
令和４年東伊豆町議会第４回定例会 

一般質問 ９名 ２０問 

 

 

〇令和４年１２月６日（火）午前９時３０分開会 

１ 楠山 節雄 議員 

（１）道路整備について 

 （２）朝市等の波及効果について 

 （３）ヤングケアラーの実態について 

 

２ 栗原 京子 議員 

 （１）子どもによるまちづくりについて 

 

３ 藤井 廣明 議員 

（１）遊休農地等の再生について 

（２）アサギマダラの里づくりについて 

 

４ 西塚 孝男 議員 

（１）人口減少について 

（２）ふるさと納税について 

 

 ５ 鈴木 勉 議員 

 （１）高齢者が安心して暮らせる町づくりについて 

 （２）訪れたくなる魅力ある町づくりについて 

 

６ 内山 愼一 議員 

（１）商店街の空き店舗対策について 

（２）子育て支援の拠点づくりについて 

 

〇令和４年１２月７日（水）午前９時３０分開会 

７ 笠井 政明 議員 

（１）子どもたちの教育環境の今後について 

（２）町有施設の今後の活用、管理について 

 

８ 山田 直志 議員 

 （１）観光産業の磨き上げについて 

 （２）農業経営基盤強化促進法、地球温暖化対策推進法の改正と町の対応について 

 （３）景観上の懸念について 

（４）学校給食への支援、無償化について 

 

９ 須佐 衛 議員 

（１）町内産業の労働力不足解消に向けた取り組みについて 

（２）町の水道事業について 



令和４年第４回定例会  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 道路整備につ 

いて 

近年、異常気象による集中豪雨災害がたびたび発生し、国道を含 

む幹線道路網が通行止めの措置が取られることが多くなった。そこ 

で、観光振興や災害対応道路の位置づけとしての道路整備推進が必 

要との認識だが、以下について考えを伺う。 

（１）湯ヶ岡赤川線を延長し、伊東市中大見八幡野線に接続する道 

路の整備推進についての考えは。 

（２）伊豆縦貫自動車道から東伊豆町へのアクセス道路の整備推進 

についての考えは。 

２ 朝市等の波及 

効果について 

 

港の朝市及び稲取漁港直売所が開設してから、稲取漁協周辺は多 

くの利用者でにぎわいを見せている。相乗効果による町内経済の活 

性化について、以下の点を伺う。 

（１）町内循環への取り組みは図られているか。 

３ ヤングケアラ 

ーの実態につい 

て 

 

大きな社会問題として報道されているヤングケアラーについて、 

当町の現状を伺う。 

（１）ヤングケアラーの現状把握のための調査の有無は。 

（２）調査済みの場合、どのような結果を得たか。また、未実施の 

場合、実施の考えは。 

（３）それらを踏まえ、今後の対策・対応についての必要性は。 

答弁を求める者 町長・教育長 

配布資料有り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年第４回定例会  一般質問通告 
                             

受付順２  栗原 京子 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 子どもによる 

まちづくりにつ 

いて 

 

文教厚生常任委員会で視察した「こうちこどもファンド」事業は、 

子ども達が自分達の町をより良くするための提案をし、大人サポー 

ターがアドバイスをしながらのまちづくり活動に市が補助金を交付 

する事業で、子ども達の活動は大人達を巻き込み、地域が活性化し 

ていく効果もあった。 

東伊豆町でも子どもによるまちづくりが推進できないか、以下の 

点を伺う。 

（１）子どもによるまちづくりは、町長の所信表明にあった「明日 

（みらい）へと希望をつなぐまちづくり」や「郷土愛・東伊豆 

愛の醸成」とも重なると考えるがいかがか。 

（２）子どもが地域社会に関心を持ち、課題解決のために活動する 

事は主体性やコミュニティ能力、市民性が育まれる重要な教育 

と考えるがいかがか。 

（３）現行の「提案型まちづくり補助金」に子ども部門を設けたり、 

子ども議会を開催するなどの考えは。 

答弁を求める者 町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年第４回定例会  一般質問通告 
                             

受付順３ 藤井 廣明 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 遊休農地等の 

 再生について 

 

 

 

遊休農地、いわゆる耕作放棄地については、全国的に大きな問題 

となっている。当町でも人口減少とともに拡大している。そこで以 

下を伺う。 

（１）当町における遊休農地の面積はいかほどか。 

（２）それはどのような要因で発生すると考えるか。 

（３）都会で暮らす人の中には農業に関心を持つ人が一定数あると 

聞くが、これをどう把握し呼び込むか。 

（４）「農業塾」のようなものを立ち上げる考えは。 

２ アサギマダラ 

の里づくりにつ 

いて 

 

チョウの１種であるアサギマダラの里づくりについて、以下の点 

を伺う。 

（１）近年、伊豆各地でアサギマダラの里を造ろうという話が進ん 

でいる。これらの構想をご存じか。 

（２）アサギマダラが飛来するフジバカマを町内の花壇、空き地、 

遊休農地に植栽するプロジェクトを立ち上げては。 

（３）観光地伊豆のもう１つの目玉として、先頭に立って伊豆半島 

をアサギマダラ半島にする考えはないか。 

答弁を求める者 町長 

配布資料有り 掲示板使用有り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年第４回定例会  一般質問通告 
                             

受付順４  西塚 孝男 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 人口減少につ 

いて 

９月の住民基本台帳では、人口が１１，４６９人で前年比２９人 

減となっている。内訳は転入４０人、転出４４人、出生４人、死亡 

２９人とあるが、以下について伺う。 

（１）人口減少が進む中で、預かり保育等の子育て環境について、 

どのように考えているか。 

２ ふるさと納税 

について 

ふるさと納税とは、全国の応援したい地域に寄附ができる取り組 

みで、使い道を選ぶことができ、その地域に貢献することができる 

が、以下の点について伺う。 

（１）現状はどう活用しているか。 

答弁を求める者 町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年第４回定例会  一般質問通告 
                             

受付順５ 鈴木 勉 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 高齢者が安心 

して暮らせる町 

づくりについて 

 

 

 

高齢者が安心して暮らせる町づくりについて、以下の点を伺う。 

（１）町の高齢化が進み、一人暮らしや高齢者のみの世帯が増えて 

いる。案否確認等、見守りがなされているが、夜間においての 

急病は不安である。そこで、緊急通報システムの普及が必要と 

考えるがいかがか。 

（２）２年後、マイナンバーカードを保険証代わりに使うマイナ保 

険証に一本化される。高齢者への取得に向けた支援が必要と考 

えるがいかがか。 

２ 訪れたくなる 

魅力ある町づく 

りについて 

 

近年、コロナ禍の影響もあるが、来遊客数や宿泊客数が大きく減 

少している。対策として以下の点を伺う。 

（１）東伊豆町のセールスポイントは。 

（２）東京等で実施する誘客宣伝事業で配布するチラシにＱＲコー 

ドの活用はされているか。また、その内容は。 

答弁を求める者 町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年第４回定例会  一般質問通告 
                             

受付順６  内山 愼一 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 商店街の空き 

店舗対策につい 

て 

町内の商店街の空き店舗が増え、商店街としての形成が困難な状 

況が見受けられる。優先順位を付けた対策が急務であると思われる 

が、以下の点について伺う。 

（１）町内の空き店舗の状況とその対策は。 

（２）稲取温泉の玄関口・顔であり、最も再生が求められる駅前商 

店街の空き店舗の状況は。 

（３）駅前商店街の空き店舗が埋まらない原因、理由をどう考えて 

いるか。 

（４）どのような対策を講じれば空き店舗が埋まり、商店街が形成 

できるのか。 

２ 子育て支援の 

拠点づくりにつ 

いて 

 

 

 

町内の児童公園の遊具の多くが撤去され、遊びの場・集いの場と 

しての機能が失われている。町は役場２階ロビーヘキッズスペース 

と授乳・おむつ替えテントを開設、また、先日は幼稚園・保育園児 

から中学生までを対象とした「こども広場」を小学校体育館で開催 

したが、ベビーファースト運動の延長で子育て支援の拠点づくりを 

行う考えがあるか伺う。 

（１）雨風が防げ、あらゆる子育て世代の親子が、遊び集える常設 

施設の計画を持っているか。 

（２）観光地の特性に沿った内容で、休日や夜間の一時預かりの取 

り組みはできないか。 

（３）拠点場所は、空き教室や稲取幼稚園の利活用が考えられるが 

いかがか。 

答弁を求める者 町長 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年第４回定例会  一般質問通告 
                             

受付順７  笠井 政明 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 子どもたちの 

教育環境の今後 

について 

現在、学校教育環境整備委員会において、小中学校の今後の在り 

方を検討し、近々答申がまとめられると聞いている。そこで、現在 

の町の考え方を伺う。 

（１）現在、学校教育環境整備委員会において、どのような検討が 

なされているのか。 

（２）９月２０日付け、教育委員会だよりに教育環境整備について 

の保護者アンケートの結果が掲載されているが、それを踏まえ 

方向性は決まったのか。 

（３）町としては答申提出後、どのようなスケジュールで検討して 

いくのか。 

（４）小中学校に限定して話が進んでいるように感じているが、幼 

稚園・認定こども園まで含めた町の教育９カ年計画のようなも 

のは検討していないのか。 

２ 町有施設の今 

後の活用、管理 

について 

 

 

 

町所有の施設の管理や活用について、リノベーションや地域おこ 

し協力隊等の活動などで活用に取り組んでいる部分も見られるが、 

手つかずになっている部分も見られる。そこで、以下の点を伺う。 

（１）ＥＡＳＴＤＯＣＫ、ダイロクキッチン、ＭＯＲＩＥの管理運 

営は現在どのような契約で行われているのか。 

（２）本年度から、けやき公園の管理を地域おこし協力隊が行って 

いるが、どのような内容で管理委託を行っているのか。また、 

カフェなどの事業について、どのような取り決めになっている 

のか。 

（３）市民農園では、団体に無償貸出を行っているが、今後もその 

ように行っていくのか。 

（４）旧介護予防拠点施設、さくらやまパーク等、活用が少ない町 

所有の施設について今後どのように管理、利用を考えているの 

か。 

答弁を求める者 町長・教育長 

 

 

 

 

 



令和４年第４回定例会  一般質問通告 
                             

受付順８  山田 直志 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 観光産業の磨 

き上げについて 

所信表明では、３つ目に「東伊豆町の稼ぐチカラの復活」を挙げ 

ている。「観光産業の更なる磨き上げ、儲かる一次産業の実現、そし 

て、ふるさと納税の拡大を図る」として「まずは自らが考える」の 

基本精神にのっとり、「現場の声を大切にしながら効果的な施策立 

案・実行する」と述べているが、以下の点を伺う。 

（１）コロナ禍で苦戦を強いられている観光産業にとっては、待ち 

望んでいる問題だと思う。観光産業の磨き上げを「自らが考え 

る」を含めてどのように進めるのか。 

２ 農業経営基盤 

 強化促進法、地 

球温暖化対策推 

進法の改正と町 

の対応について 

国会での法律改正で、私は２つの法律改正に注目している。その 

法律改正とそれに基づく町の計画づくりについて伺う。 

（１）地球温暖化対策推進法の改正で、国は２０５０年カーボンニ 

ュートラルを基本理念に脱炭素化の取り組みを加速させてい 

る。法律では、自治体のゼロカーボンシティ宣言の推進や自治 

体に地球温暖化対策の実行計画に施策の実施に関する目標を追 

加するとともに、市町村は地域の再生可能エネルギーを活用し 

た脱炭素化を促進する事業等を定めるよう求めている。町はど 

のように対応する考えか。 

（２）農業経営基盤強化促進法により、町は農業経営基盤強化促進 

基本構想を定めることになると考えるが、どのように考えてい 

るか。 

３ 景観上の懸念 

 について 

 

自然環境が資源である町にとって、大事な自然環境が脅かされか 

ねない、以下の２か所について伺う。 

（１）奈良本における約４０ヘクタールの公有地が売却される予定 

である。売却された土地が乱開発とならないように町は対応で 

きるか。 

（２）稲取細野高原が「未来に残したい草原の里」に選ばれた。一 

方、区民の高齢化や人口減少により、今後の維持管理には大き 

な不安を抱えている。町は認定を期に、所有者やイベント等の 

関係者と未来に残す策を真剣に探究すべきだと思うが、いかが 

か。 



４ 学校給食への 

 支援、無償化に 

ついて 

 

学校給食への支援、無償化について、以下の点を伺う。 

（１）物価高騰が続いているが、これまでの学校給食への「５００ 

円支援」を継続するか。 

（２）学校給食無償化の流れが広がっているが、町長の考えは。 

答弁を求める者 町長 

掲示板使用有り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年第４回定例会  一般質問通告 
                             

受付順９  須佐 衛 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 町内産業の労 

 働力不足解消に 

向けた取り組み 

について 

 

町内産業の現状を見ると、各業種に労働力不足の懸念がある。観 

光業ではインバウンド需要の回復、一次産業では後継者不足の問題、 

さらに、介護現場では超高齢化社会を背景に人手不足の声を多く耳 

にするようになった。それらを踏まえて以下の点について伺う。 

（１）昨年の１２月定例会において、移住者に仕事面の対策を考え 

られないかと質問した。その際に、労働者派遣事業として「特 

定地域づくり事業協同組合」の提案をさせてもらったが、庁内 

の検討はいかがか。 

（２）全国に目を向けると、人手不足が原因で廃業に追い込まれる 

介護施設もあると聞くが、一方で、軽度生活支援事業や訪問介 

護サービス等をシルバー人材センターに担ってもらっている自 

治体もあるという。当町でも同じような対応が検討できないか。 

２ 町の水道事業 

について 

町の水道事業について、以下の点を伺う。 

（１）地方創生臨時交付金を活用した減免措置がなされるというが、 

その内容とスケジュールは。 

（２）今年度までの新規井戸整備の進捗状況と今後の予定について 

伺う。また、新風車建設の際に運搬や掘削の影響を受けないか。 

（３）新浄水場の建設はどのような計画か。 

（４）災害時の断水において、飲料水の貯水能力はどれぐらいある 

か。 

答弁を求める者 町長 

配布資料有り 掲示板使用有り 

 

 

 

 

 

 


