
 

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

○議長（土屋清武君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前  ９時４０分） 

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

○議長（土屋清武君）  一般質問の前に申し上げておきます。質疑答弁は的確にわかり易く

要領よく行ってください。通告以外の質疑はできません。また、関連質疑は議長の許可を得

て質疑を続けてください。 

  質疑は一括質疑と一問一答方式どちらかを述べてから質疑に入ってください。それから、

固有名詞等は発言に十分注意してください。 

 なお、本定例会において町長に反問権を付与します。 

  最後に、傍聴人に申し上げます。議場内ではお静かにお願いいたします。 

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

       ◎一般質問 

○議長（土屋清武君） 日程第５、一般質問を行います。 

  質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

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

 ◇ 藤 井   要 君 

○議長（土屋清武君） 通告順位１番、藤井要君。 

          （５番 藤井 要君 登壇） 

○５番（藤井 要君） それでは、通告にしたがいまして壇上より一般質問を行います。 

  最初に行政経営の取り組みについて伺います。５月８日より12日にかけて町政の現状やま

ちづくりの方向性、問題点などを多くの町民に知っていただくとともに、町民の皆さんのご

意見を町政に反映させるためにとのことで13年ぶりに町政懇談会が４地域で開催されまし

た。 

  私は、各会場にお邪魔し、町民の方々のご意見に耳を傾けました。皆さんのご意見を地区

ごとそれぞれのご意見があり、大変参考になりました。 

  そこで、長嶋町政は皆さんのご意見をこれからの町政にどのように反映していくのか、ま

たこれからも定期的に開催していくのかお聞きします。 

  その中で、今回は中川地区で出ました桜の里づくりと岩科、松崎町内でありました津波対

策、避難地の確保について主に質問いたします 



 

  次に、くらし・環境についてであります。 

  長嶋町長の重点取組施策であります買物等支援事業が４月より実証運行が開始されまし

た。５月１日時点で199名の登録者があったと伺っておりますが、６月１日現在では何名に

なっているのでしょうか。 

  ２月の説明では３か月の利用実績をみて８月以降の本格運用を実施するか否かを判断する

となっていますが、町政懇談会の資料では概ね４か月間の実証試験を行うとなっています。

実証試験は６月までですか。７月までですか。 

  また、今後の運営に向けての問題点等が出てきているのではないかと思いますので、町長

の今後の取り組みについてお伺いいたします。 

  次に、３市町による広域ごみ処理事業についてであります。６月までに最終的な態度を示

さなければならない時期にきています。これまでの下田市、南伊豆町の状況から町長の結論

は推測できますが、今定例会において結論を出すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

  広域でやる、単独でやるにしても人口減少の中で事業を行っていくことは非常に厳しいこ

とでありますが、現焼却場の使用期限も迫ってきていますので、町長の今後の考え方、方針

をお聞かせください。 

  次に、遊休施設の利用についてであります。町政懇談会でも質問がありましたが、旧岩科

幼稚園の利用に対する質問が出ました。以前私の質問に高齢者のサロン的使用を考えている

との回答を受けたと記憶していますが、利用についての方針が決まったのでしょうか。 

  岩科地区に診療所を誘致との町長の構想もありますので、その辺も考慮した中で今後の利

用方針をお聞きいたします。 

  次に、文化・観光への取り組みについてであります。４月17日、伊豆半島が世界ジオパー

クに認定されました。ジオパークとは地球、大地と公園とを組み合わせた言葉で、大地の公

園を意味し、地球を学び、まるごと楽しむ場所だそうです。その中でもメインになる見どこ

ろとなる場所をジオサイトと呼びますが、松崎町のジオサイトはここだと観光客の方々にＰ

Ｒするほど整備されていないような気がします。 

  松崎は歴史と文化、わびさびのある町だと思っていますので、長九郎山のシャクナゲ、21

世紀の森、宝蔵院、なまこ壁の街など、これらをうまくまとめて松崎のジオを売り出してい

くべきではないかと考えますが、町はジオ世界認定、観光交流人口の増加等に向けてどのよ

うに取り組んでいくのか伺います。 

  次に、文化・観光への取り組みについてであります。那賀の花畑を使った事業が費用対効



 

果でみると町に貢献していないとの考えから休止になったと思いますが、今年の花の状況、

観光客の入込みはどのような状況でしたか。 

  花畑の休止を受け、多くの観光客の方から継続をして欲しいとの声もありました。そんな

中、町の有志が花畑を存続させるとの声を聞き、町に頼らず町民が中心となった事業が展開

されることに大いに賛同したいと思います。規模は縮小されると思いますが、町民が町のた

めに立ち上がったのですから、町としても応援すべきと考えますが、町長、いかがでしょう

か。 

  これで壇上からの私の質問を終わります。 

          （町長  長嶋精一君 登壇） 

○町長（長嶋精一君）  藤井要議員の質問にお答えします。 

  まず、１．行政経営の取り組みについてでございますが、その内の１つ目、町政懇談会に

ついて今後どのように反映させていくのかということでございます。 

  町政懇談会は、町政の現状やまちづくりの方向性、町の施策を広く町民の皆様に知ってい

ただくとともに、町民満足度の高い町を目指して率直なご意見やご要望を地域に出て直接お

聞きし、町政に反映させるために開催したものでございまして、町内４地区で延べ164名の

出席がありました。 

個別の内容についてはここで申し上げませんが、それぞれの地区で多くのご意見・ご要望

などをいただき、すぐにできるもの、中長期的な対応が必要なもの、実現困難なものに整理

して対処してまいりたいと考えております。 

ご質問のありました桜の里の構想などの個別事業については、関係地区、団体などのご意

見も伺いながら、毎年度行っている総合計画実施計画のローリングの際に検討してまいりた

いと思います。 

  また、津波対策につきましては、平成27年度から静岡県や住民の皆様とともに地区協議会

を設置して検討しているところですございますが、説明会やアンケート調査の結果、那賀川

水系河口周辺治水対策委員会の答申等を踏まえ、防潮堤や水門などの施設整備につきまして

は必要と考えております。 

しかし、町民の皆さんの合意を得て整備内容が決定したとしても、完成までには相当の時

間がかかるため、避難ビルや避難路の整備、防災訓練の実施など合わせて対策を図っていく

ことが重要と考えております。 

仮設住宅につきましては、現在の計画では総合運動場や旧民田町営住宅跡地となっていま



 

すが、今後、旧岩科小学校や旧三浦小学校のグラウンド、宮内の旧山田邸や鮎川地区基盤整

備により取得を計画している用地など町有地のほかに、クリーンピア横の多目的広場や岩地

の駐車場、耕作放棄地など民有地にも協力を求めていくことも考えております。 

仮設住宅用地は、町内だけで考えるには土地に限りがありますので、賀茂圏域の広域で調

整できないかといったことも並行して検討をしているところでございます。 

  それから、町政懇談会ついては今後も必ず年１回は実行してまいります。 

  続いて、２．くらし・環境について。その１、買い物支援事業の現在の利用状況でござい

ます。 

  買物等支援事業は、地区内に路線バスが運行されていない、または自宅からバス停までの

距離が遠いなどの理由から日常生活に必要な買物に困っている方を対象に、既存のタクシー

運行を買物等支援事業として運行することで、日常生活の利便性向上や外出時における経済

的負担を軽減しようとするもので、実施にあたっては調整に苦慮しましたがご承知のとおり

本年４月から週３回の運行を実施しているところでございます。 

現在の利用状況ですが、利用登録者数は５月25日現在、225名で、75歳以上の方が大半を

占めています。 

また、利用件数の実績ですが、４月分が50件、５月分は５月25日現在で53件となってお

り、今後、利用登録者の増加とともに利用件数は伸びていくものと予測しております。 

今後の取り組み方針については、現在、実証実験中のため、現時点では明確なことは申し

上げられませんが、基本的には実証実験後も本事業を継続し、町民の皆様から喜ばれる、き

め細やかなサービスを続けてまいりたいと考えておりますので、どうか本事業に対しまして

ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  続いて、くらし・環境についての２つ目、３市町による広域ごみ処理事業についてでござ

います。 

  １市２町によります広域ごみ処理事業につきましては、６月末まで猶予期間をいただくべ

く申し入れをしたところでございます。 

現在、他市町の状況を確認しながら内部で定期的に打ち合わせを行っており、広域化によ

り、いかに経費の削減や住民サービスの維持が図られるのかなどを慎重に精査しているとこ

ろでございます。 

現時点では最終結論には至っておりませんが、なるべく早い時期に議員の皆様にも説明で

きる機会を設けたいと考えております。 



 

また、１市２町での広域化計画が見直しになるような場合においては、さまざまな可能性

について今後検証していかなければならないと考えております。 

  続きまして、くらし・環境についての３つ目、遊休施設である旧岩科幼稚園をどうするの

かということでございます。 

  旧岩科幼稚園は、平成27年度まで幼稚園として使用されてきましたが、ご承知のとおり現

在は遊休施設となっているため、議員、ご指摘のとおり早急に施設の有効利用を図りたいと

考えております。 

現時点においては、私は選挙公約で「医療福祉の充実」の観点から旧岩科小学校跡地へサ

ービス付き高齢者住宅や診療所を誘致したいと申しましたが、旧岩科幼稚園については旧岩

科小学校跡地近くにあって津波浸水区域からも外れた好条件の場所に立地していること、ま

た現在、町内には２つの開業医があるのみで、災害発生時など不安な点を抱えていることか

ら旧岩科幼稚園へ診療所を誘致し、岩科地区を医療サポート地域として整備できないかを検

討をしているところでございます。 

 今の時点では、調整中としか報告できませんが、事業が円滑に進むよう努力しておりますの

で、ご理解くださいますようお願い申し上げます。 

  続いて、３．文化・観光の取り組みについての１つ目でございます。 

  「世界ジオパーク」に認定されましたが、町は今後どの様に松崎町をＰＲしていくのかと

いう質問でございます。 

  議員もご承知のとおり、県東部伊豆地域15市町で構成する伊豆半島ジオパークが４月17日

にユネスコから世界ジオパークに認定され、これまでの地域の取り組みが評価されたものと

大変嬉しく思っております。 

ジオパークは価値ある地質遺産を守りながら観光や教育に生かしていこうという取り組み

で、伊豆半島ジオパークには、114か所の見どころとなるジオサイトがあり、町内では弁天

島、室岩洞、千貫門など15か所のジオサイトがあります。 

平成23年に構成市町、商工観光関係者、交通事業者などからなる伊豆半島ジオパーク推進

協議会を設立して以降、ジオサイトの保全・活用・ＰＲ、ジオガイドの養成、ビジターセン

ターの整備、ジオツーリズムなどの事業を実施してまいりました。 

今後は、町としましては、協議会での事業と連携しながら、ジオサイトの案内看板の多言

語化への対応など環境整備を図るほか、町民の皆様にジオパークの価値を理解していただけ

るよう啓発活動を進めてまいりたいと考えております。 



 

  続いて、２つ目、那賀の花畑を使った事業についてでございます。民間主導で継続すると

の話もあるが、町としてはどう考えているのかという質問でございます。 

  本年の田んぼをつかった花畑は、５月５日をもって終了し、期間中６万6112人の来場者が

ありました。昨年より１万2000人ほどのマイナスとなりましたが、１日平均来場者では1612

人と昨年を上回りました。今年は比較的花の咲きも良く、桜の開花も早かったこともあり、

お客様への印象も強かったことと思います。 

私は、平成30年度予算に花畑の予算を計上しませんでしたが、今後花畑をまったくやらな

いと言っているわけではありません。継続することは必ずしも悪いことではないと思います

が、今一度事業効果や実施方法も検証しながら、見直すべきは見直してしていくことも必要

であると考えております。 

こうした中で、住民有志が立ち上がり花畑を継続していこうという動きが出てきたこと

は、多くの皆さんが自分たちのこととしても考えてくれていると、大変嬉しく感じておりま

す。 

今後、住民有志で組織する花畑実行委員会の皆さんとも話し合いをしながら、必要に応じ

て町として支援することを検討してまいります。 

  以上でございます。 

○５番（藤井 要君）  一問一答方式でお願いします。 

○議長（土屋清武君）  許可します。 

○５番（藤井 要君） それでは、許可をもらいましたので、最初の桜の里づくりということ

で伺いますけれども、これは中川地区の懇談会の中で出たことですけれども、私も再三質問

いたしましたけれども、桜がもうあちこちで枯れてきているという、いま延命化のためとい

うか、いろいろ枝を切ったりとか、植えたりとかやっておりますが、河津の例をとってもな

かなか河川に植えるということが難しくなっている状況であります。 

桜の里づくりということであちこちの観光地に行ったとしても芝桜があったりチューリッ

プとかいろいろやっているわけですけれども、これからやっぱり10年、15年後を見据えて松

崎が売っている花とロマンの中の桜、そういうところを考えていくと、門野あたりが・・、

この前でましたけれども、最適ではないかと。 

このあいだ船田からずっと道路沿いに植えていって、そして、江奈の方へと抜けるという

か、反対でもいいわけですけれども、そういうところにぜひとも10年、15年先を考えた施策

を打ってもらいたいと・・、町長も若干今から検討していくよということですけれども、本



 

当に何もない町というか、これから松崎を売っていくのには、先ほど言いましたわびさび、

そして、私は何もないということになれば、松崎のブータン・・、そういう心を・・、町長

も言いますよね。心豊かなまちづくり、そういうのをやっぱり・・、いまあなたの・・、町

長だったらできるような気がしますので、その点を桜の関係で回答を願えればと思いますけ

れども・・。 

○町長（長嶋精一君） 私は、私ならではというのにおだてられましてここで調子に乗って言

うわけにはいきませんけれども、私は、議員の時から、あるいは選挙にかけて町じゅう3000

世帯をかなり回りました。その時に、いま藤井議員がおっしゃられたようなご意見が随所に

あったわけです。 

  目の前にある花畑をやるのはいいんだけれども、それに投じるお金を少しでも将来のため

に松崎のこの花の中心はソメイヨシノだというふうな話がございまして、これを長寿命化あ

るいは新たに植えることはできないかというご意見がございました。そういうご意見もふま

えながら、花畑を中止したわけではございませんが、そういう考え方は私の脳裏にございま

す。 

  したがって、いまここで「こういうふうにやります」「こうやります」とは言いませんけ

れども、さくらの会の方々が一生懸命やっていますので、そういう方と協調しながら、ある

いはいま河津も・・、河津の町長と私ときしくも同期でございますから、ざっくばらんに話

ができます。河津も河津桜も寿命がきております。そういう問題を抱えておりまして、どの

ようにやっていくのかというのをこれからやはりざっくばらんに話ができるものですから、

聞きながらお互いがよくなるようにやっていきたいなと思います。 

  具体的な答えになりませんけれども、これくらいでお許し願いたいと思います。 

○５番（藤井 要君） 具体的に質問の中で言ったからといって答えられるわけではございま

せんけれども、本当にこれから生き残っていく、松崎が生き残っていくためということを考

えて、さくら会の方々とかいろいろそういう方もありますので、考えてもらいたいと思いま

す。来年また期待・・、どういうふうに方向が出てくるのか期待しておりますので、お願い

したいと思います。 

  もう１点の津波対策と避難地の関係、必要であるということは町長、もちろん私はわかっ

ているわけですけれども、今回、いま鮎川が伊豆縦貫道の土砂で区画整備して、そしてここ

のところ３分の１を松崎町が自由に使えるというようなことで、防災ヘリポートということ

を考えているわけですけれども、私も最近というか、また違う人と行ってきたときに、あそ



 

こはやっぱり伏倉橋からあの細い道路を通ってということになると町が考えている仮設住

宅、例えば、いま仮設住宅を借りますと、３年、５年とか長く福島の方ではやっているわけ

ですよね。 

  そうした時に、あの細い道路で何人が住むかわかりませんけれども、そういうことを考え

ると、私はいつも言っている仮設住宅の場所は広い場所、中川の建久寺から上の吉田とか峰

輪の方、あそこら辺をどうしても・・、下田線にもなりますし、縦貫道ができ上がれば道の

駅、警察・・、一本で繋がるというようなことで、そういったところを、町長、ぜひとも考

えてもらいたい。 

  その辺はこれからもまた検討課題だと思いますけれども、地域的には一番そこら辺がいい

んじゃないかと思いますけれども、どうでしょうかね、町長。 

○町長（長嶋精一君） 藤井議員のおっしゃったとおりのことは検討しておりますけれども、

いまさっきぼくの方で申し上げた民有地等も勘案しながらやってまいりたいと思います。そ

の点は藤井議員のお考えもいろいろとくみ取りながら今後やっていきたいと思っておりま

す。 

○５番（藤井 要君） これもね、民有地の関係、鮎川の関係でしたらかなりいっぺんにぽっ

とくるという可能性もあるわけですけれども、そういう使い勝手の面、そしてまた・・、前

にも言いましたけれども、いま東京直下型地震、そして関東大震災の関係、それがもう400

年に一度くらいくるという・・周期的な関係でこれはわかりませんけれども、そういう時に

東京の・・、町長は、いろいろ上の方とコンタクトもできますので、もしあれだったら、東

京直下型地震の時には、うちが被災していない時には、ウェルカムで仮設住宅で引き受けま

すよと、そういうために例えば、東京の例えば品川なら品川という名前でもいいですよ。 

  そこで、私たちもそういうところを整備したいから、あなたたちもちょっと援助してくれ

ないかとか、いつくるかわからない整備したところはスポーツ、例えばサッカー場とかいろ

いろ東京との交流・・、そういうスポーツの交流をはかるところに確保するよということ

で、そういうことも・・、ぜひとも菅さんもいますので、よろしく考えてもらいたいなと、

一言だけでコメントをお願いしたいと思いますけれども・・。 

○町長（長嶋精一君） 菅さんの話が出るとは予想もしなかったんですけれども、いまおっし

ゃられたことは、しかし、菅官房長官はともかくとして、発想としては考え得る発想だと思

います。それについては、具体的にまずこちらの方を整備して、それからそういう都会の方

たちを呼び込めるかどうかということも今後も検討していきたいと思います。 



 

○５番（藤井 要君） ありがとうございます。また今後の課題ということで、よろしくお願

いします。 

  次に、買物支援の関係ですけれども、先ほど、いま225ですか、増えたということですけ

れども。これは地域ごとにだいたいどこの地区がということまでは言いませんけれども、だ

いたいのことでいいですけれども、わかりますか。これは課長の方になるのかな。 

○健康福祉課長（新田徳彦君） 登録者についてですけれども５月25日現在で225名というの

が町長の答弁にもございました。 

  地区別でいきますと地区内、岩科、中川、三浦とそれぞれの地区からだいたいまんべんな

くいらっしゃる状況です。 

○５番（藤井 要君） これは、町内からもありますか。だいたい何件くらいとかわからない

ですか。岩科何件、例えば、中川どんかい、三浦は何件とか、わからないですか。 

○健康福祉課長（新田徳彦君） ４月、５月・・、５月はまだ25日まででございまして、まだ

そこまでの細かい集計までは、すみません、現時点ではやっておりません。 

○５番（藤井 要君） なぜ聞いたかというと、例えば、私の周りとか町内ですと、一応500

円払えば行けるんですけれども、町内の方、例えば、中江さんでもいいですけれども、近す

ぎて足が悪くてもタクシー500円ですよね。歩いて行かなければならないということ・・、

例えば、遠くの方ですと500円払えば、実際には3000円近くかかるんですけれども、それが

いかがなものかなと、私は行きたくても500円出して、例えば１キロ先になるかもしれませ

んけれども、乳母車じゃないけれども、ああいうのを押して・・、そういうところもちょっ

と抵抗というか・・、考えて欲しいということ。 

  先ほど言った問題点もありますから、これはまた聞きますけれども、その前に、この前の

２月の幾日かの時には、概ね３か月間の・・、今度の・・、この前の地区別の懇談会では概

ね４か月、これは３か月ですと７月に終わって１か月考えた後に８月実証ということになる

わけですけれども、４か月だと８月・・、そのまま実証の・・、ありますよね。これはどち

らが正しいですか。６月ですか、７月ですか。 

○健康福祉課長（新田徳彦君） 実証運行の期間ということで、ご質問があったと思います。

当初は４月、５月、６月の３か月間を見ればだいたいのおおよその実績というのが出るのか

なと考えていたんですが、４月につきましては、また周知期間ということで、登録者の方も

まだ100名に満たないこともありました。 

  また、５月につきましてはゴールデンウィークが入ったりということで、ご承知のとおり



 

月・水・金の平日運行ということになっておりますので、当初は４・５・６の３か月でみて

いたんですが、７月まで延ばしまして、４か月間の実証運行ということで、そちらの実績を

見ながら、８月以降の運行を考えてまいりたいと考えているところでございます。 

○５番（藤井 要君） そういうところがはっきりと・・、ただ文書を見たら数字が違ってい

たということなので、それはそれでいいということで・・。 

  ４月に50件、５月に53件使用があったということですけれども、これは金額的にはまだ集

計は取っていないと思いますし、当初の予定ですと月200件の予定でしたけれども、この辺

を考えて、そこからいくと200件といっても１人の人が往復すれば100件になるわけですけれ

ども、この50件もどういう利用方法になっているかわかりませんけれども、そこからいくと

ちょっと予想より少なすぎるんじゃないかと、そうすると、その200件に合せるためには、

いま中盤で２か月経っているわけですから、こういうことも必要じゃないかという問題点も

出てきているんじゃないかと思いますけれども、そこら辺も併せてお願いしたいと思います

けれども・・。 

○健康福祉課長（新田徳彦君） 利用実績ということでご質問があったかと思います。当初こ

ちらの事業につきましては、当町独自のものでございまして、ほかの自治体でやっている事

業ではございません。したがって、どれだけの利用実績が上がるのかというのがわからなか

ったんですが、とりあえず、当初予算の段階では月200件くらいの見込みでやっておりまし

た。 

  ところが、蓋を開けたところ、先ほど議員がおっしゃられましたように４月が50件、５月

25日までが53件ということで、だいたい町の補てん分とすると事務費を合わせますとだいた

い６万円前後というような金額で、当初予算を下回っているような結果となっております。 

  内容を見てみますと、一番多く１か月間で使われた方が往復７回、14回乗られたという方

が一番多いのかなと・・、あとは、まだ１回しか使っていないというような方がおりまし

て、町民の皆さんは謙虚なのかなというところもあるのかもしれませんけれども、とりあえ

ずそういう実績でございますので、もうしばらくちょっと登録者の方も徐々にではあります

けれども、いま225件ということで少しづつ増えてきております。これから夏に向けてまた

利用ニーズというのも高まってくるかもしれませんので、もうしばらく様子をみさせていた

だきたいと考えているところでございます。 

（藤井議員「問題点は・・」と呼ぶ） 

○健康福祉課長（新田徳彦君） 問題点につきましては、現状主だったところは特におおきな



 

あれはございません。 

  ただ、利用する中で、例えば２人乗って途中で降りた場合の対応はどうしようかというよ

うなこともあったりしましたけれども、その辺はケースバイケースで対応していくというこ

とでございます。 

○５番（藤井 要君） １人で14回乗ったという方も・・、どういう方が乗ったということを

ここでは詮索はしませんけれども、やっぱり内容等もやっぱり調べて、先ほども言いました

けれども、町内とか、例えばバス停からすぐにという方は500円で往復できるという方もい

るわけですよ。 

  ですから、そういうことを考えながら、また問題点をはじき出しながらやってもらいたい

と・・、２月の時の文書を見ますと、８月にそれを動向によってよすとか、継続するとか考

えますよということで、町長、ちょっといまのところ使い勝手がなんか少ないですよね。 

  お金の面からいえば、使い勝手が少ない方がいいかもしれないんですけれども、サービス

の面から使い勝手をよくするというような問題点もあると思いますけれども、町長、課長か

らいろいろヒアリングを受けているでしょうけれども、今の現状、中間報告、どう思ってい

るか、わかりましたらお願いします。 

○町長（長嶋精一君） 結論から申し上げますと、継続したいと思っています。と申しますの

は、いろいろと町を歩いていると、これについては非常に助かるというような声を数多く聞

いております。 

  それと、私は、確かに選挙公約の時には、買物支援等のタクシーとは言いませんでした。

マイクロバスを巡回させたいと言いました。 

しかし、これは非常に国交省の規制があって、そうはならなかったわけであります。しか

し、健康福祉課長がいま答えましたけれども、相当深夜まで検討して、このタクシーにたど

りついたわけでございまして、そういう中で、公約と違うじゃないか、公約違反ではないか

という方が一部いたということについては非常にがっくりしております。 

  要するに、消費者が、お客様が助かるという人が１人でも２人でもいたならば、私は継続

をしたいと思っています。 

  藤井議員は、いろいろな観点から、サービス面も多種あろうと思いますけれども、そこら

辺をまた意見を教えていただいて、できることについてはやっていきたいと考えています。

以上です。 

○５番（藤井 要君） 次に、広域ごみ処理の問題に入りますけれども、これは２月頃にもう



 

広域の関係、下田市では抜けるというようなことが出てきたわけですよね。それから、今度

は下田が単独でやるということで、ここでは町長の考えの中で町長がこう思っているだろう

ということは言いませんけれども、６月までに結論を出すということになると、本来だった

ら、この定例会で議員さんとの意見交換をしながら結論を出すべきだということになると、

今回の議案の中にも入っていませんよね。 

  町長、これは結論は６月発表、これはいつやるんですか。 

○町長（長嶋精一君） 今月中には議員の皆さんにお諮りしたいと思います。下田市がどうい

うふうにするかということはうわさの段階でありまして、まだはっきりとしたどうする、南

伊豆町から１市２町から離脱するとか、単独でやるという答えはまだ出ておりませんので、

下田市の状況を勘案し、南伊豆町のことも情報入手しながら我われのやり方というものをそ

れに加えて検討してまいりたいと思います。 

  ただし、自分の腹の中にはいろんな採算面もあるんですけれども、クリーンピアの過去の

歴史、それと一つにまとめてしまったならば、もし大変な災害が起きたら大丈夫かと、住民

に迷惑がかからないのかということも総合的に考えて、私は結論を出していきたいと・・、

その前に、今月中には早期に・・、もうすぐ下田市の方の情報が入ることになっております

ので、議員の皆さんにお諮りしたいと考えています。 

○５番（藤井 要君） ロケットエンジン月のブルドーザーに私は期待したわけですけれど

も、松崎はこれでいくんだと、お前たちのところは意見は聞くけれども、松崎町はこういう

方針だと・・、そういう力強いあれを聞きたかったんですけれども、これは下田の動向を見

てからということでありますので、将来的な人口減少、使い勝手、いろいろな面を考慮して

やってもらいたいなと思います。 

次に、遊休資産の運用になりますけれども、岩科幼稚園の関係、これは先ほど言いました

ように、１年前くらい前の回答では、老人憩の家みたいなそういうサロンということをやっ

ていましたけれども、１年以上経っても何も動いていないというような状況ですよね。 

町長の中での診療所というような話もあります。これは、診療所を例えば、そこに建てる

建てない・・、重文岩科の学校の方に行くにしても、あんまりこういう縮小している中では

新たな建物を建てるよりは、再利用していった方、私は効率的だろうと考えているわけです

よ。 

そこで、幼稚園ということがこの前も出ましたけれども、幼稚園は借地ですよね。それは

あと何年間位残っているのか、借地料までは聞きません。プライバシーの関係もあると思い



 

ますので、あと何年位残っているのか、そこをお聞きします。 

○教育委員会事務局長（山本 公君） 旧岩科幼稚園の借地の関係でございます。契約した方

の教育委員会の方からお答えをさせていただきたいと思います。 

  契約の関係につきましては、昭和57年から30年間の契約ということですので、一応平成24

年まで当初の契約ではなっております。ただ、その中でこの期間の定めについては契約更新

は妨げないということになっておりますので、引き続きその年数が30年間ということになっ

ておりますので、契約については継続をしているということになります。 

  当初の関係につきましては、幼稚園の用地ということでお借りしているわけですので、そ

の目的が変わってくれば、また契約者の方にもお話をさせていただいて、煮詰めていくとい

う話になると思いますけれども、先ほども町長の方で現在調整中というようなことで進んで

おりますので、現在についてはそういうことでございます。 

○５番（藤井 要君） いま驚きましたけれども、30年間・・、それでこれは幼稚園で平成24

年までですよね。 

そして、３．１１があって、松崎町の・・、いま新しいところに建てましたけれども、24

年までで、その時にはもう・・、また30年借りちゃった・・、ちょっと私は驚きましたけれ

ども、新しいところが建っているのに、もうそこにやろうと決めていたわけですよね。岩科

のあそこへと・・。それで30年・・、いくらだかわからないにしても、ちょっとおかしいん

じゃないかと思いますよ。これは。 

  これをちょっと突きたいと思いますけれども、次の時間的な関係もあるから、聞きません

けれども、平成24年・・、21年に東北の震災が起こって、それから問題が出ましたよね。統

合するんだという中で、そしてあれができ上がったのが27年、３年前で、その中で話・・、

そこに建てないんだったら、おかしいですよね。 

  これは、ここでああだこうだと言ってもしょうがないからやめますけれども、町長、私は

先ほど言ったように、ある建物で再利用できるものだったら、した方が将来的にはいいと思

います。 

  このあいだ西伊豆町の方々と東京の方と静岡に行った時にお話した中で、上物が約１億円

かかるよと、あと、また機械とかいろいろあるでしょうけれども、そこまではいくらか聞き

ませんでしたけれども、安良里も田子も１億円以上、あれは話の中で先ほど松崎にはいま２

つの病院しかないということで、西伊豆は昔から地域医療みたいな下地があったんですよ

ね。私も農協にいましたから、田子の方に行ったこともありますけれども、田子の農協とい



 

うか、田子の本所の中に病院があったんですよ。漁協は漁協であったりとか、あそこは安良

里地区、賀茂村で仁科、田子と分かれていたものですから・・そういう地域で・・。 

○議長（土屋清武君） 藤井議員、時間がありませんが、延長しますか。 

○５番（藤井 要君） 延長してください。 

○議長（土屋清武君） ５分延長します。 

○５番（藤井 要君） 時間の関係がありますから、一言だけいいますけれども、また町長、

そういうことも既存の施設を使うということで考えてもらいたい。その一言だけ答え

を・・。 

○町長（長嶋精一君） 藤井議員のいうとおり既存の施設はできるだけ使いたいと思っていま

す。 

  そもそも私はこの岩科地区を医療サポート地域にしたいというのは、万が一大きな津波が

来た時に、石田医院さん、中江医院さん、この２つ、それと隣町の西伊豆病院も極めて危な

いところにあるわけです。 

  したがって、そこら辺が津波に襲われた場合は、誰がどこの医院、病院が住民を助けるこ

とができるのかを考えますと、やはり岩科地区、岩科幼稚園、旧岩科小学校、この辺は重文

岩科学校も明治からの風雪に耐えているわけです。 

  それと、幼稚園もそこに現存としてある。こういうことを考えますと、おそらく安全な地

域だろうと、したがって、ここに何とか診療所を誘致したいと努力をしております。これ

は、今現在統括課長が必死になって動いています。ちょっと進捗を言いますか。 

○統括課長（高木和彦君） 実際には、地域医療振興協会というのがありまして、これは、田

子診療所、安良里診療所、大きくは今伊浜病院なんかも経営しているところですけれども、

そちらの方と内々といいますか、準備を進めているところでございます。 

  実際にこのあいだ行きまして、前向きに調整をしていくよというような返事はいただいて

いるところでございます。 

○５番（藤井 要君） じゃあ、いろいろ病院の関係ですね。町民も望まれていることと思い

ますので、いい方向で進めてもらいたいなと思います。 

  次に、文化・観光の関係で、世界ジオの関係ですけれども、先ほど、うちの方は15か所ジ

オサイトがあるということですけれども、あまり・・室岩洞とかあるわけですけれども、そ

んなに目立ったというのが自分の感じとしてはないわけですよね。あそこの中瀬邸のところ

にも小さい、２坪くらいですか、あそこの建物もありますけれども、まだまだ整備が足らな



 

いんじゃないかと・・、ＰＲしていくには、これからどのようなことを考えているのか、答

弁願いたいと思いますけれども・・。 

○企画観光課長（髙橋良延君） ジオパークの関係でございます。 

  松崎にはジオサイトは15か所ということで申し上げました。その中でも特に千貫門ですと

か、室岩洞とか、弁天島ということで申し上げました。 

ただ、このジオサイトについては、松崎町だけじゃなくて、元々ジオパークというのは15

市町、伊豆半島全域で114か所あるということで、ここはオール伊豆体制でいずれにしても

ジオパークをＰＲ、推進していこうということでございますので、その中で松崎町はどうい

ったジオサイトがあるということで申し上げましたけれども、いずれにしても一体となって

やっていくということ以外にないのかな思います。その中で松崎町が努力することは努力す

るということで、協議会とともにＰＲしていくということであると思います。 

特に松崎町としては、ジオの案内看板、これから世界各国の方からいわゆるインバウン

ド、外国の方も多く来ると思いますので、そういった案内看板の多言語化といったことは早

急な対応が必要かなと考えておりますので、あとは、住民の方々への啓発ということで考え

てまいりたいと思います。 

○５番（藤井 要君） 時間がなくなってきましたので、このジオサイトの関係は、地域懇談

会でも出ましたけれども、私は思っていましたけれども、前の町長なんかもよく力を入れて

おりましたけれども、長九郎山、しゃくなげ・・、最近行って来た方も素晴らしいよ

と・・、これは仁科からでしたけれども、上の展望台に乗って、あんな素晴らしいところを

利用しないあれはないということも・・、車的にまだ整備もできていないよと・・、そし

て、私はうまく使ってくださいよと先ほど言いましたけれども、宝蔵院の関係、21世紀の森

もありますよね。そういうのをうまくやりながら売っていくべきではないかと・・、ですか

ら、新たに門野地区というのはそういうのになれば、門野も入るし、宝蔵院も入るし、長九

郎も入る、ハイキングコースができたりとか、そういう癒しのまちでもあるわけですから、

そういうのをぜひとも検討してもらいたいと思います。 

  あと３分しかないもので、回答は・・、検討してくださいと私からのお願いになりますけ

れども、ぜひとも・・、この次の時にまた質問するかもしれませんので、回答の方をその時

にはお願いします。 

  最後になりますけれども、花畑の関係、これは休止ということでやりましたけれども、町

長、完全休止ということではないと、考えるということで、今度は町の有志が「じゃあ、や



 

ろうか」と言って、これは民間が立ち上がったということで、先ほども私も言いましたけれ

ども、こんないいことはないよということですよね。 

  うちの議員の中にもその関係者もいて、そして、このあいだ・・、縮小してやるよという

ようなことがいま進んでいる。そうした場合に、今までの半分位、町がやっていた・・、縮

小ですから半分位のお金でできるよと・・、事業運営費が約180万円位だと思います。 

  そして、ここにも、先ほどの資料の中にもありましたけれども、管理費ですね。トイレと

か、そういう駐車場の関係190万円ですか、これはもう桜の花の関係もありますし、花見舟

なんて関係でトイレもないということになると町が何もやらないということになると、来た

観光客だって不便を来すわけですね。 

  ですから、私は、もしあれでしたら、事業運営費の関係はそういう実行委員会にお任せし

て、トイレとかそういう駐車場とか、そういうハードの部分を町がある程度援助してやる必

要があるんじゃないかと思うんですよ。 

  縮小するから、これは190万円、それで駐車場係もいますけれども、ここら辺も見直し

て、若干なりとも経費節減に努めることはできないかと思います。 

  それで、町長、ぜひとも・・、それともう一つ、これは花畑と人形は・・。 

○議長（土屋清武君） 時間ですからまとめてください。 

○５番（藤井 要君） これは一体となったものだと私は考えております。ですから、花畑を

応援する時にリアルかかし、これもぜひともやれるようなことで応援してもらいたいと思い

ますけれども、町長、その点は・・、応援してやるよという強い確約は得られないでしょう

か。 

○議長（土屋清武君） 町長、時間がないですから、簡単にやってください。 

○町長（長嶋精一君） 行政主導のまちづくりから行政と町の有志の協働のまちづくりという

のは非常にいいと思います。何でも町がやれやれではもうまずいわけでありまして、ですか

ら、先ほども申しましたとおり、花の有志の人たちとじっくり話し合いをこれからしなが

ら、藤井議員がおっしゃるような形で応援できるところは応援していきたい。絶対自分たち

でやるんだという芽は摘まないように応援してまいります。よろしくお願いします。 

○５番（藤井 要君） 町長の力強い回答も得ましたので、来年の花畑、お客さんが東京の方

から来ることを期待して、リアルかかしと一緒にまちづくりを応援しますので、よろしくお

願いします。どうもありがとうございました。 

○議長（土屋清武君）  以上で藤井要議員の一般質問を終わります。 



 

暫時休憩します。 

（午前１０時３５分） 

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


