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日 時 平成２９年８月２９日（火） 午後７時～午後８時２０分 

場 所 小室コミュニティセンター ３階大会議室 

 意見 市回答及び対応 

１ 国道１３５号吉田コンビニ前より富戸入り口風越交差点までの

歩道設置工事について 

国道１３５号４車線化の中で当該区間も整備が計画されてい

ますが、一向に実施の動きが見えない状況ですので、先行して当

該区間の歩道整備をお願いします。 

静岡県が国道１３５号伊東市吉田川奈４車線化事業進めておりますが用地確保が課題

となっていますので、地元の皆様のご協力をいただきたいと思います。 

２ 吉田諏訪神社貯水池改修について 

吉田諏訪神社貯水池は、土砂が堆積し、干上がっている状況で

す。防火水利としても登録されており早期の改修を希望します。 

当該ため池は吉田財産区が所有し、管理を行っています。技術的な調査はこれから進め

ますが、改修にあたりましては、当該ため池の上流域が土石流危険渓流に指定されている

ことから、関係機関と協議を行い、改めて回答させていただきます。 

３ 吉田区民会館老朽化による建替えについて 

 吉田区民会館は建設から今年で３７年が経過し、屋上や外壁に

亀裂が生じ老朽化しています。選挙投票所としても利用されます

が、エレベーターもなく不便です。将来的には、機能的なコミュ

ニティセンターの建設を希望しますので検討をお願いします。 

市の出張所を建替える際はコミュニティセンター、公民館を建替える際は生涯学習セ

ンターとして整備してきた経過があります。 

 現在、吉田区民会館には伊東消防署吉田出張所も併設されており、関係機関との調整も

必要になります。施設の目的や費用負担等、区の意見などを聞きながら建設について協議

してまいりたいと考えております。 

４ 私道の公道認定について 

 小室町３丁目地区はほとんどが私道であり、補修等行っていま

すが歩道や排水溝の整備が追いつかない状況ですので、少しでも

公道として認定していただきたいと思います。 

私道を公道認定するには、私道の寄付を受け公道として認定することになりますが、私

道の寄付を受ける場合は、道路の構造について伊東市私有道路の市道編入要綱に基づく

基準を満たす必要があります。 

所有者及び管理者と協議の上、実施可能箇所の選定等検討してまいります。 

５ 公園整備について 

小室町３丁目町内には公園がないため、子どもたちの遊び場と

してだけでなく災害時の避難場所ともなるような公園の整備を

お願いします。 

都市公園は、身近な街区公園から大規模な公園までさまざまな種類があります。街区公

園規模であれば、２，５００㎡程度のある程度まとまった土地と確保と周辺住民のご理解

が必要となります。現況、適地が見当たらない中でどのようにご要望に応えられるか検討

してまいります。 

６ 小室コミュニティセンター体育室のエアコン設置について 

３階体育室にエアコンを設置していただきたいと思います。 

用途が体育室であり天井も高いことから、空調の規模や費用等、設置が可能かどうか検

討してまいります。 
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７ 土砂災害（特別）警戒区域の指定について 

 静岡県による土砂災害（特別）警戒区域の指定については、実

際の危険度を精査して判定を行うべきであると申し入れており

ます。区域指定前に市長にお伺いするということですので、その

際には是非きちんと精査していただきたいと思います。区域指定

されるのであれば、市として災害予防対策を計画的にお考えいた

だきたいと思います。 

 静岡県では土砂災害防止法に基づき、基礎調査を実施し、市町の意見聴取を行った上

で、土砂災害（特別）警戒区域として指定を行っています。 

 法令上、区域指定の際には市長の意見を聴くこととなっておりますが、了解を要するわ

けではなく、最終的な判断は県知事が行うこととなります。 

本市としては区域指定前に地元住民の理解を得るよう県に対し求めております。 

８ 小室山北斜面の森の復元について 

 かつて小室山北側斜面にヒノキの森がありましたが、一部の樹

木伐採を起因として４千坪の森が消失し、付近の別荘地内に強風

が吹きこむようになりました。 

 その後は市による植林や、県や市の補助を受けて自治会やボラ

ンティアが植林や山野草花壇の整備等進めているところですが、

降雨による斜面の亀裂、植物の流亡、山道の崩壊危険が出てきて

います。根本的な土木工事は自治会では負担できないため、市に

よる山道の整備をお願いします。 

また、市民や観光客の利便性向上のため、遊歩道の簡易舗装、

水道設備、ベンチの設置についてもご検討いただきたいと思いま

す。 

小室山北側の斜面については自治会・ボランティアの皆様にご協力をいただき様々な

整備が進んでおり感謝申し上げます。 

 整備区域内の山道の崩落防止対策、遊歩道の簡易舗装、散水用水栓やベンチの設置など

については、静岡県の観光施設整備事業費補助金を活用する中で実施を検討してまいり

ます。 

 

９ 魅力ある公園の整備について 

伊東は風光明媚で景色も良く、観光客も多く訪れる素晴らしい

ところです。子どもたちが思い切って遊ぶことができ、保護者に

とっては経済的に負担なく楽しめるような場所ができれば、より

魅力的な街になると思います。 

 例えば小室山を活用し、自然を大切にしながらアスレチックや

小室山公園の御神火（ごじんか）広場については、平成２６年度以降、恐竜モニュメン

トの増設やアスレチック遊具の設置、階段の舗装を行っており、引き続き整備を進めてま

いります。他市の魅力的な公園を参考にしながら、子どもたちが楽しめる施設を考えてま

いります。 
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遊具、デイキャンプなどで一日中楽しめる公園にしてはどうでし

ょうか。市の財政的には難しいと思いますが、県の補助金を利用

するなどして実現できればと思います。 

10 同報無線について 

同報無線の聞こえが悪いため確認願います。町内で聞こえにく

いかどうかのデータを取ります。 

具体的に場所を教えていただけると大変助かります。 

現在、同報無線についてはデジタル化の工事を順次進めており、デジタル化後は雑音が

少なくなり聞きとりやすくなるはずですが、加えて、難聴地域に対してはスピーカー角度

や音量の調整を検討してまいります。 

なお、伊東市のメールマガジンにご登録いただくと、放送する内容が携帯電話等のメー

ルに届きますのでぜひご利用ください。 

11 川奈幼稚園の活用について  

休園した川奈幼稚園の今後の活用について検討をお願いしま

す。 

 

川奈幼稚園は、園舎の状態がよく園庭も広いため、地域の方のご意見をお聞きする中

で、地域の交流の場や健康増進の場等として利活用できればと考えております。敷地まで

の車道、歩道の整備が必要となることについてもあわせて検討してまいります。 

平成２９年度については、南幼稚園と富士見分園園児の園外保育の場として、また、Ｐ

ＴＡの協力のもと芋畑を整備し、幼児教育の場として活用してまいります。 

12 諏訪海の家跡地の活用について 

諏訪海の家跡地の今後の活用について検討をお願いします。 

安全を確保しながら使用できる施設を造ることが可能かどうかなど、活用の可能性を

検討してまいります。 

13 小室コミセン付近の交差点（丁字路）の安全対策について 

当該交差点で車同士の事故が多いようです。川奈小学校側から

来る車にとって付近の電柱が死角となっているという話も聞く

ので、電柱の場所を移動して見通しを良くするなどの安全対策を

お願いします。 

 

現地を確認したところ、交通ルールに従って交差点に侵入すれば見通しが悪いという

ことはありませんでしたが、停止線で停止しない車や速度の速い車が散見されました。 

近隣住民、児童、小室コミセン利用者等の歩行者が巻き添えで犠牲になるようなことがあ

ってはならないと考えておりますので、現地に不慣れなドライバーが事故を起こさない

ような対策を関係団体と協議してまいりますが、合わせて区民の皆様に対して今一度交

通ルールの遵守と安全確認の徹底を呼びかけていただきますようお願いいたします。 

14 文化会館の建設について 

文化会館建設の取組方法やスケジュールを伺います。また、市

民や文化団体の要望をどのように取り入れてもらえますか。 

新たな文化会館につきましては、既に建設に向けた検討を始めており、これまでに関係

各課の職員による先進地視察を行ったほか、「図書館・文化ホール建設基本構想策定に係

るワーキンググループ」を立ち上げ、本年５月２９日に第１回目の会議を開催し、その後
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も随時開催しております。 

具体的な取組としましては、建設候補地や施設の形態など、様々な可能性の洗い出しを

行い、今年度末までに基本構想の案を作成する予定です。 

この基本構想の案を基に、多くの方からご要望をお聞きし、ご意見を反映させていきた

いと考えております。  

15 図書館の開館時間について 

図書館の開館時間を延長し、市民が使いやすい図書館にしてい

ただきたいと思います。 

現在、伊東図書館の開館時間は、午前９時３０分から午後６時までとなっております

が、夜間開館については、昭和２７年から昭和３５年の間、夏季の２か月間のみ午後９時

まで開館しておりました。 

本市では、連休中や月曜日が祝日の場合の火曜日に特別開館を実施し、利用者の利便性

の向上を図ってきましたが、夜間の開館につきましても、利用状況や職員体制など他市の

状況を参考に検討していきたいと考えております。 

16 小室山公園の遊具設置について 

小室山公園の御神火広場までは距離や勾配があるため、高齢者

や幼児が行くのは大変ですので、親子広場やゲートボール場の近

くに幼児向け遊具を設置していただきたいと思います。 

ゲートボール場隣接の広場や親子広場など、駐車場から近い場所への幼児用遊具の設

置につきましては、今後、皆様の声を聞きながら、小室山公園の整備方針を勘案し検討し

てまいります。 

17 魅力あるまちづくり補助金の増額について 

文化団体として魅力あるまちづくり事業補助金を利用してい

ます。もっとたくさんの子どもたちに見応えのある舞台を鑑賞し

てもらいたいので、補助金の上限を上げていただきたいと思いま

す。 

魅力あるまちづくり事業補助金では、平成２８年度に補助制度の改正を行い、文化振興

事業を行う文化芸術団体を新たに対象にし、各年度１回限りで５万円を上限に補助を行

っています。 

補助制度の見直しを概ね３年ごとに行っており、次回の見直しは平成３０年度を予定

しています。その際に、補助額の引き上げができるかどうか検討してまいります。 

18 エフエム伊東なぎさステーションの場所について 

エフエム伊東なぎさステーションは津波の際に浸水する恐れ

がありますので、今後の計画について伺います。 

エフエム伊東なぎさステーションは、平成１０年の開局後１９年を経過し、器材も老朽

化していることから、器材の更新と併せ、津波の恐れのない新しい場所に移転し、災害対

策にも活用できるように再整備していきたいと考えています。 

19 道路の拡幅について 

川奈駅踏切を渡り小室４丁目から小室町会館の方へ通じる道

ご指摘の道路につきましては、以前道路計画を立て用地交渉を行いましたが、用地確保

が困難なことから、現在に至っております。今後、地元皆様のご協力が得られれば、計画
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路について、交通量が多い割に幅員が非常に狭いため拡幅をお願

いします。 

に従って整備を進めていきたいと考えております。 

20 市役所職員の採用について 

伊東市は親子で市の職員になっている人が多いと聞いていま

すが、何とかならないかお調べいただきたいと思います。 

市職員採用に当たり、職員と親子関係その他親族関係にあることを理由に、採用に関し

便宜を図ることはありません。また、就職の機会均等の観点から、広く門戸を開き、適性・

能力を基準とした採用とする必要があると考えております。今後とも公正な採用に十分

配慮した対応としてまいります。 

21 公園整備について 

小室町１丁目にも公園整備をお願いします。 

 

都市公園は、身近な街区公園から大規模な公園までさまざまな種類があります。街区公

園規模であれば、２，５００㎡程度のある程度まとまった土地と確保と周辺住民のご理解

が必要となります。現況、適地が見当たらない中でどのようにご要望に応えられるか検討

してまいります。 

22 川奈口交差点付近のスタンド跡地について 

国道１３５号沿いにありながら廃材が置いてあり景観が良く

ないため、整理をお願いします。 

工事現場等で出た再利用可能な資材等を保管していますが、国道１３５号からの景観

も考慮し、整理整頓を心がけてまいります。 

23 ボランティア活動等への市役所職員の参加等について 

ボランティア活動や町内の祭りなどに若い人が必要です。新規

職員採用の際にはボランティアに興味のある方を採用していた

だきたいと思います。 

市職員は、約５００人で構成する市内消防団に約５０人が入団しているほか、ＰＴＡ活

動への参加など、様々な地域活動において積極的に参加しているものと認識しておりま

すが、地方公務員として地域との連携の重要性について再認識し、より一層市職員のボラ

ンティア活動等への参加を促すよう周知を図ってまいります。 

24 生活保護費の適正な支給について 

伊東市は生活保護になるのが楽だと聞きましたが、申請時の審

査やその後の状況変化等の確認はきちんとされていますか。 

働ける人には働く意欲を持ってもらい、生活保護の適正な支給

をしていただきたいと思います。 

 生活保護の要件・運用は全て国が統一的な基準を設けており、本市と他市とで審査基準

が違うということはありません。また、被保護者の保護の必要性については継続的かつ適

切に調査・確認を行っております。 

25 一碧湖観光橋駐車場付近の安全対策について 

観光橋駐車場から湖畔へ行く際に、湖畔へ通じる道の入口が開

ご指摘いただいた駐車場から湖畔へ行く道の入口にガードパイプを設置し、横断歩道

を利用して渡るような動線を確保しました。 
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いているため、付近の横断歩道を利用せずに道路を渡る人が多い

ので安全対策をお願いします。 

26 一碧湖周辺の空き家について 

一碧湖の周辺に荒れた空き家が多く、伊東八景でもある一碧湖

の素晴らしい景観を損ねています。今後の一碧湖周辺の整備をど

のように検討しているのか伺います。 

一碧湖の周辺整備の必要性は感じており、協力していただける民間事業者があれば再

開発を検討していきたいと考えております。 

 

27 東京オリンピックに向けた計画等について 

東京オリンピックは伊東市にとって集客できる絶好の機会で

あると思います。市としてはどのような計画を立てているのでし

ょうか。 

 

 

東京オリンピックに向け県担当部局との連携を密にし、市内の活性化につながるよう

な有益な情報に対ししっかりと対応してまいります。 

現在、観光看板の多言語化や多言語のパンフレットを作成するなど外国人観光客の受

入れ態勢の整備を進めております。今後も各企業、国際交流協会を始めとする各種団体、

各種業界の皆様と連携し、ハード・ソフト両面で受け入れ態勢の整備を進めてまいりたい

と考えております。 

 


