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平成２８年第４回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                    平成２８年１２月６日（火）午前９時３０分開会 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 

日程第 ５ 一般質問 

    １． ７番 飯 田 桂 司 君 

     １）町内環境整備について 

    ２． ３番 栗 原 京 子 君 

     １）妊娠・出産包括支援事業の取組みについて 

     ２）移動式赤ちゃんの駅導入について 

    ３．１２番 鈴 木   勉 君 

     １）選挙の投票率向上にむけて 

    ４． １番 笠 井 政 明 君 

     １）町内の公園等の管理について 

     ２）地域おこし協力隊について 

     ３）情報発信、データ利活用について 

    ５．１０番 藤 井 廣 明 君 

     １）奨学金について 

     ２）町おこしについて 

    ６． ２番 稲 葉 義 仁 君 

     １）町道稲取片瀬線について 

     ２）防災対策について 

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

出席議員（１１名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ２番  稲 葉 義 仁 君 
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     ３番  栗 原 京 子 君      ５番  西 塚 孝 男 君 

     ６番  内 山 愼 一 君      ７番  飯 田 桂 司 君 

     ８番  村 木   脩 君     １０番  藤 井 廣 明 君 

    １２番  鈴 木   勉 君     １３番  定 居 利 子 君 

    １４番  山 田 直 志 君 

欠席議員（１名） 

    １１番  森 田 禮 治 君 

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

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 太 田 長 八 君 副 町 長 鈴 木 忠 一 君 

教 育 長 黒 田 種 樹 君 総 務 課 長 鈴 木 利 昌 君 

選 挙 管 理 
委員会書記長 鈴 木 利 昌 君 企画調整課長 遠 藤 一 司 君 

税 務 課 長 正 木 三 郎 君 住民福祉課長 斎 藤   匠 君 

住 民 福 祉 課 
参 事 木 田 尚 宏 君 

健 康 づ く り 
課 長 鈴 木 嘉 久 君 

健康づくり課 
参 事 村 上 則 将 君 農林水産課長 鈴 木 伸 和 君 

農 林 水 産 課 
参 事 山 田 義 則 君 観光商工課長 梅 原 裕 一 君 

建 設 課 長 高 村 由喜彦 君 防 災 課 長 竹 内   茂 君 

会 計 課 長 兼 
会 計 管 理 者 鈴 木 敏 之 君 教 育 委 員 会 

事 務 局 長 坂 田 辰 徳 君 

水 道 課 長 石 井 尚 徳 君   

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

職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 向 井 青 一 君 書 記 木 村 昌 樹 君 

───────────────────────────────────────────────── 
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開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会の宣告 

○議長（村木 脩君） 皆様、おはようございます。 

  平成28年第４回定例会の開会に当たり、議員の皆様におかれましては、年末を控え大変お

忙しい中、御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  本定例会には、条例の一部改正案、各会計の補正予算などが上程されております。議員各

位におかれましては、十分御審議の上、円滑に議事を進行されますよう切にお願い申し上げ

まして、開会の挨拶といたします。 

  ただいまの出席議員は11名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成28年東伊豆町議会第４回定例会は成立しましたので、開会します。 

  なお、11番、森田議員より本定例会を欠席するとの届け出がありましたので、御報告しま

す。 

 

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

 

◎議会運営委員長の報告 

○議長（村木 脩君） 議会運営委員会委員長の報告を求めます。 

  13番、定居議員。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 皆様、おはようございます。 

  議会運営委員会より、平成28年第４回定例会の運営につきまして御報告をいたします。 

  まず、本定例会には８名の議員の方より一般質問が通告されております。一般質問の趣旨

をよく御理解いただき、円滑な質疑、答弁がなされますよう御協力をお願いいたします。な

お、本定例会では、一般質問の時間は60分、質問回数を１回目の通告分を除いて３回以内と

することが協議決定しておりますので、御協力をお願いいたします。 

  また、質問通告者の中で、２番議員より掲示板の使用願いの申し入れが出されております。 

  本定例会の提出案件といたしましては、条例の一部改正案が５件、広域連携に係る連携協

約の変更が１件、指導主事の共同設置が１件、規約の変更が１件、補正予算案が５件、教育
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委員会の報告が１件、合計14件がそれぞれ日程に組み込まれております。さらに、議会から

は、委員会の研修視察報告及び議会運営委員会所管事務調査を上程いたします。 

  なお、議案第57号と58号、第59号と60号は一括議題とし、一般会計補正予算の説明につき

ましては、おおむね100万円以上、特別会計補正予算につきましては、おおむね50万円以上

で説明すること。 

  また、条例の一部改正案の説明には、新旧対照表または資料等を用いるなどにより概要説

明とすることが協議決定されましたので、当局の皆様もよろしくお願いいたします。 

  以上の内容を踏まえまして、本定例会の会期につきましては、予備日も含め本日から12月

８日までの３日間とさせていただきます。 

  最後になりますが、議会運営委員会の所管事務調査につきましては、議会運営に関するこ

と、会議規則・委員会条例に関すること、議長の諮問に関すること、以上３点は閉会中の継

続調査といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  議員各位には、平成28年最後の定例会となりますので、活発なる御審議と円滑な議会運営

を切にお願い申し上げまして、議会運営委員会からの報告といたします。 

  よろしくお願いいたします。 

 

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

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○議長（村木 脩君） 本日の議事日程は、あらかじめ皆様のお手元に配付したとおりであり

ます。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（村木 脩君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、10番、藤井議員、12番、鈴木議員を

指名します。 

 

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

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（村木 脩君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、本日から予備日を含め12月８日までの３日間としたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、会期は３日間と決定しました。 

 

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

 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（村木 脩君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

  議会閉会中に提出されました例月出納検査及び定期監査の結果に関する報告につきまして

は、既に送付しました。 

  また、議長の出席した会議等の報告については、お手元に資料を配付しました。会議資料

につきましては、議員控室に置きますので、ごらんいただきたいと思います。 

  これで諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第４ 行政報告 

○議長（村木 脩君） 日程第４ 町長より行政報告をいたします。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 
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○町長（太田長八君） 皆さん、おはようございます。 

  平成28年第４回議会定例会を招集申し上げたところ、議員各位には、何かとお忙しい中、

御出席を賜り、厚く御礼申し上げます。 

  定例会の開会に当たり、御挨拶を兼ね行政諸般の報告をさせていただき、議員各位並びに

町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  さて、少子高齢化社会の到来や地方分権の進展により、地方自治体を取り巻く環境は急激

に変化し、行政需要も多様化、複雑化してきており、地方行政はかつてない変革期の中、効

率的で効果的な運営を目指した足腰の強い行政基盤の確立が不可欠となっております。 

  町政運営の指針となる第５次総合計画は、平成24年３月に平成33年度までの10年間を期間

として策定され、本年度で前期の基本計画期間を終えるため、後期５カ年の計画の見直しを

行っているところであります。庁内各課におきまして社会情勢の変化などにより見直しが必

要な箇所を検討、修正し、また、総合戦略との整合性を図った後、管理職を中心とした策定

委員会にてさらに検討を加え、来年１月には最終的な計画となります。今後５カ年の政策展

開の指針として活用してまいります。 

  このような中、現在平成29年度当初予算の編成時期を迎えておりますが、極めて厳しい予

算編成作業になることと思われます。既に11月４日には職員に編成方針を通知し、要求基準

を示したところではありますが、景気の回復が足踏み状態であることから、町税の増収は期

待できないものと考えております。 

  一方、歳出面では、扶助費や各特別会計への繰出金、公債費の増、さらには公共施設等の

老朽化に伴う維持補修経費の大幅な需要増が見込まれるなど、厳しい財政運営を継続しなけ

ればならない見通しとなっております。 

  しかしながら、住民の皆様に対しましての行政需要は山積しております。特に、防災対策

の充実、少子化対策や子育て支援の推進などの住民福祉の充実、農林漁業の振興、生活環境

基盤整備、町内経済活性化対策等には積極的な対応を図らなければなりませんので、財源確

保に最大限の努力を払うとともに、限られた財源の有効配分に徹するため、慎重な調整をし

てまいりたいと考えております。 

  それでは、行政諸般の報告をさせていただきます。 

  11月20日、藤枝市において県の自主防災活動推進大会が開催され、白田区が実施している

介護事業所との協働による災害時要配慮者の避難支援などの活動が認められ、地域自主防災

活動知事褒賞を受賞されました。 
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  白田区自主防災会役員並びに区民の皆様に心からお祝いを申し上げますとともに、今後の

災害に備えまして、引き続き、地域の防災力を高めていただくようお願いするものでありま

す。 

  また、11月22日早朝に東北地方を襲ったマグニチュード7.4、震度５弱の地震による津波

のニュースが記憶に新しい中、12月４日に地域防災訓練が行われ、住民及び消防署員などが

参加いたしまして、各自主防災会単位での津波避難訓練、応急救急訓練、炊き出し訓練など

を実施いたしました。奈良本地区におきましては倒壊家屋からの救出訓練を、白田地区にお

きましては賀茂地区看護協会と協働による応急救急訓練を実施いたしました。 

  災害への対応は、訓練を継続することが大事でありますので、住民１人１人が自主的に行

動をとれるよう、積極的な訓練への参加、家庭での防災対策の推進をお願いするものであり

ます。 

  また、11月25日、熱川地区で２カ年にわたり整備しておりました防災公園「熱川温泉しお

かぜ広場」が完成し、12月５日議長ほか担当常任委員会の委員並びに地元熱川温泉観光協会

等、関係者の皆様の御臨席をいただき竣工式典を行いました。今後は災害時の避難場所とし

て、平時は住民を初め、観光客の皆様の憩いの場として、さらには地域のにぎわいの創出の

場として、皆様に有効に活用していただくようお願いするものであります。 

  次に、消防関係ですが、去る11月９日、秋季全国火災予防運動に伴い、消防団による非常

呼集訓練を熱川、稲取両地区におきまして実施し、火災出動態勢及び消火活動の対応を確認

いたしました。その後、消防団車両による町内パレードにより、火災予防への啓蒙に努めた

ところでございます。 

  これから暖房器具の使用や空気の乾燥により、火災の発生しやすい時期となりますので、

住民の皆様におかれましては、火の取り扱いに十分注意していただきますようお願いいたし

ます。 

  次に、ふるさと納税寄付金ですが、今年度６月、９月と増額補正をさせていただいており

ますが、11月16日現在、申し込みベースで47都道府県の1,936名の皆様から2,073件、１億

2,628万5,000円の寄付申し込みをいただいております。お礼の記念品につきましても、水産

物、農産物、宿泊補助券を中心に、その他の品目でも伸びており、町内の経済活性化に加え、

東伊豆町の特産品を広く全国にＰＲすることにもつながることから、今後も記念品の拡充に

努め、進めていきたいと考えております。 

  なお、本定例会に、関連する補正予算を提案させていただきましたので、よろしく御審議
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をお願いいたします。 

  地方創生につきましては、皆様に御協力をいただき、「東伊豆町まち・ひと・しごと創生

総合戦略」として、本年３月に策定いたしたところですが、基本目標達成に向け改善を図る

ことが必要とされております。そのため９月に議会の皆様、10月には産・官・学・金・労・

言及び住民代表による有識者会議の皆様の御意見、御提案をいただき、11月には私以下、町

の管理職以上で構成する創生本部での会議を経て検証を終えました。今後この結果を取りま

とめた上、町のホームページ上で公表し、いただいた提言を生かして実効性のある施策につ

なげていく所存であります。 

  平成26年度から、芝浦工業大学の学生の協力を得て、空き家利活用拠点づくり事業を実施

しております。本年度から３カ年で東海汽船事務所を改修し、本年度はリニューアルした施

設内に東伊豆町の生活文化を展示し、東海汽船を利用する方を中心としたお客様に、地域の

ことを知っていただけるよう施工しております。町の空き家等利活用推進協議会の助言や協

力をいただいたり、町の子供たちとのワークショップを開催したりと、地域との連携にもつ

なげております。昨年改修いたしましたダイロクキッチンでは、地域おこし協力隊員が料理

教室、写真展、落語会などさまざまな催しを実施して、活用法を模索しております。またか

ねてより、まちづくり等の振興を目的として設立準備を進めてまいりましたＮＰＯ法人が11

月14日付で登記され、空き家利活用の地域イベントの開催及び促進をダイロクキッチンを拠

点として行ってまいります。 

  次に、税務関係ですが、今年度より発足した賀茂地方税債権整理回収協議会と共同し、滞

納整理の強化に努めております。 

  また、11月、12月は県下一斉の滞納整理強化月間として、広報誌やポスター等によるＰＲ

を通じて納税のお願いをしております。 

  期限内に納税した方との公平性を保つため、税の滞納に対しまして財産調査を行い、差押

などの厳しい滞納処分を実施しております。 

  今後は、捜索による差押物件のインターネット公売の実施や静岡地方税滞納整理機構によ

る高額案件の徴収などにより、収納率の向上を図ってまいりたいと考えております。 

  去る11月７日には下田税務署及び伊豆下田税務協議会による納税表彰式がサンワーク下田

で開催され、当町からも税務行政に貢献した１名の方が受賞されました。 

  また、11月11日から17日までの税を考える習慣の一環として募集した、税に関する作品を

町民文化祭の会場及び役場ロビーに展示し、納税意識の高揚や滞納抑止に努めたところであ
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ります。 

  御協力をいただきました児童生徒を初め、学校関係者の皆様には、改めて感謝申し上げま

す。 

  次に、住民福祉関係ですが、高齢者の方々への感謝と長寿をお祝いするため、10月１日に

稲取小学校体育館におきまして敬老会を開催いたしました。 

  70歳以上の対象者3,955人のうち、307人の方が出席してくださいました。 

  第１部の式典に続き、第２部の演芸会では、稲取幼稚園児や民生委員等による「金目の大

将」の踊りや、あじさい学級生による歌と踊り、またダンススタジオ舞夢によるフラダンス

などが披露され、会場内は拍手喝采で盛会裏に終了することができました。 

  このような光景を拝見し、子供から高齢者までお互いを尊重しながら、未来への夢と希望

を持って生きられる、豊かなまちづくりを目指していきたいと改めて感じた次第であります。 

  敬老会を盛り上げていただきました皆様並びに運営に御協力をいただきました関係各位に

は感謝申し上げます。 

  10月７日、静岡県の健康福祉大会におきまして、保護司として10年以上在籍し、功績顕著

であるとして、冨田 衛氏と石井育代氏の２名が静岡県社会福祉協議会会長表彰を受賞され

ました。 

  心よりお祝いを申し上げますとともに、今後のさらなる御活躍を期待するものであります。 

  11月11日には、東伊豆町交通安全指導委員会が発足40周年を迎え、記念式典がとり行われ

ました。 

  40年の長きにわたりまして、早朝からの街頭指導を通じて児童生徒の交通安全の確保を図

ってこられ、また、町のイベント等にも快く交通整理等をお引き受けいただいており、心よ

り感謝申し上げる次第でございます。今後とも町の交通事故防止に向けまして、御活躍いた

だきますようお願い申し上げます。 

  国の施策であります臨時福祉給付金と、低所得の障害・遺族基礎年金給付者向けの年金生

活者等支援臨時福祉給付金の申請受け付けにつきましては、10月11日より１月12日までの３

カ月間実施しております。 

  対象になると思われる方々に、あらかじめ御案内及び申請書を送付し、申請受け付けを行

っておりますので、受付期間内に申請されますようお願い申し上げます。 

  次に、健康づくり関係ですが、本年度もインフルエンザ流行の時期を迎えました。感染拡

大を抑えるためには、日常生活での予防やワクチン接種を受けることが重要であります。町
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民の皆様方には、流行前に予防措置を講じ、感染が蔓延しないよう心がけていただきたいと

思います。 

  健康イベント関係でありますが、10月23日に奈良本区と町の共催によりまして、奈良本ヘ

ルシーウォークを開催したところ、ウォーキングには47人の方が、また奈良本公民館での健

康イベントには延べ103人の方が参加され、日ごろの健康づくりの一つとして役立てていた

だけたことと思います。 

  11月20日には、町民の皆様に健康について興味を持っていただき、健康状態や生活習慣病

を見直すことを目的に、第16回健康福祉ふれあい広場を保健福祉センターにおいて開催いた

しました。今年も１階には健康広場、２階には福祉ふれあい広場を設け、多くの町民の皆様

に参加していただきました。準備から開催まで、御協力いただきましたボランティアの皆様

に心から感謝申し上げます。 

  介護保険関係では、65歳以上の独居・老々世帯2,433世帯を対象に、宅配業者の協力のも

と、高齢者の安否確認の事業を実施いたしました。配送結果を分析し、今後の見守り体制の

充実に活用したいと考えております。 

  次に、農林水産関係ですが、東伊豆海のみえる農園の来年４月グランドオープンに向けて

整備しておりました、滞在型施設７棟の工事が完了し、利用者の募集を開始いたします。事

業完了に伴う補助金の精算につきましては、本定例会に関連する補正予算を提案させていた

だきましたので、よろしく御審議をお願いいたします。 

  農業基盤の整備におきましては、県営の中山間地域総合整備事業に国の２次補正予算が充

てられました。早期完成に向けて弾みのつくところですが、国の予算づけはまだまだ厳しい

ことから、例年のとおり、来年度当初予算確保に向け受益者代表等に同行し、国や県、本県

関係国会議員に要望活動を行っております。 

  農業振興政策では、３年目となりました明治大学農学部のファームステイ事業を本年度も

農業経営振興会が中心となって受け入れをしていただきました。７日間の間に、後継者部会

が学生たちと交流会を開催するなど、農業者の皆さんの活動が活発に行われており、引き続

き支援してまいりたいと考えております。 

  次に、林業振興関係についてですが、５年計画の４年目を迎えた森林整備地域活動支援事

業や美しい森林づくり基盤整備事業により、約10ヘクタールの人工林の除・間伐を行い、町

内各所の荒廃山林の整備や森林環境の改善、山地災害の未然防止に努めております。 

  また、優良景観樹木保全事業におきましては、本年も松枯れの被害が甚大で、伐倒駆除に
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関する経費増加につきまして補正予算に計上させていただきましたので、よろしく御審議の

ほどお願いいたします。 

  次に、主要産業である観光関係でありますが、９月までの入湯客の入り込み状況を見ます

と、累計では46万5,956人で、前年に比べ２万46人の減、4.1％のマイナスとなっており、夏

の繁忙期を除いてほぼ前年割れの厳しい状況となっております。国内旅行は好調に推移して

いるものの、九州の復興キャンペーンや北海道新幹線の開業効果による道南及び東北方面の

にぎわい、さらには大河ドラマ「真田丸」のゆかりの地である信州が根強い人気となってい

ることなどが要因として挙げられます。 

  しかしながら、一部では訪日外国人客の増加や宿泊単価の上昇による収益率の向上等の明

るい兆しも見えつつあります。 

  次に、観光イベント関係ですが、９月16日から11月６日まで町内観光協会が主催となり、

ムーンロード謝月祭が開催されました。稲取温泉では、済廣寺で兄弟三味線のライブ、熱川

温泉では石曳き道灌祭り、北川温泉では瀬木貴将さんによるサンポーニャとケーナの音楽Ｌ

ＩＶＥ、さらに大川温泉ではトヨダミュージックサロンでの謝月祭コンサートがそれぞれ開

催され、地域住民や観光客を魅了いたしました。 

  10月５日から11月11日まで、細野高原では秋のすすきイベント、知られざる絶景散歩が開

催され、６年目を迎えた本年も県内外から１万1,504人の来場者でにぎわいました。天候不

順と路線バスの平日運行中止の影響等により、前年に比べ1,722人の減、13％のマイナスと

なりました。イベント期間中には絶景ポイント送迎シャトルタクシーを初め、すすきスタン

プラリーや各種音楽イベント、もちまき等の多彩な催しが行われ、新聞やテレビ等のマスコ

ミ各社にも取り上げられ、伊豆半島の秋の一大イベントとして定着してまいりました。 

  なお、当イベントの開催に当たりまして、関係団体はもとより、稲取地区４町内会並びに

地元入谷区民の皆様の御理解と御協力を賜りましたことに感謝を申し上げるとともに、今後

も地域への経済波及効果の拡大に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

  10月30日には、町のゴルフ連盟主催による第52回町民ゴルフ大会が稲取ゴルフクラブで開

催されました。当日は曇り空の肌寒い天候にもかかわらず、稲取高校ゴルフ部から14名の特

別参加をいただき、女性14名を含む155名が熱戦を繰り広げ、心地よい汗を流しながら親睦

を深めました。 

  次に、商工関係ですが、リフォーム振興事業につきましては、現在までに申請件数が45件

で、補助金額が764万7,000円、補助対象工事費が6,878万円に上っており、多くの町民の皆
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様に御利用いただき、快適な住環境の向上を図るとともに、町内経済の活性化に寄与してお

ります。 

  今後のイベントといたしましては、12月24日に熱川温泉ではクリスマスファンタジアが開

催され、さらに初春のイベントといたしましては、稲取温泉の雛のつるし飾りまつりが予定

されております。今回は20周年の大きな節目を迎えることとなり、主催の稲取旅館組合では

関係団体との連携を図りながら、町なかのさらなるにぎわい創出に向けて準備を進めている

ところであります。 

  さらに、東海汽船稲取航路につきましては、来年の１月29日から４月２日までの64日間の

運航が決定いたしました。伊豆大島椿まつりとの相乗効果が図られ、昨年を上回る来遊客が

訪れることを期待するところであります。 

  今後も、行政と観光協会等の諸団体が一体となって、誘客対策を講じていかなければなら

ないと考えますので、議員各位におかれましても、新たな観光政策や事業につきましての御

提案や御提言をいただきますよう御協力をお願い申し上げる次第であります。 

  次に、建設関係ですが、町道大川遠笠山線の路面補修費用に役立てていただきたいと８月

４日付で、霊友会弥勒山様より御寄付をいただきました。まことにありがとうございました。 

  去る９月２日、３日に実施いたしましたアスファルト舗装の補修工事費用として活用させ

ていただきましたので御報告いたします。 

  次に、空き家対策の状況でございますが、空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に取

り組むため、９月23日に第１回目の空家等対策協議会を開催し、東伊豆町空家等対策計画案

の策定作業を行っております。この計画を基本に空き家対策を進めていきたいと考えており

ますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、道路保全関係でございますが、国の社会資本整備総合交付金２次補正の増額が提示

されたことに伴い、大川地区の町道湯ノ沢草崎線のり面対策工事の施工延長を、稲取地区に

おきましては、町道稲取片瀬線町営住宅前の舗装改良工事を実施いたします。 

  また、熱川地区の町道小橋熱川線にかかる熱川橋落橋防止補強工事につきましても、この

２次補正で完了させる予定であります。 

  さらに、道路橋梁点検費用も２次補正で増額されましたので、発注済みの38橋に40橋を追

加いたしまして、早期に全橋梁の点検作業が終了するよう努めてまいります。 

  なお、本定例会に関連する補正予算を提案させていただきましたので、よろしく御審議を

お願いいたします。 
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  静岡県では、今回の熊本地震におきまして、昭和56年以前建築の木造住宅が倒壊等大きな

被害を受けたことから、古い住宅の耐震工事を行いやすくするために、平成29年度までの緊

急措置として、現行の補助額に15万円を上乗せする拡充政策をとりましたので、町も県と足

並みをそろえ、合わせて30万円の上乗せ補助を平成29年１月４日より平成30年３月31日まで

実施いたします。ぜひ、耐震工事の着手に御活用していただきたいと思います。 

  次に、教育関係でありますが、去る９月21日、東伊豆町総合教育会議におきまして、大川

地区と熱川地区の幼稚園及び小学校の教育環境の整備について、学校教育環境整備委員会の

中間答申や大川地区説明会等の内容を踏まえ協議した結果、統合は必要であるとの結論に至

り、議員各位並びに町民の皆様に御報告を申し上げたところでございます。平成30年４月の

統合に向けまして、さらに具体的に協議してまいりますので、関係各位の御協力をお願いい

たします。 

  また、学校教育環境整備委員会では、引き続き、当町全体の学校教育の適正な規模や配置

のあり方につきまして、方向性を示すことを目的に検討が重ねられている状況ですので、皆

様の御理解をお願いいたします。 

  ９月17日、熱川・稲取両中学校、10月６日、熱川幼稚園、10月14日、稲取幼稚園において、

それぞれ運動会が行われました。熱川幼稚園の運動会には、大川幼稚園の園児も参加して行

われました。躍動する園児、また生徒の元気な姿が大変印象的でありました。また、９月29

日から30日には、稲取小学校と大川小学校、11月10日から11日には熱川小学校の町内３小学

校の６年生86名が東京方面への修学旅行に無事行ってまいりました。学校生活での最初の修

学旅行を体験し、すばらしい思い出となったことと思います。 

  11月15日、町内各幼稚園年長児、３園合わせて40名の七五三のお祝いがそれぞれ行われま

した。我が町の将来を担う子供たちの健やかな成長を心から願うところであります。 

  稲取地区の町民体育大会が10月２日、1,000余名が参加し、稲取小学校グラウンドにおい

て実施されました。各種目、熱のこもった競技となり、盛況のうちに終了することができま

した。大会開催に向けまして準備に御尽力いただいた各区区長、役員を初め、関係者の皆様

に厚く御礼申し上げます。 

  とうきゅうカップ東伊豆クロスカントリー大会2016が10月15日に行われ、1.5キロメート

ルのキッズランから10キロメートル一般男女までの16種目に、幼児から高齢者、障害をお持

ちの方まで1,032名にエントリーしていただきました。御協力いただきました各種団体の

方々に深く感謝申し上げます。 
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  11月５日、６日の２日間、稲取小学校体育館で第40回町民文化祭が開催され、すばらしい

作品が数多く展示されるとともに、日ごろの活動の成果を十分に発揮した演技等の数々が披

露されました。今後も、町民憲章にある「教養をたかめ、文化の香る町」づくりのため、町

民の皆様の御活躍に期待いたします。 

  11月26日には、第32回青少年主張発表大会を開催し、小・中・高校生の10名が、地域や人

とのつながりや防災意識の向上、将来の夢、当町の未来などをテーマに、それぞれの主張を

町民の皆様に紹介していただきました。貴重な提言などもございましたので、今後の町政に

反映できるよう、検討したいと感じたところであります。 

  次に、水道事業関係ですが、水道料金調定額は４期分までで0.4％増加となっております。

使用水量は夏場の天候不順などの影響か、ホテル・旅館などの大口の使用者が振るわず

4.2％減少しております。 

  なお、費用の中で大きなウエートを占めている動力費の電気料金は、火力発電の主な原料

である液化天然ガスがなどの価格が下がっていることなどにより、15％程度減少しておりま

すが、今後も経営環境の厳しい状況は続いていくと予測されます。 

  また、町立体育センター裏で実施している水源試掘調査につきましては、11月30日現在、

深さ約150メートルまで掘削しておりますが、まだ水源は発見されておりません。当初計画

では、深さ300メートルまで掘削を進めていく予定ですが、できるだけ浅い深さで水脈が発

見されることを期待しているところであります。 

  最後になりましたが、師走のあわただしい時期を迎えております。日一日と寒さも厳しく

なりますので、町民並びに議員各位におかれましては、健康に十分留意されまして、ますま

す活躍くださいますよう念願いたしまして、行政諸般の報告とさせていただきます。 

 

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

 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（村木 脩君） 次に、日程第５ 一般質問を行います。 

  持ち時間は質問、答弁を含め60分以内で、質問回数は１問につき１回目の通告分を除いて

３回以内となりますので、御協力をください。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◇ 飯 田 桂 司 君 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員の第１問、町内環境整備についてを許します。 

  ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 皆さん、おはようございます。 

  12月に入りまして、大変気ぜわしくなってまいりました。 

  今回１問を通告してございます。答弁のほう、よろしくお願いをいたします。 

  町内環境整備について伺います。 

  ごみ処理に伴う施設整備は、県による広域計画が平成19年度に中断した中、東河環境セン

ター整備が報告をされておりますが、現状と今後についてを伺います。 

  １点目、ごみ処理焼却施設の延命化に伴う町の負担について。 

  ２点目、施設整備に伴い、今後ごみ収集等の取り組みについて。 

  以上２点についてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 飯田議員の第１問、町内環境整備につきましては、２点からの質問で

すので、順次お答えいたします。 

  １点目のごみ処理焼却施設の延命化に伴う町の負担についてですが、東河環境センターの

ごみ処理施設につきましては、静岡県ごみ処理施設広域化計画を踏まえ、その過渡期対策と

して現在のエコクリーンセンター東河を平成15年４月より本格稼働しておりますが、県の計

画が中断した中、ごみ処理施設を延命化することが決定されております。 

  町の負担割合につきましては、平成27年８月に建設費を均等割額50％、過去10年間の平均

一般廃棄物の処理量割合を基準とした実績割額を50％とした負担割合を協議決定し、河津町

との協議書を取り交わしております。これにより、当町の負担割合は59.35％となっており

ますので、御理解願います。 

  ２点目の施設整備に伴い、今後ごみ収集等の取り組みについてですが、エコクリーンセン

ター東河の施設整備に伴うごみ収集につきましては、現状からの変更は特に予定しておりま

せんが、ごみ処理施設の運営費負担金につきましては、前年度のごみ搬入量実績により負担
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割合が増減するため、人口減少による自然減もある中、マイバッグやマイ箸の利用によるラ

イフスタイルの見直し及び家庭用電動生ごみ処理機購入費補助、また、分別の徹底等を町民

にお願いし、さらなるごみの減量を目指して取り組んでいきたいと考えておりますので、御

理解を願います。 

○議長（村木 脩君） 飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 御答弁ありがとうございます。 

  今、町長から御答弁をいただいたわけですが、いつも思うことに、水問題、それからごみ

問題等、やはり人間生きていく以上、住んでいる以上、切って切り離せない問題として、町

の課題としてこれから検討されていくかなと思います。 

  そんな中で、東河環境センター整備について、先般全協にて説明があり、大変詳しい、わ

かりやすい説明をいただいて、議会と議員ともども理解をしてきたわけですけれども、そん

な中でも、この議事録、協議会、それから議員の皆さんの資料等を拝見をさせていただいた

中で、町長、議事録に残っておりますけれども、町民の声というそういうことも大変心配を

されて今回の報告となったわけですけれども、議員として、そしてまた町民の１人として大

変感謝をしたいなと思うわけです。 

  2003年３月に始まりまして、整備が計画され、ボイラー式から水噴射式に変わってきたな

と、24時間体制を16時間、今と同じような体制になったということで確認をし、理解をする

わけですけれども、環境センターのほうも７億2,149万8,000円ということで、予算が計上さ

れ、新年度予算がスタートしたわけですけれども、やはり一番気になってくるのは、今回聞

きたいのは、やはり今後かかってくる経費、お金がかかるわけですけれども、総事業費とし

て28億9,623万6,000円と東河の環境センターの総事業費がかかる中で、やはりこれからかか

ってくる中、起債、それから修繕費等がかかってくるわけですよ。そうした中で75億5,259

万5,000円ということで、事業指針が必要となってくるんです。 

  これはこの資料の中でも、説明資料いただいた中で、資料が添付されてきている中で、見

た中でわかるわけですけれども、やはり思うに、５年、15年かけてつくっていくわけですけ

れども、やはりつくることは１年、２年でつくるわけですけれども、これからかかるお金が、

予算が河津も東伊豆町も含めてやはりこれからかかるお金、割合が今町長から10年の中で割

合59.35％ということで東伊豆町の負担割合が決まっていると、今お話をいただいたわけで

すけれども、やはり思うに、これを確認をして、町長が今答弁をいただいて、東河の負担の
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中で、東伊豆町の負担、50％を超えた負担がかかってくるわけです。 

  やはりお金がかかってくる中で、思うに、今後かかるお金、ただ単にお金を使うお金では

ないんです。やはり修繕費等もこれからかかってくるわけですよ。それでつくった以上は最

初のうちは５年、６年と大した経費はかかってこないと思いますけれども、やはり修繕費が

かかってくる。こういう取り組みについて、また再度伺いたいなと思います。今、町長の答

弁も簡単な説明であり、全協の中でも説明があって、なかなか理解できないところも多分に

ありますけれども、ぜひ、これについてもやはり町民の皆さんにも説明していく場があるの

かなということで、まずそれ第１点聞きます。 

  それから、焼却場のごみの分別ですけれども、2003年３月につくられ、13年がたった経過

の中で、住民説明会が行われ、生ごみの出し方、資源ごみ、粗大ごみの出し方について見直

しがされ、有料化等についてもお話があり、まちづくりがされてきておる、大変よいことだ

なと、河津にしても東伊豆町にしても大変きれいだなと。 

  先般、１日ちょっと朝、熱川地区のほうのごみの集荷状況をちょっと見させていただきま

した。大変きれいになっておる、集荷のかごに入っているところもあれば、バケツに入って

いるところもあれば、いろいろな形で集荷場を設けてある、大変ですけれども、きれいにな

っておるんです。大変いいことだなと思いますけれども、そんな中、前にもちょっと聞いた

ことがあろうかと思いますけれども、集荷をしていただく民間業者だと思いますけれども、

そういう方たちから集荷場の体制、出すところの体制について何かお話がないのかなと。焼

却場のほう、あるいは住民課のほうにそういう問題が上がっていないのかなということをち

ょっと１点お聞きして、１回目を終わります。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には、これは河津町とうちとの共同事業、これは理解していた

だきたいと思います。そういうことで、環境センターのほうには組合議会というものがあり

ます。こういう中で、当然町も説明責任がありますが、議会の方も、飯田さんも含めた中で、

組合議会に行っておりますもので、そういうもので、議会を通してまた町民にこれを説明し

ていただきたい、そう考えております。 

  なぜならば、組合議会というものがありますもので、基本的にはそこで協議した中で、代

表者がいますもので、そこで決定したことが管理者といたしましては双方の議会がもう理解

している、そういう解釈しておりますもので、御理解願いたいと思います。基本的には、飯

田議員も組合議会に行っております。ほとんどの方が対応しておりますので、その中で、町
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はもう組合議会の方が代表としてきているので、もう組合議会で決定したものは、ほとんど

東伊豆町の議会納得しているのかなということで事業を進めている、これが現状でございま

すもので、その辺理解していただきたいと存じます。 

  さらに、先般私も出ました全協やった、これは予算の中で決定ではありませんので、これ

は町民の皆様方も御理解願いたい。これは、あくまでも今度の工事ではない、これはまだ決

定ではない、あくまでも推測でございますので、これがひとり歩きされますと困りますもん

で、その辺は御理解願いたいと思います。あくまでも10年間の推計の中で、工事費としてこ

のぐらいかかるじゃないか、これは決定ではありません。まだこれが増えるかもわかりませ

んし、下がるかもわかりませんので、その辺は御理解願いたいと思います。そういう中で、

その辺は組合議会のほうで慎重審議している中で、代表者と相談しながら決めていきたい、

そう考えております。 

  そういう中で、今回負担は、工事費の改修の負担割59.35％、町は努力したつもりで、と

申しますのは、先般建物をつくるときに、建設負担割59.56％でございました。その中で、

今回59.35％、0.21％東伊豆町のほうの負担割が少なくなっておりますもので、その辺はま

た御理解願いたいと思います。 

  さらに、議会からもいろいろと言われました、ごみが少なくなっていく中で、このボイラ

ー式でいいのかということを言われた中で、再三再四組合議会の中で協議した結果、一応ボ

イラー式から水噴霧式、この方向に変わったことだけは当然皆さん方、議会の方も知ってお

りますけれども、この辺は一応議会の皆さん方がいろいろ、町の人口減少でごみ量が減る中

で今のままでいいか、そして24時間でいいのかというので検討させていただいた結果、今言

ったように16時間の水噴霧式、その方式に変えた中で、町民の負担を少なくしたいという中

で、決定したことだけ議会全員協議会で説明させていただいたと考えております。しかし、

予算はあくまでも推測ですので、その予算が決定ではないということだけは理解していただ

きたいと考えております。 

  さらに、一番はやっぱりこれから本当に維持修理やるのに、やっぱりとりあえず分別、こ

れは絶対にしなければならないと考えております。これの徹底をさらに、今よりよいものを

またつくっていった中で、町民にこの分別の意識を徹底していただきたいと考えております

し、町もそれにはある程度機械をそろえていかなければならない、そう考えておりますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

  民間の収集に関しましては事務局より説明いたさせますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長（村木 脩君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） それでは、収集業者におきましての、ステーションに対して

の意見や要望というお話だと思いますけれども、収集できないものがその場に置かれていた

場合等につきましては、報告書という形での提出をいただいております。それから、そのほ

かにも各区の役員さんであったり、環境監視委員さんにおきまして、ステーション等は見回

っていただいて、何かあれば報告をいただくような状態をとっております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 今、町長からいただいて、私も理解を、予算のところなど、これから

の経過について、お金についても理解をしているわけですけれども、やはり決定ではないよ

ということですけれども、これをお金についても、こういうことで進んでいくのかなという

ことであります。59.56から59.35、0.21％が減ったよと、町民の負担を少なくしていくよと

いうことで理解をします。 

  そういう中で思うに、お金のことですから、なかなかうまく予定どおりにはいかないと思

いますけれども、私思うには、やはりつくった形のあるものはやはり壊れるんですよ。つく

ったもの、建てたものは必ず壊れる。破損したり補修をしていくようなことができていくと

思うんです。 

  そういう中で思うに、やはりお金が一般財源はともかく、基金か何か、そういうものが積

み立てができていかないかなと私は考えるわけです。今、町として、ふるさと納税あたりが

入ってくる中で、今も町長、冒頭の挨拶の中で１億何千万のお金のふるさと納税が入ってき

たよということであるわけですけれども、やはりただ単に、財政からお金が出ていくではな

くて、やはりこういうものについても、水についても、水道についても、あるいはこのごみ

の処理についても、基金というものが、これから積み立てができていかないのかなというこ

とで私は思うわけです。そういうことも含めて、ちょっとわかりましたら御答弁をお願いし

ます。 

  それから、ごみの関係、今、課長のほうから御答弁、ありがとうございます。 

  そして今、町長のほうから、冒頭の挨拶の中で、生ごみ電気処理機の補助ということであ

ったんですけれども、私も以前にごみの関係でコンポスト、それからボカシ肥だとか機械、

生ごみ処理機の補助と、そういうものについて現状はどうなっておるのかなと、どのぐらい
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町民あたりに普及して、町民に周知をする状況としてどうなっておるのかなということを１

点お聞きしたいなと思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基金につきましては、当然これからいろんなことがある中で、これは

積み立てていかなければならない、そう考えております。そういうなかで、エコのほうには

基金の項目がありますもので、基本的には今までは剰余金を各町へ分配していたんです。剰

余金が出たならば、それは基金に積み立てよう、そういう方向でやっておりますので、また

その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに今ふるさと納税、これを回したらどうかと言われましたけれども、やっぱりふるさ

と納税は多少またいろんな使い道がありますもので、それも一つの策かと考えております。

現状は考えておりませんけれども、今、飯田議員からそういうことを提案されました。それ

はちょっと検討させていただきたいと思いますけれども。 

  そんなで、入湯税が一応消防、エコ、そして観光、この３つに分配できるようなことがな

っておりますもので、その辺は観光関係の方には本当に申しわけない、エコのほうに使わせ

てもらっているのが実情でございます。基金の重要性は十分認識しておりますので、なるべ

く基金を積んだ中で町民の負担を軽くしていきたい、そう考えておりますので、御理解願い

たいと思います。 

  生ごみ処理機の補助のことに関しましては、事務局より説明いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） 生ごみ処理機につきましては、１件、２件あるかないかとい

うところでございますけれども、年間。昨年におきましては、３件ぐらい相談があったよう

ですが、実際町内業者での購入というところがちょっとネックになりまして、実績にはなら

なかったということがありますので、今後はその辺を検討していくことが必要かなと考えて

おります。 

  それから、周知につきましては、毎年広報等に掲載をさせていただいて周知をさせていた

だいております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） こういう定例会となりますと、やはりお金のことが大変絡んできて、
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町長、また財政ともども大変だなということで、まして今、ちょうど予算編成の時期のヒア

リング等がされておるわけですけれども、今言われた、町長、基金ということですけれども、

やはりお金、使ってしまえば終わりなんですけれども、やはり基金ということで、何かいい

形で残していく、ごみ焼却センターだけで運用していくことは大変無理があろうかと思いま

す。補修、修理等も含めた中で、これから建物が改修がされた中で、その後５年、10年して

いく中で、修繕費等も含めてお金をしっかりと積めるものは積んでいくということで、ぜひ

お願いをしたいなと思います。 

  それから、２点目のごみの収集の関係でございますけれども、今、課長のほうからお話が

あったように、年間１件か２件、３件ぐらいかなということでお話があるわけですけれども、

やはり町民の皆さんもある程度、割と感じてないのかなと。そして焼却場の職員に聞きます

と、大変生ごみが水切りがされていない。そういうことも含めて、できたら燃える紙も含め

て、そういうものも入っていると大変焼却がいいなということがあるんですけれども、生ご

み処理機について、私も本を買って勉強して畑に置く、そういうことも含めてあるわけです

けれども、やはり町民の皆様にそういうことを周知していただく、広報等でやっておられる

ようですけれども、それ以上に、ごみ処理機についても、補助についても、ぜひ周知をして

いただくことをぜひお願いをしたいなと。それにより、各河津、東伊豆町の分担が、負担が

減ってくる、それは河津も同じようにやられるかと思いますけれども、やはり東伊豆町とし

て、ごみの分別も含めてぜひ、量が減っていく。 

  そしてこれから、し尿処理場についても、問題が提起をされてくるかなということですの

で、ごみ広域化も含めて、ぜひいい方向に進んでいただきたいなと思います。ツケを残さな

いまちづくりの提案をしまして、私の答弁を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） やっぱり町としては基金、これを積み立てていきたい、これはもう承

知しています。その中で、一旦、町はごみ袋の有料化をいたしまして、いっときやるか、

徐々に基金を積み立てていったほうがいいじゃないかというような検討をしたんですけれど

も、このことを事業仕分けでやりました。その中の結論が、基本的には分別を進めるのが最

優先ですという中で今、そういうことをやっております。分別をやった中で、それでもうど

うしてもとなったらゴミの有料化、これはいたし方がないです。まずやるべきは分別だ、そ

ういう中でやっておりますもので、将来的にはまたエコのほうの維持管理、これをやってい

く中でまた町民の皆さん方のごみ袋の有料化、これはやっていかざるを得ないかなと今現在
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では考えておりますけれども、とりあえず事業仕分けの中で分別をしっかりやりなさいとい

うことを言われましたもので、今その方向に沿った中で、なるべく町民に負担をかけないよ

うな方向の分別、これをさらに徹底して町民の方にお願いしていきたい、そう考えておりま

す。 

  さらに生ごみ、これ、本当なかなか進まないのが現状でございまして、やっぱりその辺は

また今担当が言ったように、いかに町民の多くの方にこの補助制度があって、さらに生ごみ

の分別に対してはできるように、また町民に対する啓蒙活動が今言ったように広報だけでい

いのかどうか、またこれをハイキャットを使った中でやるとか、またいろんな中で町民への

啓蒙、これをより多くやっていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと

思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、７番、飯田議員の一般質問を終結します。 

  この際、10時35分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時２６分 

 

再開 午前１０時３５分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 栗 原 京 子 君 

○議長（村木 脩君） 次に、３番、栗原議員の第１問、妊娠・出産包括支援事業の取り組み

についてを許します。 

  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 皆様、こんにちは。 

  通告に従いまして質問させていただきます。一問一答にて御答弁のほうよろしくお願いい

たします。 
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  妊娠・出産包括支援事業の取り組みについて伺います。 

  子供は、未来の宝であります。出生率が低下し、少子高齢化対策が急務となっています。

その一方で、核家族化により両親と同居する世帯は少なくなり、また、地域とのつながりが

希薄化する中、さまざまな情報はあふれていますが、ちょっとしたことを気軽に相談できる

人がいなくなっています。大切な未来の宝を産み、育てる母親への支援がますます重要にな

っています。東伊豆町の28年度人口ビジョン、総合戦略の中では、町民アンケートの結果、

約３割が理想の子供の人数より現実に持つ子供の人数が少ないとし、この差を埋めるべく、

妊娠、出産、子育ての切れ目のない支援体制の充実や、地域における子育ての協力体制の構

築、学びの環境の充実などに取り組み、出産、子育てしやすい環境づくりを目指していくと

ありました。 

  そこで、次の点を伺います。 

  東伊豆町の妊娠・出産包括支援事業において、相談や支援体制の現状と課題をお聞かせく

ださい。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 栗原議員の第１問、妊娠・出産包括支援事業の取り組みについての、

東伊豆町の、妊娠期から出産、子育て期の相談・支援体制の現状と課題はについてですが、

相談・支援体制の現状につきましては、従来より行われている妊婦健診、乳幼児健診、妊産

婦・乳幼児相談などの母子保健事業と、地域型保育事業、いわゆる保育ママ事業、保育園事

業、放課後児童クラブ運営事業と、子ども医療費助成事業、子宝祝金や、子育て用具購入補

助事業など、経済的支援も含んだ児童福祉事業や、婚姻届を提出された御夫婦に、妊娠、出

産、子育てを行う上での全ての情報を網羅、集約し、家族が増えていく様子を記録できる家

族手帳、ファミリープラスの贈呈をしております。 

  また、本年度より、子育て世代包括支援センター事業により、保健福祉センターにて、

「妊娠・産後なんでも相談」と「産後ケア事業」を実施し、助産師や保健師などの専門職に

よる切れ目のない出産・子育て支援を行っております。 

  また、平成29年度の導入を目指し、ファミリーサポートセンター事業の基盤の整備を現在

図っているところでございます。 

  課題といたしましては、現在、稲取保育園は園児の数が多くなっており、保育児童枠の拡
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充等、保護者の育児と仕事の両立を支援し、負担軽減を図っていくことが課題となっており

ます。 

○議長（村木 脩君） 栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。 

  切れ目のない相談支援体制が整っているということで、大変心強く思います。また、妊婦

健診、妊娠相談もやっているということで、こちらも大事な取り組みだと思っております。 

  先日、ある動画を見つけました。九州山口のワークバランス推進キャンペーンということ

で、子育て支援の一環でつくった動画であります。佐賀県、宮崎県、山口県の３人の現役の

県知事さんが妊婦体験をするんですね。７カ月の妊婦の体験をするということで、こういう

ジャケットみたいのを着て、その着たまま公務をこなして、公用車にもそのまま乗って、ス

ーパーに買い物に行ったり、本当に改めて、妊婦さんは大変だなという体験をしていただく

動画なんですけれども、その中で、ある県知事さんが、子育て支援ということで自分はいろ

いろ考えたり、思ったりしていたけれども、実は、妊娠のときに妊娠期をどう過ごせるかと

いうのが極めて重要だ。そういった意味では、子育てというのは、妊娠中から始まっている

と思ったという感想をおっしゃっておられました。 

  本当に妊娠中というのは、とても重要な時期だと思います。この産後に見られる産後鬱だ

ったり、また児童虐待、そういったものの兆候というのは、実は、妊娠期から妊婦さんがそ

のサインを出している場合が多々あるというふうに言われています。そういった意味でも、

東伊豆町は妊婦健診と、妊娠相談をやっているんですけれども、やっていますから来てくだ

さいという、たしか形だったと思います。 

  そうではなくて、厚生労働省の取り組み事例の中で、まず、全員妊婦さんは母子手帳をい

ただきに来ると思うんですけれども、そのときに、１人の専門職の保健師だったり、助産婦

さんだったりが、そのときに渡しながら、その妊婦さんと面談をして、その方のいろんな、

いわゆる高齢者のケアマネジャーのような、妊娠から出産、子育てに対してのケアプランを

立てていくという取り組みをしている自治体がありました。そのときに面談した、同じ保健

師さんなり助産師さんなりが、その１人の妊婦さんにずっとかかわっていくという、その流

れの中で信頼関係や人間関係ができてきて、いろんなちょっとした相談とか、アドバイスを

受けやすい形をつくっていくというのは、これはとてもいい取り組みだなというふうに感じ

ました。専門職の方にかかる負担は、ちょっと大きくなってしまうんですけれども、ぜひ東
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伊豆町でも、このシステムを取り入れていただけたらうれしいなというふうに思いました。 

  その後も、気になる妊婦さんには注意を払って、電話や訪問で対応していくという、そう

いうきめ細かな支援ができていくんじゃないかなと考えているんですけれども、御所見を伺

います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 私は、テレビで、そのどこかの知事さんが妊婦をやった。ちょっと見

せてもらったんですけれども、最後までは見なかったんですけれども、その中で本当に妊婦

さんの大変さ、それは知事のコメントはありました。そういう中で本当に妊婦さんのときか

らの子育て支援、これは大変重要かなと考えております。 

  それで今、母子手帳のことが出ました。その中で、うちの町がどのように母子手帳を渡し

ているか、母子手帳を渡すだけか、またその後どうなっているかということは、ちょっと担

当のほうから説明いたさせますけれども、今、栗原さんが提案されたことは、大変いいこと

だと考えております。 

  そして以前、栗原議員から、母子手帳、インターネットかな、何かありましたよね、それ

も検討した中で、ちょっとうちの町は、まだ検討している段階でございます。それでまた、

結果が出ましたとなれば、それは栗原さんに言っておきますけれども、そういう妊婦さんの

ケア、これは大変重要と考えておりますもので、その辺は町としても採用、やっていきたい

感じです。 

  現場におきましては、どのような状況かということは担当課から説明いたさせますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） それでは、妊娠期におけるサポートについて、御説明申し

上げます。 

  まず、母子手帳のほうにつきましては、窓口での手渡しという形を基本にしております。

母子手帳の申し込みがあった時点で、窓口で対応します。それから、地区担当保健師がおり

ますので、その方のお住まい等によりまして、妊娠中にかかわる保健師もマンツーマンとい

う形でかかわっております。 

  それから、先ほど町長の答弁からありました「妊娠・産後なんでも相談」という形で、定

期的な開催にはなりますけれども、その日程があることによって、助産師さんのいろいろな

アドバイスを受けることもできます。当然、電話でのアドバイスもありますし、直接お伺い
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しての相談等も受けておりますので、きめ細やかなサポートをしている状況であります。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。 

  我が町でも、訪問や電話で、きめ細やかな対応をしていただいているということで、ぜひ、

これからもよろしくお願いいたしたいと思います。 

  また、産後ケアについても伺います。出産後、１週間もたたずに、今、病院のほうから退

院して、体調も万全でないのに、３時間置きの授乳が始まり、母親は本当に疲れた状態であ

ります。助産師会が行ったアンケートによりますと、産後鬱になりやすいリスクの高い人は

全体の１割ほどいらっしゃるそうです。産後は不安もいっぱいで、外出もままならない状況

であります。妊娠中から担当している保健師や助産師に訪問してもらい、いろいろなアドバ

イスが受けられるのは大変心強いと思います。母親が心身ともに疲れていると、子供に愛情

を注ぐことができなくなります。産後鬱の予防や将来の児童虐待の防止のためにも、母親の

体がもとに戻る産後２カ月間は、特に手厚いケアが必要と考えますが、町長の見解をお聞か

せください。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、言っている本当に産後ケア、大変重要と考えております。今、栗

原議員からマンツーマンでの提案をされましたので、この現場のそれが対応では、私それが

一番いいじゃないかと考えております。それなので、今、母子手帳におきましても手渡しで

やっているという状況の中で、その辺のことも一応、今後検討した中で、やっぱりその２カ

月間の妊婦、産後の人、このケアは、今、言ったように大変重要と考えておりますもので、

できるだけ、産後の方、心安くじゃなく、そういう生活ができるような、そういう環境は整

えていきたいなと、今、考えております。これは検討させていただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。産後のケア事業なんですけれども、取り組み

している自治体では、産後ドゥーラといって、特別に講習を受けた方が、産後間もない方の

お宅に行って、例えば家事支援だったり、乳房ケアだったり、さまざまなお手伝いをしてあ

げるというシステムもあります。ファミリーサポート事業で、また、いろんなボランティア
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というか、そういう支援したい方を募っていくタイミングもありますので、ぜひそういった

方面にも、ちょっとお手伝いしていただける方がいてくれたらなというふうに思います。 

  本当に、産後間もない妊婦さんは、精神的にも大変だったり、あと、なかなか外に出かけ

るということもできない状態で、ストレスもたまっているし、本当に産後鬱になってしまっ

てはかわいそうですので、そこら辺、細やかに手厚くやっていただけたらなと思います。 

  また、乳幼児健診を町で行っているということでしたけれども、今、町が行っている乳幼

児健診は１歳６カ月健診と３歳児健診の２回だったと思うんですけれども、できたらここに

ぜひ、５歳児健診を入れていただけるとうれしいなと思います。５歳児健診というのは、１

歳６カ月や、３歳児健診ではなかなか見つけにくい、発達障害を見つけやすい健診だと言わ

れています。集団生活が始まって、また、保育の職員、幼稚園の先生だったり保育園の先生

だったりからも、意見を聞きながら、発達障害、最近耳にすることも多くなりましたけれど

も、この発達障害のある子に関しては、ちっちゃいころは、育てにくい子だなという印象で

しか、周りも親も持たない場合が多いんですけれども、この５歳児健診で見つけることによ

って、それからの就学だったりとか、保育だったり、周りの対応が、またその子にとってよ

りよいものになってくると思いますので、早期に子供に対する不安や、そういうものを取り

除いてあげるためにも、ぜひ５歳児健診の取り組みをお願いしたいと思いますけれども、い

かがでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、壇上で言いました、新年度に、ファミリーサポートセンター事

業。これを行う中で、これはまた町民にはいろいろ啓蒙していく中で、これはやっぱりあく

までも子供のことでございますもので、そういうこれは議員からも提案されます、産後ドゥ

ーラとか、そういうこともできるかどうか、その辺のまた募集もできるのかどうか、それは

また担当と相談した中で、やっぱりそういうこともできたらやっていきたいと考えていきた

いと思います。 

  さらには５歳児健診、これ今初めて聞きましたので、やっぱり１歳６カ月と３歳、これは

定期的なことでございますから、５歳児健診、今言ったように、発達障害、いろんな中でい

い事業だということがわかれば、また財政が許せば、それをやっていきたいと考えています。

これはちょっと検討させて、今、栗原議員が言われたもので、これはちょっと検討させてい

ただきたいと思います。 

  以上です。 
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○議長（村木 脩君） 次に第２問、移動式赤ちゃんの駅導入についてを許します。 

  栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 移動式赤ちゃんの駅導入について、伺います。 

  近年、野外イベントなどで、乳幼児を連れた保護者が授乳やオムツ交換ができるよう、移

動が可能なテント式などの赤ちゃんの駅を無料で貸し出す自治体が増えています。東伊豆町

でも導入を提案しますが、町長のお考えをお聞かせください。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 栗原議員の第２問、移動式赤ちゃんの駅導入についての、近年、野外

イベントなどで、乳幼児を連れた保護者が授乳やオムツ交換ができるよう、移動が可能なテ

ント式などの赤ちゃんの駅を無料で貸し出す自治体が増えている。東伊豆町でも導入を提案

するが、町長のお考えはについてですが、近年、町や観光協会などが主催する野外イベント

だけでなく、有志による新たな野外イベント等も増えてきている中、子育て世代の方のイベ

ント参加に対し、町といたしましても支援をしていきたいと思いますので、導入に向けまし

ては積極的に検討してまいりたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） 栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。最近、スーパーとか高速道路のサービ

スエリアなどのトイレの個室の中に、一時的に小さな子供を座らせておく椅子、ベビーチェ

アが設置されているところが、当たり前のように増えてきました。それだけ子育てにやさし

い環境づくりが進んできているのではないかなというふうに感じています。 

  その中で、先ほど言ったように、東伊豆町は大変にイベントも多いですし、その中には町

内や町外、また県外からもたくさんの方が参加し、ちっちゃい子供さんを連れた家族も見受

けられるようになりました。そんなときに、移動式の赤ちゃんの駅があって、授乳ができた

り、オムツ交換ができるということは大変に大切なことだと思いますし、また、イベントの

中に赤ちゃんの駅というテントがあるだけで、子育てにやさしい町なんだなというイメージ

アップにもつながると思うんです。また赤ちゃんのテントはその使い道だけでなく、いざ災

害が起きたときには、赤ちゃんの駅としてもそうですし、また、女性の着がえとかのプライ

ベートスペースとしても使えますので、伊東市は、何か災害のほうの予算で赤ちゃんの駅を
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導入がされたということで、またそこら辺も検討していただけたらなというふうに思います。

安心して子供を産んで、育てる環境づくりの一環としても、移動式赤ちゃんの駅、ぜひぜひ

導入のほうの検討をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今回ツリーハウスの向こうに、水辺をつくりましたよね。そのトイレ

をつくった中に、とりあえずオムツ交換できるような場所も設置してあります。やっぱりこ

れは現在、そういう施設これから必要と考えておりますもので、このテントへ、赤ちゃんの

駅か、これはやっぱり、やってみるのは大変いいことだと考えておりますので、これは積極

的に検討してまいりたい、できればなるべく早くやっていきたいなと自分自身は考えており

ますので、これは積極的に検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、３番、栗原議員の質問を終結します。 

 

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

 

◇ 鈴 木   勉 君 

○議長（村木 脩君） 次に、12番、鈴木議員の第１問、選挙の投票率向上に向けてを許しま

す。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 皆様、おはようございます。 

  寒さが厳しくなりましたので、町民の皆様方も健康には十分気をつけてお過ごしいただき

たいなと思っております。 

  今回、１問だけの通告ですので、答弁のほどよろしくお願いいたします。 

  選挙の投票率向上に向けての対策についてを質問させていただきます。 

  今年６月に、選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げになりましたが、全国で、投票率の低

下が叫ばれております。 

  東伊豆町においての国・県・町の選挙に対する投票率の現況と、投票率アップに向けた取

り組みについてをお伺いしたいと思います。 

  よろしくお願いします。 
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○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） この鈴木議員の第１問、選挙の投票率向上に向けては、選挙管理委員

会への御質問ですので、選挙管理委員会書記長より答弁いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（鈴木利昌君） 鈴木議員の第１問、選挙の投票率向上に向けての、

東伊豆町においての、国・県・町の選挙に対する投票率の現況と、アップに向けた取り組み

についてお伺いしますについてですが、当町の投票率の現況につきましては、平成28年７月

10日執行の参議院議員通常選挙におきましては、56.79％で、前回投票率を3.5％、全国の平

均投票率を2.09％、県の平均投票率を1.0％上回りました。18歳、19歳の投票率につきまし

ては、36.67％で、郡下では上位でしたが、国・県の平均には届かない状況でございます。 

  平成27年４月12日執行の静岡県議会議員選挙におきましては、44.81％で前回投票率、県

の平均投票率ともに下回っております。同じく４月26日執行の東伊豆町議会議員選挙におき

ましては、64.83％で、前回投票率を2.84％上回っております。 

  参議院議員通常選挙における投票率アップに向けた取り組みといたしましては、マックス

バリュー稲取店にて、明るい選挙推進協議会委員による啓発活動、また、新聞折り込みを利

用した選挙啓発チラシの配布、及び18歳、19歳の有権者には、選挙啓発チラシを個別に送付

いたしております。 

  常時啓発といたしましては、熱川・稲取両地区町民体育大会の際に、明るい選挙推進協議

会委員による啓発活動、成人式におけるパンフレット配布、明るい選挙啓発標語の募集など

の取り組みを行っております。 

○議長（村木 脩君） 鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 総務課長、答弁ありがとうね。 

  今、答弁を聞いておりまして、では東伊豆町の投票率というのは、郡下ではどうなのかな

という形の中で、すごくいいほうではないなという気持ちもあるし、そんなに悪いという印

象もなく、ぼちぼち中ごろの推移じゃないのかなというのが感じられるわけなんですけれど

も、これが町長に聞きたいのは、こういう状況で東伊豆町も安心していられるのかなと。も

っと投票率というものについても、敏感にこう感じていくものが必要なのかどうなのか。そ
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こら辺もちょっと、町長の考え方があれば、聞いてみたいなと思いますし、ただいまの総務

課長の答弁によりましても、マックスバリューの店頭での声かけだとか、チラシの回覧板だ

とか、折り込みの配布ですかね。それから広報の呼びかけ、これは今までやってきた形の中

ですけれども、これからもこういう形は続けていくんじゃないかなと思うわけなんですけれ

ども。 

  こういう今の選挙対策の投票率については、現状の、今のままは続けられるでしょうけれ

ども、私がさっき申し上げたとおりに、少しでも投票率を上げていこうかなということにつ

いては、新たなもっとまた別の企画というものが、考えられるんじゃないのかなと思います

よね。当局側にとってもそういう点がもしあるならば、お聞かせをしていただきたいと思っ

ております。 

  それから、私も自分が認知していないから、ちょっと聞きたいんですけれども、病院に入

院したり、けがをしたりして自宅療養だとか、いろんなケースがあるじゃないですか。病気

だとかもそうですし、けがでこうとか、そういう人たちの投票は、どのような便宜を図って

いるのかなというのが、教えていただきたいという一つのものですけれどもね。 

  それから、なかなか新しいアイデアというものは出てこないんですけれども、今、そんな

に数多くの自治体ではないんですけれども、ほかの自治体では投票率のアップに向けての対

策といたしまして、投票後に投票された方に特典があるような、そういう企画も実施してお

るわけですよね。近くの市町村でもやったりしているわけなんですけれども、こういう新し

い特典のある選挙の得票率のアップの対策を東伊豆町でも導入をしていったらどうかなと。

ここら辺は町長の検討策になるんだろうと思いますけれども、その点について、総務課長の

ほうの答弁と、町長の答弁があれば、よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この投票率のアップ、これはもう国からの問題でありまして、やっぱ

り国がいかにして投票率を上げるかという中で、じゃ投票所を増やそうとか、そういうこと

をやっている中では、本当にこれはどこの自治体にとっても、懸案事項であると思いますよ。

やっぱりそれだけ、町民というか国民が政治になかなか関心を持てない。ましてや若い子が

関心を持てない、若い人の投票率が低い。これいかに上げていくか、これは当然、国以下県、

さらに各自治体、これはもう長年の懸案事項でありまして、それは、今、啓蒙活動やっても、

なかなか投票率が上がらない。そういう現状でございますもので、今、鈴木議員から、今回

18歳以下になって、特にほかの自治体では特典をつけてやっているということ。 
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  これは、自分が調べた中では、聞いた中ではね、これはあくまでも自主的にやっているら

しいんですね。あくまでも自治体がお願いして助成した中でやっているんじゃなく、ある程

度自主的に投票率を上げるために、商店街とかそうところがそういうことをやっているとい

うのが、現状じゃないかと自分は認識しておりますので、そういう案とはまた違った、担当

の総務課長より説明いたさせますもので、そういうまた一つの投票率アップの問題かな。 

  さらに、もう一点、18歳になって、当然若い人の中で、18歳はまだ高校に行っている方で

すね。一応じゃ、高校行って模擬投票、このことをやってもいいのかなと考えております。

担当のほうから現状また説明いたさせますけれども、それはやってもいいのかなと考えてお

ります。 

  しかし、高校へ行って卒業した19歳ね、この辺の投票率を上げるのがまた大変じゃないか

と思うんですけれども、やっぱり20歳から若年層の投票率が上がっていない、そこが当然上

がるような施策をすれば、当然19歳も。だから、18歳の高校、大学に対するケアはできます

けれども、それ以外の要するに卒業してからのケア、これがやはり最重要課題となって、や

っぱり20歳からその若年層、この投票率を上げるいい案があれば、またそれはそれなりに投

票率がアップしていくのではないかと考えております。 

  町といたしましても、今、１つ言いました、その１つの案の中で、各自治体がどのような

方向で特典つけたりなんかやっていくか、これはちょっと検討した中で、導入できれば導入

していきたいし、その辺はまた、商工会とかいろんなところでまた、協働しながらやってい

くのかなとは考えております。町としては一応、そう考えておりますので、現状のほうの選

挙管理委員会のほうから、どういう考えかちょっとお聞かせ願いたい。 

○議長（村木 脩君） 選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（鈴木利昌君） 病院、あるいは介護施設等につきましては、指定の

病院等は不在者投票ということで、事前に書類をお送りしまして、病院等のほうから入院さ

れている方については、投票用紙が届くような形になってございます。 

  それから、投票率につきましては、うちの町の場合18歳の高校生については、比較的投票

率はよかったと思います。ただ、18歳、19歳の中でも、大学、専門学校へ行かれている方は、

住所を置かれたまま、都会へ出ている方が多いですので、そういう方につきましても、住所

を持っていかれている方については、不在者投票ができるよということで、今回個別で選挙

管理委員会のほうからは通知を差し上げています。 

  そういうような中で、どうしても都会へ出た18歳、19歳の方の投票率が低いということで、
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今、町長の話もありましたように、模擬投票などにつきましても、高校から依頼があれば、

選挙直前でなければ一応対応が可能ということで、選挙管理委員会の中でも協議をいたしま

したが、そういう要請があれば、模擬投票なども行っていきたいというふうに考えておりま

す。 

  それから、うちの町は投票確認済証というのを出しているんですが、これによって５％引

きとか、30％引きとかということを、沼津市さんのほうは商店街の有志の方が自主的に行っ

ているようです。過去にも国政のとき、2012年に下田の海中水族館のほうで、この済証をお

持ちの方については、50％オフで５名まで入れるということを、地域を限定しないで全国ど

この方であっても、どこの証明書であっても持ってこられた方はそういうことをしますよと

いうことを、自主的にやはり行われていたことがあるそうです。 

  そういうことですので、選挙管理委員会といたしましては、そういうことをお考えの有志

の方がいらっしゃいましたら、事前に言っていただければ、選挙管理委員会といたしまして

も、投票確認済証等を各投票場等に事前に多目に配布するような必要も出てきますので、も

しお考えがあれば、事前に御相談いただければありがたいなというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） 鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 方法については、ちょっと時間を後にしてまた質問しますけれども、

やはり、この投票率の要するに低下という形につきましては、どこの自治体でも何とかした

いなということは、僕は思っているんじゃないかなと思うわけですけれどもね。私たち東伊

豆町も、町民のやはり選挙に対する意識というものを高めていかなければ、やはりこれから

来ます首長選だとか、私たちの議会選挙においても、やはり町民の関心度が高くなければ、

議会運営も町政運営も、やはりすばらしいものになっていかないんじゃないかなという私今、

懸念を持っているわけなんですけれどもね。そういう点でも、やはりもっと、町民の皆様方

に、選挙というものに対しては、もっとシビアで、私たちも非常に目が厳しくなるというの

はつらいことなんですけれども、町民の皆様方に、意識をすごく向上させていただいて、選

挙に対しては自分たちはこういう方向で投票するんだという自己啓蒙ですか、そういうもの

も高めていただきたいなと思っておりますけれどもね。 

  それから、18歳の方たちについては、この町から住所を移動した方たちは、移動先のほう

で選挙権が行くんじゃないかなと思っていますから、町内にいる方たちの18歳以上から20歳
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までの人たちが、どのくらいの人数がいて、どういう人がどうかというのは、今、お話聞き

ましたから、全国的に比べても、東伊豆町は悪くないよというお話だと思いますから、それ

はそれなりで、もう少し、また、それはそれなりと置かないで、もっと率を上げていこうと

かという形はお願いしたいなと思っておりますしね。 

  それから、総務課長さんがお話ししていただきました、例の下田の水族館ですか、話でし

たよね。全国のどこの投票された方でも、うちのほうで投票済券があれば、ワンポイントの

サービスをしますよというお話でしたよね。私も、それは新聞で読ませていただきましたん

ですけれども、私今回のこの新聞記事から、我が町にもどうなのかなと思って提案させてい

ただいているのは、非常に身近なものでしてね、この町の投票率アップというそういう対策

と同時に、町内の協賛店で買い物したり、お食事をしたときの特典がつくという、非常に小

さな、この町だけの企画の中で、私も発言しているんですけれどもね。 

  当局側にとっては、負担というのは、その投票済証の券を刷ったりする、それを配布した

りするとかという職員の役務が増えるんじゃないかなという懸念はするんですけれども、そ

の券を使ったプレミアのものについては、町は一切負担がないわけなんですよね。それを使

っていただいた店が、どれだけのサービスをしていくのか、セールスとして自分の店に来て

いただければ、こういうサービスがありますよというのは、協賛店として載るんですけれど

もね。その中でも、全て行くとは限らないわけですよ。どれだけの集客力を図るかというの

も、個人の加盟店の中での、またＰＲにはなっていくんじゃないかないと思うんですけれど

もね。一つの経済的な効果というものも、そこに求めちゃいけないんだろうと思うんですけ

れども、私は、町内の中の経済の活性化には、こういうシステムはどうなのかなと思って提

案をしているわけなんですけれどもね。 

  実際的にこれをやったのは、つい最近沼津市がやったんですよね。だからそれは、先進地

として、どういう形で企画して実行したかというのは、ちょっとそちらに問い合わせればわ

かるんですけれども、その内容によりますと、当局側が何か結構努力してくれて、提案した

のは別みたいなんですけれども、やはり、市のほうの当局側もそういう形の中で協力してい

ただいて、協賛店は商工会議所あたりとお話してやったんじゃないかなと思うんですけれど

もね。一つの取り組みとしたら、私は両方の投票率と地域経済の活性化という点では、検証

してみる必要性があるんじゃないかなと思って、提案をさせてもらっているわけですけれど

も、町長どうですか、そこら辺は。 

○議長（村木 脩君） 町長。 
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○町長（太田長八君） まず、この投票率の関係です。まず、若者が政治にまず関心がない。

今の現状は、もう我々が何を言っても世の中は変わんないよ、そういう考えがありますもの

で、まず、それを変えなければ、もう投票率は上がらないと私は考えています。そういう中

で、やっぱり若い者がやった、提案したこと、これを少しでも何かやってくれれば、政治に

関心持ちますし、それなりにまた、若者の投票率アップしていくと考えておりますもので、

そういう若者の政治に対する関心、そういうものをまず高めさせることが、まず大事と考え

ております。 

  そんなことで、町は今、そのような方向ではこんな話をしている中で、議会のほうはあれ

ですけれども、多少若者のやる気のある人には、ではこれでやってみなさいと。まず若者に

政治に興味を持たせる。そして、この町がよくなるような方向で、こういうことをやってみ

たいだとか、あと、話を持っておりますもので、それはそういう中で、ある程度やらせた中

で、町内の政治に関心を持ってもらう。そういう中でもやっておりますので、多少上がって

いるかなとは考えております。 

  何しろ、町民の何を言っても何もできないよ、それが一番の政治、まず一番考えておりま

すので、そういう若者には、政治に対する興味や町政に対する関心、これを持ってもらうの

が第一だと考えております。 

  そして、今、提案した投票率アップに対して商店特典、これ今、提案されました。基本的

には、町としてはそういう、こういうのは商工会が、そういうことを協力店があるもので、

こういうことをどうですかと提案してくれば、それは当然検討した中で、これは、町内の活

性化にもなるでしょう。それよりか、まずは、活性化よりも投票率アップにどれだけつなが

るかね。 

  まず、それは提案さえあれば、１回やってみてもいいかとは考えておりますよ。しかし、

今、提案された中では、商工会も全然そういうことも言ってきておりませんもので、やっぱ

り、商工会、商店の協力がなければ、これできないことでございますもので、それは御理解

願いたいと。 

  ある程度そういう商店の機運が盛り上がりましたならば、町といたしましても、それは一

つ考えてもいいのではないかなとは、自分自身は考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 鈴木議員さんちょっといいですか。 

  暫時休憩します。 
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休憩 午前１１時１６分 

 

再開 午前１１時１６分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

○１２番（鈴木 勉君） 12番、議長、いいですか。 

○議長（村木 脩君） はい。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 選挙管理委員長にお聞きしたいんですけれども、先ほど、私がちょ

っと聞き漏らしたのかなと思うんですけれども、選挙に行く困難な方たち、そういう人たち

はどのような形でのケアがあるのかなというのを、もうちょっと私にもわかりやすく教えて

いただきたいなと思うんですよ。ごめんなさい、点字で書いたりする人もいるんですけれど

も、投票所になかなか行かれないという投票困難な方がいると思うんですよね。病院に入院

している人だとか、そういう方たちはどのような方法で投票をしているのかをちょっとわか

りやすく教えていただきたいなと思いますけれども、よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（鈴木利昌君） 病院に入院されている方につきましては、先ほども

ちょっと触れましたが、不在者投票というような形で、病院のほうで選挙をしていただいて、

郵送でこちらに送っていただく形になってございます。それをそのように不在者投票という

ことで、投票するというような形になってございます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） そうじゃなくて、自宅で。自宅での投票だから、在宅投票で郵便投票

しかないのか。 

  選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（鈴木利昌君） 在宅については、郵便投票しかないですので、これ

はもう制度で決まっていることですので、うちの町独自云々ということではなくて、そうい

うような形で、やっていただくふうになろうかと思います。 

  それから、先ほどの沼津のほうの取り組みですが、それは、やはりあくまでも商店街さん

のほうで、自主的に行っている内容だそうです。それで、うちのほうは、こういう証明書を
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投票終わった後に請求していただくと、この小さいものをお出しするような形にしておりま

すので、ただこれ、選挙が終わってしまった後に請求されても出せませんので、期日前投票

であっても、選挙当日の日であっても、選挙後にその会場で請求をしていただければ、すぐ

お出しするような形になっております。 

  以上でございます。 

○１２番（鈴木 勉君） ありがとうございました。 

○議長（村木 脩君） 以上で、12番、鈴木議員の一般質問を終結します。 

  少し時間は早いですけれども、この際、午後１時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時１９分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ、再開します。 

  一般質問に入る前に、12番、鈴木議員より発言を求められておりますので、これを許可し

ます。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 先ほど、私の一般質問の中で、総務課長、選挙管理委員長との発言

をいたしましたが、全て選挙管理委員会書記長に訂正をさせていただきたいとお願いします。 

  よろしくどうぞ。 

 

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

 

◇ 笠 井 政 明 君 

○議長（村木 脩君） それでは次に、１番、笠井議員の第１問、町内の公園等の管理につい

てを許します。 

  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 皆さん、こんにちは。 

  事前に通告どおり、今回３問、御質問させていただいていますので、また御答弁のほうよ
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ろしくお願いいたします。 

  それでは、１つ目の町内公園等の管理についてをお伺いいたします。 

  稲取ふれあいの森にある遊具の安全点検等の計画、この辺はどのような計画になっている

かお伺いいたします。 

  それと、その他町内公園においての遊具の定期点検等の計画、また修繕の予定をお伺いし

たいと思います。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 笠井議員の第１問、町内の公園等の管理については、２点からの質問

ですので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の稲取ふれあいの森にある遊具の安全点検等の計画はどのようになっている

かについてですが、稲取ふれあいの森は、年間を通じ維持管理の業務を委託しております。

アスレチックの森やジャンボ滑り台、その周辺の遊具につきましては、この維持管理業務の

一部に含め、毎月点検することにしております。遊具個々の管理は、施設台帳により管理を

し、修理等の履歴が残るようにしております。 

  次に２点目のその他、町内公園においての遊具の定期点検等はどのように行われているか。

また修繕の予定はについてですが、町内には、児童遊園５カ所と、都市公園１カ所に遊具が

設置されております。 

  遊具の非破壊検査と砂場の大腸菌検査を１年に１回、保守点検を年２回、業者に委託して

実施し、ふぐあいのある遊具については、使用禁止の措置を講じております。 

  修繕の予定については、一部の遊具において、過去に町内の鉄工所などで修繕を行ってい

ますが、多数の遊具で腐食等が進行し、対策が必要となってきており、修繕には多額の費用

がかかる状況です。 

  しかしながら、利用者の利便性や、利用頻度などを考慮し、対応を考えていきたいと思い

ます。 

○議長（村木 脩君） 笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 答弁ありがとうございます。 

  稲取ふれあいの森に関しては、管理委託をして、毎月点検をしていただいているというこ
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とでありますが、滑り台のところの遊具とか、夏場等ですけれども、やはり、利用者がそん

なに多くない部分もありまして、やはり草木が伸びてきたりとかで、利用していたりとかで

当たってしまったりとか、クモの巣とか、自然のものなのでいたし方がない部分もあるんで

すけれども、ちょっと月１回という割にはというところが、ちょっと目につきますよという

ところがあります。 

  ２つ目のその他のところなんですけれども、年２回定期検査とか、年１回の大腸菌の検査

とかをしていただいているということで、僕がちょっと問題になるかなと思って、ふぐあい

についてのところですけれども、使用をとめていますよということで、年数がたってきて腐

食している部分というものも、僕も目にしておりますが、実際、なかなか長い間使えないと

いう形が非常に多いかなと思います。 

  １つ例を挙げると、片瀬の公園なんかは大型のものがありますよね。結構あそこは熱川温

泉病院の保育園の方々が来たりとか、近隣の子供たちがよく遊んでいるんですけれども、や

はり、ちょっと使用禁止というふうな形になっていても、近づいてしまったりとか、ちょっ

と目を離したすきにとかいうところで、やっぱり子供なので、あれば使いたいというのが出

てきますよと。大きなことにはなっていないのかもしれないんですけれども、以前、そこの

部分で、小さな子がちょっと落ちたりとかしたのをちょっと目にしたこともありますという

ところで、子育てというところで、公園を都会みたいにたくさんつくってくださいというこ

とではないんですけれども、安心して遊べる、町が胸を張って遊べるような整備というのも、

やはり早急に僕は必要じゃないかと思うんです。 

  町長、なかなか多額の費用がかかるので、町民の利便性を考えて、順次という形でやって

いきたいよという形なんですけれども、具体的にそのあたりなんですけれども、例えば計画

で、稲取から始めていって、定期的にここがまずいので優先的にやりますよとかという情報

というのは、町として持っていますかね。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点目の稲取ふれあいの森遊具、本当に長い滑り台だけは、東

伊豆町の独特のあれですか、それはもう管理者さんがやっていきましょうということは、も

う指示しておる中で、アスレチックの方は、ちょっと暗いという中で、これはもう撤去する

ということでやっております。 

  しかし、今、笠井君が言った、滑り台の双方から草が来ていると、そう言われました。そ

ういう中で、できるだけ、そういうこんなでまた管理のほうで、その辺を重点的にまた見て
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ほしいということは、また要望していきたいと思います。やっぱり、この滑り台は本当に東

伊豆町のいいところの滑り台だと考えております。これは有効活用していきたい。今、その

ような提案されたもので、これは会議の中でも、ちょっとここ重点的に見てほしいというこ

とは言っていきたいと考えております。 

  ２点目につきましては、計画はあるかということを言われた、今のところありません。し

かしながら、先般、稲取保育園の３歳以下の子供たちと、この保護者等の中で、ちょっと座

談会、話し合いを持ちました。その中でやっぱり保護者は、やっぱり児童遊園の、今、言っ

たように、結構遊具が使用禁止になっているので何とかしてほしいということで、要望され

ましたもので、それを検討しているところでございます。 

  その中で保護者たち、当然１カ所でもいいからそういう何しろ遊べる場所、遊具を金がか

かるもの、何しろ１カ所でもいいからそこだけをやってほしい、そういうことを要望されま

したもので、今、それを検討している段階でございます。 

  さらには、保護者たちはやっぱり、晴れているときはいいけれども、雨天のときのほうが

要望が強かったですよ。やっぱり雨天のときに、保護者、また子供たちが集える場所、そし

て保護者たちが話し合う場所、そういうところを欲しいとか言われましたもので、この２点

は一応考えている最中でございますもので、今、笠井議員が言ったように、この計画的にや

るかということは、今のところ考えている中で、保護者たちの要望に沿った形の中で、でき

るだけ１カ所安全な場所をやっていきたいと、利便性いろんな中で計画をしていきたい、そ

ういう考えでございますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） ありがとうございます。 

  そうですね、保護者の方々からやはりそういう要望があるよということで、僕もそういう

のは聞いておるので、今回質問にさせていただいたところがございます。前向きに検討をし

ていただけるということで、非常に期待を込めて私は検討した内容を、また御報告いただけ

ればと思います。 

  やはり、東伊豆町に住んで、子育てをしてくれているお母さん方と家族、栗原議員の言葉

をかりると宝でございます。こういう方々がやはり１カ所でもということで、子供が遊べる

場所、確かに雨天時のという、あとコミュニティーの場所というのも必要だと思います。 
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  本当にこういう場所を、町として胸を張ってここだったらという、例えば親水広場のあた

りを去年とかやっていますけれども、あそこを広げて安全な場所していくというのも一つ手

だと思いますし、今、あるところの撤去も必要な部分だと思います。そのお母さん方が、や

はり過ごしやすいまちづくりとか、子育てしやすいまちづくり、こういうものを、公園とい

うのを１つ例に出しますけれども、つくっていただかないと、やはり特に東伊豆町で、別に

子育てをしないよという、お母さん方からとってみれば、魅力が欠けてしまうので、ぜひ前

向きに御検討していただいて、いい報告をお待ちしております。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは先般、本当にこれ保育園の中でも、有志の保護者さんたちと話

したが、参加できる方が少なかったり、一応町としては、こういうことをやりますと保護者

に投げかけて、日程を設定した中で、参加できる方は少なかった、一応投げかけた中でやっ

たものですね。一応参加できる方は、一応みんな来てほしいという中でやりました。その中

でやっぱり、公園、何が一番欲しいですかと言われた場合は、やっぱり子供たちが遊べる公

園、それを何としてほしい。これはもうすごい真摯に言ったので、これは真摯に受けとめま

した。 

  そういう中でやっぱり、言ったように遊具、本当に全部使用禁止になっておりますもので、

これを何とかしてほしい、１カ所でもいいから本当に遊べる場所、何とかしてもらいたいと

これも強く要望されましたもので、これは本当に真摯に受けとめて、本当に町としてもやっ

ていきたいと考えております。 

  しかし、これやっぱり金がかかるものですから、順次まず、１カ所の中に、この１カ所あ

る児童遊園の中に、遊具を全部やってます。できるものからやっていきながら、これは保護

者たちの要望に答えていきたいと考えています。 

  やっぱり、笠井議員が言ったように、本当子育てはどこでもできます。そのやっぱり子育

ての環境を整えることがこの町の児童減少、少子化対策になると考えておりますもので、こ

の辺はなるべく早いうちに、笠井議員のほうに報告できるような形で、町はやっていきたい、

そう考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、地域おこし協力隊についてを許します。 

  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 
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○１番（笠井政明君） それでは、２つ目の地域おこし協力隊についてをお伺いいたします。 

  本年度、３名の隊員が入ってまいりまして、半年がたったと思います。現在までの活動と

実績はどのようになっているか教えてください。 

  また、来年度以降の計画と、新規採用の検討状況、この辺はどのようになっているか、教

えてください。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 笠井議員の第２問、地域おこし協力隊については、２点からの質問で

すので、順次お答えいたします。 

  １点目の３名の隊員を導入して半年がたつが、現在までの活動と実績はどのようになって

いるかについてですが、当町の地域おこし協力隊は、農業振興としてオリーブ栽培及び市民

農園の支援、空き家対策の推進並びに観光振興の分野で３名が活動しております。 

  彼らはメーンの活動のほか、産業振興、若者交流促進、移住の支援、情報発信などに積極

的にかかわっております。 

  農業関係では、移住農業者の先駆けとして自立していくため、地域の農業関係者とも交流

し、情報を収集しております。 

  空き家対策では、ダイロクキッチンを拠点として、料理教室や写真展、落語会など多種多

様なイベントを積極的に開催して、地域の幅広い年齢層に認知度を高めてきております。ま

た、ダイロクキッチンの今後の運営母体であるＮＰＯ法人の副理事長としても、今後の事業

展開に期待しております。 

  観光振興では、自然景観、イベントなどの地域の魅力を外からの目で発信しまして、地元

では利用されていないものを、資源として生かしたグッズの開発にも取り組んでおります。 

  次に、２点目の来年度以降の計画と、新規採用の検討はどのようになっているかについて

ですが、活動中の３名については、引き続き現在の事業に継続して取り組み、さらに地域お

こしが活発化するよう支援してまいります。また、３年の任期が終了しても、自立しこの町

に引き続き住んで、地域の活性化に取り組んでもらえるよう、環境を整えていく体制を継続

いたします。 

  新規の採用につきましては、稲取近海で伝統的に行われていた天草漁が、存続の危機に陥

っておりますので、漁業振興に携わる人材を確保したいと考えております。さらに、基幹産
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業である観光業の振興に資する人材と、耕作放棄地解消を目的とした人材確保も必要と考え

ております。 

○議長（村木 脩君） 笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） ありがとうございます。 

  半年たって、農業の野口さんとかも、地元の方々と触れ合って、市民農園のほうで、活動

していただいていたりとか、なかなか農業の部分で、オリーブなので、すぐ結果というのは

難しいかなと思います。 

  それで、空き家対策やってくれているダイロクキッチンの荒武さんなんかは、かなりイベ

ントをやっていただいて、稲取の方々からも、ダイロクキッチンという場所の認知度という

のは、非常に上がったのかなと思っております。 

  観光に関しても情報発信をしていただいているよということで、３人それぞれやっていた

だいているんですけれども、ここから先、今、半年過ぎました。年も変わってしまうとあっ

という間に４月になって、１年という形になるんですけれども、町でこういう空き家のこと

だったりとか、農業振興、新しい意見が入ってきて、例えば観光とかも、新しい目線で見て

いただいて、これを、情報は逐一、情報交換はしていると思うんですけれども、町として、

何か事業に組み入れていったりとか、意見をもらって、改めて新しいことをやっていこうと

かいう計画、来年度の予算のことも年明けたらもう始まりますので、そういうお話がまず出

ているかどうか、検討しているかということを教えてほしいというのが１つです。 

  来年度なんですけれども、今町長のお話ですと、天草と観光と耕作地の３つということで、

３名なのかなと、単純に思っております。この方々で、例えば観光に関していうと、今、１

名おりますよね。２名体制にしていくという形になるのかなと思うんですけれども、２名に

なった場合、観光において何を今度してもらうのかとか、天草は非常にわかりやすいと思う

んですけれども、耕作地と、例えば農業、今やっている野口さんとの違いというか、何を明

確にやっていただけるのかとかいう部分というのは、はっきりしてきているのかなと思うの

で、ちょっと教えていただきたいですというところがございます。 

  なかなか地域おこし協力隊の若い人たちが３名入ってきて、町としてもちょっと新しい風

が入ってきたかなと思うんですけれども、そこに関して、町長が行政において感じているこ

とがあれば、ひとつ教えていただけたらと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 
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○町長（太田長八君） まず、この地域おこし協力隊、本年度３名来ていただいて、本当に町

としては大変よかったなと感じております。ということは、やっぱり他地区から見たこの東

伊豆町を、どのように感じているか、この東伊豆町をどのようにしたいか。そういうことを

彼らは真剣に考えておりますもので、大変ありがたいと思っています。 

  一番他町村と違うのは、また担当課のほうから説明いたさせますが、毎日１回、朝来たら

ミーティングしております。その中でやっぱり、彼らがこの地域に根づくような方向で、今、

担当課のほう一生懸命頑張っています。この辺他町村とは全然違うところでありまして、や

っぱり他町村は、あえてそういうことはやらないと。うちの町は担当が本当に懇切丁寧に１

日のミーティング、そういったやつ、町民との対話、またいろんな紹介、これやっておりま

すもので、それはまた担当課のほうから、どのような現状かを説明させていきたいと考えて

おります。 

  それから、来年度に対しましても、まだ話し合いをしておりませんので、具体的にどうい

うことをしたいとかいうことは聞いておりません。しかしながら、オリーブの野口君に関し

ましては、やっぱり起業したいから何とか耕作放棄地を借りてやりたい、そういうことを打

ち明けられて、相談されておりますもので、何らかのその方向に沿った中で、そのオリーブ

栽培、これがうまくできるような方向で、町としては支援していきたいと考えております。 

  さらに、ダイロクキッチンの荒武君、本当に、四、五年本当に頑張っております。それで、

一生懸命やっていますけれども、まだ認知度がちょっと少ない中で、だんだん段々参加者が

増えてきておりますけれども、認知度がまだまだ低いもので、これは認知度に関しましては、

ある程度町が、いろんな中でこういうことがありますということを提案しながら、荒武君に

対しましては、支援していきたいと思います。本当、荒武君に関しましては、本当に地域の

中に溶け込んでおりますし、商工会の農業の方々、そして観光関係、本当にかわいがられて

おります。彼は必ずやこの地域では成功するのではないかと考えております。 

  さらに、観光の鎌田君。これは本当に、今まで観光協会に所属しておりますけれども、今

回は皆さん方の議会に説明した中で、何しろ自分で起業してやりたいと、そういう気持ちが

ありまして、今、観光協会にいると、なかなか自分の思うようなことができませんもので、

一応今定例会に提案させていただいておりますけれども、今、観光協会に所属しております

けれども、観光協会から独立した中でやっていく中で、今回、観協のアルバイト、鎌田君に

かわる人件費を提案させていただいた。 

  何しろ、鎌田君はこの町の中で情報発信していきたい、そしていろんな面でこの町を何と
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かしていきたいと、そういう思いも、私も聞いておりますもので、その辺やっぱり、せっか

く地域おこし協力隊として観協に来ましたもので，鎌田君の意向を尊重した中で今、やって

おることだけは理解していただきたいと思います。 

  また、来年度に関しまして３名。基本的には海女さんもこれは当然、漁協の海女さんがい

なくなったもので、町といたしましては、天草漁を絶やしたくありませんもので、これは１

人募集。来ていただければ本当にありがたいと思います。これはやっていきたい。さらに、

農業関係、これは今、野口君はあくまでもオリーブに特化したのでやっています。今度の地

域おこし協力隊は農業全般、耕作放棄地やいろんな面で、やっぱり野口君とはまた違った視

点で、農業に携わる人に来てもらいたいと考えております。 

  観光に関しましては、今、鎌田君で言ったように、本当に、自分自身の中で独立最中なの

で、今度、町としてはできれば女性に来てもらいたい。やっぱり女性の視点から東伊豆町、

どのように考えていくかという中で、自分としては、まず女性の観光に携わる人、女性の視

点から見た今度東伊豆町の観光、どのように考えるかということの中で、今、自分の中では

一応女性の地域おこし協力隊観光、来てもらいたい、そういう考えでございますもので、御

理解願いたいと思います。 

  今のところ、まだ行政に取り入れることは話をしていないもので、それはまだ、考えてお

りません。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） ありがとうございます。 

  来年度、３名を予定していますということで、町長の明確なビジョンというか、こういう

人たちに来ていただきたいとか、こういうことをしていただきたいというのが非常に明確に

なっているので、３名、いい人材が来ていただければと思います。 

  鎌田さんに関しては、起業していくという形で、抜けますよということなんですけれども、

起業していく、野口さんにしても、荒武さんにしてもそうなんですけれども、これを町がバ

ックアップして、なるべくここの町で根づいていただいて、新たな地域おこし協力隊のいい

見本となるように、ぜひ町が協力をしていただいて、企画調整課のほうで、毎朝ミーティン

グを行っているのも私も知っておりますが、やはりそこのところで、うまくコミュニケーシ

ョンとっていただいて、やっぱりいい意見というのは、どんどん、町としても取り入れてい



－46－ 

ただいて、やはり活用していかない手は全然ないと思いますので、ぜひ、どんどん活用して

いただいて、いいところは情報をもらって、それを、やはり運営をしてきた職員の皆様方が、

うまくカスタマイズをして、うまく町に使えるように、アイデアをしていっていただければ、

非常に新しい目線で、新しいことができていけると思っておりますので、ぜひ、町長、積極

的に、その辺はどんどん意見を聞いていただいて、取り入れていただければと思います。 

  来年３名、非常に私も期待しておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、本当に地域おこし協力隊にたまに行き会うと、声をかけるとそれ

ぞれ。真剣に３人と話し合ったことはありませんもので、これは、担当課は話しております

から、その担当から聞いた、今度は、直接私３人と話した中で、またこの東伊豆町、この１

年間また住んだ中でどんなことを感じたか、またどんなことを提案してやったらいいかとい

うことを、またじかに聞いてみたいと思います。やっぱりよその目線から見たこの町のこと、

大変今後の東伊豆町のまちづくりに対して、大変有効と考えておりますので、その辺は、こ

れからまた話し合いを持ちたい、そういう考えです。取り入れるべきものがありましたなら

ば、新年度にその彼らの意見を取り入れていきたい、そういう考えでございますので、御理

解願いたいと思います。 

  今度の新年度３人が来ること、私本当に期待しております。やっぱり、そういう新しい若

い人が来るということは、本当にこの町の活性化にもなりますし、また違った意味で、まち

おこしができますもので、また３名の方、本当に東伊豆町でやりたいという若者が来ること

を期待いたします。 

  この前ちょっと提案されたのは、やっぱり今度は地域おこし協力隊が３名来ております。

その中で、いつも今度新しく来る人の面接をやりますもので、そのとき３名の方が、提案さ

れたのは、やっぱりある程度一緒にやっていくもので、我々３人も、その面接官に加えてほ

しいと言われました。これは大変いいことですから、やっぱりこの６人の連携が大変重要に

なってきますもので、その辺は彼らの意見を取り入れた中で、今度は面接の中に今の３人を

入れた中でやっていきたいと考えております。今の３名はやっぱりこの３年間、この東伊豆

町でやっていきたいということは、自分のことを言っておりますもので、その方向３年間で

この町でやっていくような方向で町も支援していきたい、そう考えておりますので、御理解

願いたいと思います。 

  以上です。 
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○議長（村木 脩君） 笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） そうですね。現状の３名と、来年度予定をしている３名、これが非常

に、これからやっていく中で、非常に最初の１期、２期というところで、大事になってくる

と思いますので、ぜひ彼らの意見を取り入れていただいて、よりよい人材の確保を非常にお

願いします。 

  今、地域おこし協力隊も、非常にいろんなところでやっておりますので、ぜひそこの募集

要項も１つ、２つ工夫を加えて、何だって、東伊豆町って知らないけれども、行ってみたい

なと思えるぐらいの、ちょっとプロモーションじゃないですけれども、募集の方法というの

も、ぜひ検討していただいて、取り組んでいただければと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、地域おこし協力隊は、本当に日本中全国でやっておりますもので、

やっぱり、今、笠井議員が言われたように、ちょっと突出したそういう募集要項を、なかな

か今度、東伊豆町に目をつけてくれると考えておりますので、これは、担当課も当然その辺

は考えていると思います。やっぱりある程度の募集要項の中で、東伊豆町の特異的なもの、

これはもう、必要だと考えておりますもので、担当課の中で、聞いた中でまた、そういう方

向でやっていきたい、そう考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 次に、第３問、情報発信、データ利活用についてを許します。 

  笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） ではすみません。３つ目で、毎度の話になっちゃいますけれども、情

報発信、データ利活用についてということで、１つ、質問の前に、ツイッターのほう、９月

27日から始めていただきまして、非常に私としてはありがとうございますということを、一

言述べたいと思います。 

  １つ目なんですけれども、今、お話ししました９月27日から、東伊豆町もツイッターを開

始していますよということですけれども、ちょっとこれ出したときが、11月21日現在と書い

てありますが、本日現在で、フォロワー数58件ということで、少し増えてはきておりますよ

ということで、ただ、58件ということは58名ということなので、ちょっと少ないかなと感じ

ます。今後町としては、どのように周知していくのか教えていただきたいのと、まだ、始め
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たばかりなのであれなんですけれども、その他サービスの検討とかもしていますかというの

が１つでございます。 

  もう一つ、これも昨年から言い続けているんですけれども、ＩＣＴ地域マネジャー派遣事

業、また来年度も、今、まだ情報出ていないですけれども、あるかと思います。町長の発言

の中で、前向きに検討していただけるよということだったんですけれども、検討状況を教え

ていただければと思います。 

○議長（村木 脩君） ３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 笠井議員の第３問、情報発信、データ利活用については２点からの質

問ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の、当町も９月27日からツイッターを開始したが、11月21日現在、フォロワー数が

48件と少なく感じるが、今後どのように周知していく予定か。その他のサービスの検討は、

についてですが、従前からの情報配信メールを補完するものとして、町の公式ツイッターア

カウントを開設いたしました。御承知のとおり、ツイッターを閲覧する場合は、ユーザー登

録をしなくても利用が可能なため、誰でも、パソコン、スマホ、携帯電話で見ることができ

ます。そのため、必ずしもフォロワーの数が利用状況を示すものではありません。実際、町

のホームページの閲覧数が、この１年で月間平均約7,200件であることに対し、分析方法が

違うので単純には比較できませんが、10月のツイッターの閲覧数が２万1,691件となってお

ります。とはいえ、フォロワー数が多いほうがよいことは間違いありませんので、広報ひが

しいずや産業団体連絡会構成団体の皆さんに広報するなど、普及を図っていきたいと考えて

おります。 

  その他のサービスにつきましては、フェイスブックの開設に向け、ホームページ、ツイッ

ターなどとの機能の違いを研究し、連携を検討しております。 

  次に、２点目の、昨年の12月議会、本年の６月議会でも提案した、ＩＣＴ地域マネジャー

派遣事業の検討状況はどのようになっているかについてですが、二度にわたり御提案いただ

いたＩＣＴ地域マネジャーにつきましては、ＩＣＴ基盤・システムを利活用して、効率的、

効果的な事業を運営する地域に対しまして、実務的、技術的ノウハウ等を有するＩＣＴ人材

を一定期間にわたり派遣する事業であります。 

  前回もお伝えいたしましたが、ＩＣＴの利用はあくまでも手段であり、第１の目的は施
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策・事業の効率的な推進であります。 

  マネジャーの派遣については、費用負担を総務省がするということですが、その対応には、

当然担当者が時間を割くことになります。現在、電算の担当は、マイナンバー制度導入によ

り、セキュリティーの強化、基幹系システムの更新、また、ホームページの刷新、グループ

ウェアの入れかえ、パソコンの大規模更新等を予定しており、他の自治体が制度を利用した

当時と比べ重要な行政課題が生じております。当面、派遣につきましては、導入を見送るこ

とといたしておりますが、現在、県主催の行政経営研究会のＩＣＴ地活用部会に職員を出席

させており、各分野での活用事例を参考に検討を行っております。 

○議長（村木 脩君） 笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 御答弁、ありがとうございます。 

  ツイッターに関しては、おっしゃるとおりで、別にツイッターを登録していなくても見ら

れますので、情報としては非常にいいと思うんですけれども、まず、ツイッターを始めたよ

というのが、知らない町民がたくさんいるということです。フォロワー件数が当然多いほう

がいいにこしたことはないんですけれども、やはり、始めましたよということと、なかなか

僕ら世代はわかるかもしれないんですけれども、どういうものかというものを、ちょっとわ

かりやすくしたりとか、あと情報配信メールをいろんなイベントとかで、登録お願いします

よといったときに、ツイッターとはこんなものだよという実演で、こういうところで見られ

て、どういう情報が出ているか、非常に僕はツイッター、９月27日からタイムラインを追い

ますと、非常にいいなと思うのは、リアルタイムで情報をどんどん発信していただいていま

すよね。 

  例えば、婦人科検診の配布が後何枚ですと、今日は終わりましたとかいう情報というのは、

非常にちゃんと伝われば、いい情報だと思うんですよ。例えば、午後、ちょっと時間があい

て、今日やっているんだ、まだあるんだ。行こうかなとかいうのがあるので、ぜひ今、スマ

ートフォンとか使っているお年寄りの方も多いので、ちょっと見られるように、もしくはち

ょっと操作をして、情報配信メールの操作のときとかでも、やってあげるときに、ここを押

せば見られますよぐらいの、ブックマークをしてあげるぐらいのことをしてあげると、非常

に情報がリアルタイムで見られます。 

  意外とそのぐらいの作業であれば、ここでこれを押したら見れるということであれば、結

構操作がわからないよと言いながらも、そこは必要であれば使ってくるところでありますの
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で、ぜひせっかく開設していただいて情報をたくさん出していただいて、細野の情報もたく

さん出ていましたしありますので、どんどん情報は出していただいて使っていって、町民に

浸透していって、情報のリアルタイムで使えて、いざ何か災害とかあったときに非常に役に

立つベースとして進めていっていただけたらと思います。 

  ＩＣＴの地域マネージャーの件に関しては、わかりました。いろいろ忙しいというか、い

うところがあると思うんですけれども、ただ見送るよということなんですけれども、そこに

関しては町としてもやはり今後の課題として、やっていかないではなくて、どんどん研究を

していっていただければと思います。直近のニュースで言うと、川根本町が12月１日に発表

しましたが、京セラとベネッセさんと、あとは地域の、ちょっと会社名忘れちゃいましたけ

れど、３社と川根本町とＩＣＴの協定を結んで、今川根本町はかわねフォンというものを進

めていまして、これは何かというと、インターネットでつないでテレビ電話システムみたい

な形になります。パソコンの電話を使いますので、川根本町の町内の電話は無料ですという

ものです。これ町長、後で、じゃちょっと資料お渡ししますけれども、テレビ電話みたいに

画面がついているので、町のお知らせをぱっと配信ができるというところで、町のニュース

じゃないですけれども、今日はこういうことありますよ、ああいうことありますよというの

を、川根本町はこのブロードバンド、光ファイバーの導入と同時に行っていくよということ

です。 

  これが一つ言えるのが、防災無線とか無線のデジタル化という問題ありますよね、広報と

かの。それのかわりにも一応なるということです。災害時においては電力がという話がある

んですけれども、拠点に置いて自家発電をしていくということで、情報発信が滞りなくでき

るような格好でやっていくよということと、ベネッセさんが入ったので、プラス教育現場に

おいてということで、県内の町、川根本町なんかはかなり奥まったところで、なかなか情報

が、今までインターネットとかもおくれがちだったところがこういうふうに始めています。

なので、今後町としてもやはり重要課題となりますので、今後引き続きしていっていただけ

ればと思います。 

  今後、ツイッターその他サービス連携をしていくよという中で、やはりホームページとそ

この部分となかなかお仕事が増えて大変かもしれないんですけれども、費用は大してかかる

ところではないので、うまくやると連携も簡単にできるところではありますので、その辺の

研究もしていきながら、どんどん活用していただければと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 
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○町長（太田長八君） 本当この件については、笠井議員専門家ですので、またいろいろ御指

導願いたいと思います。 

  そんな中でツイッター、本当、笠井議員の提案によって早速ホームページ上げさせていた

だく。これ本当ありがたい。私も実はもう大体もう毎日１回ホームページ見るんですよね。

必ずそうするとツイッターをやります。しかしフォローしないんですよ。もう見っ放しでも

う、本当はいいねをやればいいんだけれども、やらないでただ見るばかり。だからそういう

人も結構多いと思います。そういう中でやったように閲覧数２万1,600、この辺は出ていな

いと。今度私も見たらいいねを押しますよ。そうすれば１人でも増えますものも。そういう

中でやっていきたいと思いますし、本当やったばかりだものでまだ啓蒙が全然できておりま

せんもので、壇上で言ったようにいろんな町内また産業団体なんかもツイッターやったので

どんどん見てほしいと、またやっていきたいと、そう考えておりますんで、その辺はよろし

くお願いいたしたいと。 

  ＩＣＴに関しましては今、壇上で、今現在はちょっとないんだけれども、一応県のほうに

行政経営研究会のＩＣＴ利活用部会がありまして、それに職員を出席しておりますもので、

やらないというわけじゃない、いいところがあればこのＩＣＴを活用していきたい。しかし、

現状では一応いろいろなこう中で考えておりませんという中で、よければこれやっていきた

い、そういう中でやっぱり県のその研究会にも職員を出席させておりますもので、その辺は

御理解願いたいと思います。 

  それで今、そのＩＣＴを使った川根本町のまちづくりが笠井議員から言われましたので、

それまた笠井議員にちょっとまた資料提供をさせていただきたいと思います。また私、川根

本町の鈴木議員とは本当森田議員を通じた中で、本当すごい懇意にしておりますもので、そ

の辺はまたいろんな情報をまたじかに川根本町のほうから、また町長通じた中で情報は手に

入れていきたいと思いますけれども、今持っている笠井議員の情報はまた後で私のほうにい

ただければ大変ありがたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） そうですね、今後重要課題となってきますので、ぜひ情報交換をさせ

ていただきながら、町のほうもよりよい方向に向かっていけばなと思います。 

  ツイッターのほうもかなりページビューワー数はかなり増えているので、なかなかこの辺
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の数字が増えないと、作業をしている職員さんのモチベーションにもなりますので、なるべ

く上げていただいて、いろんな課が情報を気軽に出せるような状況というのを町長がぜひつ

くっていただいて、非常に短い文章ですので、見ているほうも的確にわかりますし、おもし

ろい情報、かた苦しい情報も必要なんですけれども、時々おもしろい情報も流してあげると、

見てるほうも非常に楽しみになって、またこの数字が伸びると思いますので、ぜひ今後進め

ていただければと思います。 

  答弁は大丈夫です。いいです。 

○議長（村木 脩君） よろしいですか。 

  以上で、１番、笠井議員の一般質問を終結します。 

  この際、午後１時55分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 １時４４分 

 

再開 午後 １時５５分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（村木 脩君） 次に、10番、藤井議員の第１問、奨学金についてを許します。 

  10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 私は２問、今回は質問しております。 

  １問目は奨学金につきまして、お尋ねしたいと思っております。 

  教育費が高く親の負担が増す中で、能力があっても進学できない生徒があると承っていま

す。そこで以下の点を伺います。 

  義務教育から高校への進学率は。 

  ２番、町独自の奨学金の概要と利用状況はどうなっているかお尋ねしたいと思います。 

  よろしくお願いします。 
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○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第１問、奨学金については２点からの質問ですので、順次

お答えいたします。 

  １点目の義務教育から高校への進学率はについてですが、当町の中学生の進学率は、過去

３年間の実績で98.82％となっております。 

  ２点目の町の独自の奨学金制度の概要と利用状況についてですが、当町の奨学金制度は東

伊豆町育英奨学金条例及び同施行規則の規定に基づき、必要な資格を有する学生または生徒

に対しまして、奨学金選考委員会の答申を経て奨学金を貸与することとなっております。必

要な資格、奨学金の額、貸与期間及び返還等については条例規則に定められているとおりで

ございます。なお、育英奨学金は無利子で貸与しております。 

  次に、利用状況ですが、平成６年度に本制度が始まり、これまでに42名の学生、生徒に御

利用いただいております。現在は１名の返還者及び２名の大学生への貸与となっている状況

であり、本制度利用者のほとんどが大学・短大への進学者であります。 

○議長（村木 脩君） 藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） はい、御答弁ありがとうございます。 

  ただいま御答弁いただいたんですが、義務教育、中学から高校への進学率がそういった数

字になっているわけですが、ほとんどというぐらいですね、98.82％、ほぼ義務教育化され

つつあるような状態じゃないかというふうに思います。ここはどの家庭でもある程度は覚悟

して、高校は行くというふうな段階になっているんじゃないかと思いますが、今問題はいわ

ば高校から大学あるいは専門学校等々、そこから先の高等学校に行くに当たっては、非常に

いろんな意味で敷居が高くなっていると。受験勉強はともかくとしても、経済的にも親の負

担も大変であるし、日本の場合ですと国の補助金、いわゆる奨学金というふうなものも余り

整備されていないということで、町長さっきちょっとおっしゃいましたが、利子つきの奨学

金がほとんであるということで、大変苦しい家庭も多いんではないかというふうに思うわけ

です。 

  その中で、大学へ行くための奨学金が現実にはもう少し必要なんではないかと思いますが、

先ほど今までで42名ということであれなんですが、高校から逆に大学への進学率と考えます
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と、現在静岡県は全国で13位で47.89％というふうな数字が出ております。我が町にありま

す高校である稲取高校なんか見ますと、大体半数くらいが就職をしている、あと半数は専門

学校等々含めまして進学しているんだというふうに言われております。 

  その中で、この後審議される補正予算の第８号なんかにも見ますと、28年度の貸し出し枠

が３名であった。その中で決定したのが２名だったということで、たしかそんなふうな数字

が出まして、122万円の減額がちょっと措置されたなというふうに思います。これまた予算

審議の段階で総務課あたりから聞けるんじゃないかと思いますが、そういった中でうちの町

の奨学金の額も補正前ですと338万ということで、これは大学生は今、町の条例、町長おっ

しゃる奨学金条例読みますと、月額３万円ということですので、大体枠としてはやっぱり３

人ぐらいなのかなというふうに思うわけなんですが、そのうちの現在決定者が２名というこ

とで推移しているようです。 

  どうでしょうか町長、例えば月額３万円というと、それはそれなりで大きい金額なわけで

すけれども、年間36万円でこれが４年間にわたって奨学金受けるとしまして144万円ぐらい

でしょうか、そのうちさらに、これ入学時にまた必要とあれば50万円を貸与するというよう

な規定がありますので、もしそれなんかを借りますと144万に50万で194万と、４年間でね。

これは利子はつかないけれども返還はしなくちゃならないということで、当然と言えば当然

というふうにおっしゃるんですけれども、今これを194万、約200万を卒業後５年から10年の

間に返還せよということなんですが、非常に就職状況も厳しくて、またかつてと違ってなか

なか派遣社員なんかにならざるを得ないというような経済状況になっていると思うんですよ。

それで、５年から10年の間に約200万円を返しなさいと言われましても、なかなか難しい方

もいらっしゃるんじゃないかなと思いますのでね、これはまた町としては件数あるいは総額

でもいいのですが件数とか、返済の例えば当町にまた戻ってきて就職すればそれを免除する

とかというふうに枠を広げるとか金額を多くするとかいう形で、何かもう少し現実に沿った

ものにしていく必要あるんじゃないかと。いわば、返還つきというんじゃなくて、これは給

付型のほうに移行するようなお考えはないのかどうかについてお尋ねしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この１点目、中学・高校本当もうほとんど義務化的なものです

ね。もうほとんど中学から高校へ行く、これはほとんど1.2％はやっぱり就職している中で

すから、ほとんどもう半義務化、そう感じてもらって結構だと思います。 
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  そうして今、奨学金の制度につきまして藤井議員から提案されましたけれども、これは基

本的に基金を運営して奨学金をやっておりますもので、もう藤井議員が言ったようにやっち

ゃうと基金が底をついて、その方はいいんでしょうけれども将来的なことをやった中で、今

度は学びたいといっても学べない、そういうことが考えられますもので、やっぱり町単独で、

じゃそういう方にやりましょうということはいいんだけれど、この奨学金制度におきまして

は、基金の運用の中でやっておりますもので、ちょっとそれはできないということは御理解

願い、町としてはやらない方向でいきたい。また、違う方向のことはまた考えられます。こ

の基金を運用した中で今やったことは、なかなか厳しいじゃないかと考えております。 

  それで、額につきましても３万円、これが安いか高いか、これは当然借りるほうとすれば

安いと思います。また当時のこの条例つくったときに、これが妥当かどうか判断した中で３

万円がついております。また、そういう中でこの３万円がじゃ安いか高いか、また奨学金の

委員会がありますのでその中で議論した中で、もう少し上げたほうがいいんじゃないかとい

えば、また町は考えます。町としてもこの３万円、これを基準にしてやっていきたいと考え

ております。 

  そういう中でまたよく言われるのはやっぱり、この町に来た人に対して奨学金制度そのま

まやってもこの町に就職する、それが条件でやったらどうかと、そういう提案もされていま

す。基本的には医者さんなんか特に、この町にいないものですと、じゃ医者のかかる費用は

全部町が負担したいと思います。そっちの人はもうこの町で勤めるのが条件、また住むのが

条件。そういうことも提案されている中で、なかなかその財源が見つからないのが現状でご

ざいます。やっぱりそういうことをやった中でやればいいんでしょうけれども、やっぱり財

源ということがありますもので、できればそういう中でこの町に帰って、昔は保健師制度を

町の中でやった中で、あれはそういう中で一応保健師の試験を受けてもらってこの町に来る、

そういう制度もありましたけれども、今現状ではそういう制度もなくなっておりますもので、

できるだけ町としては向学心に燃えている子供たちの教育の場は、皆さん平等に与えたい、

そういう考えでおりますので、この奨学金制度の貸したものを返さなくていい、そういうこ

とはちょっと基金の運営上はできないと考えております。 

  また、一般財源の中でそういうことは考えられますけれども、ちょっと財政上、大変今厳

しい中でそれが果たして施策として展開できるかということは、ちょっとまたいろんな面で

検討させていただきたいと考えておりますけれども、なかなか厳しいのではないかというの

が現状でございます。 
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  以上です。 

○議長（村木 脩君） 藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） おっしゃるとおり財政厳しい中で、なかなかその枠は拡充できない

というふうなお話かと思うんですけれども、ただ国のほうでもどんどん給付型のほうにしよ

うとしているというのは、これは事実でございまして、また世界的に見れば非常に日本の教

育が高いんだという中で、どんどん学生が追い詰められていくみたいな状況がありますので、

これは何とか有為な人材を町で育成していくという意味で、文字どおり奨学されたほうがい

いんじゃないかと思うんです。 

  １つには、例えば今1,500万円まで非課税特例というような形で、子供さんやら孫さんの

教育資金として贈与する場合、非課税特例制度というふうなものが設けられているのは御存

じだと思うんですが、そういったような何らかの形で、要するにうちの町の奨学金基金に寄

付したいという方がもしあった場合には、これはそういう国と同様の贈与税の特例措置みた

いな、何らかの税金の、贈与税じゃなくて税金の特例措置のような形も考えられないかと。

これ今ふるさと納税なんかもかなり好調なようなんですけれども、一方でやっぱり子供の教

育に対して自分は寄付したいという方もこれは全く皆無ではないと思うんですよ。そういう

意味では財源の拡充等もふるさと納税じゃないけれども、そういった教育方面にも何らかの

税金の措置をとって窓口を広げていくと、基金を拡大していくというふうな措置がとれない

かどうかというふうなことも考えてはいいじゃないかというように思うんですね。 

  基金に何らかの税制の優遇措置でちょっと基金を拡大したらどうかという話もあるんです

けれども、例えばこの前新聞なんかを見ますと、伊豆新聞の中では働きながら司法書士にと

いう題で載っていたと思うんですけれども、うちの町の司法書士の長田さんが自分の事務所

の司法書士を目指す人に教材費60万円を負担しますというふうなことをおっしゃっているわ

けですよ。ですから、個人のレベルでも60万という額を奨学金のような形で、もちろん自分

の同業といいますか、司法書士になる人というふうな限定はありましても、やはりそういっ

た人材育成を考えている方もいらっしゃるわけですよ。 

  そういう点から考えると、町が今、月３万円以上、年間12万以上出ないというふうに言っ

ているのはちょっと情けないかなというふうな気がしますので、何とかこの辺なんかもちょ

っと検討されてはどうかなというふうに思うんで、いわばその検討というのは司法書士にな

る方に対してこういったふうな人材育成に対して例もあるということで、その心意気といい
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ますか、その辺は町も時代の要請に応じて何らかの形で支援するということを考えられては

どうかというふうに思いますので、一つその基金の税制措置とか何か含めましてお願いした

いと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 司法書士さんの今のやつね、どういう状況の中でやっているかまだち

ょっと理解しておりませんもので、それが果たしていいかどうか、またここではちょっと差

し控えさせていただきたいと思います。 

  そういう中で今、税の優遇がどうかというようなこれは国税でございまして、また町税に

関してはまた別のもので、多分厳しいんじゃないかと考えております。ふるさと納税の中で

これを教育資金に使ってほしい、そういう項目があります。また、町長にお任せの観光に使

っていいと、そういう項目がある中で、教育に使ってほしいという中で、じゃ奨学金に回そ

うか、またそういうことも検討できると思いますが、これでじゃその教育資金を全てそちら

に回しますとかちょっと言えないもので、これはもう検討した段階の中でやってきたと思い

ます。 

  確かに奨学金、これ本当です、医者がないときに一般の町民から言われましたよ。町がお

金を出してでも医者に帰ってきてもらう、そういう資金を出したらどうか。そうすると医者

が1,000万相当以上かかるわけですよね。それを果たして一人のために、そして町に来ても

らうためにそれだけのお金を使うのはまた違う方向の中でお金の使い道があるのではないか

という中で、それはもう保留させてもらっておりますけれども、やっぱりそのお金をいかに

有効に使う、費用対効果の中で、確かに奨学金制度のこれ本当学びたい方いっぱいいるでし

ょう、それにはやっぱり平等な中でやっていきたいという中で、やっぱり向学心に燃えてい

るからお金をやるかと言ってこっち来てくれと言った中で、それはなかなか余りこの奨学金

制度の委員会もありますもので、その委員会の中で本当にここに対しましてはやっぱり必要

だという中でやっておりますもので、やっぱり安易に奨学金を上げるのはこれはいかがなも

のかと考えておりますもので、これは十分審議した中で子供たちのこの向学心に沿えるよう

な形で町はやっていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） これは社会に出るに当たって、既に借金を背負って出ていくという
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ことはやはりちょっとこう酷な気もするんで、諸外国の例あるいは国の方も７万5,000人を

対象にこれは給付型に移行するんだというふうな手始めがもう始まりましたので、町もそう

いう意味では先進的な取り組みをされないかというふうな思いで私は述べております。 

  ですから、いろんな法律的な縛りやら過去の利用者とのバランスとかいろいろあると思う

んですけれども、私はそういう意味でなるべく現在の奨学金制度をもう一歩踏み込んで給付

型にして、そういう町として非常にいいことやっているなという、そういう教育制度も含め

たあり方は探っていただけないかという思いでおりますので、ひとつよろしくご検討いただ

きたいなというふうに思っております。有為の人材の確保という意味でひとつ重要なことで

はないかなというふうに思いますので、ぜひお願いしたいなというふうに思っております。 

  それと、末節ですけれども、これ後で関係の条例の中の13条にちょっと間違っているとこ

ろありますので、この辺また訂正お願いしておきたいなというふうに思いますので、またこ

れ事務方の方とちょっと後で話をしたいと思います。 

  私の質問の趣旨はそういうことで、ぜひなるべく額を拡大し、人材も人間的な枠も拡大し

て、ぜひ有為の人材をこの町から輩出してもらいたいというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１５分 

 

再開 午後 ２時１８分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 奨学金の条例、町の条例に私ちょっと疑問のところありますので、

これ後で検討していただきたいなというふうに思いますので、ひとつよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 条例につきましては、ちょっと検討させていただいた中でよい方向で

やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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  それと今、奨学金を返し終わったのが藤井議員の提案という中でこれは受けとめさせてい

ただきまして、また検討ですけれども、なかなか厳しいということだけは理解していただき

たいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、町おこしについてを許します。 

  10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） それでは、第２問につきまして、東伊豆町の町おこしについて伺い

たいと思います。 

  現在、さまざまな角度、あらゆる分野で町の活性化策、いわゆる町おこしというのが行わ

れているわけですが、そこで以下の点を伺いたい。 

  行政のかかわる町おこし政策は。 

  ２番、成果、効果はどう評価しているか。 

  ３番、町政の住民参加の推進策は。 

  こういったことをお尋ねしたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第２問、町おこしについては３点からの質問ですので、順

次お答えいたします。 

  まず、１点目の行政のかかわる町おこし政策についてですが、町おこしとは幅広く解釈で

きる言葉ですので、現在町が最も重点を置いて進めている「まち・ひと・しごと」総合戦略

と捉えてお答えいたします。 

  御承知のとおり「しごとづくり」「結婚・出産・子育て」「人の流れ・まちづくり」を３

本の柱に据え、それぞれ基本目標を「豊かで安定した暮らしを営めるしごとづくり」「結婚

や出産、子育ての喜びを分かち合える環境づくり」「また来たくなる住み続けたくなるまち

づくり」と定め、人口減少の加速化に歯どめをかけるべく、52本の具体的施策を実施し、ま

ちおこしに取り組んでいるところでございます。 

  次に、２点目の成果、効果はどう評価しているかについてですが、先般も議会の皆様にお

願いしました検証を毎年行ってまいります。事前に定めた重要業績評価指標の達成度等に基
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づき、有識者会議、本部会議で検証し、計画・実施・評価・改善のサイクルで実効性の高い

施策を見直して実施してまいります。 

  ３点目の町政への住民参加の推進策はについてですが、この総合戦略は産官学金労言及び

住民代表によって構成されます有識者会議から意見・提案をいただいて策定いたしておりま

す。これに限らず、さまざまな協議会等で住民各位の参画を仰いでおり、町政に対してご提

言をいただいております。 

  また、近年では住民主体のイベント等の開催も相次いでおり、町といたしましても活性化

を望む町民の熱意に対しまして支援を行っているところであります。 

○議長（村木 脩君） 藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） お答えありがとうございます。 

  また、東伊豆の町おこしの、この推進委員会設置条例というふうなものがありまして、文

字どおりずばり町おこしの推進委員会設置条例というふうなものが平成４年に確定されて、

同11年に改正されているようでございます。 

  今、町長お答えの「まち・ひと・しごと創生法」に基づいた、これで全面的に戦略を策定

してようやくそれに取り組んでいるところであるというふうなお答えかと思います。ただ、

町のこの町おこし条例というふうなものと、そこの中にも委員の方が30人方いらっしゃるし、

それから今町長がおっしゃったその「まち・ひと・しごと創生法」に基づいた有識者会議と

いうふうなものもこれ12名ですか、委嘱して推進していると、各界からですね、そういった

ことのようでございます。その場合にはどういうんでしょうか、この現在あるその町おこし

条例に基づいた委員会と、それから新しくまち・ひと・しごと創生法に基づいたそれを推進

するための有識者会議というようなものなんかが、かなりその役割が錯綜したりする場合も

ありますので、これは町がさまざまな形でまちおこしというふうなものを現在やっているわ

けですけれども、ちょっとその辺がちょっと似通ったり同じものを設立したり、ちょっとご

ちょごちょしたりするような点があるなというふうに思っております。 

  それで、ちょっとこれは私らもこの間研修してきた国東市の補助金の使い方で、町がまち

おこしに対して取り組んでいる様子を見学してきたんですが、そのときのなかなかまちおこ

しの取り組みがユニークだなというふうに思って、これ後で私どもも発表するわけですけれ

ども、その中で聞いた中で参考になるなと思ったのは、町自体が委員会をつくったり委嘱し

たり任命したりするんじゃなくて、その町民の皆さんの発意そういったものを尊重するとい
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うことで、５人なら５人のグループをつくるわけですね。提案する人たちがこういったこと、

どういったことやりたいかといったら、こういったことやりたいんだというふうに発表する

わけですよ。それを審査して、役場の町長さん課長さんあるいは在野の方等々がそのプレゼ

ンテーションに基づいて、それはおもしろそうだ、これは採用だというふうに言うと、それ

について町から若干の予算なんですよ、年間全体で20万ですから、非常に１グループ、自分

たちが見学したときは７つとか８つのグループが採用されたというので、大した金額ではな

いんですけれども、それを全体の前で発表する、そうすると非常にプレゼンテーション能力

も高まる、どういうことやりたいのか、どういったことが町としては町に役立つかというこ

とをやっぱり検証するわけです。 

  例えば、軽トラ市であるとかウミガメの産卵場所の保護とか幾つかありますけれども、も

ちろん我が町と全く同じということはあり得ないわけですけれども、そういうようなものを

採用して、１年過ぎてそれを年度末にまた検証して、そういう発表があったと。こういった

ことで非常に住民のやる気といいますか、そこにいろんなグループができて、それを自分た

ちでやってみようぜということで提案して、それを発表して、そういうような活動をしてい

るという点でそれに非常に、ああこういうような形で、いわば町から、上からやれと言うん

じゃなくて下からのグループの人たちが提案するというふうなものを採用すると、それにつ

いて町が補助金を出すという仕組みでありました。 

  それはそれで一つおもしろいやり方だなと。それを全くそっくりそのままできないにして

も、基本としてはやはり今町がやっているまさにまち・ひと・しごと有識者会議の皆さんな

んかに提案されているように、幾つかの人材育成しようとか民間活力の導入とかいうふうな

ものを提案されていると思うんですけれども、それをやはり実践しているところもあるとい

うことでやはり町もそういうようなことを参考に、ひとつ今までのあり方とまた違った町お

こしの取り組みなんかもされる考えはないかどうか、ひとつその辺を伺っておきたいなとい

うふうに思います。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 町は平成４年、まちおこし協議会。じゃ今言った最新の国がやってい

る地方創生の中、総合戦略これによってまちおこしをやっているのを御理解願いたいと思い

ます。その中で今、壇上で答弁させていただきました、そういうことをやっておる中で。も

う基本的には壇上では最後に答弁いたしましたが、もう実行委員会が自分たちでやりたいと

いうことでもうやっています。藤井議員が檀上で町の名前言いましたけれども、もう既にこ
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の町は例えば、グッディーズとかキンメマラソンさらに去年あったフォレスト、そんなよう

なこの町を何とかしたい、やりたいですよということの中で、町は人的とか場所を提供した

中で、彼らはもう既にそうして下のほうから持ち上がった中でまちおこしをやっております。

それは理解していただきたいと思います。 

  それで今の実行委員会とか住民主体のイベント等もやっているんですよ。うちの町は別に

視察したところより劣っているとは考えておりません。それで本当もう町の若い人、若い人

も40代、50代の方がこの町を何とかしたいという中で実行委員会を立ち上げた中で町はそれ

をフォローしている、そういう形でもまちづくりをやっていくことは理解しておいて。町の

総合戦略で将来的にこの町をどうするんだという中で、ひと・しごとやったように、総合戦

略をやっております。そういう中で壇上で言った産官学金労言、そして住民代表やっている

中で、将来的な大きな波の中見た中で町の組織をつくっていく。しかし現実は下部の組織の

ほうから住民が実行委員会を立ち上げて、やっていることだけは理解していただきたいと考

えている。ということは藤井議員が言っていたのもまちづくり、既にこの町ではもうやって、

実践している、それは理解していただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 私も別に町が何もしていないとかそんなこと言うつもりはありませ

ん。いろいろやっているのもわかりますし、また地域おこし協力隊の外部の方なんかもいら

っしゃってやっている活動もわかります。また、前回の議会で私、天草漁の件で、これは絶

えてしまうのは非常にもったいないんではないかということで、何とか継続をお願いしたい

というふうに言っていたところ、先ほどの町長の答弁で、前の議員の方の、笠井議員の答弁

の中で、女性の協力隊員をちょっと考えていると、まだわからないけれども、何かそんなふ

うな女性も検討しているという言葉だったと思うんですよ、いうこと聞きまして、ああそん

なふうに考えているのかと。また、天草の観点から私はそれは非常にいいことだなと。つま

り、海に潜る作業なんてのは昔から女性がやっていたわけですけれども、これは寒さに非常

に耐性があるんですね、そういう点で話題になりましたあまちゃんじゃないけれども、ああ

いった形で女性もいいんじゃないかななんて私も思っていましたので、その点では天草漁の

継続というふうなものがもしそれが実現すれば、実現されるのかななんてふうに思っており

ます。 
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  また、町内では漫画家を志しているという方なんかが移住してきていらっしゃると、また

それでここはトキワ荘にならないかみたいなという構想もあると、それからこの前は高羽美

里さんですか、非常に自分のうちのワサビ農家を継ぐんだというふうに発表されまして、そ

れが非常な評価を得まして、私どもも聞かせていただきました意見発表の、非常に立派な発

言だったなと。そういうのを見ますと、これは本当にこの方なんかが本当に次の町を担って

いく方なのかななんていうふうに非常に心強く思ったりもしました。 

  また、女性ではこの前キンメマラソンなんかも自発的に主催して、あるいは1,800人です

か、そういった人を呼び込んでいるという点では何もやっていないんじゃなくて、実に自発

的にいろいろやっているというふうに思います。また、２日の音楽イベントなんかも開催さ

れているのも自分も聞きに行って存じております。 

  ですから、そういう意味では、何もやっていないんではなくて、いろいろな活動でやって

いると思うんですけれども、私は幸福感というのはいろいろあると思うんですけれども、お

金を持った何を持ったで最後に人間は何を幸福と感じるかといいますと、その自分の住んで

いるところへの貢献といいますか参加、いわゆる行政への参加なんかがやはり非常に幸福だ

と感じる瞬間だというふうに言われているわけなんですよ。そういう意味では、町の行政へ

の参加をぜひもっともっと、今やっていないというんじゃなくて、やっていますけれどもそ

れをもっともっと、いろんな方向でそれを引き出して参加を促していくというような方策を

という意味で私は述べているわけなんで、ぜひそういうあたりを検討いただいて、町長がい

ろんな国からいろんなこと言ってきてまたそれに応じて、総合戦略を練って、働きかけてや

っている。それと同時にまた下からの盛り上がり、町政への参加というふうなものをやはり

くみ上げる仕組み、そういったものをもっともっとやってほしいなということでございます

ので、ひとつよろしくお願いしたいなというふうに思っております。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、思いは藤井議員と全く一緒ですよ。基本的にはやっぱりさっき

の鈴木議員の投票率アップ、これも基本的には下から持ち上げたけれども、政治にいろいろ

関心持った中で当然投票率とかアップしてくると思いますもので、全く思いは藤井議員と同

じです。そういう施策はしていきたい、そう思いますので御理解願いたいと。 

  それで、１点誤解しているのは先般の地域おこし協力隊の女性のことを話しましたが、こ

の女性はあくまで観光でございまして、海女さん本当女性が来てくれれば一番いいんです、

なかなか厳しいことがあるでしょうから、別にそれは女性とは限定しておりませんもので、
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そこだけはちょっと言い直すという中で、町といたしましては、とりあえず海女さんと言え

ばこれは女性を指しますけれども、一応天草とる人、人って言い方おかしい、そういう中で

やっぱり女性が来てくれれば本当ありがたいがなかなか厳しいと思う、男性でもいいですか

ら、何しろ天草漁を絶やさない、そういう中でやっていきたいと考えておりますので、天草

漁に関しましては、本来は女性がいいんですが男性もあり得るということで御理解願いたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、10番、藤井議員の一般質問を終結します。 

  稲葉議員より掲示板の使用を求められていますので、この際、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３５分 

 

再開 午後 ２時３６分 

 

○議長（村木 脩君） それでは休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 稲 葉 義 仁 君 

○議長（村木 脩君） 次に、２番、稲葉議員の第１問、町道稲取片瀬線についてを許します。 

  ２番、稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） それでは、午後も大分続いて皆様お疲れかと思いますが、よろしくお

願いいたします。 

  今回は２つの質問を用意させていただきました。 

  まず１点目、町道稲取片瀬線についてお伺いをいたします。 

  まず、前回９月の定例会においても、定居議員のほうより同様の質問があったかと思いま

すが、新白田トンネルの照明の整備状況についてお伺いしたいと思います。 

  ２点目、町道稲取片瀬線における道路の維持管理及び点検等の体制についてお伺いいたし

ます。 
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  ３点目、これもかなり同じような話になるかとは思うんですが、同じ稲取片瀬線に沿って

水道管が入っているかと思うんですけれども、こちらのほうの維持管理や点検の体制等につ

いてあわせてお伺いいたしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 稲葉議員の第１問、町道稲取片瀬線については、３点からの質問です

ので、順次お答えいたします。 

  １点目の９月定例会においても定居議員より同様の質問があったかと思いますが、新白田

トンネルの照明の整備状況についてですが、９月の定例会において定居議員にお答えしたと

おり、昭和57年設置当初の照明にかわり、蛍光灯型照明器具を設置しております。現在、照

明器数は13基あり、そのうち５カ所において球切れや器具不良により消灯していることを確

認しております。当面は５基を点灯させ、全灯照明の確保により対応を図っていきたいと考

えております。 

  トンネルなどの道路施設は、道路法によって５年ごとに施設点検の実施が義務づけられて

おります。平成30年度にはトンネル内点検を実施いたしますので、あわせて照明施設の見直

しも図っていきたいと考えておりますので御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の町道稲取片瀬線全般における維持管理及び点検の体制についてですが、町

道稲取片瀬線は、役場手前の信号機から黒根を通り町営住宅、野球場、新白田トンネルを抜

け湯ヶ岡に下り、熱川温泉病院前、白田橋を渡り、片瀬龍渕院地先に至る路線を申します。

この道路の山区間では道路内にはみ出す樹木の枝打ちや側溝清掃などを定期的に実施してお

ります。また今回、国の第２次補正予算がつきましたので、社会資本整備総合交付金を活用

し、傷んだ舗装を順次改良していきたいと考えております。さらには新白田トンネルから先

の白田側区間では、県代行工事完成後30年以上が経過しており、一部舗装路面のひび割れ等

の箇所が見受けられますが、経過を観察している状況でございます。異常があれば速やかに

対応していきたいと考えておりますので御理解ください。 

  次に、３点目の町道稲取片瀬線に沿って配管されている水道管の維持管理及び点検の体制

についてはですが、町道稲取片瀬線に沿って配管されている水道管の点検につきましては、

ほとんどが地下に布設されており、日々の目視点検などは困難な状況にあり、水道管の布設

がえが耐用年数により行うことが必要と思われます。 
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○議長（村木 脩君） 稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） 御答弁ありがとうございました。 

  まず、新白田トンネルについてですが、今照明13基のうち５カ所が球切れであったり器具

の不良ですか、消灯しているとの答弁をいただきました。私も今回、何度か歩きではなく車

で通行してみたんですけれども、これも恐らく前回の定居議員の質問であったかと思うんで

すけれども、稲取側から入っていって少し先が左に緩いカーブになっていると。ちょうどそ

のあたりが先が見通せず入り口からも明かりもだんだん届かなくなって一番暗くなるあたり

なんですけれども、このあたりにちょうど照明が欠けているというか、ついていないという

ような状態でございまして、そこで一瞬目がくらむというか、おっという感じになるという

感じでしたので、このカーブの部分の上に照明が仮にあるだけでも様子がかなり違うんじゃ

ないかなと感じました。ただ、車で走っていてかなり暗い部分であるので、この上の部分に

実際照明器具があってそれが不良なのか、球が切れているのか、それともその部分に器具が

たまたまないのか、ちょっとその辺が定かではないんですけれども、先ほどの不良器具の修

理、球の交換などでこの部分が解消できるのか、またこの修繕なり球の交換という部分につ

いては、どのくらいのタイムスケジュールで検討されているのか、そのあたりについて伺い

たいと思います。 

  次に、町道稲取片瀬線についての部分でございます。 

  この稲取片瀬線のところ、ちょっと私のほうの質問の仕方も幅が広過ぎたなと、すいませ

ん反省しております。今回ちょっといろいろ見てきたのは、新白田トンネル、そこから白田

側、湯ヶ岡方面にずっと下っていってペンションオレンジヒルズだったかな、ちょうど湯ヶ

岡のあのあたりにおりてくるまでのあたりのところを中心に見てまいりました。大変小さな

写真で申しわけございません。せっかくとってきた写真なんで、一応こちらに掲示させてい

ただきましたが、そのような状況になっております。こちらの稲取片瀬線につきましては、

ただいまの御答弁で枝打ちや側溝の清掃、こういったものの定期実施を今行っているという

部分と、今後は国の交付金を活用して道路舗装の整備を進めていくという御答弁をいただき

ました。 

  こちらの写真にあるとおり、一応、大体一通りの部分を車で走りながら乗ったりおりたり

しながら確認をしてまいったんですが、ちょっと見にくくて申しわけございませんが、路面

のひび割れや沈下、あと道路の、これは谷側と言ったらいいんでしょうかね、崖側のほう側
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溝部分のひび割れ、またその下にある石積み部分、こちらのほうに亀裂が入っているところ、

そのようなものが散見されました。路面はもとより側溝部分についても、過去に補修がされ

ているところ、こういったところももちろんございます。ただ、一方で側溝のずれが石積み

部分と連なって、ぱくっと少し口をあけているような部分も実際存在します。こういったも

のが見られる部分は、大方、大体路面の谷側の車線のほうに道路補修の跡がありまして、路

面の沈下そういったものが一因となって、その圧力で側溝のほうに押されて亀裂やずれが生

まれているんじゃないかなどと思っております。 

  車両の安全な走行を促すという意味で、路面の補修や周辺樹木の枝打ちや側溝の清掃、こ

れはもちろん大切なことだとは思いますし、路面のひび割れについても現状でも経過の観察

をされているとのことですが、ちょっとこういった状況を見る限り、個人的には場所によっ

ては、もう少し根本的な部分というか道路の基礎部分、土台の部分などの点検といったもの

も必要ではないかと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。 

  また、３点目、水道管についてですが、こちらは確かに地下への埋設がほとんどで、目視

による点検が難しいということでございます。耐用年数によって更新を図っていくというよ

うな考えのようですが、この耐用年数、こういった部分については具体的にどういうふうに

お考えなのかお聞かせいただければと思います。 

  また、写真にもちょっとありますが、橋梁部分について一部水道の本管が露出している部

分もあるんですけれども、このあたりについては何か点検とかそういったものはされている

のか、あわせてお聞かせください。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まずこの道路、こう見ますと大分傷んでおります。そんな中、前回や

っぱり私と一緒に森田議員から再三言われている中で、やっぱり前回行ったところ、地盤が

動いているかどうか今ちゃんと把握して調査した中で、地盤は動いていませんよと、また後

で担当のほうから説明いたさせますが、そういう状況でございます。また、危ないところは

それじゃ何かピアノ線張って動いているかどうかも検討してみようかということも検討して

おりますので、その辺は担当がどのような、今検討をしているかを説明いたさせたいと。さ

らに、今後トンネルそして水道につきましては、担当課から説明いたさせますので、よろし

くお願いいたしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 建設課長。 

○建設課長（高村由喜彦君） それでは稲葉議員から３点質問がありましたので、１点目から
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お答えいたします。 

  まず、新白田トンネルの球切れの関係なんですが、新白田トンネルは稲取側と片瀬側では

断面の大きさが違います。特に、稲取側が暗いという指摘だと思います。暗くなっている分

については、照明器具がついておりますが点灯しておりません。今回、球切れの区間を稲取

側３灯具ぐらいあるんですが、それは点灯させます。白田側についても２基の不良箇所は点

灯させます。 

  ２点目の路面の沈下、土台、石積み部分の状況はどうなっているかということの担当課と

しての把握の状況ですが、平成26年に社会資本安全対策交付事業というものを使って、路面

の性状検査というのをやりました。稲取片瀬線全線において、その他の路線にもやっており

ます。そのときに車にレーザー照射装置をつけて、三次元の道路路面の三次面解析をやった

経過があります。そのときについては路面の性状等については著しく影響はなかったという

認識をしております。ただ、今回稲取片瀬線は新白田トンネルから、先ほど言われました千

代乃さんのホテルのあたり、建物があるあたりかな、ところまでかなり区間が長いものです

から、建設課としても危ない箇所というのは把握しております。特に、一番危ない箇所とい

うのが、危険な箇所であろうと言われているのは、大倉橋を過ぎて左カーブを過ぎて、開発

工事が中断をしているところ、そこについては開発行為等の業者さんを、これから静岡県さ

んと対応について検討していきたいなと。敷地内からの流出等も考えられますので、それに

ついては原因を調査をしていきたいと思っています。 

  あと、土台の点検等についてはこれから、先ほど町長がお答えしましたとおり、順次点検

をしていきたいと思っています。 

  ３点目の橋を点検しているのかと、水道管がかかっている。今年、社会資本整備交付金事

業を使って橋梁点検をしております。今回もあの橋は点検対象になっておりますので、その

結果を補修するのかどうするのかも踏まえて、実施している作業でございます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 水道課長。 

○水道課長（石井尚徳君） 水道関係に関しましてお答えします。 

  この町道に布設されておりますダクタイル鋳鉄管の耐震管を使用しております。この実耐

用年数は60年から80年というふうに言われております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 稲葉議員。 
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（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） 丁寧な御答弁どうもありがとうございます。 

  こちらの道路につきましては、昭和53年と言いますとまだ私小学校のときなんですけれど

も、伊豆大島の近海地震で、下の旧道になるんですかね、あちらが崩れたときその代替とい

うかそのような形で迂回路として道ができたものだと把握しております。将来的には現在南

側、稲取側のほうではまさにいろいろ陳情して整備を進めております農免道路を経由して河

津方面へつながり、北側は奈良本からさらに大川、あわよくばというか何というか、伊東市

のほうまでのアクセスという形で国道の135号、あの海側の道路が万が一のときの大切な、

大変重要な道路だと認識しております。 

  また、同様に今話をしている同線の崖下部分にはやはり白田地区があり、万が一、道路が

少し崩れた、あるいは水道管に支障が出た、こういったことがあると下の  のほうまで大

変な被害をもたらす可能性もございます。そういった事態を防ぐためというところで、いろ

いろ実際に点検をされてチェックをされているというのは理解をいたしました。水道管につ

いても耐用年数はかなり長めで考えられているということで、認識をいたしました。 

  いずれにせよ、道路のほうも建設がされてからもう30年がたっております。今、いろいろ

な地域で道路が少し陥没してみたりとか、余り考えていなかったような事態が起きたり、ま

たあるいは天気のほうもいろんな異常気象で考えられなかったような雨が降ったり、もちろ

ん地震とかそういった部分でも、どういったことが起きるかわからない部分もございますの

で、ぜひ今後ともこちらの道路の安全確保ということを、最優先というわけではないんです

が、大変大事な道ですので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に稲葉議員が言ったように、うちの町はいざ災害のときは海沿い

に国道135号１本しかありませんもので、この道路本当大変重要な迂回路となりまして、大

変重要な道路と町は認識しております。 

  そんな中で今現状は監視する中で、やっぱり今後も監視続けた中で、この町がいざ災害の

ときでも本当迂回路として活用できる、そのような方向でこの道は管理していきたい。町は

そう考えておりますもので御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、防災対策についてを許します。 

  ２番、稲葉議員。 
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（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） では、２問目、防災対策についてお伺いいたします。 

  大規模災害発生時の観光客、こちらへの対処というか対応の考え方、これについてお伺い

いたします。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 稲葉議員の第２問、防災対策についての大規模災害発生時の観光客へ

の対処の考え方について伺いますについてですが、当町の災害発生時における観光客対策と

いたしましては、昭和53年の伊豆大島近海地震の教訓から、熱川、稲取の観光協会が立ち上

げた防災対策協議会を自主防災組織に位置づけ、観光客の避難対策に重点を置いた組織とし

て、情報収集、情報伝達用の防災行政無線、衛星携帯電話の配備、発電機、投光器などの資

機材の整備をするとともに、防災対策協議会による防災訓練の実施など、態勢整備を図って

きたところであります。 

  また、観光客の避難受け入れ、町外搬送につきましては、町の観光協会と防災対策協議会

が連携し、被害が少ないホテル、旅館等への受け入れや、町が借り上げるバス及び東海汽船

による町外搬送について、町、町の観光協会、防災対策協議会が連携し、対応を図ることと

しておりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） 災害発生時における観光客への対策としては、基本的には各地区とい

うか、稲取、熱川の防災協議会それと町の観光協会が連携して対応をとっていくという御答

弁だと認識いたします。 

  ちなみに、熱川地区を例にとりますと、防災訓練におきましてはまず津波に関するおそれ

がある場合は、津波に関する避難誘導というのが最優先。その後、各宿泊施設それから駅、

大きな観光施設でありますバナナワニ園さんなんかのお客さんの状況、お客さんと従業員数

それからある場合は保存食料や飲料水についての状況を確認をして、まずは事態の把握に努

めるという形で訓練を行っております。 

  大体訓練で実際行っているのはここまでの段階でございましては、この後の行動としまし

ては、いろいろな施設で、じゃ被害状況はどうなのかとか、そういった部分に鑑みて必要に
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応じて施設間での避難客の移動や誘導、それから周辺の状況を確認して交通事情等に問題が

なければ皆様に安全に御帰宅いただくというような形で案内していくような流れになるかと

思いますが、仮に観光客がすぐに帰宅できないような状況となった場合、また時間の経過に

伴って各施設での収容を続けることが難しくなったようなとき、観光客をどこかの例えば避

難所に誘導しなければならないですとか、そういった事態が発生することも可能性としては

十分にあると考えております。 

  宿泊施設においても、昔とは違ってという言い方が正しいかかどうかあれですが、従業員

の数もかなり無駄がなく逆に言えば絞った数になっておりまして、施設自体に仮に問題がな

くても、態勢の問題で受け入れの継続が難しくなったり、そういったことになることも十分

考えられますし、またこの時期によっては観光施設それから周辺の商店、飲食店も含めて、

こういった立地の町ですので、かなりのお客さんがいろんなところで立ち往生というか困る

ような状況になることも可能性としては考えられると思います。 

  先ほども申し上げたとおり、災害発生から最初の避難と状況の確認、このあたりまではあ

る程度現状の訓練でカバーしていると認識しておりますが、その後の事態がある程度長引い

た場合の対応について、訓練ではなくてもこういった形でというのを少し想定したほうがい

いのかななんて最近感じるんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは具体的には防災担当から説明させますけれども、今、１つはっ

と思ったのがやっぱり当時と今の状況から言ったら、働き手が少ないという中で、その辺は

どうやってクリアするのかなということは、ちょっと今、頭の中をよぎりましたけれども、

それまでの態勢につきましてはある程度シミュレーションができていると思いますもので、

この辺は防災の担当のほうから説明いたさせますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） それでは、旅館等に避難受け入れができなかった場合の観光客の

態勢につきましては、町が指定してございます広域避難場所を住民もしくは観光客と分けて

ということも想定して今は町のほうでは態勢をとっております。基本的には住民それから観

光客、分け隔てなく避難所を使うということになっていますが、当然なかなか顔の知れない

方がいらっしゃいますと住民の方も不安になる、観光客の方も不安になるというところがあ

りますので、避難の状況に応じて小学校、中学校の体育館が基本的には避難所になっていま

すが、そういうところの受け入れ態勢の状況を確認しながら、観光客をどこに誘導するかと
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いうことで対応を図ることとしております。 

  通常の訓練のときに、また今後は防災協の皆さんのほうにその後の対応として、ここの避

難所に受け入れができるからという情報の流し方、その訓練のやり方もまた検討していきた

いと思いますので、またその辺は御協力をお願いしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） ありがとうございます。 

  そうですね、小学校の体育館等で観光客用のスペースというか、それを訓練のときに準備

をしたりしているのは認識もしております。実際これ起こったときに少し混乱するかなと思

うのは、実際そこまでどうやってお客さんを交通整理というか、しながら連れていくかとか、

こちらが余裕があるよとか、こちらは無理だよとか、その辺のコントロールというのを恐ら

く町の協会なのか防災課なのかあれですが、ある程度多分連携をとりながらコントロールを

していただくことが一番重要になってくると思うんですね。 

  ちょっと話は変わりますけれども、今回研修視察で別府市に行ってまいりまして、ちょう

ど熊本地震のとき、あちらはそれほど大きな被害はなかったんですけれども、すごく印象に

残った話がありまして、もともと九州地方なんでそれほど防災訓練、そういったものについ

ては余りこちら静岡ほど活発ではないというか、端的に言ってしまうと余り住民を巻き込ん

だ形ではやっていなかったとのことでした。 

  その中で、実際ああいった災害が発生したときに、どこまでできたかというと、やはり訓

練をしたことはある程度できたと、びっくりするほど早くできたこともあるし、思ったより

できるなと思ったらしいんですが、やっぱり訓練をしていないこと、想定をしていないこと

というのは、どうしても手つかずというか、起きること自体をよく想定していなかったとい

うか、起きてからびっくりみたいなことがやっぱりあったように伺っております。そういっ

た意味におきましても、実際の訓練をするしない、それは別として少なくとも可能性を考え

て、こう動こうということを頭の中に入れるだけでも実際の対応には差は出てくると思いま

す。 

  東伊豆町もこうやって観光客をたくさん受け入れている町ですので、万が一の際も観光客

を、この場合楽しくというのは言い方がおかしいんですけれども、さすがだなということで

気持ちよくお帰りいただくというのも大切なアピールになると思いますので、そういったと

ころも含め、私どももできることは協力していきたいと思いますので、またよろしくお願い
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いたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、本当稲葉議員が言ったように、この訓練の重要さ、やっぱり訓練

をやっているやっていないことは、本当いざ災害が起きたときに非常に左右いたしますもの

で、これは専門家からも訓練は大変重要ですと言われておりますもので、その訓練につきま

しては無駄だと思っても、いざ災害が起こったときは大変重要でございます。それがまた町

民の方にも理解していただきまして、やっぱりたかが訓練と言いますが、それはもうされど

訓練で、いざ災害が起きたとき、本当訓練の重要さが出てきますので、それをまた町民の方

も理解していただいた中で、訓練に参加していただきたい、そう考えております。 

  さらに、熊本地震が起きて別府でそういう対応をした、また担当課が現地へ行きましたも

ので、その話の中でやっぱり防災に対する考えが全然違うと言うんですよね。やっぱり熊本

とか向こうは地震にとかそういう災害に対して余り力入れてなかった、言い方おかしいんで

すけれども、うちの防災課長ら三、四人行ったんですけれども、そういう中でやっぱり静岡

県の防災は進んでおりますよということを言われまして、ある程度その中では大災害がきた

とき、ある程度熊本以上の対応はできるのかなとは考えてはおります。 

  そして１点、以前雨か何かで１回伊豆急がとまったときには、伊豆急の方と連携しながら

公民館か体育館、そういうことも経験しておりますもので、いざ災害が起きたときは混乱し

ないような方向で町としては対応していきたいと考えております。その中で訓練には町民の

皆さん参加していただくように、この場をかりてお願いしたいと思います。 

  ちょっと担当から熊本地震に対して、経験したときの感想をちょっと言わせていただきと

考えております。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） それでは、熊本地震の被災地派遣で行ってきまして、その状況を

少しお話しさせていただきますと、私が行きましたのは嘉島町なんですが、そこについては

どちらかというと地震よりも風水害、台風対応が中心になっていたということで、なかなか

地震の揺れ等、また倒壊家屋からのという避難対策ができなかったということを聞いており

ます。それに関しましては、静岡県についてはその防災対策というのがきちんととっていた

ものですから、今回嘉島町に対しましては静岡県が誘導して対策本部の運営からというのを

全て取り仕切ったという話を聞いております。 

  今回、先日供用開始しました奈良本避難地につきましても、今回熱川のその１カ所に集ま
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るところがなかったものが、今回集まることができましたので、受け入れができなかった観

光客等の方につきましてはそこの広場に一回集まっていただいて、それからここが受け入れ

ができるよというところに誘導するという形もできるんではないかというふうに考えていま

すので、また潮風広場については有効に活用していただければなというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、２番、稲葉議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（村木 脩君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

 

散会 午後 ３時１０分 
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開会 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） 皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は11名で議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成28年東伊豆町議会第４回定例会２日目は成立しましたので、開会します。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎発言の訂正 

○議長（村木 脩君） なお、２番議員より、昨日の一般質問での発言の訂正の申し出があり

ましたので、それを許可いたします。 

  ２番、稲葉議員。 

○２番（稲葉義仁君） 昨日の一般質問の中で、  という発言をいたしましたが、こちらを

地域住民と訂正をお願いいたします。申しわけございませんでした。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○議長（村木 脩君） それでは、本日の議事日程は、あらかじめ皆様のお手元に配付したと

おりであります。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（村木 脩君） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 西 塚 孝 男 君 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚議員の第１問、地震対策等についてを許します。 

  ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） おはようございます。 

  私の質問は、２問から成っていますので、ひとつよろしくお願いします。 

  １点目、地震対策について。避難所のトイレの確保は。２点目、避難所のルールはできて

いるのか。ひとつ答弁をお願いします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） おはようございます。 

  西塚議員の第１目、地震対策等については、２点からの質問となっておりますので、順次

お答えいたします。 

  まず、１点目の避難所のトイレの確保は、についてですが、平成21年の経済対策交付金を

活用し、簡易トイレ数種類を購入し、各避難所への配備等を図っているところでありますの

で、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の避難所のルールはできているのか、についてですが、９月の定例会で栗原

議員から同様の質問があり、お答えいたしましたが、町では、避難所を運営する自主防災会

と避難所の受け入れの態勢、配置など実際に避難する学校体育館での訓練や、避難所の運営

ゲームＨＵＧを使い対応を図っているところであり、今後、各避難所におけるマニュアルの

策定も考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 町長、トイレのことですけれども、やはり今、どこの家でもいわゆる

洋式という中であって、この前のちょっと視察へ行ったところでも、一番の困ったことはト

イレの問題、それとあと多目的洋式トイレ、そういうのが必要性の声が高かったと。それで、

やはり今は高齢者の方が多い中で、和式だとなかなかできないと。今、避難所で簡易トイレ



－80－ 

と言いますけれども、なかなかすぐにはできないと思うんですよね、なかなか快便というの

は。昔から言われているように、快便、快食と。ためないことが健康に一番いいという中で、

やはりいくら避難所であっても、そういうところをちゃんとしていかなかったら、一番必要

なことだし、そして今、水洗トイレだしね。その水の確保、そういうことができているのか

ということ。 

  それと、やはり衛生面。きれいでみんなでそこを守っていかなければならないというよう

な活動、そういう災害のときであってもトイレとかそういうところをきれいにしていっても

らいたいと思っています。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 本当に、今、西塚議員が言ったように、避難所生活やはり一番困って

いるのはトイレ。そして、よくお風呂のことを言われますよね。その２点は。 

  その中、トイレに関しましては、一応、小学校の体育館とかいろいろなところで、今ほ

とんど和式でございますから、できれば洋式にしたい。これはもうそういう考えでおりま

す。 

  そういう中で、今、和式にした場合と洋式にした場合は面積が違いますもので、どのよう

な配置になるかというのは、これも検討していくような、自分の中ではおりますもので、そ

れはちょっと、後で教育委員会とお話しながら、もっと和式から洋式にトイレを取りかえて

いきたいと考えています。 

  と申しますのは、やはり、今、子供もほとんど生活スタイルが洋式になっておりますし、

またお年を召した方々も、役場におきましても和式から洋式に変えてほしいという要望があ

ります。順次、洋式に変えておるのが現状でございますもので、避難所に関しましても、西

塚議員が言ったように、和式から洋式、今はそのような方向で町は進めていきたいなと考え

おりますもので、御理解願いたいと思います。 

  水の確保。いざという場合は、それはちょっと担当はどうに考えているか、担当のほうか

ら説明いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） 水洗トイレの水の確保になりますと、なかなか今学校の施設です

と高架水槽に水があれば使えますが、基本的には、過去の災害を見ますと、プールがある学

校ではプールの水を使うとか、あと当然、避難所の水道がとまりますので、給水車を配置し
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てそこの水を使うという形になると思いますので、御理解をお願いします。 

  それと、衛生面につきましては、当然、避難所運営につきましては、各衛生班とかという

班編成をしまして、定期的に衛生管理をしていただくという形になりますので、御理解をお

願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） それに伴い、避難所のルールという中で、一般避難所のほかに福祉避

難所的なところが、やはり別府なんかのを聞いてきますと、知的障害者とか小さい子供のい

る家庭。やはり他人に迷惑をかけたくないと。そういう中で、車中で寝ていたと。けれども、

長期になるとそれも大変なことになってきて、どうしてもそういう人たちだけの待機所がな

いかと。それが一番区別してくれると助かるという話を聞きました。 

  それで、今、この前も訓練しましたけれども、やはり区の役員とかは何をやるかは聞いて

みんな知っているんですけれども、一般住民は言われたことをやって、それを見ている人が

いて、それで終わっていくと。けれども、本当の災害のときは、やはりある程度の役割を住

民に与えて、区だったら班とかが何をするのか、どういうことをするのかという役割分担的

なそういうマニュアルづくりがこれから一番必要になってくるんではないかと思いますけれ

ども、どうです。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然、避難所のマニュアル、これは必要と考えておりますもので、策

定、これを今考えているところでございます。 

  それやはり避難所の生活が長くなると、そういう基本的ないろいろな問題が生じてきます

もので、基本的には各家庭がちゃんとすれば、やはり各家庭へ帰った中でプライベートをや

ってもらって、どうしよもない方はやはり避難所、これはいたし方ありませんが、基本的に

は家庭に帰っていただいた中でそういうことを、結構ストレスもたまりますもので、基本的

には各家庭、家がちゃんとしていれば各家庭へ帰ってもらう。そして、もうどうしようもな

い方は避難所に言ってもらった中で、西塚議員が言ったようにいろいろな方もいますもので、

その辺はまた考えています。 

  やはり、一番自分はまず女性と子供、これをいかにすみ分ける、まずこれを最初にやらな

いと、私はいかんせんやはり女性がいろいろな面で大変避難所生活に御苦労かけると聞いて
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おりますもので、まずそれをやった中で、やはり西塚議員が言ったように障害者またいろい

ろな面も考えた中で、やはりそのマニュアルにつきましても、防災と相談してこれは策定し

ていきたい、そう考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） なかなか訓練、53年からずっともう長くたってマンネリ化してきて、

今いろいろな訓練を模索してやっていると思うんですけれども、やはり一人一人の防災意識。

ここへ行ったら自分たちは何をやるんだと、そういう意識を高めていく、そういう今度は一

人一人の心とかそういうものの防災に対してのあれをやっていかないと、やはりだんだんと

マンネリ化してきて、ただ行って、訓練も出ておけばいいやとか、そういうようになってい

ますので、そういうところをもう一回見直して、もう一度本当に何が必要なのか、集まった

ら誰が何をするのかというようなちゃんとした指令を出せるような、そしてまたグランドだ

けじゃなくて、幼稚園とかそういう施設、そういうところに分担する、人を余り１カ所に集

めないで、そういう分担することによってプライバシーとかそういうのが守られるところに

なっていくと思うんですけれども、どうでしょう。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的に、避難所の分担というのは、なかなか言うはやすし行うはが

たしで、やはり避難所を多くすれば、それだけのいろいろな力が分担するもので、できれば

１カ所の中で、ある程度の箇所の中でこの避難所運営はしていきたい。気持ちは、それ一応

検討はしてみます。その中で一番いい方法、今、西塚議員が言ったそういう幼稚園とか大き

な施設を使うとか言ってらっしゃいましたもので、これはちょっと防災と検討しながら一番

いい方法を考えていきたいと思います。 

  今、役割分担でございますけれども、基本的には、中高が一つには一応こういうことをや

っている。中高生、一般の人にやはりいろいろな人がいるもので、それはとにかく区の自主

防災会が一般の人にはこうやってほしい、ただ町としては、中高の方には一応いろいろなこ

とをお願いしたいということは要望しますけれども、その一般の町民にこういうことをやっ

てほしいということはなかなかできませんもので、そういう役割分担は一応町としては示し

ますけれども、人のあれに対しましては、やはり自主防災会のほうでやっていただきたい、

そういう考えでございます。 
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  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、移住定住についてを許します。 

  西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） ２問目の移住定住について。 

  東伊豆町で行っている移住定住促進についてお伺いいたします。 

  １、町外者には補助金があるが、町内者に対しての土地、家屋の取得について、助成金制

度はないのか。 

  ２点目、移住者に対しての地域のルールは。 

  よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 西塚議員の第２問、移住定住については２点からの質問ですので、順

次お答えいたします。 

  １点目の町外者には補助金があるが、町内者に対しての土地、家屋の取得についての助成

金制度はないのかについてですが、御指摘のとおり、町に新規に住民登録する転入者が空き

家バンクを利用して登録物件を取得または賃借する場合、あわせて取得した物件を改修する

場合には、それぞれ補助金を交付する制度があります。 

  御質問の町内在住者の助成制度は、現在行っておりませんが、新年度におきましては、若

者や子育て世代の町外への流出を食いとめ定住を促進するために、住宅取得の費用に対しま

して助成をする準備をいたしております。 

  次に、２点目の移住者に対しての地域ルールは、についてですが、転入されて来た方は、

広い意味で移住者ということになりますが、お試し居住施設の利用者の方々に対しては、こ

の町の文化や歴史をレクチャーして、町内施設の案内、不動産業者を紹介しております。 

  その際に、この町の生活の特色やならわし等は伝えておりますが、ルールというような強

制力を持ったものを課すことはありません。その際にあわせ、町内会の加入についてお願い

しておりますが、強制できるものではないので、町内会への加入によってこちらでの生活が

円滑になると助言を行っております。 

○議長（村木 脩君） 西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 
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○５番（西塚孝男君） あのですね、やはり今、いわゆる町内の若者とかそういう人たちが、

隣、伊豆高原とか見高とかそういうところが今非常に安いと。そういう中で流出して行くの

が多いと。特に、稲取地区なんかは土地が少ないし、だけれども、今ある空き家とかそうい

う家があるわけです。そういうところにやはり住むときに、助成というのが必要になってく

るんではないかと思います。 

  それと、やはりこの前、これも視察に行って聞いてきたんですけれども、やはり空き家の

改修とかの助成金、修繕費、そこだと30万以上、２分の１の上限で50万までとか、あと引っ

越し、財産の処分とか契約手数料、それに対しての10万円の上限の補助金があったり、そう

いうことをやって、なるべく町内に住んでもらうようなそういう工夫をしていると。やはり

よそから入れる人ではなくて、ここに住んでいる人たちを出て行かないようにするのも一つ

のこの町の人口を減らさないためのことだと思うんです。 

  それと、移住者に対してのルールと言うですけれども、視察へ行ったところだと、最初誰

でも入って来てもらいたいから、甘い言葉と言ったらおかしいですけれども、そういう形で

やっていったら、やはり問題点が出たと。それで高齢者が死亡したりとか、それとか地域住

民とのトラブル、それと地域活動に全く出ない。そういう中をやってきて、そこでは平成22

年からですけれども、そういうことをやってきて、最初は来てもらうだけでやったらしいん

ですよ。けれども、今は、やはりバラ色ではないよと。ちゃんと突っ込んだ話をして、そし

て本当に軽い気持ちなのか、そうではないのかを確かめて、それで地域のルールとか、地域

に溶け込めるかというようなことをよく言って、それで理解を得て来てもらうと。それで、

もう年齢なんかも65歳以下とかと決めているんですよね。 

  では、なぜそこまで強く言うんですかと言ったら、補助金を出しているからだと。本当に

この町に来たかったら自分の金で来いよと。そのぐらいの気持ちでもって町でやっていると

言っているんですよね。 

  だから、うちの町もやはり町長は強いことは言えないと言っていましたけれども、やはり

そのくらいのことを言ってやっていかないと、なかなか住んでいる住民とのあれは取れない

と思うんですけれども、どう思いますか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、町内の住民に対する助成、今言ったアパートの助成、そういう

ことを当然考えなければならないと考えておりますが、まず第一歩として、この町に住むた

めに土地とか家を建てるときには、ちょっと助成しようかと案を考えております。それらを
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ちょっとまた後で担当のほうから説明いたさせますが、それやった中で、まずこの町に、こ

れは若い人の助成です。ある程度年齢の。 

  本当に一番のネックは、やはり稲取地区は土地がないということが一番ネックではないか

と私は考えています。ほかの町よりもやはり単価がちょっと高いですし、それでほとんど隣

町へ行っている。また、伊東方面、東京方面はやはりいろいろな文化とかそういう施設が充

実しているもので、そっちへ行っているのが現状でございます。なるべくそっちへ行かない

ようなことで、人口減少をとめるために、これからいろいろな施策を展開しなければならな

いと考えておる中で、今、西塚議員が言ったやつも大変いい案でございます。これはゆくゆ

くは自分もやっていきたいなとは考えておりますけれども、まず最初に、新年時またまずは

住宅取得に対しましてはやっていきたい。そういうことを考えています。いずれはやりたい

と考えています。 

  次に、ルールの関係では、当然これは安易に来るとか、本当に今、西塚議員が言ったよう

に、来てもすぐ去ってしまいますもので、そういう中で、一応、来る人にはこの地域のなら

わし、またしきたり、やはりそういう中言った中で、基本的にはこの町に住んでもらいたい。

やはり一番問題は、移住する人に対して地域の方が温かく迎えてやるというんですか、それ

にはいろいろな地域の行事、また懇親会をいろいろ開いていただいて、移住者を温かく地域

に迎える。やはりそういう地域の温かさも絶対必要ではないかと考えておりますもので、そ

の辺は私は、ならわしと同時にまたこの地域の方には、移住者に対していろいろなことを指

導していただきたい。ならわしとかやっていただければ、移住者は定住するのではないかと

考えておりますもので、やはり強制はできません、ある程度こういうことですよということ

は、地域のことは行政としてはお知らせすることは言った中で、移住者、定住者をふやした

い、そう考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

  あとは担当のほうでちょっと。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 住宅取得の助成についてですけれども、まだ予算編成段階で

ございますので、構想ということでお聞きいただきたいと思いますけれども、対象者といた

しましては、夫婦とも40歳未満の方、それと町内に居住または居住予定の方を対象といたし

ております。それで、新築または購入した場合、これは中古も含みますけれども、その方に

ついて70万円、それが基本となりまして、加算金といたしましては、小学生以下のお子様が

１人につき10万円の加算、これは３名までになりますので、最高30万円になります。それか
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ら、町内の建築業者が元請けということで、ハウスメーカーではなく町内業者が施工した場

合につきましては50万円の加算を予定しております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これはあくまでも案でありまして、またいざ予算のときには議会のほ

うにちゃんと説明いたします。正式に決定したらこの方向でいきたいということで、議会の

ほうにまた審議していただきますもので、これあくまでも今当局が考えている案で、またこ

の後変更になってくる可能性もありますもので、これは決定したことではないということで

御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 本当に今言ったように、そういう形でやってもらえばいいんじゃない

かと思います。 

  それと、こっちの田舎の人というのは、最初はガラが悪く見えたり、言葉も荒っぽいし、

けれどもつき合うといい人がいっぱいいると思うんですよ。だから、そういう面で、さっき

言ったようにコミュニケーションをとるという中で、そういうのも大切だし、その中から合

うか合わないかというのは見えてくると思うんですよね。だから、来てすぐじゃなくて、や

はりいろいろな皆さんに会わせたり、皆さんの中に溶け込ませてやっていくとかというよう

なことをやっていってもらいたいと思っています。 

○議長（村木 脩君） いいですか。 

  以上で、５番、西塚議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◇ 山 田 直 志 君 

○議長（村木 脩君） 次に、14番、山田議員の第１問、住宅耐震化の推進についてを許しま

す 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 
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○１４番（山田直志君） おはようございます。 

  ４問通告をしてありますが、１問ずついきたいと思います。 

  まず、住宅の耐震化の推進について質問したいと思います。 

  熊本地震等の最大の教訓ということとして、防災として住民の命や暮らしを守るためには、

住宅の耐震化を進めることが最も重要であるという報告をこの間幾つも聞きました。こうい

う点から、町としての住宅耐震化に対する施策とその対応の姿勢について、どう取り組んで

いかれるお考えなのか、伺っておきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第１問、住宅耐震化の推進についての町として耐震化に対

する施策と姿勢は、についてですが、今回の熊本地震におきまして、昭和56年以前の木造住

宅等の建物が倒壊するなど大きな被害を受けたことはもとより、その結果、建物が使用でき

ないことにより、多くの住民が長期間にわたる避難生活を強いられたことは記憶に新しいこ

とと思います。 

  町内における住宅の耐震化率は65.1％にとどまっており、この数字を見ても耐震化が思う

ように進んでいないのが実情であります。 

  そこで、町では、静岡県が推進するプロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」事業の耐震補強工

事補助制度を活用していただくために、広報誌掲載やホームページの活用、さらには耐震診

断の結果がよくなかった住宅への個別訪問など地震対策への啓蒙活動を実施しておりますが、

旧基準の住宅の耐震化は、世帯が継続して建物を活用し続ける環境をつくってやらなければ、

改修工事にはつながっていかないのが現状であります。 

  町では、総合戦略におきまして、将来の人口減少に歯どめをかけるため、若い世代がこの

町に住み続けていけるような施策を幾つか掲げております。住宅の耐震化対策も総合的に捉

えていただきたいと考えておりますので、御理解ください。 

○議長（村木 脩君） 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、町の耐震化率が65.1％ということで、県の耐震化率というの

は、一番直近のデータとして公表されているものでは、平成25年でしょうか、これは82.4％

という数字がございます。20％近くやはり耐震化の状況が低いということをある程度自覚す

る必要があるのかなと思います。 
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  耐震化の問題について、私がなぜ重要だというふうに思っているかということで言うと、

熊本の地震を調査されました静岡大学のチームや東京大学の目黒先生を中心としたチームの

皆さんの御報告をこの間聞いたんですけれども、基本的に言えば、熊本の被害は、熊本県に

おける耐震化基準が国の基準より低いと。それは、地震が余り来ないからいいよということ

で、国の基準を１とすれば、それよりも低い0.9とかこういう基準で対応していた。 

  実際、問題になったいわゆる新耐震基準になってからのやつで、静岡大学の先生方のチー

ムが調査した中では、新耐震基準適合で被害が出た世帯というのは１棟だけだった。そこで

死者が確かに出ているのもある。これはもう完全に断層上にあった家においてそういう不幸

な事態が起きたんだけれども、このことからすると、今、静岡県が行っているような建築確

認における耐震基準の状況、今さらに私の家の周辺でも最近家が２軒ぐらい建っているんで

すけれども、みんな今地盤の調査データまでやはりつけて許可を出していると。こういう状

況を考えますと、やはり耐震基準をしっかりさえしていれば、一定命は守られる。また、避

難者にならずに済むんだということがやはり言われているわけです。 

  その後のやはり島根での地震、続いてくる中で、阪神・淡路から含めてそうなんですけれ

ども、やはり地震に対しては、まず命を守るため、いわゆる自助ということで考えてみまし

ても、まず耐震化をしっかりしていくことがまず絶対的に重要であるということをやはりこ

の間、そういう先生方の調査の報告を聞いた中で確認できたというふうに私は思っているん

です。 

  この耐震化のおくれがなぜ行政的にも問題になるのかということで言うと、２つの側面が

あるんですよ。１つは、やはり避難者が増えてしまうという問題。先ほど、西塚議員もいろ

いろ言われた。ただ、多様化するニーズ、ましてや昨日の質問にあったように、うちの町は

観光というお客さんがいらっしゃる、外人さんもいらっしゃるだろう、やはりその多様な

方々の多様なニーズに的確に対応するということは、非常に避難所というものも限られてい

る、スタッフも限られている中では、やはり無理があるわけですよね。 

  言えば、避難所において、快適という言葉はあり得ないんですよ、もう。限られた条件の

中で暮らしていただく以上。ということを考えると、あとは行政の作業量がもう極めて増大

する。例えば、仮設住宅を建てるまでの間半年かかれば、半年避難されている方々に食事の

手配から先ほどの水の状況、必要なトイレットペーパーだとかいろいろな物資をやはりそこ

に供給し続けるという作業というものが出てくるわけですね。 

  先ほど、町長も言われたけれども、本当に家がまず安心であれば、そういう作業というも
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のは大幅に軽減できるんですよ。そういうことによって、多様な方のニーズにも対応できる

ということがあるという一面があります。 

  もう一面は、被災者でなくなることによって、逆に支援者になれるわけですよね。先ほど、

町長言われたように、我々もそうです、町長の自宅もそうです、私もそうですけれども、ま

た職員の自宅もそうですよ。自分の家が被害を受けていたら、なかなかそれは100％の力で

やはり救出、救援、支援という活動はできないわけですよ。いわゆる共助の部分においてね。 

  こうして見ると、ましてや今、東伊豆町が高齢化率が40％を超えるという状況も含めて、

今後やはりその中で特に後期高齢者なんかが増えていくときに、被災したときに、被災に対

する支援者の数をふやしていかなかったら、とてもその状況に対応できない。それを考えた

ときに、やはりこれは町民が被災者になるのか、被災を軽減されて支援者にやはりしていく

ことができるのかということが、この住宅の耐震化という問題にかかってくる問題だと私は

考えているんです。 

  これ、なぜ耐震化が進まないのかということについては、県の統計や何かもいろいろある

んですけれども、私が例えば、東町、西町なんかでいろいろ聞いてみると、代表的には、あ

と何年も生きられないのに金かけられるかと。どうせ死ぬんだから、地震で死ねばみんなと

一緒に死んで本望だとか、お年寄りにはこういう意見がかなり多いです。 

  もう一つは、やはりうちは大丈夫だと、はりも柱も太くて丈夫だからとか、こういうやは

り２つ特徴的な方向の意見があるんですけれども、ただ、はりも柱も太いからという人たち

に限って見ると、家の屋根は瓦が乗っていて、本当に大丈夫なのかというものもありますよ

ね。 

  やはりそういう問題をどうクリアしていくかということが今課題ではなかろうかというふ

うに思うんですけれども、行政報告で言われたような問題で言っても、まだまだ僕は不十分

ではないかなと思っています。お金の面の支援というのはね。だけれども、今一番大事なこ

とは、僕は、住民にとっては無料となるやはり耐震診断を例えばもう年間100棟とか決めて、

やはり数かけることだと思うんですよ、数かけること。安心だと思っているんだけれども、

実際に調べてもらったら、安心じゃなかったというところから出発していただかないと、や

はりいけないと思うんですよね。安心だとか、もう死ぬからいい、死ぬからいいと言ってい

る人にこれなかなか厳しいところがあるんですけれども、ただやはり若い世代を中心に住み

続けていただかなければならない人たち、また役場の職員もそうです、我々もそうですけれ

ども、それなりの支援をしていただく側になっていただく方々のところに、やはり耐震化と
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いうもののおくれがあってはいけない。そのためには、やはり耐震診断を広範囲にやってい

くということがどうしても必要ではないかなと。 

  県の「ＴＯＵＫＡＩ－０」の実績を見ましても、耐震診断に対して実際耐震を行ったとい

うデータでいけば、約26％ぐらいですよね。だから、100軒やっても26軒しか確かにいって

ないんだけれども、でも耐震診断をしなければ、この26％さえ達成してこないわけですよ。

危険だ、危険だと言ってアナウンスしていても、自然として、やはりでは私はやりますよと

いうことにはつながってこないので、やはり思い切って耐震診断をしていくという、これは

やはりやると。 

  これは、町においては、耐震診断において８分の１ぐらいの負担がありますよね。たとし

ても、100軒やってもこの負担というのは60万円ぐらいですよね。だから、そのくらい、特

に意識して国道下ね、国道下をやらないと、やはり避難路の確保または地震において出火し

た場合の延焼被害というものが拡大をする。変な話ですが、私どもの入谷のほうで１軒潰れ

て火が出ても、そこだけで済むという可能性が高いんですけれども、国道下の場合は、１軒

の家が倒れることによって、住民が避難できない、またそこで火事が起きるというような被

害拡大という問題も出てくるので、こうした地域ではやはり急いで耐震診断をして、耐震化

を進めるというそういう対応が必要になっているんではないかと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、本当は、静岡県の耐震基準、これはもう日本一だと私は考えて

おります。その中で、新基準におきましては、もう絶対大丈夫、新築に関しましてはもう絶

対これは地震に対しては。いかに昭和56年以前の建物に対して耐震化するか、これが一番の

課題だと考えております。その中で、被害が想定されても我々は年老いて死ぬからもうどう

なってもいいとかそういうことも多々聞きます。 

  そういう中で、やはり町といたしましても多くの方に耐震、耐震診断のことはまた担当か

ら説明いたさせますけれども、やった中でやはり耐震化して欲しいとか要望しておりますが、

そういうことでお金が相当かかるという中で今なかなか進まないのが現状でございますので、

町といたしましては、いかにして、一番いいのは補助金を多く出すのが一番いいんですが、

それも限りがありますもので、なかなか難しさがありますけれども、今の山田議員が言った

ように、耐震診断をまずする、これがまず最初のあれですから、今現状どのような耐震診断

を行っているか担当に説明いたさせますけれども、やはり建物が壊れるいろいろな中でやは
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り避難路の関係も出てきますもので、いろいろな面でやはり建物の耐震は絶対必要と自分自

身も考えておりますもので、多くの方にまた町民の方に耐震診断していただいて、また耐震

化してほしいということはまた言っていきます。 

  現状の耐震診断のものを担当課長、説明いたさせます。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 建設課長。 

○建設課長（高村由喜彦君） それでは、山田議員にお答えいたします。 

  まず、今、耐震診断の現状についてなんですが、今、うちのほうでは、東伊豆町耐震改修

促進計画というのもホームページに掲載しております。その中の数字からちょっと申させて

もらいますと、今、木造住宅の耐震化が、これは統計上の数字です。住宅実態調査をやった

ときの統計上の数字です。平成20年度の数字なんですが、1,880戸木造住宅で耐震化に至っ

ていないという数字があります。 

  その中で東伊豆町では、ＴＯＵＫＡＩ－０が静岡県が平成13年からＴＯＵＫＡＩ－０の対

策を進めています。ＴＯＵＫＡＩ－０というのはどういうことかと言うと、倒壊をゼロにす

る。静岡県では、東海地震が当時マグニチュード七点幾つとか、震度７の地震に対して、建

物が倒壊しない住宅をつくりましょうと。それは耐震化を進める、それは耐震補強工事を進

める。静岡県では、先ほど町長が申したように、耐震基準がすごい高いです。この中で、さ

らに1.0とか上乗せをして、今、基準がまた厳しくなっていますので、建物が倒壊しないと

いうこと。ただ、建物は倒壊しないということなんですが、建物は被害を受けます。 

  今回の熊本地震で一番大きな問題になったのは、私たちの認識では、やはり耐震化が悪か

ったと。それとあとは、何て言うのか、避難所の生活を長期間強いられてしまった。そのこ

とに対して、私たちもそれに危惧をしています。 

  だから、まず入り口として、耐震診断をやっていただきたいと。最終的に耐震補強工事を

やるには、静岡県のデータだと150万とか数字がかかります。工事費がかかります。町とし

ては、補助制度を使っても最大高齢者世帯で100万です。50万の差額がどうかという問題も

ありますけれども、ただ、耐震診断をすることによって、建物の強さがわかります。強さが

わかるということは、大きな地震が来たきに逃げろということです。逃げろということは、

まず生命を自分が逃げることによって、地震の第一撃から生命を守るということになります。

だから耐震診断は必要だということで、ホームページとかいろいろ掲載をしています。 

  先日の12月４日、入谷区長から耐震診断の説明をしてくださいと言って、皆さんにＰＲを

しました。その中で説明したにもかかわらず、１軒しかそういった耐震診断はやっていただ
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けないというのが現状です。今後、耐震診断をどうするのかというのは、これから考えなけ

ればならないと思います。 

  それから、では、耐震機能をどうやって強化していくのかという話になりますと、今、防

災課のほうでは、避難計画を立てています。津波の避難計画もそうなんですけれども、避難

経路というものができてきます。その沿線について、やはり耐震化は重点的に図っていかな

ければならないと思っていますので、そのような形で耐震補強工事まではいかないんですけ

れども、入口の段階で幾つか町の考えというか、耐震に対して命を守る対策を考えていなけ

ればならないと思っていますので、御理解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） なかなか、何と言うのか、お年寄りにお金もない中で、そこをやれ

やれと言ってもこれは厳しい問題もあるので、ただ、逆に考えると、やはり先ほど出ている

ように、30代、40代、50代とかいわゆる現役世代のところで、また三世代で住んでいる方々

のところもやはりがっちりやっていかなきゃならないわけですよね。だから、そういうとこ

ろが子育て世代やいろいろなところがやはり耐震がちゃんとしていないから熊本では、もう

いわゆる先ほど出たように、車での避難というような形が起きたわけですから、確かに県だ

とかに言わせると、高齢者はというふうに確かに犠牲者が阪神・淡路以降、たしか一番大体

家とともに高齢化して、人生と家とともに高齢化しているので、高齢者のところが一番被害

が大きいから高齢者と言うんだけれども、やはりやってあげたとしても、無理くりむち打つ

わけにはいかない。 

  ただ、町としての戦略として考えれば、やはり一番今私は、30代、40代、50代、この現役

世代のところを避難者にしないで支援者にしていく。またここでしっかりとしたものをやっ

ていくということが町を存続していく上でも絶対に必要になるので、こういう部分に特に、

ましてや国道下あたりのところを戦略的にやはり100戸ぐらい各自主防から推薦していただ

いて、もう耐震診断をやっていただく。その中から意識を変えていかなきゃいけないですよ

ね。 

  あともう一つ、県の計画や何かの中では、余り考慮されていないかなと思うことがあるの

は、やはり旧耐震の場合で言うと、私の実家なんかもそうですけれども、56年以前の場合、

いわゆる基礎が違うんですよね。建物の筋交いや強度の問題というものもあるんだけれども、
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やはり束石の上にコンクリートを回して、最近で言えばもうべた基礎をやるというような基

礎構造になっていないわけですね。そうすると、やはりそれは昔の木造住宅としては当たり

前なんだけれども、地震にとっては、これも本当はとても弱い部分もあって、私の家も基礎

なんかにもひびが入ったりしていますけれどもね、本当はもっとお金がかかるんじゃないの

というものもあるので、これは今後そういうものをやりながら進めるために、費用という問

題もこれは考えていけばいいのかなというふうに思うんで、まず私はこの耐震診断をする、

同時に今回町長が言われたように、国・県も２年間という限定つきだけれども、補助金もふ

やしてやるんだよ。これはやはりセットにして診断をして、こういうやつあるからというよ

うなこと、また工法の問題なんかもありますよね。紹介していく。 

  こういうやはり流れを、特に馬力をかけてつくっていかないと、この問題は進んでいかな

いんじゃないのかとそういうことで、ぜひ耐震診断を思いっきり進めていく中で、町民の皆

さんに、あの家でも安心できないんだ、あの家でもやはり耐震補強しないと危ないんだと。

やはり数やっていくことでそういう住民の耐震化への考えを変えていただく。その上で今の

現状で言えば、80万なり100万なりという補助も受けられるんだと。そしてこうできるんだ

という実例をまず数多くつくっていただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に山田議員からいい提案されました。本当は、やはり高齢者のほ

とんどをやってもそういう感じですから、やはり今の30代、40代、50代、これいかに支援者

を町内でつくるか、そうなると啓蒙活動の今自主防、そういうところを活用した中で一応募

集すると。それも一つの案でございます。そういうやつを検討させていただいて、やはり町

といたしましても耐震化率を上げた中で、町民を１人も犠牲を出さない、そのような方向で

やっていきたいと考えておりますもので、そのような方向で考えさせていただきたいと思い

ます。 

  うちももう本当にはりと柱で、大丈夫だと私は思っていませんよ。やはりいざ地震が来た

ら、筋交いも入っていなくてただあれで、ましてや瓦なもので、真っ先にやられるじゃない

かとは考えておりますもので、その辺の認識もまたちゃんと変えてもらった中で、この耐震

化のほうはまた進めていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、火災発生での課題を許します。 

  山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 
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○１４番（山田直志君） 火災発生での課題について質問をいたします。 

  今年９月11日に稲取地区で発生した火災対応について、消火や避難などについて課題はな

かったのか。広域消防になって、この町内の中での火災ということで、役場のほうではどう

いうふうにこの問題について捉えておりますか、その点をお伺いしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第２問、火災発生の課題は、の９月11日に稲取で発生した

火災対応について、消火、避難などについて課題はなかったか、についてお答えいたします。 

  まず、消火活動におきましては、広域化前と同じく第１配備体制として先着の消防隊が火

元への消火活動を行い、消防団につきましては、地元の分団が出動し、先着の指揮長の指令

に従い、消防隊への消火支援の体制をとることとなっております。 

  また、火災が拡大する可能性がある場合におきましては、指揮長等の指令により、消防隊

においては、第３方面隊内で第２配備、第３配備と態勢を変え対応することとなっており、

消防団につきましても同様に、指揮長等の指令に従い態勢を図ることとなっております。 

  今回の火災における消火活動、避難体制についての課題でありますが、火災におきまして

は、広域化後、消防団が出動する初めての火災であったため、現場における消防隊と消防団

との情報共有体制が図れなかった点がありましたが、後日、消防隊と消防団との間で連携会

議を行い、対応を図ったところであります。 

  また、避難につきましては、今回の火災では火が出ていなかったことや延焼の恐れがなか

ったため、大きな混乱はありませんでしたが、団本部及び分団長会議で今後の消防団として

の対応を協議し、周辺住宅への火災周知を行うとともに、火災の状況に応じ戸別に避難を促

すなど、避難支援をすることといたしましたので、御理解をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 私も当日お通夜か何かあって、そのまま現場で作業を見ていまして、

消火の問題については、町長が言われたとおり、確かに見ていても広域消防と消防団と連携

という感じは余り、ただ連携というのはなかったんだけれども、火事のほうは消防署が行き、

消防団はやはり非常線を配置したり、水利の確保とかこの辺はあうんの呼吸というのか、最

低限そこは仕事はこなしていたのかなというふうには思いました。 
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  ただ、やはり避難の対応という問題について、町長言われたようなことが、実際消防団で

できるのかなということを考えると、やはりこの間の夕方の時間のあの状況で出動していた

状況というのは、そんなに多くはなかったような気がします。そうすると、やはり避難とい

うところまで僕は手が回らないのかなという感じは持ちました。 

  この避難という問題で言うと、例えばあの状況で言うと、あの建物にお住いの方も下で何

が起こっているかというように見ていたふしもあって、誰もそういうことをお伝えしなかっ

たような感じ、見ていた感じですから、済みません、そういうやはり感じもありました。 

  後で田町の区長さんなんかとお話しましたら、田町の区長さんちは建物の裏側のほうで区

の役員さんが待機をしていたと。警察は、自主防のところで避難者はいないですかと回って

いた。私がいたところでは、例えば介護事業者が駆けつけていました。何で来たのと言った

ら、いや、裏に利用者がいるんですよと、こういう状況で、火事の中で介護事業者がすっ飛

んで来るというのも、今、やはりこの町の状況はそういう状況なのかなということをつくづ

く感じたんですけれども。 

  やはりこの問題で、私は、もう一回避難ということでいくと、サイレンにこだわるんです

けれども、どう伝えるのかというあり方が１つと、やはり消防団だけで避難を完結するとい

うことはまず無理なわけなので、そうすると、やはり何というんですかね、本部としての旗

や灯りもあって、そこに行ったら防災課が担当するかどうかわかりませんけれども、やはり

自主防の方や警察や介護事業者もそこに行って、お互い持っている情報を出しながら、では

どこへ行こうよというようなことを考えていかないといけないんじゃないかなと。せっかく

区長さんや区の役員さん、警察、介護事業者、動いているんだけれども、行き場がないんで

すよ。 

  それはやはり、そういう力を結集して、万が一のときに備えていくということでの今後の

連携をしていくということが必要になっているなと、今、この町では、少なくとも必要なん

だろうなということをこの間の火事の私は一番大きな気づかされた課題だと思っているんで

すけれども、この辺についてはいかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） その連携は、実は単独の消防団だった消防署の指揮官があった中で、

そこにみんな警察が集まってきましたもので、これ例えば伊東の消防の指揮者が来てもね、

それは十分対応できると考えておりますもので、それはそのような方向で今後やっていただ

いて。 
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  さらに今、サイレンのことも、前も大分少なくなりましたけれども、基本的には何と言っ

てもあとやはりガスメーカーさんとか、やはりちょっとサイレンがないとわからないもので、

何とかして情報配信メールを場所まで送りますとそういうことをやっております。 

  だから、介護の会社もそういうことがあれば、やはり情報は絶対必要ですから、山田議員

が言ったその近辺にあった中ですね、どこが火災という中で、そういう情報はどんどん出し

ていきたいと思いますし、やはり介護、そういうところにも情報をある程度出すとかそうい

うことも情報を発信していきたいと考えております。 

  それはやはり、山田議員が言った連携、これは本当に絶対必要ですから、やはり区長さん

ちが来てもどこへ行くとか、やはりその指揮長のところに本部ができますもので、そこに一

応連携した中でこれからこういうふうな方向でやっていくような指示は出していきたいと考

えております。御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） だから、皆さんもやじ馬で来る部分があるんですけれども、みんな

心配して来るんで、火事の対応とともにやはり今、特に高齢化が進んで、介護の方々がいら

っしゃるというこういう状況の中では、やはりそれは町長が言われるように、広域消防の中

で消火活動の中でやるのか、やはり僕は消火の部分は、広域消防と消防団という部分が担う

わけで、やはり避難のところについては、避難の旗印ではないけれども、何かやはり別な形

で、そこにあったときにはすぐ区の役員さんであり、場合によっては民生委員であり、介護

事業者なんかも来ていただくというやはりこの流れをつくってやっていかないと、ちょっと

昔であれば、何かあったときは消防団の団員がその近辺を回って「おい」と声をかけて連れ

出したなんていうこともあるんですけれども、なかなか最近の状況を見ていますと、そうい

う状況ではないわけですから、そうするとやはり、まず地域の人たちはそういう人たちに指

示を出せる町内会等々の方々が結集されないと、これはなかなかうまくいかないのかな。そ

ういう状況を感じておりますもので、ぜひ今後の課題として御検討のほうをいただきたいと

思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは当然うちが単独でいた場合でも、今、山田議員が言った状況が

起こりますもので、これは基本的にはこれから高齢化率が多くなっていく中で、やはりそう
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いう対応は必要ではないかと考えておりますので、これちょっと検討させてください。 

○議長（村木 脩君） 次に、第３問、職員の勤務のあり方についてを許します。 

  山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 職員の勤務のあり方について質問いたします。 

  まず、イベントに従事する職員が今大変多くなっているんですけれども、例えばススキの

イベントなんかのときに職員に聞きますと、今日は勤務中でイベントに参加していますと、

こういう話になってくると、やはり服務専念義務という部分に反しているのではないかと議

員としては疑いたくなるところがございます。この点についてどうであるかと。 

  ２つ目に、ここ何年か、後援事業に対して、やはり役場の職員が代休とか振替休暇等々に

よって職員が動員されていると、こういうことが非常に多くなってきていると。この動員す

る理由とその基準というものはいったいどこにあるのかということについてお聞かせいただ

きたい。 

  ３点目に、そうした職員を動員して支援していくということになったときに、管理職を当

然除いて一般職の職員が動員されるんだけれども、平均的な職員の休日出勤した場合の休日

出勤手当というは、大体幾らぐらいに見込まれるのか。この点もあわせてお聞かせいただき

たいと思います。 

○議長（村木 脩君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第３問、職員の勤務のあり方については、３点からの質問

ですので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の勤務中のイベント参加は、服務専念義務に反していないかについてですが、

勤務時間内の職員のイベント参加につきましては、職務として各担当へ割り振りをしており

ますので、職務専念義務には反していないと考えております。 

  次に、２点目の後援事業に代休、振替休暇によって職員を動員しているが、なぜ動員する

のか。その基準は何かについてですが、後援事業につきましては、町の方針に合致したもの

のみを後援することとしており、民間団体が町の活性化のために行うイベントにつきまして

は、軌道に乗るまでの間は応援をしたいと考えております。 

  職員の動員につきましても基準は特にありませんが、事業規模等によっては、安全対策な
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どを考慮し、職員を動員する場合がございます。 

  なお、事業につきましては、原則として主催者側での人員確保をお願いしているところで

あり、職員の動員は減らしていきたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、３点目の管理職を除く平均的な職員が休日勤務した場合の休日出勤手当は幾らにな

るのかについてですが、平均年齢43歳の職員が休日勤務した場合の休日勤務手当につきまし

ては、１時間当たり2,746円となっております。 

○議長（村木 脩君） 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、まず、やはり僕勤務中に、正規の勤務の中で、正規の勤務と

いうか、確かに服務専念義務に対して言えば特例もあって、町長が指示するという部分もあ

るんだけれども、ただ別の角度から見て、これネットなんかでも出てくるんだけれども、こ

れを多分うちのそういうイベントへ出るという状況なんかが、例えばこれ住民監査請求で請

求された場合に、本当に大丈夫なのかと。拡大解釈になっていないかということについて言

うと、この特例条項の中で、例えばこれはいわゆる労働組合との適法な交渉を行う場合なん

かもいいんですよと、こういう形になっているわけですね、福利厚生であったり、研修であ

ったりと。 

  労働組合の問題なんかで、これは神戸の案件で、住民監査請求になったやつで、例えば労

働組合がお昼の時間に分会の集会を開いて、それが１時が１時半ぐらいまでかかったと。こ

ういうやつが監査請求かかって、これはいわゆる団結権の問題から適法かなと思うと、監査

請求上は、これはやはりだめだと。あくまで交渉というのは、いわゆる当局との交渉に限ら

れて、それは労働組合の運動について正規の時間に入り込むまでやるものについては、これ

は特例には値しないんだというような住民監査請求の判決もあるんですね。 

  だから、やはりそうしないと、職務規程をしてそこの任命をしているという中で、やはり

合理性というものは保たれていかないのではないかというふうに思います。 

  もう一つの問題は、やはり大綱質疑で９月に町長に質問したときに、やはり実際の問題で

町の主催事業であれ、後援する事業であれ、職員を動員をする。しかし、その代休も消化さ

れないというような状況を考えると、やはり一定ある意味で言えばブラック化している部分

というのもあるわけだし、職員の中では、現実の問題で時間外というものがなかなか受け入

れられないというようなのがあって、タイムカードを押してからでもやはり残業をするよう

な人だってゼロではないと思いますよね。 
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  そうすると、これはやはり職員本来の本業に力を尽くして町民のために働かなきゃならな

い中で、やはりモチベーションの低下とか、こういうことにつながっていくものもあるし、

今、ストレスチェックをしなきゃならないと、メンタルヘルスという問題も出てくる中で、

東伊豆町にもそういう該当するような人がいないとは言えない。 

  そういうことを考えると、これはやはり基準とかルールというものをもっと明確にしてい

かなきゃいけないというのが、私は今の実態ではないかなと。時給で2,700ということにな

りますと、普通に職員が１日出ていれば、１万数千円のですね、10人出せば16万円補助して

いるのと変わらないという感覚がやはり必要で、職員の動員について、それは町長の手足で

はないわけですから、町民のための職員ですから、やはり判断について基準とか、やはりそ

の動員したことによっての成果や何かというものは、議会に含めて報告もされるということ

もあわせてこれは必要だと思うんですよ。 

  例えば、今、ＪＡ伊豆太陽なんかの場合で言うと、近年やはり農家支援ということで全く

金融で関係ない人たちも農家がもう大変だろうということで、年間２日ぐらいですか、農家

支援というふうに入ったりしますよね。やはり今の服務の問題の特例なんかのやつも昭和40

年代に改正はされていて、実態とはかなりかけ離れている面もあるなという感じもするんで

すよ。やはりルール化という問題で言えば、それはやはりこういうものも見直して、僕は絶

対出してはいけないというわけではないですよ。出してはいけないというわけではない。た

だ、職員に対してもそれはやはり１日とか２日地域に貢献しようと、地域活性化のために頼

むよというような何らかのルールが必要だし、そのことはちゃんと議会でも報告をするとか、

そういうことがなければいけないというのが私は１つあると思います。 

  もう一つは、きのう藤井議員や何かも言われていましたけれども、地域活性ということで

町長は言うんだけれども、河津町なんかの問題で言えば、イベント活性化補助金ということ

で、１件30万を限度にして大体150万円ぐらい予算措置をすることで広く公募もしているん

ですよ。 

  うちの場合は、後援事業について、誰に、どう出すかというのも、議会も含め全然わから

ないじゃないですか。町長はわかっているんですよ。だけれども、町民の公僕である職員を

使うことについて、一部の人にしかわからないというルールはいけないと思うんですよ。お

金を払うということであれば、議会に予算も決算もかかるからオープンにされるし、また職

員を動員することについても同様にそういうお金と同様の補助をしているという認識に立っ

て、これはオープンに公平な形で進めていくということがこれから必要なんではないかと。
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これはやはり職員のメンタルヘルスやモチベーションを高めていく上でも、最低限基準が必

要で、町長が必要だからこの事業を成功させないと町が成り立たないからとかということで、

町長がどんどん判断していけるということだけでは、これはやはり僕はいささか行き過ぎの

点もあるんじゃなかろうかと思いますが、いかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、予算につきましては、議会に予算書を出しているじゃないです

か。こういう事業をやるからお願いしますよと、予算出しますよ、いろいろな中で。その予

算に関しましては、議会のほうに説明しているつもりでございます。職員に対してはともか

く、予算に対しては、こういう事業をやりますと上程しておりますので、予算に対しまして

は知らないということはないと私は感じております。 

  そういう中で、私は、ススキイベント、これは委嘱した中でほとんどこの40日間毎日出て

います。土日に関しましては、ほとんど観光課の職員がいっぱい出て、ほとんど毎日出てお

りますし、私はいかがかと考えております。 

  その中で、私はもう委嘱に決裁するとき、これはもうずっとやってるあれだから、どんど

ん減らしていきなさいと指示しております。そういう中で、１つの案として、今度はあの細

野高原、これはもう４区の持ち物ですから、４区の方々も参加した中で町の土地の所有地で 

賃借料をもらうんではなくて、あくまでも積極的に４区の方も参加した中でやっていただけ

れば、職員のほうも撤退できますもので、その辺はまた４区の方たちにお願いした中で職員

を何とかある程度細野に毎日１人出しております、委嘱しておりますもので、その点に関し

ては、私はいかがなものかと考えております。その点に関してもなるべく職員を撤退するよ

うな方向で細野のイベントをやっていただいて、そう考えております。 

  確かに、いろいろイベントに関しましては、職員にお願いしております。そういう中でい

ろいろな基準がありませんもので、各講演会のやつがあります。当然これは要綱をつくった

中で今度は対応していきたい、ある程度基準をやっていきたい、そう考えております。 

  その中で、やはり自分は今イベントが必要な場合、確かに金額はそれなりの金額になりま

すよね、１日当たり。しかし、よく町長はお金がないとよく言うということは、もう一般の

人にわかっていますよ。しかしながら、お金はある程度職員は町の活性化のためにこれはや

はり公僕でございますから、役場だけの仕事ではありませんよ。町をいかによくするか、や

はりこれが役場の職員としての一つの職務ではないと。役場の中だけの仕事ではなくて、や

はり外へ出る中で一般町民と一緒になった中で、この町の活性化、これも一つの役場の職員
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としてある程度やってほしいということは私の考えでございます。 

  やはり一番うれしいのは、ひなのつるし飾りのときですね、自発的に本当にこれは福祉厚

生会、これが本当に土日街角に立ってボランティアをやっていますよ。これは本当にありが

たい。これは自主的にやってくれています。 

  しかし、我々が本当に民間がイベント、こういうことをお願いしますよと言った中で、こ

れはやはり軌道に乗るまでは、ある程度町も人的応援、これはしていきたいと考えておりま

すけれども、やはり山田議員が言った、そういう決まり、規則がないもので、これはやはり

問題だと考えておりますもので、これは早急に要綱をつくったなかでそのような方向でやっ

ていきたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 僕も別にね、１人たりとも出すなということは思っているわけでは

ないんですよ。ただ、やはりそういうことも大事なんですよ。やはりそういういろいろなイ

ベントやなんかの現場に職員も従事されるということも大事だということはわかるんです。 

  ただ、やはり今みたいな状況では、無制限で行ってしまうということはよくないわけです

から、例えばそれは職員の皆さんにもやはり２日間ぐらいお願いできますかとか、こういう

ルールもあっていいと思うし、出すほうについてだって30人までが限度だよねとか、やはり

そういうイベントや何かがあったとしても、どこかにルールがなければいけない。 

  それに対してもう一方は、受け付ける窓口は公平でなければいけないんですよ。それはイ

ベントとは限らないじゃないですか、いろいろな形で。やはり町民のいろいろな知恵や力を

結集していくという上で、町がお金で応援できること、お金では応援できないけれども、人

的なやはり、ではこれおもしろそうだから応援してあげようかと、あると思いますよ。でも、

これは公平でなければいかんですよ。 

  だから、町長だけは知っていて、町長のさじ加減でやるという問題ではないわけですから、

やはりそこのところはルール化という中では限度も必要だし、公平に取り扱うと、この両面

で改善をしていただかないといけないと。 

  例えば、町長、私一番あれしているのは、過去３年間の決算ベースでの河津と東伊豆の職

員研修等々の実態を見てみると、25年からこういくと、東伊豆町の場合は、派遣での研修と

いわゆる自主研修なんかのやつを合わせたデータでいくと、河津が25年62に対して東伊豆町

は57、26年度は河津が84に対してうちの町が73、27年度は河津が62に対してうちの町は61。
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これは絶対的な職員数が河津は３分の２ぐらいの状況も含めてあると、それは初任者研修や

いろいろな決まったものもあるし、県の研修所等々のメニューに参加している部分もあるん

だけれども、しかし、研修を含めて職員のスキルアップにつながるような部分が職員数３分

の２ぐらいの河津とどっこいどっこいか、河津より少ないというような状況を勘案しても、

これはやはり私は危惧するところなんですよ。 

  さっき言ったように、同時にメンタルヘルスというような部分で、町は事業者として職員

の健康についても十分配慮していかなければならないと、こういう時代になっているわけで

すから、この点を十分やはり加味した中でそういう代休が取れていない人間をさらにまた動

員するだとか、そういうことなんかもないように、ルール化をちゃんとしていただきたい。

また、そういうことは議会にも当然報告していただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 確かに私が独断でやった、そういう見解を持たれたことは、私の不徳

のいたすところで、私はある程度公平性を持った中で、いろいろな方から相談した中でやっ

ているんだけれども、山田議員は公平さがなくてやっていると。それは私の不徳のいたすと

ころで、これはそういう認識をさせたのは私が悪かったことは、ここでちょっと謝りたいと

思いますけれども、基本的には、やはり町の活性化の中で職員に対する町の、強いですよ。

はっきり言って、あれだけ、今も言ったように、職員はいいな、いいなって一般町民は思っ

ています。それが一般の職員もこれだけやっているんだ、町のためにこれだけやっているん

だということが、ある程度町民に知らしめますが、やはりそれははっきり言わなければだめ

なんですよ。一般町民から職員はいいなという中で、町民はこれだけ頑張っているところを

見せなければ、町のトップとしてやはり風当たりが強いですよ。 

  しかしながら、そのストレス、そういうこともあります。その辺の研修のことに関しまし

て、総務課長から説明いたさせますけれども、山田議員にそういう認識を持たせたことは、

私ちょっとこれから改めていきたい、そう考えています。よろしくお願いいたしたいと思い

ます。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木利昌君） 職員研修につきましては、金額にあらわれないもの、集団でやる

研修等は３カ月に一度ぐらい130名前後の職員が参加してやっております。メンタルヘルス

についてもその中でやっておりますし、当町におきましては、メンタルヘルスのカウンセリ

ングも郡内で一番最初に取り入れておりますので、その辺も十分気をつけて今後も進めてま
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いりたいというふうに考えております。 

○議長（村木 脩君） 次に、第４問、人口ビジョン総合戦略についてを許します。 

  山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 人口ビジョン総合戦略について伺いたいと思います。 

  まず、１点目に、空き家バンクの活用とか起業支援、ＵＩＪターン事業とか移住・定住と

いうようなことがこの中で出てきて、そういう事業を通じて人口もふやしていきたいという

戦略的な意図があるわけなんですけれども、これらの支援状況について、概略お伺いしたい

ということと、これらの支援について、やはり実際にかかる費用やまた周辺市町等の支援に

比べてどういう状況にあるのか、その点をお聞かせください。 

○議長（村木 脩君） 第４問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第４問、人口ビジョン総合戦略については、２点からの質

問ですので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の空き家バンクの活用、起業支援、ＵＩＪターン事業、移住・定住者への支

援の状況はについてですが、空き家バンクにつきましては、地元の宅建業者とも連携し、登

録件数も順調に増加しております。起業支援につきましては、今後、商工会、金融機関等と

連携し、起業を希望する方の相談窓口的な機関を設けることを検討いたします。ＵＩＪター

ン事業につきましては、当町の商工会が行っている合同企業説明会が、来年度は、美しい伊

豆創造センター主体の事業として伊豆全体の企業が参加して行われることとなりました。移

住・定住に対する支援は、西塚議員にお答えしましたように、住宅取得等に対しまして助成

を行う予定であります。 

  それぞれまだ初年度が終わったところですので、目立った成果は上がっておりませんが、

今後、検証を重ね、修正しながら実施していくことで成果につながっていくものと考えてお

ります。 

  次に、２点目のこれらの支援は実際にかかる費用または周辺市町の支援と比べてとどうか

についてですが、賀茂郡内の状況を申し上げます。 

  まず、空き家バンクですが、当町を初め河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町で実施して

おります。その中で、当町では、空き家バンクの登録物件の取得費に30万円を限度として
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３％以内、家賃は３万円を限度として半額補助を３カ月、リフォーム費用に20万円を限度と

して20％の助成を行っております。 

  南伊豆町では、リフォーム費用に100万円を限度として50％の助成と登録物件内に使用さ

れずに残された家財の処分費に対しまして20万円を限度として80％の助成を行っております。

その他の市町では、特に助成はありません。 

  起業支援、ＵＩＪターン事業につきましては、各市町とも助成を行っておりません。起業

に関しましては、青年就農給付金を全ての市町で行っております。 

○議長（村木 脩君） 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） この事業も地方創生が急に課題になって、非常に短期間で整備され

てきたというところで、まだまだほかの市町も含めて、また町の部分も一定のマニュアル的

な部分はあったんだけれども、やはりその実情に合っているかどうかというのは、まだ私も

ちょっと検証に堪えないところがあると思っています。 

  そこで、今回、質問の中で特に言いたいのは、前、町長、全協や何かの中でも再三申し上

げているんですけれども、例えば、農業なんかの場合、本当にもう担い手がいないよという

中で、今、国を挙げて青年就農給付金事業というような形で、２年間研修して５年間ひとり

立ちするまで面倒を見ようと、こういう形のものが導入されているじゃないですか。 

  例えば、起業支援というような問題でも、うちの町でちょっと来て商売が成り立つなら、

そんな事業だったらそんな苦労しないんですよ。やはり４年間、５年間苦労をしてでもそこ

の町でチャレンジができるんだと、こういう安心感がないと、家賃の３年間の補助だとかい

ろいろな空き家対策があるんだけれども、そうではなくて、５年間ぐらいここにいたら何と

かなる。なにしろ、またあれですよね、うちの議員の皆さんも行って来ているんだけれども、

やはり最近取り上げられている島根の邑南町なんかの場合で、やはりでは食堂を開くんだと

言えば、シェフ呼んできて研修させて、それでリフォームして商売やらせるじゃないですか。

農業のこういうどん底まできたら、国までここまでお金をつぎ込まないと、やはり農家の支

援もなかなかうまくいかない。労働者の形態を移譲させていく上でも、こういう事業が出て

きた。 

  やはり、今回、うちの町でも商店街もなんとかしたい、いろいろな企業もあるんだけれど

も、簡単に商売がここで成り立つならほかの人もやれるんですよ。だけれども、ここへ来て

せっかくやろうという人がいるとするならば、そこまでのやはり支援体制というものをつく
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っていかないと、簡単に事業としては成り立たないし、そういうチャレンジを応援する町で

なければ、やはり振り向いていただけないのかなと。 

  そういう点では、まだまだこの計画もつくってはあるんだけれども、この具体的な支援内

容というのは、まだまだなので、やはり先進地の成功事例も含めて、十分検討していただき

たいところがあるし、今の南伊豆町の空き家に対する対策なんかも、やはり同じような環境

であれば、逆に言えば、南伊豆と東伊豆と同じような条件であれば、より利便性の高い東伊

豆を選んでいただける確率、可能性というのは高いわけですから、そういうことも含めて、

ぜひ御検討いただいて、リフォームや何かも町民とのバランスで同じような20万円とかとな

っているんだけれども、私もやはり先ほど西塚議員の質問を聞いていて同じように思ってい

たんですけれども、高くてもいいんですよ。でも、やはり定住していただいて、町内会や何

かに入っていただく。 

  これは長野県の下條村が、やはり若い人たちの住宅を支援して、その条件というのは、や

はり基本的に地域の町内会、例えば若い人は消防団にも入る、そういうことを条件にしてい

ますよね。ほとんど条件ですよ。それは、必須事項ではないとは言うけれども、そういう意

向のある人まで選んでいるわけですよね。逆に、町民よりも一定条件を優遇されてきた人た

ちには、やはりそういうものをやらなかったら、町民の皆さんも納得できないところがあり

ますよね。町もうんと支援してくれた、来てくれた、地域のためにもなっているなとこうい

うやはり実感として受け入れられる必要があると思いますので、この点もぜひこれからの部

分もありますもので、検討をしていただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 絶対必要と自分も考えております。これは、検討した中で、なるべく

そのような方向でやっていきたいと考えております。 

  やはり、今回、私びっくりしたのは、一般職員を募集したんですよね。そしたら本当に南

伊豆とかから今回20人以上来たもので、やはりそれだけ地の利があるのかなと感じました。

やはりある程度の同じ条件でこの東伊豆町に住んでくれる、それだけは地の利便性を考えた

中でやっていけば、この町もある程度の地域住民の活性化につながると考えています。 

  山田議員からもまた再三再四いい提案されておりますもので、この辺はまた取り入れてい

きたいなと考えておりますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、14番、山田議員の一般質問を終結します。 
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  この際、11時５分まで休憩とします。 

 

休憩 午前１０時５１分 

 

再開 午前１１時０５分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第５４号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例について 

○議長（村木 脩君） 日程第２ 議案第54号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例についてを議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第54号 東伊豆町職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  平成28年８月の人事院勧告を受け、国家公務員の給与改定が平成28年11月16日に閣議決定

され、これに準じた措置を講ずるため、当町職員の給与条例を改正するものでございます。 

  主な改正内容につきましては、民間企業との較差を埋めるための平成28年度における給料

表水準の引き上げ、また民間の特別給の支給割合との均衡を図り、職員の勤勉手当100分の

10カ月分の引き上げ見直しを踏まえた内容となっております。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木利昌君） それでは、ただいま提案されました議案第54号 東伊豆町職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、お手元の新旧対照表により概要を説

明させていただきます。 
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  平成28年８月に国家公務員の給与に対する人事院勧告がなされ、平成28年11月16日に国会

において、国家公務員の給与改定が成立いたしましたので、これに準拠いたしまして当町の

給与条例を改正するものでございます。 

  恐れ入りますが、新旧対照表の１ページをごらんください。 

  まず、条例第15条の５第４項の期末手当基礎額において、従来、給料及び扶養手当の月額

を基準としていたものが、平成28年４月より導入されました地域手当の月額を含める内容で

あります。 

  次に、第15条の８第２項第１号の勤勉手当基礎額において、先ほどの期末手当基礎額と同

様、給料及び扶養手当の月額を基準としていたものに、平成28年４月より導入された地域手

当の月額を含める内容でございます。 

  次に、人事院勧告で示された勤勉手当を民間の支給割合に見合うよう、現行100分の80月

である12月支給を100分の10月分引き上げ、100分の90月とする内容です。 

  なお、第２号の再任用職員に関しましては、現行100分の37.5月である12月支給分を100分

の５月分引き上げ、100分の42.5月とする内容であります。 

  続きまして、新旧対照表の２ページをごらんください。２ページから12ページまでは、行

政職給料表第１表及び第２表の改正となります。冒頭で申し上げたとおり、民間給与との較

差0.17％を埋めるため、平成28年度における給料表の水準を引き上げる内容であります。 

  この改正によりまして、行政職給料表第１表におきましては、初任給から若年層にかけて

最大1,500円、その他の職員は最低400円の増となっております。また、行政職給料表第２表

におきましても、初任給から若年層にかけて最大1,600円、その他の職員は最低400円の増と

なっております。また、行政職給料表第２表の備考につきましては、「用務員、作業員、運

転手」となっているところを、「用務員、作業員及び運転手」に改めさせていただきます。 

  お手数ですが、改正分最終ページをごらんください。 

  附則１につきましては、この条例は公布の日から施行し、改正後の条例は平成28年４月１

日にさかのぼって適用いたします。 

  附則２につきましては、条例改正前に支給済みの給料、手当は、今回改正する条例の規定

による支払いの内払いとし、差額のみ追加支給する内容であります。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお

願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第54号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを

採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第３ 議案第５５号 東伊豆町税賦課徴収条例等の一部を改正する条例につ

いて 

○議長（村木 脩君） 日程第３ 議案第55号 東伊豆町税賦課徴収条例等の一部を改正する

条例についてを議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第55号 東伊豆町税賦課徴収条例等の一

部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

  所得税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、条文の整備を図るため、議会

の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、税務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（村木 脩君） 税務課長。 

○税務課長（正木三郎君） ただいま提案されました議案第55号 東伊豆町税賦課徴収条例等

の一部を改正する条例について説明をさせていただきます。 

  本来ですと、新旧対照表をごらんいただき御説明申し上げるべきところではございますが、
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今回の改正は、煩雑で多岐にわたりますので、主な改正部分について別紙資料により概要で

説明させていただきます。 

  新旧対照表の次、議案第55号の資料をごらんください。今回の改正は、所得税法等の一部

改正に伴い、町税条例の所要の改正を行うものでございます。 

  まず、初めに、延滞金額の計算の基礎となる期間の見直しですが、個人住民税及び法人住

民税に係る延滞金の計算期間等について、当初の申告書が提出されており、かつその当初の

申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正があった場合、当初の申告書により納

付すべき税額の納付があった日の翌日から、当該税額を増加される修正申告書の提出日また

は更正の通知をした日までの期間を延滞金の計算の基礎となる期間から控除して計算できる

としました。 

  この施行日は、平成29年１月１日となります。 

  次に、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例についてですが、適

正な健康管理のもとで医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病

の予防への取り組みとして、一定の取り組みを行う個人「健康診査（人間ドック等医療保険

者が行うもの）・特定健康診査（メタボ健診）・定期健康診断・がん検診・医師が関与して

行う予防接種」のうち、納税者本人がその年中にいずれか一つ受けることを条件に、平成29

年１月１日から平成33年12月31日までの間に、特定一般用医薬品等（いわゆる、スイッチＯ

ＴＣ医薬品）を購入費用として年間１万2,000円を超えて支払った場合には、その必要（年

間10万円を限度）とし、１万2,000円を超える額を所得控除できるとしました。 

  この施行日は、平成30年１月１日になります。 

  次に、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人住民税の課税の特例についてですが、

台湾の証券会社等から支払われる利子及び配当に係る個人住民税について、「所得に対する

租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会

との間の取り決め」が適用され、申告（分離課税）等に基づく課税を行う。また、税率につ

いては３％とし、この施行日は平成29年１月１日になります。また、個人住民税は、平成30

年度課税からの適用となります。 

  最後に、町たばこ税に関する経過措置として、町税条例第19条の改正に伴う所要の規定の

整備を行いました。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 
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○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第55号 東伊豆町税賦課徴収条例等の一部を改正する条例についてを採決し

ます。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第４ 議案第５６号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついて 

○議長（村木 脩君） 日程第４ 議案第56号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例についてを議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第56号 東伊豆町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

  所得税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、条文の整備を図るため、議会

の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第56号 東伊豆町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。 
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  改正の説明ですが、条文の説明ですと非常にわかりにくいため、資料の最後のページ、説

明資料にて説明をさせていただきたいと思います。 

  議案第56号説明資料のほうをごらんください。 

  今回の改正は、国家間の租税条約の締結ができなかった台湾との間で、平成27年11月26日

に、租税条例に相当する枠組みを構築するため、交流窓口機関による取り決めが締結されま

した。この取り決めに基づき、平成28年度の税制改正の中で、所得税法等の一部が改正され

たことに伴い、国保税条例の一部改正を行うものとなります。 

  改正の内容ですが、日本の租税が免除される台湾の団体から利子及び配当等を得た場合、

これまでは所得として算定されていませんでしたが、今回の改正により配当等を得た場合の

申告義務が課せられました。この申告された配当等を総所得後金額に含めまして、国保税の

所得割額の算定を行うこととなります。 

  施行期日につきましては、平成29年１月１日からとなります。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議お願いいたしま

す。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第56号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決

します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第５ 議案第５７号 東伊豆町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
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条例について 

◎日程第６ 議案第５８号 東伊豆町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

○議長（村木 脩君） 日程第５ 議案第57号 東伊豆町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、日程第６ 議

案第58号 東伊豆町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例についてを一括議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま一括上程されました議案第57号及び議案第58号について提案

理由を申し上げます。  

  介護保険法等の改正に伴い、条文の整備を図るため、議会の議決を求めるものでございま

す。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第57号及び議案第58号につ

いて説明をさせていただきます。 

  ２つの条例改正についてですが、同様な内容となりますので、一括して説明をさせていた

だきます。 

  議案第57号の２ページ目、後ろのページにつけてあります議案第57号、58号説明資料にて

説明をさせていただきたいと思いますので、こちらをごらんください。 

  改正の背景ですが、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法

律の整備等に関する法律」の施行により、介護保険法等の改正がなされ、町の条例で定める

地域密着型サービスの基準等の改正が必要となりました。 

  省令に従うべき基準については国が示すとおりに、省令を参酌すべき基準は当町の状況と
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いたしまして国が示す基準と異なる基準とすべき特段の事情や地域性は認められないため、

こちらにつきましても国の基準どおりに改正を行うものです。 

  参考といたしまして、従うべき基準と参酌すべき基準の説明を記載いたしました。従うべ

き基準とは、国の基準と異なる内容を定めることが許されないもの、参酌すべき基準とは、

地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許容されるものとなっております。 

  改正の内容ですが、議案第57号 地域密着型サービスの条例改正ですが、介護保険法の改

正により平成28年４月１日地域密着型通所介護サービスが創設されました。これまで県が指

導・監督しておりました定員18人以下の小規模な通所介護、いわゆるデイサービスの事業所

が地域との連携や地域包括ケアシステムの構築を図る観点から、地域密着型サービスとして

町に移行されました。県から町へ移行する中での変更点といたしまして、地域との連携、運

営の透明性を確保するため、事業所は６月に１回以上運営推進会議を開催することが定めら

れました。 

  なお、市町の条例改正は、経過措置が設けられており、平成29年３月31日までに施行する

こととなっており、条例が施行されるまでの間につきましては、国の省令で定める基準が適

用されております。 

  認知症対応型通所介護につきましても同様に６月に１回以上運営推進会議の開催が必要と

されました。 

  裏面をごらんいただきたいと思います。 

  そのほか、地域密着型介護老人福祉施設に関する規定に地域密着型通所介護を加える等、

必要な改正を行っております。 

  議案第58号 地域密着型介護予防サービスの条例改正ですが、介護予防認知症対応型通所

介護につきましても、６月に１回以上運営推進会議の開催が必要とされました。議案第57号

の地域密着型介護サービス、こちらにつきましては、介護認定の介護度が要介護１から５の

方が対象となり、議案第58号の介護予防サービス、こちらにつきましては、要支援１と２の

介護度が低い方が対象となる事業になります。 

  ３の条例案の骨子ですが、今回の条例改正は、国の基準と異なるものを定める事情がない

ことから、国の準則どおり改正を行っております。 

  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、条例の規定は平成28年４月１日か

ら適用いたします。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし
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ます。 

○議長（村木 脩君） これより議案第57号及び議案第58号の一括質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより議案第57号 東伊豆町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例についての討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第57号 東伊豆町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続いて、議案第58号 東伊豆町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての討論に入ります。討論ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第58号 東伊豆町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第７ 議案第５９号 賀茂地域の広域連携に係る連携協約の変更について 
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◎日程第８ 議案第６０号 東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町に

おける指導主事の共同設置について 

○議長（村木 脩君） 日程第７ 議案第59号 賀茂地域の広域連携に係る連携協約の変更に

ついて、日程第８ 議案第60号 東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町におけ

る指導主事の共同設置についてを一括議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま一括上程されました議案第59号から議案第60号について順次

提案理由を申し上げます。  

  議案第59号 賀茂地域の広域連携に係る連携協約の変更について。 

  平成28年１月29日付で静岡県、賀茂５市町との間でそれぞれ締結した賀茂地域の広域連携

に係る連携協約について、新たに連携して事務を処理する内容として、指導主事の共同設置

に関する教育の分野を追加するものでございます。 

  続きまして、議案第60号 東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町における指

導主事の共同設置について。 

  平成29年４月１日から賀茂５町により、教育の分野における指導主事を共同設置すること

になり、規約の整備を図るものであります。 

  詳細につきましては、教育委員会事務局長より説明いたさせますので、よろしく御審議を

お願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ただいま一括上程されました議案第59号 賀茂地域の

広域連携に係る連携協約の変更について、議案第60号 東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎

町及び西伊豆町における指導主事の共同設置について、一括して御説明させていただきます。 

  恐れ入りますが、議案第59号を１枚おめくりいただき、資料に基づき説明をさせていただ

きますので、ごらんください。 

  まず、指導主事についてでございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18

条に規定されており、学校における教育課程、学習指導、その他学校教育に関する専門的事

項の指導に関する事務に従事する職員を指導主事といいます。 

  賀茂５町では未配置の状態でありました。この状態の改善のために、平成26年度から28年
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度までの３年間に限定して、静岡県より賀茂５町に指導主事の派遣を行い、学校訪問、研修

会の企画、開催、賀茂地区指導主事連絡協議会、研究会の開催などの活動が展開され、学校

支援体制の強化を図ってまいりました。 

  そして、その派遣終了後の平成29年度以降につきましては、賀茂５町でそれぞれ指導主事

の設置を考える必要がありました。そこで、平成27年発足しました賀茂地域広域連携会議の

中で共同設置が提案され、検討を進め、これまで指導主事が未設置でありました賀茂郡５町

で指導主事を共同設置する方針で合意がなされました。 

  それでは、賀茂地域広域連携会議で合意しました指導主事共同設置方針の概要についてで

すが、配置形態及び方法、事務の内容については、指導主事が未設置でありました賀茂５町

で３名を共同設置し、既に設置されております下田市の指導主事１名と、さらに経過措置と

してではありますが、静岡県より指導主事１名の派遣をいただき、合わせて５名の指導主事

により賀茂地域の他の市町とともに学校教育の専門的事項の指導に関する事務を行います。 

  恐れ入りますが、２ページ目をごらんください。また、この指導主事の名称を賀茂地区指

導主事とし、執務場所につきましては静岡県下田総合庁舎内で、設置の時期は平成29年４月

でございます。指導主事が従事する事務に関する庶務は、幹事町を南伊豆町にお願いし、任

期を２年と定め、その教育委員会が処理を行います。 

  各町の負担金等の財政上の負担につきましては、関係町の町長が協議により決定するもの

でありますが、７割を５町均等割、２割は各町の学校数、１割は児童生徒数により指導主事

３人分の人件費等を案分する方法で合意しております。このほかにも指導主事の選任方法や

予算・決算の処理、身分の取り扱い、給与等の適用について規約を定めます。 

  また、広域連携で事務を処理するため、地方自治法第252条の２連携協約の規定に基づき、

平成28年１月29日、東伊豆町と静岡県賀茂５市町との間でそれぞれ締結しました賀茂地域の

広域連携に係る連携協約に、指導主事の共同設置に関します教育の分野を追加します。この

連携協約の変更とともに、先ほど御説明しました規約の整備とあわせて議会の議決を求める

ものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、説明に変えさせていただきます。よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（村木 脩君） これより議案第59号及び議案第60号の一括質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

  14番、山田議員。 
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○１４番（山田直志君） 制度の枠組みは、説明も受けているので理解しておりますが、ただ、

約700万弱町が例えば今のままでいっても負担をするということから、これはあくまで共同

設置ということなので、やはり指導主事の業務といいましょうか、成績評価と言うんですか

ね。やはり決算時においてそうした内容についてちゃんと議会等にも報告されるのかどうな

のか、どういう形になっているのか、その点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ただいまの山田議員からの御質問、評価等についてで

ございますが、関係町が一応南伊豆町になりますので、実際の具体的な議会等への報告等に

ついては、南伊豆町で行われるわけなんですけれども、それ以前の段階で各市町において、

市町に報告があるものと聞いております。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今の事務局の説明ではちょっと不足と考えております。当然、うちも

700万、各町も出ますもので、当然その結果、効果、それは議会のほうに説明していきたい、

そう考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより議案第59号 賀茂地域の広域連携に係る連携協約の変更についての討論に入りま

す。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第59号 賀茂地域の広域連携に係る連携協約の変更についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続いて、議案第60号 東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町における指導主

事の共同設置についての討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 



－118－ 

  これより議案第60号 東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町における指導主

事の共同設置についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第９ 議案第６１号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約に

ついて 

○議長（村木 脩君） 日程第９ 議案第61号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更す

る規約についてを議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第61号 静岡県市町総合事務組合規約の

一部を変更する規約について、提案理由を申し上げます。 

 今回の変更は、当該組合の構成市町が増加することに伴い、当該組合規約の変更を行うもの

であります。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木利昌君） それでは、議案第61号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変

更する規約について御説明いたします。 

  地方自治法第286条第１項の規定により、静岡県市町総合事務組合の構成市町が増加する

ことに伴い、同組合規約を変更するものでございます。 

  内容ですが、三島市、裾野市及び長泉町で構成する富士山南東消防組合が退職手当支給事

務並びに議会の議員その他非常勤職員の公務災害事務を共同処理するため、新たに静岡県市

町総合事務組合に加入するに伴い、所要の変更を行うものでございます。 

  また、施行は平成29年４月１日からとさせていただきます。 
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  以上、簡単ではございますが、説明に変えさせていただきます。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第61号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約についてを採決

します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  この際、午後１時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時３７分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程第１０ 議案第６２号 平成２８年度東伊豆町一般会計補正予算（第８号） 

○議長（村木 脩君） 日程第10 議案第62号 平成28年度東伊豆町一般会計補正予算（第８

号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第62号 平成28年度東伊豆町一般会計補
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正予算（第８号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に２億8,974万4,000円を追加いたしまして、

歳入歳出予算の総額を52億7,493万1,000円とするものでございます。 

  歳入の主な内容ですが、国の施策であります臨時福祉給付金の給付に係る補助金の増額、

また国の２次補正を活用し実施する道路新設改良事業に対する社会資本整備総合交付金並び

に地方債の増額や寄付金ではふるさと納税寄付金を実績に基づき増額しております。 

  次に、歳出の主な内容でございますが、歳入と同じく臨時福祉給付金に係る事業費並びに

事務費の増額や国の２次補正を活用する湯ノ沢草崎線のり面対策工事、小橋熱川線（熱川

橋）補修工事、稲取片瀬線舗装補修工事、道路橋定期点検委託料などを増額しております。 

  また、ふるさと納税に係る基金積立金等と、寄付謝礼等必要経費を増額しております。障

害者福祉費や児童福祉費では、実績を見た中で今後の不足分を増額しております。そのほか

には、商工会補助金及び町の観光協会補助金を増額し、町内景気対策や観光振興対策に取り

組んでまいりたいと考えております。 

  必要な財源配分を行った後、財政調整基金からの繰り入れ措置をさせていただきましたの

で、御理解をお願いいたします。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木利昌君） ただいま提案されました議案第62号 平成28年度東伊豆町一般会

計補正予算（第８号）について概要を説明いたします。 

  補正予算書とあわせてお配りいたしました資料もごらんください。 

  平成28年度東伊豆町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億8,974万4,000円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52億7,493万1,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  債務負担行為の補正。 

  第２条、債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」によります。 

  地方債の補正。 
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  第３条、地方債の追加及び変更は、「第３表地方債補正」によります。 

  恐れ入りますが、１ページをお開きください。 

  第１表、歳入歳出予算補正。 

  歳入について御説明いたします。 

  １款町税、２項固定資産税、補正前の金額に211万6,000円を追加し、11億4,113万1,000円

といたします。固定資産税滞納繰越分について、現状の収入実績に基づき増額するものであ

ります。３項軽自動車税、補正前の金額に283万1,000円を追加し、3,152万6,000円といたし

ます。固定資産税と同様、収入実績に基づく軽自動車税現年課税分の増額措置であります。 

  14款国庫支出金、１項国庫負担金、補正前の金額に1,147万3,000円を追加し、２億5,964

万1,000円といたします。障害者自立支援給付費負担金について、サービス利用者増加によ

り歳出も増額しておりますが、これに対する負担割合２分の１の国庫負担金を増額するもの

であります。２項国庫補助金、補正前の金額に8,885万9,000円を追加し、２億1,902万1,000

円といたします。国の施策であります臨時福祉給付金に係る事業費並びに事務費補助金を増

額いたします。また、国の２次補正を活用し実施いたします道路新設改良事業に対する社会

資本整備総合交付金を増額しております。そのほかには、国の交付決定に伴い、市民農園整

備に係る農山漁村振興交付金を減額いたします。 

  15款県支出金、１項県負担金、補正前の金額に573万6,000円を追加し、１億8,759万5,000

円といたします。国庫支出金と同様にサービス利用者増加に伴い、障害者自立支援給付費負

担金を増額いたします。２項県補助金、補正前の金額から９万5,000円を減額し、１億2,505

万9,000円といたします。国庫補助金と同じく市民農園整備に係る県単独農林業振興事業費

を県の交付決定に基づき減額いたします。 

  17款１項寄付金、補正前の金額に１億10万円を追加し、２億5,110万3,000円といたします。

ふるさと納税寄付金につきましては、これまでの実績に基づき今後の見込みを想定し増額措

置いたします。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、補正前の金額に5,922万3,000円を追加し、２億6,412万

2,000円といたします。育英奨学基金繰入金につきましては、本年度貸付額確定に伴い減額

といたします。また、財政調整基金繰入金の増は、今回の補正におきまして歳入予算及び歳

出予算調整後の不足額を補てん措置いたした内容であります。 

  なお、補正後の財政調整基金残高の見込みは、約６億2,800万円となっております。 

  20款諸収入、４項雑入、補正前の金額から168万9,000円を減額し、6,374万7,000円といた
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します。コミュニティ事業助成金につきましては、申請２件のうち１件が不採択となったた

め、今回減額するものであります。 

  21款１項町債、補正前の金額に1,960万円を追加し、３億3,620万円といたします。市民農

園整備事業につきましては、国庫補助額確定に伴い起債発行額を調整減額する内容でありま

す。また、湯ノ沢草崎線のり面対策事業、稲取片瀬線整備事業、小橋熱川線整備事業につき

ましては、国の補正予算を活用し事業実施するため、新たに追加する内容となっております。 

  ２ページをごらん願います。 

  次に、歳出について主なものを御説明いたします。 

   今回の補正予算における人件費につきましては、人事院勧告に基づく給与改定が主な内容

となっております。そのほか、扶養手当や住居手当など全般的な調整をさせていただきまし

たので、御理解をお願いいたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、補正前の金額に9,955万8,000円を追加し、９億1,790万

2,000円といたします。ふるさと納税寄付金の増加見込みに伴い、ふるさと納税寄付謝礼並

びに基金積立金を増額いたします。また、自治会コミュニティ事業助成金では、歳入と同様

に不採択１件分について減額いたします。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、補正前の金額に7,927万4,000円を追加し、10億7,523万円

といたします。自立支援給付費につきましては、サービス利用者が増加し、老人保護措置費

では入所者が１名増加したため、それぞれ不足見込み額を増額するものであります。また、

歳入でも御説明いたしました臨時福祉給付金並びに給付に要する事務費等を増額措置してお

ります。２項児童福祉費、補正前の金額に619万円を追加し、３億1,762万6,000円といたし

ます。熱川地区の放課後児童クラブ利用者増加に伴いスペースを確保するため、旧用務員室

から図工室へ移設いたします。これに伴い、熱川小学校放課後児童クラブ改修工事を増額し、

あわせてエアコンや机、いす、ロッカー等を整備するため、備品購入費も増額いたします。 

  また、子供医療費扶助費につきましては、本年度から医療費の自己負担をなくし完全無料

化としたところでありますが、通院日数が増加していることから今後の不足を見込み増額す

るものであります。 

  ４款衛生費、２項清掃費、補正前の金額に253万9,000円を追加し、５億149万9,000円とい

たします。東河環境センター分担金につきましては、エコクリーンセンターの長寿命化計画

変更に要する委託料の増額に対する分担金の増額措置であります。 

  ５款農林水産業費、１項農業費、補正前の金額に474万1,000円を追加し、２億1,184万円
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といたします。県営中山間地域総合整備事業に伴う奈良本農道の取りつけ道並びに排水整備

の早期実施に向け、測量設計業務委託料を増額いたします。２項林業費、補正前の金額に

112万2,000円を追加し、2,366万7,000円といたします。松くい虫等防除事業委託料につきま

しては、被害量増加に伴い駆除処理費用が不足するため増額するものであります。 

  ６款１項商工費、補正前の金額に715万1,000円を追加し、２億121万3,000円といたします。

町内の経済対策として、商工会が事業主体となりプレミアム付き地域商品券を発行するため、

商工会補助金を増額します。また、東京都で開催される雛の三大つるし飾りイベントへの参

加や長野県の信越放送での観光ＰＲのため、町観光協会補助金を増額しております。そのほ

かには、熱川さくらやまパークへの進入路用地取得のため、土地購入費を増額措置いたしま

す。 

  ７款土木費、２項道路橋梁費、補正前の金額に7,997万3,000円を追加し、２億786万円と

いたします。国の２次補正を活用し事業を実施いたします湯ノ沢草崎線のり面対策工事、小

橋熱川線（熱川橋）補修工事、稲取片瀬線舗装補修工事、道路橋定期点検委託料を増額とし

ております。 

  ９款教育費、２項小学校費、補正前の金額に124万1,000円を追加し、5,468万6,000円とい

たします。熱川小学校放課後児童クラブの移設に伴い、図工室改修工事を増額いたします。 

  ３ページをお開きください。７項育英奨学費、補正前の金額から216万円減額し、144万

7,000円といたします。本年度の貸付額確定に伴い、育英奨学金貸付金を減額いたします。 

  10款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、補正前の金額に400万円を追加し、881万

7,000円といたします。町道桜久保線ののり面復旧のため工事請負費を増額するものであり

ます。 

  ４ページをお開きください。 

  第２表債務負担行為補正でありますが、来年度基幹系システムの更新とあわせ、システム

のクラウド化及びマイナンバーを活用した情報連携が始まることから、国の求める情報セキ

ュリティ強靭化に対応するための機器使用料に係る債務負担行為を追加するものであります。 

  ５ページをごらん願います。 

  第３表地方債の補正でありますが、第１表で御説明いたしました国の２次補正により実施

いたします湯ノ沢草崎線、稲取片瀬線、小橋熱川線の整備に対する起債を追加措置いたしま

す。市民農園整備事業の補助額確定にあわせ借入額を減額しております。 

  なお、起債の方法、利率、償還の方法は、記載のとおりでありますので、ご確認願います。 
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  ６ページ、７ページをごらん願います。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書でただいま御説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず、歳入ですが、補正前の額49億8,518万7,000円に２億8,974万4,000円を追加いたしま

して、52億7,493万1,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額49億8,518万7,000円に２億8,974万4,000円を追加いたしま

して、52億7,493万1,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国県支出金が１億597万3,000円の増、地方債

が1,960万円の増、その他財源は9,678万6,000円の増、一般財源を6,738万5,000円の増とい

たします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  １番、笠井議員。 

○１番（笠井政明君） 済みません、少し歳出の部分で教えていただきたいと思います。 

  ６款商工費の中の２目の商工費です。19節の商工会補助金、プレミアム商品券という御説

明がありましたけれども、300万円。この金額がちょっと大きいので、どういう対策で行う

のかということと、同じく６款商工費、１項商工費の３目観光費の中の19節ですね。町観光

協会補助金。今、イベントとＳＢＣ放送ですかね、のＰＲということだったんですけれども、

これの内訳をちょっと教えていただければと思います。 

○議長（村木 脩君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） ただいまの笠井議員の御質問にお答えいたします。 

  まずは、商工費の商工会の補助金の300万円につきましては、町内経済の低迷する中で年

末に向けて町内の消費喚起を促すための10％のプレミアム付きの地域商品券の発行事業とあ

わせまして、ふるさと抽選会と称して売り出し期間中1,000円以上の買い上げをしていただ

くお客様に抽選券１枚を配布しまして、当選者には町内事業者の食事券や地場産品をプレゼ

ントするということでございます。商工会が実施する景気対策事業に対して補助するもので

ございます。 

  具体的には、商品券4,400セットの発行によりまして、約2,400万円の売り上げによる経済

効果を見込んでおります。 

  続きまして、観光協会の補助金の221万2,000円の内容につきまして、まずは１つ目といた
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しまして、日本三大つるし飾りの共同宣伝事業に85万円でございます。これは、来年20周年

を迎えます雛のつるし飾りまつりにあわせまして、ちょうどいいタイミングということで、

１月16日から２月16日までの32日間、東京浅草の商業施設「まるごとにっぽん」で展示をい

たしまして、九州の柳川、山形の酒田、そして当町の３市町が連携して共同宣伝事業を展開

いたします。 

  ２つ目といたしまして、町観光協会の臨時職員の雇い人料49万8,000円。これにつきまし

ては、来年の１月から３月までの３カ月間、一般質問でも若干触れたと思いますけれども、

観光振興への地域おこし協力隊として１名が町の観光協会へ籍を置いて活動しておりました

けれども、自立して起業を目指したいということで、「ダイロクキッチン」を拠点として業

務を行うことになりまして、空席となっておりました観光協会への補充ということで、引き

続き臨時職員にはフェイスブック等のＳＮＳを活用しての情報発信ですとか、あるいは雛の

つるし飾りまつり等々のイベントへの協力及び支援を担当していただくこととなります。 

  ３つ目といたしまして、ＳＢＣの信越放送、観光交流促進キャンペーン、これに86万

4,000円。この内容につきましては、海のない長野県全域208万人をターゲットにＳＢＣラジ

オで当町のプロモーションを行うもので、同時にエージェントによる１泊２日のバスツアー、

バス２台、80名のツアーも募集をいたします。あわせて、交流旅行企画によりまして、お笑

い芸人にも出演していただきましてトーク＆ライブを行い、当町への誘客のみならず信州の

観光客と東伊豆町民との交流を促すイベントも開催をいたします。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） よろしいですか。ほかに質疑はありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） まず、幾つか説明を受けたいと思いますが、まず１点目で債務負担

行為の関係ですけれども、3,728万ということで金額も非常に大きいんですけれども、ここ

にちょっと見ると行政情報システムということでソフトの借り上げ料ということで毎年払う

ということで、ちょっとこの金額の内訳をもう少し詳しく説明していただきたいということ

が１点目でございます。 

  ２点目ですけれども、町税の関係で歳入の町税で固定資産税の211万6,000円の増額の内訳

内容等について御説明いただきたいというのが２点目です。 

  ３点目に、23ページになりますが、民生費で障害者の自立支援の給付事業で2,200万から

ということで、４分の１の負担ということなんですけれども、ここへ来て非常に大きい金額
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が増額されているなという印象を持っているんですけれども、この要因等についてはどのよ

うなものであるのかお願いしたいと思います。 

  ４点目に、その次の25ページですけれども、臨時福祉給付金の関係ですけれども、支給の

実績状況というものについて、今対象者、それに対して実績としてどのような実績状況で作

業が行われているのか、この点をお伺いしたいと。 

  ５点目に、27ページ、さらに次のページですけれども、放課後児童クラブの増額、改修と

いうことがあったんですが、人員等の具体的に何人から何人に増員する、そのことによって

こういうあれがあると、その人員のところが増えるということは聞いているんですが、ちょ

っとその辺の説明をもう少し説明していただきたいなと。 

  ６点目に、41ページになりますが、教育費、中学校費の関係で、中学校の教育振興事業と

いうことで選手派遣費の補助金というのが、金額的には３万7,000円ということですけれど

も、どういう要因、内容による補正計上になったのか、その辺の説明をいただきたいと思い

ます。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 先ほど、債務負担行為の関係で、議員は、ソフトの借り上げ

というように御解釈していらしたと思いますけれども、これは、総合行政情報システム用機

器の賃貸借でございますので、新しいシステムを入れるということですので、機器の借り上

げ料ということで御理解願いたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 税務課長。 

○税務課長（正木三郎君） 町税についてお答えします。 

  この分につきましては、固定資産税の滞納繰越分でございまして、211万6,000円の増額補

正。これにつきましては、賀茂地方税債権整理回収協議会との共同による徴収の成果と考え

ております。 

  今後も税収の増に努めてまいります。 

○議長（村木 脩君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） まず、自立支援給付費の増でございますが、今年度上半期

の実績が生活介護や共同生活援助などの利用増によりまして、利用見込額が１億8,701万

2,153円となり、現行予算額１億6,500万円との不足額2,201万3,000円を増額補正するもので

す。生活介護の関係ですけれども、35件ほど件数が増えております。また、共同生活援助で

は、奈良本にグループホーム等ができた影響で利用者が増加しているということで、21件ほ
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ど増えているような状況です。こういった状況で増額の要因となっております。 

  次に、臨時福祉給付金の実績ですけれども、春に行いました４月18日から７月19日まで行

った臨時福祉給付金、３万円１人につき支給するものでは、96.2％の支給率となっておりま

す。現在、臨時福祉給付金と低所得の障害遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等新臨時福

祉給付金、こちら合わせまして58.8％の支給率となっております。 

  熱川小学校放課後児童クラブの教室移転に伴う人員につきましては、前年から10名増加し

まして、32名となっております。そういった影響で、現在、旧用務員室が非常に手狭になっ

ておりまして、それで図工室及び図工準備室に熱川小学校放課後児童クラブの教室移転を進

めることとなりました。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 中学校費の教育振興費、選手派遣費補助金の３万

7,000円の増額でございますが、稲取中学校において、陸上競技女子が全国中学校の大会へ

進出したことにより不足を生じたもので、３万7,000円を増額補正させていただくものです。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 山田議員。 

○１４番（山田直志君） そうしますと、まず、債務負担行為の関係ですけれども、ソフトで

はなくて機器の購入ということです。そうしますと、この機器購入等につきましては、どう

いう内容をどういう形で入札なり決定をされたのかというその内容、プロセスというものが

１つお伺いしたいと思いますが、その辺をまずお伺いします。 

  ２つ目に、町税の問題ですけれども、委員会のときも言いましたけれども、確かに頑張ら

れているという部分ある反面、やはり一定連携をちゃんと取っていただいて、納税者等の納

税意識が本当に高まるという形で対応していただくことが必要で、余りその点を私はちょっ

と前から懸念をしているところなものですから、ぜひ十分な配慮、ただマニュアルを決めて

取りにかかればいいということではないだろうというところも含めて配慮をお願いしたいと

思います。 

  自立支援給付につきましては、大体内容は今のことでわかりました。臨時福祉給付金も現

状がどういう状況であるのかということもよくわかりました。 

  ５点目に質問した放課後児童クラブの運営関係なんですけれども、人員の増がこういう形

であったということになりますと、当然、あそこ施設が狭いというのは言われたとおりだと
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思うんですけれども、32人ということのときに職員の体制等については、現状のままで十分

なのか、この辺の問題についても心配される点がございますが、この辺についてはどのよう

な対応をされているのかということをお伺いしておきたいと思います。 

  ６点目の中学校費の問題ですけれども、陸上で全国へということ。私の記憶では、振興費

というのは、今までかなり中体連の大会を中心に補助をしていたのではないかと。それと河

津下田駅伝、こんなのが大体中心としてお金を支出する中身だったのではないかということ

なんですけれども、この辺の、当然別に悪いということではないんですけれども、議論の経

過として今回そういう全国に行かれたと、これを支援すると、いいことだと思っているんで

すけれども、今までの使い方というと、中体連の基本的な大会そして下田河津駅伝というこ

とだったと私は過去のこの使い方について何回か質問しているものですから、予算や決算で。

だったんではないかなと、その辺についてはどういう議論があってこういうことをお決めに

なったのかということについて、背景だけ少し御答弁いただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、税の関係でございます。これは、委員会のときも山田議員から

指摘されました。それ１市５町で広域でやっている中で、やはりうちはうちの町のいろいろ

なことをやっているもので、うちの町のことでやらせていただきたいと言っておりますし、

余りにも事務的にこうやるということは、町のほうもいかがかと考えておりますもので、そ

の辺はまたしっかりとやっていきたいと考えております。 

  また、２点目の放課後児童クラブの関係でございます。これは当然、何しろ狭いから広く

てくれという要望がありましたもので、まず場所を移動しました。 

  指導員の場合は、これからまた指導員と話した中で、もしどうしても足りなかったら１名

追加とかそういうことも当然考慮しなければならんと考えておりますもので、その辺で御理

解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 債務負担行為の情報システムの関係ですけれども、まず賃貸

借ということでリースになりますので、御承知いただきたいと思います。 

  それから、来年の４月１日に基幹系システムを更新する際にあわせて導入しますので、こ

れから契約方法につきましては、入札、随意契約を含めて最適な方法で進めていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長（村木 脩君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 中学校の選手派遣費補助金につきましては、現在でも

中体連、そういった関係について補助金を出している状況です。今回のこの全国中学校体育

大会は、その中体連から続いていって全国大会という経緯となりますので、御承知いただけ

ますようお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） ほかに。御質問はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第62号 平成28年度東伊豆町一般会計補正予算（第８号）を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１１ 議案第６３号 平成２８年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予 

              算（第２号） 

○議長（村木 脩君） 日程第11 議案第63号 平成28年度東伊豆町国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第63号 平成28年度東伊豆町国民健康保

険特別会計補正予算（第２号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ190万円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ23億4,504万6,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入は、一般被保険者延滞金を増額するものであります。 
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  歳出につきましては、高額医療費共同事業拠出金並びに一般被保険者保険税還付金を増額

補正するものでございます。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第63号 平成28年度東伊豆

町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について概要を説明させていただきます。 

  平成28年度東伊豆町の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ190万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ23億4,504万6,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について御説明をいたします。 

  11款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、補正前の金額に

190万円を追加し、400万円といたします。１節、細節１一般被保険者延滞金190万円の増は、

実績により延滞金が増額になっておりますので、増額補正をするものでございます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明いたします。 

  ７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業医療費拠出金、補正前の金額に140万

円を追加し、5,059万9,900円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１高額医療費

共同事業医療費拠出金140万円の増は、高額な薬剤が保険適用になったことに伴う増額でご

ざいます。 

  ３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額23億4,314万6,000円に190万円を追

加いたしまして23億4,504万6,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額23億4,314万6,000円に190万円を追加いたしまして、23億
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4,504万6,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、一般財源で190万円といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 済みません。延滞金で190万入ったということなんですけれども、

通常の考え方でいきますと、本税のほうに滞納とかいろいろあって、そちらのほうの増額も

あって、さらに延滞金が増えるというふうに思って見ていたんですけれども、延滞金のとこ

ろだけ今回は増額されているというのは、その内容というのはどういうことなんでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 今回、延滞金のほうを補正させていただいているんです

けれども、先ほど税務課のほうのお話にもありましたが、今回は賀茂地方税債権整理回収協

議会の発足ということによりまして、そちらの延滞金予算よりもかなり150％ほど大幅に増

額となっておりましたので、今回、歳入といたしましては、そちらだけの補正をさせていた

だくことにいたしました。 

  本税自体のほうも増えておりますけれども、今回につきましては、予算内で収まっている

範囲内ですもので、今回はこちらの延滞金の部分だけを補正させていただきました。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第63号 平成28年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を採

決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第１２ 議案第６４号 平成２８年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算 

              （第２号） 

○議長（村木 脩君） 日程第12 議案第64号 平成28年度東伊豆町介護保険特別会計補正予

算（第２号）を議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第64号 平成28年度東伊豆町介護保険特

別会計補正予算（第２号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に442万8,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ13億4,678万2,000円とするものであります。 

  内容を申し上げますと、保険給付費の増額補正に伴い、法定負担分の増額等を行うもので

あります。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第64号 平成28年度東伊豆

町介護保険特別会計補正予算（第２号）について、概要を説明させていただきます。 

  平成28年度東伊豆町の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ442万8,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ13億4,678万2,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明いたします。 

  ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、補正前の額に119万9,000円を
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追加し、２億2,857万8,000円といたします。１節現年度分負担金、細節１現年度分介護給付

費負担金119万9,000円の増は、保険給付費の介護予防サービス給付費等の増に伴う法定負担

分の増額でございます。 

  ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、補正前の額に167万8,000円を追加し、

３億5,075万4,000円といたします。１節現年度分交付金、細節１第２号被保険者介護給付費

交付金167万8,000円の増につきましても介護予防サービス費等の増額に伴う法定負担分の増

額でございます。 

  ５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金、補正前の額に74万9,000円を追加

し、１億7,854万7,000円といたします。１節現年度分負担金、細節１介護給付費県負担金74

万9,000円の増につきましても介護予防サービス費等の増額に伴う法定負担分の増額でござ

います。 

  ７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金、補正前の額に74万9,000円を

追加し、１億5,658万6,000円といたします。１節現年度分繰入金、細節１介護給付費繰入金

74万9,000円の増につきましても介護予防サービス費等の増額に伴う法定負担分の増額でご

ざいます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明をいたします。 

  ２款保険給付費、２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス給付費、補正前の

額に545万7,000円を追加し、4,164万8,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細

節１介護予防サービス給付費保険者負担金545万7,000円の増は、要支援１、２と認定された

方の介護予防サービスの利用が増加したことによるものでございます。７目介護予防サービ

ス計画給付費、補正前の額に53万5,000円を追加し、551万9,000円といたします。19節負担

金補助及び交付金、細節１介護予防サービス計画給付費保険者負担金53万5,000円の増につ

きましても要支援１、２と認定された方の介護予防サービスの利用が増加したことによるも

のでございます。 

  ４款１項基金積立金、１目介護保険給付費準備基金積立金、補正前の額から127万5,000円

を減額し、4,250万3,000円といたします。25節積立金、細節１介護保険給付費準備基金積立

金127万5,000円の減は、保険給付費が増額となったため、財源調整のため積立金を減額する

ものでございます。 

  ３ページ、４ページへお戻りください。 
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  ただいま説明いたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額13億4,235万4,000円に442万8,000円

を追加いたしまして、13億4,678万2,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額13億4,235万4,000円に442万8,000円を追加いたしまして、

13億4,678万2,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源の国県支出金で205万8,000円、その他で167万

8,000円、一般財源で69万2,000円といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第64号 平成28年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第２号）を採決し

ます。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１３ 議案第６５号 平成２８年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予 

              算（第２号） 

○議長（村木 脩君） 日程第13 議案第65号 平成28年度東伊豆町風力発電事業特別会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 
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○町長（太田長八君） 議案第65号 平成28年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第

２号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ791万7,000円を減額

し、歳入歳出予算の総額を6,286万9,000円とするものであります。 

  保安管理委託料の増額と売電収入の減額により調整をさせていただいたものであります。 

  詳細につきましては、企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） ただいま提案されました議案第65号 平成28年度東伊豆町風

力発電事業特別会計補正予算（第２号）について、概要説明をさせていただきます。 

  平成28年度東伊豆町の風力発電事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ791万7,000円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,286万9,000円といたします 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入ですが、４款１項１目売電収入、補正前の金額から791万3,000円を減額し、6,208万

7,000円といたします。１節細節１売電収入791万3,000円の減は、発電量の減少によるもの

でございます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出ですが、１款電気事業費、２項１目風力発電事業費、補正前の金額に384万

7,000円を増額し、3,414万円といたします。13節委託料、細節01発電施設保安管理委託料

500万円の増は、予期せぬ故障の発生により保守料を増額するものでございます。27節公課

費、細節02消費税等105万5,000円の減は、売電収入の減に伴うものでございます。 

  ２目風力発電基金費、補正前の金額から1,175万6,000円を減額いたします。25節積立金、

細節01基金積立金1,175万6,000円の減は、保安管理委託料の増及び売電収入の減により減額

するものでございます。 

  ３ページ、４ページにお戻りください。 
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  歳入歳出補正予算事項別明細書で補正内容を総括してございます。補正前の歳入及び歳出

予算の総額7,078万6,000円から歳入歳出それぞれ791万7,000円を減額し、補正後の歳入及び

歳出予算の総額をそれぞれ6,286万9,000円といたします。 

  なお、補正予算財源は、一般財源で791万3,000円の減となっております。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いい

たします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第65号 平成28年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第２号）を採

決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１４ 議案第６６号 平成２８年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第２ 

              号） 

○議長（村木 脩君） 日程第14 議案第66号 平成28年度東伊豆町水道事業会計補正予算

（第２号）を議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第66号 平成28年度東伊豆町水道事業会

計補正予算（第２号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、予算第３条に定めた収益的支出の予定額に238万3,000円を追加し、総
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額４億3,872万2,000円といたします。 

  主な内容につきましては、人事院勧告などによる職員給与費の補正と漏水対策などの修繕

費となります。 

  詳細につきましては、水道課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（村木 脩君） 水道課長。 

○水道課長（石井尚徳君） ただいま提案されました議案第66号 平成28年度東伊豆町水道事

業会計補正予算（第２号）について、概要を御説明いたします。 

  総則。第１条、平成28年度東伊豆町水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによります。 

  収益的収入及び支出。第２条、予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正

いたします。 

  支出、第１款水道事業費用、既決予定額４億3,633万9,000円に238万3,000円を追加し、４

億3,872万2,000円といたします。第１項営業費用、既決予定額３億9,507万1,000円に238万

3,000円を追加し、３億9,745万4,000円といたします。 

  議会の議決を経なければ流用することのできない経費。第３条、予算第５条に定めた経費

の金額を次のように改めます。 

  第１号職員給与費、既決予定額8,563万6,000円に30万7,000円を追加し、8,594万3,000円

といたします。 

  ７ページをお開きください。 

  参考資料により、主な補正内容を御説明いたします。 

  収益的支出ですが、１款水道事業費用、１項営業費用の既決予定額３億9,507万1,000円に

238万3,000円を増額し、補正後の予算額を３億9,745万4,000円といたします。この中で、営

業費用全般の給料、手当、賞与引当金繰入額などの職員給与合計で30万7,000円の増額につ

きましては、主に人事院勧告によるものです。法定福利費の32万3,000円の減額につきまし

ては、職員の共済組合負担金率が下がったことにより減額をするものです。また、２目配水

及び給水費、22節修繕費207万6,000円の増額は、漏水対策や設備関係の修繕工事費を補正す

るものであります。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いし

ます。 
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○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第66号 平成28年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第２号）を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１５ 報告第６号 平成２８年度教育委員会自己点検・評価報告書（平成

２７年度分）の提出について 

○議長（村木 脩君） 日程第15 報告第６号 平成28年度教育委員会自己点検・評価（平成

27年度分）の提出についてを議題とします。 

  報告書につきましては、事前に配付したとおりであります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  以上で報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第１６ 各常任委員会の研修視察報告について 

○議長（村木 脩君） 日程第16 各常任委員会の研修視察報告について。 

  報告書につきましては、お手元に配付したとおりであります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  以上で報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第１７ 議会運営委員会所管事務調査について 

○議長（村木 脩君） 日程第17 議会運営委員会所管事務調査についてを議題とします。 

  内容としては、議会運営に関すること、会議規則・委員会条例に関すること、議長の諮問

に関すること、以上の３点です。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議会運営委員会所管事務調査については、

議会運営委員会にこれを付託し、平成29年第１回定例会までに調査することにしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。 

  議会運営委員会所管事務調査については、議会運営委員会にこれを付託し、調査すること

に決しました。 

 

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

 

◎閉会の宣告 

○議長（村木 脩君） これをもちまして、本定例会に付議された案件の審議は全て終了しま

した。したがって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

 (「異議なし」の声あり)  

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は、本日で閉会することに決定しました。 

  平成28年第４回東伊豆町議会定例会を閉会します。 

  御苦労さまでした。 

 

閉会 午後 １時５４分 
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