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

○議長（渡辺文彦君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前 ９時４０分）

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

○議長（渡辺文彦君） 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

やす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

許可を受け、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。反問権を行使する場合は反問の趣

旨内容を示し、議長の許可を得てから行って下さい。

最後に、傍聴者に申し上げます。議場内ではお静かにお願いいたします。

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

◎一般質問

○議長（渡辺文彦君） 日程第５、一般質問を行います。

通告がありますので、順次発言を許します。

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

◇ 藤 井 要 君

○議長（渡辺文彦君） 通告順位１番、藤井 要君。

（７番 藤井 要君 登壇）

○７番（藤井 要君） それでは通告に従いまして、一般質問を行います。一般質問を行う

前に、このコロナウイルスによって多くの方々がお亡くなりになり、また、終息に向けて

色々な方が努力してございます。この方々に、まずもってお礼を申し上げます。頑張って

いただきたいなと思います。それでは２年ぶりの質問になります。私は最初の頃は、10

人余りしかいませんでしたけども、もう待合室からこの傍聴席にですね、たくさんの人が

いて、本当に松崎町議会も、活性化されたなと感じるわけでございます。その中でですね、

このたくさんの方々に見守られながらというか一般質問を行うことは、足も震えており

ますけれども、精一杯頑張ってやりたいと思いますので、よろしく願いします。私の最初

の質問は、岩科診療所の計画の見直しについてでございます。岩科診療所は令和 3年 4月



の開設を計画していたが、甘い計画により町の負担額の増加、また、新型コロナウイルス

感染拡大を懸念しての度重なる再延期により令和５年４月の開院予定となっておりま

す。開院予定ではありますけれども、決裁が下りたわけでは、議会が承認したわけではあ

りません。新型コロナウイルスが地域経済の縮小、第二次救急体制の不安、さらに急速に

進む人口減少などを考えると、岩科診療所は町の負担になると思うが、計画を見直すべき

ではないか。一点目でございました。二点目、空家対策の推進と特定空家条例についてお

尋ねいたします。町では地域おこし協力隊などとともに、２、３回の空家調査を実施した。

その成果はどうだったのか。また、昨年度コンサルタント会社による空家調査が実施され

ましたが、その成果の今後の活用と予定は。また、一の協力隊などによる調査の結果と合

わせて、どのような考え方があるのか。と三点目といたしまして、町内にはそのまま放置

すると、倒壊等著しく保安上危険であるとともに景観を損なう建物が見られます。これは

町の中の 2018 年ですか。火事で焼けた跡がそのままになっていたりとか、それとも、も

う 30 年、40 年前から竹が生えちゃって、動物の住処となっているような所もございま

す。それをこのまま放置していいのか。美しい村としてどうなのか。そういうところを問

いていきたいと思います。三番目に事業計画の実施状況、今後の活用についてということ

で、今鮎川農地整備計画が計画通り進捗していると思います。最近でもあの借り橋が撤去

されました。それからそこに三分の一が農地以外のことで使えるとか、そういうことでい

ろいろ今あると思います。その点令和６年にかけてどのような計画ができているのか伺

います。最後に最近皆さんのところにもアンケート等行ったのかもしれませんけども、松

崎町景観計画のパブリックコメントの実施結果と、今後の方針についてということで、町

内の文化財とか景観、そういう保全についてもですね、一問一答の中でやっていきたいと

思います

（町長 長嶋精一君 登壇）

○町長（長嶋精一君） 藤井議員に対する回答いたします。まず一つ目、岩科診療所計画

の見直しについてというこでございます。岩科診療所は令和３年４月の開設を計画して

いたが、甘い計画によって、町の負担額の増加があるのではないか。新型コロナウイルス

感染拡大を懸念しての度重なる再延期によって、令和５年４月開院予定となったけれど

も、大丈夫なのか。新型コロナウイルスが地域経済の縮小、２次救急医療体制への不安、

さらに急速に進む人口減少などを考えると、岩科診療所は町の重荷になるのではないか



というご質問でございます。回答いたします。診療所の開設については、住民の安心安全

を確保することを始め、医師の高齢化やそれに伴う往診への負担増、医療機関の不足など

に対して、地域の医療資源を確保するために必要な施設と考えてございます。今回の新型

コロナウイルスワクチン接種についても、本来であれば地元の医師にご協力をいただき

実施するところでありますが、町内の医師不足により、賀茂医師会の協力を得て西伊豆町

の医療機関から派遣していただき実施しておりますので、医師の不足は当町の課題とな

っていることを改めて痛感したところでございます。また今後の地域経済が活性化する

ためにも、新型コロナウイルス対策が重要であり、引き続きワクチン接種が必要となる可

能性がありますので、町内に医療機関を確保することは当然必要なものと認識をしてお

ります。なお、２次救急医療体制については、県の医療計画に基づき、検討されるため今

回の診療所計画とはべつである。高齢化の進む町にとっては、今後も訪問診療等による在

宅医療を推進していくためにも、地元に根付いたかかりつけ医の存在は、必要不可欠なも

のと考えております。二つ目、空家対策の推進についてその内の一つ、町では地域おこし

協力隊などが２、３回の空家調査を実施したが、その成果はどうかということでありま

す。松崎町では平成 27 年度に地域おこし協力隊を活用し、区長の協力のもと空家の調査

を実施しました。その際には 12 地区 167 件の調査をし、空家バンクへの登録を促してき

たところでございます。しかし、盆正月に帰省することや、仏壇や家財が残っていること。

知らない人に貸すことに抵抗があるなどの理由で空家バンクの登録まで中々至りません

でした。そのためこれまでホームページ、回覧、町県民税納付通知書の中に空家バンクへ

の登録案内を同封するなどの周知を図るとともに、空家改修等補助金制度を設け登録者

増に努めてきたところでございます。昨今の新型コロナウイルス感染症により、テレワー

クの普及により、地方移住の関心が高まっておりますので、移住定住促進協議会と連携

し、協力し所有者の理解が得られるように語りかけてまいりたいと思います。次に空家対

策の二つ目のご質問でございます。昨年度コンサルタントによる空家調査が実施された

が、その活用の予定はどうかということでございます。お答えします。町では昨年度空家

計画策定及び、町内の空家の利活用を目的に株式会社ゼンリンに委託し、全町を対象に空

家の現地調査を実施いたしました。調査委員は空家と思われる家屋の外観調査を行い、ど

の地域に何件あるのか、損傷状況はどうかによりランク付けを行ったところでございま

す。今後はこれらの結果を踏まえて、所有者または管理者に空家バンク制度の趣旨等を説



明し、登録を促してまいりたいと考えております。空家対策の三つ目でございます。町内

にあるそのまま放置すると倒壊等著しく保安上危険であるとともに、景観を損なう建物

が見られる。これらの建築物等について、これまでの町の対策と今後の方針について伺い

ますということでございます。お答えします。当町では人口の減少に伴う空家が、年々増

加傾向にあり、中には適切な管理が行われておらず、放置されているものも少なくありま

せん。こうした管理不十分な空家は議員ご指摘のとおり、保安上の危険や景観の阻害、公

衆衛生の悪化など地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしかねません。現在当町では

空家相談窓口や空家情報バンクなど移住定住に関することは企画観光課、ごみ屋敷等衛

生面については生活環境課、固定資産税等の住宅用地特例措置に関することは窓口税務

課、危険ブロック塀等の防災面は総務課、空家対策の計画策定と特定空き家に関すること

は産業建設課というように、それぞれの担当課で対応しているところでございます。今後

空家対策にかかる町の方針につきましては、本年度国の空家等対策の推進に関する特別

措置法に基づき、松崎町空家等対策計画を策定する計画であり、その中で今後の町の基本

方針や具体的な施策、計画の推進などを示してまいりたいと思っております。藤井議員の

三つの質問であります。事業計画の実施状況、今後の活用についてということのまず一つ

目であります。鮎川農地整備事業は、計画通り進捗しているとのことですが、令和６年で

事業完了後の応用予定地、1.2 ヘクタールの購入利用計画はできているのかというご質問

でございます。お答えします。鮎川地区の基盤整備事業は、ご承知のとおり伊豆縦貫自動

車道整備工事の発生土を利用し、優良な農地の造成を図るもので、令和６年度までの予定

で事業が進められていることになっております。この事業では 4.6 ヘクタールの土地が

埋め立てられ、農地整備を行った土地の３割までを農地以外に利用することができるた

め、町ではその内約 1.2 ヘクタールの土地を取得し、公共用地として有効に活用していく

こととしております。この公共用地の利用計画については令和元年８月開催の議会全員

協議会ででの、ご説明させていただきましたが、現時点では当該地は津波浸水区域外に位

置し、平らでまとまった土地であることから平常時は比較的安価に整備できる防災公園

として、また移住時には防災ヘリポートや応急仮設住宅用地として活用する案を考えて

おります。町には浸水区域外のまとまった所有地は少ないことから、引き続き公共予定地

の活用についてさらなる有効活用が図れるよう営利検討を続けてまいります。次に大き

な三番の二つ目、松崎町景観計画のパブリックコメントの実施結果と今後の方針はどう



かということでございます。お答えします。当町では町の美しい景観を保全維持するた

め、平成 28 年３月に松崎町景観形成ガイドラインを作成をいたしましたが、良い具体的

な町独自の景観形成政策や景観形成基準を定めるため、昨年度松崎町景観計画を策定い

たしました。策定の過程で令和３年２月 12 日から 26 日にかけ、ホームページや全戸配

布でパブリックコメントを実施し、２名の方よりご意見をいただきました。いただいたご

意見につきましては、松崎町日本で最も美しい邑推進委員会で協議し、松崎町景観計画に

必要な修正、追加を行うとともに、その結果をご意見をいただいた方に回答をさせていた

だきました。また、町民の皆様により分かりやすい冊子等を配布し周知を図ってまいりま

す。なお、今定例会で松崎町景観条例を提案させていただいておりますので、よろしくお

願いをいたします。今後も歴史と文化の香る松崎町の景観を、後世に引き継いで行くため

に官民が一体となり景観行政を進めて参りますので、ご理解、ご協力をお願いをいたしま

す。以上、藤井議員の質問にお答えしました。

○７番（藤井 要君） 一問一答でお願いします。

○議長（渡辺文彦君） 許可いたします。

○７番（藤井 要君） それでは、冒頭でも言いましたけれども、このワクチン関係でです

ね、今町の中、２回目済んだということもいらっしゃると思います。そんな中でですね、担

当の課長様に対してはですね、色々とご心労もあるんじゃなかろうか。そして、この前ので

すね、３月議会ですか。そういう中で地域医療との関係を 12 月までになんとか協定書を作

りたいと。他の議員からは、まあその前に色々な、やっぱりこう承認というか、色々な面で

早く出した方がいいじゃないかと言われておったわけですけれども、先ほど言ってるよう

に課長のことは大変だと思いますけれども、課長、相手とのですね、地域医療さんとかそう

いうところとリモート会議とか行っているのでしょうか。その辺はどうなんでしょうか。

○健康福祉課長（糸川成人君） 地域医療振興協会との協定書の協議ということでございま

すけども、大変申し訳ございません。今のところですね、私の方ワクチン接種の工程等の調

整等で、現在 65 歳以上の方のワクチン接種のスケジュールをようやく 100％以上の枠が確

保できた状況で、これから 64 歳以下のスケジュールを調整していかなければいけないとい

うよな作業も残っているものですから、申し訳ございませんが今のところ協定書の協議と

いうのは進んでいないような状況でございますけれども、確かに議員さんからのほうから

ですね、協定書の内容の・・内容についての協議をですね、ぜひやっていただきたいという



よなことも言われておりますので、できるだけ早い時期にですね、やりたいなということで

考えております。

○７番（藤井 要君） そうするとですね、最初の予定の 12月は、課長、私はですね無

理だと思うんですよ。12 月末までに協定書ができると。それはなぜかと言いますとです

ね、ここにありますけども、最初出ました協定書中身等色々見ますとですね、議会の承認

を得たりとか、交付金の関係とか色々あるわけですよ。これをまだまだ必要なんですよ

ね。そして、私は冒頭で言いましたように、甘い計画の基ということはこれ最初あれです

よね。委員会を作ったりとかそういう中で揉まれて、病院が最終的には町民が皆さん作り

ましょうというようなことではなく、町長が一方的に始め、マニフェストですか。そうい

うことで始まった。それからいろいろまだ４年間は経っていませんけど、約４年間経って

まだ協定書もできていない。そういうような中なんですよね。そして、これあれですよね。

町が建物約・・これはちょっと大げさになりますけども、2億円全ての総合資金ですよ。

総合的に約 2億円。その中で 1億円が町の負担。病院の負担はゼロですよねこれ。赤字が

約 7,300 万円、病院を作ることによって、毎年 700 万円が入ってくる。そうすると、約

3,500 万円の町の持ち出しはこれで済みますよということになっております。減価償却と

言いますか、減価償却ありませんけれども、建物を建てたら古くなります。備品も古くな

ります。それを買い換えたりするのにこの協定書を見ると、50 万円以上は誰々が持ちま

すよとか、100 万円はそういうことも謳っております。そして、私はですね、今まで辞め

た課長さんがおるわけですけれども、病院との話し合いの中で、事前準備金・・開設事前

準備ですか。それの中にですね、色々数字が違ってきたりとか、そして、最近ちょっと目

に入ったのが、先生の住宅の問題。そして、もし子供がいたらその安良里とかそうなんで

すけれども、住むところが松崎町。勉強の関係でこれは大仁の方とか三島の方に住宅を構

えなければならない。それの話し合いはどうなるのか。そういうことだって色々出てるわ

けですね。診療往診者って言うんですか。それも始めの当初の時には軽自動車書いてあり

ました。軽車両と書いてありましたね。400 万円。これは数字がね、軽車両で 400 万円。

ちょっと私の方も思い違いして間違ってるのか、当局の方も間違えたかもしれませんけ

どそれがなくなりました。消えました。そして、今度は当局とお医者さん等々話の中には

ですね、往診車も必要ですよねと。そうすると、これまた町の中で準備しなければならな

くなりますよね。そして、今買い物支援タクシーということでやっておりました。今買い



物支援タクシーというよりは、病院通いタクシーの方に軸足が移ってきたんじゃなかろ

うかと。私はそのように感じております。まああまり長く質問ばかりやるとあれですか

ら、その点課長どうですか。

○健康福祉課長（糸川成人君） 今議員の方から色々指摘の方をいただきましたけども、協

定書につきましては、これから協定書煮詰めていく状況でございます。当初示した数字より

も変わってきてるところ当然協議していく中で、変わっていく。その軽自動車ですかね。400

万円がそれが無くなったとか。そういうのも協議して課程の中で無くなったものでござい

ますので、松崎町にとってなるべく有利な、なるべく支出の少ないようなことを念頭にとい

うことで、協議をこれから進めていきたいと考えております。

○７番（藤井 要君） また追加なんですけどもね、赤字が町が補填した意外にも約 350 万

円。これ４年間ですよね。４年間では５年目が黒字になるとういう予定ですから、４年間で

3,500 万ぐらい。うちの補填は除いてですよ。そして、これ一日 25 人入るとツーペイでき

ると。そういうことになっておりますけども、私がですね、二十歳過ぎ、三十ぐらいですか

ね。松崎町には４つか５つの病院があったんですよ。これ西伊豆もそうです。そして、令和

元年度ですか。今の西伊豆病院があそこに建てた。そういう中でですねやってきてるんです

よ。そして、後 10 年も経たないうちに、これ西伊豆さんの関係、松崎の関係ですけれども、

人口が松崎の方がえらくなると。そのような数字も出てるわけですよね。そして後 10 年、

15 年経つと、もう１万人ちょっとぐらいの人口になる二つ合わせてですよ。想定ですから

ね。そうした中で、じゃああの当時５つあったのが今２つになりました。そして、町長先ほ

どからコロナワクチンの関係で、今あったほうがよかった、これもちろんあったほうが良か

ったと思います。私はよく言ってますようにね、町長は災害があった時に岩科地区が、孤立

すると言っております。最近では、集中豪雨の関係で岩科があそこが埋まるって言ってる

ね。水がいっぱい入るじゃなかろうかということを言われてます。岩科が孤立するというこ

とになると、たぶん江奈地区から西区関係とか、この辺の宮内とかはね、壊滅ぐらいしてる

んじゃないですか。甚大な被害だと思いますよ。そうした中でですね、岩科孤立したとこが

何人か亡くなった。それでいいのかと。そういうことを将来的にもですね、人口減にも考え

て私は今・・最近ですね、若い子ちゃん、こちらなんかも言いますけども、田舎に帰ってき

てお母さんとかおじいちゃんの前でですね、出産したいというか、里帰り出産もままならな

いよと。これはですね、お金の関係ありますから国、県に陳情しなければなりません。そし



て、後 10 年もするとですね、もうあれです。５人に１人が認知症になると言われてるんで

すよ。そして、人口がですね、１万人いたときに今５件の病院がありました。人口が半分に

なったときに、患者さんはやっぱり何割か少なくなるんですよ。そうするとですね、西伊豆

の西伊豆病院をですね、やっぱり核として残していかなければならない。２４時間緊急体制

そういうのを残していかなければならない。人口が半減したときに、この前だって松崎町と

西伊豆町で約 3,000 万ぐらいですか。補填したじゃないですか。西伊豆町がお客さんってい

うか、患者さんが亡くなったときには、これ撤退する要因だってあると思いますよ。その点

に対しては、町長、町長の方の意見を聞きたいと思います。

○町長（長嶋精一君） 今は西伊豆病院ということで飛躍しましたけれども、先ずあの議長、

私は反問権を行使させていただきたいと思います。

○議長（渡辺文彦君） 主旨等は。

○町長（長嶋精一君） 主旨はですね、藤井議員が話されている事をそのまま受けておると、

私の方の町の方は了承したという風に捉えかねないもんですからね。まずその甘い計画と

いうことの根拠を示してもらいたいなと思います。そして、その甘い計画だから町の負担が

多くなるということでしょうか。

○７番（藤井 要君） 冒頭でも言いましたようにね、先ほども言いましたようにね、あれ

ですよね。始め 100%ある部分で対して、医療として交付申請したところが 100%出る。それ

が病院債とかになりましたよね。これ県が知らなかったということになるかもしれません。

申請を出したところが増えたではないですか。予定より三千何百万円増えたじゃないです

か。町の負担が。それとですね、先ほど言ったように車の関係往診者、最初あったものが無

くなり、そして病院がですね、患者さんを増やすには往診も必要ですね。そして、先ほどの

お医者さんの住居の問題。色々出てきてるじゃないですか。そして、私が先ほど言った 25

人の関係。これでもですね、患者さんが増えれば増えるほど町の負担が増えるんですよ。確

かに 25人以上になれば、赤字は減るかもしれいない。でも、いつまで経っても黒字でも松

崎町はお金を入れなければならない。10 年後に建物がだめになっても、町は直してあげな

ければならない。100 万円以上とか 50 万円以上の機械の購入誰が持つんですか。そういう

協定をですね、ちゃんとしてから一般の家のこと考えてみてくださいよ。お金を借りるのに

ね。じゃあ大工さんは決まりました。お金はどういうお金を使う道、私はローンが 1,000 万

しか借りられないように 2,000 万円の設計図は出来たって出来やしないじゃないですか。



そういうこと言っておるんですよ。時間の関係もありますから、また、これ以上言いたいこ

ともありますけども、次の質問もありますから、最後に町長じゃあその点に答えてに答えて

ください。

○町長（長嶋精一君） 今日の静岡新聞にですね、高齢者ワクチンの接種が一回目進捗率は、

静岡県は 17%と。全国も非常に低いということが載っておりました。その要因というのは、

打ち手、要するに医師が少ないということでございます。そして、平成、令和２年の２月の

静岡新聞においても、47 都道府県のうち、静岡県は医師が少ないと。医師少数県であると。

賀茂郡は、そのうち医師少数県の最たるものだという風に載っております。私はですね、も

っと協定書の問題もありますけれども、もう４年近く経って、設置条例は制定されたわけで

すね。岩科に診療所を作るぞという・・設置するぞというのはもう決まってわけです。それ

に対してもね、いやもう一度考え直してとか言うようなことがあると、これは議決された・・

○７番（藤井 要君） 町長。議長。

○町長（長嶋精一君） 短くする。短くする。ですからね、これを言い始めるとキリがない

のですから、協定書についてはさっき課長が話しました通り、綿密に色々と計ってまいりま

す。そして、議会の皆様とも色々と話をしながら進めてまいりたいという風に思っておりま

す。そしてね、、それとね。

○７番（藤井 要君） 議長。

○町長（長嶋精一君） もうすぐ終わるから。それとね、平成 30 年の６月に、この定例会

でもって、藤井議員は当時の統括課長が、高木統括課長が、地域医療振興協会と来てくれま

すかという打診をしてるわけですね。それを回答した後、藤井議員はもう決まっているんで

すね。それでは頑張ってくださいっていうことを言ってるわけです。これ議事録に載ってお

りますけども。

○７番（藤井 要君） 議長。

○議長（渡辺文彦君） 町長簡潔に。時間がありますもので。

○７番（藤井 要君） 議長、時間延長 10分間お願いしますよ。これじゃあ。

○議長（渡辺文彦君） はい時間。

○町長（長嶋精一君） ですから言いたいことは、診療所を作ろうということはね、もう皆

さんがね、藤井議員も言ったとおり了承してるわけですよ。細かい協定書についてはこれか

らきめ細かく皆さんと話し合いをしながら、やってまいりましょう。以上です。



○７番（藤井 要君） 今の答弁はめちゃめちゃね、私が例えばですよ、じゃあ前の統括が

そういうことで決まったとしたら、私達に承諾ないのですから、そちらの関係ですから。当

局の関係ですから、じゃあ頑張ってください。それをこういうことをやったりとかね、ちょ

っと考え方違いますし、そして、甘い計画先ほど言ったようにね、まだ協定書ができて協定

書に不備があれば、私たちは締結いたしませんって言ったのはあなた達当局側ですよ。不備

があればやりませんって言ったのは当局。それだけは言っておきます。時間の関係あります

ので次行きますけどね。

○傍聴席 私一つ言わせてください。

○議長（渡辺文彦君） だめです。続けてください。

○７番（藤井 要君） 空き家対策の関係ですけどね。色々コンサルタント入れました。２

回ほどやりました。このコンサルタントの関係は、まあゼンリンが入ったということですけ

れども、課長いくらぐらいこれ調査費用に掛かったんですか。

○企画観光課長（深澤準弥君） すいません。金額については調べてまたお答えします。ゼ

ンリンの方と、昨年度一応協定を結ぶ・・委託業務を結びまして、調査をさせていただきま

した。

○議長（渡辺文彦君） 今の件は後で後日でよろしいですね。

○７番（藤井 要君） いやいいです。色々私の方で調べさせていただきまして、課長が忘

れたと思います。200 万円ほど掛かったと。町長がですね、コンサルタント会社嫌いなんで

すよ。昔から。牛原山をやった時に山崎亮さんの関係、何にも結果が出てないのに、700 万

円を使って何やってるんだと。今度ゼンリンの関係でね、空家対策やって 200 万円使った

と。私はですね、それでしたらシルバーさんとか役場の職員、大工さんを使ってね、200 万

円で調査してもらったって出来たわけですよ。それはこんなこと言ったってしょうがない

ですけどもね、そして、よその方が見ると、空家の中にですね、やっぱ調査してそうすると、

使える物件使えない物件ってありますよね。そうすると、大工さんが一緒に行けば、これ大

体どのくらいかかるなとか。そして、中にはですね、今伏倉の所の町営住宅。ちょっとずれ

ますけれども、２０件ある内の家に２件ぐらいしか多分入ってないと思うんですよ。あの劣

悪な条件つったら怒られますけども、そういう中ですね、私は空家対策として、空家が出た

たらそれを町がですね、町営住宅として貸してもいいやと。あそこを広いところをですね、

もう更地にして例えばですよ、病院とかそれが浸水域じゃなければですよ。病院とか色々で



きると思うんですよ。そういうこともですね、考えた中でやるべきじゃないかと。200 万円

作って、そして、またこれから色々ことを検討する、町長は先を見る人間ですのでね、どの

ようなことを頭の中に入れて、ゼンリンさんに 200 万円掛けてやったのか。少しだけその辺

をお願いしたい。これは町長でよろしいです。町長答弁。

○議長（渡辺文彦君） 町長、簡潔にお願いします。

○町長（長嶋精一君） はい。私はコンサルタントをきらいだなんて藤井議員言いますけど、

決してそんなことございません。専門科に聞いて良いことは、良いということでやっていき

たいなと思います。そして、藤井議員が今おっしゃったその関係についてはね、町営住宅に

ついては非常に良いことだと思いますから、また、できることについては意見を聞きながら

ね、やっていきたいなとこのように思ってます。

○７番（藤井 要君） 色々なアイデアを出しながらやっていただきたいなと思います。で

あの空家対策の２番目ですけれどもね、先ほど言いましたように、あれは、18年、あっ 2018

年だと思いますけれども、そのままになってるんですよね。そして私も現地に行きまして、

課長員のときも行きました。そして、持ち主のところ。火元と言われている人が他所に行っ

ているから会えないんですけども、その隣の方も何とかしたいですよと私たちは。このまま

の状態で私も良いと思っておりません。でも、相手の方の関係があります。私たちはどうし

たらいいのか悩んでおります。お金も掛けてこのまま壊すのか。それをですね、町長不動産

の関係もやったじゃないですか。役員さんもやったじゃないですか。町がですね、やっぱり

そういう人達にお話を聞いて、町が協力してやる。町民を助けてやる。尚更美しい村じゃな

いですか。これから景観条例も入るじゃないですか。なぜ４年間も、５年間もほっぽってく

んですか。町長そのことをお願いします。答弁お願いします。

○産業建設課長（新田徳彦君） 今空家の関係につきましてお話がございました。空家の関

係につきましてはですね、様々昨年も調査を行いまして、いくつかの空家物件がでたという

ことですけれども、本年度ですね、これは国の法律、空家等対策の推進に関する特別措置法

という法律に基づいた形で、現在町では今進めているところでございます。この法律では国

の指針に則った計画を作ることができるということにされておりますので、本年度その計

画を作ることによってですね、空家で困っているそういった対策について、総合的に計画的

にですね、やっていけるような形で今現在計画の方を考えている最中でございますので、そ

の辺はご理解いただきたいと思います。



○７番（藤井 要君） 三つ目の答弁を。火事で焼けたとかそういうところの。そちらじゃ

ないですか。

○産業建設課長（新田徳彦君） 火事の案件につきましてはですね、あくまでも物件につき

ましては個人の財産という形になるもんですから、当時僕は今の部署にいなかったわけな

んですけれども、やはりいくら行政とはいえですね、個人の所有物については簡単にはちょ

っと手が出せれないってところがあったものですので、そういった経過で今まで今日に至

ったんではないかと思っております。

○７番（藤井 要君） 課長の資料を揃えていると思います。私もここに資料を持っており

ます。これ国のガイドラインが示されておりますよね。町がどういうことをするのだとか

ね。だから、先ほど町長にどうですかと 5年間何をやってたんですかと。私はですね・・

○議長（渡辺文彦君） 藤井君。

○７番（藤井 要君） 延長します。

○議長（渡辺文彦君） ５分延長お願いいたします。

○７番（藤井 要君） 私は先ほど言いましたようにね、町民がこれ個人の私有地だってこ

と知ってますよ。ですから先ほど困っているんだと。いくら私有地だろうと町が手を差し伸

べてやらなきゃだめじゃないかということ言ってるわけですよ。それは私有地だから関係

ないやと、口出せれないよと。そして、昔の答弁がですね、あれなんですよ。誰の家だか所

有者だか知っています。税務関係で横のつながりで分かります。でも、それはプライバシー

の関係でお伝えすることはできませんというような回答が昔はあったんです。今では横の

関係なんかも、やっぱりこれ国の指針ですけども、できるようになってきてるんですよね。

そうしないと手が出せませんからね。隣の人を知っとるんだけども、言えませんとこちらに

言うわけですから。それじゃあ悪いでしょと。だからやってくださいよ、手を差し伸べてく

ださいよ。町民が困ってるんですよ。町長あれじゃないですか。町民のためにやると安心、

安全なまちづくりやると、美しい村でありますし、町長その辺答弁をお願いします。

○町長（長嶋精一君） ４年間放置してきたということについては、放置したわけじゃござ

いませんが、私は確かに町民のために安心、安全を守るために町長になったわけでございま

す。藤井議員のおっしゃってることももっともだと思います。しかし、やっぱり個人の所有

権というのはございます。それらについてもね、総合的に話し合いをして、その所有者と話

し合いをする。その近隣の人との話し合いをしながら、これについては進めてまいります。



その時にはまた、藤井議員にもぜひご協力をお願いしたいなとこのように思います。

○７番（藤井 要君） ぜひともですね、私も不動産の免許持ってます。そして、いろいろ

な民法とかも、少ない脳みそですけども、勉強させてもらいました。町長もそういう不動産

関係をやってますので、是非ともやってもらいたい。そして、町長はですね、あちこちに名

刺を配りながら、町民の意見を聞きに行ってるじゃないですか。ですから、そういう声を吸

い上げてやりましょうよ。ただ、名刺を置いてこえば、いいがじゃないですよね町長。私は

名刺を配ることによって、町民の意見を吸い上げてるんだと言ってます。私は自腹で名刺を

刷って、そして、自分の車で町民のところに回っております。町長はそこまでいくと恵まれ

てますよ。公務中にやれるし、公務のお金を使って名刺も配られるんですから。一生懸命。

そういう声を反映してまたやってください。そういことでお願いしたいと。何か町長言いた

がってますので一言。

○町長（長嶋精一君） 名刺を配るのが目的で回ってるわけじゃございません。町民のお考

えを聞いて、それで名刺が最後に出るっていうことで。町長には交際費として名刺を買える

権利があります。交際費というのをずっととらえておりまして、非常に私はほとんど使って

おりません。名刺ぐらいは使っていいんじゃないでしょうか。

○議長（渡辺文彦君） 町長、質疑の対応した回答をお願いいたします。

○町長（長嶋精一君） 一応そういうことで名刺についてはね、以上のことでしっかりお客

さんの、町民の意見を伺って、それから名刺を後で配るということでございます。町民の意

見を聞いて実行したことは今言うとかなりございますので、それは割愛させてしただきた

いと思います。買い物支援等タクシーもまさに face to face というか、町民との会話の

中で産まれたものもございます。

○７番（藤井 要君） 今買い物支援も、対話の中で生まれた、４年前ですよねそれ。町長

がやって４年。最近賑わしてるじゃないですか。こんなのやったりとか、ふれあい名刺をも

らったりとか、名刺を配ったりとか、その最近の皆さんのご意見はどんなでしたかと言う事

聞いてるんです。４年前の・・

○議長（渡辺文彦君） 藤井くんこれは通告にも入っておりませんので、この件はこれで終

わりとさせていただきます。答弁しなくて結構です。藤井君質問を続けてください。

○７番（藤井 要君） じゃあ今議長からそういうあれですので、じゃあ最後の方の質問に

移りますけどもね、鮎川の関係。先ほど当局の方からも聞きましたけれども、まだまだ事



業計画っていうそういう段階で、この前の勉強会なんかにも、今桜葉やる。そして、みか

んを植えるとかって、そういう方もいらっしゃいますということを伺ってます。その約３

分の１の 1.2 ヘクタールを町が買い受けることができるというようなことになっており

ますけれども、これは私ら議員もそうですけども、耳に入ってるだけでまだ計画はないわ

けですから、これは予定として例えばあそこをですね、坪でもいいですけども、1㎡どの

くらいそういう予定があるんですかね。買うのに。べらぼうのがではこれ買えませんよ

ね。やっぱし、今ここでですね、ばらしちゃうと今度は売り手の方がそんな値段じゃやだ、

ああだこうだってってなるのかもしれませんけども、大体の数字これ町長の耳にも入っ

ているわけですので、町長、その辺町長からいきますか。

○産業建設課長（新田徳彦君） 南郷鮎川地区の関係のご質問がございます。先ほど町長の

答弁がありましたけれども、伊豆縦貫道の土を土砂をですね、鮎川地区の方に入れさせてい

ただきました。21 万㎥という大量の土砂ですけれども、現在搬入が終わりまして、仮設の

橋も撤去したということになります。本年度から基盤整備事業っていうことで、農地を造成

していくわけですけども、農地以外の道路、排水路そういったもの。それから議員がおっし

ゃいました面積の約３割までを非農用地、公共用地として活用できますよということで。そ

ういうような今計画で町では進めております。じゃあこの公共用地をどのようにするかと

いうことでございますが、こちらはですね、平成 28年度にも役場の中で職員の中でですね、

どういったものにしたらいいかなっていうことで議論した経過がございます。病院ですと

か学校ですとか色々出たんですけれども、結論から言いますと決定的なものはちょっと出

なかったということでございます。その後ですね、一応比較的安価でできるということで、

防災公園、ヘリポートそういったものであれば、例えば後から何かを建てるというときにで

すね、弾力的な対応ができるんじゃないのかなというようなこともあったものですから、そ

んなので今考えているところでございます。金額につきましては、ちょっとこれについては

これからなものですから、それはコメントを差し控えさせていただきたいなと思います。

○７番（藤井 要君） これまだまだですね、今課長の答弁のように煮詰まっていないって

ことも私は知っております。その中で要望もありますけども、これ桜田公園ありますよね。

これは幼稚園に入ってない子とか。この子たちがお母さんと一緒に行って、あそこで遊んで

るんですよ。ですから鮎川はですね、ぜひ小学生から大人まであのいろいろことをやれる公

園にしてもらいたい。それはもちろん防災公園になったり、私の要望としてはあの周りを大



人がですね、ジョギングしたりとかそして、子供たち小中学生がですね、自転車に乗ったり

とかそういうのもできる場にしてもらいたい。時間が無くなりましたから、町長と課長に伺

いますけども、景観条例の関係、あれは農協さんが半年ぐらい前に石蔵壊しましたよね。そ

の辺知ってます。町長も総務課長も見てます。

○総務課長（高橋良延君） 農協の倉庫については石の蔵の良い倉庫だと思います。それは

藤井議員から伺っておりまして・・。

○７番（藤井 要君） もちろん町長も見てますよね。そして、例えば昨日ですよ、石倉を

石を町に寄付するけども、この景観条例を見ると木や石そういうのを使った町並み、昔の町

並みの保全とかって書いてあるんですよ。もし農協さんがくれるよって言ったときにもら

いますか。両方答えてください。

○議長（渡辺文彦君） 簡潔に答弁お願いいたします。どちらかで。

○総務課長（高橋良延君） 良い石なことは確かなことです。ただ町としてそこを何かすぐ

利用できるとか、そういったところってのは特にございませんので、そういったところの保

管も含めて今のところその石を利用するという計画というかそういったところはございま

せんということで、ご回答させていただきました。

○議長（渡辺文彦君） 時間ですから、町長、これで質疑終了とさせていただきます。

○７番（藤井 要君） 町長の答弁が得られなかった。残念でなりませんけれども、これで

私の質問は終わらせていただきます。

○議長（渡辺文彦君） 以上で、藤井要君の一般質問を終わります。

暫時休憩いたします。50 分まで休憩させていただきます。

（午前１０時３８分）

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


