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開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会の宣告 

○議長（飯田桂司君） 皆さん、おはようございます。 

  平成29年第２回定例会の開会に当たり、議員の皆様におかれましては、公私ともにお忙し

い中、御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  ５月の臨時会において新たな委員構成がなされ、初めての定例会となります。議員各位に

おかれましては、今後２年間、それぞれの役職を議員として務めていただくことになりまし

たので、よろしくお願いいたします。 

  梅雨の季節を迎え、ぐずついたお天気が続いていますが、皆様方におかれましては、健康

に十分御留意されて審議に御精励くださいますようお願い申し上げます。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成29年東伊豆町議会第２回定例会は成立しましたので、開会します。 

 

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

 

◎議会運営委員長の報告 

○議長（飯田桂司君） 議会運営委員長より報告を求めます。 

  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。 

  議会運営委員会より、平成29年第２回定例会の運営について御報告いたします。 

  まず、本定例会には８名の議員の方々より19問の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され、円滑に質疑、答弁がなされますよう御協力をお願いいたします。 

  また、質問通告者の中で、10番議員、14番議員より掲示板の使用、14番議員より資料配付

の願い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、条例の制定案１件、条例の一部改正案が２件、町

道路線の変更案が１件、補正予算案が１件、人事案件が５件、合計10件がそれぞれ日程に組

み込まれております。 
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  条例の一部改正につきましては、説明資料等により簡潔でわかりやすい要点説明とし、ま

た、補正予算の説明につきましてはおおむね50万円以上で説明することが協議決定しました

ので、当局の皆さんもよろしくお願いします。 

  議会からは、議員派遣の議案１件、これは８月に行われる議員研修会において公務災害の

適用などから議員派遣として議決するものです。 

  以上の内容を踏まえまして、本定例会の会期は本日から予備日を含めて６月19日までの４

日間とします。 

  また、節電対応といたしまして、議員の服装については当局と同様にクールビズを実施し

ます。テレビ等で見ている町民の皆様に見苦しくないように御配慮をお願いします。 

  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、議会の運営に関する

こと、議会の会議規則・委員会に関する条例等に関すること、議長の諮問に関すること、以

上３点を閉会中の継続審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、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。 

  以上でございます。 

 

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

 

◎開議の宣告 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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、議長において、11番、森田議員、12

番、鈴木議員を指名します。 

 

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

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（飯田桂司君） 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６月19日までの５日間にしたい

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（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、会期は５日間と決定しました。 

 

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

 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（飯田桂司君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  例月出納検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。 

  なお、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。 

  会議資料につい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。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第４ 行政報告 

○議長（飯田桂司君） 日程第４、町長より行政報告を行います。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 皆さん、おはようございます。 
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  平成29年度第２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、政府が公表した５月の月例経済報告によれば、景気は一部に改善のおくれも見られ

るが、緩やかな回復基調が続いていると、６カ月連続で同じ判断が示されました。また、個

人消費や設備投資などは持ち直しの動きが続き、先行きについても雇用や所得環境の改善が

続く中で緩やかに回復していくことが期待されるとの見解が示されております。上場企業に

おいては、収益力の改善を支えに今年度の配当額が５年連続で過去最高を更新するなど、日

本経済が息の長い成長を続けているところであります。 

  このような中、当町の経済状況の指標の一つであります入湯客数ですが、28年度におきま

しては80万6,131人で、前年対比で１万8,162人の減で、2.2％のマイナスとなりました。減

少の要因といたしましては、団体客の減少に歯どめがかからないことや河津桜の開花が早か

ったことにより、昨年３月の宿泊客が大きく減ったことなどが考えられます。今後は宿泊施

設の人手不足なども懸念されるため、入湯客数以上に宿泊単価の改善などへの取り組みが必

要ではないかと思います。 

  次に、今年の大型連休の宿泊状況は、前半が通常の週末と変わらない日並びとなったこと

から５月３日から５日までの３日間に集中したことにより、連休期間中全般を通じての宿泊

客数はほぼ前年並みの入り込みとなりました。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ておりますが、議員各位におかれまして

も、新たな観光施策や事業についての御提案、また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。 

  それでは、行政諸般の報告をさせていただきます。 

  まず、防災関係ですが、４月18日未明の降雨により県内各地で土砂災害が発生し、さらに

は梅雨時には土砂災害の発生の危険が増す時期となりますので、今月４日に町内全域の崖地、

急傾斜地を抱える土砂災害危険地域の住民の皆様を対象に避難訓練を実施し、土砂災害に対

する知識向上と避難の重要性について周知を図ったところであります。大雨が予想される場

合、土砂災害の危険のある崖地、急傾斜地周辺はもちろんのこと、河川、水路周辺の住民の

皆様にも水害の発生に備え、事前防衛を含めた早期行動をお願いいたします。 

  消防団関係では、４月１日に入団式を行い、新たに25名の消防団員が加わることになりま
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した。また、３月をもって退任された団員の皆様には、長きにわたり消防団活動を通じ地域

に貢献していただきましたことに心から御礼を申し上げます。 

  なお、本年度は２年ごとに開催される賀茂支部消防操法大会の年となっており、11日に南

伊豆町の差田グラウンドで大会が行われ、大型ポンプ操法の部では５分団が第２位となり、

小型ポンプ操法では９分団が惜しくも入賞を逃す結果になりました。４月末より、仕事の終

わった夜間などに練習を重ねてこられました団員の皆様には心より感謝申し上げます。 

  また、９分団におきましては、小型ポンプの賀茂地区の代表として、来る９月10日、静岡

市で開催されます県大会に出場することとなっており、引き続き訓練に励んでいただき、好

成績をおさめられますことを期待しております。 

  ４月13日に発生した白田地区の建物火災では、消防団の出動体制見直し後、初めての火災

でありましたが、水利が近くにない中、倉庫と住宅の部分焼けで鎮火することができ、人的

被害はなかったと報告を受けております。昨年発生した稲取地区の火災を教訓に体制の見直

し、消防署と消防団との消火活動における連携が迅速、的確に行われてきたものと考えてお

ります。引き続き、消防団員の皆様には消火訓練等を通じ、消防署と消防団との連携を図り、

消防団本部、各分団、消防団員１人１人の技能向上、体制強化に努めていただくようお願い

するものであります。今後も想定されるさまざまな災害に備え、災害に備えた安心・安全な

まちづくりをさらに進め、減災に努めてまいります。 

  次に、ふるさと納税寄付金ですが、平成28年度にはインターネット申し込みやクレジット

決済を導入したところ、前年度の11倍以上の大幅な増となり、4,092人、4,662件、２億

6,197万5,018円の貴重な浄財を御寄付いただくことができました。現在、この制度に対し、

豪華な返礼品合戦になっているとの批判もあり、４月１日には総務省より返礼品を上限３割

にするよう通知が発出されたところであります。当町では事前報道により、全て上限３割と

して４月１日から見直しをしております。今後もこの制度を地域経済活性化に活用しつつ、

寄せられた浄財をどのように活用したかなどをしっかりとＰＲして、本来の趣旨を大切にし

ながら進めてまいりたいと考えております。 

  次に、町の特定空き家等に対する基本的な方針を定める東伊豆町空き家等対策計画につい

てですが、東伊豆町空き家等対策計画を平成28年度から協議会を設置し検討を重ねてまいり

ましたが、このたび最終案として固まり、パブリックコメントを経て決定されました。今後

はこの計画に沿って空き家問題に対処してまいりますので、御理解と御協力をお願いいたし

ます。 
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  ４月から若者夫婦世帯の定住を促進するため、町内に住宅を求める夫婦とも40歳未満の世

帯に対し補助金を交付する若者定住促進住宅取得補助金を開始いたしました。現在のところ

数件の問い合わせをいただいておりますが、制度の効果的な活用のために広くＰＲを図って

まいりたいと考えております。 

  当町が指定を受けております半島振興法の地域振興策の一環として、４月１日以降に設備

投資を行う対象業種の事業者に対しまして税の優遇措置がなされることになりました。当町

では固定資産税の軽減を予定しており、本定例会で条例を上程いたしますので、御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

  昨年度より、都市部からのマンパワーを取り入れ、地域の活性化を図るため、総務省の地

域おこし協力隊制度を活用し、３名の隊員を委嘱しております。さらに本年４月から１名の

隊員が町内に移住し、ダイビングショップと伊豆漁協稲取支所のバックアップのもと、天草

漁の存続に取り組んでおります。また、６月からは観光振興とハウスミカン栽培後継にそれ

ぞれ１名が赴任いたしました。３名ともこの町を愛し移住してまいりましたので、存分に力

を発揮してくれることと大いに期待しているところであります。さまざまな機会を捉えまし

て町民の皆様に御紹介をしてまいりますので、町で見かけた際には温かくお声がけをいただ

ければ幸いでございます。 

  次に、税務関係ですが、５月末日で28年度の出納を閉鎖いたしたところ、前年対比で町税

の収納率が若干ではありますが向上する結果となり、あわせて町民税、固定資産税及び軽自

動車税については前年を上回る税収を確保することができました。28年度に発足した賀茂地

方税債権整理回収協議会による効果的な債権の整理回収に加え、困難な徴収事案につきまし

ては、静岡地方税滞納整理機構に移管することにより、専門的な組織のもとで合理的な滞納

整理が行われてきた結果と捉えております。本年度は新たにコンビニ収納を取り入れ、夜間

及び休日における納付機会を設定いたしました。納税者の利便性の向上を図り、納期内納付

を促すことでさらなる税収の確保に努めてまいりたいと考えております。 

  次に、住民福祉関係ですが、５月28日に環境美化推進運動の一環として町内一斉のクリー

ン作戦を実施していただきました。大勢の町民に御参加をいただき、無事終了することがで

きました。町民並びに関係各位の御協力に感謝申し上げます。 

  交通安全関係では、４月６日から15日まで春の全国交通安全運動が実施され、４月６日に

は交通指導員、学校及びＰＴＡ等の御協力をいただき、朝の街頭指導が行われました。参加

いただきました関係各位にお礼を申し上げます。 
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  次に、福祉関係では、消費税率の引き上げに伴い、所得の少ない方への影響を緩和するた

め、現在、臨時福祉給付金（１万5,000円）を支給しております。申請受付期間が５月１日

から８月１日までの３カ月間、役場住民福祉課及び熱川支所で受け付けております。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。 

  また、４月15日にはチャンジーバンドのチャリティーコンサートが開催され、来場された

皆様方から寄せられた浄財３万6,961円を御寄付いただきました。心より御礼申し上げます

とともに、有効に活用させていただきたいと存じます。 

  子育て支援関係では、乳幼児を持つ子育て世帯が各種イベントへ参加しやすい環境を整え

るため、赤ちゃんの駅として授乳やおむつがえを行うテントやベッドなどを整備いたしまし

た。今月より各種イベントに貸し出しを始めましたので、御活用いただきたいと思います。 

  次に、健康づくり関係では、５月15日から健康マイレージ事業をスタートいたしました。

住民の皆様の健康意識の高揚並びに健康で豊かな人生を実践されている方々を奨励し、より

健康づくりを身近なものにしていただくために今年度より取り組んでおります。現在525名

の方が参加しており、今後も多くの方に御参加いただきたいと思います。 

  また、６月12日から９月７日までのうち21日間の予定で健診を行っており、現在1,928名

の予約をいただいております。今後、受診率の向上に向けて９月下旬より個別健診を含む追

加健診を予定しております。 

  健康増進関係では、アスド会館プールでの健康づくり教室や一般開放も従来どおり行って

おりますので、多くの方に利用していただきたいと思います。 

  また、地域コミュニティでの健康づくりを実践するため、奈良本地区をモデルとした健康

づくり教室の開催を進めております。 

  介護保険関係では、介護予防教室を４月から順次開始しております。また、認知症サポー

ター養成講座、安心見守りネットワークの勉強会、介護支援専門員を対象とした防災研修の

開催を６月から８月にかけて予定しており、地域における見守り体制のなお一層の充実を推

進してまいりたいと考えております。 

  次に、建設関係ですが、稲取地区において、去る４月17日夜半から18日にかけて発生した

大雨の影響による町道磯脇線の一部のり面崩壊箇所は現在復旧工事を進めており、町民の皆

様にはしばらくの間、御不便や御迷惑をおかけいたしますが、御理解と御協力をお願い申し

上げます。 
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  次に、農林水産関係ですが、昨年、日帰り型施設のみで仮オープンいたしました東伊豆海

のみえる農園は滞在型10区画を加えて本年４月にグランドオープンいたしました。関係者が

出席する中、20日に開所式をとり行い、地域活性化の第一歩を踏み出しました。また、農業

基盤の整備に関しましては、主に県営の中山間地域総合整備事業を中心に実施しております

が、昨年度に続き地域の実情を見きわめ、県と協議をしながら進めてまいります。 

  奈良本けやき公園では、毎年春恒例の里の朝市を５月27日に開催いたしました。14店舗の

出店があり、関係者を含め457名のお客様でにぎわいました。また、恒例のホタル観賞会の

イベントも５月25日から11日間、奈良本ほたるの会、熱川温泉協会により開催されるなど、

地域の活性化が図られております。 

  次に、水産関連では、伊豆漁業協同組合稲取支所主催の第37回水産祭りが５月３日に行わ

れ、稲取キンメを求め早朝より長蛇の列ができました。地域団体商標登録された稲取キンメ

のブランド力によるものと思われます。 

  また、白田川内水面漁協におきましては、鮎釣り解禁前の５月24日に熱川小学校の５年生

により鮎104キロの放流が行われました。本年度も引き続き地域ブランドの情報発信や守り

育てる漁業を支援してまいります。 

  次に、観光商工関係でありますが、平成29年度も引き続き経済波及効果の裾野の広い住宅

リフォーム補助金の助成制度を実施しております。28年度の実績は57件、補助額938万1,000

円で、対象工事費の総額は7,890万円と大きな経済効果が認められる結果となりました。 

  また、昨年まで商工会が取り組んでおりました東京における宿泊施設の合同企業説明会に

つきましては、今年は県の支援をいただき、商工会の協力のもと、県と美しい伊豆創造セン

ターの主催で５市３町から合計37の宿泊施設が参加し、４月11日に浅草の都立産業貿易セン

ターにおいて実施されました。今後、東京オリンピック・パラリンピックに向け観光産業に

おける人手不足はより深刻になることが予想されるため、引き続き雇用確保の取り組みを支

援してまいりたいと考えます。 

  次に、６月定例会までのイベント関係についてですが、１月20日から３月末まで開催され

た第20回雛のつるし飾りまつりは全ての会場で来場者が増加し、前年に比べ21.7％、１万

8,000人増の10万1,039人と４年ぶりに10万人を超える結果となりました。期間中は港の朝市

の来場者も前年に比べ26％増加しており、河津桜の開花時期が非常に早く、３月の客足への

影響を懸念しておりましたが、今年は20周年という節目の年となったことから、三嶋神社の

雛壇飾りやスタンプラリーなど、新たな試みを実施したことにより町なかを散策する方が増
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え、また、ロケ支援の効果などもあり、５つのテレビ番組の全国放送にも取り上げられるな

どしたことが好結果に結びついたものと考えられます。 

  なお、昨年に続き、雛のつるし飾りまつり、河津桜まつり、伊豆大島椿まつりの期間中を

中心に運行された大島航路の利用者につきましては8,758人と、前年並みの利用者を確保す

ることができました。大島航路利用者による町内への団体・グループによる宿泊につきまし

ては、昨年の倍以上の実績となりました。 

  次に、細野高原山菜狩りについてですが、４月８日から５月７日までの期間中における入

山者は前年比24.3％、497名増の2,534人となりました。特に、町外者に限ると前年比で35％

と大きく伸びておりますが、これはゴールデンウイーク中の天候に恵まれたことに加え、秋

のすすきイベントや積極的な宣伝により細野高原の認知度が確実に上がっているものと評価

しております。 

  次に、４月23日には町ゴルフ連盟主催による第53回町民ゴルフ大会が稲取ゴルフクラブで

開催され、152名の方がプレーを楽しみました。連盟役員各位の御尽力によりまして稲取高

校及び下田高校の生徒11名が参加するなど、新しい取り組みも進んでおります。 

  次に、５月３日から５日の３日間にわたりクロスカントリーコース内において野外音楽フ

ェスティバル「レインボーディスコクラブ」が開催され、およそ2,200名の方が来場されま

した。当イベントは非常に多くの外国人の方が当町を訪問するきっかけとなっており、来場

された方によるＳＮＳでの情報発信も非常に活発で、従来当町に訪れることがなかった新た

な客層に訴求できる、ほかに類を見ないすばらしいイベントへと成長していることを実感し

ているところでございます。 

  次に、６月３日、４日の両日は役場庁舎前の特設会場において稲取温泉どんつく祭りが開

催されました。初日は岡谷市より今井市長、武井議会議長を初め15名の方々を迎え、姉妹都

市交流事業を実施し、両市町の親睦を深めるとともに祭りにも参加をいただき、多くの来場

者と交流をしていただくことができました。 

  次に、６月５日から本日まで大川ほたる観賞の夕べが開催されております。観光客が減少

する６月ですが、地元の皆さんの御協力もあり、今年で第15回目を迎える貴重な観光イベン

トとして定着しております。 

  なお、ＪＲグループ６社による国内最大の観光キャンペーンであるデスティネーションキ

ャンペーン、いわゆるＤＣが平成31年４月から６月にかけて静岡県を対象に実施されること

が決定いたしました。これに先駆け、来年４月から６月にかけてプレＤＣが行われますこと
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から、早急にその準備に取り組む必要がございます。当町に訪れていただいたお客様に御満

足いただくためには観光産業はもとより、町を挙げてのおもてなしが必要になってまいりま

すことから、町民の皆様の御理解と御協力をお願いしたいと存じます。 

  また、例年、「温泉いっぱい花いっぱいキャンペーン」として早春に行われたＪＲ東日本

の伊豆の重点販売が本年から、10月から12月に移動することになりました。当町におきまし

ては、細野高原のすすきイベントや日本百名月に認定されたムーンロードを宣伝するよいチ

ャンスと捉え、誘客に取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、教育関係でありますが、学校教育では本年も４月初旬に各幼稚園、小中学校におい

て入学式が厳粛な中にも晴れやかに行われ、新年度がスタートいたしました。 

  また、５月20日には大川小学校と大川幼稚園、５月27日には稲取小学校、６月３日には熱

川小学校でそれぞれ運動会を実施されました。子供たちの明るい笑顔とともに、皆で力を合

わせ、本年度最初の大きな行事を成功させようとする姿に感動を覚え、将来の学校教育全体

のあり方についても早い段階で方針を打ち出し、具体的に準備を進める必要性を改めて感じ

たところでございます。 

  なお、来年度予定されております大川幼稚園と熱川幼稚園、大川小学校と熱川小学校、そ

れぞれの統合についてですが、４月28日、第１回の統合準備会を開催し、円滑な統合に向け

て具体的な準備を進めている状況でございますので、議員並びに町民の皆様の御理解と御協

力をお願いいたします。 

  社会教育関連では、４月29日に行われました稲取・城東ふるさと学級の開級式を初めとし、

それぞれの文化、生涯学習、スポーツ等の教室や事業がスタートいたしました。この社会教

育関連各種事業に多くの皆様に御参加いただき、活発な活動を行うとともに、町の活性化に

つながることを期待しております。 

  また、５月14日には熱川地区の町民体育大会が熱川小学校グラウンドにて開催され、

1,000余名の町民の御参加をいただきました。当日は天候にも恵まれ、活気あふれた町民の

皆様を拝見し、楽しい１日を過ごすことができました。 

  次に、水道事業関係でありますが、平成28年度水道事業会計の出納を３月31日に閉鎖いた

しました。料金収入は平成27年度第２期分より水道料金を値上げしたことにより、税抜きで

224万6,392円、0.6％増収となりました。また、費用面では主に動力費が電気料金の値下げ

などの影響で906万3,000円、14.6％減少したことなどから、純利益は3,974万4,254円となる

見込みであります。 
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  しかしながら、使用水量は営業用などを中心に減少傾向が続いており、アセットマネジメ

ント計画の策定等を通じての経常経費の縮減や未収金の収納強化を図りながら事業運営に努

めてまいります。 

  終わりに臨みまして、梅雨に入り、アジサイの花が一段と美しい季節となりましたが、町

民の皆様並びに議員各位におかれましては、健康に十分留意され、来るべき夏の観光シーズ

ンが活気にあふれることを祈念いたしまして、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（飯田桂司君） 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、御協力ください。 

 

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

 

◇ 鈴 木   勉 君 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員の第１問、人口減対策に全額免除奨学金制度の導入を

についてを許します。 

  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。 

  今回は２問通告してありますので、答弁のほどをよろしくお願いいたします。 

  第１問、人口減対策に全額免除奨学金制度の導入を。 

  我が東伊豆町でも年々若い人たちが減り続けております。東伊豆町の将来を考えますと、

教育や技術を身につけた若い人たちが一人でも多く東伊豆町に戻ってきて定住していただき

たい。農業や漁業を初め、全ての業種に携わる若い人材、後継者が必要であります。 

  対策として、Ｕターンや卒業後に東伊豆町に戻って定住したりするときには全額免除する

奨学金制度の導入を提案いたしますが、町長のお考えをお伺いします。よろしくお願いしま

す。 
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○議長（飯田桂司君） 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） 鈴木議員の第１問、人口減対策に全額免除奨学金制度の導入をについ

てお答えいたします。 

  昨年の12月定例会にて藤井議員の一般質問の中でも答弁させていただきましたが、当町の

奨学金制度は育英奨学基金の約3,700万円を原資として運営しており、この制度は当町の子

供たち全てに対しまして平等に利用の機会を与えたいという考えを基本としております。 

  御提案いただきました奨学金の全額返済免除は御指摘の課題解決には有効な施策の一つで

あると思われますが、現在の育英奨学基金では必要な財源の割には支援できる人数が少ない

こと、また、限りある基金が枯渇してしまった場合に、その補充について財源の確保が難し

いなどの問題があります。給付型の奨学金にこだわることなく、県内外の先進事例や、また

国の制度等を参考に、今後、支援のあり方を検討していきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 答弁ありがとうございます。 

  私の再質問については、今、町長の答弁いただいた内容とはちょっと沿ったものとは違う

点が多いと思いますけれども、よろしくお願いいたします。私も東伊豆町に対しまして、若

い人たちが町に戻って来てくれます、そういうことを願って今度の質問を考えておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。再質問につきましては私の願いが強くなりますので、

ちょっと長くなりますからよろしくお願いしたいと思います。 

  今ある町長の答弁の中にもありました現行の奨学金制度、これは大学に進学する人だけが

対象のような気がするわけでございますけれども、大学に進学した人たちが卒業後にこの町

に何人ぐらい戻ってきてくれるのかなということが非常に心配されるわけでございます。 

  そこで私が考えましたのは、もっと対象の範囲を広げまして、新たに町独自の全額免除の

制度を創設したらどうかなと提案をするわけでございます。この制度の趣旨は、全額免除を

受けられる人はこの町に住むとかの条件も必要でございますし、また、町に住まない人でも

この制度を利用したら返還をしていただくと、これは従来型と同じような形になるわけでご

ざいますけれども、そういう内容の制度を考えたわけなんでございますけれども、大学だけ

でなく、専門学校にも行く生徒たちもおります。御承知のように、看護師や保育士や介護士、
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それからあと一般的な調理や技術を身につけたりする人、農業や漁業に携わる関係の学校に

行ったりするとか、本当にいろいろな専門学校に行く生徒たちがおるわけでございます。こ

れは大学に行く人たちとはまた違ったコースの人たちのことなんですけれども、地元にこの

人たちが卒業後に就職をする先が少なくて困難な時期でございます。この人たちが帰ってき

て、自分の家業を継ぐ若い人たちにも返還免除の奨学金の制度が受けられる、そのようにし

たらどうかなとも思っておりますし、東伊豆町に住んで、ほかの市や町に就職してもこの町

に住んでいれば対象になるような、そういう制度もこの中に広げていきたいなと思っており

ます。 

  このように、対象範囲を拡大したら東伊豆町に帰ってくる若い人たちが増えるのではない

のかなという私の希望の考え方の中で提案をさせてもらっているわけなんですけれども、町

内の中学、高校生の50％ぐらいは東伊豆町に卒業後は帰ってきたい、住みたい、そういう希

望を持っているそうなんでございますけれども、子供たちを育てている母親、父親に私の今

度の提案を聞きますと、本当に賛同する、そういう人たちが多いのでございます。ぜひ配慮

していただきたいなと思っております。現代の生徒やこれからの児童が全額免除奨学金制度

を利用して、本当に一人でも多く東伊豆町に帰ってきてもらいたい、そう願って私も今発言

しているわけなんですけれども、本当に人口減対策は大きい市でも小さな町でも村でも共通

の課題でございます。 

  東伊豆町でも人口減少対策として答弁いただいたように、いろいろな支援制度を実施して

おりますことは私も承知しております。これらの制度は、今、町に住んでいるのが条件で受

けられるわけでございます。この町が今実施しております支援制度の魅力でどれぐらい、今、

外に学んでいく人たちが戻ってきてくれるのかどうか。本当に若い人たちが町に増えないと

子供が増えないと、言葉が正しいかどうかわかりませんけれども、非常に悩むところでござ

います。 

  人口減対策は一朝一夕で解決できる問題ではありませんが、現状は厳しく、せっぱ詰まっ

ているのではないかなと心配しております。一日でも早く解決の糸口を見つけ出さなければ

ならないと思っております。閉塞感が漂っているときには私みたいな奇抜なアイデアが必要

ではないのでしょうか。答弁いただいたように、町は財源の問題があり、はい、わかりまし

た、すぐに取り組みます、検討しますよとはいい返事はいただけないなと想像しております

けれども、静岡県内でも、ましてや伊豆地区では私みたいな奇抜なアイデアを実施している

市や町はないと思います。ぜひ先駆けて実施できるように町長には検討していただきたいな
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と思っております。東伊豆町の将来を考えますと、地元の若い人たちが一人でも多く戻って

きて定住していただきたい。どうしたら帰ってきてくれるか、今以上の対策が必要であるで

はないかと思っております。どうぞ、町長の考えを伺います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 鈴木議員の本当熱い気持ちは伝わりました。それは、前回の藤井議員

も同じような質問をいたしました。 

  最終的にはもう財源だと考えています。やっぱり一つの人口減対策、若者が町に帰ってく

る、壇上でも言いましたけれども、本当一つの施策であると考えております。これ大変いい

施策でございますので、本当、壇上でも言いました今後の支援のあり方、私としての考えと

してあるのは、今、ふるさと納税が大分よくなってきましたもので、その辺の中でこれの考

えも一つあるのかなという考えがありますけれども、それはただ私の私案でございますから、

これを今後皆さん方と相談しながら、何かいい方法があればこれはひとつやっていきたい。

それはもうやっぱり必ず戻ってきますから、そういう中で、これは人口減対策には有効な活

用と考えております。これは積極的な中でどのような方向が一番いいか、鈴木議員が奨学金

のことを言いました。またほかにももしかしたらあるかもしれませんもので、それを総合的

に考えた中で、これはやっぱり人口減対策の一つとして、また町独自の何かしらを考えてい

きたい、そう考えております。 

  やっぱり最終的には財源の問題が一番のネックになるのではないかと考えておりますし、

今、奨学金を受けている子供たちが何％うちの町に帰ってきているか、それは追跡調査して

おりませんけれども、多分１割帰ってきていればいいではないかとは考えております。そう

いう中で、今、このようなことをやればほとんど受けた方はまた帰ってきますもので、それ

はそれなりの人口の有効な施策の一つと考えますもので、これはちょっと考えさせていただ

きたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 今の町長の中にも財源の問題が一つのネックだろうという気持ちを

察するわけですけれども、財源の問題につきましては後でまた申し上げますけれども、町長

の考え方一つでは何とかなる形もあるんではないかなと私推測しますんですけれども。 

  先ほどの答弁の中にもありましたけれども、国の今、大学に進む貧困の学生のために日本
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学生支援機構という奨学金制度をつくりまして、貸与型しかない制度をこれからは返済不要

の給付型の奨学金にしょうという、無利子の貸与型の奨学金も検討するという、そういうふ

うに国でも返さなくてもいいよと、大学出て働いてくれればというんですけれども、私心配

していますのは、こういう制度というのはすごく立派なんですけれども、国が税金でやるこ

となんですけれども、これを利用した東伊豆町の子供たちというのは、この町に帰ってきて

くれるのかなと私心配するわけなんですよね。 

  ですから、東伊豆町ファーストで考えますと、私たちの子供はやはり私たちのお金で学ん

で、働いていくことを身につけていただいて、自分の技術も身につけていただいて、そした

らこの町に帰ってきて、この町に働いてくださいと、この町のために将来頑張ってください

ね、だから奨学金は返さなくてもいいですよという、そういう制度をつくったらどうですか

ねと提案をしているわけなんですけれども、非常に財源の問題が出てくると金額的には幾ら

ぐらいまでサポートするのか、支援するのか、どうなるのかという金額的なまだ段階はある

んですけれども、私が今言っているのは、一つの考え方の取り組みですからアバウトな面も

あって非常に申し訳ないんですけれども、財源の問題というのは、今みたいに３人とか５人

とかという利用ではなくして、恐らくこういう制度、自分のうちの長男や長女、今はなかな

か一人っ子というのが多いんですから、自分のうちに帰ってきていただきたいという両親も

相当いると思うんですよね。そういう人たちも娘とか息子に奨学金を使って大学だとか専門

学校に行ったら帰ってこいよと、本人もこの金使ったら、もししたら帰ってきてくれるので

はないかなと、そういう気持ちも芽生えていったらば、先ほどの外から帰ってくる人たちが

非常に増えてくるのではないかなと、私、そういう点考えておるわけなんです。 

  それで、この町で若い人たちが増えれば、必然的に子供たちも増えてきますし、また将来

の、ごめんなさいね、自分たちの後継者ではないんですけれども、この町を背負って立つ、

そういう有能な人たちが増えるのではないかなと思うわけです。 

  財源については適当な言葉は使わないでいきたいなと思うんですけれども、先ほどの行政

報告の中にもありましたように、非常によそ様からお金を寄付していただけるという制度が

あるわけですよね。そういう中の一部を基金として積み立てて財源に充てたらどうかなとい

う気持ちでございますけれども、それこそ今私が言っているような形をもし試して、どれぐ

らいの希望があるかどうかとかというアンケートをとったならば、恐らく相当な人数が集ま

るんではないかなと思います。もちろん、この町に帰ってこなかったら、今までどおりに利

息をつけて返してもらうわけなんです。それも無利子でもいいし、返還の時間も長くしても
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いいかもわからない。そういったように、この町の若い人たちの人材にも育てていく。まし

てや、それがこの町に帰ってきたら御褒美として返済はゼロでいいですよと、免除しますよ

という、そういうことを考えているわけなんですけれども、余り言っていることが同じにな

りますから、町長、ひとつまた答弁があればよろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 奨学金免除に関しましては、もう以前から、一番最初のところから言

われたのは、まず医者がいないときに、医者に対してやっぱり奨学金免除をして、こちらに

来てもらったらどうかということも提案されました。そういうわけで、さっき言ったそのと

きはまだ財源大変厳しい中で考えはわかるけれども、うちの町はちょっとそういう余裕はな

いよというのが現状でございました。 

  さらに、この件に関しては本当、議員さん中14番議員も10番議員も保育、看護師とか全て

のことを言われております。そのような中、本当大変いい、広げてこれやらなきゃならない

かなと考えておりますけれども、基本的には財源をいかに持っていくか、これが一番のネッ

クと考えておりますもので、多分これをやれば親たちは喜びますし、子供たちはどうかわか

りませんけれども、そういう中で一応財政的な援助になりますもので、これは大変いい施策

の一つと考えております。その中で、アンケートをとっておいた部分、50％以上の人がやっ

てほしいということに多分なると、これは想像できますもので、あとはこれをいかに実現す

るかということでございます。 

  その他、今提案されましたふるさと納税をやっております。これを一つの起因としてやる、

これもさっき壇上で言いましたけれども、それも一つの考えでございます。これはもうちょ

っと積極的に考えてやっていきたい。どのような方向が一番いいか、国でやっていくと自分

ももうある程度認識しておりますので、国がやっている中で、国がやった場合はやっぱり地

元に帰ってくるとかそういうことだと考えておりますもので、ある程度その辺のことは十分

考慮した中で、これについては積極的に検討していきたい、そう考えておりますもので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 町長の今の答弁はそのとおりだと思うんですけれども、将来に対す

る考え方というのは非常に長い時間をかけるような気もするんですけれども、本当に今です
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よ。今、こういう形の中の考え方を模索していかなければ、先送り、先送りというのはやは

り私は将来を憂える、そういう不安が募るばかりなんですけれども、やってみて、こういう

形をもし町のほうでも私が提案したような形をどうしたら実現できるか、どうしたら多くの

人たちがこういうものを求めているのかどうかとか、いろんな形があろうかと思うんですけ

れども、無駄な私努力ではないような気がするんです。ぜひ町長にも早急にこういう形の中

を担当委員会に言って検討していただきたいなと思いますけれども、その点はどうですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） これを早急にと言われて、では、町といたしましては、この制度をや

ったならば、もう未来永久やらなきゃならないと考えております。せいぜい一、二回やって

財源がなくなったから、もうこれはできないということはできませんもので、その辺は慎重

に、それは一定の時間をかけた中でほとんど何もやらないでは、これは愚の骨頂でございま

すから、それは真剣にやった中で、やっぱり町としてやるからには未来永劫、これを１回や

ったら、もう財源がなくなったからこの事業はやめましょうということは言いたくありませ

んもので、できればその中でものを本当、そういう見通しとか、そういうことが立った中で

やっていきたいと思うし、やっぱり私一番いい考えはふるさと納税が大変順調に今いってお

ります。 

  しかしながら、国のほうが３割の上限を言ってきましたもので今後どのようになるかわか

りませんけれども、やっぱり一つの還元として、またふるさと納税の趣旨として地元の若者

が帰ってくる、これは大変趣旨に合っておりますもので、それを基金とした中でやっていく

のが一つの方法かなと、今自分としてはこれは一つのさっき言った私案でございますけれど

も、その辺はいろいろ検討した中で、また議会のほうにも一応提案していただければまたそ

れもやっていきたいと思いますので、その辺はまた議員の皆さん方も一応どのような方向が

一番いいかということをまた常任委員会かなんかで検討した中で、また町に言ってくれれば

それは検討していきたい、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。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 教育課長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 恐れ入りますが、一言つけ加えさせていただきます。 

  現行の当町の奨学金制度は、無利子で貸与しております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、ひがしいず健康マイレージについてを許します。 
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（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 第２問、ひがしいず健康マイレージについて。 

  全員協議会で健康マイレージ導入について報告を受けましたが、次の点を伺います。 

  マイレージの内容は。 

  どのような特典があるのか。 

  町民へのＰＲ方法は。 

  協力店の充実は。 

  以上をお伺いします。答弁のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 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） 鈴木議員の第２問、ひがしいず健康マイレージについて４点からの質

問ですので、順次お答えいたします。 

  １点目のマイレージの内容はについてですが、この事業は健康に資する行動、具体的には

各種健診の受診による疾病予防や健康増進事業による運動教室への参加など地域貢献活動等、

具体的には個々のボランティア活動や防災訓練への参加などを通じて、健康で豊かな人生を

送ることを実践される町民の方に対し特典を付与し、さらなる健康づくりの実践並びに健康

寿命の延伸を図ることを目的として静岡県が提案するふじのくに健康マイレージ事業と連携

し実施するものであります。 

  次に、２点目のどのような特典があるのかについてですが、一定のポイントをためていた

だきますとポイントカードと引きかえにふじのくに健康いきいきカードを進呈いたします。

このカードは県内約860の協力店と町内50の協力店にてサービスが受けられることとなって

おります。また、アスド会館のプール受付にて提示していただくと、１カ月間の無料利用登

録をさせていただきます。さらに健康グッズなど抽せんでプレゼントする特典を考えていま

す。 

  次に、３点目の町民へのＰＲ方法はについてですが、回覧による案内と各区の総会の折に

特定健診の案内と同時に健康マイレージの説明をさせていただきました。また、現在行って

おります健康教室などで直接パンフレットの配布によるＰＲを行っております。現在525名

の方がパンフレットお持ちになり、事業に参加をしていただいております。今年度の実施期

間は平成30年１月31日までとなっておりますので、今後も町民の皆様の御利用をお待ちして
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おります。 

  次に、４点目の協力店の充実はについてですが、商工会を通じ協力店を御紹介いただきな

がら取り組んでおりますが、引き続きたくさんの町内商店等にお声かけさせていただき、協

力を仰ぐ予定でおります。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 答弁ありがとうございます。 

  答弁いただいている私が聞いていて、なかなか理解しにくいなというのがございまして、

前回も全協のときに、課長のほうからマイレージについての導入はしますよという話を聞い

たときにも私たちもこれをどういう点で理解するのかというのがちょっと私自体もできなか

ったもので、ここでもう少しかみ砕いて説明をしていただきたいなと思っているわけでござ

います。 

  資料を読みますと、健康マイレージというのは何で取り入れるのかというお話がございま

すよね。その中には、町民の方たちに健康への関心を持ってもらいたいと、自分の体を健康

にするというんですか、そういう運動だとかの習慣性を身につけてもらう、そういうことを

目的で、もしそういうことをしてくれたら御褒美を上げますよというのが健康マイレージの

一貫性ではないのかなと私勝手に理解するわけなんですけれども、行政側としたら、やはり

町民の方たちが健康になるという手助けをしていくんだというのがここのポリシーではない

かなとは思うんですけれどもね。 

  それで、特典というのがたしか明記されているわけなんですけれども、特典というのは、

最終的には抽せん会があったりするのが一つですし、それから大きくは静岡県の中に所在す

る商店や旅館やレジャー施設、そういうところの割引券がいただける、これはふじのくに健

康マイレージカードとかという名称になるんですかね。40ポイントたまるとそのカードがも

らえまして、これを持参して加盟店に行けばいろいろなサービスが受けられますよというの

が一つの特典に入るわけなんですけれども、そのカードをもらえるための自分たちの動きの

中には自己申告ポイントというのが、私先ほども言ったみたいに、自分が、今日は自分の体

のためにこういう健康づくりをしましたというと１ポイント自分でつけていいよというのが

自己申告で、それからあと町がやっております特定健診を初めとするがん検診だとか、それ

からアスドの教室だとか、いろいろな町が企画する健康イベントにも参加していただいたと

きには町のほうからスタンプとして押していただけるという、そういう感じでこのポイント
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がたまるわけなんですけれども、40ポイントたまった最初のときに、先ほど言った健康マイ

レージの証明カードをいただいて、それで終わりではないわけですよね。それからまだまだ

健康づくりは続くわけなんですけれども、それから後の健康をつくるときにもらったり、自

分で押したり、町の行事に参加していただいてもらったポイントが40ポイントになると１回

の応募券になるという、そういうのが特典であるわけなんですけれども。 

  私、今回の質問の中でそういうものを理解しながら、初めての企画でなかなか町民の方た

ちに理解できない、なかなかＰＲするのが難しいんではないかなと思いましたものですから、

このカードはどこに行ったらもらえるのかなと思ったら、町の健康づくり課と健康福祉セン

ターでもらえる。今、五百何名とか、520人ぐらいの人たちが持っていますよという形があ

るんですけれども、もっともっと多くの人たちに増やしていくにはやはりもっとポイントを

ためるカードをどうしたらもらえるのかなというものをもっと簡素化しまして、町がやる特

定健診だとかああいうところに、もし持っている人はいいんですけれども、ポイントを押す

スタンプのカードを持っていない人にはその現場でも配付するような形というのはあるのか

なと、こちら向いてやるか…… 

（何事か言う声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 私わからないから聞くんですけれども、現在やっていますよと言え

ばそれでいいんですけれども、カードを配布する、入手する手段としては、もっと身近に入

手できる方法というのはないのかなと思いますし、それから特典という点では、このカード

を入手した後のポイントで応募ができるわけなんですけれども、そこでは町が用意したグッ

ズが当たりますよという形になるんですけれども、特典の魅力アップという形から考えます

と、応募する形もよろしいんですけれども、できれば40ポイントになったら、それが100円

とか幾らかの金券になりまして、加盟する町内の加盟店で利用できるとか、そういうものと

いうものも考えられないのかなと私思うわけなんですけれども、その点については答弁よろ

しくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、事務的なことは原課から説明いたさせます。 

  この中で、これは原課が考えた事業でございます。それで、壇上でも言ったふじのくに健

康マイレージ事業、これと連携しながらやっていく事業でございます。商店に関しましては、

ほとんどふじのくにの健康マイレージ事業、この中に入っております。うちの町もそう、基

本的にはそうだよね。そのように壇上で言ったように、それ以外の方にも町としてはもうこ
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の事業に参加してほしい、そのような商工会なんかの現状でございます。 

  その中で、一番私が思うのはやっぱり県の事業を推進すること、さらにさっき言ったよう

に、健康増進が目的でございますから、基本的にはもう単純に言えばアスド会館の使用料で

もらっておりますけれども、これがたまればアスド会館の使用料１カ月無料になります。こ

れを町民の方に認識してもらうだけでアスド会館をどんどん利用していただきまして、その

後、町民の疾病予防と健康に対してやっていただければ町は大変ありがたいと思います。 

  その後で、終わった後に抽せん会ということでございますが、町いたしましては、これに

加入して商店の活性化プラスそれに付随した中で、アスド会館を利用していただいて健康増

進に努めていただきたい、これが私の願いとするところでございまして、さらにその後に対

しまして抽せん会を行います。 

  今、鈴木議員がポイントを点数にしたらどうかと提案されましたもので、それでどのよう

なことを考えているか、それは原課のほうに説明いたさせますが、それも一つの方法かなと、

それも一つの提案として受けさせていただきますし、さらにやっぱりこれに数多くの町民が

参加して、さっき言った健康増進、町の人が健康になることを願ってこれを始めた事業でご

ざいますもので、多くの方にこれに入っていただいて健康に注意してほしい、これが町の願

いでございますので、これを聞いている町民がいらしておりましたら、多くの方に健康マイ

レージ、東伊豆の健康の事業に参加していただきたいということをお願い申して、原課のほ

うにまた説明いたさせます。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） それでは、まず事業の紹介の方法についてですけれども、

現在、特定健診等が開催されております。その会場においても健康マイレージを始めました

ということで掲げまして、台紙の配布ができるような状態を設けております。当然、健診の

会場で、そこでいただいたものについてはポイントをいただけるというものになっておりま

す。 

  １日にいろいろボランティア活動であったりとか、あるいは自分の健康のためにウオーキ

ングをされたりとか、いろいろな人生を豊かにするというような目的で行われていることが

たくさんあろうかと思います。その中で、１日自分で自己ポイントというのは１点を選んで

いただくという形、それでスタンプポイントと合わせ40ポイントをためていただいて、ふじ

のくに健康いきいきカードという、これ、県内共通のカードでございまして、それと交換を

していただくというような形になります。 
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  ポイントというものが、先ほど特典という中で金券というような形にはならないものかと

いうのもありました。確かに県内でそういうようなことをとっているところもあろうかとは

思いますが、あくまでも事業の目的が健康に資するということが目的でございます。これに

参加された方にはまたアンケートをさせていただいておりますので、そこで出てきたこうい

うものがあったらいいなというようなものを参考にさせていただきながら考えていきたいと

思っています。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 答弁ありがとうね。 

  今、町長を初め、課長の答弁にもありましたように、とにかく町民の健康が第一であると

いう形はこれはみんな同じ願いなんですけれども、その中で特典に魅力をもっと増したりす

るほうがいいのかどうなのか、また将来の担当課のこれ一つの宿題みたいなものだろうと思

うんですけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

  それから、今後の課題としましても、町民の人たちが500人ではなくて、もう1,000人とか

1,500人とか増えてくるのが一つの私たちの願いではないですかね。 

  それから、本当に年寄りは頑張るんだけれども、今子供たちを育てている若い世代、こう

いう人たちが本当にもう生活に追われている、子供に追われているという状況の中で、健康

づくりは二の次ではないかなという心配があるわけなんですよね。そういう人たちにもこれ

をＰＲしていただいて、何とか若いうちからこういう形の中をしていけば年老いても病気に

ならなくて済みますよとかと、そういうことの手助けも担当課の一つの仕事ではないのかな

と思いますけれども。 

  本当にあとは魅力あるというんですか、ごめんなさいね、健康づくりに対する魅力ではな

くて、おまけに対する魅力を、そのためには協力店、今の東伊豆町でも子ども・子育てカー

ドから移行してくる人たちが相当いるんですけれども、私が先ほど申し上げたみたいに、も

し魅力ある形の中での加盟店というものを増やしていく必要があるならば努力は惜しまない

つもりでおりますし、少ない数よりも大きな数が協力店として加盟していただければ、いろ

んな先ほどのこれからの課題なんですけれども、そこで買い物をすることもできるんではな

いのかなと思いますし、本当に町民が健康寿命という形、これに対する意識の高揚、これは

一つの標語みたいになっていますから口を酸っぱくして言うこともないんですけれども、や
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はり健康で長生き。ベッドで横たわった長生きというのは非常に本人もつらいですし、周り

もつらいですから、今こういう取り組み方の中で、若い人たちから始めまして、年老いた人

たちにもやはり健康寿命というものの大切さをまたさらに訴えていただきたいなと思ってお

ります。私でできることがありましたら、またいつでも協力しますからひとつよろしくお願

いします。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） やっぱり、これ一番思うのは健康、町民の。そして若い人たちだと思

うんですよね。基本的には健康増進、また運動教室、これはほとんどもう固定化されており

ます、ある人が。これをいかにして幅を、もっと多くの人に参加していただくか。この事業

に関しては、今考えると鈴木議員が言ったように、若い人たち、これはＰＴＡとかいろんな

ところに出向いた中で、こういう事業があるからどんどんまた健康に対して参加してほしい

ということは投げかけるべきかなということは今思いました。 

  そういう中で、それというのはやっぱり商店の活性化にもなりますもので、壇上でも言い

ましたように、なるべく多くの商店にこれに参加していただきたいと思いますもので、もし

そういうことができましたら、また鈴木議員のほうに力添えいただければ大変ありがたいと

思います。 

  さらに、抽せん会をやるときに、原課のほうから持っている人の意向を聞いた中で、抽せ

ん会の商品、そういうふうな品物でやってきたと聞いておりますもので、その中でどのよう

なまた出てくるか、それを見た中でまたそれは検討していきたい、そういうことでございま

す。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） ただいま参加者の方、若い方からというお申し出もありま

した。この事業の参加の対象は18歳以上という形で、若い方から参加していただけるような

内容とさせています。 

  それから、スタンプのポイントの中にも赤ちゃん教室であるとか、子育て世代の方々も特

典が得られるような配慮をさせていただいておりますので、広く町民の方に御利用していた

だきたいというふうに思います。 

  それから、加盟店の魅力ということでスタンプカードの配布のときに、一緒に町内の加盟
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店のサービス内容については添付をさせていただいております。県内については県のホーム

ページ等で紹介をされております。もちろん町内の加盟店の方は、今後、県のホームページ

のほうで御紹介もさせていただくことになります。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で12番議員の一般質問を終結します。 

  ここで10時55分まで休憩します。 

 

休憩 午前１０時３９分 

 

再開 午前１０時５４分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 栗 原 京 子 君 

○議長（飯田桂司君） 次に、３番、栗原議員の第１問、交通弱者の移動支援についてを許し

ます。 

  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） こんにちは。 

  ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして質問をさせていた

だきます。 

  まず初めに、交通弱者の移動支援について伺います。 

  高齢者の免許返納などの増加に伴い、通院や買い物、銀行、郵便局等への移動手段として

の支援が今後さらに重要になると思われますが、次の点を伺います。 

  １、現在、町が行っている移動支援は。 

  ２、これからの支援体制をどうお考えか。 

  ３、有償ボランティアによるデマンド型交通の導入を提案するがいかがか。 

  以上３点、よろしくお願いいたします。 
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○議長（飯田桂司君） 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、交通弱者の移動支援については３点からの質問で

すので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の現在、町が行っている移動支援はについてですが、公共交通としては自主

運行バスを大川から稲取志津摩まで１日に5.5往復運行をしております。その他では身体障

害者２級以上の方にタクシー及びガソリン助成金の交付、また、１人での移動が困難な障害

者に対し、介護事業者による移動支援を委託しております。 

  次に、２点目のこれからの支援体制をどうお考えかについてですが、町では町内の交通対

策について地域公共交通会議という組織を設け、現状把握と対策を検討し、町の状況に応じ

た最適な公共交通について協議しております。さらに本年は東伊豆・中伊豆地域公共交通網

形成計画を広域で策定いたします。策定に際し、地域公共交通の現状・問題点を探るため実

態調査を行いますので、それの結果に基づき課題を洗い出し、解決に向けての取り組みを定

めてまいります。それに沿って対策を整えていきたいと考えております。 

  次に、３点目の有償ボランティアによるデマンド型交通の導入を提案するがいかがですか

についてですが、御提案のデマンド型交通ですが、道路運行法に定める自家用有償旅客運送

のうち、同法施行規則に定める公共交通空白地有償運送のことと思われます。これはＮＰＯ

等が自家用車を用いる登録ボランティアドライバーを使って輸送事業を行うというものです

が、この制度はいわゆる過疎地域に適用されるもので、当町においては該当になりませんの

で、御理解をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） ３番、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。 

  近年、交通事故件数はゆるやかに減少しているということですけれども、その中でも高齢

者ドライバーによる交通事故は増加傾向にあって、これはテレビ等でも取り上げられること

が多くて、大きな社会問題にもなっています。高齢者の免許証返納後も検討していても、み

んな、現在の交通状態だとなかなか不便で免許返納に踏み切れないという方がたくさんいら

っしゃると思うんです。社会問題になっている高齢者の交通事故、また免許返納を推進して

いくためにはやはり地域の交通整備というのは大変重要な課題になってくると思います。 
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  今、全国の自治体でさまざまな交通に対しての対策を講じていますけれども、近年導入さ

れているのが、多いのがデマンド交通と呼ばれるものであります。路線バスとかタクシーの

中間に位置するような交通網でありまして、事前に予約して１人の場合もあるし、また乗り

合いの場合もあるし、予約によって交通移動するという特徴がありまして、運行方式もさま

ざまなものが用意されているようであります。ただこれは既存の公共交通に配慮をして、あ

くまでもサブシステムという感じでの運用になるかと思うんですけれども、中部運輸局管内

でも平成20年以降に相次いでデマンド交通を導入する自治体が増えているそうであります。

26年度には50を超える自治体でデマンド交通を運用しているそうであります。ただ、現実始

めてみると見込んでいた人数よりもかなり利用する方が少なかったりとか、あと当初は利用

していてもやはり不便さから、だんだん利用の数が減っていくという課題もあるように聞い

ております。 

  課題も多いシステムであるともいわれていますけれども、ほかにでは何かそれにかわるよ

いシステムがないかということをいろいろ考えたんですけれども、そこで見つけたのが先ほ

どの有償ボランティアによるデマンド型の交通整備でありました。町長の答弁の中に東伊豆

町は過疎地ではないためにこれが適用されないということでありましたけれども、ちょっと

何か参考になればなと思って、例を２つお話しさせていただきたいと思います。 

  １つは、青森県の佐井村というところです。これは面積が136キロ平米で、南北40キロに

わたる細長い地域だそうです。人口は977世帯の2,149人の５月31日現在そういう小さな村で

あります。平成18年から社会福祉協議会が協力をして、社協の職員と住民とで合わせて18名

のドライバーを用意して、それでボランティア運送を行っているそうです。車はドライバー

のものが持ち込みでありまして、村の中を８つのエリアに分けて、エリア内が幾ら、Ａから

Ｂまでが幾らというふうに料金設定をしてあるようで、大体がタクシーの半額程度の目安に

なっているそうであります。 

  もう一つが徳島県の上勝町、これは葉っぱビジネスで有名な地域だそうですけれども、こ

こが面積が207キロ平米、人口は1,482人の町であります。ここはシルバー人材センター事業

の一環としてＮＰＯ法人が事務局を請け負い、有償ボランティア輸送事業をしている町であ

ります。ここは料金は走行距離によって算出されて、１キロ100円、送迎料金が300円、待機

の場合は10分間で100円の料金が加算されるということで、こちらもやはりタクシーの２分

の１の料金を目安に運用されているようであります。 

  この２つともですけれども、背景には2006年10月の法改正がありまして、白ナンバーで輸
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送し料金をもらうことは違法でありましたけれども、過疎地では運輸支局に登録することで

登録ドライバーはお金をもらって輸送ができるようになったという背景があったそうです。 

  また、ドライバーが二種免許を保有していない場合は、以前は年に一度、自動車事故対策

センターの適性診断の受講が義務づけられておりましたけれども、国道交通大臣認定講習を

１回受講すれば大丈夫というふうになったそうであります。それによって有償による交通整

備規制が緩和され、システムを整備しやすくなったということであります。 

  今やっぱりどこの自治体もなかなかこの交通システム問題がありまして、いろんな方法は

あるんですけれども、それぞれにやはり課題があって、これという決め手がなかなかないの

が現状であるようであります。ただ、やはりここをちゃんと整備をしておかないと高齢者の

人は免許返納に踏み切れなかったりとか、今現に免許がない人は大変に不便な思いをしてい

るということで、町としても自主運行バスを１日5.5往復されているということで、学生さ

んたちがほぼ多いのかなというふうには思うんですけれども、やはり5.5往復とはなかなか

少なくって、それに合わせて自分を行動していくというのも面倒くさい部分もあるのかなと

いうふうに思います。 

  国のほうは、今地域包括ケアシステムのように、地域のことは自分たちで解決をしてくだ

さいねという流れになっていると思うんですけれども、交通のほうも本当に大変難しい問題

ではあると思いますけれども、東伊豆町に適した何かシステムを早急に構築していただきた

いなというふうに思っております。よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは一括みたいな形になりますけれども、基本的にうちの町の交通

体系、本当に今質問した栗原さんのでいいのかと私自身も思っております。壇上で言いまし

たけれども、この地域公共交通管理というのは各交通関係の方、さらに静岡県においては沼

津の国の関係者も入ってきた中で１年に１回それをやっております。その中で、自分も今の

ままでいいのかなというようことで、きめ細かく町内をまわるようにしたらどうかというこ

とを提案している中で、そこで検討しておりました。さらに、壇上で言ったように、今後ま

た広域でやりますもんで、そういう中でも自分としても果たして5.5往復ね、これでいいの

かということは自分でも思っておりますし、また議会のほうからも一応そういうことも言わ

れておりますもんで、とりあえずこの地域公共交通会議の中において、町内をきめ細かくま

わるような方向でも町はやっていきたよということは提案しおりますもんで、できるだけこ

の東伊豆町に沿った方向、これはやっていきたい、そう考えております。 
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  デマンドバス、私もそのとおりだと思う。この一般質問があった中に、以前半年くらい前

かな、ＮＨＫで京丹後市を特集していたんです。インターネットから調べました。その中で、

それまではわからなかった、これは大変いい事業だから私もやりたいなと考えたら、これを

見るとやっぱり過疎地域でそういうんじゃなきゃできないと思って書いてあります。その中

で、過疎地域なんかにそんなことを言えませんけれども、それが一つのできない理由でござ

いまして、京丹後市の場合は基本的に合併した中で、丹後町は過疎だけれどもほかのところ

はなくなっているから、丹後町からそっちへ行くのはいいんだけれども、逆に過疎地域に上

がっていくことはこれがとれないもんで、そういう問題点もありだと言われましたもんで、

ＮＨＫで見たときはこれは大変いい事業だからうちの町もやりたいなと考えた中で、やっぱ

り過疎地域ということでできないもんで、それが大変苦労しているという。 

  何しろこれからの問題は、やっぱりこの東伊豆町におけるこの交通体系、どのようなこと

が一番いいかということを考えた中で、一番重要なやつは、さっき壇上で言った地域公共交

通管理、これが一番の大事な会議でございますもんで、これで町の現状を訴えた中で、この

東伊豆町に一番適する公共交通体系、それを整えていきたい、そういう考えでございますも

んで御理解願いたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） ３番、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。 

  その地域の交通、足となることがちゃんと充実していないと、なかなか高齢者の方とかは

外に出づらくなってしまいます。やっぱり外出しないということは、なかなか精神衛生上も

よくないと思いますし、身体の機能も衰えていく、大げさにいってしまえば介護予防の面か

らもどんどん元気に外に外出していって、いろんな人に会って、いろんな行動を起こしてい

ただきたいなというふうに思いますので、地域交通会議、これでぜひ、やっぱりちゃんと慎

重に検討しないと、やったはいいけどやっぱり上手くいかないということも多々あるようで

すので、慎重に検討していただいて、使い勝手のよい、本当にサブシステムなので、どうし

ても公共交通に配慮するあまり使い勝手が悪いという意見なんかもよくあちこちで出ている

ようでありますので、使い勝手のいいものをしっかり慎重に検討していただいて、１日も早

く整備をしていただけるようによろしくお願いしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、不育症の対策についてを許します。 

  ３番、栗原議員。 
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（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 次に、不育症の対策について伺います。 

  なかなか赤ちゃんが授からない不妊症は広く周知されていますが、不育症については認知

度が低く、知らない方も多くおられることと思います。厚生労働省不育症研究班の定義では、

「不育症とは妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを２回以上繰り返して、結

果的に子供を持てない場合をいう」とされています。患者数は全国で140万人ともいわれ、

妊婦さんの16人に１人が不育症ともいわれており、東伊豆町でも悩みを抱えている不育症の

方がいらっしゃるのではないかと考えるところであります。 

  原因はさまざまですが、検査と治療によって８割もの不育症の方が出産に成功することが

わかっています。ただし、不育症の検査、治療は保険適用外のものが多く、平均で六、七十

万円と高額な医療費がかかるのが現状であります。子供を望む御夫婦にとって、身体的にも

精神的にも、そして経済的にも負担はかなり大きいものと思われますが、次の３点について

町の見解を伺います。 

  １点、不育症について広く周知していくお考えは。 

  ２点、相談体制はどうなっているのか。 

  ３点目、高額の医療費の負担を軽減するための助成のお考えは。 

  以上３点について御答弁をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 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） 栗原議員の第２問、不育症の対策については３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点目の不育症について広く周知していくお考えについてですが、不育症につきま

しては研究が進み、その検査方法や治療方法が確立されてきました。そのため、認知は広が

りつつありますが、一般的な認知度はまだ低いと思われます。少子化対策の観点からも必要

と思われますので、今後、広報ひがしいずなどを通じて、広く周知を図ってまいりたいと思

います。 

  次に、２点目の相談体制はどうなっているのかについてですが、保健センターなどの窓口

で相談を受けた場合は、県が設置する静岡県不妊・不育専門相談センターを紹介することと

しております。 
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  次に、３点目の高額な治療費の負担を軽減するため助成のお考えについてですが、現在町

では相談の事例がなく、不育症治療への助成は行っておりませんが、少子化対策の観点から

も県が行っている不妊・不育症総合支援事業の治療費助成制度を活用した助成について、今

後検討をしてまいりたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） ３番、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。 

  不育症については、医師のほうからも精神面については家族や周りの人がそれぞれ支えて

いくことが必要とされています。体の治療と同じか、それ以上に大切なのは流産や死産を繰

り返すことで疲弊した精神面のケアだとも言われています。そのためにも、不育症について

正しく広く理解してもらうことは大変に重要なことと思います。 

  本人が自分が不育症だということを気づかない場合も多々あるようであります。医療機関

においても習慣流産ということで片づけられてしまって、適切な治療が受けられない場合も

見受けられるようであります。この不育症の周知、認知のための周知はぜひお願いしたいと

思います。 

  また、強い心のストレスを抱えていることや不育症について誰にも相談できないで、１人

で悩んでいる方も多いという問題点も指摘されておるところであります。相談体制について

も周知が必要であると考えています。県のほうの相談窓口があることは存じ上げていますけ

れども、そこにつなげていく役目を町のほうでも周知をぜひお願いしたいと思います。 

  助成の件なんですけれども、全国で初めてこの不育症についての治療の助成を導入したの

が、2010年に岡山県の真庭市が導入されたそうです。このときにそれをテレビのニュース等

で取り上げられてから、全国の自治体に広がりつつあるということで、先ほど町長もおっし

ゃられましたように、不育症というのは少子化対策としても大変重要な施策の一部であると

思われますし、また本当に高額な医療費のためになかなか治療を諦めてしまう、子供を持つ

のを諦めてしまう御夫婦もいらっしゃるかと思いますけれども、その一部を町が助けてあげ

て、出産につなげていけるような体制というのは必要であると思うんです。 

  町の相談窓口なんですけれども、できたら女性職員の方に対応していただく、もしくは女

性職員にすぐつなげていただけるように、やはり内容的になかなか相談しづらい内容でもあ

ると思いますので、そこら辺は徹底をお願いできたらなというふうに思います。よろしくお

願いします。 
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○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） すみません、本当恥ずかしい話ですけれども、私も不育症を栗原議員

の質問で初めて知りました。不育症という言葉を初めて知ったのはインターネットで調べま

した。その中で県内で11市町が実施していると。その中でほとんどが不妊、不育の助成にな

っているんです。だから、考えればうちの町も不妊の要綱がありますから、これは早急に不

育のやつもつくった中で、これは早急につくっていけるのかなと思いました。その中で不育

症の要綱、これは早急につくったなら、検討委員会がありますもんで、それを早急に要綱を

つくった中で、もう県が手を挙げましたもんで、いつきてもすぐにできるような方向です、

これは要綱をつくっていきたい。壇上では検討すると言いましたけれども、これはもう早急

に要綱をつくりますもんで、その辺は理解願いたいと思います。 

  そして、いろんなところを見ますと相談窓口はみんな県になっているみたいです。基本的

にはどこの町の要綱を見ましても、相談は一応県のほうにお願いしますといっておりますも

んで、町独自で相談を果たしてできるかどうかということは考える。もしやるとしたらこう

いう微妙なあれですから、当然女性諸君が対応しなければならないとは考えております。そ

の不育症に対しましては、早急に副町長を筆頭相談に指示いたしまして、この要綱はつくっ

ていきます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ３番、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。 

  県のほうもこの不育症対策については動き始めておりますので、ぜひ連携をとりながら体

制を整えていただきたいと思います。本当に先ほど町長のほうか相談がなかった、そういう

事例は今までなかったということですけれども、不育症自体が多分周知もされていないし、

治療に高額がかかるというところまで行き着いていない方もいらっしゃると思うんです。治

療があるということも知らないかたもいらっしゃると思います。まずは情報の周知をよろし

くお願いいたしたいと思いますし、また周知した後でも不育症で悩んでおられる方は少数か

もしれない、町でそういう体制を整えても、実際相談に来るのは二、三人かもしれないし、

もしかしたらたった１人かもしれないけれども、そのたった１人のために本当に守ってあげ

て、子供を持ちたいという望む思いを実現させてあげるお手伝いをできるように、そういう

思いで取り組みをぜひよろしくお願いいたしたいと思います。 
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○議長（飯田桂司君） 次に、第３問、在宅重症心身障害児者の支援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） 続きまして、在宅重症心身障害児者の支援についてを質問いたします。 

  静岡県内の在宅重症心身障害児者は、平成27年で1,562人、平成10年と比較して11倍にな

っており、東伊豆町でも増加が予想されると考えますが、次の点を伺います。 

  １、現在町が行っている在宅重症心身障害児者の支援は。 

  ２、介護する家族の精神的、肉体的な負担を軽減するために、医療機関でのショートステ

イ利用の体制を整備する必要があると考えるがいかがか。 

  ２点、御答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 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） 栗原議員の第３問、在宅重症心身障害児者の支援については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点目の現在町が行っている在宅重症心身障害児者の支援はについてですが、医療

機関に対応した支援では、重度障害者医療費等助成事業を実施しており、自立支援としてヘ

ルパー利用、施設通所、ショートステイ、補装具及び日常生活用具等の給付事業を行ってお

ります。 

  また、生活支援としては一時的に施設等で預かり、家族にリフレッシュしてもらう日中一

時支援事業や常時見守り等を伴う移動支援事業、重度障害者児タクシー費等利用助成事業、

障害者相談支援事業などで在宅重症心身障害の方の支援をしております。 

  ２点目の介護する家族の精神的、肉体的な負担を軽減するために、医療機関でのショート

ステイ利用の体制を整備する必要があると考えるがいかがかについてですが、現在伊豆東部

総合病院におきまして、空きベッドがある場合、肢体不自由な方の短期入院ができますので、

在宅重症心身障害の方の御家族の負担を軽減するためにも、利用を促進していきたいと考え

ております。 

○議長（飯田桂司君） ３番、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。 



－35－ 

  町内の在宅の重症心身障害児者は10名ほどいらっしゃるというふうに伺っています。自宅

で生活する重症児者の家族は看護や介護で疲れ切ってしまうことが多いと考えられます。安

心して見てもらえる施設が身近にないのが現状であります。先ほど町長の答弁の中で、東部

総合病院で肢体不自由児の方の短期入院があるということでおっしゃっておりましたけれど

も、病院側では通常の入院の医療報酬のほうが福祉サービスより単価が高いことがあったり

とか、そのための申請事務の手続の方法がよくわからないために受け入れに踏み切れない病

院も多いようであります。ありがたいことに東部では受け入れてくださるということではあ

りますけれども、これ条件が多分緊急時、社会的事由とかに限られたことではないのかなと

いうふうに思うんですけれども、できたら日常的に何でもなくてもちょっとリフレッシュす

るために受け入れてくださる態勢があるとありがたいのかなというふうに思っておりますが

いかがでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） この点につきましても、本当に町のほうにも何とか必要ということで、

その家族の方からも一応二、三の要望がありました。それは町単独ではちょっと厳しいから、

賀茂でやったらどうかという中で、話が一時中断しているのが現状でございます。そういう

中で東部のことを言いまして、この短期入院、またこれは町のほうでも広報していきたいと

思いますけれども、この中で短期入院でということで、まず空きベッドのことが大前提でご

ざいますけれども、介護されている家族の休養とかいろいろありますもんで、そういうこと

は多分ふえていくと思いますもんで、これはまた町の広報か何かでこういうことができます

よとかという周知徹底していきたいと考えております。 

  その中で、今、栗原議員が言った報酬の関係で、平成29年当初予算で助成制度ができまし

たもんで、また後でやりますけれども、一応当初予算が450万円のうち県が２分の１、市町

２分の１、これを助成するようなことができましたもんで、病院というかまた一般に入る人

のほうも多少財源的なこともできるんじゃないかと考えておりますもんで、その辺は御理解

願いたいと。 

  何しろこの東部さんがやっているこの短期入院、レスパイトというらしいけれども、これ

をある程度町民にはちょっと周知していきたい、そう考えております。 

  多分、日常生活で介護される御家族休養とこの中に書いてありますもんで、多分そういう

かたは空きベッドがあれば短期レスパイトに適合すると思いますもんで、それは大丈夫じゃ

ないかまたそれは確認しておきます。 
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  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ３番、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。 

  レスパイトケア、本当に重要な、大切なことだと思います。東部総合病院がそこに取り組

んでくださっているということは本当にありがたい、町も本当にありがたい病院だなという

ふうに思うんですけれども、ただ、やっぱり周知がされていないと、なかなかそのサービス

も使いこなせていないので、病院側がそういうことをやりますよと言ってくださっている以

上は、町がそういうことがありますよというのは町民に周知していく責任があるのかなとい

うふうに思います。 

  先ほども述べましたように、今までだと大体そういう短期入所、ショートステイは冠婚葬

祭などの社会的事由やケアを担っている家族の病気だったり、事故だったり、けがだったり

そういう緊急時のみの適用になっていたと思いますし、また入院という形をとっていたと思

うんです。ただ、それだとやっぱり利用する家族がふだんなんでもないときに利用しづらい

のかなというふうに思います。もっと気軽に利用できる体制があったらいいのではないかと

いうふうに考えます。 

  高齢者の方は介護サービスでショートステイをうまく利用しながら、本当に上手に休養を

とっている家族もありますし、また子育て世代は今回始まったファミリーサポートで日中の

ちょっとした困りごとのときに預ける体制も整っている。でも、重症心身障害児者の家族の

方はなかなかそれが上手に利用できていないのかなというふうに思いますし、また預けるこ

とは何も積極的に上手に利用していただいて、しっかりと休養をとっていただきたいなとい

うふうに思います。 

  預ける先も人によっては医療的処置が必要な方もいらっしゃると思うんです。酸素の管理

だったり、痰の吸引だったり、また経管栄養だったり、東伊豆町にどういう方がいらっしゃ

るかと詳しくよくわからないんですけれども、やっぱり安心して預けるには医療機関が一番

なのなかというふうに思いますので、ぜひこれ県のほうも、先ほど町長おっしゃいましたけ

れども動き始めましたので、ぜひ町もこのタイミングでしっかりと整備をして、周知をして

いただいきたいなというふうに思います。 

○議長（飯田桂司君） 答弁はいいですか。 

○３番（栗原京子君） はい、いいです。 



－37－ 

○議長（飯田桂司君） 以上で３番、栗原議員の一般質問を終結します。 

  この際、午後１時まで休憩します。 

 

休憩 午前１１時２７分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 笠 井 政 明 君 

○議長（飯田桂司君） 午前に引き続き、一般質問を行います。 

  １番、笠井議員の第１問、大川幼稚園・小学校統合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） 皆様こんにちは。私は事前通告どおり３つの質問を提出しております

ので、御答弁のほうをよろしくお願いいたします。 

  １つ目ですが、大川幼稚園・小学校統合等についてお伺いをさせていただきます。 

  １つ目、大川幼稚園・小学校が熱川幼稚園・小学校と統合し、通学にはスクールバスが運

行される予定ですが、運行ルートと便数についてお伺いいたします。 

  ２つ目、スクールバスについて、大川・北川地区以外の運行予定は検討しているでしょう

か。 

  ３つ目、統合後の幼稚園、小学校、また中学校の中長期的ビジョンはどのようにお考えか

御答弁お願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 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、大川幼稚園・小学校統合等については３点からの

質問ですので、順次お答えいたします。 
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  まず、１点目の大川幼稚園・小学校が熱川幼稚園・小学校と統合し、通学にはスクールバ

スが運行される予定だが、運行ルートと便数についてですが、まず運行ルートですが、案と

いたしまして大川公民館前を始発とし、海岸付近に住んでいる生徒については二度山商店前

にて乗車、そして国道135号線を経由し、北川地区の児童を北川バス停にて乗車させ、熱川

小学校プール前駐車場を終着と考えております。 

  次に、便数ですが、これまでの地区説明会の中で、登校時１便、下校時２便を基本とする

案を御説明させていただいております。なお、大川小学校と熱川小学校では、円滑な統合に

向けて、交流を計画しております。その際、実際に近い形でバスを運行し、そこで出たさま

ざまな課題について検討するとともにその改善に取り組んでいきたいと考えております。 

  ２点目のスクールバスについて、大川・北川地区以外の運行予定は検討しているかについ

てですが、町の基本的な考え方として、児童、生徒の通学距離の捉え方は国の基準に従い、

通学距離は小学校で４キロメートル以内、中学校で６キロメートル以内という基準をおおよ

そ目安としております。しかし、通学路の安全の状況や地理的な条件も考慮した上で決定さ

れることも考えております。このたびの大川小学校につきましては、統合することで児童の

通学距離の延長に伴い、負担面や安全面にも配慮し、スクールバスの運行を決定いたしまし

た。また、北川地区の児童につきましても、現在路線バスを利用している実態がありますの

で、運行予定のルート上にある北川地区についても利用可能といたしました。 

  大川・北川地区以外の運行拡大につきましては現段階では考えておりませんが、現在町全

体の幼稚園、小中学校の教育のあり方について、その方向性を決定するため検討を行ってお

ります。それと同時、今後児童、生徒の通学のあり方についても検討する必要を感じており

ますので御理解をお願いいたします。 

  ３点目の統合後の幼稚園、小学校、中学校の中長期ビジョンはどのようになっているかに

ついてですが、当町全体の学校教育環境整備につきましては、東伊豆町学校教育環境整備委

員会より、本年３月24日最終答申をいただきました。その最終答申は、当町の学校教育にお

ける現状と今後10年の見通し、さらにその先の将来展望についても考慮し、検討がなされた

結果、学校教育は一定の人数が確保された環境で、子供たちのかかわり合いを重視すること

が大切である。また、未来を見据え、より地域と一体となった東伊豆町の教育を目指すべき

であるとした上で２つの案が示されております。まず、中学校を統合し、幼稚園、小学校は

できる限り現状を維持する。もう一つは、熱川、稲取両地区にそれぞれ小中一貫校を整備す

るといった内容であります。この答申に基づき、これまでに２回総合教育会議を開催し、協
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議を行っておりますが、今後さらに検討を重ね、本年度中の方向性決定を目指しております。 

○議長（飯田桂司君） １番、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。 

  バスのルートについては確認いたしました。ありがとうございます。大川地区から出て、

北川を通って小学校まで行くよということと、朝は１便、下校は２便ということで、１日の

地区の説明会の内容とか議事録等を見させていただいて、ことし試験的にやっていきながら、

時期を見て、４月の時期は３便にしたりとかというふうな柔軟な対応が取られるのかなと思

っております。 

  ただ、ほかの地区に関しては現在考えていませんということで、距離の規定としては小学

校で４キロ、中学で６キロという形だと思うんですが、先ほど安全面を考慮して検討する価

値があるということでありまして、議事録の中を見させていただいたりとか、説明会の中を

見させていただくと、答弁の中には片瀬、白田地区からそういう声は上がっていないという

部分が出てきていて、なので考えていませんというお答えがあったかと思います。 

  実際問題、片瀬、白田地区から歩いて行くといっても、低学年の子たちはお母さんたちが

途中まで送っていったりとかしているのが現状です。雨の日に関しては地区のお母さん方が

順番だったりとか個々に送っていったりとかしているのが現状でございます。歩いて行くと

いってもそれなり距離があったりとか、あとは安全面ですね。昔は児童が多かったので登校

時間帯とかも子供が集まって行けていたという部分があるんですけれども、場合によっては、

ある一定距離は１人で行かなきゃいけないとか、時間帯によってはそれが二、三人にしかな

らないとかということがあります。そういう部分も考慮して、片瀬、白田地区の保護者の

方々にもぜひ必要なのか必要じゃないのか、現状どうなのか。実際問題僕も聞いて回ると、

必要があればいいという保護者の方もたくさんいます。ただ反面、あの坂を歩いて体力がつ

いているんじゃないかという考える保護者の方もいらっしゃいます。なので、一概に声がな

いではなくて、おのおの考えがあると思いますので、ぜひこの統合でバスというものが動き

出します。なので、その中で片瀬、白田地区の方々も含め、御説明をしていただいりとか町

民の声を聞いていただくことはできないかなということをひとつお願いいたします。 

  あと、統合幼稚園ですね。小学校、中学校の中長期ビジョンということで、今協議中で本

年度中にということなんですけれども、実際問題、本年度中に方向性を決めますというとこ

ろなんですけれども、町としたらその方向性が決まって、実際問題何年ぐらいでその方向に
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していくとかという計画、その辺があれば教えていただきたいと思います。お願いいたしま

す。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） バスに関しましてはこれはもう以前から、まず熱川幼稚園を統合する

とき、一応スクールバスというときに、一応片瀬地区、白田地区の方からもそういう要望が

ありました。その中で、先ほど壇上で言ったように、基本的には小学校が４キロ、中学校は

６キロということがありましたもんで、一応ＰＴＡにお願いして、この辺の中にどのぐらい

の子供がいますかということ投げかけた中で、まだちょっと来ていませんし、なかなか厳し

い中で、一応そういう要望があるということは感じておりますもんで、それは検討する価値

はあるかなと思います。それは検討していって、壇上で言ったように、今環境整備をやって

おりますもんで、その中で、子供たちに対してもこのような方向を出してはどうかという投

書を受ける場所は考えていきたいと思いますし、アンケートに関しまして、一応ＰＴＡに以

前投げかけた中で、数を調べた中で、近くであればお願いしたいという家族の声が来ると思

いますけれども、そのときは来なかったもんで、多分個々の方がそういう気持ちがあると、

案外自分自身もある程度把握をしておりますもんで、それが教育環境整備の中でまたやって

いきたいと考えています。 

  もう一点、環境教育整備の中で町民の皆さんに知ってもらいたいのが、中学校の統合あり

きというのがひとり歩きしておりますもんで、これはそうではありません。壇上で言ったよ

うに２つありまして、まず中学校を統合しての現状、そしてもう一つは、城東地区が熱川地

区、稲取地区を小中一貫でやる、この２つの案があります。今その２つの案で、どの方向が

いいという中でこの１年間かけた中で、環境整備委員会の中で東伊豆町に対する統合の方向

性、一応これを10年間のうちにやると壇上では言いました。その10年間の後にこの方向がい

いんじゃないかというような、粛々とその方向でやっていきたいと考えておりますし、また

いろんな場所とかいろいろあるもんで。今後四、五年たてば全く小、中とか中学を統合して

も、現在の稲取中学とか小学校、そういう規模になってきますもんで、町としてはできるだ

け早くやっていきたいと考えておりますけれども、その時期はいつかということはここでは

ちょっと明言を避けさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 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） ありがとうございます。 

  バスのことに関しては、双葉幼稚園の件があって、地区の方々からはあれに関しても、あ

そこをなくして熱川幼稚園に統合する、言葉は悪いですけれども代わりにバスを走らせても

らった。今回に関しても、大川小学校と熱川小学校がくっつく。大川の方々にとって、くっ

つく代わりにバスを出すように。じゃ、片瀬、白田はという話になってきていると。ちょっ

と言葉が悪かったですけれども、そういうふうに捉えている方もいらっしゃいます。 

  なので、この間の地区説明会、熱川地区でという形もあったんですけれども、やはり片瀬、

白田の方になかなか回覧板とかで入っていても気づかれなかった方というのも結構いるよう

です。そこの部分に関しては、小学校のところの通知も必要かもしれないですし、逆に言う

と、熱川の区長さんとか、あとは子供会の役員の方々とかを引っ張り出してというか、聞き

に来ていただいて意見をいただくとかという形に積極的に参加を促すという方向性もしてい

っていただければと思います。 

  来年の４月からというところで、スケジュールも結構ばたばたしているところだと思いま

すが、先ほど町長のほうから話が出ましたが、人数がどんどん今減っている中で、直近でと

いうわけではないんですけれども、３年とか４年とかたってくると、本当に片瀬、白田地区

に関しても人数が少なくなってくる。そうすると、先ほど登校の安全面というところの確保

というのがやはり難しくなってくるのではないかと思います。なので、そちらも含めて、今

現状考えていないではなくて、３年後とか５年後、環境整備委員会とかで統合もしくは小中

一貫というのも含めながら一緒にやっていただかないといけないかなと思いますので、ぜひ

積極的にやっていただきたいと思います。 

  また、環境整備委員会で今年度中に方針を決めて、町長は10年後を目指しますという形で

はありましたが、かなりこの10年で環境は変わると思います。なので、もうちょっと早い段

階のスパンでもいいのかなと思います。方針が決まってしまえば、そこから決定までには説

明等々がありますが、今回の熱川小学校、大川小学校の統合というこの問題で、かなり町民

の方々は一度考えて、いろいろ自分なりに解釈をしている方々が多いと思います。なので、

ここで一回統合でという形ではなくて、引き続きやっていって、10年ではなくて、10年たっ

てしまうと今小学校に入っていないお子さんですね、幼稚園ぐらいだと小学校が抜けちゃい

ます。中学校になっちゃったりとか、去年生まれた子たちも10年後になるともう高学年です

ね。そうすると、またお母さんたちの熱量というのも10年なかなか長いですから、やはり５

年とかのスパンで、もうちょっと言っちゃうと短いスパンで第１段階、第２段階、第３段階
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という形で、ちゃんと成果と進みぐあいというのをわかりやすく町民に説明をしていただい

て、よりよい方向でいくというところがよいかと思います。統合でも小中一貫でも最終的に

はもしかしたら１つになるかもしれないというところも見据えて、全ての案に関して方向性

を出していっていただければと思います。 

  バスに関しては、白田・片瀬のほうもぜひお声を聞いていただいて、全くもって本当に８

割の方が要らないですということであれば、それは走らせなくてもいいと思うんですけれど

も、実際問題、ふたを開けてみたら７割の方が必要だと考えてあれば、やはり町としてはで

きないことじゃないと思いますので、やれないよということは簡単ですけれども、やること

を考えるのも仕事だと思いますので、ぜひ御検討をいただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） このスクールバスに関しても、熱川幼稚園、双葉が統合するとき、そ

れで大川幼稚園とかは大川小学校が統合する。これはひとつの要望事項で、これはもうぜひ

ともやってほしいというのが一つの条件でございましたもんで、それをやっているのが現状

でございます。町といたしましてもそのような方向です。当時は、片瀬、白田はもう熱川幼

稚園が統合したときはもう既に皆さん歩いていましたもんで。またそういう要望した中で、

さっき言ったように４キロメートル、６キロメートル以内にどれだけの人数がいるかという

ことで、一応調べたことも確かでございます。その結果はまだちょっと出たのかな、その辺

ちょっとあれですが、その辺はまた片瀬、白田地区の皆さんに聞いた中で、今環境整備委員

会の中でまた一つそれをさらに追加した中で検討してもらってもいいのかなと今考えており

ます。全てなくなったわけではございません。その辺はまた理解願いたいと思います。それ

も一つの検討事項としてやっていきたいと思います。 

  さらに、統合を10年間、これは一つの目安で、10年後のことを言ったんじゃなくて、町と

して本当にできるだけ早い方向で、さっきも言ったように少人数でやるよりもある程度の人

数でやったほうが子供たちのためになると考えておりますもんで、１年後に今年度中に出た

バスがある程度また町民の皆さんにまたお示しした中で、なるべく早い時期にこの統合はや

っていきたいというのが町の考えでございますので御理解願いたいと思います。 

  さらに、地域説明会に対して要望が出ましたもんで、現状の地域説明会のことは教育委員

会のほうから説明させます。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 御質問いただいております地域の説明会ですが、これまでそれぞれ
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の大川地区、それから熱川小学校の学区、両方の地域の説明会、そして今年度に入ってから

は両方一緒にさせていただいて、統合の説明会と地域説明会を開いております。御意見あっ

たように、呼びかけにつきましては回覧板を中心に呼びかけさせていただきまして、それか

らそれぞれの学校ではＰＴＡの役員会にこちらから行かせていただいて、説明会を開かせて

いただいた折に、また地域の説明会も行いますということは伝えたりとか、できるだけ皆様

に説明会に参加していただけるような方策をとったつもりではおりますけれども、なかなか

周知されていないところもありまして、参加者は余り多くなかったという点も反省点として

あります。 

  今後、今統合の準備会を開いておりますので、その準備会につきましては、こちらからお

願いをした委員の皆様に各区あるいは学校への代表の皆様に集まっていただいておりますが、

その準備会と並行して保護者の説明会、それから地域の説明会をこれからも開いていく予定

ですので、できるだけ多くの皆様にその会に来ていただいて、バス等いろいろな御意見をい

ただけるように呼びかけをさせていただきたいと思います。回覧板以外にも学校を通して、

保護者の方それから区の役員の皆様、それから子供会等の役員の皆様にもお声をかけさせて

いただいて、きょう問題になりましたようなことにつきましての御意見をいただけたらとい

うふうに思っております。 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） ぜひいろんな意見を吸い取っていただいて、よりよい統合と、統合後

のところも考えてよりよい学校づくりというのを一緒にやっていければと思います。 

  先ほどちょっと１点聞き忘れちゃったので聞かせていただきたいのですが、中学校に関し

ては６キロという形だと思うんですけれども、まず一つは大川地区は６キロ以内ということ

でよろしいんでしょうか。もう一つなんですけれども、一応中学校までは義務教育です。今

まで大川区の中学生、北川の小学生、中学生は移動に関しての旅費というのは親御さんたち

がお金を払ってやっていたわけなんですけれども、そこに関して今回大川からバスが出る、

たしかに規定では６キロで、大川はもしかしたら入らないのかもしれないんですけれども、

そこに関して同じ熱川地区に向かうのに中学校のほうはバスに乗れないと。補助もないとい

うのは今まで意見というのは出てこなかったのかひとつ教えていただきたいのと、その部分

に関して町長はどのようにお考えか、最後お聞かせください。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 
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○町長（太田長八君） この大川の中学生の問題、これはやっぱり義務教育の中で、同じ熱川

小、熱川中に通っている中で、大川の子供たちが電車代を負担している、これはもう前々か

ら自分自身はいかがなものかと考えておりました。その中で、今回たまたま大川幼・小が統

合いたしますもんで、自分自身はこの中学校に対しましてはバスに乗れないもんで、通学費

の助成、これは考えていきたい、自分の中でも考えております。やっぱり義務教育の中でそ

の辺は考慮していかなければいけないかなと考えておりますもんで、大川の子供たちと中学

生の旅費に関しては、ちょっと町はこれを機会に何とかしてやりたいと考えていることだけ

は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、後援、協力イベント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） それでは、２つ目の後援、協力イベントについてお伺いいたします。 

  今年度もレインボーディスコクラブ、グリーンフォレストマーケット、あと先日ありまし

たがキンメマラソン等に町から職員がスタッフとして参加していると思いますが、本年度の

延べ人数はどのぐらいになるか教えてください。また、後援、協力の判断基準を教えていた

だければと思います。 

○議長（飯田桂司君） 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、後援、協力イベントについては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点目の今年度もレインボーディスコクラブ、グリーンフォレストマーケット、キ

ンメマラソン等に町から職員がスタッフとして参加していると思うが、延べ人数はについて

ですが、レインボーディスコクラブにつきましては３日間で延べ26人、グリーンフォレスト

マーケットは前日準備とイベント当日で延べ４人、キンメマラソンにつきましては当日スタ

ッフとして53人の職員が協力させていただきました。また、それぞれの周辺の施設や県機関

等との調整につきましては、観光商工課の職員１名が協力いたしました。 

  次に、２点目の後援、協力の判断基準はについてですが、町では主催者からの申請により

まして東伊豆町後援等に関する要綱に基づき、後援名義等の使用を許可しております。対象
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となる事業につきましては、公共の福祉の向上または産業の振興に寄与する事業、営利を主

たる目的としない事業、政治的活動または宗教的活動でない事業、広く市民一般を対象とす

る事業、暴力行為、迷惑行為等のおそれのない事業であります。 

  また、対象となる団体は、国または地方公共団体、公共的団体、その他公共的活動を行う

団体で、規約、事務局、役員、組織、活動内容等が整備されているもの、また町長が認める

ものとなっております。 

  なお、職員の動員等は原則として行わないものとしておりますが、例外規定といたしまし

て、町長が特に必要と認める事業につきましてはこの限りではないとしております。 

○議長（飯田桂司君） １番、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。 

  昨年、山田議員のほうからも御指摘があって、要綱をつくっていただいてということで、

ことしの４月から施行になっております。こちらのほうなんですけれども、人数に関しては

レインボーディスコもキンメマラソンも人数的には、延べ人数ですけれども出ていただいて

いるということで、僕なりにこの後援等に関する要綱というのを読んでみたところ、今、町

長の説明にあったところで、基本的には後援はするけれども、財政的援助、物的援助、人的

援助、その他直接事業に対する援助は行わないと。ただし、町長が特に必要と認める事業に

ついてはこの限りではないという形が書いてあります。 

  まず、ちょっと聞きたいのが、ここの中で財政的、物的、人的援助、直接事業援助を行わ

ないとなっていますが、基本的には後援もしくは協力をお願いしたいときは、何らかの援助

をしていただきたいというのが本音だと思います。ここのところで、町長が必要と認める事

業についてはという形で逃げてはいますが、逆の言い方をしてしまうと、町長がこれを手伝

ってやれと言ったら後援がついて、町長がだめだよと言ったらならないという形かと思いま

す。後援とついても東伊豆町後援で、じゃ今度何してくれたのという話になってくると、町

長は人的を認めないという形をすれば名前だけという形かなと思います。その辺の町長が認

める基準、またその財政的援助なのか物的援助なのか人的援助なのかの基準ですね、ここに

ついてちょっと明確には書かれていないので、ぜひ教えていただければと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは本当は基本的には町長が特に認めるものと書いて、これ大体似

ております。と言いますのは、一つの例といたしましてレインボーディスコはお金を取って
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おります。しかしながら、お金を取りながらこの町の活性化に対してどちらが有利か。やっ

ぱりこれがレインボーディスコが本当に興行的だけならば町はこの26人出しません。このレ

インボーディスコに関しましては、行政報告でも言ったように、これは本当に大変いい事業

と考えております。と申しますのは、２泊３日でこの町に来て、もう外人が３割以上いるし、

ＳＮＳでこの町のことを情報発信しておりますもんで、興行的収入、町の知名度、発信力、

これはよっぽど雑誌よか町のためになると考えておりますもんで、その辺は幾ら興行的にや

っとしても、ああやって町の発信とか町の活性化につながって、そして現に数多くの方がこ

の町で食事をしたとかそうことを聞いておりますもんで、町のために大変ありがたいよと聞

いておりますもんで、そういう中で幾ら興行的なやつだとしてもレインボーディスコはやっ

ていくことは御理解願いたいと思います。 

  後援というのはある程度町に財政的に言ってくるのは間違いで、しかしこの町の方がやる

ことに関しては財政的援助を求めてきますけれども、基本的には他の自治体とかいろんなも

のがこういうことをやるもんで、町の後援をお願いしたいということがありますもんで、そ

れは単にありますし、財政的負担という中でもやっぱり、これは自分だけの考えではありま

せん。ある程度財政とかいろんな中でいった中で、この事業が果たして本当に町のためにな

るのかとか、私独断である程度のことは言いますけれども、それは余りよくないよと言うけ

れども、私はそう真摯に受けとめた中で、それは人的援助もしませんし、ただ町長が特に認

めるものという中で、それは独断ではやらないということは御理解願いたいと思います。 

  やっぱりある程度町長が認めるものは、あくまでこの町にとって本当に有益であるならば

それはやっていきたいと考えておりますし、一つはキンメマラソンもそうですよね。基本的

には今回も人的、ことしは半分で、あれだってお金を取ってやっています。しかしながら、

お金を取っていながらも、この東伊豆町の活性化に対して、どれだけこのキンメマラソンが

町のためになっているかと考えれば、それは実行委員会がお金を取る以上にこの東伊豆町の

町を発信していっていただいておる。それに対しまして、この町の職員を派遣した中で、こ

の東伊豆町の町の活性化、一応やっていることだけは御理解願いたいと思います。 

  財政的とか物的とか今言った中で、その辺は財政的には負担した中では財政的というのは

めったにないと思います。財政的にやればそういうことは職員の派遣は本当に少なくなるし、

財政的負担は基本的には今町の状況の中で、大変厳しい中でやっておりますし、またもし今

多少の中でやっていただいている。本当にこれが町の活性化になるものならば、多少若者が

やりたいという中である程度のことは負担していきますけれども、基本的には財政的負担は
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ないものと考えていただいて結構であるかと思っております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） １番、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。 

  財政的な部分はなかなか予算が厳しい中でやっていくというのは難しいことかと思ってお

ります。それに関してはこちらも理解はしております。物的援助、人的援助というところで、

先ほど町長が有益に行っていただくものに関しては、収入を得るような事業であっても一生

懸命後援をして、人的援助をしていきたいということでしたので、レインボーディスコに関

してはかなり認知度も毎年上がっていまして、一番わかりやすいＳＮＳですね、インターネ

ットのＳＮＳの中で写真をよく使うインスタグラムというものがございます。フェイスブッ

クとかもあるんですが、ちょっと件数を検索するのにインスタグラムのほうがわかりやすか

ったのでちょっと御案内だけさせていただくと、レインボーディスコクラブというハッシュ

タグと言いまして、そのことについて述べていますよというものがあるんですが、レインボ

ーディスコクラブというものでアルファベットで検索かけますと4,530件、それに2017とい

うこと、ことしに限り2017というものをつけ加えますと628件とかなり全世界に発信されて

いるということは目に見えてわかっております。キンメマラソンに関しては一応568件、つ

いでになんですけれども稲取のどんつく祭り、近いところであったところでいうと、どんつ

くで検索すると267件、どんつく祭りで265件という形で、レインボーディスコもキンメマラ

ソンもかなりの町の情報発信に役立っていると私は感じております。 

  その中で、先ほどちょっと町長の中にありましたが、キンメマラソンはことしは人数を減

らしましたと言っておりましたが、それは主催者側と協議の結果だと思うんですけれども、

減らすことはたしかに職員を導入するというと大変な部分もあるのかもしれないのですが、

例えばここを伸ばすという願いを込めて、例えば減らすだけが、減らしたからすごいことで

しょということではなくて、逆の部分で本当に人が足らない、例えば立っているところをち

ょっと間引きましたとか、そういうことがあるんであれば、人数に関しては50人規模だった

のを、例えば去年は100人だったのかもしれないんですけれども、それをもうちょっとふや

すとか、今後必要があればですけれども、情報発信の部分、お金がかかってくる部分じゃな

いですけれども、経済効果に関しても多分去年より上がっていると思います。だから、その

部分も加味すると、人的支援もそうですし物的な部分、例えば町の備品を貸し出すとかいう
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部分で、もうちょっと協力ができる部分とかもあれば行っていただければと思います。 

  そして、もう一つお願いがあるのは、今回ようやくこういう要綱ができましたので、どう

いうものに後援を行って、どういう支援をしたのか、その結果どのようなことになったのか

というものの情報開示もあわせて御検討いただければと思いますけれども、町長いかがでし

ょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、物的支援は言われたことはほとんどやっております。物的支援

に関してはこれはもう町はできる限り支援しております。その中で、今度は人的支援、キン

メマラソンでございますけれども、去年も全職員について結構です、もうほとんどの職員が

全て出ました。そういう中で、今回も半分にさせていただきましたけれども、基本的には町

もある程度実行委員がやっている中で、最後は絶対行政に頼ってくるもんで、行政は徐々に

人的とかいろんな面で一歩退いた中で後方支援していきたいという考えでございます。基本

的には何事も行政が中に入っていきますと、最後はもう民間とかそういうものが、今までの

イベントがそうでした。全てのものが行政が入っても、最後はもう行政にみなお任せだとい

う中でイベントがほとんどだめになったのが現状です。それでキンメマラソン、本当に大変

いい事業ですから、一応最初のときは職員ほとんどが出ました。100％、99％そのぐらいも

う全員が出ました。今回はその半分にいたしまして、そういう中で徐々にこのキンメマラソ

ンの実行委員が主体となってやっていただいた中で、最低限のことはやって町がフォローす

る、そのような方向で実行委員会の方に頑張ってもらえば町としても大変うれしい。それが

本当の民間主催のイベント、町の活性化につながると考えておりますもんで、基本的には民

間の方が頑張ってもらって、行政は最少の応援、それでやっていきたい。そういう考えでご

ざいますもんで御理解願いたいと思います。 

  今回もそのおかげで何とかできました。当日、私消防の査閲がありましたもんで、ちょっ

とキンメマラソンは見れませんでしたけれども、結構ボランティアの方もふえているような

ことも聞いておりますもんで、大変いい方向に行っているのではないかなと感じております

し、さらに担当のほうから多摩地区とかの区の方もすごい真摯にやってくださったことも聞

いておりますもんで、大変いい方向に行っているなと今感じているところでございますもん

で、キンメマラソンに関しては町の活性化に大変、そしてまた参加した方も大変喜んでいる

ように聞いておりますもんで、これは実行委員の方に頑張っていただいた中でこの町の活性

化をやっていただければ大変ありがたいと思います。 
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  あと情報開示、これは基本的には今言ったように、この辺の情報開示はまた皆さん方にし

ていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第３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） 

○１番（笠井政明君） それでは、３つ目の地域おこし協力隊についてお伺いをいたします。 

  昨年度に引き続き、本年度も委員会のときとかに挨拶していただきましたが、３名当町に

来ていただいているということで、具体的な活動内容ということはお伺いをしていますが、

もう一度御説明をお願いいたします。 

  また、昨年度から来ている３名の１年間の活動実績と、また本年度の活動内容、それで１

年たちまして２年目に突入しています。あと１年という期限もありますので、来年度の取り

組み予定とかがわかっていれば教えてください。 

○議長（飯田桂司君） 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） 笠井議員の第３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。 

  まず、１点目の昨年度に引き続き本年度も募集したが、具体的に活動内容はどのようにな

っているかについてですが、本年度採用の地域おこし協力隊は、漁業振興、実践農業研修、

観光振興の３名で、漁業は伊豆漁協稲取支所にて天草漁の支援及び漁業振興策の調査研究を、

農業は伊豆太陽農協東部営農センターの指導を受けながら、ハウスミカン農家さんのもとで

実践作業を通して農業の知識、技術を習得しております。観光は観光商工課に席を置き、地

域の魅力の発信方法を企画するほか、フードコーディネーターの経験を生かし、地場の食材

を生かしたメニュー作成などの活動をしてまいります。彼らはメーンの活動のほか、産業振

興、また若者交流促進、移住の支援、情報発信などにもかかわります。 

  次に、２点目の昨年度の３名の活動実績と本年度の活動内容、来年度の取り組み予定はに

ついてですが、昨年の12月にも同様の質問をいただいておりますが、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。 
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  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、また自身で田んぼを借り、子供たちに田植え体験させるなど農業

にかかわるイベントの開催などを行っております。 

  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、落語会などのイベン

トを積極的に開催するとともに、認知症カフェや稲取高校被服食物部などとの連携により、

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、若者交流事業にも取り組み、当

町に就職した若者の研修会を実施し、ワークショップやスポーツを通じて交流を図りました。 

  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するとともに、

住民や観光客の交流拠点づくりとして移動可能な屋台カフェの開業を今準備中であります。

今後は東海汽船事務所を拠点として活動をしてまいります。 

  来年ですが、町の希望は引き続き協力隊として従事してもらい、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が、平成28年３月の一般質

問で、笠井議員が行政主体となると失敗になるとおっしゃったように、彼らの自主性を重ん

じ、自由な発想ができるようトップダウンの指示はしないこととし、来年度の取り組みも彼

らに任せることとしていますので、現時点で具体的な内容は決めておりません。 

  また、成果につきましても早急に求めることはせず、行く行くは定住することも視野に入

れ、長い目で見守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。 

○議長（飯田桂司君） １番、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。 

  ３名の方はこの間御説明があったとおりなので、これからちょっと期待していますという

ところですが、昨年から来ている３名に関しては、まず野口さんに関してはオリーブ栽培と

いうところだったんですけれども、まずちょっとオリーブは時間がかかると前回12月ぐらい

のときも御答弁いただいたかと思うんですけれども、そこの部分から今違う田んぼの話も私

も聞いておりますが、ちょっとオリーブの話題がなくなっているかなというのがあって、そ

この部分は町としてはどうなのかなというところが一つ聞きたいところと、ダイロクキッチ

ンの荒武さんに関しては、最初は空き家対策だったと思うんですけれども、たしかにダイロ

クキッチンでいう部分で改修をして、そこの利活用という部分では合っているかもしれない

んですけれども、対策として空き家をどうしていくのか。リノベーションして貸し出すのか、

移住者を呼ぶのかという部分に関してはちょっと色が見えてこないので、どのようになって
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いますかねというところです。 

  あとは鎌田さんに関してはちょっと観光協会から外れてということで、方向がちょっと変

わりますというか、情報発信には変わりないんでしょうけれども、本人がやるというところ

で、ここに関してはまだちょっと方向転換し始めたばかりで、カフェの話も聞いております

が、まだ準備ですということをお伺いしています。 

  先ほど町長が言ったように、トップダウンでやってしまうと失敗してしまうパターンがあ

ると私が言ったのですが、そこの部分は確かにそうだと思います。ただ、方向性として一応

町はこのような人材でということで募集をかけたと思いますので、そこを潰してしまう、完

全に自由にやらせてしまうんではなくて、そもそもの町長が最初に思っていたオリーブの件

だったりとか空き家対策の件ですね、そういう部分でも町がこれをやれではないけれども、

伺ってすり合わせていく、方向性がぶれないようにしていくという部分も私は必要だと思う

んですけれども、その辺はどのように考えているか教えていただきたいと思います。 

  あと、ことしの３名、昨年の３名、６名体制になりましたが、この６名体制で何か今後活

動していくことというのは何か計画はあるかどうかも教えてください。 

  あと、天草漁の漁業関係の方ですが、こちらも３年だと思うんですが、先日の御説明だと

今現状稲取のダイビングセンターで修業中という形だったと思うんですけれども、その後こ

の３年で事業化のめどが立ってくるかどうかというところがあるかどうか教えてください。

合わせてハウス農業の方のほうも３年で多分独立を目指していくんだろうと思っているんで

すが、その辺の事業化計画というのはどのようになっているかを教えていただければと思い

ます。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、去年入った３名、特に野口君は自分はもうオリーブをやってい

ると思っております。今言ったようにオリーブを少し後退して、私初めて田んぼを借りて子

供たちに田植え体験をさせる、これをやるときに初めてこれを聞きましたもんで、基本的に

私はオリーブのほうで頑張っているのではないかと思っておりますし、その方向でまた野口

君は頑張っているのではないかと今考えています。その辺は原課のほうが大体打ち合わせを

しているもんで、その辺の野口君の気持ちはまた原課のほうから説明させますし、また観光

に関しては、鎌田君は最初観光協会にいました。私はそのほうがいいのではないかという中

で、鎌田君が観光で自分たちの思ったことをやりたいという中で、観光協会から今は離れて

やっているのが現状でございますし、やっぱり基本的には町がこういう中でやっても、あく
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までも来た者がこの町に定住して、この町で起業をしてもらうというのが一番でございます

から、最初的には本人の意向に現状は任せているようなケースです。 

  荒武君に関しましては、確かに今空き家に対してはちょっと言い方はおかしいけれども、

ちょっと時間がかかっていますけれども、ダイロクキッチンは空き家ですけれども、違う意

味で、荒武君はもう本当にこの町に溶け込んでやっておりますもんで、その辺は彼の自主性

を重んじた中でまた今一生懸命そっちをやっておりますもんで、もし荒武君がまた３年目こ

の町でやりたいと言ったならば、やっぱり最初の処置、ちょっと空き家のこともやってもら

えないかということはまたお願いしていきたいと思います。基本的には最初に空き家対策で

荒武君を呼んだのでございますけれども、また違った意味で荒武君はこの町に溶け込んで、

その中でいろんなことをやってくれていますし、町も大変ありがたいですが、またやりたい

と言ったらちょっとまた空き家のほうも力を入れてくれないかなということは言っていきた

いと思います。 

  また、ことし入った３名の方、３年で事業化できれば大変いいと思いますけれども、基本

的には継続して、この方たちが地域おこし協力隊の３年を経過してもこの町に継続してここ

で起業をするんだ、そういう気持ちでやっていただければありがたいと思うし、今福原さん

も高橋君、農業関係もそういう気持ちの中で今やってきております。当然、この３年間の中

でいろんなことを学んだ中で、この町に残ってまた天草漁とかそういうことをやっていきた

いと言っておりますもんで、３年後にこの町に残ってさらに継続した中でやっていただけれ

ば、町は大変ありがたいと考えております。 

  原課の現状の地域おこし協力隊の活動内容とか、また私のわからないところは原課のほう

に説明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（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） それでは、野口さんと福原さんと高橋さんの現状についてお

知らせいたします。 

  野口さんにつきましては、御承知のとおり組織の中に入って、伊豆急という組織の中でオ

リーブをやっておりますので、目に見えた成果というものがまだまだ出る段階ではないと思

っておりますので、今のままの状況ですぐしていたければと思っております。 

  福原さん、天草漁のほうなんですけれども、今午前中がダイビングセンターのほうで技術

を習得して、午後から漁協のほうで競り場の手伝いとかもやっておりますけれども、ことし

になりまして漁の試しの潜りといいますかダイビングを１回やったそうです。それにつきま
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しては、福原さんと女性のダイバーが２人、３人体制で漁協の委員長の船に乗って、１回そ

ういうふうな試験の漁を行って、今後も様子を見ながら続けていくというふうに伺っており

ます。 

  それから、高橋さんにつきましては、営農センターの指導を受けまして、実際に農家さん

のほうに入って作業を手伝ったりしております。今の時期は選果場が繁忙期ということで、

選果場の手伝いが主になっておりますけれども、現実に農家さんの手伝いに行って技術を習

得しているそういう状況でございます。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） すみません、答弁漏れがありました。 

  ６名の連携という質問があった中で、やっぱり基本的には６名の連携はとてもまだ自分と

してはいろいろと業種が違うもんで考えておりませんけれども、一応６名を顔を合わせた中

で、ちょっといろいろ意見交換した中で、その辺でまたこういうことをやりたいよというこ

とを提案すれば、６人の連携のことも考えられるかなということが今の現状でございます。 

  とりあえず、まだ６名ちょっと一緒になったことがありませんもんで、企画課が当初６月

１日に委嘱状を出したときに、一応６名の皆さんと話し合いを持とうかと企画したんですけ

れども、ちょっと用事がそれができなかったもんで、なるべく早い時期に６名の皆さんと一

緒になった中でまた会合を持っていきたい。今はそういう考えでございますもんで御理解願

いたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） １番、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。 

  地域おこし協力隊に関しては期限が３年というふうに定まっておりますので、やはり定住

していただきたいという思いは私も同じでございますので、定住ができる環境を３年間で整

備をする。今事業化できるんですかというお話をお伺いさせていただきましたが、正直３年

だとちょっと厳しい部分もあると思うんですが、３年後継続してやりたいよと言っても、

日々の生活が成り立たなければこの町に残りたくても難しくなっていきますので、そういう

部分も含めて事業化できるとかいう形ですね、住んでいただけるようなサポートというのも、

３年間自由にやらせて町の情報発信をさせるというのも大事だと思いますが、町のほうがや

はりそういうところのサポート、３年後期限がきて、いざ残りたいよと言ったときに収入を

埋めるような状況をサポートしていっていただければと思います。そういう意味で事業化で
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きますかということでお伝えしたので、それだけはお伝えだけはしておきます。 

  ぜひ６名体制で意見を持ち寄って、６人が協力して何か新しいことを生み出していく環境

というのもつくっていっていただけたらと思います。やはり、外から来た６名、町のことを

よく見れる環境にいます。この方々が都会から来てずっと住んでいる方々との両方の部分の

目を持って、いいことも悪いことも情報を出したりとか意見を出していただける６名だと思

いますので、今後とも町のほうはサポートして活動を応援していただければと思います。 

  以上で終わります。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） ３年後に事業化できないとき、町としてはサポートは必要と考えてお

ります。何かしらのできるだけのサポートをした中で、彼らがこの町に住めるような方向で

やってもらいたいと考えております。その辺は理解願いたいと思います。 

  さらに、この６名の連携、これは本当に笠井議員が言ったようにすごい重要だと私は考え

ております。やっぱりよその町から来てこの町を見た中で、どういういい面があるか、また

どういう悪い面があるか、これを聞いた中でこの３人、６人が連携して、この町のためにや

ってくれることは大変ありがたいことですから、そういうことを提案されたならば町といた

してもそれをサポートしながら彼らの活動を見守っていきたい、そう考えておりますもんで

御理解願いたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 以上で１番、笠井議員の一般質問を終結します。 

  ここで２時10分まで休憩します。 

 

休憩 午後 １時５７分 

 

再開 午後 ２時１０分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員より一般質問で掲示板の使用の申し出がありましたの
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で、これを許可します。 

  次に、10番、藤井議員の第１問、風力発電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、今回通告をしておきました１問、風力発電について、こ

れをお尋ねしたいと思います。 

  これに関しては町のシンボル的な存在であるというふうに言っても過言ではないかと思う

んですけれども、さまざまなところに使われている。例えば封筒であるとかラッピングであ

るとか、町のバスの脇にも描かれている、封筒にもこうやって描かれている、そうい意味で

私はシンボルというふうに申しておりまして、その風力発電が最近ほぼ赤字化してきている

というところにきておりますので、これはどういったことなのか、多くの町民もやっぱり不

安に思ったり、疑問に思ったりしているところありますので、この件に関して伺いたいと思

います。 

  そこで、現在の運転の状況はどうなっているのか。それから、この間ずっと風力発電等を

含めて、町はエコリゾートタウンというふうに標榜したかた思いますけれども、これに関し

ては今後もそのまま継続していくのかどうか。 

  それから、今後の見通し、この風力発電に関しまして、町としてはどういうふうな見通し

を持っており、どういった方針で臨むのか、これに関して承りたいと思います。 

  それから、さらにこれは直接的に町のものでないことは重々承知ですけれども、町の土地

も使っており、町を取り囲むように建っている三筋山の風車に関して、この約２カ月間動い

ていないという事実がありますので、これについては町としてはどんなふうに認識している

かということについて承りたいなと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 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、風力発電については４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、現在の運営状況はについてですが、昨年から３号機は基幹的な故障により

稼働できないため、現在２機体制で運営しております。平成29年度予算につきましては、２

機での売電収入をもとに収支を調整し、歳出では起債の返済である公債費、基金への積立金、
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一般会計への繰出金も確保している状況です。１、２号機につきましては深刻な故障もなく

順調に運転しており、５月末までの目標達成率は110.8％となっております。 

  次に、２点目のエコリゾートタウンの継続はについてですが、これまでどおり町営の風力

発電施設をシンボルとして、温泉熱発電及び小水力発電施設の運営を続け、住宅用太陽光発

電への補助を行ってまいります。また、小学生を対象としたアースキッズ事業も実施いたし

ます。 

  次に、３点目の今後の見通し及び方針はについてですが、風力発電は風況によって収益が

左右され、実際４月分の売電収入は490万円であったものが、５月分は244万円となっており

ます。また、３機体制の場合は、１機が故障した場合、３分の１の減収であったものが２分

の１になり、影響がふえてしまいます。 

  このように風況や故障に左右される不安定な状況でありますので、御心配のとおり町財政

に対して負担になる可能性があります。ただ、このエリアは全国でも有数な好条件の場所で

ありますので、技術と知見を持った専門企業が運営すれば十分な利潤を生むことが可能であ

ると考えますので、民営への道を探ってまいりたいと思っております。 

  次に、４点目の三筋山周辺の風車が全機とまっているが、町はどう伺っているかについて

ですが、４月16日にユーラスエナジー所有の機体内にて火災事故が発生し、事故当初原因究

明のためユーラスエナジーの風車だけ停止していましたが、東京電力所有の風車も同じ機種

を用いているため、同じ事象が発生する可能性があり、原因が解明するまで停止していると

の報告を受けております。 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） ただいま、るるお答えいただきましたけれども、うちの町の風車に

関しては、私たちも議員になる前にできているものでして、平成15年12月に稼働していると

いうふうに記憶しております。それから、これは現在の運転状況が３号機の基幹的故障によ

って２機になってしまったということのようですが、これに関しては、基幹的故障というこ

とは修理不能というふうに受けとめてよろしいんでしょうか。その辺に関しては、そういっ

た説明も、これまでも２月20日の協議会とか等々に担当の課から説明されておりますけれど

も、こういった中で28年度の最終的な実績がどうだったかなというふうにちょっと思ったり

していますので、これはまだ自分たちのほうには示されていないんですが、先ほど町長が

110.8％の実績があったというふうに言っております。 
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  しかし、これまで町では町営の風車として、これは全国的にもかなり優秀といいますか模

範的な運営をしているというような、いわば風車の優良児みたいな、いわゆる自治体風車で

はね、そんなふうに言われてずっときたかというふうに思っております。ところが、ここに

きて、稼働率が一番初めのころ、平成15年のころに約30％を超えている、ごめんなさい設備

の利用率です。稼働率というのは単なるいわば動いている率ですけれども、それから電気を

起こして利用されているという率が、平成15年度までですと31.67％、この辺グラフにする

と一番よかったんですけれども、それから28％になり、27％になり、そして28年がとうとう

10.51％というような設備利用率になっているわけです。本当にグラフで示すまでもなく数

字が年々落ちてきている。これは28年度は特に８月に落雷によると思われる故障でしょうか、

あるいは落雷ではなくてその他の原因かもわかりませんが、とにかく８月以降３号機の故障

でいわば２機で動かさざるを得ないということで、かなりの赤字になってきているというこ

となんですが、これまで私のほうもよく一般会計の繰り出し、先ほど町長もちょっと御答弁

されていましたけれども、これはトータルでどのくらいあったのかなというふうなことをお

わかりになったらまた承っておきたい。それから、一般会計を繰り出して、それがどんなふ

うにエコリゾートタウンとリンクした形の使われ方をしているのかなということもちょっと

伺っておきたいなというふうに思います。 

  また、うちの町の風車の場合は非常にラッキーで、設備の建設段階でもこれは国から半分、

合計1,000万円のかかった費用のうち、半分は国の補助を得てきている。それから、グリー

ン基金からも1,000万円の補助、そういった形で進んできたわけですが、しかしやはり起債

を起こしている。町の一般会計から544万円ほどだったんですが、起債が２億6,980万ですか

ら約２億7,000万円くらいの借金でやってきたわけです。これがいつまで償還するのかとい

うことに関してもちょっと承っておきたいなというふうに思います。 

  町の風車に対する考え方やら、あるいはここで２番目に質問しましたエコリゾートタウン

に関して、今後も続けていくという町長の意向のようですけれども、そうしますと風車自体

が現在２機稼働ということで、その見通し、試算の見通し、収支見通し、そういったものを

どんなふうに考えているか。それと同時に、もし赤字が予想されるということであれば、将

来的な撤去費、これは解体しなくちゃならない時期がくるわけで、そのときの撤去費という

のは、これは一般会計から繰り出しになるのではないかというふうに思うわけです。という

のは、現在の風車の基金、風車会計の基金というのはたしかもうゼロになったというふうに

承っているんですけれども、基金がゼロであれば次に故障したとき、１号機、２号機の故障
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もないことはないわけで、そのときはどこから持ち出すのかと言えば、これは一般会計から

持ち出さざるを得ないんではないかというふうに思うわけで、これは町のいわばお荷物にな

ってくるのかなと、撤去費も含めまして。その辺の見通しと、町長が今言った何点かについ

てお答えいただければ、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 事務的なものは担当から答弁いたさせますけれども、まずこの風車も

計画当初は本当に夢のような話でありまして、机上では完全にもうかるような話になってい

たんです。だから、私もそのときは議員でございましたから、これは大変いい話だなと思っ

ておりました。その中で、これ今机上どおりいっていないというのが現状でありまして、そ

れは藤井議員も御承知かと思います。と申しますのは、当時まずは機械が大規模じゃないと

いうこと、そしてこれは国産だということなんです。三菱がほとんど小さな風車に対する部

品というのはつくっておりません。そういう中で、今部品を調達するのが大変な状況でござ

いますもんで、これが数カ月も何カ月もかかるというような中でやっているので、今の３号

機もこの部品をやるのにも相当の期間がかかるので、今回はもうなしというような中で、今、

風車会計をやっているのが現状でございまして、やっぱり当初国産品ならば故障してもすぐ

に部品が調達できるというような中で調達をしたのが現状でございまして、我々議員のその

ときの考えが果たしてよかったのかなというのは反省しているところでございます。 

  そういうような中で今言ったように、これから私はこの風車がやっぱり２機やって、基金

をことしほとんどつぎ込んだ中でやっております。基金ゼロでございますので、将来はどこ

も引き取らないところがあったならば、将来的には町の一般財源を使った中でこれは撤去せ

ざるを得ないのかなということは、今自分の頭の中で考えております。全協でも話しまして、

できるだけどこか民間でも運営していただきまして、これを運営した中で町といたしまして

はその運営会社に任せれば一番いいのかなというような中で、今そこを探しているのが現状

でございまして、行く行く私は、これは個人的な見解ですけれども、今の状況でいけば町の

お荷物になるのではないかなと今自分自身は考えています。ただ、計画当初は大変いい事業

だったもんで、いいことをやったと思いますけれども、今の現状を掘り返しますと後悔して

いる、お荷物になるのではないかなという考えでございますもんで、その辺は御理解願いた

いいと思います。事務的なことにつきましては担当から説明させます。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） それでは、まず最初に３号機の故障に関しての件ですけれど
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も、これにつきましては羽の角度を調整する機構が故障しておりまして、これを回しますと

危険が伴うと、火災が起きる可能性もあるので今とめております。それにつきましては、修

繕が効きますけれども、4,720万円ほどの費用がかかるということで、今の財政状況では拠

出できないということでとめております。 

  それから、設備利用率の低下につきましては、お見込みのとおり故障が発生して稼働日数

が減ったということで、設備利用率が減っているということでございます。 

  それから、繰出金の累計につきましては7,500万円ございます。この内容といたしまして

は、家庭用の太陽光発電への補助金、それからエコタウンガイドの育成の費用、それから温

泉発電、小水力発電の設備の費用、それから電気自動車購入、アースキッズ教室の開催など

でございます。 

  それから、償還金につきましては、本年度の平成29年度、30年度の２年残っておりまして、

金額は約2,450万円となっております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 風力発電そのものには機械ですから当然壊れもするんではないかと

思いますけれども、ただ余りにもうちの町の宣伝がまたちょっと適正じゃなかった点もある

んじゃないかというふうに私は思っているんです。というのは、収入の面だけをいって、例

えばこれは値上がりする前の単価が、値上がりする前の数字ですとずっと5,000万円の目標

といいますか計画できたんですが、その場合でも年間5,000万円の収入があるということを

ずっと言ってきたわけです。ところがこれは正確には本来的には収益があるというのであれ

ば正確だったと思うんですけれども、町民一般もそうですし、それから風車見学にもたくさ

んのお子さんも来たし、そのほか各自治体も来たんじゃないかと思うんです。もし、地方自

治体がどれくらい来たかなんていうのをちょっとわかれば、統計をとってなければいいです

けれども、現実にはたくさん来ているわけです。その中で、これは非常にもうかるらしいと、

じゃうちの町でもというふうなことがあったわけで、それと同時にうちの町にもこのほかに

はあと２カ所、奈良本とそれから三筋山に風車を建てたわけですけれども、それも含めてこ

れは事業者にいわば狙われてしまったといいますか、誘い水になったといいますか、ある程

度この町は町でもやっているんだから大丈夫じゃないかというふうな誘発した原因の一つに

もなっているという点で、私は非常にちょっと町営の風車の詰めがちょっとあったかなとい
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うふうに思っております。 

  収入に関しては、先日の５月29日の伊豆新聞なんかに関しても、収入は5,700万円あった

ときもあるというふうなことを伊豆新聞にも書かれているわけです。それで、本年度は

4,600万円を見込んでいるというふうにいっているわけですが、これに関しては今、遠藤課

長が言ったように、償還金が年約2,500万円ずつずっと平成30年までかかっていくわけです。

一番最後の年はちょっと安くなるんですけれども、とにかく2,500万円ずつ元金と利子は払

わなくちゃならない。もう28年で既に基金もない、売り上げも4,000万円欠けるくらいの金

額しかないというふうなことになると、実際上は元金とそれから風車の営業状態から考える

と、今までどおりから考えると、これはやっぱり故障のことを頭に入れなくても、やはり赤

字は覚悟しなくちゃならないだろうというふうに思うわけです。これは今までもかなり長い

こと論争してきた経過もありますけれども、赤字ではないんだと、収入があるんであるから

それは収入と言っていいんだと担当の課の課長にも聞いた覚えがあります。そういった収益

というふうなことを言わずに収入だ、収入だと言ってきたあたりもちょっと問題があるかな

と。 

  それから、撤去費用が現在積み立てられていない、ゼロであると。町長も正直にこれは一

般会計で適用しなくちゃならないかもしれないというふうに言って、多分多少お荷物になる

んじゃないかというふうに認めてらっしゃるわけですけれども、そうしますとここで町のエ

コタウンをそのまま継続していくというのもちょっと変なぐあいじゃないかなというふうに

思うんです。というのは、いわばもう撤去費用もない、基金もない、２機で運営すれば決し

て利益というふうなものは見込めないというところまでわかっているわけですから、そこで

民間に委託しようかなと今考えているわけですけれども、これを引き受ける民間の企業等々

があるのかなというふうに考えると、ちょっとその辺は見込みとしては甘いんじゃないかな

という感じはしますけれどもその辺がどうなのか。 

  それから、エコリゾートタウンというときに、先ほど水力とか幾つか課長も挙げてくれま

したけれども、小水力とか太陽光とか電気とかありますけれども、熱川にも温泉熱の発電を

町で800万円ほど出してやった経過がありますよね。そういうようなものをトータルで含め

て、この町は非常に自然エネルギーといいますかエコリゾートタウンだというふうに標榜し

たと思うんですけれども、それらもほとんどもうかるところまでまだいっていないわけです。

ですから、象徴的な意味だということで、やっていますよということは言えるわけですけれ

ども、それがいわば商業ベースに乗っていないと言う意味では費用対効果に関してもこれは
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非常に怪しいといいますか、実際上はもうかるところまでいっていない。それでいいのだと

いうふうに言っても、実際上は太陽光もそうだし、それから小水力もそうだし、それから温

泉熱の発電等も、何ら町財政から持ち出したわりにはそれは寄与していないという点では風

車と同じような状態じゃないかなというふうに思うんで、これに関していつまでもバスのラ

ッピングで風車の絵を飾って、またさっき冒頭でも言いましたように、こうやって封筒にず

っとこうやって風車の絵を描いていくということに関しても、そろそろやはり多少の反省を

込めて、これはエコリゾートタウンなんていうことは何ら実体をなしていないという段階に

来たんではないかというふうに私は思うんです。 

  もし、そんなことを言うんでしたら、例えばエコリゾートタウンなんていうんじゃなくて

スポーツ健康リゾートタウンとか、例えばの話ですけれども、そういったふうなものとかい

うふうなことを標榜すればいいんであって、この赤字になりつつある風車を町の看板に掲げ

て、相変わらず町民やら町内外に誤解を与えるようなことはちょっと自分たちは議員として

も恥ずかしいなというふうな気がするわけです。 

  この間、風車の基金も、そこに示していますけれども、これは、ずっと最低でも4,000万、

3,000万くらいで来たのが、昨年、その８月の故障の段階で3,000万円を使ってしまって、基

金からは、基金、現在はゼロになったと。風車基金がゼロということは、これは次に何かあ

れば一般会計から繰り出さざるを得ないわけですから、この辺のものも含めて、私はエコグ

リーンタウンというふうなことをいつまでも標榜しているべきではないんではないかという

ふうに思っております。 

  それから、ただ、すごく町の自治体としてのよかった点なんですけれども、情報を非常に

正確にインターネット等々でも発表してきたと。この情報発信をずっと続けた点に関しては、

自治体風車の責任として非常にすぐれた点ではなかったかというふうに思うんです。ただ、

10年ほど前から特記事項、特記というのがありまして、例えば、何月には風車が何号機が落

雷で壊れたとか、そういうのが全部出ていたわけですけれども、最近は全然出していないん

です。稼働率と利用率だけ計算式がちょっと出ているだけで。これは、やはり自治体風車の

責任といいますか、いいことも悪いことも含めてきちんと発表していくという姿勢がやはり

信頼感につながると思いますので、ぜひその点は続けていっていただきたいなというふうに

思います。 

  今後、撤去等々を含めて非常に町のお荷物になりかねないというところまでは、町長、認

めているわけですけれども、どうなんでしょうか。今までですと、例えば風車案内なんか、
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キッズ、お子さんたちの夏休み風車見学会みたいなのをやって、そこで風車の模型等々を配

ってきた時期もあるんですけれども、これに関しては、こういった厳しい財政の状況の中で、

まだそれも含めてやるのかどうか。こういったふうなことであるから、先ほど7,000万、一

般会計に繰り出しても、結果的には赤字にならざるを得ないということがありますので、こ

れに関しては、もっともっと厳密な民間的な手法で、金のかからないような方法をやったほ

うがいいんではないかというふうに思います。 

  あと２年ほど償還金が残っているわけで、これに関しては、これも含めて、もし後続の会

社が見つかるんであれば、それはぜひ、そちらにも払ってもらうしかないんですけれども、

そういった見込みがあるのかどうか、交渉はされているのかどうかなというふうな見込みと

いいますか、ちょっとその見通し、その辺を承っておきたい。買い手があるかどうか、ひょ

っとして。 

  それと、先ほど最後に申し上げた三筋山周辺の風車が全21機停止していると。これに関し

ては、多分、これは会社発表だと焼損というふうに言っておられますので、多分まさかあそ

こにマッチで火をつけた人はいないと思うんで、これは落雷かなと。というのは、うちの町

の風車も数限りない落雷が発生しているわけです。そういったところから見ると、自分たち

がずっと主張をしたように、あそこは渡り鳥と雷の通り道だという点で、多分それで焼損し

たのかなというふうに考えますが、これに関しては、町も若干土地を貸したり協力してきた

というような幾つかの問題がありますし、早急にこれはもとの姿できちんと動かすなら動か

す、そういうことをやはり業者のほうに要請していく必要があるんじゃないかというふうに

思います。これは、先ほど故障だというふうなことを把握はしているけれども……。 

（何事か言う声あり） 

○１０番（藤井廣明君） ええ。そういうことですので、まだあれ、つくって１年とちょっと

ですよ。2015年８月29日ですか、その辺に稼働始まったんですから、８月ですよ。というこ

とは、まだ１年ちょっとですよ。２年たっていないで、こういった故障で２カ月以上停止し

ているということは、町にとってもこれは余りいいことじゃないし、やはり会社にきちんと

対応を求めていくというようなことをされたらいかがかなというふうに思いますので。そう

すると、これは、町の景観からも全く見えないところじゃなくて非常に見やすいところだし、

そういう意味での町のかかわり方があるわけですから、引き続き善処を求めていっていただ

きたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 
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○町長（太田長八君） まず、町のホームページに関しまして、これはちょっと、もしそれだ

ったらば、早急にその辺は改善していきたい。ホームページに関してはそれでいきたいと、

お願いしたいと思います。 

  さらに、このエコリゾートタウンは、単に風車をやっているからエコリゾートタウンじゃ

なくて、やっぱりエコのまちというように、二酸化炭素を減少することで、それが大前提で

ございますから、例え風車をやっていなくとも、ほかの面で二酸化炭素を減少していく、こ

れが基本的にはエコリゾートタウンだと考えておりますもので、ただ風車がだめになったか

らエコリゾートタウンはいかがということになりますと、その辺はちょっと私と考えが違い

ます。ただ、町の封筒とか、そういうのにエコ風車がシンボルとして載っていると。確かに

それは、28年度まではこれでよかったんです。29年度当初予算に当たり、基金を全部つぎ込

んで、一応２機稼働するような方向でやっておりますもので、29年度から基金がゼロになっ

た、そういうことは理解していただきたいと思います。 

  また、アースキッズも、以前は確かに風車の模型やっていたんで、今現状はやっておりま

せん。このアースキッズの学習の目的は、いかにこの地球上から二酸化炭素を減らすのか、

それが目的でございます。ただ風車がいいよということを言っているんじゃありません。ア

ースキッズというのは、二酸化炭素を減らした中で将来の地球温暖化を防ぎましょう、これ

が趣旨でございますから、何らこの風車とは関係ありませんもので、その辺はご理解願いた

いと思います。 

  さらに、この町営風車、本当に自治体とか町民のよその子供たち、いろいろ来ます。今、

手元には持っておりませんけれども、原課のほうでその辺のデータはとっておると思います

もので、その辺はまた後で藤井議員に示したいと思います。 

  そういう中で、うちの風車がいいかと、この民間の熱川とやった、それは絶対ありません。

基本的には、うちの町が幾らよくても、あくまでも風況調査をやった中で、風況調査、これ

は、やってもある程度その原価がとれないとなれば、幾ら町営がやっていてもそれはやりま

せんもので、ただ町営がよかったから、民間の熱川が今も言ったような中、これがやったと

いうことは絶対ありませんもので、その辺はまたご理解願いたいと思います。 

  見通しに関しては、さっき言ったように、これは本当に当初来たときには、本当に机上で

は、もう本当バラ色でしたよ。私も本当に議員で、ああ、大変いい事業だなと思っていまし

た。しかし、今現在こういう、その時は議員でしたから、今は町を預かっている者として、

やっぱり機械ものというのは本当に怖いなと今感じております。やっぱり机上のとおりやっ
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ていれば、これは本当にいい方向にいっていましたけれども、今逆の方向で動いていますし、

基金も、当時やっぱり雷も相当なことは言われておりましたけれども、やっぱり雷が一番す

ごいダメージを受けるなということは、今、実際この立場で考えております。 

  そういう中で、今言ったようなことも、まだ起債が２年間残っておりますもので、この起

債を含めた中で、今、民間の方にその運営をどこかいないかなというのを探している今現状

でございまして、現状、どのような状況かというのはまた原課に説明いたさせますけれども、

そのような方向にいっていただければ大変ありがたいと思います。 

  例えば、今後、町営で２機、３機になりましても、いいときはいいんですけれども、やっ

ぱり一回落雷などの大きな事故が起きますと、これは本当にダメージを受けて、もう赤字に

陥るのは間違いありませんもので、いい意味での今のうちに民間でどこか運営できるところ

があればありがたいなという今現状でございますもので、その辺の現状がどのようになって

いるかは、一応、原課に説明いたさせたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 現状につきましては、ただいま運営を行っていただいており

ます会社に対して働きかけを行っておりますけれども、これを維持するに当たりましては、

藤井議員もおっしゃったように補助金の関係、それから売電契約の関係であったりとか、あ

と電気を流す系統連系といいまして、その容量の問題の確保であるとか、先ほどから出てお

ります撤去費用、どこまで撤去するのか、基礎まで撤去するのと表面だけということでかな

り金額が変わってきますので、そこら辺の問題もクリアする必要もありますが、今こういう

検討をしていただいている状況でございます。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 一つ、答弁漏れ。 

  河津の件に関しましては、これは町がいうか、もう当事者が、もう早く動かしたいのはこ

れは間違いないですから、基本的には、もう早く動かすのを目標に、今、一生懸命頑張って

おりますし、壇上で言ったように、今、火災事故が発生いたしまして、その原因究明と、さ

らに、当時同じようなやつを使っているもので、同じような事故が起きないようなことで、

今、調査指定中などでやっていますのもで、これはユーラスエナジーも早く動かしたいのが

それはもう現状でございますので、やっぱり河津のことは、また民間のことですので、町の

ほうもそれは言う必要はないと考えておりますが、それはご理解願いたいと。 
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  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で藤井議員の一般質問を終結します。 

  ここで３時まで休憩します。 

 

休憩 午後 ２時４５分 

 

再開 午後 ３時００分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（飯田桂司君） 次に、６番、内山議員の第１問、水道事業についてを許します。 

  ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） それでは、私が２問通告しております。回答については一問一答でよ

ろしくお願いします。 

  まず、第１点目は水道事業について。 

  水道課には、浄水場の老朽化が著しい。人口減少や観光客の減少に伴い、水道料収入の激

減が予想されています。今後の見通しについてお伺いいたします。 

  まず、第１点目は、水道収入の現況についてお伺いします。 

  第２点目は、水道管の交換率。もう老朽化したものをどういう交換をしていくのかどうか、

その辺を伺いたいと思っています。 

  それから、第３点目については、水の確保の計画についてお伺いします。 

  第４点目については、白田浄水場の耐用年数についてはどうなっているのか。それから、

大規模修理や新設についてはどんなふうにお考えになっているか。その点をお伺いします。

よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 
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○町長（太田長八君） 内山議員の第１問、水道事業については、４点からの質問ですので、

順次お答えいたします。 

  １点目の水道料収入の現況はについてですが、水道料金収入につきましては、給水人口の

減少や主要産業である観光業の低迷などにより厳しい状況ですが、平成27年度第２期分より

水道料金を改定したこともあり、平成28年度は、税込で前年度対比242万6,100円、0.6％の

増収となっております。 

  次に、２点目の水道管の交換率はについてですが、水道管の布設がえ工事は、緊急性の高

いものから順に毎年行っております。なお、交換率は約70％となります。 

  次に、３点目の水の確保計画はについてですが、水源確保に向けて、平成27、28年度と稲

取地区２カ所で水源調査ボーリング工事を行い、水源が発見されました。これらの水源を利

用するためには、厚生労働大臣の水道事業変更認可が必要となるため、平成30年度に３号井

戸を含めた揚水試験、設計などを行い、変更認可に向けた手続を行っていく予定であります。

また、その他地区の水源確保計画につきましては、平成30年度策定予定である「水道ビジョ

ン及び施設整備基本計画」で検討していく予定であります。 

  次に、４点目の白田浄水場の耐用年数は、大規模修理や新設などの計画はについてですが、

建物部分の法定耐用年数は50年で、白田浄水場は建設から今年で49年目を迎えます。 

  また、大規模修理や新設などの計画は、平成29年度に「アセットマネジメント（資産管

理)｣、平成30年度に｢水道ビジョン及び施設整備基本計画」を策定する予定で、その中で考

えていきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） まず、第１点目の収入の現況ですけれども、ついこの間、25％の水道

料を上げたわけですけれども、私、もう一回確認したいのは、町長になった平成18年度当時

と比べて、今わかる範囲で結構ですから、現況の水道収入というか、そういうものがどうな

っているかということをもう一度確認したいことと、それから、今の現況はそうですけれど

も、今後の水道料の減収といいますか、それが年度別にどうなってくるのか。その辺、例え

ば、すぐに水道のまた料金を上げなきゃいけないようなことが予想されると思うものですか

ら、その辺、例えば５年をたったときにどのくらいになるかという、こう、予想が立てられ

れば、ぜひお願いします。 

  それから、水道管の交換率という言葉が今あったわけですけれども、実際にうちの水道管
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も、ちょうど高度成長のときに1960年から70年ごろに皆建ったもので、みんな鉄管だと思う

んですね。そういう鉄さびが多くなって交換をしていかなければいけないと思うんですけれ

ども、この70％というのは、その当時やったものを70％今の材質のものに交換したのか、ち

ょっとその辺をもう一度確認したいと思っています。ほかの地域ではそこまで、ほかの自治

体では、その当時にやった水道管を70％交換したというようなことはちょっと聞いておりま

せん。うちの町が70％というようなことが、水道管の交換率が果たして正しいのかどうか、

その辺の確認をもう一回伺います。 

  それから、水道確保の計画については、町長言われたように、稲取地区、私も監査をやっ

ていまして、昨年も第２カ所目の水道の確保をした水源は見させていただきました。稲取地

区２カ所になるわけですけれども、そういう中で本当にこの問題については、白田の、後ほ

どの話ですけれども、上水道がもう耐用年数がもうすぐということで、できれば稲取地区は

別途に水道を山下ろしで持ってこられる形にすることが一番いいのかな、そうに考えて、水

道の確保については本当によかったなと思っています。 

  それと、もう一つは、従来、奈良本地区について水源の確保を目論んでいろいろ探査した

わけですけれども、実際に掘ったところは出てこなかった。そういう意味では、私の言うこ

とは、もう一度、できればもう一度、私は奈良本地区についても、実際に濁川という川があ

って水源があるんじゃないかと思うんです。そういう点で、お金がある程度かかっても、も

う一度探査をすべきなのかな、そんなふうに受け取っています。そうすれば白田の浄水場は、

また後で話しますけれども、そこらについては大規模修理ということじゃなくて、小規模の

修理だとか、そういう形で済むのかな。そういう点では、奈良本地区、実際には奈良本地区

にあれば、片瀬、白田にも行く形もありますし、大川は別に水道がありますから、北川地区

は大川で一緒にするとか、あるいは奈良本と一緒にするような格好ができると思うんですね。

そういう意味では、もう一度水の確保の計画の中で奈良本地区の水源探査をやっていくほう

が、町としては正しいのかな、そんなように受け取っています。 

  それで、もう一点、災害だとか、そういうことが行われるようなこともあったり、それか

ら一番初めに申し上げたように、水道収入が少なくなるということもありますよね。そうい

う点で考えると、今、ほかの自治体では広域で水源を確保しているというか、そういうこと

があります。例えば、今、災害用に河津町のお水を稲取の境まで、実際に配水管が布設して

あるというようなこともお聞きしています。そういう中で、河津と広域で考えていくという

か、実際に今エコセンター、環境センターについては、河津町と東伊豆町で新しく今度エコ
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センターを建てるわけですけれども、そういうことも両方の自治体で、財政的なことを考え

れば２つの町でやっていくほうがいいのかなと、そういうふうに思っています。 

  そういう点で、できれば早急に、今、河津町等と話し合いというか、そういうことも、災

害時でなくても広域ができるような形を今後考えていくことが一つ必要性があるのかなその

辺のことをお聞きします。 

  それから、白田の浄水場については、もう49年たって、50年の耐用年数にあともう１年と

いうことです。そういう点では、29年、30年に計画を立てるということでありますけれども、

実際に私、心配するのは、今の水道の会計のほうで現金預金が幾らあるのかどうか。その辺

を確認した上で考えていかなければいけないし、それから、いずれにしても住民の生活にす

ぐかかわることですから、お金がなければ本体のほうも一般会計のほうからお金を繰り出す

ようなことも考えていかなければいけないと思うんです。 

  そういう点で、町のその今の財政調整基金というのは、この間の委員会の中でもお聞きし

ましたけれども、３億6,000万、そういう点で相当私は心配するわけです。だから、大規模

工事というようなことがなされないような格好でやっぱり計画を立てるという、先ほど言っ

たように河津町と広域でやるとか、もっとほかの自治体は、もっと広域で１市５町村でやる

とか、そういうことまで含めて考えているようなことがあります。 

  そういう中で、できれば浄水場を修理するについても、補助事業というか、そういう事業

でやっていかなければいけないと思うんですけれども、その場合、どの程度の補助率がある

のかどうか、その辺についても住民の方のほうが心配しているものですから、できればお答

えを願いたいと思います。 

  ちなみにエコセンター、河津町と一緒になったエコセンターの焼却炉の改修については、

約35億円かかって、補助金が12億、それから起債、借金ですけれども、起こせるということ

ですから、両方からの負担を考えれば１つの町で全部やれるわけではありませんから、そう

いうことを踏まえて、これから浄水場の関係のことについてもちょっとお答え願いたいと思

っています。よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、水道料の状況、平成18年から現状どれだけど、ちょっとこれは

今手元にないもので、これはまた後で内山議員に……。 

  そういう中で、いつの値上げ、これはもうわかりません。基本的には、もうできるだけ今

の現況でやっていく中で、やっぱりその中で現場のほうは経費の削減とか、いろんな意味で
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努力しております。今回も動力が減ったというような中で、極力減らすものは減らすのはで

きまして、もうどうしても値上げしなければならないときは、もう水道料金等の審査審議会

がありますもので、その辺にまた投げかけた中で町の現状をお知らせしたいと思いますし、

基本的には水道事業はもう企業会計でございますから、一般財源から普通もう投入すること

は考えておりません。あくまで水道事業は水道事業の中でやるという中で町はやっていきた

いと今考えておりますもので、その辺はご理解願いたいと思います。 

  ２点目の水道管の交換率、この辺はちょっと、現状のほう、その辺は原課のほうから説明

させていきたいと。 

  そして、３点目の水の確保、この中で本当に稲取地区は大変いい結果が出た中で、30年度

に向けてやっていくんですけれども、城東地区に関しますと、壇上で言ったように、この

「水道ビジョン及び施設整備基本計画」の中で検討していく、基本的には私はその方向で、

二、三年前つくった水道ビジョンのときも、基本的には、各地区に水源を求めた中で、でき

るだけ動力を削減する中でその方向でやっていくという、そういう方向性を出しております

もので、この平成30年度にできる「水道ビジョン及び施設整備基本計画」、基本的にはそれ

を引き継ぐのではないかなと考えておりますけれども、その辺はまた、この中で十分煮詰め

た中で、一応、今後の水源確保とか、そういうことはやっていきたいと考えております。 

  基本的には、なぜ水源確保なのかというと、やっぱり今の浄水場を大規模改修すると、相

当な金がかかりますもので、それなら各水源もそういう努力して、自然落下させれば全然町

民に対する負担も軽いというような中で、先般の水道ビジョンではそのような方向です。各

地区に水源を持ちましょうというようになったので、また平成30年度、新たにこの水道ビジ

ョンとこの基本計画を策定しなければならないもので、そこでは明快な回答を出していきた

いと、そう考えております。 

  さらに、広域に向けてのその河津町との管。これは私もそれを考えている中で、原課にな

ると、その今水道管が古く、もう相当使っていないもので、現状にそれが使えるかどうかが

まず問題でございまして、その辺をまず調査しないと。また、それが使えるならば、やっぱ

りこれは河津町との話し合いもいいのではないかと思いますが、現状、その管が使えなくな

りますと、全然また話が違ってきますもので、その現状の水道管について、現状どうなって

いるかということをまず調査していきたいと思います。 

  あと、浄水場のいざ建設になったらどのようになるかということは、これは、いざその場

になってみれば、当然その計画になった場合は町民に示します。今現在そこを調べているか
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とか、自分はもちろんわかりますが、その辺は原課と、どうなっているかということはちょ

っとお知らせしたいと。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 水道課長。 

○水道課長（石井尚徳君） では、平成18年当時と平成28年の水道料金の収入の関係ですけれ

ども、平成19年度と平成27年度に２回ほど水道料金の改定をしました。ですから、結局、単

純には比較はできないんですけれども、平成18年度と比較しますと、平成28年度は1,444万

5,153円ほど減っています。また、使用水量の関係なんですけれども、料金収入の対象とな

った水量ですけれども、平成18年当時と比較しますと33.6％ほど減っています。それと交換

率の関係ですけれども、水道管の法定耐用年数は40年ということで、40年を超えていない水

道管が70％ということです。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 水道の収入の現況ということで、今、課長もおっしゃるように、18年

当時と比べて水量で33.6％、ほかの自治体も大体40％ぐらい減っているそうなんです。だか

ら、うちの町も御多分に漏れずに、そのくらいのものが減っているということですね。それ

から、金額にして1,445万円というようなことも、課長言うように、主には旅館の収入、そ

れから一般のところの家庭があいたということなもので理解ができると思います。そういう

ことで、他町村についても、実際に値上げでみんな乗り切っていることが水道料金といいま

すか、実際に一般会計と町長言ったように別会計ですから、その独立したものの中でやるに

は値上げしかなかった。そういう点で、水の確保についても考えていかなければいけないと

いうところに出てくると思うんです。広域でやるとか、そういうことも含めて考える。 

  それで、２番目の水道管の交換率については、課長言ったのは、耐用年数が40年のものが、

まだ40年たたないところが70％あるということで、実際に鉄管のものを交換しているという

ことはまた別だと思うんですね。それが例えば10％か、そこらだと思うんです。そういうと

ころを考えると、10％のものを100％にするには、あと何十年もかかるわけですから、そう

いう点で、水道の行く末を考えたときには、私が言ったように、水の確保については、稲取

地区だとか、あるいは城東地区等は別にして、上水道布設を小規模なものするとか、あるい

は河津町と一緒に広域でやっていくような、そういうものが必要になってくると思うんです。 
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  実際にこれからの計画については、課長も町長も言ったように、29年、30年に本格的な形

に入るということが、計画を立てるということになりましたけれども、ぜひ、今、私が言っ

たようなことを計画の中に取り入れていただいて、ただ水道の料金の値上げだけでなくて、

それで鉄管のもの、さびたものだとか耐用年数が過ぎたものを交換するだけでなくて、実際

の水源の確保から始めて、広域でやるとか、そういうことも含めて考えてもらうことができ

ればなと。 

  それから、４点目の白田の上水道の関係ですけれども、これはちょっと回答がなかったん

ですけれども、従来、実際に今の価値でいうと50億ぐらいかかるのかな。そういうものがあ

りますけれども、その辺の補助率というか、その辺が、もし現状でやったときにわかれば教

えていただきたいし、それから、これは本当に、もしやらなくても済めば一番いいわけです

から、先ほど言ったような点があって、そういうことも含めて、もう一度お答えを願えれば

と思います。よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） これ、補助率は定かではありません。また、これは正式にあるという

ようなことは、また正式になったら示したいと。以前やったときには、補助率はよくないで

すよ。そういう記憶がありますもので、できればその財源を違うところで求めたというよう

な中でやった中で、この補助率に関しては、町は正式なやつがありませんもので、その辺は

後でまた内山議員に示したいと思います。 

  それで、今提案されましたいろんな水道ビジョンとか施設整備計画、そういう計画すると

きに、また、今、内山議員から提案されたものは加味した中で、一応、その辺も検討した中

でやっていきたいと考えております。よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、道路、橋梁の改修についてを許します。 

  ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） ２点目については、道路、橋梁の改修についてということですけれど

も、水道と同じように、やっぱり高度成長の昭和60年代、70年代に道路の補修、道路を新設

したとか、あるいは橋梁を新設したようなことがあったと思うんです。そういう点で、安全

で安心のできる道路、橋梁の改修の計画はどうなっているのか。相当、各地の道路も橋梁に

ついても老朽化しているもので、その辺の今、町の計画についてお答えをお願いしたいと思
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っています。よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 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） 内山愼一議員の第２問、道路、橋梁の改修についてお答えいたします。 

  安心、安全のできる道路、橋梁の改修計画はどのようになっているかについてですが、現

在建設課で管理している道路は、322路線、総延長185キロメートル、橋梁は、95橋、その他

台帳上の管理にあらわれない赤道など膨大な数に及んでおります。さらに平成25年６月に施

行された道路法の改正により、市町は道路施設の適正な管理が義務づけられ、橋梁について

は、５年毎に点検を行い、今回の調査により改修を要する橋梁は、次回の報告時までに改修

工事を終了しなければならないなど、施設維持に大きな財政負担を発生させる状況になって

おります。 

  全て施設を適切に維持更新していくことは財政的に困難なことでありますので、地域間を

結ぶ町道湯ノ沢草崎線など主要な路線や緊急輸送路、公共交通の安全確保に必要な橋梁など

から、優先的に進めていく方針であります。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 今、町長言われたように、膨大な箇所それからキロ数というか、そう

いうものがあるわけです。それから橋についても、５年ごとに実際に点検をしないと危ない。

そういう中で、私も、建設課のほうと一緒に実際に道路だとか、あるいは橋梁については今

ここを直しているということについて、現場をいろいろ指摘をされまして、ここを今直した、

こっちを直したというようなことがありました。 

  非常に参考になったわけですけれども、その辺で、もう一度確認をしたいんですけれども、

町道、道路についても、主要道路が先ということはもちろんありますけれども、そういう面

を考えて、道路についても、それから橋についても、災害だとかそういうこともそうなんで

すけれども、一般の生活をする上でなかなか大変なところがあるわけですけれども、改修を

決めるに当たって優先順位というか、そういうものについて、もうちょっと詳しく教えても

らいたいということです。実際にパトロールの状況なのか、パトロールの状況を優先するの

か、あるいは各区で上がってきたものを優先をするのか、あるいは住民の要望だとか、そう

いうものを優先するのか、あるいは町として災害が起きるとか、そういうもののことが優先
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するのか、それから、町長も言ったように、主要道路あるいは主要の橋というか、そういう

ものを優先するのか、その辺のところについて、もう一度ちょっと確認をしたいと思います

けれども、よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 細かなことは原課に説明いたさせますが、基本的には壇上で言った、

地域間を結ぶこの主要な路線また緊急輸送路、公共交通の安全確保に必要な橋梁、やっぱり

この辺から、基本的にはこれがまず第一優先だと自分は考えておりますけれども、各地区か

らの要望をいろいろ聞きますけれども、基本的には、優先順位はこの町はこれであると私は

考えております。 

  現場の現状のいろんな要望が、どのように対応しているかにつきましては、原課から説明

いたさせます。 

○議長（飯田桂司君） 建設課長。 

○建設課長（高村由喜彦君） それでは、内山議員の一般質問に対してお答えいたします。 

  建設課で管理している通常の優先順位のつけ方というのは、まず１点目として、通学路等

生活道路にかかわるものの穴埋めとか、安全確保に対応しています。２点目として、先ほど、

322路線、百八十何キロ、膨大な数がありますので、優先順位をつけるというとなかなかつ

けられないので、その中で、国道135号のバイパス道路、災害等で影響があったときに地区

間の道路が通行が不可能になるようなことを避けるための路線等を管理しております。 

  それと、先ほど町長の一般質問での回答でありましたように、法的な管理というのを平成

25年から義務づけられております。これの法的な管理というのは主に橋梁が中心になってお

りますが、橋梁についても、地区間を断絶させるような橋または135号と並行して走る橋等

を中心に重点的に管理をしている状況でございます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） わかりました。私が言ったパトロール等をやったとか、各区で上がっ

てきたものだとか、住民等、それはもちろん住民からの要望だとか、そういうものについて

ですけれども、基本的には通学だとか、あるいは生活道路というか、そういうものを優先す

るということは十分わかりました。それから、135号線の関係で通行が断絶するようなこと

があったときに困る、それを優先するということがわかりました。 
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  それで、橋梁については、同じように、生活に密着したところが断絶されたり、そういう

ことについてのこともお聞きしましたけれども、一つ、私、気になったのは、白田の白田橋。

私も数年前、３年ほど前から、ずっと白田の橋梁については、いつ直すのかということの話

を、改修するのかということがありましたけれども、補助金がつき次第ということ。それか

ら、ほかの橋と比較して優先的に、優先順位でやりますよということの町長から御答弁があ

りましたけれども、その辺は、今、また国・県に働きかけをしているのかどうか、その辺の

様子をお聞きができればと思います。 

  それから道路の関係のことで、一部、私のところ、東町と西町の、今、桑原課長は承知し

ていると思うんだけれども、大木不動産が開発した住宅地があるんですけれども、そこが町

有の道路にはなっておりませんけれども、実際に住民が相当数が住んでいるんですよ。そう

いう中で、これ町の道路ではありませんけれども、開発組合とかそういうものはないし、そ

れで相当住宅地の中がでこぼこ道になっているようなところがあるものですから、ちょっと

前にも触れたかわかりませんけれども、セメントだとかの支給だとか、そういうものがもし

できれば、確認をしたいと思いますけれども。実際に畑地があったときについては、農地の

関係等含めてセメントの補給をするということがありますけれども、実際あそこの地域には

管理する組合というのがないんです。そういう点で、自分のうちの前を個人でなかなか舗装

するということができないもので、できればそういう手助けを、セメントの支給だとか、そ

ういうものをしていただくようなことができるのかどうか、その辺をちょっと確認したいと

思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、橋の関係でございます。これはもう、私いっときも忘れたこと

はございません。やっぱりこれは相当の人が歩きますし、走りますし、それで今、４トン以

上のダンプはやめてくださいということでやっております。それで、以前言ったように相当

金額かかるもので、今プラスアルファの補助金があればこれはやっていきたいということは、

この前お答えいたしたとおりでございますもので、これはもう、あるごとに、ある程度国の

ほうとか、そういう県のほう、これは要望しておりますし、また議会のほうもその辺はまた

よろしくお願いいたしたいと思います。これはもう、いっときも忘れたことはありませんも

ので、この辺はできるだけ早くとやっていきたいなということはもう言及したいけれども、

やっぱり相当な金額かかるもので、相当なまた町の負担になりますもので、さらに今以上の

多少の補助があれば、これは町はやっていきたい。そういう考えでございます。 
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  さらに、道の関係でございますけれども、確かに住民とかいろんな面では、そういう町道

になれば、やっぱり町道になることは維持管理が、今度はそれに対するお金が相当また町と

して出てきますので、簡単に「はい受けますよ」とか、そういうことは多分原課のほうもで

きないと思う。いろいろ相談した中で、これはもう引き受けざるを得ないようになると町道

として認定いたしますけれども、簡単に町道にいたしますと、今後の維持管理に対しまして

相当な金額がかかるもので、その辺を加味した中で、また原課と相談しながらやっていきた

いと思いますけれども、そういう考えでございます。 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） 生コン支給は、ごめんなさい、ちょっとその辺のことは原課に。 

○議長（飯田桂司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 今、生コン支給の話でしたけれども、以前は、産業の生産現

場が公道に面する奥に３戸以上の方があれば、皆さんでという形で、支給の要件を満たす場

合にとってはやっておりましたが、現在は、そういう要望ももうなくなってきたということ

で、生コン支給はやっておりません。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 今の大木の住宅地については、町道にするということはなかなか大変

だと思うんですよ。それはもう実際にできかねると思いますから、できれば個人の負担で、

あそこのところはもう結構あるものですから、生コンの支給をしていただきたいというよう

なことのちょっと要望もあったりしたものですから、そういう点で、農業の関係でできなけ

れば、建設課の関係でやっていただくことができれば一番いいのかな、そんなように思って

いるものですから、その関係で言ったわけです。 

  それから、白田の橋についても、ぜひ生活道路といいますか、まだ５トン車も通れないよ

うな状態ですから、それで学校へ行く子供さんだとか、そういう者も通る。それから、もう

災害が来たら一番もろに、豪雨だとかあるいは台風、あるいは地震が来たとき、そういうこ

との危険があるものですから、私も相当何度も言われておりますから、また改めて一般質問

でさせてもらったんですけれども、白田の橋についてもぜひ働きかけをお願いしたいと思っ

ているので、よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 
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○町長（太田長八君） すみません。道路としては、ちょっと違う方向に答弁いたしまして、

その辺は謝りたいと思います。 

  それで、今、生コン支給はやっていないような現状でございますが、基本的には、もうそ

こは生活道路になると私認識しております。そういう中で、町民が困った場合は、区からい

ろんな要望がもしあったような際は考えてもいいのかなと、これは個人的な考えでございま

す。ある程度、結構人が住んでいるのもわかっておりますし、その中で町道ではないとして

も、やっぱり区のほうの要望として区民が困っているから何とかしてくれといえば、それは

それなりに考えていきたいと思います。これは私の個人的な意見でございます。 

  さらに、橋に関しましては、これは本当にいっときも忘れたこともありませんし、早急に

これをかけかえたい中で、今、国・県において補助関係の割り増しをこれをお願いしている

のが現状ということですもので、その辺はご理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で６番、内山議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（飯田桂司君） 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。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時３５分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（飯田桂司君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成29年東伊豆町議会第２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。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○議長（飯田桂司君） 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。 

 

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

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（飯田桂司君） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 村 木   脩 君 

○議長（飯田桂司君） ８番、村木議員の第１問、公共施設の維持管理についてを許します。 

  ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） それでは、おはようございます。 

  私のほうから２問、通告してございます。答弁につきましては、一問一答でよろしくお願

いをいたします。 
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  まず、第１問目として公共施設の維持管理についてを３点にわたりお伺いいたします。答

弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 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。 

  村木議員の第１問、公共施設の維持管理については３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、第１点目の人口減少下においての維持管理についてお答えいたします。 

  東伊豆町の人口は、昭和50年の１万7,324人をピークとし、平成27年国勢調査では１万

2,624人と4,700人減少しております。また、国立社会保障・人口問題研究所における将来人

口推計では2040年に7,830人と予測され、人口減少を前提とした町政運営を最重要課題の一

つと捉えております。 

  これまで、多様化する住民ニーズに対応するため公共施設等を整備してきましたが、老朽

化に対する維持管理経費の増加に苦慮しております。 

  今後、人口減少、少子高齢化によりまして学校教育施設など余剰が発生し、高齢者を対象

とした保健福祉施設などの需要が高まるなど、公共施設へのニーズが変化することが予想さ

れます。このような状況変化に合わせた施設規模の見直し、既存公共施設の活用や整備を通

じまして、町民ニーズに適切に対応していきたいと考えております。 

  次に、第２点目の財政的にはいかにお考えかについてお答えいたします。 

  平成28年度に策定した東伊豆町公共施設等総合管理計画では、公共施設の機能を適切に保

つための維持管理等経費が、今後40年間で約230億7,000万円と推計される一方、充当できる

財源が約130億7,000万円と約100億円の財源不足が見込まれ、現状のまま公共施設を維持し

ていくことは困難な状況です。 

  また、本町の財政状況は、観光業の低迷や少子高齢化による人口減少などの影響により、

歳入の根幹である徴税収入の大きな伸びは期待できないことや、歳出では扶助費の増加傾向

などにより、今後も楽観できない状況が予想されます。 

  公共施設の整備更新や維持管理に支出できる税源には限界があることを前提に、公共施設

のあり方を検討してまいります。 

  次に、第３点目の管理システムをいかがにするかについてお答えします。 
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  これまで公共施設整備は、人口増加に対応した新規整備が中心に行われ、既存の公共施設

管理は、建物の修繕を主な目的とする施設管理が中心となっておりました。 

  しかし、今後の厳しい財政状況下、今ある資源・資産を最大限有効活用し、コスト削減と

行政サービスの維持・向上の両立を図る公共施設マネジメントを実行していく必要がありま

す。 

  さらに、建物のハード面からだけでなく、利用や運営実態から用途ごと・地域ごとの利用

形態の見直しや運営面の効率化等、具体的な検討を行う必要があると考えます。 

  御質問にあります管理システムの構築につきましては、現状の担当課ごとの維持管理を全

庁的な維持管理とする組織体制を確立し、長期的視点で集約化・複合化すること、そして財

政負担を軽減・平準化し、公共施設等の最適配置に向け、今後取り組んでいきたいと考えて

おります。 

○議長（飯田桂司君） ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） 大体そういうお答えが出てくるんだろうなという気がいたします。 

  まず、この町として公共施設というのが相当数現在あるわけですね、私も勘定していませ

んが。予算書を見てもそれぞれに維持管理のお金がちりばめられているというのが現実でご

ざいます。 

  そういう中で今後これらをどうしていくのか。インフラは別として、道路ですとか橋梁、

そういったものは別の計算としてやっていただければと思いますが、通常、公園ですとか、

また公共トイレ、これらも非常にここ数年でまた大きく伸びてきまして、またバブルのころ

の遺産とも言うべきものもかなり多く残っているわけですね。その当時と今のこの町の現状、

財政的なものを見ても20億近い財政減になっているわけですね。 

  今、町長おっしゃったように、この130億、何年ですか、かかるということになってくる

と、全く町の財政的な規模としては非常にやっていけるのかなと言う心配のほうが、この財

政規模と人口減少というのは比例しているんだろうと、当然、課税客体も減っていくだろう

し、そういう中でこれらを維持していくということが、どれだけ大変なことになってくるの

か。 

  ですから、今余裕のあるうちに、一つにはもう要らないものは切っていくというような、

今、公園等を見ていても、ほとんど遊んでいる子供たちはいないような状況が多いですね。

そういう中で今の子供のニーズに公園が合わないのか、その辺は調査してみないとわかりま
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せんが、多分、今、子供の減少化、そして子供が屋内で遊ぶ、そういったものの環境の中で、

なかなか公園に出てきて遊んだりはしないんだろうなというふうに感じたりもするところで

ございますが、そういった中で今時代に合った管理の仕方、これが28年度の予算書にありま

した施設の維持管理の計画ですか、そういったものに反映されているのかどうか、ちょっと

その計画を見ていませんからわかりませんけれど、当然そういう時代に入っているんだろう

なというふうに私は感じております。 

  そういう中で今、要らないもの、失礼ですけれども、教育委員会に今現存しているテニス

コート、その上の運動場、こういったものは条例でお金を取る条例がまだ生きているわけで

すが、今のテニスコートでは多分お金は取れないだろうと、どちらかというと保育園の駐車

場となっていると。そして上の運動場も町長が無国籍道路を入れて、今、駐車場がイベント

の時の駐車場というのが、それならば、そういう時代に合ったものに変えていかないと。で

すから、その辺の見直しをもう一度してみてはいかがかなと。何もだめなものをいつまでも

条例で置いといて、テニスコート１面幾らですとか、そういうことより、今の現実に合って

いないものは、もう廃止していくというような方向で全庁的な見直しをしていただければ。 

  今、消耗品は一元化していて、会計室のほうで管理してやっているような状況でございま

すけれども、かといってそれを会計室に予算づけしてあるわけではなく、各課の予算のもの

をそこに一元化しているのだろうというふうに思います。そういった一元化というのは、こ

れからは行政のほうも人数を増やせないと、そういう状況の中で何を一元化していくのかと

いうことが非常に大切な、考え方によっては行政の仕組みも変わってきているのかなと、ま

た変えなければいけない時期に来ているのかなというふうに思いますので、その辺について

再度、町長に行政の今後のあり方、こういったものをお聞きしたいと、それをまず１点目。 

  そして今、要らないと言ったら失礼ですけれども、使われなくなった施設、こういったも

のがどれぐらいあるか町のほうで把握しているのかどうか。 

  桃野にあった東屋ですとか、これ、観光施設整備でつくったやつ、そうやって自然に朽ち

果てて今なくなったものは、それはそれで仕方ないなと思うんですけれど、そういった多分

全ての施設の台帳があるわけではないんだろうなと、昔からあるものもありますから。そう

いったものも１回整理、全部拾い上げて要らないものはここで協議して廃止していくとか、

そういった作業をしていただきたい。これらについて町長のお考えもお聞きしたいというこ

とでございます。 

  まず、その２点についてよろしくお願いをいたします。 
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○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今後の公共施設の維持管理、これに関しまして、本当にこれから大変

町が苦労することではないかということは覚悟しております。それなので、今条例に適して

いないような法のつくり方、使用の仕方、今、村木議員から言われました。これは全くその

とおりでございまして、この辺はちょっと見直しをした中で条例が廃止するものは廃止して

いって、今現在使われているような方向の中でやっていきたいという考えでございます。こ

の条例の見直しとかは早急にやっていきたい、そういう考えでございまして、御理解を願い

たいと思います。 

  ただその、行政の仕組みの本当に基本的には、今現在ここで7,000人が、基本的人口が１

万と切って、また相当数減少した場合、やはり行政の仕組みも多分変わってくるのではない

かと考えております。今現状はこのようですけれども、将来的にはこの行政の仕組みも今の

課の見直しで、いろいろな面でね。それは今、そうなるんではないだろうかと思いますけれ

ども、具体的にはどうなるというのはわかりません。その辺は多分変わるのではないのかな

ということだけは御理解願いたいと思います。 

  さらに、先ほど壇上で言ったように今の現状の施設は100億円近くの財源不足がいたしま

すので、そうなるとなかなか厳しいもので。やはり１番でも公園のことを言いました。やは

り若い母親たちは公園のニーズのことを言ってきますけれども、基本的には今、遊具がなか

なか各ところにできないものですから、その辺を一元化した中で、ここだけは遊具を直すも

ので、ここに集中的に行ってほしいといったことをその若いお母さんたちが言っております

ので、その公園の見直しもやはりその辺はしなければ、これからの財源にかかわってきます

ので、当然見直しをしなければいけないと考えております。 

  それに、町が持つ施設の中でどれだけ使っていないかということは把握していないので、

これはまた把握した段階で村木議員にお知らせしたいと思います。 

  その辺でよろしいでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） 今、るるお答えいただきましたけれども、いずれにしてもこれからの

この職員の数もやはり増やせない、そういった中でどういうふうに、そういったものを整理

したり、見直しを進めたらいいのかなという、これはやはり頭に置いといて行政のほうで検

討をしていただきたいと。 
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  そして最大的なものは、やはり今、大川小学校の利用、こういったものも考えているでし

ょうけれども、これらがまた今の人口、昨年35人ですか、生まれたの。そういったことを考

えるとこれは稲取も熱川も、教育長のほうでお考えでしょうけれども、小中一貫にしていく

のか、小学校１つにするのかとか、いろいろな議論が、これから逆にそういう縮める議論が

出てくるかと思うんですね。 

  そうすると当然、そういったところにまた１つ施設があいたり、そういったものをどうい

うふうに再利用していくのか、そういったものをお年寄りの施設にしていけるのかどうか、

そういったものも今後の再利用としての課題であろうと思うんです。 

  ですから、そういったものを、あと10年もすると１万人というような数字になってきます

から、今のうちにそこを見越して逆に計画を立てていくと、時間的余裕があるときにいろい

ろな案を出して、そして皆さんで検討していただくと、そういったプロジェクトも中には必

要になってくるかもわからないです。 

  そういったものを、今後の一つの行政の大きな課題として職員全員が頭の中に入れてそう

いったものをつくるとき、これからもやはりやらなければいけないものはやらなければいけ

ないだろうというふうに思いますが、そういった中でどういうふうに将来的にこの町がなっ

ていくのか、それを考えた上でのいろいろな設計、そういったものにも考慮していかないと

大きなものをつくっても利用者が全くいないとか、そういった先のことを見越したときにど

うなっていくのか、その辺は非常に私たち見てても不安だなと、そのころには多分いないん

だろうと思いますけれども、私たちは。 

  そういった中で、まだまだ団塊の世代が今ちょうど年70ですか、これが10年経つと80にな

っていく、東伊豆町の人口ピラミッドを見ても一番大きな傘の部分でございますから、ここ

をやはりどういうふうにこれから対応していくのか。 

  そして、少ない子供をどうやって増やしていくのか、ここいらが大きな、町としての頭を

使うべきところだろうと思うんです。そういった中で環境整備をしていくと。やはりまとめ

て少しいいものにしていくとか、それでまた余った土地は売るなり駐車場なりにしても、僕

はいいなというふうに思います。整理してコンパクトな行政をつくっていくというのが、今

考えられるこの先の道ではないのかなというふうに思います。 

  その辺について、コンパクトシティというか、コンパクト行政、町長のこの先のそういっ

た考え方があれば、ぜひお聞かせ願いたいなというふうに思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 
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○町長（太田長八君） 当然これ今後、財政的な事業費歳入が減少している中で税も増えてい

かない、それは当然コンパクトなまちづくりをやっていかなければならない、これは当然考

える。 

  そこで自分の考えというのは、教育の環境整備委員会が２つの案の中で今年度ある程度の

方向を示しますもので、そうすれば学校に対する空きとか、いろいろな税金を回すもので、

それに対して町はどのようにやるかと、これは並行してまず一応出た段階で並行しながら学

校の跡地の活用、これを検討していきたいと考えております。 

  それが一つの、公共施設はやはりコンパクトで、何せいいときはどんどん増えていきます

が、これからもう縮小する方向でやらなければとても財政は持たないと考えておりますもの

で、これまた議会、または町民の皆さんと相談しながら、この建物は必要ないと町が提案い

たしますもので、それを皆さん方と審議しながらいい方向でやっていきたいし、今の状況で

は本当に公共施設を維持管理できないようになっていきますもので、これはもう早急にそう

いう方向性を出していかなければいけないと自分は考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） そういった中で、やはりこの学校というのは一つの大きなこれからの

再利用ですか、そういったものに対しての核となるのかな。今、大川小学校がなくなると今

度は大川小学校のコミュニティーが、学校区のコミュニティーが一つは減っていくと。そう

いった中で、大川小学校の後はどうしていけばいいのかと、それはまた地元の方たちが考え

ることなんだろうとは思います。 

  うちの町はどちらかというと文化施設がない。今、そういった建物を河津のほうでも建て

ようかといろいろやっていますけれども、今もうそういう時代ではなくなっているなという

気がしますので、学校ですとか、そういったものをこれからのそういったニーズに合ったも

のに変えていくというか、そういう施設のこれからの利用の仕方、再利用というかその工夫、

それらは大いにやっていただきたいなと思う。 

  そして今、六分団もそういう使い方をしているんだろうと。ですから、そういった施設を

整理して使えるものは別に使っていくと。 

  今度の28年度の利用計画、多分そういうものを中にも盛られているのかなと内容的にはわ

からないですけれども、そういうものは公表しないんですか、その利用計画は。 
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（「基本方針」の声あり） 

○８番（村木 脩君） 基本方針、そういうものは表には出さないんですか。また、できたら

そういうものを見せていただきたいなという気はしますけれども。そういう中で、今、文化

祭やるにも、もし余裕があれば見せていただきたい。 

  ですから、そういう作業がこれからもっと出てくるんだろうというふうに思います。いろ

いろな、ちょうど28年度予算ですかこれは、ちょうどタイムリーな時期なのかなという気も

します。 

  今同じような質問を、私は26年の９月議会でもそういった質問をしています。そういう中

で、ここが今、行政の一番肝になる部分かなという気がしますので、ぜひその辺を職員みん

なで英知を絞って考え出していただきたいなというふうに思います。 

  これは町長だけでは、やはり全庁的ににらんで施設を、ともかく山の上のほうにもトイレ

があって便利には便利なんだろうけれども、そういうものもどこかで一元管理できるものな

ら一元管理。公園もコミュニティー公園、児童公園、都市公園、いろいろなものがそれぞれ

にあって、それぞれの課に予算づけしてあるわけです。そういったものを公園管理なら公園

管理、どこかで一括管理しちゃうというふうにして、仕事も整理して少なくなっていく人員

にやはり対応できるような、そういった行政にしていっていただきたいなというふうに思い

ます。 

  多分、人数は対人口でいくと、もう職員も早々増やせる時代もなくなったと、今一つには

ここは職業の場としても必要な場所だろうと、これだけの人数を抱えている企業がこの辺に

はありませんので、そういった企業的な考えでいくと、やはり役場もそういった一翼を担っ

ているんだということでございますので、ですから、そういった一翼を担っている中でも、

行政をいかに小さくしていくか、この辺が一つの大きなこれからの課題だと思います。その

辺をもう一度よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） この東伊豆町の公共施設等総合管理計画、これ28年度つくった中で、

これまだ計画でございまして、具体的なことをやっておりませんもので、また具体的なこと

は議会の皆さんにお示ししていきたいと思っています。 

  本当に自分もなったときに、文化的なもの、文化ホール的なもの、小さいものでも欲しい

ということを再三言われている中で、頭の中には入れていたんですけれども、今度は小学校

とか学校とか空きが出て来ますもので、そこを活用した中で文化的なやつをやっていけたら
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いいなと、やはり新たにつくるとなるとなかなか厳しいものですから、そのような方向でや

っていきたいと考えております。 

  しかしながら、私ちょっと、城東地区のことなのですが、熱川幼稚園の跡地があそこが町

にとっては大変重要ないい場所なもので、あの場所は基本的に小学校、図書館、いろいろな

面がなっているもので、文教施設的なものとしている。将来的には、あの場所だけはどうに

か買いたいと。と申しますのは、以前介護施設を建てる計画があったんですよ。あの文教的

な建物の立場に、そういう介護施設とかそういうようなものを建てられると、町としては困

るもので、できるだけ熱川幼稚園の跡地だけは、財政が許せれば、そこは買っていった中で、

あの辺の環境を文教的な環境として残していきたい、そういう考えでございます。 

  自分の中ではやはり文化ホール的なものは以前から考えていましたが、空きを、公共施設

があいてきますもので、そこを活用した中で今後は計画していきたいなとは考えております。 

  それで、今言った一括管理のことを言いますと、当然そういうことも考えなければならな

いと考えています。 

  しかし一面に村木議員が言ったように、役場はやはり企業というか、雇用という面もあり

ますもので、そこそこやはり、それもまた考慮しながらしていくのがこれからの行政を考え

ていかなければならないと考えております。これもまた計画が全庁的にやはりやらなければ

ならない問題でございまして、私一人個人の問題ではなく、役場職員が一丸となりましてや

っていかなければ、土地の問題はできないと考えておりますので、それで村木議員の提案を

しっかりと受けとめた中でやっていきたい、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。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、買い物難民についてを許します。 

  ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） この買い物難民という言葉、そのものがいいのか悪いのかちょっとわ

かりませんけれども、当然高齢化社会になってくると買い物に行けないという人たちが出て

まいります。大川から見ると、現在大川には商店が１軒もないと、北川で１軒、奈良本で２

軒、そして片瀬で１軒、白田で１軒です。 

  こういった状況の中で、うちの町の地形を考えると、交通網は海に沿ってバスと電車があ

るということで、このくし形に入っていく集落、こういったところの奥がどうしても下まで
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降りてくるとき、そういった中で非常に不便を感じるんだろうなと。 

  そして、人口減少下の中で当然商店もこれはなくなっていくんだろうというのが、当然買

い物のお客さんの減少、こういった中で商店の維持というのは、これから非常に難しいなと

いうことで、スーパー的にやっているところはもつんでしょうけれども、個人商店の場合に

は、大分もうなくなってくるというのが予想されるわけでございます。そして消費者も減っ

ていくわけでございますから、当然ここは現実としてその辺を見据えていかないといけない

ということでございます。 

  そういう中で、買い物に行けない方たち、この方たちをどうしたら救済できるのかなと。

これには行政が、行政だとどの店行けとかと、そういうことは非常に言いづらいことですの

で。だから、こういったシステムづくりを商工会ですとか、シルバー人材センターでそうい

う買い物を代行していくとか、そういうシステムを一つつくり上げたらどうかなというのが

私からの提案なんでございます。 

  今、東のほうでも結構、東の奥のほうへ行くと買い物に出て行くのは大変だとか、買い物

バスを出してくれとか、いろいろなことを言われますけれど、なかなか買い物バスというの

も行政側でやると難しいなという、マンションですとか、大きなスーパーですとか、そうい

うところは個人のところで出したりしているわけでございますが、行政がやるとなるとなか

なか１軒へ連れていくわけにもいきませんし、そうするといろいろなところを回ったり、い

ろいろな弊害が出てくるなというのは、もう目に見えていることで、これに対しては批判も

出るんだろうというふうには考えております。 

  そういった中で、やはり商工会が中心となって、そういったシステムづくりを、買い物代

行のシステムづくりを一つ研究して、そういったものを行政側から商工会などに一つアプロ

ーチをしていただきたいなというふうに思っております。その辺について、町長のお考え方

をお教えいただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 村木議員の第２問の買い物難民については、３点からの質問になって

おりますので、第１点目の各地区で高齢者の方が買い物に不便を感じているが町のお考えは

と、第２点目の対策をお考えですかお聞きしますは関連がありますので、一括してお答えい

たします。 

  町では、平成23年度に緊急雇用対策事業を利用いたしまして、町内全域を対象に商工会に
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て買い物代行サービスを実施いたしました。これはいわゆる御用聞きの役割をして定期的に

生活必需品を届けるシステムでしたが、残念ながら利用者が少なく、思うような成果が上が

らず事業の継続には至りませんでした。 

  その要因は、まだ近所のお付き合いの中で助け合いが働き、買い物を頼まれたり、一緒に

車に乗せていってもらったりということがあったと聞いております。 

  しかしながら、今後さらに高齢化が進んできますと、御指摘の事態が増加することは明ら

かと思われます。ネット通販などで生活必需品が手に入る時代でありますが、何らかの対策

を打っていかなければならないと考えております。 

  栗原議員の質問でもお答えいたしましたが、本年度、東伊豆・中伊豆の広域で地域公共交

通網形成計画の策定をする過程で、現場の問題点を明らかにするため実態調査を実施いたし

ます。そのアンケート等でどのような現状かを把握し、課題の解決のための計画を策定いた

しますので、それに沿って対策を講じていこうと考えております。 

  次に、第３点目の高齢者の免許証の返還率はどのようになっているかについてお答えいた

します。 

  平成28年末現在で、東伊豆町の免許証所有者数8,011人に対し、65歳以上は2,780人で

34.7％となっています。 

  高齢者免許証の返納者は、平成26年が20人、平成27年が42人、平成28年で56人と年々増加

しており、返還率は平成27年で1.56％、28年が2.01％となっております。 

○議長（飯田桂司君） ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） 今の免許証の返還率、これはもうだんだん増えてきているなという気

がします。いずれにしてもこういう問題は、ほぼ10年後過ぎがピークになってくるんだろう

なというふうに私は考えております。 

  そういった中で、今はまだ助け合い、こういったことは私たちももう70回って、自分でい

つごろ免許を返すのかなという時代に入ってきて初めて気づくことでございます。この辺を

やはり今、地形的な問題もあり、年齢的な問題もあり、そういった中でこれらを早目に対応

していく、そして安心して暮らせる、そういった町をつくっていかなければいかんだろうな

というふうに思います。 

  今ざっと町を見渡しても、昔あった商店がかなり消えている状態です。そうすると大体こ

の商店街の復活というのは、これから難しいのかなというふうに、今、駅前通りですとかセ
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ンターロード稲取、稲取地区は１つのほら中に４つの集落が集まっているという、消費者の

関係もあります。熱川地区に行くとそれぞれが１つずつの、まあ行政的には非常にその辺が

つらいかなという部分もありますが。 

  そういった中で、これからの高齢者の買い物を、先ほどちょっと時期が早かったのかなと

いう気もするんですね。ですから、今後あと10年、この間にその辺も頭の中に入れて、そし

てそういったものをやはり商工会あたりとまた、有料でもしようがないと思うんですね、こ

れはある程度ね。当然サービスとしてやっていけば、赤字になるのは有料にしても赤字だと

思うんですね。 

  ですから、そういったものを常々頭に入れていただいて、この来るべき高齢化社会を、も

う来ているわけでございますけれど、今、60歳以上になるともう40％くらいの数字になって

くると思うんですね。これはもう賀茂郡でも、どこの町も皆同じような状況で、そういった

中でまた町長の考えとしては子育て、こちらのほうに力を入れないと町の存亡にかかわる問

題です。ですから、その辺をバランスよくこれからも考えていっていただければいいかなと

いうふうに思います。 

  また、１度の失敗で懲りずにまたそれを10年後に復活させる、そういったところも念頭に

置いていただいて政策のほうへ反映していただければなというふうに思います。 

  再度、町長のお考えあれば。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 買い物難民、言い方がいいのかどうかわかりませんが、本当にこれに

は、平成23年度、ちょうど国のいい事業がありましたもので、それを商工会に投げかけてや

ってもらったのでそういう現状でしたが、確かに村木議員、ちょっと早過ぎたのかなという

思いがあります。 

  しかしながら、これはいずれ町としても提案して商工会に投げかけて、商工会もまた言っ

てきてもらえれば、これは相互のことですから、この辺はまた頭の中に置いてある。 

  この４月に結構マスコミで、民間がやはり買い物難民だ何だ、過疎地で形態をつくった中

でやっております。それは運賃代100円をプラスアルファしております。結構需要があるみ

たいですが、当然その辺はプラスアルファした中で、やはりやった人たちもある程度の収益

がなければやりませんもので、当然その辺は考えなければならないと考えておりますもので、

この辺は頭の隅から離れることはありませんもので、もうこれも本当買い物難民、確かに行

けない人が多くなってきておりますもので、その辺は商工会とタイアップした中でこれやっ
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ていきたい、そう考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、８番、村木議員の一般質問を終結します。 

  ここで10時20分まで休憩します。 

 

休憩 午前１０時０９分 

 

再開 午前１０時２０分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 山 田 直 志 君 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員より一般質問で掲示板の使用、資料の配付の申し出が

ありましたので、これを許可します。 

  次に、14番、山田議員の第１問、観光産業の抱える問題についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 順次質問させていただきます。 

  まず、観光産業の抱える問題について質問いたします。 

  まず１点目として、施設の耐震化についてであります。 

  町として、この観光施設の耐震化に対する基本的な考え方はどのようにお持ちでしょう

か。 

  ２点目に、人手不足についてであります。 

  町もこの間支援をして取り組みをしてきました。その結果と課題というものは今どうなっ

ているんでしょうか。 

  ３点目に、町内のホテルや旅館での労働協約や退職金制度などの整備状況がわかれば教え

ていただきたいと思います。 

  ４点目に、イベントの支援や後援というものが今増えてきているわけですけれども、しか
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し同時に、町長行政報告で話されたように、宿泊者の数というのは歴然として減少している

と、こういう課題についてどのようにお考えでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 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） 山田議員の第１問、観光産業の抱える問題については、４点からの質

問ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の施設の耐震化について、町の耐震化に対する考え方はについてですが、建築物の

耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律が平成25年11月に施行されて以降、昭和

56年以前の旅館・ホテルなど、不特定多数が利用する施設所有者に対し、一部の建物では耐

震化を義務づけるような方向に進んでおります。 

  町では、耐震診断事業のみに補助制度が活用できるようなっておりますが、今後は補強工

事まで制度活用していただけるよう検討してまいります。 

  また、施設の耐震化対策は現行の補助制度だけでは所有者の負担が大きいことから、国・

県に対して補助率の引き上げに加え、総合的な支援策も要望しておりますので、御理解をく

ださい。 

  次に、２点目の人手不足について、町が支援した取り組みの結果と課題はについてですが、

観光業における人手不足の対策については商工会が中心に取り組んでおり、平成22年から平

成24年は町内で、平成25年から平成29年は東京において学生向けの企業説明会を実施してい

るところです。町といたしましては、これまでマイクロバスの貸し出しや職員の派遣といっ

た形で支援しております。 

  昨年までの結果についてですが、震災で説明会が中止となった平成23年を除く昨年までの

６回の説明会の参加者のうち、当町に就職した方は45名となっております。 

  なお、新卒者の採用スケジュールが国によってたびたび変更されることから、学生が最も

集めやすいタイミングでの説明会開催日の設定が難しいことや、宿泊施設等の話によれば、

就職後の定着率の向上が今後の課題であると認識しております。 

  次に、３点目の町内のホテル・旅館での労働協約や退職金制度の整備状況はどのようにな

っているかについてですが、労働協約とは、労働組合と使用者との間で組合員の賃金、労働

時間、休日・休暇等の労働条件について団体交渉を行い、その結果、労使間で合意に達した

事項を書面にして双方が署名また記名押印したものであります。 
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  当町におきましては、観光協会、商工会に確認した範囲では、労働組合が組織されている

ホテル・旅館は把握しておりません。 

  また、退職金制度につきましては、町が把握する立場にございませんことから、整備状況

については不明でございますが、商工会が斡旋している制度を利用して退職金制度を運用し

ているホテル・旅館が３軒あると聞いております。 

  次に、４点目、イベントの支援・後援は拡大されているが、宿泊客は減少している。課題

はないのかについてお答えいたします。 

  現在、観光振興は地方創生の大きな柱の一つとして全国で取り組みが活発化しており、地

域間の競争がますます激しくなっていることが、当町における入湯客数減少の一因であると

考えております。 

  そこで、町として、イベント支援や後援はこのような状況下で少しでも訪れたお客様に喜

んでいただき、地域活性化につなげるために行っているものでございます。 

  課題といたしましては、町内の各種団体の担い手が減少傾向にあることから、既存のイベ

ントを維持することに苦労しており、イベントの内容を刷新したり、新たなイベントを立ち

上げることが困難であることが挙げられます。 

  そこで町といたしましては、既存の枠組みにとらわれない民間有志や企業等が主催するイ

ベントを受け入れ、支援することが重要であると考えております。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、耐震化の問題は確かに壮大な負担もかかる、労力もかかる仕

事だと思います。ただ、なかなか避けられない問題だというふうに思っております。 

  資料として皆さんにも配付してありますし、ここにも掲示させていただいたんですけれど

も、私は質問通告をした日の夜見たら、週刊ダンヤモンドの発信ということで、やはりオリ

ンピック後、ホテル・旅館の耐震化が対応できていないところについては倒産というような

ことがあるのではないかという問題提起をされております。 

  同時に、そこには経営者が今の制度の中では、それに対応できないという問題も指摘をさ

れているわけでありまして、この取り組みをどうするか。これは町の存続にかかわる問題の

一つだと思うんですね。人口の減少もそうなんだけれども、雇用と経済のいわばエンジンの

役割を果たしてきた観光が将来的に産業として成り立たないということになることは、町と

しての存続が非常に危ぶまれるということにつながっていくわけだと思うんですね。これに
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どう対応していくのかということが、非常に厳しい問題としてある。 

  実は町長、ここに下に貼らせていただいた、これはこの間、全員協議会で配付されました

半島振興計画の資料なんですけれども、先ほど町長が言ったように、基本的には国が補助額

を増額していただくということ、これは大事だと思うんです。 

  同時に支援策として考えると、この半島振興計画で出ているように、設備投資をしてくだ

さい、設備投資をした部分についての一定の固定資産税の減額なりを考慮しましょう。また、

国がそれについて財源の補塡を考えますよと、こういう枠組みでできれば、この半島振興計

画のよくないのは３年間だから、なかなか大変だと。かかる経費が何千万どころか１億、２

億かかるということを考えるならば、こういう制度を20年、30年のロングスパンで耐震化に

対応させていくような制度の拡充というようなものも必要になってくるのではないのかなと。

そこのところをぜひ一つ、こういう制度を国がつくれるんだから、耐震化という問題につい

てもっと活用できる、生きた制度にしていただく取り組みを強めていただく。 

  今日、これ偶然ですけれども、伊豆新聞では、温泉所在地の市議会議長会などが同じよう

に補助金の増額と財政支援ということについて要望書を出したというような記事が、伊豆新

聞にもありましたけれども、切実な問題になってきているんだろうと思うんです。ここはや

はりひとつお考えいただきたい。 

  同時に今考えなきゃならないのは、町にとってもう一つ不安な問題は、今月成立をした民

泊新法と言われているものなんですよ。今まで基本的に言えば、いろいろな許可がないとい

けなかったということが、今度は法律として届け出だけでできる。民泊ということで言葉の

響きから、いわゆるホームステイみたいに住んでいる方がいて、あいている部屋を貸すのが

民泊だろうというふうに、僕らも最初言葉から思っていたら、出てきた、国がつくった民泊

新法は、所有者存在と所有者不在型があるわけです。所有者不在ということでいけば、空き

家であれ、空きマンションであれ、空き別荘であれ、何でも届け出をして活用できるという

基本的には枠組みなんですよね。 

  そういうことを考えると、ただ、東京の場合はたしか今オリンピックを前に宿泊施設が足

りないから、当然ホテルを建設するというラッシュがある、いろいろつくっている。だけれ

ども、同時に、こういうあいてる空き家も活用しようという動きもあるだろうし、売れ残っ

たマンションをどんどん活用していこうという考え方もあると思う。 

  だけれども、同時にこの枠組みが東伊豆町で適用された場合に、親が買ったけれども、使

わなくなったリゾートマンションや別荘もある。住む人がいなくなった空き家だってある。
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こういうものがやはり今後宿泊施設として活用されてくるということが、大きな懸念がある

と思うんですよ。現在でも貸別荘のリンクなどを開きますと、町内に稲取、例えば稲取にあ

りますようなマンションの１つ、２つの中には、１日２万円で貸し出しますというようなこ

とで、はっきりともううたわれているところもあるわけですよ。これが今後、ちょっととし

た届け出だけで、どんどんこういうことが増えてくるということについても、非常に我々懸

念をしなければならないし、旅館の形態も耐震化もしなければならないけれども、１泊２食

という形態で今後ホテル・旅館が維持できるのかどうかということも含めて、いろいろ曲が

り角に来ているのではないかなということが、非常に今私は大きな問題なんだろうと思いま

す。 

  ２つ目に、人手不足の問題で、この間24日、新入社員の研修会というのを稲取の旅館組合

が中心となってやっておりまして、町長もいらっしゃっておりましたけれども、非常に元気

で積極的で、いろいろな板前さんであれ、サービス係であれ、フロントであれ、いろいろな

職種も、また販売を担当する方々、若くて元気のいい新入社員がいっぱい入ったんだなと、

非常にうれしく思う反面、１年後、本当にいてくれるだろうかと。この新入社員を泣かせる

ことはないだろうかという不安を一方で持ってしまうわけです。 

  やはりそれは、町内の旅館で本当に僕はブラック企業ではないのかなというような疑問を

感じるわけです。働いている現場で往々にしてバブルの時代以降、やはり旅館の従業員とい

うのは、どちらかというと使い捨てみたいな扱いをされてきたところはいっぱいあると思う

んですよ。 

  休日を取るということにしたって、有休を取るということにしたって、そういうことが本

当にちゃんと認められて、働きやすかったのかなと。 

  また、昔は旅館に勤めたら、サービス係も着付けからお茶やお花の作法まで、いろいろ教

えていただくようなことも当たり前にあったんですけれども、今もうそういうことも、個々

の旅館でもなかなかやっていない。本当にここの旅館で働くことが、その人の人生にとって、

またスキルアップ等につながっていくのかなと。 

  そういうことを考えると、なかなか今、町内の旅館というのは、本当にブラックではない

のかなと。ブラックでなかったとしても、グレーとか、そういうことはあるんではないかと。 

  私が経験した、ちょっと相談があった件で言っても、町内の割と大きな旅館でも従業員と

の間で休日や就業規則等について、何ら文書での取り交わしをしないまま働かせて、働かせ

ても当然それがだめならもうすぐ首を切るみたいな、こういうことがいまだに横行している
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わけですよ。 

  だから、観光協会、商工会の総会やいろいろなお話でも、人手不足だという話は聞くんだ

けれども、今、売り手市場の中でやはり経営者の方々は本当に働いてくれる人について、こ

れがやはりある面大事にして、職場でその方々がスキルアップもし、生き生きと働けるよう

な環境を整えていかなければ、当然見放されてしまうんですよ。そういう視点が余り聞こえ

てこない。やはりそこのところは、私はある意味、深刻なのではないかと。働きやすさを見

通しても思うわけですよ。 

  そういうことを両面でちゃんとやっていかないと、募集をしつつ、入ってきた。それを一

旅館ができないことを逆にああいう形で共同して、いろいろな形で地域のことを知ってもら

う、この町のことを知ってもらう、非常に私もいい取り組みだと思っているんですけれども、

そういう取り組みもやはり継続していかなければ、本当に人の定着ということにはつながっ

ていかない、こういう課題が私はまだあるんだろうというふうに思っています。 

  最後に、このイベントといろいろなことをやって、町長言われた点もわかる。しかし、な

かなか実際、宿泊客の減少に歯どめがかからないという実態はあるわけで、競争の激化がそ

の原因かどうかということについて、それも一因だと私は思います。 

  しかし、昨日あたりのニュースを見ていてもそうですけれども、国のほうで景気が回復し

ているよというメッセージはあるけれども、一方で、個人消費が落ち込んでいますよという

部分、これもあるわけで、そうすると結局アベノミクスは言っても、結局企業業績は回復し

たけれども、お年寄りのところで言えば、年金生活者が支給額が切り下げられ、負担は重く

なり、やはり生活は緊縮していくわけですから、いろいろなこういうひずみが観光には一番

大きい要因としてあるのではないか。 

  同時に、いろいろイベントをするんだけれども、イベントと宿泊がミスマッチの状況とい

うのはないのかなと。いろいろ人が集まればいいという部分では、いろいろ集めることをや

っているということはわかります。しかし本当に、人が集まることが宿泊につながるかどう

かという部分というものについても、少し私はもう１回立ちどまって考えていく必要がある

のではないかなというふうには思うんです。 

  というのは、例えば、別件の問題で言うと、例えばスポーツ合宿とかという話もあるわけ

だけれども、そうすると、合宿というと見高入谷温泉行くと、平成国際大学の方々があそこ

で泊まって、クロカンを走って、温泉に入って「ありがとうございました」という写真が張

ってあるんですけれども、いろいろな意味で我が町の旅館の形態、やはり客層というのは何
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なのか、その人たちに向けた企画や何かがしっかり提供されているかどうかというようなこ

となども、どこか立ちどまって、先ほども町長も言ってましたけれども、イベントの刷新と

か、いろいろな視点が見直すということが必要なのではないかなと。 

  ここはやはり幾ら人を出しても、お金をかけても、我々ここの旅館の方々に泊まっていた

だきたいお客さんの客層に対して、魅力ある情報を発信しなければ、お客さん、こちらのほ

うを向いてくれないということもありますよね。また、町の中の整備もあります。 

  そういう点で考えると、もう１回いろいろな支援というもの、あるんだけれども、いろい

ろなイベント、やはりお客さんを本当に伸ばしていこうということの取り組みについては、

何か別の視点が、ミスマッチとして私は考えるべき点があるのではないかと考えております。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、耐震の関係でございます。町はこれをすごく危惧しております。

それの一番の問題は、観光というのは、全国的に一律本当にどこの県も観光でいくと、また

それが主要産業であるということであれば、もっと活発になる。 

  私、一番びっくりしたのは、この耐震化の設計の診断するとき、町長会で言ったんです。

そうしたら伊豆半島だけですよ。向こうはあんまり関係なくて、まあ、好きなようにやって

くださいと言われました。やはりこれが全会一致した中でやっていければでしょうけれども、

さっきも言った市長会もありました。今度は各観光地の首長、そういうのが一緒になって国

へアピールしなければ、これがなかなか国のほうに事情がわからないと考えております。 

  その中で、今言ったように半島振興法、前回示したもの、やはり国がその中でやって、こ

れも期間を得てもっと知ってもらうとか、そういうことが絶対必要だと思いますし、これは

本当にやらなければならないことですけれども、余りにも負担がかかり過ぎる。 

  そういう中で、町といたしましても、国に対しましては、こんなこと言っていいかわから

ない。やるからには、ある程度休業補償まで考えてくれと、そのことを言ってますよ。その

ぐらい切実な問題でございますから、国といたしましても、半島振興の固定資産税減免とか、

そういうことができるのは、補助ができるならば、そっちのほうが名目立ちますもので、そ

のような方向でどんどん国に働きかけていきたいと考えています。 

  そして民泊、これは本当に私はがっかりでございます。基本的には、都会のある程度の考

え。なにしろ国は、地方、地方と言いながら、考えるのはまず首都圏の向こうが先なんです

よ。民泊、基本的には首都圏とか、そういう都会に宿泊施設が少ないから、もうこういうこ

とができたと。これは絶対圧迫してきまよす、必ず。 
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  しかし、その圧迫に負けないように、この町はおもてなしとか、いろいろな面でね。自分

がある程度、要するに昔の旧来のホテルと新興のホテルチェーン店が来ている中で、おもて

なしを旧来のホテルは頑張っているもので、負けないような、そういうような方向で頑張っ

ていただきたい、民泊は絶対圧迫する中でも、それを撤去するような方向でまた旅館の方た

ちが、これはもう法で決まったことだから、今さら変えられないことですから、これは真摯

に受けとめた中で、これに負けないような旅館のおもてなし、そういうことでやっていただ

くようなことをまたお願いしていきたいと考えております。 

  それから人手不足、これ本当に、まず若い人たちがこれをやってくれて、本当に旅館はあ

りがたいと思います。しかし私は、これ１回だけではなく、最低春、夏、秋、冬、４回やら

なければいけないと言っている。と申しますのは、若い人たちの就職した方たちと話します

と、やはり寂しいと言う。人的交流がないもので、寂しいと言われたものです。これは最低

年４回はお願いしたいことは言っています。それに対しまして、町としても多少の支援はし

てもいいのかなということは考えています。 

  さらにもう１点、人手不足、私も山田議員と一緒で、基本的には３種類の正規とパートと

派遣、派遣にはちゃんと払っているのに、正規とバイト、これには多少負担をかけている。

これは果たしていかがなものかと考えておりますので、やはりその辺もちゃんと直した中で、

人手不足と言ってくればわかりますけれども、私も言っていることは、人手不足と言いなが

ら、そういうこともやっていると聞いたもので、それはちょっと違うなということは最近感

じておりますので、その辺を是正した中でなるべく人手不足にならないような方法で話は持

ちかけていきたいと、そう考えております。 

  次に、イベントの関係。私、このイベントの関係につきまして、宿泊だけではなく、町の

経済活性化、結局いろいろなイベントをやっていますと、経済、町の活性化にはなる。宿泊

は減っていくかわからないですが、町の経済の活性化になるのは間違いありません。やはり

各商店、いろいろな方が、お客さんが来てうれしい、よかったよと言われておりますもので、

それが宿泊が増えていかなくても、町の活性化。 

  そして、来たことによって、町のことを知っていただければ、近い将来、必ずこの町にじ

ゃ一泊してみようかと、そういうことも考えられますので、今宿泊数が減少していたとして

も、町の経済の活性化につながっている。将来的にはまた宿泊も増えればいいのではないか

と、何でもやっているような現状です。 

  続いて、スポーツ合宿のことも言いました。確かに、以前にも言ったように、やはり旅館
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にもレベルがあるという言い方はおかしいですが、この辺もちゃんとした中でやらなければ、

幾ら町がスポーツ合宿を誘致しても、ある程度宿泊料金とかいろいろな問題がありますので、

そういう中でそれはクリアしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 民泊の問題も絡むと、耐震化の問題含めて、本当に町内の旅館の

方々、どういう形態でこれから宿泊を提供していくことがいいのかということが本当に研究

課題なのではないかなと思うんです。 

  30年前、自分も旅館に勤めていたときに、部屋出しが当時はほとんど主流で、部屋出しで

料理を提供しないなんて温泉場の旅館としてはおかしいんじゃないかという議論をした時代

もあるんですけれども、今になると、もう部屋出しをしていただくのは特別な方、特別なお

値段でお泊まりの方は別ですけれども、普通に今、食堂でお食事していただく、こういう形

態の変化というのもあるわけですから、今ある旅館業をそのまま維持するのではなくて、や

はりこの時代の変化、当然民泊ということ、言えばよくアメリカ映画であるように、コンド

ミニアムにお泊まりいただくような形態がどんどん増えていくわけですよね、素泊まりで。

そうすると、その形態に負けないようにどうその施設があるべきか。 

  また、地域の中で宿泊が場合によっては食事が伴わなくなった場合、それを受け皿として

どうあるべきかなんていうことも含めて考えていく必要が出てきているのではないかと一つ

は思います。 

  人手不足の問題についても、やはりぜひ町もそうだし、商工会なども自分たちのところが

本当に働く人たちに、また働きやすい職場として評価されていくかどうか、これは一歩間違

えると、僕はあの若い人たちが、僕、どこどこのホテルに勤めたけどさ、ひどいホテルだっ

たよなんて言っているから、情報発信されたらそれこそ逆に命取りなんですよ、今の時代は。 

  そういうことも責任というものをしっかり経営者も自覚をして、労働環境もブラック企業

だったよなんていうことが、間違えても言われないような経営をしっかりしていかないと、

片方で人手不足だけ言ったって、それは自分たちの経営が悪いんじゃないのということなん

ですよね。この両面をちゃんと見ていく必要があるかと思います。 

  また、そういった面はしっかり産団連やいろいろなところで指導をして、また、お互いの

共通認識にして取り組みをしていく必要があるんだろうと思うし、町長言われたように、ぜ
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ひ継続的にああいう人たちが仲間ができることで、多少職場で嫌なことがあっても、言い合

いながら残って働いていく、頑張ろうということにもつながりますから、そういうことはぜ

ひつなげていただくといいのかなというふうに思います。 

  あと、私は最後にイベントの問題で、町長が言われた点もわかりますけれども、ただ一方

で、最初の答弁にあったように、いろいろのイベントの見直しや刷新ということも考えてい

かなければならないということの中で見ると、場合によっては、地元の人たちだけでそのイ

ベントを見直すことができないということもあろうかと思います。地元だけでやっていれば、

もっともしかしたら違っているんですよ。だけど、なかなか見直しができないから、現在に

至っているというところもある面ではあるので、こういう点で言うと場合によっては、いろ

いろな外部などの視点でいろいろな企画をもんでいく、町内の企画なりをもんでいくという

ことなども１点必要なことも。 

  そういう点は今、熱海であったり、伊東などは、いろいろな外部の人たちなりを観光協会

の中に取り組んで、そういうことを内部で組織的にもやっていくというようなこともあるわ

けですから、そういう見直しもして刷新をしていく、どんどんエネルギーをもらって、やは

り組織自身も活性化していかないと、これはよくならないわけなので、そういう点をぜひ取

り組んでいただけるといいかなと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、耐震化につきましては、これは真摯にやっていきたいと思いま

すし、さらに働き手、これに関しましては、今度集まった方たちは、基本的に東京で合同企

業説明会で来た方ですから、ある程度労働条件とか、そういうことは加味した中で来ている

と考えておりますもので、そういう点は、あと人的交流、寂しくない、そういう条件をやっ

てやれば、ＳＮＳはわかりませんけれども、その方たちはある程度大丈夫だと自分は考えて

おります。 

  それで一番言われたのは、人的交流をちょいちょいやってほしいということを前から言わ

れておりますもので、これは最低年４回やっていくことは、旅館組合に投げかけております。 

  さらに、労働条件が一番の問題でございますから、これ以外の方たちが就職する場合は、

社会保障も厳しいだろうけれども、やはりそういうこともやってあげなければいけないとか、

労働条件をよくしてやらなければ人が集まらない。そういうことがある程度改善しないと、

とてもでないとできないと考えておりますもので、それはまた積極的にやっていきたいと考

えております。 
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  さらにイベントに関しましても、外部の人の、これは非常に利用でございますもので、あ

る程度地域おこし、また観光も入りましたし、そういう方も地域おこし隊ともいろいろ、そ

ういった方も言っていますので、観光は全てのことに関連しておりますので、それの皆さん

方の御意見を聞きながら、またいい方向でやっていきたい、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（飯田桂司君） 次に、第２問、急患対応についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 急患対応について伺います。 

  １点目に、救急カプセルの取り扱いと活用についてはどうなっているかということ。 

  ２点目に、救急カプセルのない、自宅以外で急病になったとき、町民などにどのような対

応がされるのかということ。 

  ３点目に、救急車においては身内や職場の人間を乗せて搬送が行われておりますが、ドク

ターヘリでは親族、身内に限られるというような対応がされておりますが、私は統一した対

応が必要ではないかというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 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、急患対応については、３点からの質問となってお

りますが、１点目と２点目につきましては、広域となったら駿東伊豆消防本部における救急

対応のこととなりますので、駿東伊豆消防本部東伊豆消防署に確認した内容を踏まえ、順次

お答えいたします。 

  まず、１点目の救急カプセルの取り扱いと活用はどうなっているかについてですが、救急

隊が現場へ駆けつけた際、玄関等に救急カプセル所持のステッカーが張ってある場合、カプ

セル内の情報をもとに、傷病者の情報を確認し、対応を図っているとのことであります。 

  次に、２点目の救急カプセルがない自宅以外で急病などになったとき、どのような対応が

なされているのかについてですが、本人または関係者から症状、既往及び病歴等を聴取し、

それに応じた応急処置及び病院選定を行い、病院またはドクターヘリまで搬送を行っている

とのことであります。 
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  次に、３点目の救急車では、身内や職場の人間を乗せて搬送するが、ドクターヘリでは親

族・身内の方に限られるが、統一した対応が必要ではないかについてですが、ドクターヘリ

の運航につきましては、ドクターヘリの運航主体である学校法人順天堂大学医学部附属静岡

病院が要領を定めた運航をすることになっていることを御理解いただいた上でお答えいたし

ます。 

  ドクターヘリの同乗者につきましては、運航要領に「家族・付き添い者の同乗は原則１名

とするが、医師の判断により状況によっては同乗させないことができる」との規定に基づき

運用されておりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、救急カプセル自身は、町の事業だというふうに思っているん

ですが、私自身は。町として支給をして、町として今だって、恐らく70歳以上の方には、支

給し続けている事業で、そこのものが町の事業だという認識なんですね。だから、広域消防

の問題でなくて、町としてそのカプセルを支給しているわけですから、活用していただくと

いうことについては、町のほうから組合のほうにお願いしている筋だというふうに解釈して

いるんです。 

  しかし、救急カプセルもなかなか70歳以上に配布する。ただ、いろいろ書いてもらうこと、

また場合によっては、それは更新しなければならないということなどがあると、本当に活用

が十分なのかなという問題があります。 

  まだ全面的に対応はできてませんけれども、地域包括ケアの関係から、県の医師会が今カ

ルテ等については、当然個人の同意を得た上で開示するというシステムを今つくり上げて、

それに参加していただくというふうな方向ができていますから、今後、消防組合でも場合に

よっては入ってもらって、病気の問題についてはデータを共有するという仕組みはできてき

ているんだと思うんです、そこはね。 

  ただ、町民の皆さんが意識があるかないか、いろいろな状況の中で、急病になったときに、

救急車も来るだろう。しかしその後の対応として、この人、では家族はどうだっけ、子供に

知らせてあげなくてはいけないよねというような問題が生じる可能性というのが過分にある

わけですよ。というのは、高齢者単身世帯が1,096ですか、高齢者だけの世帯というのが

1,390世帯ですよね。だから、二千四、五百の世帯では、高齢者単身なり、高齢者だけの世

帯だと、これは27年の国勢調査の速報値ですけれども、こういうものが公開されていますか
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ら。 

  そうすると、この2,500軒ぐらいの方々が生活している中で、万が一病気等になったとき

に、その知らせや何か、病気のほうは救急車が行くんですよ。しかしここのところ困るよね、

不安だよねという問題が、これからの問題としては出てくるのかな。 

  この辺をどう対応するのかなという、防災課長からは、それは急患ではなくて、どちらか

というと、高齢者の見守りとして質問をしてほしかったというふうに言われましたけれども、

確かに言われると、そういう側面もある。 

  確かにこういう問題、それは高齢者だけでなく言っても、ひとり世帯というのも2,071世

帯あるわけですから、そうすると世帯のかなりの部分が単身世帯であったり、高齢者世帯だ

ということになる時代を迎えてしまって、そうすると病気のことについては救急車もあるし、

ドクターヘリもあって動いてくれる。でもその人たちが病気になったよということについて、

ではどうその後、対応できるのかというと、今までやってきた救急カプセルだけでいいのか

なというような課題が僕は残ってきたのではないのかなと。そういうところが今課題として

あって、課題ばかり言ってもしようがない。 

  ただ、一方で言うと、かなり厳密にやっているところのばらつきがあるけれども、例えば

自主防などの防災の台帳などで聞くと、世帯の状況というのは警察は同じで、基本でいけば、

ある程度班長さんが自分の隣を回って、万が一の連絡先、誰にしたらいいのなんて言って、

台帳整理をちゃんとしているというような状況だって、温度差はあるけれども、あるわけで、

そうするとそういう活用も含めて、万が一町民の皆さんが病気になり、何かあって、ひとり

暮らしや高齢者世帯のところにちょっと異変があったときに、こういう連絡網が活用できる

というようなことなども今後の社会の中では必要なのかなというふうに思っております。 

  ドクターヘリの問題については、お医者さんの判断という一言を言われてしまうと、それ

は議会でも何でもどうしようもない話になってきますけれども、いずれにしても、ただ、今

後高齢者が増え、またひとり世帯という人たちが増えてきた中で、今までとさらに違ったこ

とを考えていくということが必要な時代になっているのではないかなと思いますが、いかが

ですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 救急カプセル、これは健康づくり課だと本当は助かりました。そうい

うふうに今言われたように、身内の人の状況、これは絶対必要でございますし、やはりプラ

イバシーのことが一番問題になってくるでしょうね。要援護者に対しても町としては全部や
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ってもらいたいんだけれども、プライバシーの関係でできない人もいますし、その辺も自主

防さんには一生懸命やってもらっています。 

  それで、町では、去年ですか、宅急便を使った一切お金がかからない中で、アパートとか

そういうできないところ、それをやらせていただきました。そういう中では、そういうこと

をいつも把握したいという中でやっております。そういう中で、今、原課に資料がないみた

いで、個人的にはまた山田議員には言いますが。 

  この救急カプセルも、本当は全戸配布できれば、70歳以上の方に。全戸配布できればいい

んですが、その辺、今の現状はどうなっているかということも原課で説明いたさせますけれ

ども、いざ行って、何が頼りかというと、この救急カプセルが一番頼りになっているなと思

いますもので、実際のときには。想定は町といたしましても救急カプセルを多くの方に配布

した中で、その方たちの安全を守りたい、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。 

  ドクターヘリに関しましては、私も見てると、医者の判断ということ。やはりドクターヘ

リとなりますと、中に入ることを考えていきますもので、そういう中で、この要綱を見ます

と、医療機関と市町、消防組織との話し合いの中でこれが決まったようでございますが、そ

んな中で今話していけばいいなと思いますけれども、基本的には厳しいかなということを感

じておるのが現状でございます。 

  その他に関しては、原課のほうから説明いたします。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 昨年ですけれども、ヤマト運輸さん、それからリコール

製品を持っているメーカーさんのほうが、そのリコール製品を回収するためにヤマト運輸さ

んと町と提携をした中で、独居世帯と老老世帯、そちらをみんな回りまして、手渡しで安否

の状況も確認できるという形で、そういう事業を昨年実施しております。 

  申しわけありません、今、その資料はありませんので、後ほど数字等確認したものはお渡

しできると思うんですけれども、ドライバーさんに聞いた話ですと、老老とか独居という中

でも、実際に御家族と別世帯として暮らしている方も多かったというような話は伺っており

ます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 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） いずれにしてもなかなかそれで自宅で万が一というときばかりでは

ないもので、自宅でぐあいが悪くなって、自分で救急車を呼んだときは救急カプセルオーケ

ーなんですけれども、なかなかそういう想定ではない場合というのもあるわけで、こういう

ことも今後のいろいろな安心・安全というか、見守りを含めた町民の安心・安全の中に考え

ていく一つの課題としてはあるのではないかということを今後も配慮していただきたいと思

います。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第３問、大川小学校跡地利用についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） ３点目に、大川小学校の跡地利用について伺いたいと思います。 

  跡地利用のまず基本的な考え方についてお伺いをしていきます。 

○議長（飯田桂司君） 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、大川小学校の跡地利用についてですが、跡地利用

の基本的考え方はについてお答えいたします。 

  大川幼稚園と小学校が熱川幼稚園、小学校に統合される平成30年４月１日以降、校舎、付

帯施設及び校庭は使用がされなくなるわけですが、地元大川区におきまして有効活用してい

ただくことを最優先として考えております。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、今の言葉は非常に、区で有効活用していただくと言っても、

なかなか区で、町内会さんで言っても、自分たちでいろいろなアイデアを出すにしても、ま

たお金の問題を考えたりすると、いいアイデアというものはなかなか出てこなくて、例えば

耐震化ができていないから、では耐震化ができているところへ公民館を移動させたいなと、

こういうことぐらいはできると思うんですよね。 

  僕は、大事なことは、それだけではなくて、やはり大川の皆さん、今回は本当に子供の数

が減った中で、本当はこのコミュニティの中心である学校を残したいけれども、まあ、もう

こんな状況にまで来て、何とも言えないよなとか、非常に残念な気持ちの中でいらっしゃる

という部分もあると思います。 
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  しかし、同時にただ、子供が減ったから、小学校、幼稚園を統合して、合理化していくと

いう部分だけではなくて、やはり大川というのは、そうは言っても城東地域、熱川地域の中

でも大川というのはちょっと離れているわけですよね。 

  そんなことを考えると、やはり高齢化も進み、いろいろな福祉的サービスも必要な部分も

ある。そう考えますと、僕は２つの視点で、例えばそこに暮らす人が増えるかどうかという

ような視点、また大川に住んでいる皆さんの安心・安全が高まるというふうな視点、こんな

２つの視点で、施設の使い方というものを考えてみる必要があるのではないかなと思うんで

すよ。 

  人が増えていくということで言えば、例えば企業誘致というような一つのあそこを使って

の誘致という考え方もあるでしょうし、あの建物を改修して区民住宅みたいな形にして、人

に住んでいただくというような考え方もできるかもしれません。 

  同時に、大川区民の皆さんの暮らし、安心・安全ということで考えると、やはり大川も高

齢化はうんと進んでいる地域ですよね。それを考えると、例えば一定の設備を町がした上で、

介護事業者に借り受けていただくと。そうすると、住みなれた地域で、今だと大概は大川の

人たちも白田のほうに運ばれてデイサービスをやるわけですよ。社協であれ、いろいろな介

護事業を。 

  だけど、大川の人たちが大川の地域の中に介護事業所ができることによって、大川の中で

デイサービスを今まで知り合いの方々と一緒にデイサービスで顔を合わせるというようなこ

ともできるわけだし、そこを拠点にしながら、デイサービスの能力があれば、いわゆる配食

事業であったり、またいろいろな形の事業展開の核になるということで、安心・安全の一つ

の地域としての充実を図るという施設として活用する。これは何か建物を建てなくてもいい

し、できれば事業所には有料で入っていただければ、ある程度の料金で施設全体の維持が図

れるというようなことだってあるのではないか。 

  中には、大川で住んでいる方の、できればもし教室をただで貸してくれたら、大川の子供

たちを相手に塾でも開きたいだとか、いろいろな趣味のことをやりたいなどという、別荘に

住んでいる方は、そういう方もいらっしゃいますよね。 

  だから、いろいろな角度から町の総合計画の中にもあるようなことを詰め込んだものとい

うのも考えられるのではないかなと。そんなことも含めて、やはり区の意向と言っても、区

では僕は実際自分たちがお金を持って何かできる状況にない中では、それは公民館にしてく

れと言うのが僕は関の山だと思う。でも、これを大川の学校がなくなるという、なくなった
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ということで終わりではなくて、しかし大川の人たちの暮らしがこれによって若い人が入っ

てきて、消防団や祭りも活気が出たよとか、お年寄りが暮らしていく、暮らし向きがうんと

よくなったよと、さっき村木議員もおっしゃった、買い物などの問題もそうですよね。また、

いろいろな施設へ行けば、全部使うわけではないですから、石丁場なども教育委員会の文化

財だって収納できますよね。それだけで言えばね。 

  だから、いろいろな活用の仕方がある。だけど、結果として、大川の地域の皆さんが元気

になるような使い方というものが、そういうところにぜひ考えられることが私は期待されて

いるのではないかということを申し上げたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、山田議員の言うことは感じて……。そういう意味では、町は基本

的にまず、区長さんに投げかけております。区長さんは１回、多分クリーン作戦かな、その

ときに皆さんが集まるもので、そのときにいろいろな意見を聞きますよと、まだ話合いは始

めておりません。 

  基本的には、町といたしましては、大川区さんがどのような活用をしたいか、まずそれを

第一に考えたいと思います。その中で、今、山田議員が言ったようなこともありますもので、

自分自身は文化的にね。 

  僕がびっくりしたのは、大川区には文化的な方が結構住んでいるんですよね。それが一つ

の文化の区と、最終的にはまた大川区の活性化があるし、それで大川幼稚園は基本的には私

はあそこが子育て支援的な場所になればいいのではないかと。腹案はありますけれども、基

本的にはまず大川区さんが、この幼小の跡地をどのように使いたいか、まずそれを第一に考

えてやりたいと考えています。 

  そしてその中で、またいろいろなことが町に求められましたならば、またいろいろなこと

を提案していきたいということでございますので、その辺御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第４問、メガソーラー事業への対応についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） メガソーラー事業への対応についてということでございます。 

  一部、太陽光発電ということで、余り町民にも被害を及ぼすことがないものというふうに

理解しておりましたけれども、今まで、しかし一部事業者においては、この間、太陽光発電



－108－ 

などをやられているところでも、やはり森林を切り開き、排水というようなことも形だけで、

いわば乱開発のようなものも町内で起きているような事例も見受けられます。 

  伊東や河津に目を転じてみますと、既に大規模なメガソーラーというものが計画をされて、

周辺にも大きな影響を与える。また、景観的にも大きな問題が残るのではないかと懸念する

事案が多発してきたということの中で、町としては、こういうものに対して、どういうふう

に対応されるのか、そういうことが今伺っていく必要があろうかと思います。 

○議長（飯田桂司君） 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、メガソーラー事業への対応についてお答えいたし

ます。 

  一部の事業者において、森林を切り開き排水なども形だけで乱開発のような事業もある。

大規模な事業は周辺の影響だけでなく景観的に大きな問題がある。河津や伊東では大規模な

事業が計画されているが、町としての対応についてですが、町では今後メガソーラー事業な

どの大規模な太陽光発電事業に対し、施工面積が2,000平方メートルを超える計画は、東伊

豆町土地利用事業の適正化に関する指導要綱の審査対象とし、太陽光発電施設に関連する個

別基準を設け、開発行為と同様な造成基準や雨水対策における安全の確保など、土地利用対

策委員会の承認を義務づける方向で対応を図っていきたいと考えております。 

  また、周辺住民や地区自治会の理解が得られなければ承認をしないという立場に立ち、対

応していきたいと考えられておりますので、御理解ください。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 資料も添付、皆様のほうのお手元にもありますけれども、今回、こ

の太陽光発電というのも、いわゆる事業というものが普通に所有者が設置するというような

事業ではなくて、全くの投資なんですよね。お手元にある資料では、伊東において販売価格

2,526万円、85.2キロワットで年間売電収入210万円、投資回収年数11.5年とかと、こんな広

告が、いろいろなホームページの中に張られているわけです。 

  この会社の中で言えば、土地付き太陽光発電投資とか産業用太陽光発電投資、太陽光発電

ファンド、これは１口10万円でファンドを預けると、その売電益から配当が受けられるとか、

今後やはりうちの町でも考えなくてはならない。 
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  「遊休地大募集」という形なんです。「農地転用で始める太陽光発電」。これは国の基準

もあって、ある程度の高さをもって農業がやれる一定の条件があれば、農地のままなんです

ね。今まで雑種地にして課税されていたものが、農地のままだということの中で、こういう

遊休地が太陽光発電のある面でいくと市場になってきているわけです。 

  この辺考えますと、今、うちの町でも非常に懸念していかなければならない問題というの

が、今後懸念されるわけなので、この動きをしっかりしていただく必要があるし、町長は幾

つかある町長の近所にあるところでも大きいところで、なかなか土砂等を、伐採をしてとい

うような状況も非常に見受けられてまして、個人でやる事業者と感じが全然違ってきたでは

ないですか。 

  熱川などでやるものでも、よそが来て、外国人労働者が適当に工事をして、敷設したらぽ

っと帰ってしまう。こういう形で太陽光発電が投資ビジネスとして存在しているということ

に、注意を払いながら対応をしていただきたいと思いますので、基本的には町としてとれる

ものは、今、町長言われたように、土地利用指導要項の中でしっかり基準を設けて対応する

というのが、当面でき得ることかなということは思いますし、ぜひそういう事業は早目に計

画が出てきた段階で、町民にも知らせていただいて、一緒に考えていかなければならない問

題ではないかというふうに思っております。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 太陽光のものが決済してくると、これはだめにならないかと、必ず聞

くんです。そうすると、必ず原課でもこれは法的にもだめなもので、法的にも許可をせざる

を得ない、そういう状況でございます。 

  そういう中で、一番は景観、本当に風車を引き合いに出しても、風車と太陽光、どちらの

景観が悪いかと言えば、もう明らかに太陽光、あの無機質なガラス面がメガソーラーでばん

と出る。もう景観はとんでもないものですね。出てくるたびに、メガソーラー、太陽光を何

とかこの計画をだめにできないのかと言っても、現状では、法的には無理だという中で今や

っている現状です。 

  今、２つぐらい大きなものがあります。これはある程度説明してありますもので、これは

しようがないかなと思っていますけれども、それ以後はもう完全に網をかけまして、土地利

用を完全にやること、あとは網をかけた中で町がやっていきたいし、乱開発だけは絶対にさ

せないような方向でいきたい、そういう信念でございますので、御理解願いたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 
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○１４番（山田直志君） どうもありがとうございました。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、14番、山田議員の一般質問を終結します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１５分 

 

再開 午前１１時１６分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 西 塚 孝 男 君 

○議長（飯田桂司君） 次に、５番、西塚議員の第１問、公共交通（駅）のユニバーサル化に

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） こんにちは。私の質問は２点からなっています。 

  まず１点目、公共交通（駅）のユニバーサル化について。 

  高齢化が進む中で、稲取の玄関口である稲取駅を町はどのように考えているかお伺いしま

す。 

  １点目、エレベーターの設置は。 

  ２点目、通路・改札口の改善は。 

○議長（飯田桂司君） 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） 西塚議員の第１問、公共交通（駅）のユニバーサル化については２点

からの質問となっておりますので、第１点目のエレベーターの設置はと、第２点目、通路・

改札口の改善はは関連がありますので、一括してお答えいたします。 

  昨年３月定例会におきましても同様なお尋ねをいただいたわけですが、伊豆急稲取駅は町
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内で最も乗降客が多い特急の停車駅で、観光客の玄関口であり、通勤・通学にも非常に重要

な役割を果たしていることは、皆さん御承知のとおりであります。 

  その中で、ユニバーサルデザインの観点からもエレベーターの設置、通路・改札口のバリ

アフリー化は、高齢者や障害者の方が気軽に旅行を楽しんでいただけるためには必要不可欠

だと考えており、関係各位からも要望は上がっております。ソフト面での対応も考えられま

すが、改修することが最も合理的な解決法だと思われます。 

  町といたしましても、事業者に長年にわたり働きかけて行っておりますが、財政的な問題

ということで、実現には至っておりません。町といたしましても応分の負担を提示しており

ますが、合意を得られないのが現状であります。 

  今後ともこの駅の重要性を理解していただきながら、ねばり強く交渉を行っていきたいと

考えております。 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 町長、前も言ったように、だけれども、今、さきの議員も言ったよう

に、車の運転が高齢化になり事故等が多くなり、免許の返納を推進している中で、交通の移

動の手段として鉄道というものがあるわけです。それが、今だんだん年をとっていくにより、

稲取駅を見たときに、あのような形であって、まして観光客などはやはり夢を持って伊豆に

旅行に来ると。そういう中で、路線、緑豊かな、青い海を見ながら稲取に着くわけですよ。

そうすると、あの階段と暗い通路、そして荷物が引っかかるような改札口。それはやはりど

うしても変えていかなければならないと思うんですよ。 

  個人のもの、会社のものだと言うけれども、町長さっき言いましたけれども、28年からで

すよね、私が言ったときから、伊豆急さんとの話し合いというのはやられたんですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 西塚議員、これは社長に会うたびに、２回に１回は必ず言っておりま

す。正式な話し合いはしませんけれども、そうすると社長は嫌な顔をしますよ。またかとい

うようなことでね。 

  やはりやりたいけれども、伊豆急は財政が大変厳しいので有名なんですね。もう社長に会

うたびに、２回に１回は必ず言います。乗降客も河津桜を除けば、伊豆高原に次いでうちの

町も３番目に多いではないかと再三言います。特急がとまる駅の中でこんなの、とっても恥

ずかしくて、エージェントに対しても、町といたしましても自信を持ってこの町に来てくれ
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と言えないということは言っております。 

  そういう中で、伊豆急さんのほうも、申しわけないという、財政つけば本当にやりたいと

いうことが現状でございまして、大変伊豆急さんも営業が苦しいもので、やれないのが現状

でございます。 

  自分としては、３分の１、３分の１、３分の１ずつございますけれども、ある程度それ以

上、多少負担してもいいですよと、まず言っております。しかしながら、それまで言っても

伊豆急さんが今営業が大変厳しい中で、そこまで回せないというのが現状でございますもの

で、再三再四言っていることだけは理解願いたいと思います。 

  その中で、今の本社の社長が、この伊豆に対する思い入れが大変強いもので、やるとした

ら、今の時代をある程度調査した中でやっていただくのがいいのかなと考えている中で、東

急の社長さんにも会わせてほしいということは言っておりますけれども、なかなか親会社の

社長となりますと結構忙しいもので、それが実現できていないものが現状でございまして、

これはもう稲取、全町民の長年の懸案事項でございますが、この辺は伊豆急さんのほうも十

分社長も承知していることだと思いますし、これは本当に粘り強くやっていきたい、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（飯田桂司君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 町の負担も出してくれるという中で、私思ったのは、前にも言いまし

たけれども、目的税である入湯税、今150円という中で、それを上げる中で、それを本当に

観光だけに使うという中での使い方を上げて、そういう中でもっとお金を出したり、いろい

ろなところのユニバーサル、いわゆる車椅子とか、そういう中での使い勝手の本当にいいも

のの入湯税の集め方もあるんではないかなと思うんですけれども、どうですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 入湯税に関しましては、あくまでも６温泉郷のたとえば、やはり入湯

税を上げた中で対応していきたい、そう言っていただければ、そういう額になれば、また議

会の皆さんに条例がありますので、議会の皆さんの中で投げかけたら、こういう要望が来た

もので町としては入湯税を上げた中で、いろいろな機械を買って、上げたものを特化した中

で使っていきたい、そういうことはやぶさかではありません。 

  それはあくまで町が言うのではなくて、町が言ったとしても、それは入湯税を上げること
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にはやはり反感、口も出すもので、町と関係者が全会一致ではないが、皆さん方の意思統一

した中で入湯税を上げて、いろいろな面でやっていきたいということは、それは町はやぶさ

かではありませんので、そのときはまだ議会の皆様にお願いした中で、そういう方向性をお

願いする可能性もありますので、その辺は可能ではないかと考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、水道事業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） ２問目、水道事業について。 

  稲取地区でボーリングによる水源調査の現状はどのようになっているのか伺います。 

  １点目、調査後の稲取地区の利用計画は。 

  ２点目、他地区の計画は。 

  よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 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） 西塚議員の第２問、水道事業については、２点からの質問ですので、

順次お答えいたします。なお、２点とも前日の内山議員の一般質問でお答えした内容と重複

いたしますが、御理解ください。 

  まず、１点目の調査後の稲取地区の利用計画はについてですが、平成27年、28年度と稲取

地区２カ所で水源調査ボーリング工事を行い、水源が発見されました。これらの水源を利用

するためには、厚生労働大臣の水道事業の変更認可が必要となるため、平成30年度に３号井

戸を含めた揚水試験、設計などを行い、変更認可に向けた手続を行っていく予定であります。 

  次に、２点目の他地区の計画はについてですが、平成30年度の策定予定である水道ビジョ

ン及び施設整備基本計画で検討していく予定であります。 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 昨日内山議員が言いましたように、白田の浄水場はお金がかかるとい

う中で、早く各個々の水源を見つけて運営していかなかったら、水道料が、昨日も上げたよ

うに、水道料25％上げたときに、１年目が19.5％、２年目が0.8％ということはもう、どん
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どん25％上げたときに、４年たったらマイナスになってしまう。また上げなければならない

ということが来るわけですよね。 

  だから、30年にそのように検査して、これがいつ使えるようになるのか。早く使ってやら

ないと、どんどん赤字が来るというのがわかっていて。だから、他地区も同時に進行してい

かなかったら、それはお金がどんどんかかってくると思うんですよ。まあ、中でも稲取地区

はポンプアップ、電気料が2,700万、あれで大体3,000万ぐらいかかると言われていますから

ね、何としてもそれをやっていかなと、町民負担がどんどん大きくなるんじゃないかと思う

んです。 

  いろいろな意味で、水道というのは生きる道だし、そういう中でそれが上がっていくと、

旅館業などは物すごく使っているわけですね。その水道の中の大体80何％はもう旅館業だと

思うんですよ。そういう中で、そういう人たちを助ける意味を、やはり早目の対策をしても

らいたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 稲取地区はなるべく早く供用開始したいという中で、どのぐらい時期

になるかとは答弁させます。 

  昨日、白田浄水場に対する補助率の関係がありまして、それも原課が調べましたもので、

その辺はまた原課のほうから説明させます。 

  やはり現状の浄水場を直すのは結構厳しいかなと、その補助率を聞いた段階で厳しいかな

と、ある程度水源確保をした中でやるのが一番町民に対する負担が軽くなるのではないかと

いうことを今考えておりますもので、これはなるべく早いうちにやっていきたい、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。 

  その現状は、今後の計画ではなくて、稲取地区は30年度までにどのように供用開始になる

かということは、原課のほうから説明いたさせます。 

○議長（飯田桂司君） 水道課長。 

○水道課長（石井尚徳君） 平成27年度と平成28年度に水源調査をしまして、その水源を利用

するためには、厚生労働大臣の水道事業変更認可が必要なんですけれども、その前提として

水道ビジョンをもう一度ちゃんとした形でつくらないとまずいということなものですから、

それを平成30年度につくりまして、その結果というか、それをもちまして厚生労働大臣のほ

うに水道事業の変更認可の申請をしたいと思います。 

  ですから、それがないと変更認可の申請をできないということです。 
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  また、浄水場の補助金の関係なんですけれども、現状では浄水場だけを建て替えるという

ことの補助金はないということです。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、５番、西塚議員の一般質問を終結します。 

  ここで暫時休憩いたします。 

  11時35分より議員全員協議会を開催いたしますので、議員の皆様は大会議室のほうへお集

まりください。なお、当局の皆様につきましては待機のほうお願いいたします。 

 

休憩 午前１１時３０分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第２５号 東伊豆町半島振興対策実施地域における固定資産税の

特例措置に関する条例の制定について 

○議長（飯田桂司君） 日程第２ 議案第25号 東伊豆町半島振興対策実施地域における固定

資産税の特例措置に関する条例の制定についてを議題とします。 

  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25号 東伊豆町半島振興対策実施地域

における固定資産税の特例措置に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 

  半島振興対策実施地域の振興を図るため、４月１日より産業振興促進計画が発効したこと

に伴い、固定資産税の特例措置に関する条例を制定するものでございます。 

  詳細につきましては、企画調整課長に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（飯田桂司君） 企画調整課長。 
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○企画調整課長（遠藤一司君） それでは、議案第25号 東伊豆町半島振興対策実施地域にお

ける固定資産税の特例措置に関する条例の制定について、朗読をもちまして説明にかえさせ

ていただきます。 

  次のページをお開きください。 

  東伊豆町条例第、号。平成、年、月日。 

  東伊豆町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例。 

  （趣旨）。 

  第１条、この条例は、半島振興法（昭和60年法律第63号。以下「法」という。）第２条第

１項に規定する半島振興対策実施地域（以下「半島振興対策実施地域」という。）の振興を

促進するため、法第９条の５第１項に規定する認定産業振興促進計画（以下「認定産業振興

促進計画」という。）に記載された法第９条の２第２項第１号に規定する計画区域（以下

「計画区域」という。）内において、半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が

適用される場合等を定める省令（平成７年自治省令第16号。以下「省令」という。）第１条

第１号に規定する特別償却設備（以下「特別償却設備」という。）を新設し、又は増設した

者に係る固定資産税の特例を定めるものとする。 

  （固定資産税の不均一課税）。 

  第２条、町長は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において、省令第１条第

１号に定める期間内に、特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設

備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地（認定産業振興促進計画に記載

された計画期間の初日以降に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の

翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合にお

ける当該土地に限る。）に対して固定資産税を最初に課すべきこととなる年度以後３年度以

内において課する固定資産税の税率については、東伊豆町税賦課徴収条例（昭和37年東伊豆

町条例第72号）第62条の規定にかかわらず、同条に規定する率に次の各号に掲げる年度の区

分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た率とする。 

  第１号、初年度10分の１。 

  第２号、初年度の翌年度４分の１。 

  第３号、初年度の翌々年度２分の１。 

  （不均一課税の申請）。 

  第３条、前条の規定により固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、規則で定める
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ところにより、町長に不均一課税の申請をしなければならない。 

  （不均一課税の取消し）。 

  第４条、町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって固定資産税の不均一課税を受けた

者については、当該不均一課税を取り消すものとする。 

  （委任）。 

  第５条、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

  附則、この条例は公布の日から施行し、平成29年４月１日から適用する。 

  以上、簡単ではございますが、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。 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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25号 東伊豆町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関

する条例の制定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（飯田桂司君） 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２６号 東伊豆町立学校設置条例の一部を改正する条例につい

て 

◎日程第４ 議案第２７号 東伊豆町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条

例について 

○議長（飯田桂司君） 日程第３ 議案第26号 東伊豆町立学校設置条例の一部を改正する条

例について、日程第４ 議案第27号 東伊豆町立幼稚園保育料徴収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。 
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  町長より順次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26号から議案第27号まで、順次提

案理由を申し上げます。 

  議案第26号 東伊豆町立学校設置条例の一部を改正する条例について。 

  昨年９月、東伊豆町総合教育会議において決定したとともに、議員各位及び町民の皆様に

御報告させていただきました平成30年４月１日からの大川幼稚園と熱川幼稚園及び大川小学

校と熱川小学校の統合に伴い、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、後ほど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。 

  続きまして、議案第27号 東伊豆町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例につい

て。 

  議案第26号と同様に、平成30年４月１日からの大川幼稚園と熱川幼稚園及び大川小学校と

熱川小学校の統合に伴い、条文の整備を図りたいため、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、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。 

  以上、一括上程されました２件の議案の提案理由とさせていただきます。 

○議長（飯田桂司君） 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26号 東伊豆町立

学校設置条例の一部を改正する条例について、議案第27号 東伊豆町立幼稚園保育料徴収条

例の一部を改正する条例について、御説明させていただきます。 

  議案第26号及び議案第27号ともに大川幼稚園と熱川幼稚園及び大川小学校と熱川小学校を

それぞれ統合するために必要な条例の一部改正でございます。 

  恐れ入りますが、まず議案第26号について、新旧対照表をごらんください。 

  学校の名称及び位置について規定しております第２条、別表第１中、４行目の名称「東伊

豆町立大川小学校」と、位置となります「東伊豆町大川312番地」を削ります。 

  次に、同じく第２条の別表第３中、４行目の名称「東伊豆町立大川幼稚園」と位置となり
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ます「東伊豆町大川312番地」を削るものでございます。 

  続きまして、議案第27号について、新旧対照表をごらんください。 

  第１条及び第２条の本文中、そして第３条第１項中、「、同大川幼稚園」をそれぞれ削る

ものでございます。 

  議案第26号及び27号ともに平成30年４月１日から施行するものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、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。 

○議長（飯田桂司君） これより議案第26号及び議案第27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。 

○１４番（山田直志君） 学校、幼稚園の統合ということなんですが、この間の取り組みを通

じまして、地域の皆さん、また保護者の皆さん等の理解等については、十分図られたという

ふうにお考えでしょうか。その辺の取り組みの結果、どういうふうに教育委員会のほうはお

考えですか。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 御質問いただきました。これまでの進め方の中での理解の図り方で

すけれども、これまで昨年の１月より大川地区の保護者、それから地域の皆様と話し合いを

まず始めさせていただき、合計９月までの間に、すみません、回数をきちんと、７回ですね、

大川地区におきましては７回の説明会を開かせていただきました。 

  それから、熱川地区につきましては３回の説明会を開かせていただきました。 

  その間に、会議録等は議員の皆様にもその都度報告させていただいております。十分な話

し合いがされたかという点につきましては、まだ今現在、準備会で相談中のこともあります

ので、これまでのところは、教育委員会としては、できるだけ丁寧な説明をさせていただい

た中で御意見をいただき、そのことを課題として統合までにその部分を子供たちにために十

分な準備をしていきたいということで進めております。 

  そういう意味におきまして、十分かと言われると、まだ継続中というような言葉で言わせ

ていただきたいと思います。 

  ただ、大川の説明会の中で、特に統合ということに関する不安はたくさんありましたので、

その中でいただいた御意見、特に通学に関すること、それから熱川小学校へと一緒になった

ときの生活、例えば協定服とか、それから災害時等の連絡に関することとか、そういう不安
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な点が多々ありましたので、その都度御意見に応えながら、こんなふうにできるのではない

かということで相談をし、それまたもとに現在準備会で通学についての細かいバスの運行時

間とか、それから欠席の扱いとか、そのようなことを今相談中でございます。 

  十分な理解ということをうまく表現はできないですけれども、そのような形で進めてきた

ということで御説明させていただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 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26号 東伊豆町立学校設置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（飯田桂司君） 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26号 東伊豆町立学校設置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（飯田桂司君） 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。 

  議案第27号 東伊豆町立幼稚園保育料徴収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（飯田桂司君） 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27号 東伊豆町立幼稚園保育料徴収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（飯田桂司君） 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 発議第 ２号 議案第２６号議案第２７号大川幼稚園大川小学校の統
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合に対する付帯決議について 

○議長（飯田桂司君） 日程第５ 発議第２号 議案第26号議案第27号大川幼稚園大川小学校

の統合に対する付帯決議についてを議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） ただいま議決されました議案第26号、議案第27号に対する大川幼稚

園大川小学校の統合に対する付帯決議について、提案をさせていただきます。 

  朗読をもって提案とさせていただきます。 

  発議第２号 議案第26号議案第27号大川幼稚園大川小学校の統合に対する付帯決議につい

て。 

  地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により、議案第26号議案第27号に対する付

帯決議を別紙のとおり提出する。 

  平成29年６月16日提出。 

  東伊豆町議会議長、飯田桂司様。 

  提出者、東伊豆町議会議員、山田直志。賛成者、東伊豆町議会議員、村木 脩、定居利子

でございます。 

  別紙をお開きください。 

  議案第26号議案第27号大川幼稚園大川小学校の統合に対する付帯決議。 

  議案第26号議案第27号は、大川幼稚園を熱川幼稚園に、大川小学校を熱川小学校に統合す

る議案である。 

  教育委員会は、統合の答申を受けて保護者の不安を解消するために説明会などを行い合意

の形成を図ってきた。 

  地域や保護者の声にあるように、園児と児童の安全を最優先にし、あわせて大川小学校の

よい伝統や取り組みを生かすこと、また保護者への負担を最小限にとどめることが、町及び

教育委員会に期待されている。 

  よって、議会は、町と教育委員会が下記事項を誠実に実行することを求める。 

  記。 

  １、「大川幼稚園・大川小学校統合に関する提案書」（別紙資料１）「保護者説明会・ア

ンケートで出された、意見要望事項（条件）の主なものとそれに対する町及び教育委員会の
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回答」（別紙資料２）を確実に実行すること。 

  ２、提案事項・要望事項の内容に見直しが必要となった時は、町・教育委員会と大川地域

保護者それぞれの代表が話し合い結論を出すこと。 

  以上、決議する。 

  平成29年６月16日。 

  東伊豆町議会でございます。 

  資料に添付してある内容は、この間、町と教育委員会が地域の方々、保護者の方々にお約

束してきた内容をしっかりと実行することを議会としても求める内容であります。同時に、

その内容については、実施していく中で見直しが必要となることもあろうかと思います。そ

れについては、それぞれ保護者や町教育委員会の代表者が話し合って、最善の結論を出して

いただく、こういうことをお願いをするものでございます。 

  この中身については、町長、教育長が現在であれば、その実行に責任を負ってくれると思

いますけれども、当然一定の時間がたてば、町長や教育長もかわる、そういうことも考えま

すと、議会の議決としてしっかりそのことを区民の皆さん、保護者の皆さんにお約束をして

いく、私はこういう責任があろうかと思い、付帯決議として提案した次第でございます。 

  皆さんの御理解をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 提案者にお聞きをしたいわけでございますけれども、今、朗読の後

に説明をいただきましたんですけれども、この付帯決議案については、提案者が山田さんで、

賛成者が２名だけになっておるわけなんですけれども、非常に今の説明を聞きますと、ここ

は全員の連名が欲しかったのではないのかなという思いがするんですけれども、いかがでし

ょうか。その点をお聞きしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 全協や委員会の中でそういう提案がされてこれば、そういうことも

あったと思うんです。そういう提案もなかったものですから、一応、私のほうで御同意いた

だける方々に賛同を募ったと、こういうことでございます。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 
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  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 反対討論をさせていただきます。 

  やはり私たち12名という議員がここに在籍しているわけでございます。このような将来大

川小学校、大川幼稚園が統合していくという、こういう一つの大事な行事に対して、今、提

案者から説明を受けました。将来にわたって何年か先にもこういうものをしっかりと残して

おかなければならないんだと、そういう付帯書を提出するときには、やはり12名というもの

の連名の連記が必要ではないのかなと思いまして、この提案書につきましては私は反対をさ

せていただきます。 

○議長（飯田桂司君） 次に、本案に賛成者の発言を許します。 

（発言する人なし） 

○議長（飯田桂司君） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） なしと認めます。これで討論を終結します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時２２分 

 

再開 午後 １時２３分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  日程第５ 発議第２号 議案第26号議案第27号大川幼稚園大川小学校の統合に対する付帯

決議について採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（飯田桂司君） 起立少数。よって、本案は否決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第６ 議案第２８号 東伊豆町道路線の変更について 

○議長（飯田桂司君） 日程第６ 議案第28号 東伊豆町道路線の変更についてを議題としま

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28号 東伊豆町道路線の変更について、

提案理由を申し上げます。 

  平成24年10月５日議会において、町道白田磯部線の終点側の一部区間を廃止し、その区間

を私道として位置指定道路に管理がえをする目的で路線の変更をする手続をとりましたが、

以前の状態に戻す必要が生じたため、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、建設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（飯田桂司君） 建設課長。 

○建設課長（高村由喜彦君） それでは、議案第28号 東伊豆町道路線の変更について。 

  改正する条例内容について、資料や経過をもって説明をいたします。 

  お手元３枚目の道路台帳図をお開きください。 

  平成24年10月５日議会において、当時の町道白田磯部線を食事処磯部下までに路線長を縮

小し、その先の区間を私道として位置指定道路に管理がえを予定していましたが、地先の旅

館計画事業者が破産をし、事業遂行ができないことがはっきりしたため、以前の状態に戻す

手続であります。 

  変更前の路線延長292.3メートルを432.3メートルに戻し、道路幅員6.1から７メートルは

変わらないという内容でございます。 

  また、この間において、事業者が位置指定道路の事務処理ができなかったことから、この

町道の廃止区間における払い下げ、所有権移転等の手続は一切行っておりません。 

  以上、簡単ではございますが、この議案の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（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） この案件に関しては、当時全協などに出されたときからも、非常に
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疑問があるというふうに自分たちは申し述べたと思うんです。 

  というのは、磯辺下のあの場所は非常に急傾斜地の下で、あんなところに本当に大きなホ

テル等が建つのかというような疑念があったわけですが、それがそのまま、いや大丈夫とい

うことで竣工していったわけです。 

  今回、建たないということがわかって、向こうからの旧に復するという申し出があって、

初めてこういったことがなされたわけですけれども、これが先方の申し出がなかったり、土

地登記が踏まれていたりした場合には、町道に位置指定した部分が失う可能性もあったとい

う点では、私は非常に危険だったし、そういうことがなかった点ではよかったかなというふ

うに思っているわけなんですが、今後はこういった場合は、きちんとした事業の遂行、例え

ば土地がどうこう、変更されるのではなくて、建物が着工されて開業したというときまでは、

その位置指定を変更しないというような一札入れない限りは、非常に難しい問題も発生した

んではないかというふうに私は思いますので、今後もこういうふうなことのないように、必

ず完成を見て、その暁に位置指定道路に変更するとかというような文言を入れない限り、再

びこういったことがあって、町の土地、あるいは道路等が取られてしまうという危険性が発

生するのではないかと思いますので、その点に関してはどう考えるか、お伺いしたいと思い

ます。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） この点は、当時私が大変いい案件だと思いました。藤井議員はたしか

反対したと、ちょっと忘れましたけれども。それでこの企業者、本当にやる気でいました。

たとえがけ下でも、このロケーションは本当にすばらしい、ここを何とかしたいとやってい

た中で、運悪くというか、経営的に破綻いたしまして、断念いたしました。 

  今、藤井議員の意見、もっともでございますけれども、基本的にはこの計画を進行してい

く上で、この道をそういう状況にしなければ、この計画が遂行できない。そういう場合は、

基本的には契約書などでうたいますもので、町が損失するような契約書はうたいません。基

本的にはそういう考えであるかと思いますけれども、そこで約束できないもので、基本的に

はそういう考えでいきたいと思いますけれども、その計画を遂行する上、前もってやらなけ

ればならないことが発生した場合をやりますけれども、そこは契約の段階でいざそういう契

約が頓挫した場合は、何々するとか、そういう中で今後また対応していく。 

  原則的には藤井議員のような方向でいきたいと思いますけれども、その計画によりまして

は、そういうことも考えられますので、それが絶対100％その方向でいくということは、こ
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のままではできないということは御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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28号 東伊豆町道路線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（飯田桂司君） 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２９号 平成２９年度東伊豆町一般会計補正予算（第２号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第７ 議案第29号 平成29年度東伊豆町一般会計補正予算（第２

号）についてを議題とします。 

  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29号 平成29年度東伊豆町一般会計補

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3,728万8,000円を追加いたしまして、歳

入歳出予算の総額を47億7,628万8,000円とするものでございます。 

  歳入の主な内容を申し上げますと、消防団員の退職者確定に伴う消防団員退職報償金の増

及び交付決定に基づき自主防災組織育成事業助成金を増額しております。 

  また、社会福祉費寄付金として１件の御浄財をお寄せいただきましたので、御意向に沿っ

て活用させていただくことといたします。 

  次に、歳出の主な内容を申し上げますと、ふるさと納税寄付謝礼の増額や先ほどの歳入と
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関連がございます消防団員退職報償金及び防災用器具備品を増額いたしました。 

  そのほか早急の対応を要する項目について、予算措置いたしたところであります。 

  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（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいま提案されました議案第29号 平成29年度東伊豆町一般会

計補正予算（第２号）について概要を御説明いたします。 

  平成29年度東伊豆町の一般会計補正予算（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3,728万8,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ47億7,628万8,000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、３ページ、４ページをお開きください。 

  ２、歳入について御説明いたします。 

  17款１項寄付金、２目民生費寄付金、補正前の金額に３万7,000円を追加し、３万8,000円

といたします。 

  １節社会福祉費寄付金、細節１社会福祉費寄付金３万7,000円の増は、チャンジーバンド

代表、古賀廣明様より４月15日に開催したチャリティコンサートの収益を町の福祉に活用し

てほしいとの御意向で御寄付いただきましたので、今回増額する内容であります。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額に3,331万4,000円

を追加し、２億6,431万4,000円といたします。 

  １節財政調整基金繰入金、細節１財政調整基金繰入金3,331万4,000円の増は、今回の補正

における歳入及び歳出予算調整のため、不足額を補塡措置いたした内容でございます。 

  20款諸収入、４項２目雑入、補正前の金額に343万1,000円を追加し、6,806万4,000円とい

たします。 

  ６節消防団員退職報償金、細節１消防団員退職報償金213万1,000円の増は、消防団員の退

職者確定に伴う増額措置であります。 



－128－ 

  ９節雑入、細節34自主防災組織育成事業助成金130万円の増は、各地区防災組織が使用す

る消防用器具備品の購入費に対する宝くじを財源とした助成金の増額であります。 

  ５ページ、６ページをごらん願います。 

  次に、３、歳出について御説明いたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正前の金額に2,826万円を追加し、５

億1,554万8,000円といたします。事業コード15ふるさと納税寄付推進事業、８節報償費、細

節１ふるさと納税寄付謝礼2,826万円の増につきましては、平成28年度内に支払いが完了し

なかった未執行分について、前年度の予算残額を再度翌年度に予算計上する内容であります。

主に１年間有効期間のある宿泊補助券や複数回記念品をお送りする定期便などについては、

施設利用後及び記念品発送後の請求、支払いとしているため、年度をまたぐケースがある関

係上、この補正が毎年必要になりますので、御理解をお願いします。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、７目保健・福祉センター費、補正前の金額に57万2,000円

を追加し、3,123万8,000円といたします。 

  事業コード１保健・福祉センター維持管理事業、11節需用費、細節５修繕料57万2,000円

の増につきましては、保健・福祉センターの合併処理浄化槽放流ポンプ故障に伴い、修繕料

を増額するものであります。 

  ７ページ、８ページをごらん願います。 

  ５款農林水産業費、１項農業費、５目農地費、補正前の金額に118万2,000円を追加し、

3,290万7,000円といたします。事業コード１中山間地域総合整備事業、13節委託料、細節２

奈良本農道取付道用地測量業務委託料70万2,000円の増につきましては、当該取付道路整備

に係る用地を測量するための委託料の増額措置であります。 

  ２項林業費、３目公園緑地管理費、補正前の金額に86万4,000円を追加し、1,453万7,000

円といたします。事業コード１公園緑地維持管理事業、13節委託料、細節３伊豆縦貫道残土

受入地用地調査業務委託料86万4,000円の増につきましては、伊豆縦貫道建設により発生す

る残土受け入れのため、町営新グラウンド付近の用地調査が必要なことから、委託料を増額

するものであります。 

  ７款土木費、４項都市計画費、３目下水道費、補正前の金額に110万円を追加し、484万

8,000円といたします。事業コード２都市下水路維持管理事業、15節工事請負費、細節１水

下都市下水路改修工事110万円の増につきましては、当該既設水路の臭気対策並びに転落防

止のためコンクリートスラブによるふたや手すりを設置するための工事請負費の増額であり
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ます。 

  ９ページ、10ページをごらん願います。 

  ８款１項消防費、２目非常備消防費、補正前の金額に213万1,000円を追加し、4,897万

7,000円といたします。事業コード１非常備消防事務事業、８節報償費、細節２消防団員退

職報償金213万1,000円の増につきましては、歳入と同じく消防団員の退職者確定に伴う退職

報償金の増額措置であります。 

  ３目消防施設費、補正前の金額に52万2,000円を追加し、687万9,000円といたします。事

業コード１消防施設等整備事業、15節工事請負費、細節１仮眠室パーテーション設置工事52

万2,000円の増につきましては、駿東伊豆消防組合の本年度の異動により当直人員が増加し

たため、仮眠室を増設する必要が生じたことから、工事請負費を増額する内容であります。 

  ４目防災対策費、補正前の金額に203万円を追加し、2,482万1,000円といたします。事業

コード１住宅耐震化事業、19節負担金補助及び交付金、細節１木造住宅耐震補強助成事業費

補助金60万円の増につきましては、補助申請の増により不足分を増額する内容であります。

事業コード７防災施設等整備事業、18節備品購入費、細節１防災用器具備品137万9,000円の

増につきましては、歳入で申し上げたとおり自主防災組織育成事業助成金の交付決定に伴い、

各地区防災組織で使用する油圧ジャッキを整備するための増額措置であります。 

  恐れ入りますが、２ページへお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書でただいま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47億3,900万円に3,728万8,000円を追加いたしまして、47

億7,628万8,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額47億3,900万円に3,728万8,000円を追加いたしまして、47

億7,628万8,000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50万6,000円の増、その他財源

が346万8,000円の増、一般財源は3,331万4,000円の増といたします。 

  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。よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（飯田桂司君） 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） 何点か伺います。 

  まず、８ページで中山間地域総合整備事業の奈良本取付道路ということで、当初予算のと
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きにはこれはなかったということだと思うんですが、どういう状況で新しい取付道路が必要

になったのかというのを御説明をいただきたいと思います。 

  ２つ目に、その下の林業費のところで伊豆縦貫道の残土受け入れ用地調査ということで、

これは全体のものが、この間全員協議会で伺ったような総合グラウンド等を整備するという

ような内容のものというふうに解してよろしいんでしょうか。 

  ３点目に、その下の水産業費で、稲取漁港の直販所ということが載っていますけれども、

議会でも先ほど協議あったんですけれども、まだ水産庁でつくっていいかどうか許可が出て

いないというようなことでいくと、許可がないものに審議会をつくるのはいかがなのかとい

うのは、さっき議会での議論でもありましたけれども、この辺について当局はどのようにお

考えでしょうか。 

  ４点目に、その下の工事費の都市下水路の関係なんですけれども、これは場所を少しどこ

なのか、今そういう危険な場所はどこだったのかなというふうに、すぐに理解できないもの

ですから、その辺の御説明をお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 事務的なことは担当課が説明いたします。 

  ２点ほど、まず伊豆縦貫道の土地の調査業務委託料、この件に関しましては、まずは伊豆

縦貫道の早期完成は、国も町も議会もこれは願っているところでございます。これは皆さん

御存じだと思います。そういう中で、まず言われたのは、早期完成するためには残土処分を

いかに早くするか、これがなければ伊豆縦貫道の早期完成はできないと言われました。 

  そういう中で、各自治体にどこかありませんかという中で、うちの町は全協で示したとお

り、このときは合宿を誘致するために400メートルのグラウンドが欲しいという中で、そう

いう中でも、第１の目的は伊豆縦貫道の早期完成です。そういう中で町が合宿を誘致したい

中でやった。そして今度は内定していただきました。 

  そういう中で、全協でまたいろいろなこと言われましたが、運用に関しましては、グラウ

ンドだけではなく、いろいろ多方面の中で考えておりますもので、そのグラウンドだけとい

う頭は抜いていただきたい。何しろ伊豆縦貫道の早期完成を目指すため、伊豆全体の悲願の

ために今回うちの町を挙げてそれが内定できたということでございます。それだけは１点言

っていきたい。 

  さらにあと、土木費、都市計画費の工事請負費110万、これは長年の懸案事項でありまし

て、もう20年、30年、何年ぐらいかな、それがやっと解決したことでございまして、これは
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担当課から場所は後で説明いたさせますが、これは本当にここで解決しなければ、また未来

永劫だめになるような感じがありますもので、今回この予算を上げさせていただいたのが現

状でございます。 

  あと直売所、これに関しては、水産庁からよい返事をもらっておりますもので、今回上げ

ました。この辺の具体的なことはまた担当課のほうから説明いたさせます。 

  あとは担当課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たいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） それでは、ただいまいただきました質問に対しまして、順次

お答えをさせていただきます。 

  まず、中山間地域総合整備事業奈良本の農道の関係ですが、現在太田の地区に熱川中学校

からおりてきて、小学校のほうに向けて県営事業で事業をやっていただいておりますが、以

前、平成18年度までに葬祭さんのセレモニーのところまでを建設省の事業で５メートルに広

げました。この間をどうするかということを県とずっと協議をしてまいりましたが、それが

３月の時点で県営で約40メートルぐらい、ヒゲをこちらへ延ばしていただけるということに

なりましたが、そこの区間の同じように幅員を５メートル確保したかったんですが、その後、

調査した結果、若干用地を御提供いただかないと、その間の５メートルができないというこ

とで、今回これがわかった時点で補正として上げさせていただきました。 

  それから、続いて２つ目の伊豆縦貫道の調査の内容ですが、あそこはグラウンドの土地を

含めて町有地なんですけれども、その海側、南側には戦後の農地改革で分割して小作人の

方々に配置した農地が並んでおりますが、そことの官民境界をしっかりここで調査させてい

ただいて、民地の方に日照がかからないような形で設計をしていただくという形のものの内

容でございます。 

  それから、稲取漁港の直売所につきましては、今町長の答弁がありましたとおり、先々週

静岡県庁の担当の者が水産庁と協議をしていただいて、今、水産庁、国のほうは補助金でつ

くった漁港の施設で余り利用がされていないようなものについては、地域の活性化のために

多目的に、漁業の目的以外にも多目的に使うような通達が平成25年に水産庁長官から通達が

出ているということで、ここの稲取の漁港の区域内においてもそれに合致するような形で申

請を上げてくれれば、可能だということで伺っております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 建設課長。 
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○建設課長（高村由喜彦君） それでは、水下都市下水路改修工事の場所についてですが、場

所は水下の入谷口の信号機の下、美容室ブラウンさん、それから佐藤畳店、そこからずっと

下っていって、銀水さんのほうに抜ける水路があるんですが、その水路の佐藤畳店のところ

が、水下都市下水路、当時59年に完成をして現在に至っています。その地先地主さんの底地

の問題が解決できないまま、ずっと現在に至りました。 

  底地の問題が29年３月にやっと解決をして、なおかつ臭気対策等もやりたかったんですが、

時間的に間に合わなかったので、底地の問題は解決したんだけれども、改修工事のほうが提

案ができなかったということで、今回の補正という形で上げさせてもらいました。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 中山間地のものは確かにそこが必要なところだと思いますので、よ

く理解はできます。 

  町長、縦貫道の問題は急いでという部分があるんだけれども、ただ、この間、全員協議会

に諮られたときで言うと、いわゆる８コースプラス１の国際陸連の公認コースというような

ものを持って、スポーツ合宿等のというような話だったんですよね。そうすると、国際陸連

の公認コースというのは、静岡県の中には２つしかないんですよね。いわゆる草薙とエコパ、

この２つしかないんですよ。 

  これを町長、どういうふうにお考えになるかというのがあるんですけれども、私この間も

全員協議会のときも、実際それらのそういうものをつくったときにどうなるのか、維持費な

ども含めて大変かかるじゃないかという質問をしました。県のほうに問い合わせをして、県

のほうで資料をくれたんですよ。草薙の陸上競技場について、全体を指定管理していますけ

れども、維持管理費の中で面積割合で草薙について言えば、8,605万2,000円を陸上競技場の

面積割合による維持費として出しています。 

  小笠のエコパスタジアムについては、これは席などの関係があるんですけれども、これは

面積割合でいくと、３億1,243万2,000円、こういう維持費、管理費をかかるものを、実際こ

れから当然合宿に使うということであれば、コース、いわゆるトラックだけだということで、

客席の部分などを引いたとして、これ半分に見積もっても相当の金額がこれはかかる、こう

いうことをちゃんと把握した上で、それを必要かどうかという判断をしていかないと、これ

は将来に対して大きな負担を強いることになってしまうのではないかというふうに私は考え

るんですけれども、町長はどのようにお考えか。 
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  最後に４点目の都市下水路の問題で言うと、今、建設課長が言われたのは、入谷口のとこ

ろから海のほうにを向かって見ると、右側の地主さんの問題、でもたしか僕が聞いている限

りは、左側の地主さんのほうからも、そこのところについていろいろ意見も上がっていたよ

うには私は聞いているんだけれども、そういうことについては把握されていませんか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、伊豆縦貫道の残土の量ですね。私はそれ絶対とは言っておりま

せん。全協でも言いました。町としては金をかけたくないと。そういう中でいろいろな提案

をされたもので、その提案のとおり、これトラックだけではありません。それ以外もやりま

すし、それ相当の金額はかけないつもりでも、最低のお金で仮定したことは、皆さんわかっ

ていると思います。 

  以前、伊豆新聞何かで、伊豆半島とか東部地区にはそういう正式なトラックがないという

ことも書いてありましたよ。もしあるとすれば、当然県のほうにそれを投げかけて、つくっ

てくれ、町単でやりませんよ、今度。そして今、自分でも立派なコースをつくるような気持

ちは持っておりません。全協で言ったように。 

  たまたまこの提案が、国交省の提案ですから、町は別にやらなくていいんですよ。これは

あくまでも伊豆縦貫請負について、国交省からこういう提案があったと。要するに提案があ

ったとしても、一応は国が一番危惧しているのは、やはり残土の土地が欲しいということな

んです。 

  伊豆縦貫道の早期完成には残土の土地、これが絶対必要だから、各地で何とかお願いしま

すとなる。今度は東伊豆町で挙げました。そういう中の一つの提案として、国交省がうちの

町がとりあえず、最初の出発点は合宿の中で、400メートルトラックが欲しいという中で、

多分これ提案したんだと思うんですよね。町の要望を受けた中で。 

  しかし、町はそんな立派なものを、全協でもいろいろなことを、村木議員から言われまし

たけれども、いろいろなことを。町はこれからもいろいろなことを言っても、また議会にそ

のときに投げかけますと言っております。 

  この400メートルの８コースプラス１、これがもう絶対ありきではないということだけは

皆さん理解願いたいと思います。 

  今後の活用につきましては、また皆さん方と相談しながらやっていく、町はそういう考え

でございますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 
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○議長（飯田桂司君） 建設課長。 

○建設課長（高村由喜彦君） 水下都市下水路の場所にちょっと誤解があるようですので、も

う一度場所について説明をいたします。 

  水下の入谷口の信号機から海へ向かって下る道があります。その反対側に佐藤畳屋さんと

かブラウンさんがあるんですけれども、そこの土地の所有者のところの関係でございます。 

  海へ向かって左側です。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 下水道、口で言ってもわからない。あと図面でまた提示いたしますの

で、御理解願いたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 建設課長が言ったことは大体理解しました。 

  町長、そうしますと、縦貫道の残土の問題で言うと、私、聞いてみたんですよ、いろいろ。

各賀茂の市町もね。例えば、河津は国土交通省なり中部建設局なり提案で海を埋めるとか、

こんな提案があって、全員協議会も開いて、そんな形は困るよと言って河津は断った。南伊

豆町は差田の総合グラウンドがあるので、その下あたりの休耕田を埋めたらどうだという話

があったけれども、まあそっちは乗らなかった。 

  松崎でも、休耕田があって、グラウンドをつくるという提案があった。ただ、松崎の場合

もそこのところへ行く橋が非常に弱いということで、結局それもだめだろうということで、

みんな断っているんですよ。 

  東伊豆町で言ったって、この間の説明で言われたように、25万立米の残土をあそこに捨て

させるということでいくと、まあ、10トントラックでこれ大体７トンぐらいで運送するとい

うことらしいですけれども、そうすると、35万台ぐらいの車両が入るというようなことを考

えていくと、ではそれだけの大量の残土が来たときに、今平面交差しているクロスカントリ

ーコースや何かの本来の活用にも支障が出るのではないのかなと。松崎の場合は、そんなに

対して使ってもいない橋でも、その橋の耐久性もあって、だめになっているのにもかかわら

ず、一番縦貫道の効果というものが薄い東伊豆町が何で今、町民がたくさん利用されている

クロスカントリーの利用者に対しても、非常に支障が出るような、平面交差で、そういうも

のについて、積極的に受け入れる必要があるのかどうかということだって、やはり僕は大き

な問題ではないのかなというふうに思うんですよ。 

  計算でちょっとごめんなさい、25万立米だと、たしかそういう数ですよ。だから物すごい
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数のトラックがあそこを往来しなくちゃならない。そのことによって、クロスカントリーも

今非常に静かな環境で、健康の目的のために歩かれている人たちも大勢いらっしゃる中で、

その機能自体も支障を受けるではないかという問題も出てくる。 

  町長は、今日はグラウンドというものありきではないというふうには言われましたけれど

も、しかし本当にその検討について、慎重な対応が私は必要なのではないかと、もう既に測

量調査していいですよというふうな形をしてしまったら、本当に一気呵成にどうなっていく

のか、私は非常にその進め方は不安だなというふうに思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 後で各町のことは言いますけれども、基本的には町の将来10年後、将

来計画を考えてください。５年後ではなくて。確かに数年は応急施設、迷惑かけるかもわか

らない。しかし、10年後のこの東伊豆町を考えた場合、私はこれは絶対必要だと考えた中で

手を挙げた。 

  交通の安全に関しても、これは国の直轄事業でございますが、交通安全に関しては十分対

応した中で、町民に迷惑をかけないような方向で、今後話し合っていきたいと考えています。 

  松崎におきましては、やりたくても橋がお金がかかり過ぎて、やれなかったりする。今、

山田議員は、やめたと、これはやりたいのが現状なんですよ。松崎の町長に私も言いました

よ。そして松崎は、何で東伊豆だけやるんだと聞いています。議会はそうかわからない、何

しろ当局としては、これをやった中で、土地をよくした中で、将来的に活性化していきたい、

そういう考えでございますので、河津と南伊豆はその辺は聞いておりませんけれども、私が

聞いておるのは、基本的には松崎と東伊豆が候補になった中で、基本的には東伊豆になった、

そういうことを聞いております。 

  それと、これは事実松崎の町長から、うちの町もやりたいんだけれども、橋がちょっとお

金がかかり過ぎるもので、ちょっとこれはだめになったような、国にある程度またお願いに

行きたいということは聞いております。 

  それにはやはりそういう工事中の不安はあります。それは国とちゃんと話した中で、もう

最低限、絶対事故とかを起こさない方向の中で、いろいろなカードをつけたり、そういうこ

とはもう国のほうには申し合わせるつもりでおります。 

  そしてまた、将来の10年、年はこの四、五年、工期はかけないとは言いません。これはか

けないとは絶対言いませんもので、そういう中で、それができた後の活用方法を考えれば、

私は今回やるべきではないのかなという中で、これを提案させていただいております。 
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  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 町長、そうは言っても25万立米でやったら、３万5,000台、１年半

かけたとして、非常に量のあれからするとあれだけど、本当に１日の通行量はすごい数です

よ。100台、200台という数をやったら、本当に平面交差をしているクロスカントリーだって

死んでいくんじゃないのかな。本当に利用をその２カ所のところにガードマンを置いて、車

をとめるのかどうするのかわかりませんけれども、そういうことをして、本当にそれでクロ

スカントリーコースが生きていくのかどうか。 

  また、周辺においてもその土砂の排出にわたって、騒音等だって、周辺にだって大きな影

響を与えていくわけではないですか。本当にそれが必要なことなのか。実際それを誰が、何

をつくるのかもわからないままやって、平面、平地をつくってもらったとしても、実際町が

それを生かし得る施設というものは、つくれないのではないんですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは何回やっても山田議員とは平行線でございます。 

  まず、工事は１年ではございません。３年ぐらい長期でやります。今言ったようにトラッ

クが１日100台、これはもっと縮小されますもので、それは御理解願いたいと思います。 

  これはあくまでも主体が国でございますから、町は土地を提供するだけですよ。擁壁から

全部国がやってくれます。 

  そういう中で、これから国の方と一緒に付近住民に説明に回ります。全協の中でも村木議

員からその辺のことは言われましたもので、これは当然国のほうのあれですから、国がなく

ては、住民、近くの付近の方に説明に上がります。そういうことは理解願いたいと思います。 

  それで私は、今後10年これから絶対あそこは、あのグラウンドが広くなった中で、いざ災

害が起きたときに、あそこはヘリの着陸になっております。災害地のテント立てたり、いろ

いろな面の活用できることを考えております。 

  そのように必ずいざ、町のときになった場合は、町のために役立つ土地になるのではない

かと考えておりますので、今回提案させていただきました。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 
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  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 私は１点、この縦貫道の残土の受け入れについては今日の時点では

賛成はできません。やはり何をつくるかも決まらないまま、実際測量が必要な地積調査をし

て、どんどん受け入れの準備を進めていく。結果として、今後それが周辺及び将来の町民に

対する負担になるという部分も現にあるわけでして、現実そういう計画がわからないまま、

とにかく埋めるのだけは進めようというふうな考えにはとてもなりません。 

  この点では、まだまだ十分な段階に私は達していない。その点では現段階で私はこの受け

入れということに対して、町としては取るべき対応ではないというふうに考えますので、こ

の点をもって反対をいたします。 

○議長（飯田桂司君） 次に、本案に賛成の発言を許します。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 私は賛成の立場から発言させていただきます。 

  やはり東伊豆町という現状の経済のものを一つの物差しとして考えますと、この先にいか

にこの町が繁栄していくのかという、そういう観点からすれば今回のような外部から補助金

をいただきながら町を整備できるという、こういう事業については私は賛成をさせていただ

きます。 

○議長（飯田桂司君） ほかに討論はありませんか。 

  ８番、村木議員。 

○８番（村木 脩君） 私は賛成という、この予算、調査業務ですから、その調査業務の中で

住民と話し合いをしていただきたい。そこでまた、この後に続きの予算が出てくれば、それ

はそのときで、とりあえずこれは調査業務ということで、この予算に対しては私は賛成いた

します。 

○議長（飯田桂司君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） これで討論を終結します。 

  これより議案第29号 平成29年度東伊豆町一般会計補正予算（第２号）を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 
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○議長（飯田桂司君） ありがとうございます。起立多数です。よって、本案は原案のとおり

可決されました。 

  ここで２時20分まで休憩します。 

 

休憩 午後 ２時０６分 

 

再開 午後 ２時２０分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◎日程第８ 同意案第７号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○議長（飯田桂司君） 日程第８ 同意案第７号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選

任についてを議題とします。 

  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） 同意案第７号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

  下記の者を東伊豆町固定資産評価審査委員会委員に選任することについて、地方税法第

423条第３項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

  住所、賀茂郡東伊豆町稲取1817番地。 

  氏名、鈴木忠男。 

  提案理由を申し上げます。 

  前任者が、平成29年６月30日をもって任期満了となるため、新たに固定資産評価審査委員

会委員を選任するものであります。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 
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  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（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより同意案第７号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任についての同意を求

める件を採決します。 

  本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決

しました。 

 

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

 

◎日程第９ 同意案第８号 東伊豆町教育委員会委員の任命について 

○議長（飯田桂司君） 日程第９ 同意案第８号 東伊豆町教育委員会委員の任命についてを

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） 同意案第８号 東伊豆町教育委員会委員の任命について。 

  東伊豆町教育委員会委員に下記の者を任命することについて、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

  住所、賀茂郡東伊豆町奈良本1253番地。 

  氏名、梅原幸恵。 

  提案理由を申し上げます。 

  現職の梅原幸恵教育委員が、平成29年７月10日をもって任期満了となるため、再任をお願

いするものでございます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 
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  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（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより同意案第８号 東伊豆町教育委員会委員の任命についての同意を求める件を採決

します。 

  本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決

しました。 

 

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

 

◎日程第１０ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

◎日程第１１ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

◎日程第１２ 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

○議長（飯田桂司君） 日程第10 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について、日程第

11 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について、日程第12 諮問第３号 人権擁護委

員候補者の推薦についてを一括議題とします。 

  町長より順次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諮問第１号、諮問第２号、諮問第３号、

人権擁護委員候補者の推薦について御説明いたします。 

  諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について。 

  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

  住所、賀茂郡東伊豆町奈良本1263番地の１。 

  氏名、太田みのり。 

  諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について。 

  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

  住所、賀茂郡東伊豆町稲取2455番地の12。 
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  氏名、黒田信年。 

  諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について。 

  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

  住所、賀茂郡東伊豆町稲取725番地。 

  氏名、山下 豊。 

  提案理由を申し上げます。 

  現任者の任期が平成29年９月30日をもって満了となるため、太田氏及び黒田氏は再任を、

山下氏は新たに人権擁護委員の就任をお願いするものであります。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより諮問第１号から諮問第３号までの質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２６分 

 

再開 午後 ２時２７分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  これより諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について討論に入ります。討論ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦については、適任とすることに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推

薦については、適任とすることに決しました。 

  これより諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について討論に入ります。討論ありませ
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んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦については、適任とすることに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推

薦については、適任とすることに決しました。 

  これより諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について討論に入ります。討論ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦については、適任とすることに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、諮問第３号 人権擁護委員候補者の推

薦については、適任とすることに決しました。 

 

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

 

◎日程第１３ 議員派遣について 

○議長（飯田桂司君） 日程第13 議員派遣についてを議題とします。 

  お諮りします。議員派遣については、お手元に配付したとおり、現時点で期日等が確定し

ている行事について派遣することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣については、お手元にお

配りしましたとおり派遣することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第１４ 議会運営委員会所管事務調査について 

○議長（飯田桂司君） 日程第14 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、議会の運営に関すること、議会の会議規則・委員会に関する条例等に関す

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３回定例会までに調査することにしたいと思い

ます。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 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、調査することに決定しました。 

 

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

 

◎閉会の宣告 

○議長（飯田桂司君） これをもって、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。 

  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（飯田桂司君） 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29年東伊豆町議会第２回定例会を閉会します。 

  御苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ２時３１分 


