
◎令和元年東伊豆町議会第４回（１２月）定例会一般質問 １０名 ２２問 

 

 〇 令和元年１２月１０日（火）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）災害対応について 

   （２）ふるさと納税について 

 

３ 藤井 廣明 議員 

   （１）洋上風力発電事業について 

   （２）入湯税の動向について 

   

４ 栗原 京子 議員 

（１）災害ボランティアについて 

（２）給食について 

 

５ 定居 利子 議員 

（１）災害対応について 

 

６ 稲葉 義仁 議員 

（１）廃棄物処理の方向性について 

 

 〇 令和元年１２月１１日（水）午前９時３０分開会 

７ 笠井 政明 議員 

（１）熱川支所の閉鎖検討について 

（２）避難勧告について 

（３）人口減少について 

 

８ 内山 愼一 議員 

（１）入湯税の引上げについて 

（２）細野高原のミシマサイコの保護並びに復活・活用について 

 

９ 西塚 孝男 議員 

（１）防災対策について 

（２）町の公共施設について 



１０ 山田 直志 議員 

（１）災害の対応について 

（２）道路整備の基本戦略について 

（３）職員の採用等について 

（４）熱川風力発電への対応について 

 

 



令和元年第４回（１２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４回（１２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 災害対応につ

いて 

台風１５号により甚大な被害が発生し、町としても公共用施設や

農業用施設等の早期復旧に全力で取り組んでいるところです。一方、

民家においても大きな被害が発生し、さまざまな課題も浮かび上が

ってきました。 

そこで、以下の点を伺います。 

（１）台風１５号における住宅の被害状況は。 

（２）被災者の中には、り災証明を申請していない住民が多く見受

けられるが、り災証明はどの程度で申請するのか。 

（３）り災証明を申請した人数は。 

（４）公的支援を受けるためには、り災証明は必要か。 

（５）台風時に同報無線が聞きとれなかったという声も多くあがっ

ているが、災害時における同報無線の役割は。 

 

２ 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まし

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ましたが、ふるさと納税寄付金アップについ

て、以下の点を伺います。 

（１）ふるさと納税はどう使われていたか。 

（２）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、その内容は。 

（３）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４回（１２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 洋上風力発電

事業について 

 伊豆半島南部の沖に巨大風車 100基を建設する計画が発表された。

伊豆半島全体に重大な影響があると思われる。 

 そこで以下を伺う。 

（１）当町は事業実施想定区域に含まれているが、どのような施設

が予定されているか。 

（２）町ではこの計画をいつ、どのように把握し、どう対処してい

るか。 

（３）事業が実施される場合、どのような影響があると考えている   

か。 

 

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）入湯税の全国的な現況は。 

（２）近隣市町と連携する必要性は。 

（３）値上げするとしたらその使い道は。 

 

答弁を求める者 町長 

配布資料あり 掲示板を使用する 



令和元年第４回（１２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 災害ボランテ

ィアについて 

台風１５号、１９号は各地に甚大な被害をもたらし、東伊豆町で

も多くの被害がでました。役場職員や関係機関は不眠不休で対応に

尽力してくれましたが、一方で町民からは様々な意見が寄せられま

した。その中で高齢者世帯や女性のみの世帯から暴風による飛来ご

みの片づけや土のう配布、給水車についての意見が多く、災害ボラ

ンティアの必要性を強く感じたため、以下の点を伺います。 

（１）災害ボランティア本部は、どのような時、どのような流れで

設置されるのか。 

（２）町の災害対策本部との役割分担はどうなっているのか。 

（３）各区の自主防との連携はどうなるのか。 

（４）給水車から自宅までの水の運搬、配布される土のうの運搬の

支援はお願いできるのか。 

 

２ 給食について 成長期の子ども達にとって、健全な食生活は健全な心身を育むた

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

影響を及ぼすと言われています。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付けることが出来る

給食はとても大切です。その大切な給食を将来にわたって安定した

供給を継続するための対策の一つとして、配食数の維持・増加に関

し次の点を伺います。 

（１）幼稚園を給食にするお考えは。 

（２）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お考えは。 

 

答弁を求める者 町長 

 



令和元年第４回（１２月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順５ 定居 利子 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 災害対応につ

いて 

台風１５号、１９号は町内に甚大な被害をもたらしました。 

そこで、町の災害対応について以下の点をお伺いいたします。 

（１）避難所は何箇所か。また避難者数は。 

（２）同報無線において３日間の着替え、食料を持って避難指示さ

れた理由は。 

（３）賃貸住宅・マンション等に居住されている住民への災害等の

情報提供を行っているか。また相談があったか。 

（４）今後も起こりうる大型台風に対する備えと対策は。 

 

答弁を求める者 町長 

 

 



令和元年第４回（１２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 

 

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４回（１２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 熱川支所の閉

鎖検討について 

城東地区において閉鎖検討の住民説明会が行われ、多くの意見が

聞かれた。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はどのように考えてい

るのか。 

 

２ 避難勧告につ

いて 

本町でも台風１５号、１９号と大きな被害が出た。 

避難勧告も発令され、避難を行った方、避難をしなかった方と個

人の対応はバラバラだったように感じる。 

その点を踏まえ以下の点を問う。 

（１）避難勧告発令の目安は。 

（２）高齢者の単身又は夫婦のみの世帯の避難について町はどのよ

うな対応を行っているのか。 

（３）避難所の場所や避難のタイミングに不安があり自宅待機をし

ている方が多かったように感じたが、町としては何か対策を

考えているのか。 

 

３ 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 年の予測人口 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）当町における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）２拠点での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４回（１２月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順８ 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）当町の引上げの時期とその使途は。 

 

２ 細野高原のミ

シマサイコの保

護並びに復活・

活用について 

山野に自生し根が生薬に使われているミシマサイコ。かつては伊

豆の山野で良質なミシマサイコが採れ、伊豆の特産品であったこと

が確認されている。 

現在、野生種は採りつくされ絶滅危惧種に分類されているが、わ

ずかに細野高原に残されている。 

一方で、三島市は栽培による復活やミシマサイコを材料に商品化

が試され、伊豆市では観光施設整備の構想も上がっている。 

伊豆を代表するご当地名のついた植物、ミシマサイコの保護並び

に復活・活用ができないか、次の点を伺う。 

（１）細野高原に残っているミシマサイコの積極的な保護・保全の

お考えは。 

（２）ミシマサイコの復活・活用を研究してみるべきではないか。 

 

答弁を求める者 町長 

 



令和元年第４回（１２月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順９ 西塚 孝男 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 防災対策につ

いて 

 

各区の現在の避難場所について、津波や台風の時に適切な対処が

出来るのか伺う。 

（１）区の役員が待機する場所であるが安全確保は大丈夫か。 

（２）避難所は夏の時期や冬の時期に対応できる用意はあるのか。 

（３）観光客に対し避難場所などの様々な情報発信はどのようにな

されているのか。 

 

２ 町の公共施設

について 

人口減少と観光客の減少が進むなか、町の公共施設について伺う。 

（１）教育関係について、幼稚園、小学校、中学校施設のこれから

は。 

（２）環境衛生関係について、し尿処理、ごみ処理施設のこれから

は。 

（３）水道ビジョンが示されたが、今年の台風災害を受けての変更

はあるのか。また、今後の見通しについては。 

 

答弁を求める者 町長 

 



令和元年第４回（１２月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順１０ 山田 直志 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 災害の対応に

ついて 

 

町は、台風１５号、１９号により大きな被害を受けました。防災

情報の伝達、避難について質問します。 

（１）防災・避難情報は、どのように伝えられたか。 

（２）町民の避難に課題はないのか。 

 

２ 道路整備の基

本戦略について 

人や物資の交流に関する交通基盤整備は、町の存続にかかわる問

題です。 

観光的・防災的にも関心のある問題です。 

（１）町はどういう道路整備を基本戦略として考え、要望等をして

いるか。 

 

３ 職員の採用等

について 

将来の町を展望して、これからの職員採用について質問します。 

（１）現在の町の人口、２０年３０年先の町の将来人口は。 

現在の正規・臨時の職員数と将来の職員数の見通しは。 

（２）高校生採用の見直し、都会における民間での経験を生かせる

採用枠を設けるべきでは。  

（３）専門職種の退職職員の再任用、臨時的な活用の検討をすべき

ではないか。 

 

４ 熱川風力発電

への対応につい

て 

事業者と協定を結び、住民の声にも応えて、町、事業者、住民が
話し合う通称三者協議は３４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。 

 

答弁を求める者 町長 

配布資料あり 掲示板を使用する 

 


