
◎令和元年東伊豆町議会第３回（９月）定例会一般質問 ９名 １７問 

 

 〇 令和元年９月１２日（木）午前９時３０分開会 

１ 楠山 節雄 議員 

   （１）職員の健康管理について 

   （２）町内の道路整備について 

   （３）火災等におけるサイレン吹鳴及びそれに伴う広報について 

 

２ 鈴木 勉 議員 

   （１）ふるさと納税について 

 

３ 藤井 廣明 議員 

   （１）高齢者の健康対策について 

   （２）入湯税の動向について 

   

４ 栗原 京子 議員 

（１）給食について 

（２）高齢者のゴミ出し支援について 

 

５ 山田 直志 議員 

（１）道路問題について 

（２）熱川風力発電への対応について 

（３）退職職員の活用について 

 

６ 西塚 孝男 議員 

（１）町立体育センターの修繕について 

 

 〇 令和元年９月１３日（金）午前９時３０分開会 

７ 笠井 政明 議員 

（１）熱川支所閉鎖の検討について 

（２）人口減少について 

 

８ 稲葉 義仁 議員 

（１）廃棄物処理の方向性について 

 

９ 内山 愼一 議員 

（１）入湯税の引上げについて 

（２）消費税の増税への対策について 

 



令和元年第３回（９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 職員の健康管

理について 

地方公務員の健康状況等の調査の中でも長期病休者の数は年々増

加の一途をたどっています。特に心の病については長期病休者の半

数を超えていて深刻な状況にあります。そこで、現在の東伊豆町職

員の心身の状況について以下の点をお尋ねします。 

（１）東伊豆町職員の心身の現状をお聞かせ下さい。 

（２）心身不調の職員等に対し、どのような管理体制を構築してい

るのか。 

（３）復職支援についてどのような対策を講じているのか。 

 

２ 町内の道路整

備について 

 今回の統一選挙で町内を巡回する中で、狭あいな道路が多くある

ことを改めて感じました。道路利用者において不便さを感じている

毎日と思われますが、以下について道路整備の計画があるかお伺い

します。無いとしたら、今後、中山間地域総合整備事業等の活用で

整備を行う考えがあるかをお伺いします。 

（１）熱川小学校前の町道太田線 

（２）熱川幹部警察官派出所前から片瀬に抜ける町道田ノ尻松ノ平

線・町道横平赤川線 

（３）千葉大熱川暖地農場前の町道大ヌタ１号線 

 

３ 火災等におけ

るサイレン吹鳴

及びそれに伴う

広報について 

 火災時等にサイレンの吹鳴（すいめい）が行われなくなり地域住

民の不安が解消されていません。以下についてお伺いをします。 

（１）現在まで実施されない理由は何か。また、今後解消に向けて

の努力をしていくお考えは。 

 

答弁を求める者 町長 



令和元年第３回（９月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順２  鈴木 勉 議員 

質問事項 質問要旨 

１ ふるさと納税

について 

総務省は過熱する返礼品競争を是正するため法規制を実施した。

東伊豆町の平成３０年度の実績は前年度に比べ２５％減という厳し

い結果が報告された。ふるさと納税寄付金アップについて、以下の

点を伺う。 

（１）ふるさと納税の町財政への効果と残高は。 

（２）ふるさと納税はどう使われていたか。 

（３）過去５年間の実積と今後の見込み額は。 

（４）増額対策に新しいポータルサイトの準備や首都圏でのＰＲの

実施とあるが経費は。 

（５）寄付しやすくするために、使い道の細分化・明確化を提案す

るが町長のお考えは。 

 

答弁を求める者 町長 



令和元年第３回（９月）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 高齢者の健康

対策について 

 今夏は異常に暑い日が続いており各地で熱中症による死亡者が発

生した。高齢化率４５％といわれる我が町でも重大な問題である。

以下を伺う。 

（１）一人暮らしの高齢者の見守り体制は。 

（２）現在までの当町の熱中症発生状況とその対策は。 

２ 入湯税の動向

について 

 町内観光業者の一部から入湯税の値上げが打診されている。そこ

で以下を伺う。 

（１）入湯税の全国的現況は。 

（２）近隣市町と連携する必要性は。 

（３）公共トイレのウォッシュレット化など具体的な観光振興策は。 

 

答弁を求める者 町長 

掲示板を使用する 



令和元年第３回（９月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順４ 栗原 京子 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 給食について 成長期にある子ども達にとって、健全な食生活は健康な心身を育

むために欠かせないものであると同時に、将来の食習慣の形成に大

きな影響を及ぼすものであります。このようなことから、子ども達

が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけることが出来

る給食はとても重要です。その大切な給食を、将来にわたって安定

した提供を継続するための対策の一つとして配食数を増やすことが

必要と考え、次の点を伺います。 

（１）幼稚園を給食にするお考えは。 

（２）一人暮らしの高齢者に小学校の空き教室などで給食を提供す

る、通いの場づくり等を提案するがいかがか。 

 

２ 高齢者のゴミ

出し支援につい

て 

足腰が弱い高齢者にとって、大きなゴミ袋や新聞の束をゴミ収集

場所まで運ぶのは一苦労です。 

本町においても一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯は増加傾

向にあり、住み慣れた地域での生活をサポートするためのゴミ出し

の支援が必要と考え、次の点を伺います。 

（１）本町におけるゴミ出し困難世帯の現状と対策は。 

（２）ゴミ出し困難世帯の戸別収集を行うお考えは。 

 

答弁を求める者 町長 

 



令和元年第３回（９月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順５ 山田 直志 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 道路問題につ

いて 

 町にかかわる道路についての考えを問う。 

（１）国・県にどの路線の整備を要望しているのか。 

（２）国道１３５号線の県の管理状況は不十分で、樹木が車の交通

の妨げになっている。これまで改善を求めてきたか。 

（３）町道の管理でも、敷地からはみ出た立木等は所有者責任と言

われてきたが、昨年町が指導し改善した箇所は何か所かあり

ますか。 

 

２ 熱川風力発電

への対応につい

て 

事業者と協定を結び、住民の声に応えて、通称三者協議は３０回

を重ねる話し合いをしてきたが、現在は中断している。 

（１）現在に至った問題点と今後についてどう考えているか。 

 

３ 退職職員の活

用について 

すでに、退職した職員は臨時職員や関連施設・団体で活躍されて

いる姿も見受けられる。 

特に、大規模地震をはじめ各種の自然災害に備えるために、退職

職員の活用についての考えを問う。 

（１）例えば被災時に支援して頂ける方を予備職員のように登録し

ておくことも必要と考えるが町長の考えは。 

 

答弁を求める者 町長 

掲示板を使用する 

 

 



令和元年第３回（９月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順６ 西塚 孝男 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 町立体育セン

ターの修繕につ

いて 

 

町立体育センターは、春休み・夏休みは、学生たちの多くが町内

の民宿や旅館に宿泊して利用しているが、現在、雨漏り等の不良箇

所が見受けられる。 

町の経済活性化に寄与している施設でもあるため、早急な対応が

必要であると考えるが、以下の点について伺いたい。 

（１）修繕箇所の状況は。 

（２）工事はいつ頃から始まるか。 

 

答弁を求める者 町長 

 

 

 

 



令和元年第３回（９月）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 熱川支所閉鎖

の検討について 

熱川支所閉鎖の検討のため、城東地区において住民説明会が行わ

れ、多くの意見が聞かれた。秋には第２回の説明会が行われると聞

いている。 

そのことを踏まえ、以下の点を伺う。 

（１）支所廃止を検討することになった経緯は。 

（２）廃止した場合、どの程度経費の圧縮ができるのか。 

（３）住民からは、継続の声が多く聞こえたが、それを踏まえ   

町長はどのように考えているのか。 

（４）廃止した場合、住民サービスの代替えをどのように考えてい

るのか。 

 

２ 人口減少につ

いて 

当町の人口は年々減少傾向にあり、下げ止まりが見えないように

感じる。人口ビジョン総合戦略に掲げる 2040年に人口 8,400人も下

回るのではないかと危惧する。そのことを踏まえて以下の点を伺う。 

（１）当町において 20代、30代の人口減少を町長はどのように考え

ているのか。 

（２）企業のサテライトオフィス誘致は、進んでいるのか。 

（３）都市部と地方の２拠点にまたがるライフワークを行う若者が

最近増えている。当町ではこのような方々へサポートする予

定はあるか。 

 

答弁を求める者 町長 



 

令和元年第３回（９月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順８ 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 

平成 29年より３ヶ年の計画で進められているエコクリーンセンタ

ーの延命化工事が本年度完了いたします。 

廃棄物処理に関する施設としては、エコクリーンセンター同様に

東河環境センターが所管するし尿処理場と当町所管の最終処分場が

ありますが、これらの今後の方向性について伺います。 

（１）ごみ排出の総量と町民１人当たりの量及びその数値の推移、

また、ごみの減量化の目標に対する現状の評価をどのように

考えるか。 

（２）収集業務委託料の金額とその推移は。 

（３）町指定ごみ袋の販売数量とその推移は。 

（４）し尿処理場の現在の施設の使用状況及び今後の大規模修繕・

延命化に関する方針について町長のお考えは。 

（５）最終処分場の残存容量と、近年の処分量の推移及びそこから

推定される残余年数は。 

 

答弁を求める者 町長 

 



令和元年第３回（９月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順９ 内山 愼一 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 入湯税の引上

げについて 

 

 入湯税の引上げが検討されているが、次の点を伺う。 

（１）入湯税のここ１０年の推移とその使途は。 

（２）入湯税の引上げ率と引上げの理由は。 

（３）当町の引き上げの時期とその使途は。 

 

２ 消費税の増税

への対策につい

て 

消費税率が１０月から８％から１０％へ増税されるが、その対応

について伺う。 

（１）消費増税に伴う扱い店への影響とその対応は。 

（２）国の増税対策は。 

（３）当町としての景気対策は。 

 

答弁を求める者 町長 

 


