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令和２年度 第４回伊東市政モニター会議録（要旨） 

日 時 令和３年３月１６日（火）午後２時～３時３０分 

場 所 市役所７階 特別会議室 

出席者 市政モニター７人（３人欠席） 

    市長、若山副市長、中村副市長、杉本企画部長、大川健康推進課長、佐 

藤秘書課長、担当 

 

１ 開会 

 

２ 市長あいさつ 

 今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、様々な制約の中での会議の実 

施となり、全４回の会議を予定していたが、１１月３０日の第３回モニター会 

議は感染拡大により中止とした。モニター通信については、たくさんの貴重なご 

意見をいただき、計２８通となった。検討すべきものもあるが、すぐに対応が可 

能なものについては、速やかに実施しているところである。 

本日は、明後日に市議会で採決される予定の来年度の予算についてご説明する 

とともに、皆様からいろいろなご意見をいただき、協議していきたい。 

今後も新型コロナウイルス感染症の影響が続くと予想されるが、皆様と手を 

取り合って乗り越えていきたい。 

 

３ 懇談 

 ・令和３年度予算について（令和３年度伊東市各会計予算案公表資料を用い、 

新規事業を中心に概要を説明 若山副市長） 

 ・新型コロナウイルスワクチン接種について（概要や準備の進捗状況を説明  

大川健康推進課長） 

 

 

【モニターＡ氏】 

 ワクチン接種について、１６歳以上６４歳以下の人への接種はいつ頃になる

のでしょうか？事前に接種券を送付するとのことですが、接種を希望する人と

しない人がいるかと思いますが、接種券は全員に送付するのでしょうか？最初

は希望しなかった人が、後から気持ちが変わって接種したいと思った場合、いつ

まで接種できるのでしょうか？ 

令和３年度予算について、伊東温泉宿泊促進事業がありますが、詳細をお伺い

したいです。 

健康推

進課 

観光課 



 2 / 8 

 

【大川健康推進課長】  

 ワクチン接種のスケジュールにつきましては、現状ではワクチンがいつ、どの

くらい市に供給されるのかが未確定であるため、具体的なスケジュールをご提

示できない状況です。今後、詳細が決まり次第速やかに皆様にお知らせしてまい

ります。 

接種券につきましては、接種を希望する、しないに関わらず、伊東市に住民票

があり、対象となる方全員に送付し、接種の判断は個人でしていただくこととな

ります。 

ワクチン接種がいつまで可能かという点につきましては、現在国から示され

ている今回のワクチン接種の期間が、令和４年２月２８日までとなっておりま

すので、そこで一区切りとなると考えております。 

 

【中村副市長】 

 伊東温泉宿泊促進事業につきましては、現在静岡県民の方を対象に、市内の宿

泊施設における宿泊費を５，０００円割り引くという事業を行っているところ

ですが、来年度につきましては、国のＧｏＴｏトラベルが再開された場合に、Ｇ

ｏＴｏトラベル終了時に旅行需要が一気に低下してしまうのを避けるため、市

独自の取り組みとして、市内の宿泊施設における宿泊費を４，０００円割り引き、

観光施設や土産物店などで利用できる１，０００円分のクーポンを付けるとい

う事業を考えております。ＧｏＴｏトラベルが今後どうなるか見えない状況で

すが、もし再開が長く先延ばしになるようでしたら、再開する前に今回と同様の

地域限定の割引を実施することも検討しております。 

 

【モニターＥ氏】 

 伊東市は生活保護の方が多いと聞きますが、生活保護費は新年度予算のどこ

に入っているのでしょうか？予算案公表資料にはあえて記載していないのでし

ょうか？ 

 また、土木費に計上されているデマンド型乗合タクシー運行事業ですが、赤沢

のデマンドタクシーは使い勝手が良くないと聞きます。実績はどの程度あるの

でしょうか？使いにくいなら使いやすようにしてほしいです。移動手段に困っ

ている地域は赤沢だけではないと思いますので、赤沢で成功しているならその

事例を他の地域で活かし、失敗しているようなら何がいけないのか反省した上

で新しいことを考えていただきたいと思います。 

 

【若山副市長】 

 生活保護費につきましては、民生費の扶助費として計上されています。金額は
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かなり高いものですが、毎年一定の事業費がかかるものとして、予算案公表資料

の主要事業予定一覧には記載しておりません。 

 ご指摘のとおり、伊東市の生活保護率は高い状況にあります。令和３年１月１

日現在の伊東市の生活保護率は２．０７％で、令和２年１０月の速報値である全

国平均１．６％、静岡県平均０．８８％と比べると高い数値となっております。 

伊東市は生活保護世帯に占める高齢者世帯の割合が多く、ここ数年は高齢者世

帯の減少により、生活保護費自体は横ばい又は減少傾向にあります。 

現在、新型コロナウイルス感染症の影響で市内経済が疲弊していることによ

り、生活保護の相談件数は増えていますが、国や市などの給付金や、生活困窮者

自立支援事業を利用することにより立て直せるケースもあり、必ずしも生活保

護に直結しているわけではありません。 

伊東市は以前から生活保護率が高く、その要因としては高齢者世帯の割合が

多いことが挙げられます。ケースワーカーも就労指導などを行っていますが、な

かなか自立に結びつかないのが現状です。 

 

【中村副市長】 

 デマンド型乗合タクシーにつきましては、以前は生活路線バスが伊豆高原駅

から赤沢海岸バス停まで運行していましたが、利用者が少なく経費がかさんで

しまうということから、平成２８年１０月からデマンド型乗合タクシー事業を

開始しました。 

当初は利用者が少なく、平成２８年度は３２０人でしたが、２９年度は３７０

人、３０年度は４９３人、令和元年度は５３４人となり、徐々に利用者が増えて

まいりました。令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で外出を控えざ

るを得ない状況となり、２７４人と減少しております。 

 ご指摘のとおり、タクシーといえどもバス停間を移動するもので、ドアトゥー

ドアではありませんので、ご不便を感じる方もいらっしゃるのではないかと思

いますが、今後皆様からのご意見を伺いながら改善できるところは改善してま

いります。 

 

【モニターＥ氏】 

 赤沢は伊豆高原駅から温泉施設の送迎バスが１日に何便も走っているわけで

すから、赤沢の方々から温泉施設に話をして、１本でも２本でも赤沢海岸バス停

まで走ってもらうように交渉してはどうでしょうか？そうすればデマンド型乗

合タクシーはいらないのではと思います。 
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【中村副市長】 

 道路運送法の規定により、簡単にはいかない面があります。 

 

【モニターＥ氏】 

 もう少し民間企業の力を活用できるよう知恵を絞っていただきたいと思いま

す。デマンド型乗合タクシーはあまり使い勝手が良くないと思いますので、おそ

らく他の地域でも導入しようというところは少ないのではないかと思います。 

 

【中村副市長】 

 今後、特に生活の足に困る方が多くなってまいりますので、行政といたしまし

ても、移動手段をどう確保していくかということは大きな課題として認識して

おります。 

 

【モニターＥ氏】 

 私は現在移動支援のセミナーに参加していますが、かなりハードルが高いと

感じています。 

 

【モニターＦ氏】 

 路線バスについて、１１路線の運行に税金が支出されていることや、利用者が 

増えなければ路線が廃止されてしまう可能性があることを、どのように地域の

方々に周知しているのでしょうか？ 

 新図書館について、新しくできた総合防災ガイドブックを見ますと、建設予定

地周辺は洪水や津波の被害が予想されている地域ですが、大丈夫なのでしょう

か？ 

 消防費に計上されている津波避難標示看板設置事業の詳細について、お伺い

します。 

市民運動場の人工芝生化について、市長は当初公約の中で小室山のグラウン

ドについて言及されていましたが、市民運動場になりました。そのことと川奈小

学校のグラウンドについてはどのように関連付けて考えていますか？伊東商業

高等学校の５０ｍプールがなくなるという話を聞きました。伊東は水泳が強い

まちなのにとてもショックです。伊東市はスポーツが盛んな割に、設備が整って

いないように思いますが、どのようにお考えでしょうか？ 

 

【中村副市長】 

 生活路線バスにつきましては、２年程前に東海バスが通学定期券をより使い

やすいものにして発売した結果、利用者数が伸びた経過があります。今年度は新
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型コロナウイルス感染症の影響で利用者数が減少していますので、来年度は財

政的に厳しい状況となっています。市といたしましては、平成３０年度に地域公

共交通網形成計画を策定し、事業者、地域住民、行政が協働して公共交通機関を

維持していくための様々な取組をしておりますが、行政としてはバスの乗り方

教室などのイベントを実施して、バスの認知度を高めていく取組を進めていま

す。また、小さなことでありますが、伊東市の自主運行バスについては、バスの

行き先表示に「伊東市自主運行バス」と表示してＰＲしています。 

 津波の看板につきましては、様々なケースがありますのでこれが必ず正しい

というものはないと思いますが、来年度に作成する標示看板もどこに逃げれば

いいかが一目でわかるものを予定しておりますし、海抜の高さだけでなく津波

避難ビルがどこにあるかということもわかるようにする予定です。 

  

【若山副市長】 

 新図書館につきましては、建設予定地が津波想定区域に位置しており、建設に

適しているかという点について様々なご意見があるということは承知しており

ます。仮に津波があったとしても、被害を軽減するために必要な設計、対策を今

後検討してまいります。 

 

【市長】 

 市民運動場の人工芝生化につきましては、私も当初は小室山総合運動公園に

正式なサッカーコート一面とその周囲に４００ｍトラックを設置したいと思っ

ておりましたが、地域住民の方からナイター設備のある運動場の設置はご遠慮

願いたいというご意見がありました。ナイターができないとなると、人工芝を敷

いても稼働率が下がってしまうことが予想されます。また、タウンミーティング

で皆様のご意見を伺う中で、市民運動場周辺の住民の方々が何十年も前から砂

ぼこりに悩まされているとのお話を聞きましたので、そちらを選びました。 

文部科学省の助成金などを活用して、ほとんど市の負担がなく済むように財

源を確保し、本来なら令和２年度に実施する予定でしたが、新型コロナウイルス

感染症対策を優先し、１年先送りにしました。令和３年度に入りましたらすぐ工

事に着手します。ウィズコロナ、アフターコロナを見据え、市民の方だけでなく、

スポーツツーリズムを取り入れ、合宿などで市外からも観光客に来てもらうこ

とができるような施設にしたいと考えております。議会でもなぜ今事業を実施

するのかとのお話がありましたが、新型コロナウイルス感染症の影響は今後も

続くことが予想され、私たちはそれを乗り越えていかなければなりません。その

中で、市内経済を回復させるためにも、観光客を呼び込むことができるように、

今準備をしておく必要があると思っています。 
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【モニターＪ氏】 

 通学路に防犯カメラを設置してほしいと保護者から要望があがっています。

不審者情報も出ており、人通りの少ない道は不安です。学校の統廃合により、通

学の距離が長くなるお子さんもいると思いますので、是非防犯カメラを設置し

てほしいです。熱海市では、全小中学校の通学路に防犯カメラを設置したそうで

す。 

 

【市長】 

 防犯カメラの設置につきましては、タウンミーティングなどでも要望が上が

っています。今の時代、何か犯罪が起きると防犯カメラの映像で犯人が特定され

ることが多いので、必要だと考えております。現状では、防犯カメラ設置に当た

っての様々な課題を整理しているところですが、私といたしましてはできるだ

け早く前進させたいと考えておりますので、もうしばらくお時間をいただきた

いと思います。 

 

【モニターＤ氏】 

 木が電線にかかっているのをよく見かけますが、対応はしているのでしょう

か。 

 

【市長】 

 一昨年伊東は台風１５号の被害に遭いましたが、一番困ったのが停電でした。

倒木により電線が損傷するなどして停電が起きました。電柱には様々な電線が

通っていますが、法律上、ＮＴＴの電線は東京電力などの他の業者が勝手に触れ

ないことになっており、ＮＴＴの電線に接触している樹木を撤去するのに時間

がかかり、停電の復旧が遅れました。電線の高さ以上に伸びた樹木について、事

前に伐採や剪定などができないかと協議しましたが、民有地ですと所有者の方

にお願いして処理してもらう必要があり、同意を得ることが難しく、なかなか進

みませんでした。市道につきましては、パトロールのほか、市民の方から危険箇

所についてのご連絡があれば速やかに対応しております。 

 

【モニターＣ氏】 

 ＳＤＧｓ未来都市に参入するということですが、具体的にはどのような取組

をお考えでしょうか？ 

観光商工費に計上されているシティプロモーション推進事業について、具体

的にはどのようなことを行うのでしょうか？ 

このコロナ禍において、健康回復都市伊東をアピールすることは重要なプロ
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モーションになるのではないかと思いますが、いかがでしょうか？ 

 

【市長】 

 ＳＤＧｓ未来都市につきましては、来年度の応募に向け準備をしております

が、具体的な取組について現在研究中ですので、きちんと採択されるように進め

てまいります。 

  

【中村副市長】 

 シティプロモーション事業につきましては、令和元年度からの３か年事業で

実施しております。これまで、観光事業者の方や市民の方にお集まりいただき、 

ブランド研究会やコンテンツ会議などの会議を開催し、伊東市のコンセプトに

ついて検討を行ってまいりました。今年度中には、ブランドブックというものを

作成する予定で、来年度はそのブランドブックを活用して、具体的なプロモーシ

ョンやキャンペーンを展開してまいります。 

 

【モニターＣ氏】 

 ブランドブックというのは事業者向けのものでしょうか？それとも市民に対

しても配られるものでしょうか？ 

 

【中村副市長】 

伊東がどういうまちかという市民の共通認識があっての観光戦略だと思いま

すので、市民の方々にも広く周知してまいります。 

 

【モニターＧ氏】 

 東・西・旭小学校の統合後の跡地について、活用方法を知恵を絞って考えてほ

しいと思います。また、先日旧市民病院の前を通りましたら、建物がきれいに撤

去されていましたが、跡地の活用方法は決まっているのでしょうか？ 

 

【市長】 

 ３校統合後の２校の活用方法につきましては、地域協議会で様々なご意見を

伺っておりますので、なるべく皆様の意に沿うように活用したいと思っており

ます。 

 また、川奈小学校につきましても、民間企業から活用したいとの申し出をいた

だいておりますので、有効な活用方法を検討してまいります。 
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【若山副市長】 

 旧市民病院の跡地につきましては、現時点では具体的な活用方法は決まって

おりません。地域の方々から様々なご要望をいただいておりますが、もう少し時

間をかけて検討してまいりたいと思います。 

 

【モニターＦ氏】 

 これまで様々な提言をさせていただきましたが、その中で実現したものがあ

り、お礼を述べさせていただきます。さくらの里のスコリアラフトの桜の木を切

っていただき、ありがとうございました。また、ジオテラスのリニューアルにつ

いても、今年やっていただけることになりました。新型コロナウイルスの抗原検

査についても、高齢者等が施設に入所する際のＰＣＲ検査の費用助成が事業化

されました。川奈小学校の跡地利用については、先程市長からお話がありました

が、近々の問題ですのでよろしくお願いします。新図書館について、狩野川台風

の時にちょうどあの前の道が川になってしまったそうです。あれから奥野ダム

ができましたので状況は変わっているかもしれませんが、そういったことも把

握していただいた上で建設していただきたいと思います。 

 

【モニターＥ氏】 

 津波避難ビルが市内にどのくらいあるのか知りたいです。 

 

【佐藤秘書課長】 

後ほど資料をお渡しいたします。 
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