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

○議長（藤井 要君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                               （午後  １時００分） 

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

         ◇  田 中 道 源  君 

○議長（藤井 要君） 一般質問を続けます。 

通告順位３番、田中道源君。 

         （３番  田中道源君  登壇） 

○１番（田中道源君） 通告に基づきまして、一般質問を壇上よりさせていただきます。 

先日、松崎未来デザイン会議というものが開催されました。そこでは早稲田大学、静岡大

学、常葉大学、また、松崎高校の生徒の方々が開催をしていただいたわけですけども、このよ

うな取り組みがこれからも続いて行きまして、松崎の交流人口が増えていけたら良いなと思い

ます。そんな中で、本日は３件につきまして質問させていただきたいなと思います。１つ目は

花畑について、２つ目は待機児童解消について、そして３つ目は鳥獣被害について質問したい

と思っております。 

２月に花畑が準備されてから３月、４月、５月と開催されたわけですけれど、２月ベースの

売上げを基に、３月、４月の売上げというものを・・15店舗ほど協力していただきまして、教

えていただいたところ、１店舗当たり平均70万円の売上げが上がったというふうに聞いており

ます。やはり、この花畑というのは、松崎の資源を活かした大切な事業でありまして、花畑の

中での収支がどうとかの前に、松崎全体に及ぼしている経済的効果というものは見逃せない部

分があると思います。その中でですね、５点ほど質問させていただきます。 

６月の第２回定例会の一般質問にて、花畑実行委員会と協力していくという答弁をいただい

ているわけですけれど、来期の花畑におきまして、実行員会ではアフリカキンセンカを蒔くん

ですけれども、町が担当している場所はレンゲを蒔くというふうに聞いています。観光課との

話し合いにおいても、アフリカキンセンカを蒔いて欲しいよというお話をお願いしている中

で、あえてレンゲ畑にする理由を１つ目に聞きたいと思います。 

２番目としましては、来期、花畑実行委員会は河津町との桜まつりと協力して、２月より花

を咲かせようとしております。これについて町としてどういうような協力ができるのか聞きた

いなと思っております。 
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３つ目は、花畑付近の農道で、まだ舗装されていない部分がございます。もう既に、花畑実

行委員会としましては、賀茂農林事務所の方に要望を出させていただいているんですが、町は

この舗装されていない部分に関してどうのように考えているのかを聞こうと思います。 

４つ目に河津町の桜まつりとの協力やレンゲを含めて、規模が前回より拡大する中、大幅に

来客数が増えることが見込まれるわけでございますけれど、これまでの駐車場だけでは、おそ

らく対応出来ないと思う中で、花畑周辺の空き地を駐車場経営等、土地の所有者の方々に提案

する計画かあるかどうか、それを聞きたいと思います。 

５つ目としましては、今回、レンゲを蒔いておりますけれども、町の方ではレンゲの種を蒔

く時期というものをしっかりと調査して、適切な時期に蒔いたのかどうか、これを確認したい

と思います。 

２番目の待機児童解消についてです。これまで２年間にわたりまして、１名ではございます

けれど、待機児童というものが発生しておりました。来期に当たりましては、いわゆる預けな

いと仕事ができないというそういう話ではありませんけれども、預ける環境であるんであれ

ば、預けたいよという方がやはりいらっしゃるそうです。そんな中で質問したいのは、１番目

としまして、これから先、幼稚園の延長保育を行うことで、保育園から幼稚園に移転する児童

が増え、その結果、保育園で２歳児以下の幼児を預かる余裕ができるのではないかと思うので

すが、そのような計画があるかどうか。 

そして２番目は、西伊豆町に協力をいただきまして、当町の２歳児以下の幼児を預かっても

らえるように依頼することは出来ないものかとそれを聞きたいと思います。 

そして３つ目としましては、河津町や東伊豆町において、家庭的保育というものを既に行っ

ているという事業主さんがございます。松崎町において、そのような計画があるか、その３点

を聞きたいと思います。 

そして、３つ目は鳥獣被害についてでございますけれども、先般、台風19号の折に見回りを

させていただきました。その際に、いわゆる千葉だとか、大きな被害とは違うんですけれど、

土砂崩れが多少なりとも起きているところがございまして、昔はこんなこと無かったけれど

も、最近、大雨が降るとここが崩れるんだというお話しを聞きました。その原因というのが、

鹿や猪による被害によってですね、上流の方が荒らされているから、このようなことになって

いるんだよねというお話しを聞いた中で質問をさせていただきたいと思います。 

１つ目としましては、鹿・猪による山林が荒らされていることにより、台風や大雨のときに

災害がよりひどくなっているんですけれども、松崎町単体ではなく、市町を越えて協力する計
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画というものがあるのかどうか、これを聞きたいと思います。 

そして２つ目としましては、現状、鳥獣被害の対策といたしまして、猟友会さんに委託して

駆除することが主であると思うんですけれど、更に殺すだけではなく、駆除するだけではなく

ですね、それを食肉加工するであったりとか、販売するなどの計画があるかどうか、この点に

ついてお聞きしたいと思います。壇上からは以上とさせていただきたいと思います。 

         （町長  長嶋精一君  登壇） 

○町長（長嶋精一君）  田中議員からの質問にお答えいたします。まず、大きな１、花畑につい

てでございます。その１、企画観光とアフリカキンセンカを蒔いて欲しいというふうに言った

んだけれども、レンゲにした理由は何かということですね。お答えします。６月定例議会の一

般質問において、来春は民間で実施するこれまでの花畑に、町の新たな種類の花を植えた花畑

を加え、新たな展開ができればと考えているとお答えしました。そのうえで花畑の実施にあた

っては、花畑実行委員会等と意見交換しながら進めており、町としては、花畑実行委員会が行

う花畑1.2ヘクタール部分に加え、1.8ヘクタールにワイルドフラワーの種を蒔き、協力してま

いりました。ワイルドフラワー以外の田んぼにはレンゲを蒔きましたが、レンゲの持つ緑肥と

しての土壌改良機能や害虫駆除、雑草の抑制に効果があること。ミツバチが蜂蜜を作るための

蜜源植物であるとともに、農村景観が残る松崎町に日本の花であるレンゲは大変マッチすると

考えたからであります。 

花畑についての２つ目、来期、花畑実行委員会は河津町と協力すると、町はどのように協力

するのかという質問でございます。お答えします。花畑にいかに多くのお客様が来ていただく

かということを考えたときに、広域で連携していくことは重要であると思います。１月の下田

市の水仙をはじめ２月の河津町、南伊豆町の桜、その後の松崎町の田んぼをつかった花畑とい

うように、これまでも伊豆半島に多くのお客様に来ていただくために、市町や交通機関と広域

で連携して、早春の伊豆の花で巡る企画を展開してきているところでございます。今年の２月

には、はじめて町・振興公社・観光協会の職員が協力して河津桜まつり会場で誘客ＰＲをして

おり、引き続き来年も河津町にご協力をお願いして、ＰＲ活動ができるようにしてまいりたい

と思っております。 

花畑についての３つ目でございます。花畑付近のまだ舗装されていない部分、町としてはこ

の部分についてどういうふうに考えているかという質問でございます。ご質問の農道は、県営

中山間地域総合整備事業において、賀茂農林事務所が実施している農道桜田・中耕地１号のこ

とと思いますが、賀茂農林事務所に確認したところ、中耕地の中心にある排水路と並行して通
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っている中耕地線まで、農道開設工事及び舗装工事が実施できるよう、令和２年度の予算要求

を行っているとのことであります。 

花畑について４つ目、河津町の桜まつりと協力して相当のお客さんが来られると思う。花畑

周辺の空き地で駐車場経営を考えることはできないかというような質問でございます。花畑の

駐車場につきましては、基本的に現在の駐車場で考えてまいりたいと思います。民間の方が駐

車場経営を行うことは、独自の判断に委ねたいと思いますが、今後、対岸の鮎川地区の整備も

進められてきますので、公共用地の駐車場利用については検討してまいりたいと思っておりま

す。 

花畑について５つ目でございます。レンゲを蒔く時期が、しっかり検討したのかという質問

でございます。今回、レンゲを蒔いたのは、先ほどもお答えしたとおりレンゲには土壌改良機

能や害虫駆除、蜜源、雑草の抑制などに効果があり、松崎町の農村風景には日本の花であるレ

ンゲは大変マッチすると思いました。レンゲを蒔く時期については、一般的に９月下旬から11

月上旬と言われており、早いところでは稲刈り前に蒔くこともありますが、今回はレンゲ畑を

行っている農業者に相談したうえで、稲刈り後の10月下旬に蒔きました。 

大きな２つ目、待機児童解消についてでございます。その内の１つ、これから先、幼稚園の

延長保育を行うことで、保育園から幼稚園に移転する児童が増えその結果、保育園で２歳児以

下の幼児を預かる余裕ができると思うが、そのような計画がないかという質問でございます。

お答えします。本年11月末現在で、町が聖和保育園へ保育を実施委託している園児数は、町外

から委託された保育園児３名を含めて75名で、そのうち２歳児以下の園児数は27名となってお

ります。また、保育園の待機園児については０歳児の１名となっている状況であります。ご質

問の、これから先、幼稚園の延長保育を行われれば保育園で２歳児以下の幼児を預かる余裕が

できるため、幼稚園において延長保育を行う計画があるかということですが、教育委員会では

幼稚園児の確保のため延長保育の可否を検討しており、今のところ実現には至っておりませ

ん。しかしながら、今後、もし幼稚園で延長保育が行われることになり、その結果、保育園の

園児数が減って保育定員を大きく割るようなことになれば、２歳児以下の幼児を受け入れる余

裕が生まれてきますので、その際には保育園のクラス編成を考慮して、２歳児以下の幼児を受

け入れるなど柔軟な対応をしていきたいと考えております。 

待機児童の２つ目にございます。西伊豆町に協力していただいて、松崎町の２歳児以下の幼

児を預かってもらえるよう依頼することはできないかという質問です。お答えします。町外へ

の保育実施委託については、そこの自治体で受け入れを承諾していただければ保育園児の受け
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入れは可能となっております。したがって、西伊豆町に協力していただいて、２歳児以下の幼

児を預かってもらえないかということですが、事前に西伊豆町の承諾が得られれば、当町から

２歳児以下の幼児の保育を委託することは可能となっております。ちなみに、現在、聖和保育

園では、逆に西伊豆町から保育の委託を受け、２歳児１名を預かっている状況であります。待

機児童の３つ目であります。河津町や東伊豆町において家庭的保育を既に行っている事業主が

あるが、松崎町においては、計画はあるかという質問でございます。お答えします。家庭的保

育の事業は、保護者に代わって保育士と同等の資格を有する者を家庭保育士として町が認定

し、安全や衛生面などに配慮したその方の自宅などで保育を行うもので、認可保育所の位置づ

けとなります。今後、当町でも家庭的保育事業を行う計画があるかとのご質問ですが、今のと

ころ家庭的保育を希望される事業主からのお話は聞いておりませんので、現在のところ町での

計画はありません。 

大きな３つ目の質問であります。鳥獣被害について、松崎町単体ではなく、市町を越えて協

力する計画はあるかという質問でございます。お答えします。シカなどによる鳥獣被害の森林

への影響は、下層植生の消失によって始まり、森林土壌の表面が裸地化し、流失して生態系の

破壊につながっていきます。その結果、急峻な地形ほど表面流が増し、土壌が流出し、斜面の

崩壊につながることがあります。土壌流出は、林地に届く弱い雨でも起こり、地下への浸透機

能もなくなり、強雨時には山腹崩壊の引き金にもなります。また、裸地化した林床からは森林

の再生は非常に困難になります。鳥獣被害対策については、町だけでなく賀茂地域での広域連

携連絡会や、ＪＡや猟友会なども含めた伊豆地域鳥獣害対策連絡会でも検討をしています。賀

茂地域では県で行う管理捕獲や東伊豆の三筋山で奥山捕獲を行ったり、伊豆森林組合でも国有

林内で捕獲はしているものの、なかなか被害が減らないのが現状です。今後も、引き続き、情

報交換や対策の検討をしてまいります。 

鳥獣被害の２つ目にあります。食肉加工として販売する等の計画はないのかというご質問で

ございます。お答えします。ジビエの加工処理施設については、先ほどの広域連携連絡会の中

でも検討はしております。処理・加工施設の他市町の事例では、施設建設に約６億円の工事費

と莫大な費用がかかり、その後の人件費や燃料費など維持費も継続してあるため、かなり負担

が大きいとのことでした。また、食肉加工はできませんが、解体処理の機能のみの施設では、

建設工事費は約２千万円と安価ででき、処分は既存の焼却施設で焼却処分する方法など実施し

ているところもあります。このような事例を参考とすると、単独では加工処理施設の建設は難

しく、広域で検討をしていく必要があると考えておりますが、しかし、食肉として利用するた
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めには、加工処理施設に持ち込む時間の制限や販路の確保など、課題は多くあります。 

以上で、田中議員の質問にお答えしました。  

○１番（田中道源君）  一問一答でお願いいたします。 

○議長（藤井 要君）  許可します。 

○１番（田中道源君）  それでは、花畑の件についての１番目の方から、更に質問したいと思い

ます。先ほど、レンゲを蒔いた理由というのが農家さんの視点であったり、この松崎の農村と

いうものにマッチしているからだというふうなお答えがありました。それは、確かに、農家さ

ん、農業のことを考えたということで、そのご答弁は分かりましたけれども、１つの観光客、

いわゆる交流人口というものを呼び込むんだという視点の中で、他の市町に無い、松崎にしか

ないものという視点でいきますと、レンゲというものは種も安価でございまして、日本全国い

ろんな所にレンゲ畑というものはございます。それに引き替えましてですね、アフリカキンセ

ンカの方、いわゆるワイルドフラワーというものは、種自体がちょっと高価なものでございま

して、実は他所の市町から、いくらくらいするんですかという問い合わせが、実行委員会の方

にありました。そして、いくらくらいですという話をしたら、そんなに高いんでしたらちょっ

と難しいですねというふうに諦められていたんですけれど、逆に言いますと、他に真似ができ

ない真似しづらい花なんだろうなと思います。河津桜が河津の特産であり、まあ、名物という

んでしょうか、南伊豆では菜の花が名物でありっていう中で、松崎に来ればあのオレンジ色の

アフリカキンセンカっていうものが、ひとつ特徴になるんじゃないかなと思うんですけれど、

その点についてはどのように考えられますか。いわゆる、他の町では真似できないものなんじ

ゃないかというふうに考えるんですけれど、町長はその辺についてどうお考えでしょうか。 

○企画観光課長（髙橋良延君） 確かにですね、ワイルドフラワー・・これ、2000年からずっと

やってきました。それで、１つ定着しているかなということであります。今回、全くワイルド

フラワーを止めてということではございませんので、１つは那賀の花畑をワイルドフラワー、

もう１つはレンゲ。やはり昔から、岩科地区、中川地区でも田んぼ一帯、それが見事なレンゲ

畑になった、そういったこともございます。それを含めまして全体をワイルドフラワー及びレ

ンゲで演出していこうということでございますので、決してこれは、レンゲが他に一杯あるか

らということではなくて、松崎のこの景観にマッチするいわゆる花であるということで、ワイ

ルドフラワーと共に考えています。 

○１番（田中道源君） 松崎の景観にマッチするということで、確かに咲いている時期、レンゲ

がきれいに咲いている時期は恐らくきれいに見えるんじゃないかなと思います。しかし、前回
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ですね、実はワイルドフラワーだけでなく実行委員会としてもレンゲを蒔きまして、その検証

をさせていただきました。その結果、咲いている時期というものがそもそも短くて、すぐに枯

れてしまいまして、枯れた後っていうのが、見づらいというんでしょうか、あまりきれいでは

なかったです。花畑自体が、今年は２月中旬くらいから咲かせようと思っておりますので、３

ヶ月くらいですね、３ヶ月ちょっと花畑としてやって行こうと思っているんですけれど、その

中で、恐らくレンゲの咲いている時期というのは、２週間くらいになるんじゃないかと思うん

ですが、それ以外の期間っていうのはどう考えていますか。 

○企画観光課長（髙橋良延君） 今回レンゲを蒔いたのが3.6ヘクタールでございます。いわゆ

るレンゲの開花時期というのが４月から５月ということでございますので、ちょうど桜の時

期、それから５月の連休のところまでというのが、大体レンゲの開花時期であろうかなという

ことで見込んでおります。 

○１番（田中道源君） 今、お答えになられたとおり、咲いている時は良いと思うんですけれ

ど、咲いていない時期というのがだいぶ、長いと思うんですけれど、かなりの広範囲にわたっ

ての部分が咲いていない時期の方が多いような現状になるかと思うんですけれども、その認識

で合っていますか。 

○企画観光課長（髙橋良延君） 開花するまでは、当然、花は咲きませんので、それまでは、そ

この3.6ヘクタールに花が咲いているという状況ではございません。 

○１番（田中道源君） それでは更にですね、今回、種を蒔いている時期というのが、田んぼの

所有者の方と相談しながら時期を決めたということでございました。ですけれども、私もレン

ゲについて調べましたところ、播くに適している時期というのが、稲刈り前くらいに播いて、

やっときれいに咲くんだというふうに聞いております。その中でですね、町が播いた時期とい

うのが、稲刈りが終わって、だいぶ経ってからだったと思うんですけれども、それで、きれい

に咲く予定でございますか。 

○企画観光課長（髙橋良延君） これも先ほど言いましたように、農業者に相談して、これは稲

刈り前にということもあるけれども、稲刈り後でもということで、その方にも伺ったところで

ございます。ですので、来春に、一応、どういう咲き方をするのかは、我々も実証的なものも

ありますので状況を見ながら、来年は播き方についても、稲刈り前と稲刈り後の所を分けてや

るとか、そういう播き方も考えて行きたいなと思います。 

○町長（長嶋精一君） 花畑実行委員会の皆さんとね、協力してやって行きましょうというふう

に言っておりまして、まさか、そういう状況の中で、これだけレンゲについてね、ご批判みた
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いな話が出るとは思いもよりませんでした。レンゲの効用ということについて、るる説明して

まいりました。そして、もちろんお客さんに喜んでもらうのは第一であります。しかし、今、

私どもの松崎町では、蜂蜜というのも有力な商品になっております。蜂蜜ね。ふるさと納税で

非常に人気が高いわけです。その蜂蜜が、非常に量が採れるのが少なくなっています。という

のは、ミツバチが少なくなっているというのが大きな原因なようです。ミツバチは、レンゲを

好むという・・これも前に説明をいたしました。それについて、詳しく言っても言いですか。

これは、県の農林技術研究所の方が新聞に投稿されておりました。これは平成22年の７月の新

聞であります。8年以上前から、私はこのレンゲについて注目しておりまして、花畑には、こ

のレンゲが良いなとずっと思い込んでおりました。そして、松崎町の小中高校生がマイドリー

ム2016年という、自分たちの夢を語る機会がございまして、そのとき下田高校の生徒・・松崎

中学校出身ですけれども、その高校生が、田んぼを使った花畑にレンゲを全面にしていただき

たいと、そのレンゲ畑に寝っ転がりたいと、青空を見たいというようなことを言ったわけです

けれど、私の小さいときも、レンゲ畑はかなりございました。小さいときの原体験でございま

す。レンゲは緑肥としてすき込むことで、土を肥沃にすると。そしてレンゲには、また違う重

要な機能があると、コモリグモを保全する力があると。コモリグモは、水田や畦を歩き回る害

虫を捕まえる天敵であると言うようなことが書いてあります。そして、最近では、ミツバチが

減少していると、それが問題になっていると、レンゲはミツバチの蜜源として優れている。レ

ンゲは、花粉を運ぶミツバチ以外の虫に蜜を奪われないように下の花びらを閉じている。そし

て、ミツバチだけがレンゲの花びらを押し下げて、密を吸うことができるというふうなことで

あります。咲き終わったレンゲは、地面で分解するときに有機酸を出して、雑草の発生を抑え

ることが出来るというように、私が良いことばかりを言っているだけじゃなくて、専門家が書

いております。このようなことですので、私はレンゲが良いと思っているんですけれども、結

果においては、どうなるかはまだ、神のみぞ知るということですけれども、大多数の松崎町の

町民はレンゲを支持するんではないかと私は確信を持っております。 

○１番（田中道源君） 先ほど、平成22年から８年間、注目されていて、そしてその中で、蜂蜜

のために、レンゲが今、大事だからということで、レンゲを推しているんだというふうなご説

明だと・・・ 

（町長  長嶋精一君 「そればっかじゃないよ・・。」）  

○１番（田中道源君） 私はですね、交流人口を増やしたいという観点でワイルドフラワーを推

しております。そんな中でですね、それだけではないとおっしゃいましたけれども、今年レン
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ゲを増やす決断をされて、でも８年前から注目されていたのに１度予算をカットした。その経

緯っていうのは、どういうことなのか教えていただけますでしょうか。本当でしたら、そこの

ところでも、レンゲを蒔いていても良かったのではないかと思うんですけれど、１度は予算を

カットしていながら、私ら実行委員会が始めたところ、それは良いことだということで協力す

るんだと言っていただいて、今回予算が付いたものに、それは当然、交流人口増加の目的で付

けられているものかと思っておりましたが、実は蜂蜜のためだったと。それは８年前から、注

目していたということなんですけれど、１度予算をカットした、その理由を教えていただけま

すか。 

○町長（長嶋精一君） ちょっと、あの勘違いをしていると思います、交流人口を増やすことは

第一です。しかし、そればっかりではないということを言っているわけです。そして、８年前

に私はこれを読んで、いつかはこういうふうにしたいなという思いがあったのです。だから、

町長になってすぐやったということではなくて、今までは、もう町がお金を出して、アフリカ

キンセンカ等をやるのが当然だぐらいの気持ちがあったもので、これからの町づくりというの

はね、やはり町だけがやるのではなくて、住民も協力しながらやりましょうよという、そうい

う体制が私は必要だと思った。だから１回は休んで、あるいは連作障害もありました。１回は

休んで、そして、また、仕切り直してやろうじゃないかという考えがあったわけです。別に、

あの、作戦を立ててやっているわけじゃなくて、やっぱり町づくりというのは、コミュニティ

ーというのは、町民と、それから町が一体となってね、やんなきゃまずいと思っていますから

やったわけで、花畑実行委員会は、それによって・・それによってではないかもしれないけれ

ども自分たちでやるんだと、自分たちでこれをやって行こうじゃないかという機運になったの

も、やはり１回休んで、皆さんが力を付けたというふうに私は解釈しております。まあ、これ

以上は、私は申し上げることはありません。 

○１番（田中道源君） 交流人口の増加が第一だという言葉をいただきましたので、そちらの方

で話をもう少し掘り下げさせていただきます。 

去年というか、前期に花畑で、私らの方でもレンゲを蒔かせていただきました。その結果、

さほど良い形ではなかったよという結果を話し合いの時に、お伝えしていると思います。咲く

時期も短いし、その枯れた後も結構汚らしくなっておりますし、あまり良くないんじゃないか

っていう、私らが検証した結果をお伝えしております。なので、今回の280万円の予算の中か

ら、また検証するんだっていうのは、もう既に、私らが検証したものを結果として教えており

ますので、それは違うんじゃないのかなというふうに思っております。そして、交流人口を増
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やすっていう中で、やはり他にはない、松崎にしかないからこそ来てくれるっていう観点から

いくと、やはりアフリカキンセンカ、ワイルドフラワーっていうものを蒔いていただくような

ことを考えていただきたいなと思うんですけれど、蜂蜜よりも交流人口の方が主であるのであ

れば、そっちの方が選択肢としては大事だと思うんですけどいかがでしょうか。 

○企画観光課長（髙橋良延君） ワイルドフラワーはですね、実行委員会が蒔いたワイルドフラ

ワーは1.2ヘクタール。それ以上に町も、1.8ヘクタール部分にワイルドフラワーを蒔いて協力

してきております。これは実行委員会が何度も話し合いを重ねて、そういうふうになっており

ますので、全く町はワイルドフラワーを協力していないということではなくて、花畑実行委員

会以上にそこのところは、ワイルドフラワーの花畑を増やそうというようなことでやってるこ

とはご理解下さい。それで今、レンゲの検証をしたということでお話がありましたけども、や

はりそれが１年で検証になるのかどうかというのも１つの見方であろうかなとは思いますの

で、昨年はそういった形で、あんまり良くなかったと。ただ、じゃあその次どうかというよう

なことも、何度も検証ということは必要かなと思います。花畑についてもワイルドフラワーに

ついても、咲きの良いときと悪いときがあったんですよ。そういったことをやりながら、随時

やっぱり検証していく、そりゃ、１年であそこが悪かったからと、いうことはちょっとどうな

のかなということで感じております。 

○１番（田中道源君） それでは、ここしばらくはレンゲの・・今回増やしたところ、レンゲで

蒔いている所は、ここ数年はレンゲで行くという認識でよろしいでしょうか。 

○統括課長（高木和彦君） この事業、2000年から始めまして、始めの2000年はですね、非常に

きれいな花が咲いて良かったんです。その後ですね、天候によったりですとか、いろいろなこ

とがあって、確か2017年とか18年・・16年とか17年の時には、町民の声として、１回休んだり

ですとか、様子を見て検証したらどうだとかという話が出ています。それで、初めて前年度、

１回休もうというところに、花畑実行委員会が出来てきているわけですから、このレンゲを１

回やって、また反省すべき点があれば、じゃあ今度は他のものにしようとか、ワイルドフラワ

ーもう１回考えようとか、他の花にしようとか、これからですね、単に前の年にやったからで

はなく、いろいろなことを試しながら、どういう効果があるかをやりながらですね、やはり、

町と実行委員会で話し合いながら進めてはいかがかなと考えております。 

○１番（田中道源君） 町の意見として、１回休んだ方が良いんじゃいないかという声があった

から、一旦休みましたというお話は聞きました。その一方で、だから無くなってしまうのは困

るよといって立ち上がった人たちもいるんですけれども、そちらの人たちの声っていうのもそ
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のときは、聞いていないんでしょうかね。いわゆる、休みましょうという人の意見があったか

ら、一旦休みましたけれど、というお話だったんですけれども、現にその結果残した方が良い

よということで動いたのが今の実行委員会だと思っています。その人らの声っていうのは聞い

ていなかったんでしょうか。 

○企画観光課長（髙橋良延君） それについてはですね、花畑の予算を見送った時に町政懇談会

とか、そういう折りで、そういった残して欲しいというお話を伺っております。そういったこ

とを受けてですね、町としては、その年の花畑に仮設トイレの予算とか、足湯とか、そういっ

た間接的な手助けでですね、協力をしたつもりでおりまして、今回は実質花畑を一緒になって

という形で実現してきたということでございます。 

○議長（藤井 要君）  田中議員に申し上げます。時間の関係もあるから、配分をうまく調節し

て下さい。 

○１番（田中道源君） レンゲに関しては町長の思いというものもあると思いますので、あくま

で、こちらの要望というか・・ワイルドフラワーは、他の市町でなかなか真似しづらい、松崎

の特色として売り出すことのできるものだと思いますので、是非、前向きに検討していただい

て、他の市町とも協力し合いながら、多くの人が、この松崎町に足を運んでくれる、交流人口

が増える協力をお願いしたいと思います。 

そんな中で、おそらく今年、レンゲを蒔いたところが増えますので、規模も増えますし、や

はり人が増えることになると思うんですが、いつも花畑と桜並木があるときに、困ることがご

ざいまして、横断歩道があったらいいなというのが常々思っているところでございます。なか

なか、これはですね、実行委員会の力でどうこう出来るってことでもありませんので、是非、

町の方でも、検討していただき、警察署等にご要望等出していただけるよう検討していただけ

たらなあと思っております。また、駐車場の件でございますけれども、先ほど、民間の方々に

任せるということでございましたけれども、なかなか民間からですね、自分で駐車場経営して

みようっていうのはハードルが高いことかと思いますので、こういうふうにすると稼げるよう

になるよというようなことを、教えてあげられるようなセミナーなり、説明会なりの開催を町

の方でしていただいてですね、希望者の方が、そういうふうな形で駐車料金を稼げるような、

そんな導入を検討していただけたらなと思います。こちらは答弁はけっこうでございます。 

次の待機児童の件につきましてですけれども、可否を検討していただいているということで

ございますので、是非、保育園の方の経営に差し支えがないよう、また、待機児童が発生しな

いように上手く調査等、打合せ等していただきまして、待機児童が発生しないような方法で進
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めていただきたいなと思っております。それと、西伊豆町に協力していただくことが出来るか

どうかというところの質問の中で、事前に承諾が得られれば可能だというふうに先ほど答弁い

ただきました。私の調べたところでは、西伊豆町では、今のところ受入をしていないというふ

うに聞いておりました。なので、だからこそ、松崎町の方から声かけをすれば、そういうこと

が可能なんじゃないかと思ってそういう質問をしたんですけれど、実際のところは、先ほど言

ったとおり、承諾を得られれば可能な状態なんでしょうか。 

○健康福祉課長（新田徳彦君） 今、言われましたように、相手先の自治体の方で了解が得られ

れば、これは町外保育が可能になっています。我々の方からも、西伊豆町さんへは１名、委託

をしております。逆にですね、先ほど町長の答弁の中にもありましたけれども、西伊豆町さん

から２歳児１名、それから４歳児１名、２名受入をしています。それから３歳児が１名、下田

市から委託の方を受けてやっておりますので、町外をまたいでということは、決して難しいこ

とではないということでご理解いただきたいなと思います。 

○１番（田中道源君） その場合の・・例えば、市町を越えて通いたいよといった場合は、何処

に申し出たら、お母さんたちはお願いできるものでしょうか。 

○健康福祉課長（新田徳彦君） まず、預けたい保育園、保育所があるわけですね、そちらの方

にお声をかけていただければと思います。 

○１番（田中道源君） 延長をお願いします。 

○議長（藤井 要君） はい、５分間延長します。 

○１番（田中道源君） それでは更に、待機児童についての３番の家庭的保育についてでござい

ますけれども、今のところ要望はないということでございます。当町におきましても、例え

ば、昔、保育園の先生をしていたよとかっていう方が何人かいらっしゃるかと思います。今、

現状としては、たまに呼ばれて助けにいったりとかいうような働き方というか、協力をされて

いるようでございますけれども、もし、このような計画があれば検討してみようかなっていう

方もいらっしゃるかと思いますが、そのように、向こうから上がって来るのではなくて、町の

方から、こういうことされる人いませんかっていうような、促すような計画っていうのはござ

いませんか。 

○健康福祉課長（新田徳彦君） 基本的に家庭的保育事業は、民間の事業者の方が主となってや

るものでございます。我々の方といたしますと、そういうことがやりたいよというような声が

あれば当然、相談には乗りますし、ただ家庭的保育事業というのは、先ほど町長の答弁にもあ

りましたけれども、認可施設という形になりますので、いわゆる例えば、自宅等でやりたいと
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いっても、やはり、ちょっとその辺の面積要件ですとか、ちょっと細かい部分でのその辺の調

整ってのが出てくると思いますけれども、いずれにしても、そういったお声があればですね、

我々の方は一応相談にも乗るということでありまして、今のところ、現状では、聖和保育園さ

んの方に我々委託している状況ですので、特に、チラシでどうのこうのということは今のとこ

ろ予定しておりません。 

○１番（田中道源君） 冒頭で話しましたとおり、来期においては保育園に預けなければ仕事が

できないというような形の待機児童というものは無いというふうに聞いておりますけれども、

これから先ですね、移住してくる人も増やしたい、また子供の数も増やしたいという中で、避

けて通れない点なのかなと思います。ですので、要望があったらやりますじゃなくて、こうい

うことをしてくれませんかっていうような計画をですね、町の方でも用意しておいた方が良い

んじゃないかなと思いますので、是非、ご検討の程よろしくお願いいたします。 

そして、鳥獣被害についての件でございますけれども、市町を越えて情報交換等されている

ようでございます。そして食肉工場は６億円ほどかかるということで、やはりこれは１市町で

やれることではないと思いますので、是非、広域でですね、そういうことを考えていただきた

いと思いますし、食肉の販路のことはちょっと置いておきまして、殺してから加工するまでの

期間というのが短いというのを聞いております。そこで一つの私の腹案でございますけれど

も、加工所の近くに大きな放牧場みたいなものを作っておいてですね、狩りで追い込んだもの

をそこへストックしておくようにしてですね、近いところで仕留めていくっていうようなやり

方で、計画的に食肉加工というものを回すことができるんじゃないかと思います。これは先

日、鳥獣被害の講師の先生が来られて・・先生ともちょっとお話をしたんですけれども、こう

いう案って難しいでしょうかねっていうようなことを聞きましたところ、大いに可能なことだ

と思いますと。ただ現状としては、近所にある鳥獣被害ってものを、まず撃退するってところ

から始めて、小さな成功体験を積むことからの方が良いだろうねってことは言っておりました

けれども、今のアイディア自体は決して不可能ではないし、良いことだねっていう話を聞いて

おりますので、それも検討していただきたいなと思います。 

それと、食肉加工だけでなくですね、私の生まれ育った山梨というところには印伝という加

工品がございまして、印伝の革は鹿の革だそうです。ただ、現状、鹿の革でも、キョンという

種類の鹿の革が原材料として使っているそうなんですけれど、決してニホンジカでも出来ない

ことはないので、それもやり方次第だろうねっていうふうに講師の先生はおっしゃっていまし

た。ですので、私が言いたいのは、ただ殺処分するだけでなく、その命あるものでございます
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ので、それをなるだけ色んな形に利用するなり食べるなりして、命を無駄にしないで管理をし

ていくような形が町として出来たら良いんじゃないかと思っております。なので、そこのとこ

ろを検討していただけたらなと思っております。 

私としましては、以上３点聞きましたので、これにて一般質問を終わらせていただきたいと

思います。ありがとうございました。 

○議長（藤井 要君）  以上で田中道源君の一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

                               （午後  １時５３分） 

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

○議長（藤井 要君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                               （午後  ２時０５分） 

 

○議長（藤井 要君） 先ほどの田中議員に対する答弁において健康福祉課の方で間違った答弁

を行ったということで、訂正を行いたいということでありますので許します。 

○健康福祉課長（新田徳彦君） 先ほどの田中議員の一般質問の待機児童解消について、町外保

育の申し込みの関係で、私、直接保育園の方にお申し込みをというような答弁をさせていただ

きました。これは利用料金ですとか、委託料の請求が保育園から上げられてくるものですので

保育園かなと思って答弁したんですが、先ほど、休憩の時に担当の方へ確認しましたところ、

相手先の保育園ではなく、我が町の健康福祉課の方に申し込みをしていただきまして、我々の

方で相手先の自治体に確認をとりましてですね、我々の方から承諾書を出して実施委託になる

ような形になりますので、あくまでも相手先ではなくて当町の健康福祉課の方へ申し込みの方

お願いしたいということで、ご訂正させて頂きたいと思います。どうもすいませんでした。  

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


