に本年度の本部運営訓練では、会場型訓練、イーラ de を主会場とした都市型対応訓練、
獅子浜陸閘閉鎖訓練、上空偵察などの映像を本部で確認する情報伝達訓練や、衛星携帯電話による戸田地
区との通信訓練を実施した。 

（２）自主防災組織を取り巻く課題に対する認識について 
 「質問」平日の昼間に災害が発生した場合、防災上主要な役割を担う人材が半分以下となる。また、単位自治

会への未加入などの課題がある。これらの自主防災組織を取り巻く課題に対する市長の認識を伺いたい。
「答弁」本市では、地域と連携した「災害に強い安全なまちづくり」に取り組んでいる。近年、高齢化の進展

や核家族化などを背景に、防災対策として地域社会における共助の果たす役割が一層増大すると認識して
いる。このような中、いつ起こるかわからない災害に対し、組織力・装備を有する地元消防団の支援や地
域に居住する人や地元の中学生や高校生が自主防災会と協働して防災対応を行うことが重要である。この
ため、日ごろの防災訓練を通じ多くの市民の参加を呼びかけている。今後も「自らの命は自ら守る」「自ら
の地域は皆で守る」の自助・共助を合言葉に、自主防災組織への加入を促すとともに、地域住民を中心と
した自主防災活動の推進を図っていく。 

２、プロジェクト「TOUKAI-0」に係る本市の取り組みについて 
 （１）沼津市耐震改修促進計画の実績と今後の取り組みについて（その１） 
 「質問」沼津市耐震改修促進計画は、平成 27 年度末を目標とした「静岡県地震対策アクションプログラム 2006」

に基づく事業であることから、プロジェクト「TOUKAI-0」の県の助成制度を継続すべきと考えるが、こ

のことに関する市の対応について市長の認識を伺いたい。 
「答弁」東海地震による人的被害を半減させるためには、減災効果の大きな住宅の耐震化に、継続的に取り組

んで行く必要があり、県及び本市では耐震改修促進計画を定め、その中で平成 27 年度末における住宅の耐

震化率 90％を目標に掲げている。この目標を達成するために本市では、市民意識の啓発に努めるとともに、

耐震補強工事に対する上乗せ助成や固定資産税の減額などの施策を行っているところであり、今後も引き

続き、これらの施策を推進していく。なお、プロジェクト「TOUKAI-0」における県の補助制度は、耐震

化を促進するために有効な制度であり、このため、県内の 15 市で組織する静岡県建築基準法施行都市連絡

会議を通じ、県に対してプロジェクト「TOUKAI-0」の来年度以降の事業継続や補助制度の拡充を求めて

要望書の提出を行った。今後も引き続き、県に対して要望していく。 
（２）沼津市耐震改修促進計画の実績と今後の取り組みについて（その２） 
「質問」耐震補強したくても費用面で難しい家庭に対する工夫などが必要と思われるが、耐震改修促進計画の

更なる前進に向けた課題認識について伺いたい。 

「答弁」県が平成 18 年度に実施した「住宅耐震化アンケート」によると、補強工事を実施しない理由は、工事

費用の問題が主なものである。なお、平成 19 年度の耐震補強工事費の県内平均は、約 180 万円であった。

この問題における対策としては、引き続き、耐震補強助成制度や固定資産税の減額等、耐震改修促進税制

について広報に努めるとともに、耐震診断補強相談士の研修会などを充実することにより、工事費用を軽

減できる工事内容や工法について周知していく。また、耐震シェルターなどに対する補助制度について、

他市の状況等を調査し、研究していく。 

◇◆◇◆◇ 平成 19 年度も引き続き「沼津市の財政指標」は良好な数値を示す ◇◆◇◆◇ 

【旧財政指標】⇒ 財政力指数：1.081、経常収支比率：78.8、公債費比率：12.8、実質収支比率：4.6 
【新財政指標】⇒ 実質赤字比率：－、連結実質赤字比率：－、実質公債費比率：8.3、将来負担比率：96.1 


