
 

◎令和元年東伊豆町議会第２回（６月）定例会一般質問 １０名 ２５問 

 

 〇 令和元年６月１１日（火）午前９時３０分開会 

１ 楠山 節雄 議員 

   （１）統合後の旧大川小学校活用について 

   （２）情報格差の解消について 

   （３）熱川温泉の活性化にかかる町の協力体制について 

 

２ 鈴木 勉 議員 

   （１）入湯税の引上げ要望について 

   （２）町長の政治姿勢について 

 

３ 栗原 京子 議員 

   （１）終活について 

   （２）がん患者とその家族の支援について 

   

４ 内山 愼一 議員 

（１）経済対策等について 

（２）コミュニティバスの運行について 

（３）町営風車の民間企業への継承について 

 

５ 笠井 政明 議員 

（１）地域交通の未来について 

（２）少子化対策について 

 

６ 藤井 廣明 議員 

（１）町長の政治姿勢について 

（２）大学との連携について 

 

 〇 令和元年６月１２日（水）午前９時３０分開会 

７ 稲葉 義仁 議員 

（１）公共施設のマネジメントについて 

（２）防災公園(しおかぜ広場）について 

 

８ 西塚 孝男 議員 

（１）水道事業ビジョンについて 

（２）町内防災体制について 



（３）小・中学校の統合について 

 

９ 須佐 衛 議員 

（１）運転免許証の自主返納の取組について 

（２）無電柱化の推進について 

    

１０ 山田 直志 議員 

（１）鳥獣害対策について 

（２）観光振興計画について 

（３）レインボーディスコの後援について 

（４）防災情報システムについて 



令和元年第２回（６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 統合後の旧大

川小学校活用に

ついて 

今までも何人かの議員さんが旧大川小学校の利活用について質問

がなされてきていますが、その後、現状はどのようになっているの

か。また利活用について以下の点をお尋ねします。 

（１）校舎を含めて活用策の検討をどう行ったのか。 

（２）現在、利活用についてどのような考えを持っているのか。 

（３）利活用の構想があるとしたら地域の活性化に寄与出来るのか。 

（４）仮称「海の生き物館」構想を提案するが、町長の考えは。 

 

２ 情報格差の解

消について 

 IKC並びにハイキャットの放送が一部地域に偏っていることから、

サービス内容の違いにより、様々な地域情報や、このような議会中

継もリアルタイムで見る事が出来ないなど不公平感を耳にします。 

この解消に向けての町の対応をお伺いいたします。 

（１）地域間に格差がある現状をどうお考えか。 

（２）解消に向けての課題と対応は。 

 

３ 熱川温泉の活

性化にかかる町

の協力体制につ

いて 

 以前から熱川温泉の活性化策を提言してきましたが、実現に至っ

ていません。現在は観光協会事務局も宿泊施設等の観光関連事業所

もぎりぎりの体制で対応する余裕がないのも現状としてあります。 

そこで、以下の点について、観光商工課を中心に関連した担当部

署で検討委員会等を立ち上げ、支援していく考え方はあるのかをお

聞きします。 

（１）熱川温泉は東伊豆温泉郷で唯一砂浜を持つ温泉地だが、７・

８月の海水客の利用しか活用が出来ていない中、「砂風呂」 

「地引き網」「トライアスロン大会」等の実施を考えています。

実施の段階では地元組織で運営していくことになりますが、

形を作るまで町が中心になり実現に向けてのお手伝いが出来

ないか。 

（２）熱川温泉の中心地にあり電車からも一望出来る場所に「湯滝」

構想を提言しています。１点目と同様に補助事業として実現

出来るかを含め支援体制を行うお考えはあるのか。 

 

答弁を求める者 町長 



令和元年第２回（６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 入湯税の引上

げ要望について 

少子高齢化、情報化社会、価値観の多様化により旅行の形態が変

わり、団体旅行から個人旅行になり宿泊人員は年々減少している。

また、防災、消防関連の法令の厳重化など宿泊業界にとっては厳し

い状況を迎えている。来遊客や宿泊客を増やすには、東伊豆町固有

の特色を生かした観光の拠点や街づくりが必要となってくる。いち

早く地域の基盤整備に取り組んだ熱海市、三島市では宿泊客が増え

ている。活力ある温泉地、観光の街づくりを目指していくには新た

な財源の確保が大変重要なことである。 

そこで、熱川・稲取旅館組合、観光協会からの要望書への対応に

ついて伺う。 

（１）要望書に対する町長の考えは。 

 

２ 町長の政治姿

勢について 

 風力発電修繕工事に関する事務調査特別委員会報告書の内容を把

握し今後どう対応するのか、以下の点について伺う。 

（１）議会へ今まで以上に徹底した連絡、説明が求められているが、

町長の考えは。 

（２）今後、町長と議会の話し合える環境づくりを提案するが。 

 

答弁を求める者 町長 



令和元年第２回（６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 終活について  終活とは、人生の終えんにむけてどのように生きていきたいかと

いう望みを形にし、前向きに準備をすることで、今をより良く生き

ていくための活動であります。 

世界一の長寿国である日本において、核家族化が進み、経済的に

も自分の終えんに不安を感じる人や、子供達に負担をかけたくない

と考える人が増えています。 

そんな不安を解消する一つの方法として生まれたのがエンディン

グノートといわれるもので、書店で販売され関心を呼んでいます。 

自治体による終活支援がひろがりつつある今、東伊豆町において

も高齢者の終活をサポートしていくことは大切と考え次の点を伺い

ます。 

（１）終活セミナーなどを開催し、意識啓発していくお考えは。 

（２）東伊豆町版エンディングノートを作成するお考えは。 

（３） 自らの終末医療をどうしたいのか、その意志を元気な時に明

らかにしておくことも終活の大事な一つと考えるが、いわゆ

るリビングウィルの周知を積極的に行うべきと考えるがいか

がか。 

 

２ がん患者とそ

の家族の支援に

ついて 

 テレビ CMやポスターなどで「がんは万が一じゃなく二分の一」と

いう言葉をみかけた方も多いと思いますが、日本人の二人に一人は

がんになると言われています。 

東伊豆町においても、早期発見のためのがん検診の受診率向上を

目指し努力しているところですが、がんに罹患した人やその家族が

安心して療養を続けられ、社会復帰を目指せるための支援体制の構

築が課題と考え次の点を伺います。 

（１） がん患者やその家族の不安や悩みに専門家が対応する相談窓

口は。 

（２） がん対策推進基本計画において「がんと診断された時からの

緩和ケアの推進」が重点的に取り組むべき課題として位置づ

けられているが本町の現状は。 

（３） 在宅療養を希望される場合、在宅医療医師や訪問看護師、薬

剤師、心のケアの専門家、行政がチームを組みケアや医療を

受けられる体制が整備されているか。 



（４） がん治療による脱毛、皮膚や爪の変化、手術跡などの外見の

変化によるストレスを軽減するためのサポートであるアピア

ランスケアや寄附された人毛でウィッグを作り患者さんに無

償で提供するヘアドネーションの普及啓発や情報発信をする

お考えは。 

（５） がんと闘う患者さんの QOL（生活の質）をより高められるよう、

ウィッグや胸部補正具などの費用の助成をするお考えは。 

（６） 役場庁舎の障がい者用トイレにオストメイト対応設備を設置

するお考えは。 

 

答弁を求める者 町長 

掲示板を使用する 



令和元年第２回（６月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順４ 内山 愼一 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 経済対策等に

ついて 

 年間の入湯客数は 80万人を割り込み、商業売り上げも激減してい

る。町としての景気回復への取組について、以下の点を伺う。 

（１）観光業及び商業への重点施策は。 

（２）10月からの消費税増税に伴う各業界や住民への対策は。 

 

２ コミュニティ

バスの運行につ

いて 

高齢者の買い物等のコミュニティバスについて調査の上、運行す

るというが、以下の点について伺う。 

（１）いつ頃を目安とするのか。 

 

３ 町営風車の民

間企業への継承

について 

町営風車跡地への民間企業による巨大風車建設計画について、以

下の点を伺う。 

（１）現在、町はどのように考えているのか。 

 

答弁を求める者 町長 

 



令和元年第２回（６月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順５ 笠井 政明 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 地域交通の未

来について 

 現在、地域交通の今後について全国的に新しい取組等の研究、実

証実験が盛んに行われている。伊豆地域においても観光型 MaaS

「Izuko」（マース「イズコ」）の実証実験が行われている。MaaSの取

組を踏まえ、以下の点を伺う。 

（１）観光型 MaaSの取組について当町の考えは。 

（２）今年度、コミュニティ交通について調査を行うという事だが、

どのような方法で検討していくのか。 

（３）MaaSと自動運転がセットで今後検討されていくと思われるが

当町では積極的に実証実験等に参加する考えはあるか。 

 

２ 少子化対策に

ついて 

少子化対策として町は「東伊豆町子ども・子育て支援事業計画」

等で少子化対策、子育て対策を行ってきた。国も子育て対策の一環

として、本年 10月より幼児教育無償化が始まることが閣議決定され

たことを踏まえ、以下の点を伺う。 

（１）「東伊豆町子ども・子育て支援事業計画」は今年度が最終年度

となっているが、来年度以降の計画はどのように考えている

か。 

（２）小規模保育所を計画、開設した際には、町長は「子供が増え

ていく」と以前答弁をしていたが、当時の年間出生人数から

横ばい傾向でその前の 50人台へは戻っていない。 

   この２年で具体的にどのような対策をとり、今後どのよう

な計画で目標人数をどの程度に設定しているのか。 

（３）10月より幼児教育無償化が始まると、今年度と同じ保育園児

数、幼稚園児数と仮定した場合、来年度以降、保育料の国・

県・町のそれぞれの負担はどの程度になると見込まれるか。 

（４）認可外保育施設は一定の経過措置が行われる予定だが、町と

して今後どのような指導を行っていくのか。 

 

答弁を求める者 町長 

 

 



令和元年第２回（６月）定例会  一般質問通告 

                             

受付順６ 藤井 廣明 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 町長の政治姿

勢について 

 

太田町政になって 13年が過ぎ、長きにわたる町政運営の成果と弊

害が問われている。そこで、以下を伺う。 

（１）観光宿泊者数、町人口、町税収入など、いずれも減少してい

るが、どのような有効対策が取られたか。 

（２）財政ひっ迫が住民サービスの低下にしわ寄せされているが問

題はないか。 

（３）この間二度の町長の減給処分があったが、その経緯及び原因

をどう考えるか。 

（４）今後の信頼回復にどう取り組むか再発防止策を問う。 

 

２ 大学との連携

について 

 

先般、共立女子大学・共立女子短期大学との連携協定の締結が報

道された。昨年の駒沢女子大学に次ぎ、さらに他大学とも連携を考

えているという。そこで以下の点を伺う。 

（１）協定の内容はどのようなものか。 

（２）何らかの予算措置を伴うのか。 

（３）協定の締結について議会に諮ったか。 

（４）稲取の文化公園改修構想にも大学の力を借りるようだが、町

役場内、あるいは町内の設計業者では出来ないか。 

 

答弁を求める者 町長 

 

 

 

 



令和元年第２回（６月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順７ 稲葉 義仁 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 公共施設のマ

ネジメントにつ

いて 

平成 29年３月に東伊豆町の公共施設等総合管理計画が策定されま

した。計画において、これまで公共施設等は所管毎に維持管理をし

ており、全庁的・中長期的な観点からの維持管理が行われてこなか

ったことが課題として明記されています。その解消に向け、第１ス

テップとして所管する部署間で維持管理に関する情報を共有し、維

持管理レベルの適正化を図ること、第２ステップとして全庁的な視

点から維持管理を総合的かつ計画的に進める体制を構築する、言い

換えれば公共施設を一元的に維持管理する組織を立ち上げるとして

います。また併せて専門的技術力を有する職員を継続的に育成し、

技術力の蓄積に取り組むことを検討するとありますが、以下の点に

ついてお伺いします。 

（１）現在の進捗状況は。 

（２）公共施設等総合管理計画を上位計画として、その基本方針を

踏まえた具体的な取組を定める実行計画として個別施設計画

を必要に応じて定めるとあるが、現在の進捗状況と今後の予

定は。 

２ 防災公園(し

おかぜ広場）に

ついて 

平成 28 年 12 月に熱川地区の新たな避難地として、熱川温泉しお

かぜ広場が完成しました。また、翌年４月にはそれを反映した津波

避難マップが作成されています。これらについて、以下の点をお伺

いします。 

（１）避難マップにおいて、しおかぜ広場への海岸からの避難路と

して熱川館脇の階段が、温泉場からの避難路としてはホテル

おおるり脇の坂道が設定されているが、地区協議会の段階か

ら、海岸からの避難路についてはフェンスの破損・倒壊等に

より非常に危険な状態であること、おおるり脇の坂道におい

ては道路脇の石垣が不安定であることについて意見があった

が、その後の対応状況は。 

（２）完成したしおかぜ広場の海側の空地について、整備を前提に

土地開発基金を利用して土地を取得した経緯があるが、今後

の方針は。 

 

答弁を求める者 町長 



令和元年第２回（６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 水道事業ビジ

ョンについて 

 昨年「東伊豆町水道事業ビジョン」が策定され、今後 10年間の東

伊豆町の水道の将来像について示されたわけですが、以下の点につ

いて伺います。 

（１）今後の水道料金と収入の見通しは。 

（２）経営戦略に於ける水需要の予測については。 

（３）施設整備計画でうたわれているダウンサイジングの内容につ

いては。 

（４）新規井戸整備の活用計画の内容については。 

 

２ 町内防災体制

について 

今、南海トラフ地震等が新聞やテレビで騒がれているが、町とし

ての対応について伺います。 

（１）消防団と消防署の連携は。 

（２）災害時に孤立する地区ができるが、自主防・消防団・消防署

の協力体制ができているか。 

 

３ 小・中学校の

統合について 

町の出生数がこの５年間で半分程度になっているなかで、城東・

稲取地区ごとの統合でよいのか伺う。 

 

答弁を求める者 １問目・２問目は町長、３問目は教育長 

 



令和元年第２回（６月）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 運転免許証の

自主返納の取組

について 

全国的に高齢ドライバーによる交通事故が問題になっています

が、当町における運転免許証の自主返納の取組について伺う。 

（１）昨年の運転免許証の自主返納者は何人か。 

（２）自主返納に対する現在の町長のお考えは。 

 

２ 無電柱化の推

進について 

国は、平成 28 年 12 月に施行された「無電柱化の推進に関する法

律」に基づき、「無電柱化推進計画」を策定したと聞く。また、県で

も計画を策定し、防災や通行の安全性、バリアフリー化、景観・観

光振興などの観点から 2021年まで無電柱化を進めるという。 

さらに、近隣の熱海市では、都市計画に積極的に無電柱化をうた

うなど、観光地の景観を重視した取組に積極的である。そこで、当

町の無電柱化に対する考えを伺いたい。 

（１）国や県に歩調を合わせた「無電柱化計画」の策定は考えてい

るか。 

（２）「無電柱化を推進する市区町村長の会」には全国 288市区町村

長が加盟し、県内では 15自治体が加盟しているとのことだが、

町長のお考えは。 

 

答弁を求める者 町長 

掲示板を使用する 

 



令和元年第２回（６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 鳥獣害対策に

ついて 

（１）日常化しつつある鳥獣害の状況は。 

（２）町が所有する捕獲機材の種類と数は。 

（３）捕獲機材の活用状況は。 

（４）臨時職員等による駆除実施隊の設置は。 

 

２ 観光振興計画

について 

（１）観光振興計画の実施状況は。 

（２）現在の観光振興計画の総点検・見直しは。 

 

３ レインボーデ

ィスコの後援に

ついて 

（１）実施された企画の状況は。 

（２）町の後援による人的物的な支援サポートは、どの程度なされ

たのか。 

（３）荒れたクロスカントリーコースの修復は。 

（４）事業者から町に支払われた金額は。 

 

４ 防災情報シス

テムについて 

現在、整備中の防災情報システムについて伺う。 

（１）同報無線整備の進捗状況は。 

（２）多重化対応の取組は。  

答弁を求める者 町長 

掲示板を使用する 

 

 


