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西伊豆町告示第５２号 

 

 平成２９年第２回西伊豆町議会定例会を次のとおり招集する。 

 

  平成２９年５月３０日 

 

西伊豆町長 星 野 淨 晋 

 

記 

 

 １ 期  日  平成２９年６月６日 

 

 ２ 場  所  西伊豆町役場議場 
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○ 応 招 ・ 不 応 招 議 員 

 

応招議員（１１名） 

    １番  堤    豊  君       ２番  山 本 洋 志 君 

    ３番  山 本 智 之 君       ４番  芹 澤   孝 君 

    ５番  高 橋 敬 治 君       ６番  加 藤   勇 君 

    ７番  山 田 厚 司 君       ８番  西 島 繁 樹 君 

    ９番  堤   和 夫 君      １０番  山 本   榮 君 

   １１番  増 山   勇 君 

 

不応招議員（なし） 

 



 

 

 

 

 

 

 

      平成２９年第１回（６月）定例町議会 

 

 

         （第１日 ６月６日） 
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平成２９年第２回（６月）西伊豆町議会定例会 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

平成２９年６月６日（火）午前９時３０分開会 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 

日程第 ５ 所信表明 

日程第 ６ 一般質問 

─────────────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

─────────────────────────────────────────────────── 

出席議員（１１名） 

     １番  堤    豊  君      ２番 山 本 洋 志 君 

     ３番  山 本 智 之 君      ４番 芹 澤   孝 君 

     ５番  高 橋 敬 治 君      ６番 加 藤   勇 君 

     ７番  山 田 厚 司 君      ８番 西 島 繁 樹 君   

     ９番  堤   和 夫 君     １０番 山 本   榮 君 

    １１番  増 山   勇 君 

欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────────────────── 
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地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 星 野 淨 晋 君 副 町 長 椿  隆  史 君 

教 育 長 清 野 裕 章 君 総 務 課 長 佐久間 明 成 君 

まちづくり課長 大 谷 きよみ 君 窓口税務課長 真 野 隆 弘 君 

健康福祉課長 白 石 洋 巳 君 産業建設課長 村 松 圭 吾 君 

防 災 課 長 山 本 法 正 君 環 境 課 長 鈴 木 昇 生 君 

会 計 課 長 森    健  君 企 業 課 長 松 本 正 人 君 

教 育 委 員 会 
事 務 局 長 髙 木 光 一 君   

───────────────────────────────────────────────── 

職務のため出席した者 

議会事務局長 藤 井 貞 代   書 記 山 本 直 輝   

───────────────────────────────────────────────── 
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              開会 午前 ９時３０分  

 

◎開会宣告 

○議長（高橋敬治君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいま出席している議員は11名です。 

定足数に達しておりますので、これより、平成29年第２回西伊豆町議会定例会を開会しま

す。 

 

 

◎開議宣告 

○議長（高橋敬治君） ただちに本日の会議を開きます。 

  申し上げます。 

  本会期中、暑いようでしたら上着を外して結構です。 

  質問、答弁は的確に分かりやすく、要領よくおこなってください。 

  また、発言される方は、マイクを近づけて発言されるようお願いするとともに、固有名詞

などには十分注意して発言してください。 

 

 

◎議事日程説明 

○議長（高橋敬治君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（高橋敬治君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、 

     ９番 堤   和 夫 君 

    １０番 山 本   榮 君 

 補欠 １１番 増 山   勇 君 を指名します。 
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     ◎会期の決定 

○議長（高橋敬治君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から６月９日までの４日間としたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（高橋敬治君） 異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日から６月９日までの４日間と決定しました。 

 

 

◎諸般の報告 

○議長（高橋敬治君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  議長の出張及び会議の出務については、お手元の、お手元に文書をもって配付いたしまし

た。 

  次に、本定例会に地方自治法第121条の規定によって出席を求めました者の名簿は、お手元

に配布のとおりであります。 

  以上で、報告を終わります。 

 

 

◎行政報告 

○議長（高橋敬治君） 日程第４、行政報告を行います。 

  町長より報告事項がありますので、これを許します。 

  町長。 

          〔町長 星野淨晋君登壇〕                

○町長（星野淨晋君） それでは行政報告を行いさせていただきます。 

  １ページをめくっていただきまして、総務課でございます。 

  日にち、そして概要につきましては、記載のとおりでございますけれども、５月２日に、

まちおこし協力隊の委嘱式を行いました。今まで１名の方に委嘱をしておりましたけれども、

新たに堀氏を任命させていただきまして、現状では２名の地域おこし協力隊がいらっしゃる
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ということでございますのでよろしくお願いいたします。 

次に５月10日の西豆自治会の総会が松崎町で行われまして、議題のほかにも、西豆の課題

について、数件話し合いをさせていただきました。次に２ぺージをお願いいたします。５月

26日でございますが、７市６町の首長会議が伊東市で行われました。佃市長が退任されると

いうことで、会長の職を新たに伊東市長になられました、小野氏に交代をさせていただいて

おります。                

次をめくってください。次はまちづくり課の所管でございます。１番最後になりますけれ

ども、５月３日から５月５日までの３日間、東京都の多摩市におきまして、ガーデンシティ

多摩センターこども祭りが開催され、西伊豆町の魅力を宣伝してきております。 

次をめくってください。ふるさと納税係ございますけれども、ふるさと納税につましては、

３月31日現在、５万7,135件、11億2,502万6,693円の寄付をいただきました。29年度、６月１

日の速報では、４月、５月分で１億598万円の寄付をいただいております。これは昨年度比約

2,000万近く増えております。だた、この増額につきましては、国からの要請に対し、５割か

ら３割という自治体が増えてきております。また当町もそういった指導がございまして、そ

れに鑑み
かんがみ

、駆け込みによる需要が、主な増ではないかというように思っております。ただ、

ふるさと納税は、西伊豆町にとりまして、大変貴重な財源でございますので、引き続きＰＲ

を強化し、地域や住民に還元できるように努めてまいりたいと思っております。          

次のぺージお願いいたします。防災課の消防団関係でございますけれども、４月26日から

静岡県消防協会賀茂支部消防操法大会の練習が始まっております。大会は６月11日に南伊豆

町の差田グランドで開催されます。ぜひとも議員の皆さま、そして本日お越しいただきまし

た傍聴者の皆さまにおかれましては、応援にお出かけいただければありがたいというように

思っております。 

時間の目安といたしましては、ポンプ車操法の部が12時40分から、小型ポンプ操法の部が

だいたい13時から開始というようにお伺いをしておりますのでよろしくお願いをいたします。 

続きまして、防災関係でございますが、４月27日に突発地震対応の初動体制確保を目的と

して、職員の参集訓練を実施いたしました。参加人数は109人でございます。それとここには

記載してございませんけれども、過日６月４日に、土砂災害防災訓練を築地地区で行ないま

した。人数の詳細は伺っておりませんけれども、私がお伺いした限りでは、約50名の方がご

参加をいただいたのかなというように思っております。この時同時に、県の土木の方が土砂

災害のメカニズムについても説明や講演をしていただいております。 
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  次めくっていただきまして、８ぺージをお願いいたします。 

  健康福祉課の福祉係でございます。４月18日から25日までの６日間、町内19会場を巡回し、

高齢者及び重度障害者を対象に交通費の一部助成として交通券等を交付いたしました。 

  なお、申請は６月30日までは健康福祉課または支所、出張所の窓口で、その後は健康福祉

課で随時交付をいたします。次に臨時福祉給付金でございます。 

  この申請書を対象と思われる方2,088件に発送し、５月１日から福祉センターの１階及び各

支所、出張所で受け付けを開始しております。８月１日まで受け付けをしておりますので、

よろしくお願いいたします。なおこの支給につきましては、９月１日から年内において行う

予定でございます。 

  まためくっていただきまして、10ぺージをお願いしたします。産業建設課、地域振興事業

についてでございますけれども、５月20日に大沢里自然まるごと体験が宮ヶ原で開催されま

した。この日は下田で行われました、黒船祭りと同日でございましたので、参加の人数も少

なかったのかなあというように思いますし、また私もお伺いすることができませんでした。

ただ、この件につきましては、今後も地区の方がたと協議、協力をし合って行なってまいり

たいと思っております。                 

  めくっていただきまして、12ぺージをお願いしたします。教育委員会の事務局関係でござ

いますが、下段のほうにサンセットシアターの開催についてというところをお願いいたしま

す。５月19日中央公民館におきまして、外国語指導助手ＡＬＴが映画館の無い町内でアメリ

カンシアターの雰囲気を楽しんで欲しいという目的で企画した映画の上映会を開催し、町内

外から130人の参加がありました。これは、大変好評をいただきまして、年内にあと数回行な

いたいという旨伺っております。いろいろな発案が町を元気にすると思いますので、引き続

きジェットプログラムでお越しいただいております、皆さんに頑張っていただきまして、ご

活躍いただけるように願っております。 

  以上で行政報告を終わりとさせていただきます。             

○議長（高橋敬治君） 行政報告が終わりました。 

  暫時休憩します。 

                 

 

休憩 午前９時３９分 

再開 午前９時４３分 
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     ◎所信表明 

○議長（高橋敬治君） 休憩を解いて再開します。 

  日程第５、町長より、所信表明の申し出がありました。 

町長の所信表明を許します。 

町長。 

          〔町長 星野淨晋君登壇〕 

○町長（星野淨晋君） 町長就任後、初めての西伊豆町定例会におきまして、町政運営の基本

的な考え方と方針について、所信を表明させていただきます。 

  今回の選挙は、町政の『継続』か『新しい風』かを問う選挙であったと思います。結果と

いたしましては、39歳の若さに期待する声と、このままではいけないという危機感のすえ、

皆様から託された舵取り役であると思っております。 

  町議会議員として13年間の経験はありますが、行政内部での経験はなく、町職員の支えが

なければ物事は前に進みません。町民や職員の声をしっかりと聞き、選挙でも訴えたように

『あなたの声が届く町政へ』を念頭に、たくさんの方のご意見を真摯に受けとめ、改善でき

ることは速やかな対応をし、直ちに改善できないことにも果敢に挑戦してまいりたいと存じ

ます。 

  初登庁以来、引き継ぎ内容や、各課の課題を精査しながら指示を出し始めているところで

はございますが、思っていた以上に多くの課題が残されたままになっており、すべてのこと

を早急に対処しなければならない反面、行き過ぎた行政改革のためか、人員の不足にも悩ん

でいるところでございます。その点も踏まえ、過日行われました臨時会におきまして議案を

可決いただき、機構改革を行いました。これにより、現状の人員で効率よく各課の業務を行

えるようにさせていただけたと思っております。 

また、それに伴い教育委員会事務局を安良里出張所に、産業建設課を宇久須支所に配置し、

今まで窓口税務課にかかっていた負担を軽減するなどの対策も取らせていただいたところで

ございます。この件につきましては、行政のスリム化に逆行するのではないかというご意見

もあろうかと存じますが、宇久須・安良里地区の非常時での対応を瞬時に行える態勢をとり

たいとの観点からも、このような配置換えをさせていただいたところでございます。 

町全体で考えますと、西伊豆町は、合併後12年が経過し、合併当初の人口から約2,300人も
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減少しております。率にいたしまして約20パーセントの減少は大変重く受け止めなければな

らない問題であると思います。 

  要因は、現役世代の減少による少子化や、就職・進学を機に町を離れる方の数に対して、

西伊豆町に移住され・定住にいたる方との数が不均一なため、全体的に若者が徐々に減り、

人口ピラミッドが逆三角形を形成するにいたっているのが最大の原因だと思います。町を見

渡してみましても若者の数は少なく、今後西伊豆町をしょって立つ方がたが少ないというこ

とは、10年後20年後を見据えて町政運営をする上で、大変危機感を持っているところでござ

います。 

  このことは、ただ単に人の数が減ったという問題ではなく、町の死活問題であるという認

識を、議員の皆様や町民の皆様と見解を一つにして取り組まなければなりません。 

  人口減少によって、公共インフラの維持が難しくなることは言うまでもありません。特に

水道に関しましては、送水面積は変わらず、利用者数の減少から給水収益の減少に伴い水道

料金の値上げも余儀なくされます。 

 地区町内会にあっても、役員のなり手不足やクリーン作戦・分別ごみの当番など、今まで

のようには運営できなくなることも考えられます。 

  消防団にいたっては、そもそも、なり手となる若者がいないため、現在の団員に負担をか

け続けなければならない状況にもなってきております。 

  また、現役世代の減少によって、今後、介護職や看護職の人手不足も予想され、若者世代

が困るというよりは、現在の60代、70代の方々が、今後最もご苦労をなさるのではないかと

心配をしております。 

  これらの問題を少しでも解消するために、移住定住の促進を行ってまいりたいと思ってい

ます。そこで、近年、移住体験ツアーを行っておりますが、これらの充実を図っていくとと

もに、１次産業をはじめとする産業の活性化や、６次産業化を図ることによって就労場所の

拡大を図り、西伊豆に移住しても生計が成り立つという状況をつくりたいと思います。 

  また、魅力あるまちづくりをすることによって、西伊豆町に住みたいと思ってもらえるよ

う、努力をしてまいります。その手始めとして、企画課と観光商工課を統合し、まちづくり

課を創設いたしました。この課は西伊豆町をＰＲし、観光商工に関する事務などをするだけ

ではなく、西伊豆町の魅力を再認識・再発見するとともに、町外からお客様を呼ぶためには、

どういった工夫が必要で、何を求めているかなどを的確に把握し、新たな西伊豆を提案でき

るような、ブランディングも手掛けていきたいと思っております。そのほかにも、総合戦略
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をつくっていくのはもちろんですが、今までのように、考えられるものはすべて載せる的な

ことではなく、10年後20年後はこうありたい、また、こうなっていなければ西伊豆町は存続

できないという観点から、今から目指す西伊豆町にするためには、今何が必要で何をしなけ

ればいけないかを逆算的に考え、年次ごとの計画と、目標と計画を立てていきたいと思って

おります。詳細につきましては、今後本格的な議論を進め、しかるべき時期にお示ししたい

と思っておりますし、ご意見等ございましたらお寄せいただければと考えております。 

  そして、先ほど生計が成り立つ状況をつくりたいと、申し述べましたが、新たなものをつ

くるだけではなく、既存の観光商工業者との連携も大切だと思っております。 

人が生活をするうえで必要になるのが、衣・食・住です。お店が無ければ服も買えません。

商店が無ければ食材も買えません。施工者がいなければ家を建てることも改修することもで

きません。人口減少とともにこれらの業者さんが減ることによって、私たちの生活は明らか

に今以上に悪くなります。直接的な支援はできないものの、生き残れるような間接的な支援

は必要になります。また、内需だけを見るのではなく、外に向けて積極的に町内の商品を発

信し、売り込む必要もありますし、外貨を稼ぐ一番の近道は観光業者が元気になることです。 

  8,300人が消費することも必要ですが。毎日1,000人の観光客が来る町にすれば、1,000人町

民が増えるよりも経済効果があります。また、観光産業が活性化することによって、設備投

資や仕入れなど、内需の拡大も図ることが出来ます。観光は観光業者、商業は商工会といわ

ず、観光や商工業者と町が、しっかりと連携を取っていくことが必要だと考えております。 

 次に、学校統合が問題がございます。                

過日の臨時議会でボーリング調査の費用を可決いただきましたが、調査結果が出るまでは

場所の特定などをすることができません。できうるならば高台に、幼・保・認定こども園・

小学校を統合移転したいと考えております。現在各園は津波浸水域内にあり、避難訓練を行

っているものの、想定外ということを考えたとき、浸水域外にて、お預かりすることが望ま

しいと考えております。ただ、今までこの議論が停滞していたことにより、予想以上に時間

を要する状態になっております。最善を尽くし、子供も保護者も安心して通園・通学ができ

る状況をつくってまいりたいと存じます。 

 中学校に関しましても町内１校とし、これから保護者の皆さんへの説明会を行うなど、ふ

りだしからのスタートになりますが、意見を真摯に受け止めてご理解いただけるように努め

てまいりたいと存じます。ただ、この件に関しましても、停滞をしておりました２年間で外

部の状況が変わり、前回のような最短での実施が見込めなくなってしまっております。子供
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たちの部活動の問題など、早急に解決していきたいとは思ってはおりますが、多少時間を要

することだけはご理解いただきたいと思います。 

いずれにいたしましても、この２つの問題に関しましては、今後、文教施設等整備委員会

を早急に立ち上げ、ご議論していただくように指示を出しております。 

次に、年をとっても住みやすいまちづくりも必要です。 

若年層が少なくなると、介護や看護職に就く人が減少するのでは、ということはすでに述

べさせていただきましたが、年を取ると、今までのように体が動きにくくなったり、気が弱

くなってしまいがちです。また、骨折などが原因で入院したことを機に、運動機能が低下し、

動けなくなってしまう方も見受けられます。高齢化が進む西伊豆町では、今以上に元気で長

生きできる施策が必要です。体を動かし健康に、現在グランドゴルフ・ゲートボール・歩け

歩けなどをし、体を動かし、健康に気をかけている方が多くなっております。いろいろな活

動をし、健康でいることがとても大切なことです。西伊豆町の介護保険事業会計は約14億円

にものぼります。元気で長生きすることによって、介護保険の利用も減りますし、当然、介

護保険料として皆さんが支払う保険料も、皆さんの健康度合いで左右されます。 

ただ、これといった特効薬がないことも事実ではございますが、施設に行かなくても歩行

練習になるようなものや、低負荷で筋力を維持するトレーニングができるような場所も今後

必要だと思っております。また、運動だけでなく、既存のサロンの他、インドアの趣味をさ

れる方が気軽に集まれる場所も必要であると思います。 

 次に、自然環境の改善や、活用も必要です。 

西伊豆町は、海あり山ありの大変風光
ふうこう

明媚
め い び

な環境です。しかし、今はその環境が活かしき

れていないように感じます。都会になりたくても都会にはなれませんが、この環境は都会の

人が望んだところで、手に入れることのできないものです。その資源を活かし、農林漁業の

活性化と、ひいては観光産業に結び付くような施策の推進と、今よりも良い自然環境になる

ように、適切な管理と改善が必要です。 

農業に関しては、町内には遊休農地もございます。田舎にスローライフを求めてくる方の

ニーズにこたえることも必要だと思います。また、隣の松崎町は桜葉を生産しており、桜葉

の加工品でも全国トップシェアの状況にあります。松崎だから、西伊豆だからといわず、そ

ういった事業に参入をし、伊豆西海岸としての連携を図ることも大切だと思います。 

漁業面では、獲る漁業から育てる漁業も必要ですし、海を育てるためには、その背後地の

森林を整備することも必要です。牡蠣の養殖で有名な三陸などでは、豊かな海をつくるため
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に森林を適切に管理しているというお話もあります。西伊豆町もそういった観点からも森林

の整備が必要です。また、魚のすみかをつくることによって、ダイビングに来られた方がス

ポットとして活用できると思うので、今後は漁礁などの整備をすることも必要だと思ってお

ります。 

そして、自主財源を増やす町づくりも必要です。 

 現在、西伊豆町の歳入の財源比率は、自主財源が平成27年度31.4パーセント・28年度36.7

パーセントで依存財源が6割以上を占めております。27年度から28年度にかけて数値が伸びて

いるのは、ふるさと納税の実績によるものが多く、約７割が国や県に頼っている状況に変わ

りありません。町税にいたっては10億円にも満たない状況です。しかし、今後の財政を考え

た時、町税を増やすことには期待ができません。10億円の内、約５億円は固定資産税で、土

地の価格が高騰しない限り収入は増えません。また、町民税は約２億５千万円で、仮に人口

が倍になったとしても２億５千万円しか増えないということです。 

  そこで、西伊豆町内での収入を求めるのではなく、都市部からの収入を得る必要がありま

す。おかげさまで、平成28年度には、西伊豆町全域に光ファイバー網が敷設され、都会と遜色
そんしょく

ないネット環境が構築されました。以前から提案をしてきましたが、都内の会社に出勤しな

くとも仕ことが成り立つ人たちの移住や、町内の商品をネット通販で販売する。また、一時

的にアンテナショップを出してＰＲするのではなく、飲食業を通じて西伊豆の食材・西伊豆

の風景・西伊豆の文化などを、都会で説明できる環境をつくってはどうかと思います。 

例えば、店舗内の内装は西伊豆の風景を壁紙などに施し、食材は伊豆西海岸で採れる海・

山・川・畑の物をメインとし、そこで働くスタッフは、西伊豆で生まれ育った大学生を雇い

入れ、お客さんからの質問にこと細かに西伊豆をアピールすることによって、一度西伊豆に

行ってみたいと思わせるとともに、町・観光協会などが連携し、宿泊予約までできてしまう

ような店舗をつくって、外貨を稼げるようなシステムを構築してはと思います。これは、あ

くまでも例えですが、そういう取り組みを行い、町外から、いかに外貨を稼ぐかということ

を今後の行政は行っていかなければならないと思っております。 

また、もう一度来たいと思うような西伊豆町をつくることも重要です。 

  皆さんも、家族旅行や団体旅行などにお出かけになったことがあると思います。そんな旅

先で、何年か後に、もう一度行ってみたいと思う場所はありますか？そして、そこはどんな

場所でしょうか。景色がきれい・料理がおいしい・なんとなく心休まるなど、人それぞれに

違いはあるものの、すべてが良い印象を受けた場所ではないでしょうか。 
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間違っても、どことなく町が汚い・料理がおいしくない、雰囲気が悪いというような場所

に、もう一度行くことはありません。 

西伊豆町も、観光で来られた方々が、何度でも来たくなるような場所にするため、チョッ

トしたことにも気を使い、まずは町民がニコニコとするような町をつくる必要があります。 

私たちは、西伊豆で産まれ、育ってきましたので、この環境は当たり前にあるもので、あ

りがたみはほとんど感じていないと思います。しかし外から来られた方たちは、私たちにと

っての当たり前が、すべて素晴らしく映っていることも事実です。現に、静岡県民からすれ

ば、富士山は当たりまえあって当たり前ですが、富士山の見えない県から来た人は、天候不

良で見ることができないことに残念がり、見ることができた時には奇麗だな～と感動して帰

られます。 

夕陽にも同じことが言えるのではないでしょうか。ただ、夕陽や景色だけを売りにしても、

全国総観光地化した日本では、利便性の良いところに集客力があることは否めません
い な め ま せ ん

。東名

のインターを降りて、１時間30分かけてでも来る価値のある西伊豆町にする必要があります。 

河津町はカワヅザクラでその名が全国に知れ渡っておりますが、昨日・今日に桜を植えた

のではなく、10年前・20年前から行ってきたものが今花咲いているように、西伊豆町でも10

年後20年後を見据えて物ことを考え、計画的に実施していく必要があります。 

残念ながら、現在の西伊豆町には総合計画はなく、町の将来像が見えない状況にあります。

将来を見据え、解決していかなければならない問題・今行わなければならない問題・今後 

のためにしておかなければならない問題などを、しっかりと精査し、将来ビジョンを持たな

ければ町づくりはできないと思っております。 

課題は山積しておりますが、できることから着実に施策を実施してまいりたいと存じます

ので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ、所信表明を終わります。  

○議長（高橋敬治君） 所信表明が終わりました。 

これより、所信表明に対する質疑を許します。 

質疑は大綱質疑でお願いします。 

質疑ありませんか。 

  ８番、西島繁樹君。 

○８番（西島繁樹君） 町長初めての定例会で緊張しているみたいですが、私も 

緊張しておりますのでよろしくお願いします。 

  私のほうからまちづくりに関係する箇所３点ほど、質問したいと思います。 
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最初にページ２の真ん中にですね、「移住定住の促進をはかってまいりたい」と、いうとこ

ろがあります。就労場所の拡大うんぬんってあります。それと関連してっていうことで、４

ぺージ、真ん中の下ですけれど、「農業に関して遊休農地もあります」と、「田舎にスローラ

イフを求めてくるかたのニーズに答えることも必要だ」と、こういう話がありますけれども、

これは就農場所等の提供とかっていう、具体的に、やるおつもりなのか、前の時からか、予

算にもこれ一部載っていますけれども、そういうことを継続でやるのかを１つお伺いします。 

  ２つ目は、ぺージの２の１番下のところですけれども、「既存の観光業者との連携も大事だ」、

次のぺージに移りまして、上から４段目に、「生き残れるような観光業者とか商工業の皆さん

が生き残れるような間接的な支援は必要となる」というのがありますけれども、これは具体

的にどういうことを指しているのか、あるいは既に町長として、なんか、あのアクションを

おこされているのかをお伺いします。 

  もう１つあった、１番最後の６ぺージですけれど、河津桜の例を取り上げまして、「何かや

っていくには、長期的な視点っていうか、10年後、20年後を見つめてという、スパンで考え

ていかなければいかないよ」と、そういうこともやっていくのだというのがありますけど、

これについて、なんか具体的に、こういうようにやってみようかというようなお考えはお持

ちなのか、この３点についてお伺いします。       

○町長（星野淨晋君） 議員もご存知のように、予算に載っているという農地、私も存じ上げ

ております。ただ一概に、あそこの土地の話だけでおさまるのかというと、そこに行くまで

の道も当然あるわけでございまして、そこもちょっと狭隘
きょうあい

な道でございますので、そこだけ

というわけではございません。ただ、そういったスローライフをされる方がいらっしゃいま

すけれども、なかなか畑や田んぼをお持ちのかたは、知らない人には貸せないよ、というよ

うな状況もございますので、でき得るならば、空き家とセットで、そういうものを借りたい

方がいらっしゃった場合には、町が中に入って、お話をさせていただくなどという対応はさ

せていただきたいというようには思っております。 

実際に、農業委員会のほうで、多分そういうお話はされているかと思いますけれども、今、

農地の貸借、そういったものにも、今かかわっておりますので、そういったもので、おこな

えればというように思います。 

既存の観光との連携ということで、生き残る間接的なということですけれども、業者さん

に直接補助をすることは当然できませんので、観光業者さんを通じて、観光施策に使ってい

ただくであるとか、商工会さんを通じて、そういったリフォームとかそういったことという
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のは、今後行っていきたいと思っております。ただこれに関しましては、一般質問の通告が

出ておりますので、あまり、あの答弁してしまいますと、その方の都合もございますので、

このへんとさせていただきます。 

次に河津桜ということで、長期ビジョンをということですけども、今のところ、これとい

ったものがあるかということですけれども、当然私の頭の中にはありますが、まだ、どこに

も相談しないものを、ここでアドバルーンをあげるわけにはいきませんので、少しお答えは

しかねるという状況でございます。ただ、先ほども言いましたように、総合計画は今後作っ

ていかなければ、西伊豆町が、未来に向かっていく指針がございませんので、それを作る際

に、そういったものも盛り込んでいきたいというふうに思っております。             

○議長（高橋敬治君） ２番、山本洋志君。 

○２番（山本洋志君） ２番、山本。県下で一番若い町長の誕生、まずもって星野町長おめで

とうございます。これで町は変わるぞという期待が高まっております。「あなたの１票で町の

未来は変えられる」このキャッチフレーズに、若者や、町長、町民は町長に未来を託したの

ではないのでしょうか。町長、若者、町民を裏切らないでいただきたい。 

  私も39歳の町長に期待するものであります。生活を代表するのが政治だと私は考えます。

人の涙、辛さ、悲しみがわからずして、政治はできません。たしかな目と耳で、良きブレー

ンを作っていただきたいと思います。若さとやるきは何者にも勝ります。住民のための政治、

西伊豆町の再生を期待します。町長の意気込みをお聞きしたいと思います。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 山本議員のお話されたとおり、町民を裏切らないように、しっかりと

声を聞いて行政運営をしてまいりたいと思っております。 

○議長（高橋敬治君） １番、堤豊君。 

○１番（堤 豊君） １番、堤豊です。よろしくお願いします。なにぶんにも新人でございま

すもんで、的を得た質問っていうか、意見が言えないかもしれませんがご容赦ください。 

  ３点あります。まず、１点目は、私新人議員研修というのを受けましたところ、窓口税務

課でいろんなご指導をいただいたのですが、その中で、１番、窓口税務課、２ぺージに目に

書いてあったのですが、課内の留意事項が記載されていました。そのこんな貴重な時間にそ

ういったことを発表していいかどうかわかりませんが、非常に感銘を受けましたもので、町

長に、一応ご参考まで思って発表します。   

 課内の留意事項、１番目、常に町民の立場に立って業務を進めること。２番目、課内で協
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力し合い、事務事業の円滑な推進を図ること。３番目、職員間の情報共有を密にし、課長へ

の報告・連絡・相談を必ず行うこと。事務分担は支障が生じる場合は、随時見直しをすると

窓口税務課の課内留意事項に記載がありました。 

これは、従来からこの西伊豆町の今の職員の行政の職員の心意気というか、そういうもの

を深く感じました。これからも、前町長も、これからの新町長も、これから我々がみな先輩

議員と一緒に、この心意気って、町民の立場に立って業務をすすめるということを念頭にお

きながら、議会運営、また、行政運営をすることが必要だと思います。少しそれに対して、

まず１問目というか、町長のご感想をお願いしたいと思います。 

 ２点目は、せっかくの発言の機会ですから、すいません、恐縮ですが、３ぺージ目、町長

からたくさん、山積みのある課題があるということで、ご発表がありましたが、まさにその

とおりです。町長の中で、外貨を稼ぐ１番の近道は観光業者が元気になることです。ただこ

このところで心配な発言があったのですけれども、「８千300人が消費することも必要ですが、

毎日、１千人の観光客が来る町にすれば、１千人の町民が増えるよりも経済効果があります」

というご発言がありましたが、このへんの少し意図が私よくわからないもので、少しご説明

のほうお願いしたいと思います。 

 あと最後になりますが、４ぺージ目、「自主財源を増やすまちづくりが必要です」というご

発表がありました。これは、私も議員になるにあって、たくさん勉強させていただきました。 

 町長の発表にもありましたように、「約７割が国や県に頼っている状況に変わりはありませ

ん」という表現がありましたが、数字でいうならば、「７割」というのは、仮に、わが西伊豆

町の予算が55億というかたちでみた場合に、７割ですから約40億近い借金がありますよ、と

いうことが実態だと思われます。借金というのは当然金利が付きます。それに対して返済を

どうあるべきなのかとか、そういうもの、ここで所信表明に対してどうこういうあれはあり

ませんが、そういう大きな我々は、借財をかかえた町であるということが、認識しなければ

ならないと思っています。町長の発表にありましたように、「町民税にいたっては10億円にも

満たない状況です」という発言がありました。    

 10億円のでは支出はどうなのですかというと、総務費を中心としたものでほぼ、それでい

ってしまうというのが実態で、あまりここでは数字のことは発表したくないのですけれど、

非常に厳しい財政状況に西伊豆町はあるということで、明日の一般質問も私ありますもので、

少しこのへんは、数字はこれで控えますけれども、それに対して町長のお考えをもう一度お

願いします。 
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 以上です。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 堤議員の質問にお答えしますけれども、ルーキーと言えば、私もルー

キーでございます。ただそうは言っても、13番議員も１番議員も採否は同じでございますの

で、ルーキーと言わず、しっかりと議員としての仕事をしていただければというように思っ

ておりますが、町民の立場に立ってということで、その２ぺージの感想はということでござ

いますけれども、感想は書かれているものそのとおりだというようにお答えをさせていただ

くほかございません。 

次に２点目の「１千人のお客様のほうが経済効果が」ということで質問なのですけれども、

当然西伊豆町にお泊りになるという方は、当然宿泊費、そして、食費、お買い物、当然、１

日過ごすだけで、相当の金額をお使いになって、この西伊豆町に滞在をされます。逆に町民

が１人ですね、１日、暮らすのに、そこまでの経済効果が出るほどお金を使うかというと、

私はそこまでは使わないのではないのかなあというように思いますので、「１千人の町民が増

えるよりは、逆に１千人の来客が来るような町のほうが経済効果はあるのでは」というよう

にお話をさせていただいたまででございます。 

次の自主財源も、たしかに３割ということを書きましたけれども、この７割が借金である

とか、その借財を感じることは、少し考え方が私とは、相当相容れないものがあるのかなあ

というふうに思います。これは、法的にそって、いただいている交付税であり、そういった

ものでございますので、別に借金をしているわけではございません。 

  借金はその中に、しっかりと合併特例債なり、いろいろな過疎債なり、そういった借金は

ございますけども、それは返済をしておるわけでございますので、逆にそういう質問には、

当らないのかなあというように思いますし、逆にそれがもらっているから、借財というので

あれば、では、もらっているところは、すべて、そういう思いでされているということなの

かなあというように、逆に、お聞きしたくなってしまうぐらいでございます。 

そこまで言われるのであれば、すべて自主財源でまかなえる町にしなければ、堤議員のお

っしゃるように、借財はぬぐえないのかなあというようにお答えせざるをえないのかなあと

いうように思いますが、私はこの借財を抱えて、まちづくりをしなければいけないとは思っ

ておりません。 

○議長（高橋敬治君） ほかにございませんか。 

３番、山本智之君。 
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○３番（山本智之君） ３番、２ぺージ目の、この総合戦略を策定したいというような答弁が、

表明がありましたが、総合戦略、これはブランディングも、含めたことだろうと思うのです

けれども、このバックボーンになる、最後のほうに町長おっしゃった、総合計画が今無いの

だということで、総合計画につきましては、この後、一般質問がございますので、そこには

触れてはおきませんけれども、ではこの総合戦略をたてるのだという、そのもとになるもの

は、今当町には「まち、ひと、しごと総合戦略」というものと、「過疎地域促進計画」という

２つの計画と戦略があるのですけれども、そういうものを加味したもので、この町長のおっ

しゃる総合戦略をたてていくのか、そこが１点と、それにもとづいて、年次ごとに、それか

らフィードバックしていって、年次ごとの計画をたてていきたいと、そういうご意向なのか、

その１点だけお伺いします。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 実は、総合戦略は今つくっております。ただ、総合計画がないという

ことです。そのバックボーンになる、当然、「まち・ひと・しごと」もありますし、「過疎自

立促進計画」もあります。ただ、これが提出する先によって、その中身が若干違うものです

から、それをすべてベースにして、総合計画を立てるということには、できないので、逆に

総合計画を立てるのであれば、それなりの人員も、それ担当でおかなければいけないですし、

逆に、それに必要な情報というのを、今まで作って計画から抽出もしなければいけない、そ

して未来を見据えてしっかりと計画をつくるためには、やはり時間も要するということもあ

ります。ただ、あの総合計画を作れば、では「過疎計画」とか「まち・ひと・しごと」が要

らないかというとそうではないので、おのおのがすべて必要ですけれども、今総合計画がな

いので、作っていきたいということでございまして、総合戦略はやっております。  

○議長（高橋敬治君） ３番、山本智之君。 

○３番（山本智之君） ではその総合戦略を今作っている最中だということですけれども、そ

れは、内容的には今発表できないでしょうけれども、具体的なものに、より具体的なものが

列記されたものでつくっていって、それは、開示するようなことをしていくのかと、町民の

方に、戦略はこういうものですよっていうことではないのですか、それともずっとおおまか

な戦略の中で、それは当局が持っているもので開示していくのではなくて、その中から具体

的に、今後、総合計画に反映していくようなものにしていく礎のものをお持ちなのか、その

へんところはどうですか。                    

○議長（高橋敬治君） 町長。 
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○町長（星野淨晋君） その総合戦略作成会議というのが行なわれているのが事実でございま

すけれども、それが出来あがった後に、オープンにするのかということは、結果的にはオー

プンにできるものはしたいというように思っておりますけれども、それをどこまでするかと

いうことは、また、作り終わってから決めたいとは思っております。それはあくまでも総合

戦略に関しては。 

ただ総合計画に関しては、今まだ何も無い状況です。逆に総合計画が皆さんのところにも

回覧版に概要版というのが、今までもおこなっていたは思いますが、総合計画に関しては、

確実に公表はさせていただきたいと思います。 

○議長（高橋敬治君） ほかに質疑ありませんか。６番、加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） 加藤。１点お伺いします。今回の所信表明を受けましてですね、これ

からの議会に提案されております、補正予算の中身ですけれども、この所信表明に見合った

予算が、見当たらないというように私思うわけですが、今後この補正予算で、それなりの提

案をされるのかということをお聞きしたいと思います。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 補正予算には、たぶん載っていないというご理解でよろしいかと思い

ます。載っているとすれば、なんていうのですかね、皆さんのご理解をいただいた範囲内で

ということで、全協で説明しているものだけでございますが、ただあくまでも所信表明はこ

れから４年間の所信でございますので、おいおい計画を密にして、９月、12月、そして３月

の本予算にこの中身を反映させた予算を盛り込んでいきたいと思っております。          

○議長（高橋敬治君） ６番、加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） そうした中で、ぜひ６月、９月、12月に向けてですけれども、町民の

声を聞きますとね、新しい町長はどうだいというような、たいへん期待を込めた声を聞くわ

けですよ。それを我々町民が見て、おおなるほどと思うのは、やはり数字にあらわれるとい

いましょうか、予算書に出てくることだと思いますのでね、大胆にやるとか、大きく頑張る

よというようなことを期待しているということでよろしいのでしょうか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） まあ、意見を聞くということで、１点でしぼって答えるならば、全協

でお話しましたように、安良里診療所に入る砂利のところ、あそこの土地の購入費を補正予

算で載せさせていただきました。これは、私は、町民の声を聞いた結果、皆さんにご説明を

して、この予算にもらせていただいたと理解はしております。 
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今までも、そういったお話はあったようですけども、かなわなかったということですけれ

ども、私になってこの補正予算で載せたということでご理解をいただければありがたいなあ

というように思います。 

○議長（高橋敬治君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２７分 

再開 午前１０時３６分 

 

○議長（高橋敬治君） 休憩を解いて再開します。 

 これは所信表明ですから、あくまで大綱質疑でお願いをいたします。 

 質疑ありませんか。 

 １０番、山本榮君。                      

○１０番（山本 榮君） それでは町長、２点ほどお伺いします。 

  ここに記載されているものは、町長がこれからやりたいこと、またやらなければならない

ようなこと、それは多岐に渡って表現されているわけですけれども、では今この町で 

○議長（高橋 敬治君） 傍聴席静かにしてください。 

○１０番（山本 榮君） 喫緊の課題はないのか。 喫緊の課題に値するようなものは、この

中に含まれておりません。町長は今、この町で、喫緊の課題としてなにが必要でそれをどの

ように取り組むのか、それをまず１点伺います。それからもう１点は、３ぺージの学校統合

問題のところで、中学の統合に関して、２年間で外部の状況が変わり、だから多少時間を要

する。その外部の状況、この２年間でどのような状況が変わったのかお願いします。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 喫緊の課題が所信表明に無いというとこでございますけれども、私の

思っている喫緊の課題は、幼保小の高台移転は喫緊の課題だと思っております。それと、人

口減少対策も喫緊の課題だと思っておりますので、この所信表明に入れさせていただきまし

た。３点目に産業の活性化も喫緊の課題であるというように思っておりますので、所信表明

に入れさせていただいたわけでございます。次の外部の状況が変わったということでござい

ますけれども、皆さん新聞等でご存知だと思いますけれども、下田であったり、東伊豆であ

ったり、いろいろなところ学校統合問題が進みつつございます。 

  当然、学校職員の方がたも公務員でございまして、人がいらなくなりましたので、ではお
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やめくださいというわけには当然いきません。ですので、退職される方と採用される人数と

いうことが当然調整の必要があると思いますし、逆にこの賀茂圏域だけはなく、やはり田方

圏域も含めて、そういった人と交流をしたりというものをしながら、その削減した人員を配

置しなければいけないというのは、当然ご存知のことだと思います。 

  そういった意味で、２年前の説明時には、たぶん、それに該当するのが西伊豆町だけでご

ざいましたので、そう言ったものも、他のことを考える必要もなく、統合問題というお話は

できたとは思いますけれども、今、外部がすでにそういう状況になりつつあり、しかも外部

のほうが先行しておりますので、そこをさしおいて、うちが先に統合というのは、もうでき

ない状況になってしまっているのが外部の要因でございます。     

○議長（高橋敬治君） １０番、山本榮君。                      

○１０番（山本 榮君） その喫緊の問題については、町長が言われることも、私の喫緊の問

題の中の１つに、斎場問題もふれるのかなと思っていましたけれども、それはこの文面には

ありませんし、今の答弁の中にもありません。それを大まかでいいですがどのように考えて

いるのか、それから中学の問題についても、外部の問題、それはたしかに外部の問題でしょ

うけれども、この町が、やはりその喫緊の問題として統合しなければならない、では外部の

その問題は、たぶん県の教育委員会のほうの人事の割り振りでしょうけれども、それが優先

するのかこの町の事情が優先するのか、そのへんはどのように考えますか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 斎場に関しては、喫緊の課題だと思っております。ただあくまでもこ

の所信表明に載せていないというだけでご理解をいただければと思いますが、逆に喫緊では

ないということではないので、ご理解をいただければありがたいと思います。この問題も、

一般質問の通告で、たぶんどっかさわっている方がいらっしゃったと思いますので、詳細に

ついては、そこでご答弁させていただければと思いますけれども、あくまでもそれは喫緊の

課題だという認識でございます。学校の件は、県の職員の人数のほうを優先するのか、町の

思いを優先するのかということでございますけれども、できうるならば私は町の思いを優先

したいとは思っております。ただ、それができないのも現状でございますので、ご理解をい

ただきたいということで、この所信表明にも外部要因が加わってということで、書かせてい

ただいたわけでございます。           

○議長（高橋敬治君） ほかに質疑ございませんか。７番、山田厚司君。              

○７番（山田厚司君） ３ぺージで、同じようなところで申しわけないですけども、これも一
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般質問で質問している人もあるので、あまり多くは聞けないと思っていますけれども、この

小学校の統合の問題の件なのですけれども、できうるならば高台に、統合移転したいという

ことで、今町長も、喫緊の問題だというようなことで言っておられました。これについては、

幼稚園、保育園、あるいは認定こども園、これについては、統合して高台移転、こういった

ことはですね、町長の選挙の際の、公約なり、いろいろな、こういったものにも書いてあっ

たりしてあったものですから、そういうことをやりたいのだなということもわかります。ま

た以前のですね、議会の文教施設等整備検討特別委員会、そういったもので出した意見書で

すか、そういった中でも幼保、こども園については高台移転が望ましいというようなことで、

意見を出しております。ただ、小学校についてはですね、検討することが望ましい程度の文

言に留まっております。それがあの、いつ頃からか、小学校も、統合して高台移転というよ

うな感じになって来ているのですけれども、そのように方向転換していますか、変わってき

たのは、町長の思いの中では、いつ頃からなのでしょうか、それがわかれば少しお知らせい

ただきたいです。                         

○議長（高橋敬治君） 町長。        

○町長（星野淨晋君） 私は方向転換一度もしておりません。すべて統合というのはあの４年

前に作りました議会の特別委委員会でも申し述べたように、すべて統合するのがよいという

ようにあの言っておりましたので、今でも変わりません。  

○議長（高橋敬治君） ７番、山田厚司君。                      

○７番（山田厚司君） それともう１点聞きたいのですけれども、その４年前からずっとそう

いうように思っていたというようなことであるのならば、予算的な規模のことを少し聞きた

いのですけれども、大枠のところで、ボーリングの調査、これはもう議会の方の議決を通っ

たのですけども、これにも、３千３８０何万、っていうような予算になっておりますね。こ

れを考えますと、幼稚園、保育園、認定こども園、そして小学校まで統合するっていうこと

なると、総合的な予算規模でいくと、１億や２億の話ではないのではないのかなというよう

な、推測も出来ますけれども、だいたい大枠としてどれくらいの予算規模になるのかってい

うような、目算はもっておるわけなのでしょうか、そのへんはどうでしょうか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君）  当然全体の規模でいけば、１桁の億では済まないとは思っております。 

ただ、いろいろな、議員もご存知のように、そういった教育委員会関連の補助金や交付金、ま

た,なんていうのですか、合併特例債がたぶんもう間に合いませんけれども、過疎債であり、そ
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ういったものが使えますので、実際、町として支払う金額に関しては、いっても億円なのかな

というように、思っております。ただ、これはあくまでも、全体像を全部つくって、計画が進

んでおりませんので、完全な数字ではございません。それを行うためにある程度、その場所が

特定できないといけないので、ボーリング調査の費用をお願いしたいということで、臨時議会

にお願いをしたものでございますので、そういったご理解でお願いをしたいと思いますし、逆

に、高台に移転しないということになりますと、このまま浸水域に置いといていいのかという

議論にもなりますので、私はそうではないだろうということで、多少お金がかかってもやらざ

るをえない、やらなければいけないというような思いでおります。                 

○議長（高橋敬治君） ７番、山田厚司君。                           

○７番（山田厚司君） まあ１つ、文教施設に関してはですね、少し、補助率があんまりよく

ないっていうような感じでは思っていたのですけれども、今、町長の答弁ですと、過疎債な

り、なに債なり、そういったものをもってきながら、考えていきたいっていうようなことだ

と思うのですけれども、それでいってですね、まあ先ほど１番議員の方からもあったのです

けれども、町税が伸び悩んでいると、10億、この数字が、これから先々そんなに急には延び

る見込が今のところはないというような状況の中で、これから４年間の間に斎場ですね、こ

れも箱物として考えていかなければならない、そういったものを考えた時に、どういったも

のを優先していくのかっていうことを考えたら、いろいろと予算規模が非常に大きく膨れ上

がらないように、考えて、更には、そういったことは慎重にやっていかなければならないよ

うな気がしますけれども、そのへんのところの進め方について町長はどういうように考えて

いるのですか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 私は両方の案件が待ったなしだと思っております。今の７番議員さん

の質問内容を踏まえますと、ではどちらかを優先して、どちらかを後に延ばせということは、

私、それはいけないことだと思いますので、多少お金がかかっても同時にできるものであれ

ば進めていきたいと思います。その予算規模がどうというお話もありますけれども、交付税

はそういったもので一時的に上がることはありますけれども、そのへんはしっかりと数値的

なものを見ながら、大変な状況にならないように財政と相談しながら行う、それは当然行政

のやることだと思っておりますので、ご理解いただければと思います。 

○議長（高橋敬治君） ほかに質疑ありませんか。９番、堤和夫君。       

○９番（堤 和夫君） ２点ほどお願いします。１ぺージのですね、中ほどに「行き過ぎた行
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政改革のため」というような文言がありますけれども、この「行き過ぎた行政改革」とは町

長はどのようなことをいっているのか、それからその下の10、１番下ですね、「10年後、20

年後を見据えて、町政運営をする上で、大変危機感をもっているところでございます」で１

ぺージめくりまして、２番目、２ぺージの下から２、４、10行目あたりですね、「10年後、20

年後にはこうありたい、またこうなっていなければ西伊豆町は、存続できないという観点か

ら」というようなことで、両方とも、こう危機感と、それから、こうなっていなければ存続

できないという観点、というようなことで、おっしゃっておりますが、どういうことを指し

ていっているのかお願いします。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 行政改革のほうの行き過ぎではと言う発言に対してのご質問でござい

ますけれども、合併して、そのあと、役場職員の人数ですね、当然そういう目標があったと

思いますけれども、それをだいぶ下回って、今、人員配置がされておると思います。それは、

当然、お辞めになられた方の数と、入ってこられる方の数が合わない、これは西伊豆町の人

口と同じようなものですけれども、そのバランスが崩れているがために、やらなければいけ

ない業務に人手が割かれ、これからのためにやらなければいけないところに手がまわってい

ないほど行政改革が、人員削減という名の下に行われているので、それを回復したいという

ことで、先だってもお話はしたかとは思いますけれども、臨時職員などを雇って、そういっ

た補いをしたいという旨を、議員の皆さんにはお願いしておるところでございますので、そ

のへんご理解をいただきたいと思います。10年後、20年後の危機感ということと、こうあり

たいということは、危機感があるので、こうしなければいけないというふうに思っておりま

す。まるで危機感がないのであれば、そのまま私はずるずるいっても問題はないかというよ

うに思いますけれども、このままでは皆さんもご存知のとおり、20年後には、人口が４千人

になるという当然危機感があるわけでございますので、それを改善するためには、もし、そ

うなった時には、こうでなければいけない、逆にそうならないためにはこうしなければいけ

ないということを考えて、今から進んでいかなければ、物ことの解決はできないという意味

でございます。   

○議長（高橋敬治君） ９番、堤和夫君。       

○９番（堤 和夫君）  行政の目的は、行政改革これは必ずやっていかなければならないし、

私どもの、先ほどっから出ている、経済規模の予算でいくならば、人口がどんどん減ってい

くのですから、もっともっとこれは役場の職員も効率よく使用するっていうようなことより
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も、その下で、町長はその新しい課を作ったというのですけれどね、やはり行政の目標は、

ソーシャルサーバントとして、もっと効率的に行政を運営するため、この行政改革というの

は非常に重要、これからもやっていかなければならないのではないかなあと思いますけれど

も、そのへんはどういうように考えておられるのか、それから２点目のそれでは「10年後、

20年後のそういう逆算的に考えて、しかるべき時期に何をやるのかとか、どういうことをや

っていくのかというというのは、お示ししたいと思っております」というように、こう書い

てあるのですけれども、これはそれではしかるべき時期というのは、町長１期で言えば４年

ですよね、でも10年、20年のことを考えるならば、しかるべき時期というのはどういうふう

なお考えなのでしょうか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） すいません、後ろから答えさせていただきます。しかるべき時期とい

うのは総合計画の公表をしかるべき時期というようにご理解いただければというように、思

っております。行政改革のことですけれども、行政改革をするのは、当たり前だと私も思っ

ております。ただこれは人員を削減するだけが行政改革であるとは思っておりません。なの

で、そのへんお話が少し食い違うかもしれませんけれども、そういったご理解でお願いでき

ればと思います。逆に人口が減れば職員が減るもの当たり前という感覚も少し私とは違いま

して、逆に人口が減ってもやらなければいけない業務というのは当然存在しますので、では

松崎町さんと沼津市さん人口が違うのでそれだけ人員が少ないかといえば、それは当然違う

話でございますので、西伊豆町に見合った職員の数が妥当だというように思っております。 

○議長（高橋敬治君） ９番、堤和夫君。       

○９番（堤 和夫君） ですからそういうような、行政改革をするために、ＩＴを利用すると

か、私たちの町より小さい町村なんかたくさんあるわけですよね、そういうようなところも

一生懸命努力しているわけですよ、だからそういうような意味で、そのただ人件費、それを、

人を増やすっていうようなことではなくして、トータル的にどこがどういうようにこの行政

を運営していくにおいて、無駄、そういうのがないのか、そういうことを点検していかなけ

ればならない、こう考えますがいかがですか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） ＩＴに関しましては、使えるものは使って現在もいると思いますし、

逆に使いきれていないことに関しましては、いろいろな方のご意見を聞きながら使うことは

やぶさかでもございませんし、使っていきたいと思っております。ただ効率化をはかるとい
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う観点でいえば、産業建設課を宇久須にもっていき、教育委員会の事務局を安良里にもって

いき、窓口税務課としては人員の配置という面で効率化は、はかれているというように思っ

ておりますので、私が就任してまだ１ヶ月半ですけれども、そういったものには取り組んで

おります。 

○議長（高橋敬治君） ほかに質疑ありませんか。４番、芹澤孝君。       

○４番（芹澤 孝君） 少し人口減少について述べているわけですけど、人口減少も、当町の

主な要因は、若い人たちのよい職場が当町にないっていうことが、この転出過多になってい

ることが主な要因となっているわけですよね、それについて町長はこの１次産業から６次産

業までを活性化し、就労場所を拡大する、それによって、補うっていうか、その対抗するっ

というか、それに対策だというようなことだと思うのですけれど、しかしこれについて観光

と移住については、所信を表明しているわけですけど、その他産業については、観光頼みに

よる内需だというだけであって、その他の何か考えていることはないのでしょうか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） すいません、今ぱっと見て少しページで探せないので申し訳ないので

すけれども、１次産業から６次産業化までは私は考えておりますので、観光頼みということ

では所信表明はしていないというように思っていたのですけれども、農業に関しては遊休農

地の活用とかですね、漁業も「獲るのから育てる」というふうにいっておりますので、決し

て観光頼みで１次産業、２次産業をないがしろにしているわけではないと思いますけれども

どういうご解釈をされたのかがわかりません。 

○議長（高橋敬治君） ４番、芹澤孝君。       

○４番（芹澤 孝君） この文書の中に、観光による内需拡大ってことが書いてありますよね、

そのへんのことで、私が、観光頼みだなというようにとったのですけれど、それで、そうい

う意味で、そういうことではなくて、ほかにも考えているのであればそれでいいですけど、

ではそのほかの産業については何か、あの考えているのかということをお聞きしたい。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 当然考えております。まあ議員の時に一般質問も40数回しております

ので、その中でしたことに関しましては、できうる限り可能であればおこなっていきたいと

いうように思っておりますし、また２ぺージに中段あたり「１次産業をはじめとする産業の

活性化や、６次産業化をはかることによって、就労場所の拡大をはかる」とも書いてござい

ますので、そのへんでご理解をいただければというように思います。あくまでも所信表明で
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ございますので、こういったまちづくりをしたいという旨を表明させていただいております。

事細かなことまで、ずらずらと書きますと、きりがございませんので、そのへんは割愛して

いるとご理解いただければと思います。     

○議長（高橋敬治君） ほかに質疑ありませんか。１１番、増山勇君。       

○１１番（増山 勇君） 町長、１番最初に、町長の公約でもありました「あなたの声が届く

町政へ」と、スローガンですけれども、これについての具体策っていうのは町長どういうよ

うに考えられているのかそれが第１点です。 

  第２点目は、庁舎内の規則や要項いろいろありますよね、とりわけ、以前の町長にも質問

させていただきましたけれども、政策委員会、政策会議ですか、そういったものを継続して

やられるのかどうか、その点。それと３点目はですね、以前から私、前の町長にも質問して

おりましたけれども、副町長のあり方について、どのように町長は考えられているのか、そ

の３点をお聞きします。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 「あなたの声が届く」ということに関しては、区長さんの連絡会の時

にもお話はさせていただきましたけれども、なんていうのですかね、住民懇談会的なものは

やるつもりはございません。ただ、区や老人会また女性会など、来てくれと言うお声があり

ましたら私、伺いますので、ぜひその時に、ひざを付き合わせてお話をしたいと思っており

ます。実際、今度の、来週ぐらいに「ジーバークラブ」の方とお話合いをさせていただくこ

とにもなっておりますし、そういったところには、ぜひ呼んでいただければ、伺います。た

だスケジュールが今、就任してからずっときちきちでございまして、なかなか時間がとれな

いのも事実でございますけれども、７月８月ぐらいになれば、だんだん空きも出てくると思

いますので、その時にお話をさせていただきたいなというように思っております。また、お

昼はなるべく外食をするようにしておりまして、お店の宣伝もしながら、そこにいたお客さ

んと、１言、２言でもお話ができれば、また役場に対してのご意見がいただければと思って、

町に出るようにはしておりますので、そのへんご理解をいただきたいと思います。政策会議

のことでございますけれども、課長さんたちとは月２回、課長会議がございまして、ざっく

ばらんにご意見を頂戴しております。それの政策を反映させまして、今皆さんのところにも、

お茶を配らずに湯飲みだけがあって、皆さんいれてくださいというのも、そういったところ

からきた提案でございます。ですので、いろいろ聞く耳はもっておりますので、いろんな方

面からいっていただければ、可能な限りお答えしていきたいと思っております。副町長のあ
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り方についてでございますけれども、たぶん増山議員は権限委譲のことをお聞きになられて

いるのではないのかなというように思います。まだ詳細は詰めておりませんけれども、今後、

私が、あまり役場庁舎内にいて座っていても意味がありませんので、外にいてトップセース

ルをするなり、住民の皆さんと触れ合うことを重点において、副町長には役場庁舎の事務系

については、できうる限り権限は委譲していきないなというように思っておりますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

○議長（高橋敬治君） １１番、増山勇君。       

○１１番（増山 勇君） わかりました。あの１つは町政懇談会、今のところやるつもりはな

いとお答えられましたので、あえて私から提案したいのは、今、インターネットで、町長の

部屋とかね、町長への提言、意見、私は以前手紙とか、そういった投書をしたらどうかと、

もうだいぶ時代が進みまして、メールでやれるってことになっているので、ぜひ、町長へ直

接つながるメールをメールアドレスっていうのですか、開設していただきたいと思いますけ

れどもいかがでしょうか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 既に町民の方、また町外の方からフェイスブックのメッセージが私の

手もとにどんどん入ってきておりますので、入れていただいたかたには、丁寧にご返信はさ

せていただいております。別にそれをこう妨げているわけでも、クローズしているわけでも

ございません。名刺には総務課のメールアドレスがございますので、そこに送っていただけ

ればまわって私のところにきますので、おいおい返信もさせていただきたいと思います。す

べて送っていただければ受け取りますのでよろしくお願いします。 

○議長（高橋敬治君） ほかに質疑ありませんか。 

  以上で、所信表明に対する質疑を終わります。      

  暫時休憩します。 

 

          休憩 午前１１時０２分 

          再開 午前１１時１０分         

 

 

     ◎一般質問 

○議長（高橋敬治君） 休憩を解いて再開します。日程第６、一般質問を行います。 
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  傍聴席静かにしてください。 

  一般質問は、通告順序にしたがい発言を許します。 

  なお、本定例会において、一般質問に対し、町長に反問権を付与します。 

 

 

     ◇ 山 本 洋 志 君 

○議長（高橋敬治君） 通告１番、山本洋志君。 

  ２番、山本洋志君。 

          〔２番 山本洋志君登壇〕 

○２番（山本洋志君） おはようございます。私ごとで恐縮ですが、旧賀茂村以来20何年ぶり

かの一般質問でございます。よろしくお願いいたします。 

  では質問にはいります。 

  １．町長の公約について 

 （１）人口減少対策について 

人口減少対策が急務と政策の第１に掲げているが、その手法は。 

（２）観光、商工、水産業の基幹産業振興について 

地元で働ける産業振興として、基幹産業が元気な町にするために観光、商工、水産業に対

し、最大限のバックアップとサポートの充実、新規事業にも力を入れると訴えているが、そ

の手法は。 

２．観光開発について 

（１）堂ヶ島のテーマパークづくりについて 

景観を楽しむだけでは、短時間で済み、海
うみ

凪
なぎ

でも悪ければなおさらである。滞在型観光地

にするためにも旧らんの里堂ヶ島の跡地活用は急務と思うが、その考えは。 

（２）黄金崎公園の見直しについて 

現在のお花畑では、観光客にインパクトがない。旧黄金崎コレクションガーデンの時の様

な花いっぱいの感激と感動を与えられるような植栽をすべきと思うが、いかがか。 

（３）指定管理後の対応について 

あっという間に２年半が過ぎ、あっという間に５年の契約期間が来る。今からそのあとの

運営方法を考えておかねばならない。行政は、基盤範囲の、基盤整備の範囲にとどめ、末端

まで手をつけるべきではなく、その後の運営は民営化を考えなければならないと思うが、い
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かがか。 

（４）観光団地構想について 

 勝てる観光、生き残れる観光地づくりは中途半端では、観光客は目もくれない。 

 旅館、民宿、ペンション等やる気のある宿泊業者を育成し、ロケーションの良い所に集約

して年商５，０００万円から１億円強の売上げのある企業づくりをし、活性化の起爆剤とし

て、地域産業の波及効果と税収増を見込む観光団地構想は、いかがか。 

①堂ヶ島地区においては、旧洋ランセンター跡地か、旧らんの里堂ヶ島の地域を考えては、

いかがか。 

②黄金崎公園においては、道路上を造成し基盤整備を考えては、いかがか。 

３番、婚活について 

（１）町内独身者への婚活対策について 

 環境福祉課が平成27年に実施した「町内未婚者の結婚意識調査」のアンケートでは、では、

20歳から40歳の1,145名に対し、回答率は19.1パーセント、219人で、「結婚相手がない」、「職

場がない」の回答が多かった。婚活と職場づくり（産業づくり）は、並行しなければ成功し

にくいと思うが、婚活対策に対しての取り組みは、いかがか。 

  以上壇上での質問は終わります。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

          〔町長 星野淨晋君登壇〕 

○町長（星野淨晋君） 山本議員の質問にお答えをいたします。 

  まず１の（１）でございますけれども、人口減少対策が急務と政策の第１に掲げているが

その手法はということですけども、大きな課題といたしまして、流出人口と流入人口の問題、

次に出生数の問題があると思います。流出、流入人口の問題については、地域特性を活かし、

都市部にはない魅力を活かした産業づくりと、地域おこし協力隊を活用し、仕事として成り

立つしくみづくりを形成し、雇用場所をつくるとうことで、ご答弁をさせていただきたいと

思います。 

  また、出生数の問題については、子育てと仕事の両立が出来、安全で安心して子供を産み

育てられるよう、妊娠、出産、子育てまで切れ目のない支援、環境つくりが出生数の増加等

につながるものと考えております。                   

  次に（２）の観光、商工、水産業の基幹産業振興について、バックアップとサポートの充

実、新規事業の手法はということでございますけれども、観光に限っていえば、トップセー
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ルスに限ると思っております。多くの事業所や旅行代理店などと、良好な関係を築き、旅行

といえば西伊豆をお勧めいただけるような環境を築きたいと思っております。 

  所信表明でも述べさせていただきましたが、来たくなる、もう一度行きたいといってもら

えるようなまちづくりをすることが、観光の振興策だと思っております。 

  商工は、事業者や、事業者への支援を間接的に行うなど、また商工会との連携によって振

興策は行えると思っております。ただ、支援策等は予算が絡む問題でございますので、議会

のご理解がなければ行うことができませんので、山本議員にもご理解をいただき、ご協力い

ただきますようお願いを申し上げます。 

  水産業は、とるだけではなく、育てることも必要ではないかと思っております。 

  次に、２の（１）堂ヶ島のテーマパークづくりについて、「旧らんの里堂ヶ島の跡地活用は

急務と思う町長考えは」ということでございますが、おっしゃるとおりだと思います。ただ、

土地の所有権を持っていないので、町が自由に使うことはできない現状です。山本議員のお

っしゃるような経済活動を行っていただける方がいるとありがたいと思います。 

  次に（２）の「黄金崎公園の見直しについて」でございます。現在植栽をおこなったとし

ても、当時とは、状況が違うことは議員もご存知のことだと思います。鹿が花芽を食べてし

まうことから、植栽をしても荒らされる現状で、その対策として、電柵を張り巡らしている

のが現状です。鹿が食べなくても、猪が土を掘り起こして荒らす状況で、何とか花のある公

園になるよういろいろ対策を考えていきたいと思います。 

  次に、（３）の指定管理後の対応についてでございますが、現在、12施設を一括して指定管

理者に出しているので、ある意味では公設民営ともいえると思います。 

  今後、民間の自由に行わせてはどうかということであるとするならば、採算の取れる施設

とそうでない施設との問題など、始めそれから議論しなければならないと思いますし、老朽

化した施設の修繕費をかけるのであれば、閉鎖し、取り壊すという案も出る可能性がありま

す。 

そういったことも議論する必要があります。いずれに致しましても、今後のありかたにつ

いては議論をすることが望ましいと思っておりますので、議会としても全協などで議題にし、

正式にご議論いただければと思います。 

次に（４）の観光団地構想についての、①「堂ヶ島の地域を考えてはいかが」か。という

ことでございますが、観光団地構想につきましては、おもしろい考えであると思いますので、

ぜひ民間の力で行っていただきたいと思います。町として行えることは、お手伝いをしたい



- 33 - 
 

と思います。 

旧洋ランセンターは現在ボーリング調査をすることで予算をとおしていただきましたので、

今勧めております。結果次第では皆さんもご存知のように、文教施設に使いたいと思ってお

りますので、旧らんの里堂ヶ島に関しては、民地のためお答えはできません。②の「黄金崎

公園の基盤整備を考えてはいかがか」ということでございますが、急な傾斜もあり、仮に整

備を行ったとしても、その後の心配が払拭できないので、黄金崎公園の道上にそういったも

のを整備する考えにはなりません。 

３番の婚活についてでございます。町内独身者への婚活対策について、「婚活と職場づくり

は、並行しなければ成功しにくいと思うが、婚活対策に対しての取り組みはいかがか。」とい

うことでございますけれども、職場づくりに関しては、取り組みを始めてございます。婚活

自体は、待っていても始まりませんので、町内外を問わず、自発的に行っていただきたいと

思います。また、婚活イベント等があったならば、町としても協力はさせていただきたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

以上、壇上での答弁を終わります。 

○議長（高橋敬治君） 山本洋志君。           

○２番（山本洋志君） １番から質問をしていきます。人口減少対策、これは、仕事がない、

若者がだからいない、これは以前からいわれていることではないかと思います。 

  仕事づくりには、１次産業から６次産業とか、また観光を重点的に考えていこう、そうす

ると１番、２番、かなり関連する部分が出てまいります。そういう面で、一緒に質問をさせ

ていただきますが、今ご承知のとおり、民間は大変に疲弊
ひ へ い

しております。  

  よほどの確実性がなければ、事業をおこしません。行政サイドは好きな言葉ですが、企業

努力をして頑張ってくださいは、もう過去のことです。バックアップ、サポートは将来を見

越した投資ではないかと思うわけでございます。それを成功させられるかは、執行権者たる

町長のたしかな目と耳です。私は、第１産業は未経験です。とやかく申し上げませんが、宿

泊業、サービス業なら長年の経験と知恵を持っておるつもりでおります。この難局を乗り越

えるには、宿泊業の育成が第１だと思います。そういった面で、観光団地構想の方でこの話

はさせていただきたいと思うわけです。 

  若者を定着するために、仕事を作る、漠然と所信表明でもおっしゃっておりますが、具体

的には町長何かお持ちでしょうか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 
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○町長（星野淨晋君） これはですね、鶏が先か、たまごが先かというお話になろうかと思い

ますけれども、仕事としては、観光産業の仕ことはございます。ただ、お客様が来るか来な

いかわからないのに人を雇えないという状況もありまして、実際ホテルさんや民宿さんでも、

雇える規模まで雇いきっていないのも現状です。やはりそれは山本議員おっしゃったように、

確実性がないので投資ができないということであろうかというようには思っておりますので、

できる限りそういったこともバックアップはしたいと思いますし、そういったことに関して

は、やはりトップセースルで外からお客さんを連れてくるということも、やはり町の一つの

仕事だと思います。ほかの産業につきましては、やはりこれだけ山が荒れておりますので、

林業といったものにも、もう少し皆さんの主眼を持っていただいて、今、県のほうにも年間

400円の税金を払っておりますから、そういったものを活用した林業を行うことによって、産

業として成り立たせ、また就労場所の確保にもつながるのではないのかなあというように思

っております。              

○議長（高橋敬治君） 山本洋志君。       

○２番（山本洋志君） 少子高齢化、人口減少、これは西伊豆町に限った問題ではありません。

日本全国大変難しい問題ではないかと思うわけでございます。しっかりと地域住民の声をお

聞きになって前進していただけたらありがたいと思っております。 

  では、次に、観光開発についてですが、もう前からも言われておるのですが、見物観光か

ら体験ふれあい観光へと移行しているのが現実ではないでしょうか。そういった面で、そう

いうテーマパークがなくなって、観るものがない、これは今の観光客の一番要求するところ

ではないかと思います。やはりせっかく１時間半、東京からですと３時間かかって来て、西

伊豆はすばらしい、天気が良ければよろしいんですが、風は吹く、雨が降るという中でみる

ところがない、とおりすがりの観光地となった場合その印象はいかがでしょうか。 

  また、滞在型にすることにおいて、食堂とかどんなお土産屋さんとかが、そこで購買力が

あがってくるわけでございます。そういった意味からも滞在型にすべく観光地づくり、民間

がやればなんとかなるのでなくて、どこまでも町がそういう気運で、まちおこしのためにや

らなければならない、だからというものがあれば民間もでは俺が手を挙げようか、私がやろ

うかということがでてきます、待っているのではなくて、自分たち町からそういう姿勢を見

せていく、これはすごく大切なことではないかと思うのですが町長いかがでしょうか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。                  

○町長（星野淨晋君） たしかにその見物から、体験型に移行しているのは、私もあのそのと
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おりだというように思っております。また天候が悪い時には、だいたい遊覧船のことを言わ

れているのかなというように思いますけれども、立ち寄ることができないので、素通りにな

ってしまうので、そういった滞在できるような施設をということでございますが、これを逆

に町が行った場合、先ほど所信表明の質問にもありましたけれども、箱物を町がそんなにつ

くれるのかというようなご議論もございますので、やはりそこは慎重に考えていなかければ

いけないと思います。潤沢
じゅんたく

にお金がある場合であれば、町のほうが投資をして、そういった

箱物をつくり、観光産業を担っていくことも必要かとは思いますけれども、山本議員おっし

ゃるように、観光はやはり観光業者さんのほうが専門でございますので、ぜひとも、そうい

うお力をいただきながら、町としてはバックアップをする後方支援の方向でお願いを出来れ

ばと思っております。 

○議長（高橋敬治君） 山本洋志君。       

○２番（山本洋志君） 堂ヶ島のテーマパークについても黄金崎公園のその植樹についても、

鹿猪の問題いろいろございます。これもどれも地域が疲弊
ひ へ い

しているから外資が逃げていく、

だから閉鎖する、悪循環の中にあるのが今その西伊豆町の観光事業ではないかと、まずこれ

をわれわれは認識しなければならない、ですから何十年前かの民宿ブームからまさに激減し、

まさに今最悪の状態でございます。それは人口にもはっきりと出ているわけでございます。

そういった中で、なんとかしよう、町長自らおっしゃっているわけでございますから、ここ

で何をする、観光事業にめいいっぱいのバックアップをするのだと言うのであれば、ただ頑

張ってもらうのでは、今までの町長と何も変わらない、私、星野町長だからこうやるのだ、

町長が変わったからこういうふうに町は変わるのだというところを見せていただかなければ、

業者が頑張ってもらうこれ当たり前業者は生きるために必死です、民間は。 

そこで、町の方も、こういう力添えとアイデアいろんなものを提供するよ、町の皆さんや

る気を出してくださいよと、まさに星野町長の若さとエネルギッシュなその考え方を地域観

光業者は待っているのではないでしょうか。それを傍観的な考え方では以前の町長と何にも

変わんない、皆さん頑張ってください、私の先ほど申しました、企業努力してください、こ

れでは前進はいたしません。もう一度すいません。そのへんの意気込みを。 

○議長（高橋敬治君） 町長。                  

○町長（星野淨晋君） 悪循環にあるということに関しては、あのもっともだと思いますし、

今まであんまり手をかけて来なかったことによって、こういう状況が生まれてきているとい

うふうな認識ではおります。ですから何かしなければいけないということに関しては、たぶ
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ん山本議員と同じ考え方であろうというように思いますけれども、予算の伴うことに関しま

しては、あまり大風呂敷は広げられないというのは議員もご承知のとおりだと思います。た

だ、できることは着実に行ってまいりたいと思っておりますので、逆に観光に関しては観光

業者といって突き放すのではなく、あの今観光業者さんや旅館組合さん、また商工会ともい

ろいろとお話はさせていただいておりますけども、積極的に町としてはかかわってバックア

ップをするという前向きなかかわり方をしていくつもりでございますので、ご理解のほどお

願いいたします。 

○議長（高橋敬治君） 山本洋志君。       

○２番（山本洋志君） 黄金崎公園、これ宇久須を知らなくても、黄金崎を知らない人はない

ぐらい、１度来たあのロケーションに対しては、皆さん印象を持って帰られている観光客は

大変多いと思います。そういった中であれだけの絶景を、今死んでいる状態にあるわけでご

ざいます。なんとかしてあれをドル箱にする、そういう政治手腕、町長お持ちではありませ

んか。猪、鹿の遊び場ではなくて、観光客の遊び場にする考え方はありませんか。お願いし

ます。 

○議長（高橋敬治君） 町長。                  

○町長（星野淨晋君） あの、言ってすぐドル箱になれば大変、ありがたい話ではございます

けれども、やはりＰＲをすることも当然重要だと思います。今まで、では黄金崎をどれだけ

ＰＲしたかというと、あまりＰＲもされていない、思っている以上にということですね、で

すので、先ほど山本議員が、来られた方は、宇久須は知らなくても黄金崎を知っているとい

う、本当にそういうように思っていただければありがたいですけれども、お隣の恋人岬に比

べると、やはり黄金崎に来ていただく方っていうのは少ないというというように思いますの

で、やはり、都会の旅行代理店さんなどにも黄金崎を積極的にＰＲして、なるべく来ていた

だくお客さんの数を増やすことによって、来遊客が来て、そこに経済効果が出てくるのでは

なかろうかなあというようには思います。また猪鹿の遊び場ということでございますけれど

も、猪鹿に食べられないような植栽を今後していってはどうかなあというような議論は既に

させていただいておりますので、なるべくならば、電柵のない公園にしていきたいなあとい

うように思っております。 

○議長（高橋敬治君） 山本洋志君。       

○２番（山本洋志君） 話が以外と前に進まないので、私も少し落胆しているところがあるの

ですけれども、やはりあれだけすばらしい観光地、今のお客様はもう目が肥えているわけで
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すね、日本全国観光地ですから、もう外国まで行っておられる、そういった中で、ただ井の

中の蛙的発想ではお客さまの心をつかむことはできないと思います。まさに差別化だとかい

ろんなことを今言われてきております。そうなるためにも、やはり無から有をつくるという

ことは、先行投資です。若者の仕事場づくり、職場づくり、最後は税収につながっていくと

そういうためにも、まさに当局の考え方、先行投資、そのために多少の予算を組んで議会の

承認を得て、やはり前向きな観光に取り組む姿勢は、町長として大変イメージアップにつな

がることだと思います。またそれを地域住民は期待しているわけなのです。町が変わるとい

うことはそういうふうに今までとは違うのだ、やる気があるのだというところを現実に、見

せていただきたいと思うのですが、そのへんのもう一度考え方を伺います。 

○議長（高橋敬治君） 町長。                                 

○町長（星野淨晋君） 観光に予算をつけろと簡単に言えばそういうことかなあというように

理解をさせていただきましたが、今まで以上に観光に対しては、バックアップをしていくつ

もりでございます。ただ、これは先ほど言いましたように、予算を伴うものでございますの

で、あまり大きな風呂敷は広げられないということと、先ほど議員もおっしゃいましたよう

に、最近の観光客の皆さんは大変目が肥えておりまして、もうすでに終わりましたけれども、

富士宮の方で、しば桜が綺麗といえば皆さんあちらに行かれますし、また日立のほうで青い

花が咲いてじゅうたんのようだといえば、向こうにお出かけになります。では、それに勝つ

ようなものを、あのコレクションガーデンでつくるとなると、相当な投資をしなければいけ

ませんし、その方がたの目をがっかりさせるわけにはいかないわけでございますので、今私

がぱっと言った答えで、そういったものが出てくるかと言えば、なかなか難しいので、今な

かなか話が前に進まないということになろうかというように思いますけれども、差別化をは

かるんであれば、いろいろなかたの声を聞いて、アンケートを取るなり、観光客の皆さんが、

どういったところであればもう一度来たくなるんだということをしっかりと町も観光業者も

把握をしながら、施策を講じて参りたいと思っておりますのでご理解のほどお願いいたしま

す。 

○議長（高橋敬治君） 山本洋志君。       

○２番（山本洋志君） 例年クリスタルパークの黄金崎のさくらまつりが行われておるのです

が、今年のお客さまのある方が、あれでさくらまつりかとこんな発言が私宿泊業をやってお

るのですから聞こえてきました。あーというようななげかわしい気持ちになりました。まさ

に今おっしゃったようにいろいろなところでグレードアップした施設ができている中で、
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便々と時期が来たからさくらまつりと言う中で挙行されているとは思いますけれど、やはり

もう一度グレードアップする、町を再生させる、そういう、テーマパークなりそうものを見

直しということは、大変重要なことではないでしょうか。せっかく来て楽しみにして、金を

使ってきているわけですから観光客は、その方に、なにかなこの規模では、まさに恥ずかし

い限りではないかと思うわけでございます。そういった面でいろいろなところで堂ヶ島の問

題、黄金崎の問題、１つ１つのそういうイベントの問題、見直す必要は十二分にあろうかと

思います。そのへんで大まかな総論としてどういう考え方を町長お持ちでしょうか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。                                 

○町長（星野淨晋君） 当然、河津桜、また南の桜に比べれば、これがさくらまつりかと言わ

れる方もおられるのかもしれませんけれども、ただこれは、あの所信表明でもいいましたけ

れども10年前、20年前からこつこつとやってきたところが今ああして花を咲いているわけで

ございますので、では、うちの町が来年こうだと言って、来年ああいう状況になることはあ

りません。ですから、計画的にしっかりと先を見据えて物ことを行って、観光もそうですけ

れども、やっていかなければいけないというように先ほどらい申し上げているところでござ

います。ただ議員が言われますように、見直すことはあるのかということに関しましては、

当然必要であればいろいろな面から見直しをかけ、必要であれば、なくすことも逆に大きく

することも必要だと思っておりますので、詳細につきましては、また担当課にいろいろなご

意見を頂戴できればと思います。 

○議長（高橋敬治君） 山本洋志君。       

○２番（山本洋志君） まさに観光客に対して、西伊豆へ来たら見るところがたくさんあるも

う一度行きたいというようなまちづくり、それには、やはり景色だけでない、名所づくりで

すね要するに、杉の山、桜の山、いろいろなところあるのですが、いいものは大いにまねを

すべきです。もちろん桜はまともに見るには10年、20年という歳月がかかります。そういっ

た中でそういう名勝づくり、これはもう早急に取り組まなければならない事業ではないかと

思います。その中で今即やらなければならない事業、これが今、観光客が黄金崎をみても、

堂ヶ島をみても何か１つ物足らない、ここをなんとかクリアーするような方法ですね、また

次に入りたいと思うのですが、その、要するに、指定管理の今後のあり方の中で、黄金崎の

クリスタルパークを健全に運営するには、背後地の黄金崎公園の開発なくしてクリスタルパ

ークの健全経営は成り立たない、私、20何年前賀茂村の議員だった時、それを当時の村長に

訴えてきたわけですけれど、それがそのテーマパークの箱物だけの運営管理であって、背後
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地の黄金崎公園の魅力をぜんぜん手付かずにして、今現在にいたっているわけです。これか

らもそのような状態があれば、あの箱物はお荷物になるのは、歴然としています。そういっ

た中で、これは十二分に考えていかないと大変なことになります。いろいろな考え方があり

ます。道の駅を作ったらどうかとか、いろいろなことがあります。温泉会館をつくったらど

うかとか、いろいろな考えを持っている方もおりました。しかし宇久須温泉１つ見ても、沸

かさなければならない温泉、非常に手間と金のかかる温泉になっております。本当に観光地

西伊豆町を訴えるならば、温泉は豊富だよ、西伊豆行ったらあの、かけ流しの温泉はすばら

しかったといえるような流量と温泉の効能がなければ到底売りもんにはなりません。そうい

った中でこれからの指定管理12ある中で、まさに場合によったら切られる部分も出てくるか

とは思いますが、やはりせっかく金をかけて、あれだけの箱物をつくった、今までの経緯が

あるわけですからそれを有効利用する、１団体に任せるのではなく、民間の人にやってもら

うことで仕事づくりに繋げていく。やる気を持ってもらう、そういう考え方はありませんか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。                                 

○町長（星野淨晋君） 当然、その契約期間が切れれば、新たに契約をもう１回し直すか、違

うところと契約するかということになろうかというように思いますけれども、お住まいの方

で、ぜひ自分がやりたいという方がいらっしゃいましたら、手を挙げていただければ、ご相

談はできることではないのかなというように思っております。逆にクリスタルパークの背後

地の黄金崎公園の整備がということでございますけれども、当然会館20年ということでござ

いますので、20年前に建てた時に、そういったことまでしっかりと計画をし、整備をしてい

れば、こういう状況ではなかったのであろうというような、推測もされます。ですから今か

らしっかりと計画を立てて行わないとこのままずるずる行ってしまう、だから何かしなけれ

ばいけないと私は述べているわけでございますので、そのへんもご理解をいただければとい

うように思います。                   

○議長（高橋敬治君） 山本洋志君。       

○２番（山本洋志君） まさにいろいろなことを発進していく、町長の考え方を浸透させるた

めにはやはり地域住民とやはり密に、話を密にして、いろいろな意見を吸い上げるそういう

土壌をつくらなければやはり住民には伝わってこない、特定の人には伝わっても、ある人に

は伝わらない、そういうことも今現実にあろうかと思います。ですから、やはりやる気のあ

る人には伝わるようなシステム、商工会、観光協会、いろいろな組織団体あるわけですけれ

ども、意外とそれが末端まで伝わっていないのが、現状ではないでしょうか。そういった面
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でせっかく町長がそういう気持ちがあるのだ、手を挙げる人いるのならあげてくださいよと

町も十二分にバックアップもしますよ、というのであれば当然手を挙げる方はおられると思

います。そういう話をいろいろな部分で、きめ細かなそういう行政サービスっていうか、考

え方を打ち出して地域住民の堀りおこしをしてやる気を起してもらう、まさに仕事づくりで

ございます。そういう努力をしなければ、ただやりたい人が手を挙げるのを、待っているだ

けでは、これがなかなか今までと同じように前に進まないのではないのでしょうか。やはり

大変ですけれど、やはり住民のため、過疎を食い止めるため、若者の仕事場作りをつくるた

めに町はこれだけ頑張っているのだよという姿勢をみせていただけないのでしょうか。町長。 

○議長（高橋敬治君） 町長。                                 

○町長（星野淨晋君） 私が今まで頑張っていなければそう言われてもしかたないのか、知り

ませんけれどまだ１ヶ月半でございますので、今までやってきたことは、たぶん、まだ皆さ

んのところにもお伝い出来ていないこともあろうかと思いますので、そのへんはご容赦いた

だければと思いますが、逆に今こうして、山本議員、今一般質問をしていただいております

ので、クリスタルパーク、次の契約更新の時には一般の方でやる気のある方は、手を挙げて

くださいという答弁があったということは、当然議会だよりでも書こうとすれば書けるわけ

でございますので、町にすべてをやってくれということではなくて、議会の方としてもそう

いった発信はしていただければと思います。 

  情報発信につきましては、先ほど、所信表明で増山議員からも質問がありまして、答弁し

ましたけれども、メールをいただければ、私読みまして返信もいたしますし、あのフェイス

ブックは開設してございますので、リクエストをしていただければ承認もしまして、メッセ

ージを受け取って返信もしますので、ぜひそういったところからも声をいただければありが

たいと思います。 

○議長（高橋敬治君） 山本洋志君。       

○２番（山本洋志君） 指定管理の対応について、まあこれはあと２年半あるわけでどういう

方法でその２年半後の運営をどうするのか、まず地域のための施設として、活用出来れば１

番ベストなわけでございます。ぜひそういう考え方で取り組んでいただきたいと思うわけで

ございます。 

  次に観光団地構想 

○議長（高橋敬治君） 質問の途中ですけども暫時休憩します。   

  再開は午後１時といたします。 
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休憩 午前 １１時５０分 

再開 午後  １時００分 

 

○議長（高橋敬治君） 休憩を解いて再開します。  

  一般質問を続けます。山本洋志君 。                            

○２番（山本洋志君） 続きまして、観光団地構想についてお伺いをいたします。日本全国観

光地で国際化の時代となりました。負けない観光地、差別化できる観光地づくりこそ私の言

う観光団地構想です。それにはまず、立地が何より大事ではないでしょうか。東京、横浜、

名古屋からわざわざこの西伊豆へ来ていただく、そういった中でロケーションはまず、観光

の命と考えなければなりません。富士山が見え、真っ赤な夕陽、自然は豊か、料理はおいし

い、温泉は豊富、接客はいい、申し分ありません。当然また来たくなる宿、観光地ではない

でしょうか。町長、そういう観光地づくりをしようではありませんか。それが出来たならば、

当然職場も、またいろんな地域への波及効果も、また税収等も上がって、まさにすべてで万々

歳ではないでしょうか。そういった面からも町長が所信表明でもおっしゃっているような、

やはり観光、宿泊業の育成は１番の起爆剤だと私は考えます。そのへんでもう１度町長の見

解をお願いしたいと思います。 

○議長（高橋敬治君） 町長。                                 

○町長（星野淨晋君） はい、議員おっしゃるようにロケーションは最高だと思いますし、自

然も大変豊かだと思います。ただ観光団地というものが仮に箱物であるとするならば、今の

自然環境を多少壊さなければいけないことにもなりますので、そのへんは十分に議論しなけ

ればいけないというように思います。ただ議員おっしゃるように、観光産業をもう少し、活

性化するような施策をしなければいけないということに関しましては同意見でございますの

で、ぜひまた観光業者の皆さんや、いろいろな方のご意見を伺いながら、来たくなるような

西伊豆になるように、積極的に取り組んでいきたいと思っております。 

○議長（高橋敬治君） 山本洋志君。                              

○２番（山本洋志君） 私も宿泊業50年近く経営者としてやってきていますが、やはり最初は

部屋が綺麗ならいい、温泉があればいい、しかし今はそれから２歩も３歩も、前向きなグレ

ードを要求される時代になっております。また、地域がそのためにしのぎを削っているのが

現状ではないでしょうか。そういった意味で、もう立地はすべてです。今までの40、50年前
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の民宿ブームから、自分の家から発祥した宿泊施設らいまだに厳然と残っている業者もいる

わけで私もその１人なのですけれど、そういうものは、もう既にこれからは淘汰
と う た

されてくる

のではないでしょうか。まさに新しい若者のための観光地づくりならば、職場づくりならば、

町が町有地を提供し、基盤整備をして、「うわもの」は個人に頑張って建てる、低利を融資す

るとか、そうした中で観光団地構想をしていかなければ個人頑張ってくださいよ、やはり場

所が無い、やはりこの西伊豆町でも富士山の見えるところっていうのはほとんど無いに等し

いぐらい、もうわずかの地点しかないのではないでしょうか。やはりそういうところに位置

して初めて夢のある、利益の上がるビジネスが可能になってくるわけです。そういうものを

提供していただけるならば、民間の人たちは本気でやる気を起こすでしょう。今まで他の商

売をやっていたけれど、いやいや町が観光団地造ってくれた、「うわもの」は自分がつくらな

ければならないけど、あそこなら商売になりそうだ、では俺も手をあげるか、という方も出

てくるのではないでしょうか。横浜、東京に息子がいるけど、町がこういう考え方で、これ

から新しいこと業を進めようとしている、息子帰って来いよと、親も協力するからやってみ

ようではないかとか、まさに新しい仕事づくりっていうものがそこに発生するわけです。そ

うしてかなければ、まちおこしなんか、できるわけがないでしょう。今までみたいに頑張っ

てくれ、先ほど私申しましたが、企業努力してくださいだけでは前進するはずがありません。

まさに今までと何ら変わらないことです。太鼓はたたいたけど、踊る人は誰もいない、これ

では何をやっているか、時間の無駄です。町長もあえて39歳でこの大変な選挙から立ち上が

ってきたわけです。それには今までの歴代の町長をみてこられたと思います。当然俺が町長

になったらこういうまちづくりするのだという夢あったに違いありません。まさに町長やろ

うではありませんか。住民のために若者を育てるために、夢のある仕事をつくろうではあり

ませんか。まさにそれが町長に求められる地域住民の要望かと思うのですが、もう１度深く

入った答弁できませんか。   

○議長（高橋敬治君） 町長。                                 

○町長（星野淨晋君） まあ、太鼓をたたいても踊る方がいなければ町の方としても踏襲
とうしゅう

する

ことが出来ませんので、できうるならば議員の方から踊る方を連れてきていただければ大変

ありがたいなというようには思います。ただそのグレードを要求されるということに関しま

しては、若干違う意見もございまして、逆に古いのであればそれに見合う金額にすれば、逆

に若い人はそのグレードを求めてない方は、そういったところに泊まるという発想もござい

ますので、仮に議員住み分けというように先ほどらいおっしゃっておりますので、グレード
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の高いものから、グレードの低いものまで、ある程度住み分けをした中で、来るお客さまに

選んでいただくということも１つの選択肢でございますから、西伊豆町すべてがグレードを

高くしなければいけないという観点は、逆に私は違うのではないのかなあというように思い

ますので、そこはやはり事業者さんの考え方によって若干変わろうかとは思いますけれども、

今若いかたの旅行者の中では、宿泊費を抑えて、ほかのところで使おうという方もいるとい

うことだけご理解いただきければと思います。 

○議長（高橋敬治君） 山本洋志君。                              

○２番（山本洋志君） 当然、今おっしゃったように、私も50年この仕事をやってきているわ

けですから、町長のおっしゃっていることはごもっともで、私は十分にわかっているつもり

です。 

当然お客さまは、予算と自分の範囲で宿泊場所、場合によったら地域を決めるわけです。

しかしながら、人間欲望はあるわけです。より良いものへ求めたい、少ない予算でより良 

い効果をあげたい、これは至極
し ご く

当たり前のことではないでしょうか。その要求に満たせれば、

まさにリピーターへのつながりが出てくるわけです。まさに安くてより効果の高いもの、ま

さにそういうものをつくってく、これはこれから勉強会も当然宿泊業者、観光業者しなけれ

ばなりません。旧態依然のやり方でははい、そういう面では、まちなみ整備、町の情緒感、

これも大事な要点になってまいります。そういう面では、その西伊豆町のまちなみ見ても、

まだまだその手を加えなければならないところは、たくさんあろうかと思います。せっかく

来て良かった、また来たい、町長がおっしゃるような町をつくるのであれば、当然まちなみ

整備も考えていかなければなりません。そのほかに志向を凝らしたそのいろいろなイベント

なり、そういうものを考えなければならない、しかし今を生き抜く、今を生きて次へつなげ

ていくには、今ある業者が夢をもって働ける、収入が上がる考え方をしていかないと、当然

われわれは個人ですから、一生懸命考えて生きる方便を考えます。しかし、町長も変わった、

町の姿勢も変わった、だからこれから良くなると、変わるのだよと、だからもう少し頑張っ

ていけば必ずや、いい方向に行くのだ、そういう夢を与えるような、その住民への、その手

立てはしていただきたいなあと思いますが、同じような質問で恐縮です。 

○議長（高橋敬治君） 町長。                                 

○町長（星野淨晋君） 私も夢を持って生活をしていただきたいと思っておりますので、でき

うることは手を差し伸べて、業者の皆さん、また観光関係者の皆さんと一緒に、汗をかいて

いきたいと思っております。先ほど、まちなみ整備をいうお話ありましたけれども、これは
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もう県のほうが既に看板の規制をかけようという話がございます。ただこれに関しましては、

やはり看板を設置されている方の費用負担も当然でてこようと思いますので、やたらに町と

しては規制もかけられないという現状もございます。ただ、まちなみ整備という観点だけを

みれば必要かなというふうに思いますので、いろいろな見方もって、今判断をしておるとこ

ろでございますので、そのへんもご理解をいただきたいということと、収入が上がるという

ことになれば、やはりお客さんを１人でも多く、来ていただくということが優先でございま

すので、そのへんは先ほど、所信表明でも一般質問の壇上での答弁でも申し上げましたよう

に、トップセースルをして、１人でも多くの誘客をしてまいりたいと思っております。       

○議長（高橋敬治君） 山本洋志君。                              

○２番（山本洋志君） 私は、この観光団地構想においては、旧賀茂村時代40年越しの構想で

あります。商業団地、工業団地、こういうのがどこにもたくさんございます。しかし、観光

団地というのは日本でもまずないのではないかなと思うぐらい、だからこそ希少価値がある、

ましてや観光地西伊豆の場合、そういうものを１つの目玉に、キャッチフレーズにして、ま

ちおこしをする、これは１つのテーマづくりの範囲だと思うわけでございます。40年今まで

いってきました。旧賀茂村時代から。しかしながら、先ほども町長いったけど、やはり、町

有地、いろんな国立公園法、その他、文化庁の問題も、うるさくなりましたからでございま

しょうけれども、しかしなんとか町がこれをしなければ生き残れないのだ、こうしなければ

町の観光は成り立たないのだという強い、そういう信念を持って、国へ、県へ、くどいてい

ただけたなら、必ずやその道は開けるのではないかと。まず、やる気、やろうではないか住

民のためにつくろう、そういう精神はございませんか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。                                 

○町長（星野淨晋君） まああの先立つものがあれば、当然やりたいなあというようには思い

ますけれども、なかなかそうではないという現状もご理解いただきたいと思います。ただ、

観光団地というのが、議員がどういうものを想像されているのか少しわかりませんけれども、

私は今こうしてお話をさせていただく限りでは、清里とか、軽井沢みたいなかたちなのかな

あというような想像をしますと、やはりバブルがはじけてあそこも１回下り坂を下っている

こともございますので、民間の方がやっていただけるのであれば、大変ありがたいことでご

ざいますが、行政がやるとなると税金を投入するわけでございますので、そのへんはしっか

りと議論をして、マイナスがないようにしなければ、町民からお叱りを受けるわけでござい

ますので軽々にやるかやらないという判断はできないということも、ご理解いただきたと 
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思います。 

○議長（高橋敬治君） 山本洋志君。                              

○２番（山本洋志君） 当然いろいろな地域住民へのサービスは観光だけではありません。 

またいろいろな業種の方もおられます。当然観光よがりになってしまうことは出来ません

が、しかし先ほども何度も言っているように、やる気がないことには前に進まないのだと、

金がなければ何もできない、では先行投資でどうするのだ、先行投資するから次に金が生ま

れる、個人経営はみんなそうですよ、投資するから利益を夢見て投資するわけですね、行政

もやはり同じではないでしょうか。やはりすべてが投資するということは、地域住民への住

民サービスですよ。そういう面からして、やはり利益は税収としてあがってくる、そういう

面で、全員が全員みなこのシステムにのるわけではない、まあ何件かだと思います。しかし

それをすることで１つの起爆剤になる、あいつもああいうようにしたから、１億の売上があ

った、２億の売上がある、では俺も、あいつがやるなら俺もやる、まさに地域住民というの

は競争心がそこに発生するわけですね、あいつもできるから俺にも出来やしないか、まさに

相乗効果も上がる、これは大きな、１つの町を活性化する糸口になってくるのではないかと

思います。 

  ぜひともこれからもこの観光団地構想協議の中、頭の中に入れていていただきたいと思い

ます。 

  では次に移ります。最後になりましたが婚活について、この件はいろいろな議会議員の方

が質問されているように聞いております。たいへん個人の問題でありまして、一概に結婚し

ろというのは難しい話ですが、しかし、よそから若者を連れてくる、そのために職を探した

り、住居をあてがったりして済むなら、まず地元にいる独身男女なんとか結婚に結びつける、

40、50になろうっていう息子が、結婚して孫をつくってくれたら、80近い親はどれだけ、涙

を流して喜ぶのではないのでしょうか。ねえ町長。そういうことを考えたら、やはりこれは

町ぐるみで、なんとか仲人役をやるようなシステムはとれないのでしょうか。へたな仕事に、

まい進するよりも、地元のそういう人たちや背中を押す方が仕事は早いような気がするので

すけれども、町長いかがでしょうか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。                                 

○町長（星野淨晋君） まだこれは、未決定ではございますけれども、若手職員の皆さんと、

看護や介護の職に就いている方、そして観光業に携わるということで、町外から、今就業で

来られている方がたくさんいらっしゃいます。そういった方を一堂に会して、まあ意見交換
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会なり、異業種交流会というのをしてみませんかということで、今職員のほうには投げかけ

ておりますので、逆にそういったものをいい出会いの場として、活用していただいて、外か

らこちらの観光業に就職した方が、地元の方とそういったご縁があれば、ありがたいなあと

思って、そういった取り組みもしておりますので、ぜひご理解のほどお願いいたします。      

○議長（高橋敬治君） 山本洋志君。                              

○２番（山本洋志君） 男女の仲、たいへん難しい、そういった中で、今の若いものはわれわ

れの若いときと違って不器用かあというような気もするのですけれど、しかし、国のこの間

もＮＨＫでやっていましたけれど、やはりこのまま少子化が進むということは、これは国レ

ベルでも死活問題なのです、人口問題として、今のこのチャンスを逃したら、50年、60年と

いうたいへんな、その尾を引く話で、たいへんな問題、人口問題が提起されると、まさに町

長死活問題といったけれど、人口減ってという、まさにそういう問題です。そういうことを

考えたら、これは西伊豆町だけではない、国レベルの問題であるわけです。ともかく、ほん

とに死活問題だと思うのであるならば真剣に取り組まなければならない問題かと思います。 

もう１つ私は、今は休業していますけど、飲食店10何年前にやっていました、外国人も雇

用してたくさん地元で結婚した方もおられます。 

私のことを東洋、結婚相談所やってのではないかという方もいました。それほど20何組の

結婚している方います。もちろん、国内で相手が見つかれば、１番よろしいかと思うのです

けれど、国際結婚だから、けして悪いという時代ではもうないのではないかと、そういった

意味からして、もう少し窓口を広げてものを考える、そういう市町村もあるわけですね、日

本全国には。そういった中で、ただ日本人同士だけではない、もう少し違った面で国際結婚

も頭のすみにおいてみてはいかがかなと、そう考えるわけでございます。２年前の統計で

1,145人、それから多少目減りしても1,100人ぐらいの、今20代、40代までの独身男女がいる

わけです。その内の１割114人、５パーセントにしても57人、20人に１人が結婚しても57人、

クラスによっては２クラスできるわけですよ。ですからこれはたいへんな仕事なのですね、

人口を増やす、また１つの家庭に明るさを取り戻す、いろんな意味からしてこれはやる価値

のある仕事ではないかなあと思います。そういった面で、町長いかがでしょうか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。                                 

○町長（星野淨晋君） あの私もやる価値のある仕事だとは思っておりますが、あくまでも個

人の価値観の問題でございますので、だれだれとだれだれくっつきなさいということを町が

いうことはできません。ですから先ほど申し上げましたように、若手の職員とか、観光の関
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係者で外からこちらにお仕事で来られている方、また介護や看護の職について外からこられ

ている方で、町内に知りあいができた方が当然いいわけですので、いろいろそういう若い人

を集めて、異業種交流会みたいなのをしませんか、という投げかけは既にしておりますので、

ぜひともご理解をいただきたいて、町が全くそういったことに目を向けていないというわけ

ではないということご理解をいただきければと思います。 

          ［発言する人あり］ 

○議長（高橋敬治君） 挙手してください。 

○２番（山本洋志君） はい、議長。 

○議長（高橋敬治君） 山本洋志君。                              

○２番（山本洋志君） ありがとうございます。いろいろと質問してまいりました。私も20何

年ぶりの一般質問で緊張と頭は真っ白な部分があって、とりとめのないところもあろうかと

思います。誠に申し訳ありません。いろいろ質問してまいりましたが、時間も多少残ってお

るかと思いますが、私の質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（高橋敬治君） ２番、山本洋志君の一般質問が終わりました。 

暫時休憩します。                                     

                                        

休憩 午後  １時２４分 

再開 午後  １時４３分    

 

 

     ◇ 山 本 智 之 君 

○議長（高橋敬治君） 一般質問を続けます。 

  通告２番、山本智之君。 

  ３番、山本智之君。 

          〔３番 山本智之君登壇〕 

○３番（山本智之君） 議長のお許しが得られましたので、壇上より一般質問いたします。私

の本日の一般質問は２つでございます。まず、１つ目は文教施設の在り方について、２つ目

は課の再編成についてでございます。まず１番始めの文教施設の在り方についてです。将来

を見据えた、幼・保園を含む文教施設の在り方について、平成26年11月に西伊豆町立文教施

設等整備委員会が、３つの幼保・認定こども園は「統合して安全な場所に移転」とし、小学
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校については「２校又は３校の統合による複式学級の解消を図る」・「安全な場所に移転」を、

さらに中学校については「２校を統合」とする意見集約を行い、町に方向性を示しました。 

  その後、町は中学校の統合を優先課題とし、平成27年７月に住民説明会を開催しましたが、

保護者・住民の反対が強いと判断し「白紙にいったん戻し、改めて幼保小中を含めた議論を

再開するとしたい」としていました。 

  教育への投資は町の将来を見据えた上でも確実な資産になり得るもので、そのための環境

整備は不可欠と考えております。 

  以上を踏まえまして質問します。 

  まず１番始めでございますが、平成27年８月６日の第２回西伊豆町立文教施設等整備委員

会では今後、委員の方が所属する団体の意見を取りまとめた上で、協議を継続することとし

ました。その後、西伊豆町立文教施設等整備委員会において方向性の提示はあったのかお伺

いいたします。 

  ２番目でございます。町長は選挙公約で小学校・幼保・認定こども園を統合し、高台に移

転する意向を示されましたが、新たな西伊豆町立文教施設等整備委員会での協議の進め方は

どのようになさるのかお伺いいたします。 

  ３つ目でございますが、中学校の統合について、「広い視野での検討が必要」とも述べられ

ています。構想をお伺いいたします。 

 ４つ目。新たな西伊豆町立文教施設等整備委員会は諮問機関として発足し、答申を出す機 

関とするのかお伺いいたします。                  

 ５つ目でございますが、町が方向を示す時期は、いつ頃になるのかお伺いいたします。 

  続きまして、２つ目の課の編成についてでございます。 

  ２月の全員協議会で前町長より、課長会議での検討を経て、業務効率向上のため４月から

課・係の編成の提示説明があり、その後、３月定例会において条例の一部の改正が可決され

ました。 

  ４月の全員協議会において、町長より課の再編の提示説明があり、５月臨時会において再

度、条約の一部改正が可決されました。 

  混乱は最小限に留めるものとしても、あえてこの時期に再編を行ったことは、町長の行政

運営の指針があると、あるように思えます。 

改めて定例会を通じ住民への説明が必要かと思い、あえて質問いたします。 

１つ目、新設の「企画課」を「観光商工課」と合わせ、「まちづくり課」としたのはどのよ
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うな構想からか。 

  再編による企画調整係に関係する仕事で、新たに加わる仕事の内容はどのようなものがあ

るのか。 

２、新設の「防災環境課」を「防災課」と「環境課」に分けたのはどのような構想からな

のか。「防災課」は１人増員し、環境部門を分けたことにより、防災を専門的に取り扱う課と

なりますが、今後は危機管理の専門家等による指導や、チェックが必要になると思われます

が、そのような考えはおありでしょうか。 

  また、再編により、新たに設けられた「環境課」は、斎場建設問題の担当課という位置づ

けにもなりますが、白紙の状態からの検討になるということなのかお伺いいたします。 

  以上で壇上よりの質問を終わります。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

          〔町長 星野淨晋君登壇〕 

○町長（星野淨晋君） 山本議員の質問にお答えします。まず、１点目の文教施設のあり方に

ついて、（１）の「西伊豆町立文教施設等整備委員会」においての方向性の提示はということ

でございますが、協議の経過と方向性は、私が議事録を読み解く限りでは、統合に合意でき

る内容に読めましたが、今まで進まなかったことを考えると、どこかに支障があったものと

推察するしかないと思います。平成28年２月１日に開催された委員会におきまして、町とし

ての方向性を議会等とも協議し、委員会に提案することを確認しましたが、その後、委員会

を開催しておりませんので、方向は提示しておりません。          

  次に、（２）の町長は選挙公約で小学校・幼保認定こども園を統合、高台に移転する意向を

示されましたが、新たな西伊豆町立文教施設等整備委員会での協議の進め方はという質問で

ございますが、この件は、仕切り直しで協議をしていただきたいと思っております。場所に

つきましては、皆さまも、おおよそ察しがついていると思いますが、調査結果がよろしけれ

ば、あの場所で進めたいと思っております。また、まだ確定ではないので、もしもの時は、

どこでという議論もしていただければと思います。いずれにしても、すべてありきではなく、

委員の皆さまの闊達
かったつ

な議論の場所として、委員会を開催する方向で指示をいたしております。 

  次に（３）の中学校の統合について、広い視野での検討が必要とも述べられていますが、

構想はということでございますが、一時的には賀茂中と西伊豆中との統合がありますが、現

２歳児は町内すべてあわせましても、12名と、10年後の中学校入学生の生徒数がわかってお

りますので、未来に責任をもつのであれば、今回の統合ののち、松崎町との統合もありえる
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ということは、明らかにしておかなければなりませんし、議会でもそういった議論を行って

いただければならないと思います。ただ、相手のあることでございますので、西伊豆町だけ

で何とかなるという問題ではございませんので、ご了承いただければと思います。 

  次に（４）の新たな西伊豆町立文教施設等整備委員会は、諮問機関として発足し、答申を

出す機関かという質問でございますけれども、今まで結論が出ない状況で終わっている過程

をみますと、町側が口を挟みすぎている点が多くみられるので、私はオブザーバーとしても

参加をしない方向で指示をしております。また結論を出さなければいけないような答申は求

めず、皆さんの忌憚
き た ん

のない意見を議事録で読み、最後の決定における責任は、町と議会が政

治責任として結論を見出していきたいと思っております。    

５番目の町が方向性を示す時期はいつ頃かという質問でございますが、今年度中に議 

論をし、最終的な方向性は年度末あたりに決定するようにしたいと思っております。 

次に、２番目の課の再編成についての（１）「まちづくり課」について、新設の「企画課」

を「観光商工課」と合わせ、「まちづくり課」としたのはどのような構想からかというご質問

でございますが、所信表明で申し上げたとおりでございます。次に（２）の①新設の「防災

環境課」を「防災課」と「環境課」に分けたのはどのような構想からかということでござい

ますが、防災が重要ということは、議員の皆さまもご承知のとおりだと思います。今までの

状態では、課長は環境との兼務で、しかも係長１名、係員１名の状態であり、脆弱
ぜいではく

といわざ

るを得ない状況でございましたので、再編を行いました。 

次に②としまして、危機管理の専門家等による指導や、チェックが必要になると思われま

すが、そのような考えはということに関しましては、今回行った再編でも、脆弱
ぜいではく

さはぬぐえ

ないので、県の防災フェローの資格をお持ちの方に、アドバイザーとしてご意見をいただき

たいと考えております。 

次に「環境課」は斎場建設問題の担当課という位置づけになりますが、白紙の状態からの

検討になるということかというご質問に対しましては、今現在、その件につきましては白紙

でございますので、何も絵のない状況でなんとお答えのしようもございません。 

以上、壇上での答弁を終わります。           

○議長（高橋敬治君） 山本智之君。 

○３番（山本智之君） それでは、個別の再質問に入らせていただきます。28年度までの文教

施設の方向性の提示というのは、先ほどまあ、町長28年度に最終のほうで、方向性は出てい

ないというような話だったのですが、27年度の議事録というのは公開されておるのですが、
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28年度の議事録というのは、あのホームページ上に公開されていないようだったのですけれ

ども、そのへんの理由っていうのはどういうことなのでしょうか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。                  

○町長（星野淨晋君） 最後に開催されたのは、平成28年２月１日というように聞いておりま

すので、28年度は開催をされておらないものとご理解いただければと思います。 

○議長（高橋敬治君） 山本智之君。 

○３番（山本智之君） それが、まあ先ほど町長があの所信表明でおっしゃってた停滞してい

るということ解釈していいわけですか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 山本議員も、前回も議員でございましたので、当然今までの経過は存

じ上げておるものと思いますけれども、白紙に撤回されてから、議会としても、さしあたっ

て、そういった、お言葉は今までの定例会ではなかったようにも記憶をしておりますので、

そういうことであろうと思います。 

○議長（高橋敬治君） 山本智之君。 

○３番（山本智之君） これ、伊豆新聞の平成28年の２月３日の記事ですけれども、この中で、

町の方、行政のサイドのほうは松高で、中高一貫案ということで、選択肢の１つということ

で、これ新聞発表されているわけですね、このへんについては、現時点でどういうお考えで

すか。 

○議長（高橋敬治君） 教育長。 

○教育長（清野裕章君） それも考えの１つにございます。 

○議長（高橋敬治君） 山本智之君。 

○３番（山本智之君） そういう、それは一応方向性の１つとして、これは前町長がまとめた

といいますか、発表なさったのだろうと思うのですが、実際今まで、僕も27年度分の議論を

少し読ませていただいたのですが、いろいろな多種多様な意見がございまして、たしかに、

その方向性というかたちで、１本にはしぼってはないように思えるのですけれども、今まで

の議論っていうのを、全部白紙にするってことではなくて、それもすべて議論に残ってるも

のを、すべて精査して、そのベースの上で、これからやってくということで、よろしいんで

しょうか。                    

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 先ほど壇上でも答弁をさせていただきましたが、協議の経過と方向性



- 52 - 
 

を、私が議事録を読む限りでは、統合できるものと判断をしております。ただ、今まで行わ

れてこなかったことに関しましては、どこかに支障があったのであろうということを述べて

おるように、私はいける内容であったと思っておりますけれども、あくまでも２年間、本格

的な議論をされていなかったことを考えますと、当然、文教施設整備委員会のメンバーの方

も何名か、替わられ、へたすると、７割、８割が替わるかも知れませんけれども、その中で

再度ご議論いただくのは必要であろうというふうに思っております。 

○議長（高橋敬治君） 山本智之君。 

○３番（山本智之君） はい、大変よくわかりました。文教施設等の今までの経過というのは、

今町長がおっしゃったことで、ほぼ間違いないのだろうと、それで町長が、今、全部、私も

読み返しましたけど、その中で、これが、その町の方向性だという提示まではいたっていな

いと、いうことは大変よく分かりました。それと２番目なのですが、それを踏まえてですね、

文教施設等整備委員会の協議を、早々に立ち上げて、進めていくのだというお話でした。先

ほどは、しきり直しでと。すべてしきり直してからやっていくのだよ、ということなのです

が、まあ今での、その経過でまあ、この問題は喫緊の課題なのですけれども、遡れば、ある

程度ずいぶん前からの課題で、その場その場で議論をされてきたのですが、集約がされてい

ないっていうことなのですけれども、そこをいかにまとめていくかっていうことで、では、

この文教施設等整備委員会が立ち上がった時に、立ち上がってすぐからでもそうでしょうけ

れども、町としてでは、何らかのかたち、まあたとえば町長が、その、公約というか、選挙

で訴えたように、こういうかたちにして、議論を進めてくのだというようなかたちでの議論

のあげかたをするのか、それとも、まっすぐ、全く白紙の状態で、この町のすべての文教施

設を考えた上で、そこから個別的な、話にもっていくのか、このへんはいかがですか。       

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） まあ今から４年間任期があるわけでございますので、私がここに座っ

ているということは、文教施設は統合するのであろうと町民はご理解をいただいているもの

と思います。ただその中で、幼保・認定こども園だけの問題なのか、小の問題なのか、中の

問題なのかということは、あくまでもその文教施設等整備準備委員会のほうで、ご議論をい

ただいて、切り離したほうがいいものであれば、切り離すというご意見も伺わなければいけ

ませんので、私のほうであえてこうしなければいけないということをいうつもりはありませ

ん。ただ、皆さんの思いの中としては、たぶん、統合しなければいけないのであろうという

ことは、わかった上での議論だと思いますので、そのへんを町としての方向性だとご理解い
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ただければいいと思います。 

○議長（高橋敬治君） 山本智之君。 

○３番（山本智之君） 私も、この西伊豆町の文教施設のありかたというのを総体的な議論の

中で、話し合って、どういうかたちにしていくかという、案の中で、先ほどらい、所信表明

でも、町長は、２つの問題として別に協議をするというようなことを言っていたのですが、

そうではなくて、その中でどういうふうにしていくかということで、それは問題が２つにな

るのか、たとえば幼保、小学校、中学校と３つになるのか、それは今後の経過なのですけれ

ども、全くですから、所信表明で言った２つっということではなくて、まっさらの状態で、

すべてこの大枠の中で考えた上で、協議を進めてくってことでよろしいわけですか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 壇上でも答弁しましたように、私の中では幼保・認定こども園・小は

１つとして高台移転、場所は皆さんもご存知のところ、中に関しては、その先のこともあり

ますのでということで、２つにわけております。ただ、文教施設のほうで、中も一緒にして

くれという意見があるかもしれません。ただ最終的な判断は、先ほども言いましたように、

行政の長の私と、議会の皆さんと話し合った上で、最終的な結論を政治責任で行いたいとい

うことでございまして、中には、幼保・認定こども園と、小が同じ敷地にあるのがおかしい

という方もいらっしゃいますので、そのへんの声も聞くべきであろうと思います。         

○議長（高橋敬治君） 山本智之君。 

○３番（山本智之君） それで文教施設等整備委員会は、この６月ですか、今月かな、来月か

な、新しく、また編成されるわけですね、そうすると、また新しい委員の方が入って、新し

い考え方も出てくることあると思うのですが、ただ、先ほどらいいっておりますように、前

からの議論の積み重ねっていうのがございます。その中で、先ほど町長おっしゃったみたい

に、今年度中ぐらいには、その結論を出したいということであるのであれば、例えば町のほ

うで提示するいくつかのですね、その、かたちというのを示したうえでの議論っていうのは

視野に入っていますか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 当然そのへんのことは教育委員会のほうに指示をしておりますし、教

育長がしっかりとやっていただけるものと思っております。 

○議長（高橋敬治君） 山本智之君。 

○３番（山本智之君） ぜひあの行政側が考えられる案、今までの、過去の積み重ねで、委員
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の方がたが提示してくれたものとか、まとまってないにしろ、そういうものの中で、行政が

１つないし２つというようなかたちで提示したもので進めていただければと思っております。 

  それで、今回、旧洋ランの跡地の安全性等、たたしかめるためにボーリングを行っている

わけですけれども、この結果が出るまでにはしばらくかかると思います。あそこの土地の面

積の問題もございまして、仮にそこが、大丈夫だというようなかたちになりましても、文教

施設等整備委員会のその議論の中で、ではいくつそこにもっていくのかというような細かな

議論にもなってくると思うのですが、そのへんのタイムスケジュール的なものも、加味した

上で、今年度中に、ある程度方向性を出したいと、ある程度というかしっかりとした方向性

を出したいと思ってらっしゃいますか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） そのボーリング調査を待ってからすべての計画を進め始めますと、ま

ず１年間が無駄になりますのであくまでも大丈夫であった過程の話、そして大丈夫ではなか

った過程の話、両パターンを作りながら、皆さんとご議論をいただいて、年度内に結論を出

したいということでございます。 

○議長（高橋敬治君） 山本智之君。 

○３番（山本智之君） 町長が、そのような方向ですすんでいただけるのであれば、しっかり

とやはり、現地の調査、現地の選定と委員会を同時並行ないし、そういうかたちで、早めに

結論を出していただいて、それで、どういうかたちにするかというのを、早く県なり国なり

にあげなければ、次のステップにすすめないと思うのですね、ですから、そういう青図がし

っかりかけるような議論に、ぜひこの末までにしていただきたいなと私は思っております。

今までの質問でほとんど１から４番までは全部網羅したようなかたちで、ぐしゃぐしゃに少

しなって申し訳ないのですが、どちらにしても白紙の状況ですべてを今までの議論を加味し

た上で進めていくということで、よくわかりました。それで、その答申は出させないよと、

出させないっていうか、答申は出さなくていいよというようなかたちで、僕も、文教施設等

整備委員会が、闊達
かったつ

な意見ができるような土壌づくりをぜひつくっていただきたいと思った

上で、話を持っていたところ、町長のほうからアドバイザーとして、そのそこには入らない

よということで、進めてくということなのですが、細かな、その場で、例えば、町当局の意

見とかですね、こういうものが知りたいといった場合には、文教施設等整備委員会に絶えず

アプローチしてって、しっかりと、こういうことですよというのは、組織に、町から答えら

れるような体制はつくってもらえるのですか。 
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○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 私の感覚でいうと、前回それをやっているので失敗しているのではな

いのかなあというように見えます。ですので、あくまでもオブザーバーとしても入らないと

いうことでございまして、指示のほうは教育委員会の方にしておりますので、それを踏まえ

た上で、流れはつくっていただけると思いますけれども、すべてがすべて今私のいっている

とおりにならなくても、それはそれで受け止めていくということでご理解いただければと思

います。                         

○議長（高橋敬治君） 山本智之君。 

○３番（山本智之君） ぜひそのようなかたちで進めていただきたいと思います。まず、その

委員会の方がたが、闊達
かったつ

な意見を出して、その中で１つの方向性と、１つないし２つになる

かも知れませんけれども、その中で、町のほうが最終的な結論、責任をとって、より安全な

場所に、文教施設をつくるという方向で進んでいっていただきたいと思います。その時間軸

の問題なのですけれども、仮に、では、今年度末までに、青図まで描けるとして、どういう

かたちになるかは別にして、では実際、工事が入って、中学なり小学校なりを開校できるま

では最短でどれくらいの期間が必要だと考えていますか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 相当答えにくいものでございますので、ご配慮いただきたいと思いま

すが、相当タイトにスケジュールを組んでも皆さんの想像よりも、若干かかるのではないの

かなあというように思います。 

○議長（高橋敬治君） 山本智之君。 

○３番（山本智之君） 申し訳ありません。皆さんの想像ということですので、皆さんあの頭

の中に描いているのは、３年とか５年とかばらばらだろうと思うのですが、町長そのへんが、

ある程度はっきり、こうわかるのであれば、大雑把でございますが、例えば４月にそういう

権利申請を、来年の４月に出した時にで、そこからスタートした時に、どれくらいで、例え

ば工事着工できるのだよ。ととか、そのへんのあれはいかがですか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） それを１年かけて、議論もしなければいけないということもございま

すので、わざとはぐらかさせていただいております。 

○議長（高橋敬治君） 山本智之君。 

○３番（山本智之君） はい、了解いたしました。ではそれは皆さまのご想像の中で、皆さま
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が想像されていることよりも若干時間がかかるということで、ではこの質問を終わらせてい

だたきます。では、続きまして、課の再編のほうにうつらさせていただきます。 

  まず、わざわざですね、やはり、町政が変わった、町長が変わることによって町政の運営

が変わるということで、先ほどらい、私読み上げたとおり、１度３月の定例会で、やはり組

織を変えるのだと、効率良くしていくのだということで、課の編成があって、われわれもこ

こにいる議員賛成して、ではそういうことならば、そうやって進めてくださいということで、

その後、町長代わられて、今、こういうふうなかたちにしたいということはそれなりの、そ

れ以上の思惑といいますか、運営に対するお考えがおありでしょうと思うので、少しまたお

伺いいたしますが、まちづくり課のほうですけれども、先ほどらい、そのブランディングも

したいとか、商工会とか、観光協会と一緒になって、町のそういった意味での、ビジョン形

成の場をつくりたいというような主旨だったと僕は受け止めたのですけれども、その場合に、

まあ、これ、この課はかなりの大きな課になりますよね、それで、統一していって、まだこ

れからスタートなのですが、そこからやってくわけだろうと思うのですが、この人員に対し

てはですね、今の人員ベースでとりあえずはやってくのでしょうけど、足りるようだとはお

思いでしょうか。                

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 厳密に言えば足りないと思っております。ただ、先日からいっており

ますように、職員を増やすことになかなかご理解いただけない方もいらっしゃいますので、

一概に私が今増やすということを言えないのも、ご理解をいただきたいと思いますが、企画

と観光商工課をあわせたのには、もうすでにメリットが出ておりまして、先日ＥＳＤの関係

で、立教大学の教授の先生にお会いしましたが、これもやはり今までであれば、企画調整係

のほうで担当しておったのですけども、それも結局、観光や商工で使えるという部分もござ

いますので、やはり１つの課として、課を横断的にやっていくことが、やはり西伊豆町の観

光としても、また、まちをつくっていくというブランディングに関しても有益ではないのか

なあというように思っております。 

○議長（高橋敬治君） 山本智之君。 

○３番（山本智之君） 地域産業との橋渡しといいますか、つなぎマッチングなんかが行政が

主導してくのであれば、やはりこういう課は必要かなとは思います。その中で、例えばです

よ、その、議会なのかの、その人を増やすことによることの理解が得られないとかっていっ

た場合に、今回そのやはりあれですね、地域おこし協力隊をまた新たに４名ほど募集してい
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ますが、これ今までなかったことですけれども、そういう地域おこし協力隊の隊員を、やは

りこういう地域の観光とかですね、産業に配置するわけですね、彼らも第一線で働く、働い

たこの地域のことを学んでいくわけですので、そういう人たちも入れた、ワーキングチーム

っていうのではないのですけれども、そういうようなかたちで補ってくよっていうようなこ

とを、将来的に、要は、行政だけがやるのではなくて、現場の人間も入れたそういう１つの

ワーキングチームなりが自由に活動できて、ほかの町でやっているようなところもあるので

すけれども、自由に活動しながら、やはり、地域の産業の、バックアップの方法を探るとい

うようなことも考えられるのではないかと思うのですが、そのへんはいかがでしょうか。     

○議長（高橋敬治君） 町長。        

○町長（星野淨晋君） 皆さんも昨年、企画がこちらにあった時に、まちづくり協力隊の京極

さんがよくいらっしゃっておりましたので、お見受けしたかたも多くいらっしゃると思いま

すけども、意思疎通はしっかりととれております。新たに、採用しました堀さんとも、しっ

かりと連携をしている中で、役場職員が増やせないんであれば、外からの外貨で、それと同

等、または地域とそういうつながりを持てるかたを雇いたいということで、４名の増員をお

願いしているおるわけでございます。 

○議長（高橋敬治君） 山本智之君。 

○３番（山本智之君） そういう意向でしたら、わかりました。まあぜひ今まで、地域おこし

協力隊って、これもう、ずいぶん前からあるシステムですけれども、西伊豆町で、その産業

に対しての成功例というのは、一例もございません。具体的にこれからその今２名、４名こ

れから入るかどうかわかりませんが、そういう外貨のものでね、ＡＬＴも一緒ですけれども、

そういうものをうまく組み合わせて、この少ない財政の中で、やっていくっていうのは僕１

つの方向性だろうと思っています。その人たちが、特に地域おこし協力隊の場合は、定住率

が高いですので、今一説には６割ぐらいといっておりますので、その人たちがここで３年や

って、仮に先ほど、所信表明でありましたけれど、ここで食べていけるということになれば、

そこはやはりこの地域の財産として３年以降も、この地に残っていただいっていう可能性も

膨らんでくるわけですから、ぜひそれは続けてやっていただきたいのと、しっかりとしたや

はりサポートをしていただいて、ここに来た方がたが、自由に、闊達
かったつ

に、やはりできるよう

なことですすめていただきたいと思います。 

  次にあの防災課の件ですけれども、今回防災を１つの大きな課にして、新たにその細かい

防災計画だとか、自主防災会の強化とか、そのへんを視野に入れてのことだろうと思うので
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すけれども、まあどちらにしましても、今まである、自主防災のあり方っていうのとは、ま

た一味違ったですね、地区の防災計画なんかにまで、言及した、防災計画を作るような予定

というのはありますか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 答弁に入る前に、先ほどらい出ている、地域おこし協力隊の増員４名

なども、役場職員から、こういうのをもう少し活用したいと意見があっての採用でございま

すので、私の発案ではなくて、役場職員の発案だということをご理解いただきたいと思いま

す。 

  防災のことでございますけれども、当然、地域防災計画のほかに、地区防災計画というも

のは必要だと思います。その点も、先日講演を聞いた方の中で、タイムラインというお話を

お聞きしまして、大変感銘を受けました。その活動をしていくと最終的に地区防災計画に似

たようなものができるようにも思いましたので、いろいろな方のご支援をいただきながら、

あまり住民に負担をかけ過ぎず、ただ住民の命を守れるという体制だけはつくりたいと思っ

ておりますので、ご理解をお願いしたします。   

○議長（高橋敬治君） 山本智之君。 

○３番（山本智之君） 私も、地区の防災計画というのは、必要だと思っております。特に防

災というと、地震津波ということに焦点があたりがちですが、実際は西伊豆町山間部もござ

いますし、山津波、川の氾濫、いろいろな防災があります。そのような意味で大きく、くく

って、やはり危機管理をしっかりしていくということから、防災計画入らないと、なかなか

前に進まないんではないかとも、ただ、議論が危機管理ということになると、議論がすごく

大きくなりまして、どこに焦点をあの当てて進めたらいいかということは、すごくぼやけて

しまって、各地区によってわかりにくくなるんではないかと思うのですね、それで先ほどら

い、私のほうは専門家の起用といいますか、その入り口部分でもう、こういうようなかたち

で、この地区に対しては、こういう危険がある、その議論を始める前にこういうところから

入って議論していけばいいのではないかという、そういうプロの人の意見っていいますか、

を聞いたらどうかということで、先ほど、町長のほうに、伺ったところ、防災フェローのア

ドバイザーをするということですが、このかたは、もう既に就任されているのか、委嘱され

ているのか、それとも今後早い時期に、入れるのか、お１人なのか、そのへんはいかがです

か。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 
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○町長（星野淨晋君） 防災フェローの方はまだ正式にということではございません。ただ、

先ほどらい議員が言われている計画に関しましては、先ほど言いましたように、そのタイム

ラインというようなものを活用しながら行っていくことによって、解決ができるだろうと。

その中に防災フェローの方にも加わっていただいて、この西伊豆町としては、どういうこと

ができるのか、またこうしなければいけないということを、町民の皆さまにも、知っていた

だくように講演会を行いたいということで、今計画を立てております。 

○議長（高橋敬治君） 山本智之君。 

○３番（山本智之君） この課の問題はこれからのことですので、その講演会をして、意識の

高揚をしていただくということであるならば、ぜひやっていただきたいと、それと、やはり、

各地区の各自治会の、どういうその枠組みになるかは別にしましても、その自治会での防災

計画というものが、しっかり残るような方向で、この新しい防災課の方の業務というのです

かをしていただきたいと思います。 

  それでは最後の環境課の問題に移りたいと思います。こちらも、もう長年来の、懸案であ

ります、斎場建設等を見据えてのこともあるのだろうと思うのですけれども、この３月でし

たか、その前までは下田地区とのですね、共同の設置という話もございました。そのへんに

ついては、今、町長どういう考えですか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 実際、下田の市議会議員のある方から、西伊豆町さんも入ったらどう

ですかというようなお話は伺っております。ただ、正式に下田、南伊豆、河津町、東伊豆町

さんの方から、来てくれというお話はございませんので、何ともコメントはしづらいところ

でございますけれども、一応そういったところがあるという話は聞いておりますし、あと担

当課の方にも、そういったところには行くようにというようにいっております。それはたぶ

ん前回と状況は変わらないというご理解をいただければと思います。ただ、西豆自治会の中

においては、一応西伊豆、松崎でどうしようかというようなお話も、若干は出ました。       

○議長（高橋敬治君） 山本智之君。 

○３番（山本智之君） この環境課の斎場の問題に関しましては、この後のまた一般質問もご

ざいますので、このあたりにしておきますけれども、とにかく、問題が山積ということは重々

わかります。ですがやはり、その、１つ１つの問題をやはり、スピードを上げて、ぜひやっ

ていただきたいと。特に１丁目１番地である、文教施設の整備というのは、もう、ここ数年

来の課題、もちろん斎場もそうなのですけれども、まあどちらを優先するってこともないん



- 60 - 
 

でしょうけれども、しっかりとそのへんは課が分かれて、その協議する機関が分かれており

ますので、文教施設に関しましては、教育委員会が中心になって、環境課の方が中心になっ

て、斎場のほうの取り組みというか、そういう点を検討していただきたいと。出来れば、そ

の過程のですね、その議事録なり、公開をぜひこのホームページ上に、載せていただきたい

と。黒塗りの部分が多くあっても、やはりそれは町民の方が、読んでいただいて、今どこま

で進んでいるのだということがわかるように、もちろん、配慮しながら、個人名とかそうい

うことにすべて配慮しながらの上で、公開していただきたいと思うのですがいかがですか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） まあ公開することに関しましては、基本的に私は、何も隠す必要はな

いと思っておりますので、公開はしていきたいと思いますが、ただホームページに載せるか

ということになりますと、若干足踏みを踏むのかなあというようにも思います。ただ、その

件に関しましても、議員のお話してくださったことを鑑み
かんがみ

ながら、教育委員会とよく議論を

した上で、そういったものができるのであれば、公開というかたちもとりたいなあというよ

うには思います。                   

○議長（高橋敬治君） 山本智之君。 

○３番（山本智之君） ぜひそのようなかたちで、スピード感のある行政運営をお願いします

ね。以上で私の一般質問は終わらせいただきます。 

○議長（高橋敬治君） ３番、山本智之君の一般質問が終わりました。 

暫時休憩します。                                     

                                        

休憩 午後  ２時２３分 

再開 午後  ２時３０分 

 

 

     ◇ 加 藤  勇 君 

○議長（高橋敬治君） 休憩を解いて再開します。 

  一般質問を続けます。 

  通告３番、加藤勇君。 

  ６番、加藤勇君。 

          〔６番 加藤 勇君登壇〕 



- 61 - 
 

○６番（加藤 勇君） それでは通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。私の大

きい項目は、防災対策について、２点目が地区負担金についてでございます。 

  １の防災対策について 

地震津波対策について 

  東海地震説が発表されてから既に40年が経過し、地震津波対策としてさまざまな対策が実

施され、海岸線には胸壁や水門が建設されています。 

  しかしながら、近年では、東海地震に加え東南海地震・南海トラフ地震の発生が危惧され

ており、それらの地震により、津波は既存施設を超える高さとなり、津波到達時間は４分か

ら５分と言われております。 

  当町には、津波到達時間内に高台避難が困難な地区があります。 

  東日本大震災が発生してから６年が経過いたしましたが、津波被害により１万５千人を超

える方がたの尊い命が奪われ、未だに2,500人を超える方がたが行方不明の状態にあります。 

  今後、発生するのであろう地震津波の犠牲者を、できるだけ少なくする対策は、行政の最

も重要な課題と考えます。６月の広報には、防災環境課を防災課と環境課に分け、防災に特

化した職員を増員し、防災に力を入れることを目的に、防災課を設置したとありました。お

おいに、防災対策の進むことを期待し、今後の地震津波対策の考えを伺いいたします。 

①胸壁等の整備について 

  平成28年１月以降、下田土木事務所・西伊豆町・賀茂振興局が主催し、各地区で、地震津

波対策の話し合いやアンケート調査が行われております。そこで、 

ア、胸壁の改修等について各地区との話し合いの状況はいかがだったでしょうか。 

イ、今後の対策を含めた町の考え方はいかがでしょうか。 

②津波避難タワー建設・避難ビル指定について 

 前町長は、津波避難タワーの建設については「負の遺産になる」「維持管理費が掛かる」な

どの理由で建設の考えはありませんでした。今後、タワー建設の考え、また津波避難ビルの

指定の考えはありますでしょうか。 

③避難路整備について 

  整備済みの避難路を見ますと、その多くが地域住民の労力で整備され、「道幅が狭い・舗装

がされていない・手摺がない・案内看板が統一されていない・照明設備がない」など、安全

に避難できない箇所があります。現状を見直して再整備する考えはありませんでしょうか。 

④西伊豆町地域防災計画の見直しについて  
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防災計画によりますと「避難所の設置に当たっては、避難所の被害状況及び安全性を確認

のうえ、避難生活者の人数に応じて次の順位により設置する。」とされています。 

  その順位は、協定したホテル、学校、体育館、公民館等の公共建築物となっています。 

協定したホテルが早期に利用できることは、避難生活には、最大の安心・安全のことと考

えますが、被災直後は、一次避難地から広域避難地に指定されている学校施設がまず利用さ

れるのではないかと考えます。 

  そこで、学校や体育館を第１順位とし、学校との連携体制の構築・非常用資機材整備・非

常用照明設備、設備の整備・施設利用の避難訓練などの対策を進める考えはあるか伺います。 

  大きい項目の２．地区負担金について 

  （１）地区負担金の見直しについて 

  私達住民が、安心・安全で快適な健康生活を過ごすために、町の施設に対して応分の使用

料や負担金を出すことは、町民の責務と考えます。 

しかしながら、各種負担金の中には、当然として町が行うもの、また、利用形態から見る

と高齢者の生きがい対策や健康で過ごしていただくための施設に対する負担金ではないかと

考えられるものがあります。それらの負担金を軽減あるいは無料にする考えがあるか伺いま

す。 

①街灯関係電気料地区負担金について 

 街灯がＬＥＤ式に整備されてから、地区内の街灯の数により地区負担金が掛けられており

ます。負担金は地区の重荷になっているのではないでしょうか。 

街灯の役割は、住民の生活を守る防犯灯です。町の考えはいかがでしょうか。 

②浪入ふれあい海浜広場地区負担金について 

  この施設は、高齢者の生きがい対策として、十分に寄与しております。 

現在の利用状況を見ますと、40名ほどの高齢者の方がたが毎週３回グランドゴルフを楽し

んでおられます。 

健康に過ごしていただけることで医療費の削減にもつながり、負担金以上の効果をもたら

しています。町の考えはいかがでしょうか。 

以上壇上での質問を終わらせていただきます。        

○議長（高橋敬治君） 町長。 

          〔町長 星野淨晋君登壇〕 

○町長（星野淨晋君） それでは、加藤議員の質問にお答えをいたします。まず、１番目の防
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災対策についての（１）地震津波対策についての、①の胸壁等の整備について、アの、「胸壁

の改修等について各地区との話し合いの状況は」ということでございますが、地区住民の意

見集約をはかっております。 

次に、イの「今後の対策を含めた町の考え方は」ということでございますが、改修やその

後の維持経費などに莫大な費用を要します。議員の皆さまなどの意見も伺いながら検討して

いきたいと思っております。 

次に、②の津波避難タワー建設・避難ビル指定について 

 「タワー建設の考え、また津波避難ビルの指定の考えかたは」ということでございますが、

津波避難タワーは、タワー単体では負の遺産になる可能性があります。ただ、複合施設とし

て、整備をし、有効活用ができるようであれば検討していきたいと思っております。 

 また、津波避難ビルの指定については、適当な施設がありましたら検討したいと思います。

③番目の「避難路整備について、現状を見直して再整備する考えは」ということでござい

ますが、再整備する方向で検討しております。 

次に、④の「西伊豆町地域防災計画の見直しについて」と言うことでございますが、でき

ることから実施していきたいと考えております。  

  次に、大きな２点目の、地区負担金について 

 （１）地区負担金の見直しについて 

  ①「街灯関係電気料地区負担金について」でございますが、平成29年度に関しましては、

議会の議決を受けておりますので、現状のままでお願いしたいと思います。 

  平成30年以降につきましては、今後検討させていただきたいと思います。 

  次に、「浪入ふれあい海浜広場地区負担金について」でございますが、こちらも街灯と同じ

ようなことで、今後調整させていただければと思っております。 

  以上壇上での答弁を終わりとさせていただきます。 

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） それでは順次、質問をさせていただきます。 

  まず、地震津波対策の各地区の話し合いの状況が、意見集約をはかっているということで

すが、私の質問にもありましたように、過去に３回開催されたわけですけども、今後どのよ

うなかたちで、例えば何回といいましょうか、そういう方向性を出すための、検討会といい

ましょうか、話合いはどういうかたちで行われる予定でしょうか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 
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○町長（星野淨晋君） この件に関しましては、防災課長より答弁をさせます。 

○議長（高橋敬治君） 防災課長。 

○防災課長（山本法正君） まず、何回という質問ですけど、特別回数は定めておりません。

ただ皆さまご存知のように、この協議会につきましては、県と町が、共催と言いますか、を

進めております。今年度県の担当のほうが変わりまして、近々、今後の進め方について、話

し合いをさせていただくことになっております。 

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） 私は、安良里地区ので、この協議会といいましょうか、話し合いにし

か出ていないのですが、そうした中で、その、アンケートの結果を踏まえまして、60パーセ

ントほどの方が、胸壁を何とか上げてくれないかというようなことの中で、話し合いが進ん

でおりまして、そこに出てられる方がたの意向っていいましょうか、考え方も、方向性が決

まったらぜひ、その方向性にそって、要は60パーセントの方たちの意見になりますが、胸壁

の嵩上げができないかというようなことを言っておられます。そういう方向での話し合いが

進んだ場合に、この町の考え方にもなるわけですけれども、どういうことを検討されるとい

うか、方向性を出されるのかお聞きします。                        

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） この件につきましては、議会の方にも、たぶん土木事務所がお話に来

て、議員の皆さまも、おおかたお話を伺っておるかと思いますけれども、最終的に地区がや

る、やってくれといって、では実際何年かかってできるのか、そして費用はいくらかかるの

かというような、明確なものは、県は出しておらないのではないのかなあというように思い

ますし、たぶん、加藤議員もそういう認識でおると思います。 

  今、水門、陸閘
りっこう

の遠隔で、莫大な費用がかかっておるわけでございますけれども、嵩上げ

ということになりますと、当然、根っこの部分から、工事をしていくということにもなりま

すので、当然、１年、２年で安良里地区が終わるとは到底思えませんし、それなり、県が予

算を持ってきてくれるのかといいますと、どうも担当の方と、少しお話をすると、いやいや、

造ってくれといわれても、そんなにお金は出せませんよねというのが本音であろうというよ

うに思っております。ですから、仮に造りますという合意がなされたとしても、二桁の年数

がかかるであろうというように思いますし、金額としても相当な額が必要になると思います

ので、そのへんは、県の財政担当の方や、また町としては、どのぐらいまで出せるのか、ま

た地区としては、それだけかかってでも必要なのかということまで、県の担当の方といろい
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ろな議論をしていただかなければならないと思いますが、いずれにいたしましても、地区と

してそういう要望が出てくるのであれば、町としては対応せざるを得ないのかなというよう

には思っております。 

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） そうしますと、下田土木、町、賀茂振興局が、私、共催って言いまし

ょうか、みんなが同じ立場の責任の中でああいう会議を開催してられるっていうように思っ

たわけですよ、今の話の方向でいきますと、県が主導で、町はその横に乗っかっているだと

いうようなことに感じられるわけですが、考え方としてはそういうことだったんでしょうか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） その件に関しましても、防災課長より答弁をさせます。 

○議長（高橋敬治君） 防災課長。 

○防災課長（山本法正君） この件に関しましては、加藤議員の通告の中でも、東海地震に加

え、東南海地震、南海トラフ地震の発生が危惧されておると、ゆうことで、県のほうが、静

岡方式というのを立ち上げまして、まだ県の方から、町の方に、一緒になってこういうこと

を考えていきたいというような申し出があって、今のような状況になっております。        

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） それは町もそうですね、そういう方向で行きましょうよというような

ことで始まったということではないのですか。県の意向の説明をするために、段取りをする

というような、その程度の町の考え方だったのでしょうか。先ほど言いましたように、町民

の方たちは、会議の方向性が出れば、いわゆる金はかかる、当然年数もかかりますけども、

そういう工事なり、防災なりができるのではないかという意識で私もいましたし、皆さんも

そんなように、会議に出ていたというように理解をしているのですが。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 半ば私もそういう認識だったのが、一番始めです。ただ、徐々に話を

聞いていくと、本当に県は出してくれますかというところになりますと、必ず口をつぐんで

しまいますので、私たちの方としては、何ともお答えのしようがありませんし、当然、社会

資本整備の交付金も、そういったものも要求額よりも満額付かずに、少ない額でというのが

最近の流れでございますので、いくら県のほうが、そういったものを立ち上げて、地区の方

がやってくれといったところで、１年、２年で、完成がするとか、計画までいくような話で

はないというご理解だけはいただきたと思います。本来は、こういうことは県が説明しなけ
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ればいけないのですけども、そういうのをしてないので、そういった勘違いがあるのかなあ

というように思いますが。 

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） わかりました。それでは、２点目の、津波避難タワーの建設について

お伺いをいたします。 

  単体では無理だけども、複合施設ではというような言い方でしたが、なんか腹案がありま

すでしょうか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。              

○町長（星野淨晋君） 見てお分かりのように、鉄筋のものでありますと当然この西伊豆に関

しまして、というか、当然津波避難タワーがあるということは、海岸線に面しておるわけで

ございますけれども、当然塩害も考えることができます。松崎にも、その骨組みのものが出

来まして、ご覧になっているかと思いますけれども、本当にあれだけで、あそこの敷地が有

効活用出来ているかというと、なかなかそうも言っていられないのかなあというように思い

ますので、地区によって当然、要望や、いろいろ必要な複合のものが違うとは思いますけれ

ども、もしそういうものがあり、なおかつその建物を津波避難タワーにしたいということで

あれば、造ることは有用かなあというように思っております。 

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） そうしますと、私最初の質問でも言いましたけれど、前町長の考え方

とはだいぶ違いまして、いわゆる建設する方向ではいるけれども、単体ではなく、複合で有

効利用が出来ればというような理解でよろしいでしょうか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） はい、そのとおりでございます。 

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） 私も、若干調査をさせていただきました。維持管理費がかかるという

ようなことの中で、伊豆市が土肥のこども園の横に、津波避難タワーを造ってありますが、

あれは鉄骨への、亜鉛のどぶ付けというスタイルで、塩害にはなかなか、今の状態でいくに

は塩害には強いというようなことのようでございます。 

  八木沢にも、もう１つあるわけですが、これはコンクリート製でプレキャストプレストレ

ストコンクリート構造ということのようで、ＰＳＰＳというような言い方をしますが、あれ

は現場でコンクリ打ちでなくて、躯体でできたものを現場で組み合わせるというなことで、
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それも大変塩害等には強いというようなこともあるようでございますので、先ほど町長が言

いました、複合施設のセットの中でそういうものができていくのではないかというように考

えております。地域の声ということになりますけれども、先ほどの津波、胸壁の嵩上げ等、

例えばやらないとなれば、この地区は本当に逃げる場所がない場所があるわけです。人があ

るわけですので、積極的に地域に、溶け込んでといいましょうか、話し合いをもっていただ

いて、地区としてどうするんだということを、町として指導する考えはございませんか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） それも含めまして、当然県の方は、あくまでもその大きな壁をつくる

という構想で、たぶん地区のかたにはお話にいかれておるのではないのかなというように思

いますが、どう考えてもすこしばかりお金で、できるものではありませんので、逆にそうい

うものをつくるので、補助金をくださいといって、つくったほうが、地区のために有益なの

であれば、そういった補助金も使えるかというようには思います。 

  ただ、先ほどいわれましたように、八木沢にあるものや、土肥の幼稚園の所にあるものも、

結局はあそこに誰かが日頃管理をしなければいけなくなると思います。 

  ですから、住民防災センターも、屋上には、たぶん今上がれない状態ですよね、それはあ

そこに宿直がいても、やはり、日頃だれかが上がって、なにか事故があってはどうするんだ

ということが、当然公共施設としては出てきますので、津波避難タワーを仮に造ったとして

も、ではそこから物が落下したであるとか、そういったことも勘案しなければいけない問題

だと思います。ですから、複合施設であれば、月に何回か、人がご利用になるときに点検し

てもらうことも可能ですし、単体よりは複合施設の方がいのではないのかなあということで

今答弁をさせていただいているわけでございますので、地区の方とはいろいろな面でお話合

いをしたいとは思っております。 

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） 少し、質問が飛びますが、今の町長の答弁の中で、住民防災センター

が屋上に上がれないというようなことを、今言われたと思うのですが、私の理解が足らない

のか、現状がわかれば少し説明をしていただければと思います。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 防災課長より答弁をさせます。 

○議長（高橋敬治君） 防災課長。 

○防災課長（山本法正君） 住民防災センターにつきましては、外階段から、屋上に上がれる
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ようにはなっていますけれど、途中で、今、現在はちょっと鍵がかかっているような状況に

なっております。 

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） 質問と外れて申し訳ないのですが、その鍵をかけてあるというのはど

ういう理由。要は上の施設が危ないということですか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 危ないというよりは、今までの行政の考え方からすると、当然平時の

時に、そこにまあ遊びでも何でも、どんな理由でも上がっていって、もし落ちてしまったと

か、いった場合に、では、誰の責任になるのだということに当然なろうかと思いますので、

平常時はあがれないように、鍵がしてあるものとご理解をいただければと思います。 

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） では今の質問、この次、これで終わりますが、そうすると今の町長の

考えかた、町の考えかたとしても、今みたいなその安全面を考えると、今後も鍵は開けない

ということですか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） その件に関しましては、当然、今後見直さなければいけないと思いま

すし、その場所によっては、たたけば、鍵のあいている、外側のプラスチックを壊して、鍵

を開けて入ることができるという施設も当然ありますので、必要であればそういったことも

改良しなければいけないと思いますが、現状では、「先ほど課長が答弁したような現状です」

という答弁でご理解をいただきたいと思います。 

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） では避難ビルの指定の関係でお聞きいたします。適当なものがあれば

検討するというようなことで施設が、私ですね、半公共的な建物、例えば農協とか漁協とか、

そういうところに、これは当然、夜間の利用ができないわけですので屋外階段もありません

ので、平日勤務している時に限ってですね、例えば、いったんことが起きた時には、いわゆ

るその部屋の２階なりにあがらせてくれるかいみたいな、意向調査をした中で、そういうと

ころに、それならばいうことであれば、費用かかる話になりますので、例えば耐震診断とか

をして、あの津波避難ビルに指定する方向、考え方が１つあろうかと思いますのが、その点

はいかがでしょうか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。               
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○町長（星野淨晋君） その件につきましては、先ほど壇上で答弁しましたように、適当な施

設が、もしありましたら検討はしたいと思っております。ただその内容につきましては、浸

水域がどの程度の高さまでか、また先ほど議員いわれましたように、日中に限ってというこ

とであるのか、いろいろあると思いますけれども、今後検討はさせていただきたいと思いま

す。 

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） それでは、西伊豆町の地域防災計画の見直しについてお聞きをいたし

ます。できることからということでしたが、できることの中身といいましょうか、私はホテ

ルを第１順位よりも、いわゆる学校施設、体育館等に最初に逃げるわけですので、そこを、

第１順位にまずすることが大事かという意味合いでお聞きしたのですが、そのへんはいかが

でしょうか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 議員のおっしゃっることもわかります。私も当然そのへんは、考えて

おりまして、被災をして、避難所を開設する際に、今は協定をしておりますホテルが、お客

様がゼロという状況が必ずあるとはいえない、ですからやはりそういった面で、学校なりと

いうものをつかったほうがいいのではないのかなということで、議員質問されておるんだと

いうように思いますのでいますので、そのへんは机上の空論にならないようにしっかりと訓

練をしながら、しっかりとした、協定を結けれども、中身の協議までほどんどしていないよ

うなんですよ、ですから、それはしなければいけないと思いますし、逆に第１順位がそのホ

テルということではなくて、あそこに書いてある列は、１番、２番、３番という順番ではな

くて、あの枠は同率だというようにご理解をいただければというように思いますので、ホテ

ルが別に、第１というわけではなく、あそこの枠に入っているものは、すべて同率でござい

ますので、そのへんをお間違いのないようにお願いをいたします。                

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） その並んだ４つを、私が理解を間違えたのか、前の町長は、まずはそ

れだとホテルだというような感覚でおられましたので、読み方でいくと第１順位はホテルと

いうような私は意味合いをしておりました。今町長のいうことで、それぞれが並列というこ

とですので、それなりに理解をしたわけですけれども、そうした中で、学校施設も当然やは

り、まずは使う施設となると思うのですが、空き教室は当然ないわけですけれども、いざ何

か起きた時に、その災害弱者、子供なり、老人なり、怪我をされた方たちは、体育館でなく
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て、学校施設あたりにまずは収容っていいましょうか、そこで避難生活を送るようなことに

なろうかと思うのですけれども、そういうことを事前に検討して、例えば、この小学校なら

この部屋、この教室とこの教室は使えるよというようなことまで、踏み込んだ検討が必要で

はないかと思うわけですが、そのへんはいかがでしょうか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） はい、今までそういった議論が足りていないと私も思っております。

ですので、さきほど山本智之議員の質問にも答えましたように、タイムラインというものが

ありまして、要は、台風が３日後に上陸するといった場合、３日前だったらこういう準備を

しましょう、２日前だったらいう準備をしましょう、上陸した場合はこうしましょうという

ので、時間をさかのぼって計画していくわけでございますけれども、当然上陸した時には避

難所が必要ですよねという話になろうかと思います。そうした時に西伊豆町には、避難所と

してどこがあるのだということまで、その計画をすることによって、しっかりとやらなけれ

ば、ものが成り立ちませんので、そこでじっくりと検討はさせていただけ、いただきたいな

というように思っております。ただ、その福祉関係、要は介護が必要なかたなどに関しまし

ては、今後福祉施設と、協議をし、協定を結ぶか分かりませんけれども、福祉避難所として

も、準備をこちらとして用意しておく必要もあると思いますし、逆に、幼保小の高台移転が

決まりましたら、児童や子供たちに関しては、そちらに避難をするということも当然検討し

なければいけません。ただ、現状ではそういった場所がございませんので、そういったもの

を踏まえて、今後できることから実施していくということでございます。 

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） たいへん前向きな答弁をいただきました。そうした中でもう１点、気

になることがありまして、これは、以前の一般質問でもやったのですけれど、いわゆる体育

館施設に非常用発電装置がまったくございません。当時消防の非常用発電機、あれはなんて

いうのか、リーンかなをもってきて、灯りをつければというようなことだったですけれども、

今は、現場に非常用発電機を、常時設置をして、分電盤等の切換え装置をつければ、体育館

のそれなりの灯りが使えるという施設が、自分調べたところでは、１体育館100万円ぐらいで、

そういう施設整備ができるというようなことがありまして、県下でも、西部のほうですけど

も、やっておられる実績もあるようですので、ぜひあの本来、本当でしたら今ある体育館で

もと思うわけですけれども、その合併等を含めた中でいきましたら、ぜひその体育館にそう

いう非常用設備、非常用発電設備の設置を前向きに検討していただけることが大事かと思う
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わけですが、そのへんはいかがでしょうか。                        

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） たしかにそういうものも必要だと思いますが、今までそういったこと

がされていないようなことがたくさんありまして、本当に課題が山積しておりますので、ま

あ１つずつ解決をしようと思って、やっておるところでございます。  

  また職員の数も限られておりますので、いっぺんに１から10まで全部ということはできま

せんけれども、議員のご意見やまた町民の意見を聞きながら改善できるものはしていきたい

というように思っております。先ほど福祉避難所をということで答弁をさせていただきまし

たが、すでにヒューマンヴィラと太陽の里とは福祉避難所として、結んでおるということで

ございますのでよろしくお願いしたします。 

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） これも、質問の中に無いわけですが、１点確認という意味で質問をさ

せていただきます。昨年の12月の定例議会で、やはりホテル避難の関係で、質問をした時に、

いわゆる体育館の避難等のマニュアルはあるけれどもホテルのマニュアルは無いよというよ

うなことでした。今後、作りますというようなことの報告を受けたわけですけれども、現状

としてどんなようになっておられますか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） その件につきましては防災課長より答弁をさせます。 

○議長（高橋敬治君） 防災課長。 

○防災課長（山本法正君） たしかその時だったかな、少し忘れましたけれど、加藤議員の質

問の中で、ホテルでもう１ヵ所、協定に加盟したいところがありますということで、今後そ

の加盟のほうの要請をしておきますということで、今現在ホテルの方とあのお話合いをさせ

ていただいています。ホテルの方とは、一応前向きなご返事をいただいていますので、まず

そちらが決まったら、ぜひそちらのほうの話を進めていきたいと思います。            

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） いろいろな話の中で、防災課は人が足んなかった、今回１人増やした

わけですけども、私はそれでも足らないと思います。そうした中で、問題が山積していると

いうことも理解いたしますので、ぜひ、ホテル避難は、できることであれば雨風しのげて、

畳の部屋で布団があってということは、最高の避難地になろうかと思いますので、ぜひその

へんの運営方法も、先ほどの防災のアドバイザーでいうか、そういう方の知恵も借りて、前
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向きに検討、早めに検討していただければとそんなように思います。 

  では避難路整備についてお伺いいたします。これも見直す方向で検討するというようなこ

とでしたが、例えば、安城岬にも避難路があるわけですけれども、ここは不特定多数の方が、

避難が、当然観光施設ですので考えられるわけですけれども、それにはやはり先ほども言い

ましたように、地元の方たちが造っていただいた避難路で、いわゆる手すりも単管でなくロ

ップというようなこと、そうしますと、例えば両手空いていないと当然上がれないと思いま

すし、階段もきつくてたいへん狭い、そういう場所に避難路があってですね、まったくこれ

は、その時に、つけやいばでやった施設で整備とまでもいえないような施設だと思うわけで

すけれども、そのへんのことはどんなふうに見ておられますか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。             

○町長（星野淨晋君） 今までそこの整備がどのようにされたという経緯は私存じ上げており

ませんので、何ともお答えのしようがございませんけども、再整備が必要ということであれ

ば、順次要望していただければ対応していきたいと思います。 

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） 町長が今要望というかたちでおっしゃられたですけれども、私のこの

見直しっていうのは、今ある施設を、ぜひ、職員の方、当然地区の方ともですけれども、積

極的な意味合いでの見直しが必要ではないかということで、質問をしておるわけですけれど

も、その点はいかがでしょうか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 当然、その当時町も区も納得の上でそういう整備がされておるのだろ

うというように思います。納得の度合いに関しては、人それぞれ違いますので、私は何とも

いえませんけれども、ただ、明らかに今までこういう整備をしてきたけれども、やはりこう

いうようにしたいよ、ということがあるのであれば、やはり区のほうからご意見をいただか

ないと、町の方としては、今までそうしてくれといって整備をした経緯もありますので、町

の方からは言いにくいのではないのかなというように思いますので、区のほうから要望いた

だければありがたいと思います。 

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） そういうことであれば、ぜひ防災委員会議でしたか、そういうところ

で、今のような発言を、町の方からしていただいてですね、積極的に現状をかえる方向を、

地区と町とが共有できるようなことが必要だろうと、そんなように思います。そうした中で
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ね、先ほどいいました安城公園、下築地に１ヵ所、小田瀬に３ヵ所、宇久須の柴と丸山にあ

の原材料支給で整備された、やはり避難路があるわけですけれども、そのすべてが舗装され

ておりません。この夏これからになりますと夏草がかぶるわけですけども、幅も１メートル

ぐらいしかない状況です。地区の方たちはこれからだんだんと高齢化していく中で、いわゆ

るその維持管理は、当然その方たちがしなければならない中でも大変な状況が生まれてくる

と思います。私がその拡幅も含めて、手すりの無いとこもありますので、いわゆる歩きやす

いように、雨の日でも、不自由しないように、いわゆるコンクリ舗装っていいましょうか、

そういうことが必要なのではと思いますが、その点の見直しはいかがでしょうか。         

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 現場を見て、工法などはたぶん検討されると思いますので、私がコン

クリートであるとか、どういったものをということはいえませんけれども、なるべくであれ

ば区の要望にそえるようなかたちで再整備はしていきたいと思います。 

  ただ、あくまでもこれも予算の伴うものでございまして、本年度予算に、再整備費用がも

られているわけではございませんので、ぜひ議会の皆さんのご理解もいただきたいと思いま

す。 

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） それでは、大きい項目の地区負担金、２の地区負担金の方に移らさせ

ていただきます。先ほどの町長の答弁では、29年は議決されているのでということで、30年

については検討するというようなことですが、検討の中身といいましょうか、町長の考え方

がどんなふうなのか、お伺いをいたします。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） あの、この件に関しましては、おっしゃる方によって意見がまちまち

でございますので、今後じっくりとお話をした中で、検討させていただきたいということで、

結論ありきではございません。 

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） それは、街灯も浪入も同じことですか。意見をいわれる方は。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） いろいろな方の意見を聞いておりますので、ゼロにしてくださいとい

う方もいれば、現状でいいという方もいらっしゃいますので、そのへんを踏まえて今後お話

合いをした中で結論をするということでございます。 
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  人が同じとか、浪入と街灯が同じということではなく、そういった意見をいわれる方がい

ろいろいらっしゃるということでございますので、一概に、私が、今ここで、なんという答

弁はできないということで、検討させていただきたいということでございます。 

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） 街灯の関係ですけどもね、地区この負担金は、この地区住民の会費か

ら工面されているのではないかと思うのですよ。その会費は、個々にしてみれば小さいかも

しれませんけれども、地区のコミュニティを守る上で大変な原資だろうと思うわけです。負

担金の支出に余裕のある区は少ないのだろうと思うのですよ。私が思うに、地区と町とは、

表裏一体といいましょうか、どっちが兄でどっちが弟か知りませんけれども、そういう仲間、

地区を育てるのも町ですし、町を育てるもの地区だと思うのですよ。そういうための地区の

方たちが出しておるわずかな年会費っていいましょうか、そういう中からですね、この街灯

の費用を地区が持たなければならないということには、私は疑問を感じております。町と区

とが、仲良くうまくいい状態でとまって、進められることが、まちづくりの基本だと考えま

すのでね、その減額なり、無償するなりは、積極的な方向で検討することがよかろうと思う

わけですが、もう一度いかがでしょうか。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） ですから先ほどらい申し上げましたように、ゼロという考えも当然あ

りますし、現状でということもございますし、合併前は西伊豆地区では全部出していたとい

うようなお話もありますので、いろんな意見を聞くとなると、一概に私が、ゼロだよとか、

全部もらいましょうとか、今と同じように１／３ですよということは、ここでは言えないの

で、お話合いをしましょうということでございますので、いろいろな選択肢があるというご

理解をいただいた中の、加藤議員のおっしゃるような意見もあるという認識は思っておりま

すので、そのへんでご理解をいただければと思います。 

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） それでは、浪入ふれあい海浜広場のほうの関係です、30年度について

は検討したいというようなことですけれども、町内にはですね、100名、トータル100名を超

える方たちが週３回ほどグランドゴルフを楽しんでおられます。グランドゴルフをやってお

られることが、生活のリズムになっておりまして、そういうことがその本人たちの健康づく

り、健康で長生きするための大事な要素になっておられると思います。そういうことをやる

ことによってですね、町長の選挙公約にも「元気で長生きできるしくみをつくり、生きがい
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をもって老後を楽しめる居場所をつくる、皆さんが元気でいることで、介護保険料は下げら

れる」といわれております。私もまさにそのとおりだと思います。そういう意味で、この浪

入ふれあい海浜広場の地区負担金は、予算書をみますと７万円ですので、極端にいいますと、

私は町長の、うんそうだっていう一言でも、今年からいらなくなるぐらいの金額だろうと思

うわけですけども、最後にそのへんの考えをお聞きします。 

○議長（高橋敬治君） 町長。 

○町長（星野淨晋君） 個人的な考え方を申し上げるとすれば、ゼロにしたいというように思

います。ですから先ほどいいましたように、今年度に限っていえば、議会の議決をいただい

ていますので、その現状のままでお願いをしたい、30年度に限っていえば私は加藤議員のお

っしゃるようなかたちで、進みたいなとは思っておりますが、あくまでもすべて私がそう思

ったからやっていいということではなかろうというようにも思いますので、そのへんは検討

しますということで、含みおきいただければと思います。 

○議長（高橋敬治君） 加藤勇君。 

○６番（加藤 勇君） 高齢者の生きがい対策、健康づくりに、今後ますます、努力をしてい

ただくことが、大事であろうかということを申し上げて私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

 

 

     ◎散会宣告 

 ○議長（高橋敬治君） ６番、加藤勇君の一般質問が終わりました。 

  以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれで散会します。 

  皆さんご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時１２分 

 

 

 

 

 


