
◎令和３年東伊豆町議会第１回（３月）定例会一般質問 ９名 １６問 

 

 〇令和３年３月４日（木）午前９時３０分開会 

１ 楠山 節雄 議員 

    （１）新型コロナウイルス感染症に伴う町内経済活性化について 

  （２）施政方針について 

（３）タイムカプセルの掘り起こしについて 

 

２ 内山 愼一 議員 

    （１）経済対策について 

    （２）ふるさと納税について 

 

３ 栗原 京子 議員 

    （１）新型コロナウイルスワクチン接種について 

   

４ 笠井 政明 議員 

（１）コロナ禍における対策について 

 

５ 鈴木 勉 議員 

（１）プレミアム商品券事業について 

（２）コロナ禍における生活支援について 

 

 〇令和３年３月５日（金）午前９時３０分開会 

６ 稲葉 義仁 議員 

（１）廃棄物処理の方向性について 

 

７ 山田 直志 議員 

（１）施政方針について 

（２）防災・消防問題について 

（３）町長の選挙公約に対する姿勢について 

 

８ 西塚 孝男 議員 

（１）小・中一貫教育について 

（２）観光立町としての町の支援策は 

 

９ 藤井 廣明 議員 

（１）町営風車撤去の諸問題について 

 

 



令和３年第１回（３月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順１ 楠山 節雄 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 新型コロナウ

イルス感染症に

伴う町内経済活

性化について 

現在、新型コロナウイルス感染症の影響で１０都道府県が緊急事

態宣言下にあり、個人を含め町内の観光関連産業を中心に大変厳し

い状況下にあります。感染者数は減少していますが、緊急事態宣言

の発出されている都道府県では当面解除しない方向が示されていま

す。そこで、以下の点をお尋ねします。 

（１）第１波、第２波当時より更に厳しい状況下にある現状を踏ま

え、今まで実施してきた町単独の支援策も含め、今後、町内

事業者や個人に対する支援策のお考えは。 

（２）観光協会、商工会、農・漁業関係団体の振興に対する支援策

のお考えは。 

 

２ 施政方針につ

いて 

町の羅針盤とも言うべき新年度予算の時期になりましたが、どの

ような方針で予算編成を行ったのか、以下の点をお尋ねします。 

（１）新型コロナウイルス感染症の影響で歳入面では、自主財源と

なる町税に大きな影響が出ると予想されますが、どのような

方針で積算を行ったのか。 

（２）町内経済の活性化のためにどのような対策を講じているのか。 

（３）町の財政基盤に大きな影響を持つ財政調整基金の現状をどの

ように認識しているのか。 

 

３ タイムカプセ

ルの掘り起こし

について 

現在、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい状況の下、

明るい話題を提供するため昭和５９年１月４日の庁舎建設時に埋設

したとされているタイムカプセルについて以下の点をお尋ねしま

す。 

（１）町はタイムカプセルの存在や場所を承知しているか。 

（２）所在の確認ができている場合、掘り起こしを行うお考えは。 

（３）所在不明等の場合、広く町民等に情報提供を求めるお考え

は。 

 

答弁を求める者 町長 

 



令和３年第１回（３月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順２ 内山 愼一 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 経済対策につ

いて 

コロナ禍で、首都圏を中心に緊急事態宣言が発出され、観光を主

幹産業としている町の経済の落ち込みは著しく、観光業界をはじめ

住民生活は一層厳しさを増している。 

そこで、下記の点について伺う。 

（１）観光客の誘客対策と観光関係業界への経済支援は。 

（２）一般家庭への経済支援は。 

（３）令和３年度の建設関連工事はどのようなものがあるか。 

 

２ ふるさと納税

について 

町の町民税、入湯税などの税収の激減が予想され、今後の見通し

も暗く、住民サービスの低下が危ぶまれる。 

そこで、下記の点について伺う。 

（１）ふるさと納税の増加対策は。 

 

答弁を求める者 町長 

 



令和３年第１回（３月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順３  栗原 京子 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 新型コロナウ

イルスワクチン

接種について 

ウイルスという目に見えぬ敵によって当たり前の日常は失われ、

私達の生活は大きな影響を受けました。 

新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる

限り減らし、感染拡大の防止を図るためのワクチン接種が、いよい

よ日本でも始まりました。 

多くの困難が予想される大事業であり、円滑に実施されることが

重要です。 

そこで東伊豆町におけるワクチン接種について以下の点を伺いま

す。 

（１）ワクチン接種のスケジュールは。 

（２）どのような形で接種を行なっていくのか。 

 

答弁を求める者 町長 



令和３年第１回（３月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順４  笠井 政明  議員 

質問事項 質問要旨 

１ コロナ禍にお

ける対策につい

て 

新型コロナウイルスが流行し始めて１年経過し、ワクチン接種等

の予定も立ち出口が見え始めている。 

そのような状況も踏まえ、以下の点を問う。 

（１）町内の感染症対策はどのように考えているか。 

（２）ＧＯＴＯトラベルの再開が現時点で未定だが、再開後の対策

と取組は。 

（３）マイクロツーリズムの観点から１市５町独自で行うＧＯＴＯ

トラベル、ＧＯＴＯイートの取組を提案するが、検討の余地

はあるか。 

 

答弁を求める者 町長 



令和３年第１回（３月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順５ 鈴木 勉 議員 

質問事項 質問要旨 

１ プレミアム商

品券事業につい

て 

今年度交付された「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金」について、町が前回、実施したプレミアム商品券事業につ

いて、以下の点を伺います。 

（１）プレミアム商品券の使用可能対象店舗のうち、実際に使用さ

れた店舗の割合は。 

（２）プレミアム商品券事業について、町民の声はどのように届い

ているか。 

（３）今後、プレミアム商品券事業を実施した場合、大型店での使

用について検討するお考えは。 

 

２ コロナ禍にお

ける生活支援に

ついて 

全町民を対象に地域限定商品券を支給されるお考えは。 

答弁を求める者 町長 

 



令和３年第１回（３月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順６ 稲葉 義仁 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 廃棄物処理の

方向性について 

施政方針においてスピード感をもって取り組みたいとされている

「ごみの有料化」に関連して、これからの１年間でどのように取り

組んでいくのかについて伺います。 

（１）「ごみの有料化」実現に向けて令和２年度に実施した施策及び、

実施予定であったが実現に至らなかった施策は。また令和３

年度に計画している具体的な施策とスケジュールは。 

（２）地域住民の理解を深めるため、また積極的な協力を仰ぐため

に必須と考えられる説明会の実施等、直接的な対話・意見交

換が、新型コロナウイルス感染症の蔓延により困難となって

いる状況にあるが、どのように対応するお考えか。 

（３）令和元年１２月議会での一般質問において、「非公式には投げ

かけている」とされた河津町の焼却残さ等の受け入れについ

てその後の進捗は。 

 

答弁を求める者 町長 

 



令和３年第１回（３月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順７ 山田 直志 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 施政方針につ

いて 

町長は施政方針で「熱川支所の形態見直し」や「ごみの有料化」

をはじめ「学校の統廃合」や「施設の廃止」等、スピード感をもっ

て改革に取り組み持続可能な町として町政運営を行っていきたいと

の姿勢を示していますが、そこで以下について質問します。 

（１）「熱川支所の形態見直し」「ごみの有料化」「学校の統廃合」の

課題について、来年度中にどのような作業を行いどこまで進

めるのか。 

（２）「施設の廃止」については、来年度予算でアスド会館プールや

風力発電所の解体撤去を計画しているが、次年度以降に対応

を検討している他の施設等は何かあるか。 

（３）述べられた４つの改革の他に、課題になるなど検討している

ことはあるか。 

（４）小中学校の統合を進めると、新たに使用する校舎等において、

改修整備が必要になると思われるがその事業費と一般財源と

補助金等の割合をどのように見積もっているか。 

（５）決算剰余金の取り扱いを今年度から基金への積立をせずに繰

越金に計上するようだが、基金の積み立ての計画をどのよう

に考えているのか。  

（６）投資的事業や施設の撤去事業に備えた資金確保の計画はある

のか。 

（７）各種の起債を活用しているが、今後の償還額は、財政運営の

重荷にならないか。 

 

２ 防災・消防問

題について   

頻発している自然災害に対する対応等について質問します。 

（１）災害情報を伝達する「コスモキャスト」や「つくしらチャン

ネル」の普及が進んでいないようだが、その対応は。 

（２）消防団再編計画を策定したようだが、検討する計画で実施す

る中身が少ないように思うがどうか。 

（３）今後の消防団の位置づけや整備の方向が見られないが、位置

づけや役割はそのままであるのか。 

３ 町長の選挙公

約に対する姿勢

について 

町長の今任期最後の予算と公約を見比べると幾つか対応されてい

ない施策が見受けられる。そこで以下について質問します。 

（１）「買い物の足となる送迎車の運用を図ります」「防災無線を各

家庭へ導入します」「介護施設の充実を図ります」「みなさん



の声を反映させるために各地に出向きます」「給食費を無料化

します」など町民の期待が高かった施策が進んでいないが、

どうお考えか。 

（２）「Ｕターン者の就業支援をします」も実現してはいない。 

  現在町内の観光・介護・建設などで人手不足が深刻になって

いる。就業支度金制度など今からでも取り組んではいかがか。 

 

答弁を求める者 町長 

配布資料あり 掲示板を使用する 

 



令和３年第１回（３月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順８ 西塚 孝男 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 小・中一貫教

育について 

新型コロナウイルス感染症で生活環境が変わり、子供たちも不安

定な生活をしている中で、以下の点について伺う。 

（１）中学生のクラブ活動はどのようになっているのか。 

小学校６年生は、夢を持って中学校へ進学をします。その時

に自分の好きなクラブ活動の人数が少なくてクラブ活動がで

きない状況の中、稲取・熱川地区に小中一貫校を整備される

のか。 

 

２ 観光立町とし

ての町の支援策

は 

町の主産業であるホテル・旅館が苦境に立たされている中で、 

ＧｏＴｏトラベル事業の再開が期待されている。そこで以下の点

について伺う。 

（１）宿泊施設への支援策として、水道料金を１、２か月程度、料

金を減額してはいかがか。 

 

答弁を求める者 １問目は町長・教育長、２問目は町長 

 



令和３年第１回（３月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順９ 藤井 廣明 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 町営風車撤去

の諸問題につい

て 

現在の風車を民間事業者へ継承するにあたっては、新たな風車を

建設することが条件となっている。そこには環境問題をはじめ、い

くつかの懸念すべき疑問がある。そこで、以下を伺う。 

（１）住民説明会はいつ行うのか。 

（２）事業者の収支見込みは示されていないのか。どう伺っている

か。 

（３）土地を使用させる賃貸でなく、地上権設定に問題はないか。 

（４）万一に事業者が撤退する場合、巨大風車が残される恐れはな

いか。 

答弁を求める者 町長 

配布資料あり 

 


