
◎令和２年東伊豆町議会第１回（３月）定例会一般質問 １０名 ２１問 

 

 〇令和２年３月４日（水）午前９時３０分開会 

１ 楠山 節雄 議員 

   （１）稲取岬の景観整備について 

   （２）片瀬温泉の観光振興策について 

   （３）市民農園の利活用について 

 

２ 鈴木 勉 議員 

   （１）町営風力発電の今後について 

 

３ 栗原 京子 議員 

   （１）お悔みコーナーの設置について 

   （２）旧大川小学校の利活用について 

   

４ 笠井 政明 議員 

（１）通学路の安全確保について 

（２）漁協直売所開設に伴う経済波及効果について 

 

５ 内山 愼一 議員 

（１）新型コロナウイルス感染症対策について 

 

６ 稲葉 義仁 議員 

（１）小中一貫教育について 

（２）公共施設の維持管理体制について 

 

 〇令和２年３月５日（木）午前９時３０分開会 

７ 西塚 孝男 議員 

（１）防犯カメラの設置について 

（２）消防団の運営について 

（３）喫煙場所のあり方について 

 

８ 山田 直志 議員 

（１）災害対応について 

（２）消防団活動について 

（３）行財政改革について 

（４）水道問題について 

 

９ 藤井 廣明 議員 

（１）新型コロナ肺炎の対応について 

 

１０ 須佐 衛 議員 

（１）町長の政治姿勢について 

（２）台風被害について 

 



令和２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 稲取岬の景観

整備について 

稲取岬は観光パンフレットをはじめ様々な啓発に使われるなど魅

力があり、さらに磨きをかけることが観光振興等に寄与出来ると考

えますが、以下についてお伺いします。 

（１）現時点で地中海を思わせる風景をさらなる魅力有る空間とし

て推進するお考えは。 

（２）推進するとした場合に現在活用している住宅リフォームを地

域指定するなどして補助率の限度額拡大や住宅以外にも適用

するなど制度拡充を図るお考えは。 

 

２ 片瀬温泉の観

光振興策につい

て 

 旧はまよし前の堤防周辺では季節により砂利混じりの砂浜が出現

します。そこで以下の点をお伺いします。 

（１）堤防の延長を図り、砂浜化により観光振興を推進するお考え

は。 

 

３ 市民農園の利

活用について 

日帰り型の市民農園に空きが見られると認識していますが以下に

ついてお伺いをします。 

（１）現在、日帰り型の市民農園の活用状況はどのようになってい

るか。 

（２）１００パーセントの利活用を目指すためにどのような取組を

行ってきているか。 

（３）今後の見通しについてどのように考えているか。 

（４）農業が健康効果として有効との調査結果が明らかになってい

ますが、市民農園の活用を図るため、地域の医療機関に働き

かけをするお考えは。 

 

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２年第１回（３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 町営風力発電

の今後について 

全国どこの自治体でも少子高齢化が進み、人口減少をはじめ多く

の課題があり、将来に備えて行財政改革に取り組み始めている。町

の風力発電所は耐用年数が過ぎて、３基のうち稼働しているのは１

基だけになっている。そこで以下の点について伺う。 

（１）維持管理費は３基で年間どれぐらいかかるのか。 

（２）平成３０年度の純利益は。 

（３）撤去費用は３基でどれぐらいかかるのか。 

（４）民間業者に継承すべきだと思うが、町の考えは。 

 

答弁を求める者 町長 



令和２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 お悔みコーナ

ーの設置につい

て 

家族が亡くなった後、悲しみの中、遺族は様々な手続きをしなけ

ればなりません。中には２週間以内の届け出が必要なものもあり、

どのような手続きが必要か、何を準備すればよいのか分からない人

も多く、また書類の多さに苦労したという声も耳にします。役場内

での手続きの簡略化を図り市民サービスの向上に取り組む必要があ

ると考え次の点を伺います。 

（１）家族が亡くなった場合、平均していくつの課でどのくらいの

届け出が必要か。 

（２）遺族が遠方に居住している場合の対応はどうなっているのか。 

（３）どんな手続きが必要で、なにを準備すればよいかを事前に確

認できるよう、おくやみハンドブックを作成してはいかがか。 

（４）手続きに必要な申請書などを一括で作成するなどの窓口、「お

くやみコーナー」の設置を提案するが町長のお考えは。 

 

２ 旧大川小学校

の利活用につい

て 

 大川小学校が閉校し２年が経過します。これまで一般質問で町の

考えをお聞きしてきましたが、現状は何も前に進んでいないように

見受けられます。区民の中にも不満や諦めの声が上がっています。

校舎を使用しないことにより老朽化も進み、一日も早く利活用され

る事を望むところであります。 

町長は以前、答弁の中で区からの考えを最優先とし、本年度中に

利活用を決定するとされましたが、区からの要望書が提出されたと

伺っていますし、町長が利活用を決定するとされた今年度も残すと

ころわずかとなりました。現在、担当課を中心に町としてどのよう

な対応がなされているか以下の点を伺います。 

（１）昨年４月から、町と大川区との協議は何回開催されたか。ま

た協議内容、町としての対応は。 

（２）人口減少・高齢化が進む中、旧大川小学校の施設すべてを区

が指定管理で行っていくには区の負担は大きなものと考えま

す。町としてどのような支援をお考えか。 

（３）町長は以前、旧大川小学校は防災面でも大きな役割を担って

おり、町道から直接進入できるよう、道路の拡幅が今後の利

活用のうえで重要だと答弁されましたが道路拡幅の進捗状況

は。 

（４）防災面での活用となると、昨年の台風被害の経験から、停電



時の電源の確保が重要と考えるが、対策はどのようにお考え

か。 

（５）仮に個人や事業者に貸す場合、空調設備の整備や光熱費など

は、どのようにしていくお考えか。 

 

答弁を求める者 町長 

掲示板を使用する 



令和２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 通学路の安全

確保について 

平成３０年第２回定例会において同様の質問をしていますがその

後どのように検討されたか伺う。 

（１）通学路の安全確保についてどのような検討がなされてきたの

か。 

（２）来年度以降の計画はどのようになっているのか。 

 

２ 漁協直売所開

設に伴う経済波

及効果について 

直売所がオープンして約１１か月が過ぎようとしております。計

画段階で町の起爆剤となり周辺の経済効果が十分に得られるとのこ

とでした。その点を踏まえ以下の点を伺う。 

（１）周辺の商店への経済波及効果は前年度対比でどの程度の予測

ができているのか。また、来年度以降の予測は。 

（２）港の朝市への経済波及効果は前年度対比でどの程度の予測が

できているのか。また来年度以降の予測は。 

（３）生産者の所得向上も目的になっていましたが、どの程度の所

得向上が見込まれているのか。また、来年度以降税収はどの

程度の伸びを予測しているのか。 

（４）直売所が完成して町内への流動人口がどの程度増加したのか。

また、来年度以降の流動人口推移予測は。 

 

答弁を求める者 町長 

掲示板を使用する 

 



令和２年第１回（３月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順５ 内山 愼一 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 新型コロナウ

イルス感染症対

策について 

新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、人々の社会生活や経

済に大きな影響を与えているが、当町の取組について伺う。 

（１）新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、国・県からそれら

の対策について通達や指導は来ているか。来ていればその内

容は。 

（２）当町としての防止策及び発症や確認された場合の対策は。水

際の防止策、保健所との連携や医療体制、防御用品の備蓄や

啓もう活動は。相談窓口の開設は。 

（３）観光客の減少が著しいが経済損失をどのように予想している

のか。また、雛のまつりイベントなど行事への対策や経済対

策はどのように考えているか。相談窓口の開設を考えている

か。 

 

答弁を求める者 町長 

 



令和２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 小中一貫教育

について 

令和元年１１月に東伊豆町小中一貫教育研究会より報告書が提出

され、東伊豆町の小中一貫教育に関する方向性が示されました。今

後は「東伊豆町小中一貫教育準備会(仮称)」を設置し、具体的な計

画を立てていくものとされておりますが、以下の件について伺いま

す。 

（１）準備会(仮称)が目的とするところはどこか。また設立時期や

人選、協議を行う期間はどのように考えているのか。 

（２）小中一貫教育に関する検討が重ねられていく一方、ここ数年

の出生数からみて少子化の傾向は顕著であるが、既存の小学

校・中学校の教育・体制に関しても、現在生じている課題の

解決を図るような施策の検討が必要と思われるがいかがお考

えか。 

 

２ 公共施設の維

持管理体制につ

いて 

昨年６月の一般質問において公共施設のマネジメントについて質

問した際、公共施設の管理については「公共施設の維持管理に関す

る情報を共有し、維持管理のレベルの適正化を図り、次に、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ために、 将来的に

施設を管理する部署を設け、全庁的な維持管理体制を構築すること

を検討していきたい。」との答弁をいただきましたが、その後の進捗

について伺います。 

（１）「公共施設の維持管理に関する情報の共有」は、具体的にどの

ような手法で、どのような情報を誰が共有しているのか。ま

たその結果として得られた具体的な効果は。 

（２）昨年６月時点で、２年後を目途として専門家を交えた中で個々

の公共施設の改廃等の方針を決定し、またその方針を踏まえ

て施設管理を一元管理する部署を設けると答弁いただいてい

るが、現在の進捗状況は。 

 

１問目は教育長、２問目は町長 

 



令和２年第１回（３月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順７ 西塚 孝男 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 防犯カメラの

設置について 

この頃、町の中で空き巣や強盗未遂などがあり、昨年度２４件 

の窃盗や置引きなどが稲取地区でありました。そこで次の点を伺

う。 

（１）町の治安のためにも防犯カメラを設置してはどうか。 

 

２ 消防団の運営

について 

いま南海トラフ地震がいつ起きてもおかしくない状況である。そ

こで次の点を伺う。 

（１）消防団員の定数が３３０人から２８０人になって、組織編成

はどのようになったのか。 

（２）団員の報酬と機能別消防団報酬はどのようになっているのか。

また各分団に活動費はあるのか。 

 

３ 喫煙場所のあ

り方について 

喫煙場所のあり方について次の点を伺う。 

（１）室内禁煙の店が増えているなか、観光地として人が多く集ま

るところへの喫煙所を設置するお考えは。 

（２）役場の現状の喫煙場所は薄暗く、どこが喫煙場所かわからな

い。町民も会議等で使用し、なかにはタバコを吸う人もいる

ので、明るくてキレイな喫煙場所を考えてはどうか。 

 

答弁を求める者 町長 



令和２年第１回（３月）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 災害対応につ

いて 

 

昨年の台風被害に関して、次の点を問う。 

（１）昨年の台風被害に対する町の対応に関する検証はどうなって

いるか。 

（２）要援護者台帳を活用しての避難は行われたのか。 

（３）耐震性のない避難所の指定、飲食料を持っての高齢者避難な

ど防災計画の見直しを行うのか。 

（４）改修を進めている同報無線で放送が聞こえないなど災害情報

が町民に伝わっていない状況をどう改善するのか。 

 

２ 消防団活動に

ついて 

消防団活動の課題となっていることについて問う。 

（１）「消防協会賀茂支部からの脱退、査閲大会に参加しない。」と

発言されたようですが、その真意と影響をどう考えているの

か。 

（２）消防団員の減少、町外での勤務者の増加などから消防団の運

用や組織の見直しが必要ではないか。 

（３）新たに設けられた機能別団員の役割は何か。 

 

３ 行財政改革に

ついて 

町の財政は厳しいと言われていますが、そこで伺います。 

（１）町の財政はなぜ悪化し厳しいのか。 

（２）実質赤字体質の財政運営から脱却する考えと対策はあるのか。 

（３）財政講演会は何のために開いたのか。 

 

４ 水道問題につ

いて 

老朽化への対応が進む町水道施設と水道事業会計・水道料金につ

いて問う。 

（１）老朽化施設の改修等に対する国・県からの補助及び支援の制

度はあるのか。 

（２）町の一般会計から利用者の負担軽減等のために水道事業会計

への繰り入れは可能か。 

（３）水道料金の見直しを検討しているが、水道事業の転機を迎え

て、町民への説明会を行うのか。 

 

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２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 新型コロナ肺

炎の対応につい

て 

 

現在、世界中で感染が拡大している新型コロナウイルスによる肺

炎は国内にも広がっている。現状の認識と対応策について伺う。 

（１）当町から感染者を出さないために、どのような予防策と体制

が重要か。 

（２）国・県との情報の共有や収集はどうなっているか。 

（３）観光業へのダメージは把握しているか。また、ダメージがあ

るとすれば、町はどのように考えているか。 

 

答弁を求める者 町長 

 



令和２年第１回（３月）定例会  一般質問通告 
                             

受付順１０ 須佐 衛 議員 

質問事項 質問要旨 

１ 町長の政治姿

勢について 

町長は静岡県町村会長で、全国町村会の副会長の要職に就かれて

いるとお聞きするが、今後、どのような思いで町を運営し引き継が

れていくのかお伺いする。 

（１）当町の現状を踏まえ、要職に就かれてどのような提言、要望

をしているのか。 

（２）東京オリンピック・パラリンピックについては、町長はこれ

まで関心を寄せてこなかった。今年はいよいよ開催の年にな

るが、取組として何か考えているか。 

（３）近隣市町との合併についてのお考えは。 

 

２ 台風被害につ

いて 

昨年の台風１５号、１９号で、ソーラーパネルが起因とされる被

害が見受けられたように思う。また、断続的な停電による影響は町

内経済に影を落としたが次のことについて伺う。 

（１）現在、企業が設置しているソーラーパネルは何か所あるか。

また、新設の予定はあるか。 

（２）想定外の風水害が発生するなか、パネルが破損し周辺に危害

を加える例が見られるが、町は現状を把握しているか。また、

太陽光発電設備設置事業に関する条例には破損したパネルの

修復や撤去義務はうたわれていないが、対応策について町長

のお考えは。 

（３）倒木等により停電が発生する例が多発しているが、町道にか

かった樹木についてはどのように扱っているか。 

（４）静岡県と東京電力が行っている予防伐採は効果があると思う

が、町が検討するお考えは。 

 

答弁を求める者 町長 

配布資料あり 掲示板を使用する 

 

 


