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開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 皆様、おはようございます。 

  平成25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、公私ともお忙し

い中、御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

  梅雨に入り、毎日が大変うっとうしく感じられる季節となりましたが、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25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（鈴木 勉君） 議会運営委員長の報告を求めます。 

  13番、定居さん。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 皆様、おはようございます。 

  議会運営委員会より平成25年第２回定例会の運営について、御報告をいたします。 

  まず、本定例会には７名の議員の方々より21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。 

  一般質問における資料の提示につきましては、議長の許可を得て、掲示板を使用していた

だきます。 

  本定例会の提出案件といたしましては、専決処分が１件、条例の一部改正案が１件、指定

管理者の指定が１件、協議会の設置に係る協議が１件、補正予算が１件、人事案件が３件、

合計８件がそれぞれ日程に組み込まれております。 

  条例の一部改正につきましては、説明書等により簡潔でわかりやすい要点説明とし、また

一般会計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、当局の皆様もよろしくお願いいたします。 

  議会からは、議員派遣の議案１件、これは７月と11月に行われる議員研修会について公

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。 

  閉会中に提出された要望書等につきましては、本日の日程終了後、各常任委員会にて審査

をお願いすることになりますので、御承知願います。 

  なお、この結果によっては、意見書案が日程に組み込まれますので御留意願います。 

  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28日までの

３日間とします。 

  また、節電対応と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配慮をお願いいたします。 

  個人情報が含まれる損害賠償事案などの議案の取り扱いについてですが、議案の読み上げ

時に個人情報の保護に配慮した措置をとられるようお願いいたします。議員におかれまして

も同様の措置をとられるよう御協力をお願いします。 

  お手元に関係の文書を配付してございます。 

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

と、会議規則委員会条例に関すること、議長の諮問に関すること、以上３点を閉会中の継続

調査といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  議員各位には、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。よろしくお願いいたします。 

 

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

 

◎開議の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 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 会議録署名議員の指名 

○議長（鈴木 勉君） 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、山本さん、12番、

居山さんを指名します。 

 

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

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（鈴木 勉君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。今期定例会の会期は、本日から予備日を含め６月28日の３日間としたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

 

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

 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（鈴木 勉君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

  議会閉会中に、提出されました平成24年度一般会計継続費繰越計算書及び繰越明許費繰

越計算書につきましては、既に送付しました。 

  また、例月出納検査の結果に関する報告及び陳情・要望書等の受理につきましては、既に

送付しました。 

  陳情・要望書等の付託につきましては、お手元に一覧表を配付しました。 

  付託案件の審査につきましては、本日の日程終了後に各常任委員会にて審査をお願いする

ことになりますので、御承知願います。 



  議長の出席した会議等の報告については、お手元に資料を配付しました。 

  会議資料につきましては、議員控室に置きますので、ごらんいただきたいと思います。 

  最後に、市民農園整備事業についての全員協議会を７月10日午後より開催しますので、

議員の皆様は御承知ください。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第４ 行政報告 

○議長（鈴木 勉君） 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。 

  平成25年第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、御挨拶を兼ねまして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。 

  国では、一般会計総額約92兆6,000億円に上る25年度予算が、先月15日に成立しました。

成立が５月までずれ込んだのは平成７年以来17年ぶりで、当初予算としては過去最大級の

規模となっております。予算案には景気浮揚効果を高めるため、道路や橋など老朽化したイ

ンフラの補修を中心に公共事業費に約５兆2,000億円を重点配分、さらに２月に成立した24

年度補正予算と合わせた規模は100兆円を超え、15カ月予算とうたった大規模な財政出動で

デフレ不況からの早期脱却を目指しております。 

  政府は、24年度補正予算を含めた緊急経済対策の迅速かつ着実な実行に向けまして、し

っかりとした進捗管理を行うとともに、25年度予算を着実に執行するとしております。根

本的な景気対策は、国の政策に期待することになりますが、町といたしましては、諸施策の

有効展開に一層の意を配してまいりたいと考えております。 

  このような中、当町の経済状況の指標の一つでもあります入湯客数ですが、24年度にお

きましては87万826人、前年対比で４万4,874人の増で、5.4％の伸びとなりました。４年ぶ

りに増加したものの、東日本大震災前と比べ11万4,735人の減、マイナス11.6％となり、回



復基調にあるもののおととしの実績には及ばない厳しい結果となりました。 

  また、今年のゴールデンウイークにつきましては、天候に恵まれ、絶好の行楽日和となり

ましたが、休日が分散化したため、後半に来遊客が集中いたしました。宿泊客数は、前年に

比べ4.6％の減となりましたが、景気回復への期待感を反映し、宿泊単価や附帯消費額が増

加に転じた施設もあったことから、今後に期待をいたすところでございます。 

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

いと考えておりますが、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

案や御提言をいただきますよう、御協力をお願い申し上げる次第であります。 

  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、昨年、内閣府では、南海トラフ巨大地震について、震度分布と津

波高の推計値を発表しました。これを受け県では、国が公表する被害想定等に基づき、第４

次地震被害想定のうち、地震動と人的被害想定を明日に、また、ライフライン、経済的被害

等は、10月ごろに公表するとしておりますので、今後想定に基づいた県の地域防災計画の

改定を踏まえ、町の地域防災計画の見直しを進めてまいります。 

  職員の防災に対する意識高揚と初動体制の確認を目的に、４月12日の早朝、職員の動員

訓練を実施し、117名の職員が役場庁舎に参集し、地震発生の合図に従い、屋上への避難訓

練を実施しました。 

  さらに、６月２日は、土砂災害防止月間を踏まえ、土砂災害に対する避難訓練を白田区と

東区において実施していただきました。崖地、急傾斜地を抱える地域住民が、自主防災会の

誘導により安全な場所への避難を行った後、下田土木事務所の職員及び賀茂危機管理局職員

による土砂災害に対する対応などの講習を受けました。 

  地震・津波対策として整備を進めております地域防災センターにつきましては、昨年度か

ら整備を進めておりました北川地区防災センターが５月29日に落成しました。また、片瀬

地区防災センターの起工式も同日にとり行われ、来年２月の完成に向け、工事が着手された

ところであります。町としては、重要な防災拠点として、今後地域において活用が図られる

ものと考えており、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、税務関係ですが、24年度の出納を閉鎖いたしましたが、長引くデフレ不況や東日

本大震災の影響もいまだある中、夏場を境に、来遊客が前年対比で徐々に落ち込み、町税の

収納率は前年度をわずかに下回る結果となりました。 



  このような状況に対応するため、24年度においても、下田財務事務所に徴収及び滞納処

分等の調査を行っていただきましたが、本年度は新たに県職員の短期派遣事業を要請し、町

と県との連携により、地方税の収入未済額の圧縮、さらには滞納整理機構への移管や特別徴

収の拡充等、さらなる収納努力を図ってまいりたいと考えております。 

  次に、３月26日に開催された稲取地区特別財産運営委員会で、稲取細野高原管理規則が

提案され、承認されました。ススキイベント等で知名度が高まっていることから、細野高原

の貴重な自然環境を保全し、後世に引き継ぐため、禁止事項等の一定ルールを定めるととも

に、入山者に管理事業への協力金、１人20円をお願いするもので、５月２日に土地を共同

所有する稲取４区町内会・入谷振興会と覚書を締結いたしました。告知看板の設置など必要

な措置を実施して、本年10月１日から施行する予定ですので、御理解と御協力をお願いい

たします。 

  県が実施した、ふじのくにエンゼルパワースポット総選挙で、行ってみたい部門に北川温

泉のムーンロードが１位を獲得いたしました。県外在住者からの投票が５割を超えるなど関

心の高さがうかがえ、この絶好の機会を逃さないため、10秒お願いするとムーンロードか

らバージンロードへと題した事業が、県の100％補助事業採択を得ましたので、本定例会に

補正措置させていただきました。今後、新たな観光資源としての活用にも大いに期待を寄せ

ております。 

  地球温暖化防止対策ですが、実行計画担当者会議を開催し、庁舎内の夏季の節電計画に沿

って行動計画等を定めました。これまでと同様、着実に節電を推進していきたいと考えてお

ります。 

  次に、住民福祉関係ですが、５月26日、町内一斉のクリーン作戦が実施され、大勢の町

民に御参加をいただき、環境美化の推進を図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。 

  ごみ処理関係では、分別収集と減量化を目指し、町指定のごみ袋での排出を徹底していた

だいた結果、24年度のごみ搬入量は約8,240トンで、前年対比約108トンの減少となりまし

た。引き続き、ごみの減量化、再利用、再資源化を実践していただけるよう、御協力をお願

いいたします。 

  次に、健康づくりの関係ですが、まず、保健予防関係では、大人の風疹の予防接種助成を

４月１日にさかのぼり実施しております。首都圏を中心に風疹が流行しており、妊婦が風疹

にかかると、先天性風疹症候群といった病気を持った子供が生まれる場合があります。これ



から妊娠を予定される方や、妊婦の家族の方は積極的にこの助成制度を利用していただき、

予防接種を受けるようお願いいたします。なお、先月20日の議会全員協議会で御報告申し

上げましたとおり、費用につきましては、緊急を要するものとして補正予算（第３号）を専

決処分させていただいたところであり、本定例会に提出してございますので、よろしく御審

議お願いします。 

  また、本年度の新規事業として、20歳から39歳、40歳から70歳までの５歳刻みの年齢の

女性を対象に骨粗鬆症の予防を目的とした骨検診を今月実施しました。骨粗鬆症は、50歳

代から増加し始めますが、長年の生活習慣が影響しますので、早目の対策が必要です。８月

にも検診を予定しておりますので、検診で自分の骨の強さを知り、健康寿命の延伸対策の一

つとして、対象年齢の女性の方はぜひ、次回の検診を受けていただきたいと思います。 

  身近な健康づくりとしましては、現在ハイキャットを通じまして、県民体操とキンメの大

将を使用したステップ体操を放送しておりますので、町民の皆様の健康づくりの一助として、

御利用いただきたいと思います。 

  アスド会館の健康教室では、プールに設置されている流水マシーンを利用した流水筋トレ

の教室を新たに開設いたしました。運動強度に変化をつけることで、幅広く町民の健康づく

りに対応できるよう取り組んでおりますので、多くの町民の皆様の参加をお願いしたいと思

います。 

  次に、国民健康保険関係では、前年度の繰越金が１億円余りとなる見込みであります。ま

た、国保税の収納率は、現年度・過年度分とも若干ではありますが向上しており、さらには、

被保険者の前年中の所得が前々年並み、療養給付費等に至っては減少となっていることから、

本年度は国保税の改正は行わないことといたしました。 

  介護保険関係では、１次予防、２次予防の各介護予防教室を５月から順次開始しておりま

す。また、昨年に引き続き安心見守りネットワークの勉強会や介護事業所を対象に、防災研

修を来月に予定しておりますので、地域における見守り体制の充実を推し進めてまいりたい

と考えております。 

  次に、建設関係ですが、橋梁の長寿命化を図ることを目的に２カ年にわたる点検調査を実

施し、本年３月に橋梁長寿命化修繕計画を策定いたしました。橋梁を適切かつ効率的に維持

管理していくため、損傷が著しくなってからのかけかえを行う事後保全型から、今後は損傷

が軽微な段階で修繕を行う予防保全型へ転換してまいりたいと考えております。 

  県の継続事業として実施しております県道稲取港線整備事業ですが、本年度はマックスバ



リュー前から稲取中学校歩道橋（若木橋）の登り口までの道路拡幅及び歩道整備、さらには、

若木橋のかけかえ工事が予定されております。 

  また、交通安全対策の一環として、県が昨年度より事業実施しております国道135号稲取

地区、民宿やっさかさんから賀茂米穀さんまでの延長約700メートルの歩道整備につきまし

ては、本年度、延長約160メートルの区間を整備する予定と伺っております。 

  次に、農林水産関係ですが、現在、継続事業として実施されております県営稲取漁港広域

整備事業は、昨年度の国の大型補正予算により残りの事業の全てが発注され、７月初旬には

臨港道路の全線が供用開始予定と伺っております。これにより、長年の継続事業として行わ

れた同事業は、一段落となり、今後の整備は、漁港の機能保全、維持管理へと移行してまい

ります。本年度は、機能保全として岸壁等の補強・防食工事が予定されており、また、漁港

整備に伴う周辺整備につきましても、県の観光施設整備事業により稲取漁港公園を継続して

整備しているところであります。 

  水産振興の目玉として推進しておりました稲取キンメのブランド化事業ですが、このたび、

22年９月の出願申請からようやく念願の地域団体商標登録が登録査定となりました。伊豆

漁業協同組合稲取支所の関係者の皆さんの努力が実ったものと考えておりますが、この商標

登録取得を起爆剤として、観光振興を初めとして地域の活性化に寄与するために、今後もバ

ックアップしてまいりたいと考えております。 

  県営の中山間地域総合整備事業ですが、東河地区として事業認定がされ、昨年度から事業

が開始されました。初年度から大型補正予算により事業費が拡充され、本年度は全計画箇所

の測量設計業務が実施されます。また、地権者の協力体制が整った箇所から、順次用地買収

等も実施される予定と伺っております。 

  指定管理者制度を導入した奈良本けやき公園ですが、５月18日に開催した恒例の里の朝

市では、20店舗の出店があり、約700名のお客様でにぎわいました。蛍のイベントも５月25

日から２週間、奈良本ほたるの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。

本年度は、調理室改修を予定しており、より一層の利活用に期待するところであります。 

  稲取入谷地区で実施中の一般農道の整備につきましては、県営事業で実施されていますが、

この事業も国の大型補正によりまして予算の拡充がされ、全延長2,840メートルのうち、用

地は65％が取得済み、工事は654メーターが発注済みとなっております。本年度は、用地取

得を全て完了させるとともに、工事発注も460メートルを予定していると伺っております。

町の１次産業の振興を図るための基盤整備事業であり、また、防災関連道路として位置づけ



もあるため、早期完成に向けて、引き続き国・県への要望を行うとともに、町も十分な協力

体制を整えてまいりたいと考えております。 

  また、昨年度より強化・推進しております森林の整備ですが、本年度も引き続き、森林整

備加速化事業や森林空間総合整備により町有林を中心に搬出間伐や不用木の除去を行い、県

産材の利用促進に寄与し、森林の荒廃防止を図ってまいりたいと考えております。 

  公園緑地管理におきましても、稲取ふれあいの森を中心とした稲取高原エリアを町内造園

事業者で組織する組合に業務委託し、一元管理をすることにより質の高い維持管理を効率的

に実施してまいります。 

  次に、観光関係ですが、本年度の県補助金対象事業の細野高原観光施設整備工事につきま

しては、５月に入札を終え、９月下旬の完成に向けて整備を進めておりますが、伊豆半島ジ

オパークのジオサイトの中でも、当町の細野高原には大きな期待が寄せられているところで

あります。この工事に伴いまして、町道入谷天城１号線を全面通行止めにさせていただいて

おります。地元の主要生活道路を規制するということで、大変申しわけなく思っております

が、地域の皆様の御理解・御協力を賜りまして、早期完成に努めてまいります。 

  また、昨年に引き続き、８月３日から12日までの10日間にわたり、73万人の来場者が訪

れる京都の夏の風物詩京の七夕に雛のつるし飾りを出展し、日本の伝統文化の中心である京

都で、つるし飾り発祥の地としての存在感を示してまいりたいと考えております。さらに、

新東名が開通し、富士山の世界文化遺産登録も決定となり、静岡県への関心が大幅に高まっ

ていることから、関西地域への観光ＰＲを図ってまいります。 

  次に、商工関係では、町内産業のさらなる振興を図るために、住宅のリフォーム振興事業

の補助率を20％に引き上げ、より多くの町民の皆様に利用していただくことで、町内経済

の活性化に寄与させていただいております。24年度における助成金の支給実績は、83件、

1,377万円に上り、対象となる工事費総額も１億400万円という大きな経済効果を生み出し

ました。本年度も引き続き助成制度を実施する中で、裾野が広く経済波及効果が大きい住宅

リフォームの需要を喚起するとともに、地域経済の活性化につなげる考えでおります。 

 ５月９日は、商工会主催による町内の旅館11社に就職を希望する学生を対象にした合同

企業ガイダンスが、東京都立産業貿易センター浜松町館で開催されました。全国初の取り組

みに、首都圏を中心とした学生112名が参加し、情報提供させていただきましたが、地元企

業にとりましては、優秀な人材を確保できる絶好の機会と捉え、若者の積極的な採用をお願

いし、町の発展につなげていただきたいと期待をいたしております。 



  次に、６月定例会までのイベント関係でありますが、１月20日から３月末までに開催さ

れました雛のつるし飾りまつりは、河津桜の開花のおくれの影響等により、前年に比べ

16.7％の減で、10万282人の入館者数となっております。また、引き続きつるし端午の福ま

つりが４月７日より６月末まで文化公園の雛の館で開催されておりますが、現在の入館者数

は、雛のつるし飾りまつり同様、大幅な増は見込めない状況にあります。イベントの運営方

法につきましては、新たな魅力の創出に向けて関係団体と協議してまいりたいと考えており

ます。 

  ５月29日には、第45回町民ゴルフ大会が開催され、平日開催でしたが、ゴルフ連盟の御

尽力により若者から年配の方まで126名の参加をいただき、和やかな雰囲気の中でプレーを

され、交流と親睦を深めることができました。また、当日は、日刊スポーツの記者が「ニッ

ポンの元気探し」の特集で取材を兼ねた特別参加となり、ゴルフ日本一のまちを紹介してい

ただきました。 

  ６月１日から16日まで、大川竹ヶ沢公園で町の観光協会主催による第11回ホタル観賞の

夕べが開催されました。宿泊客や近隣市町の方々でにぎわい、期間中の来場者は5,886名で、

前年に比べ7.7％の増となり３年ぶりの増加となりました。初夏の風物詩として定着してお

り、神秘的な光の舞を楽しんでいただけたことと思います。 

  ６月３日、４日の両日は、稲取温泉どんつく祭りが開催されました。今年も多くの観光客

の皆さんが、祭りの輪の中に加わり、楽しんでいただけたことと思います。また、２日目に

は、姉妹都市交流事業の一環として、岡谷市より宮澤副市長、今井市議会議長を初め10名

の方々を迎え、両市町の近況についての意見交換など親睦を図るとともに、稲取温泉の初夏

のイベントに参加いただき、交流を深めることができました。 

  なお、宿泊客は、例年に比べ２割弱の減となり、祭りに盛り上がりが欠けてきている感も

否めないことから、企画へのてこ入れが必要であると関係者にお願いしてまいりたいと考え

ております。 

  今後、夏のイベントとしては熱川温泉では、７月21日に新たな体験型イベントとして石

曳き道灌まつりが開催されることとなり、鉄道各社や旅行エージェントとのタイアップによ

る大々的なＰＲが図られております。さらに、翌22日には、恒例の熱川温泉海上花火大会

が開催される予定であります。これらにより、この夏には１人でも多くの来遊客が訪れるこ

とを期待するところであります。 

  次に、消防関係ですが、駿東伊豆地区消防救急広域化につきましては、消防救急無線デジ



タル化の移行期限とされる28年度からの広域消防本部の発足に向けて協議検討が進められ

ております。本定例会には、駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会の設置に係る協議につい

てを提出してございますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

  ４月７日、保健福祉センターで消防団の入団式が行われ、新入団員26名と再入団員27名

が入団いたしました。今後は訓練を重ね、伝統ある東伊豆町消防団の一員として活躍できる

よう、期待するところであります。 

  また、６月９日には、下田市の敷根公園駐車場において、消防団員の消防技術の向上と士

気の高揚を図ることを目的とした賀茂支部査閲大会が行われました。当町消防団より小型ポ

ンプ操法に第１分団が、ポンプ車操法には第７分団が出場し、両分団とも４月より行ってき

た訓練の成果を十分に発揮されました。今後は、訓練を通して得た消防技術と団結力を消防

活動に生かし、地域の安全・安心の確保に努めていただきたいと思います。 

  次に、教育関係ですが、学校教育では、今年も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。 

  ４月の中旬には熱川幼稚園に隣接する土地654平米を、幼稚園用地として購入させていた

だきました。これからも菜園として活用し、情緒教育に役立てていきたいと考えております。 

  大川小学校と大川幼稚園では、５月25日に運動会が行われました。また、５月30日から

稲取小学校、６月６日からは熱川小学校が、６年生を対象にそれぞれ１泊２日で東京方面へ

の修学旅行が実施されました。参加された児童は、学校生活で最初の修学旅行を体験したわ

けですが、多くの思い出とともに団体行動を通じて社会性や公共心、責任感が養われたこと

と思います。 

  社会教育事業では、４月６日に行われた城東ふるさと学級の開級式を初めとして、それぞ

れの文化・スポーツ等の教室や事業がスタートしました。また、５月12日には、熱川地区

町民体育大会が熱川小学校グラウンドにて開催され、1,200人余りの町民の参加をいただき

ました。当日は、天候にも恵まれた中で活気あふれた１日を過ごすことができました。 

  次に、水道事業関係ですが、24年度水道事業会計の出納を３月31日に閉鎖しました。23

年度は、ホテル・旅館など宿泊客数の落ち込みにより、給水収益が大幅な減収となったこと

から、24年度においても懸念しておりましたが、前年度より1,068万3,000円、2.6％の増収

となりました。また、事業損益でも若干ではありますが、当期純利益を確保することができ

ました。 

  新たな水源を確保するため実施しております水源調査につきましては、昨年度の細野高原



一帯における探査結果に基づき、本年度はさらに地下水の実態を確認するため、熊口水源付

近においてボーリング実施し、揚水試験や水質分析などを行います。先般、指名競争入札に

より、明治コンサルタント株式会社と業務委託契約を締結いたしました。現在、準備段階で

はありますが、今後着手する試掘調査では、良質で豊富な地下水が確保されることを願って

いるところでございます。 

  最後になりましたが、梅雨に入りうっとうしい季節を迎えておりますが、町民の皆様並び

に議員各位におかれましては、健康に十分留意をされ、来るべき夏の観光シーズンが活気あ

るものとな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（鈴木 勉君） 日程第５ これより一般質問を行います。 

  この場合、質問には１問ごとに答弁します。 

  なお、全問にわたって質問をするか、全問にわたって答弁を求めるかは、質問者の意向に

よるものとしますので、あらかじめ議長に申し出てください。 

  質問時間は、質問及び答弁を含め90分以内とし、質問回数は１問につき３回となります

のでご協力ください。 

 

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

 

◇ 飯 田 桂 司 君 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さんの第１問、町内文化財等の活用についてを許します。 

  ３番、飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 皆さん、こんにちは。 

  冒頭申し上げたいことは、６月１日より16日まで、先ほど町長から御案内がありました

ように大川竹ヶ沢公園で開催をいたしました「ほたる観賞の夕べ」、大変多くの方に御協力

をいただきまして開催をすることができました。開催日数は、昨年より減ったわけですけれ

ども、7.7％の増ということで大変ありがたいなと。お客さんの声を聞きますと、また来年



も来るよと、去年も来たよとそんなお話をいただきました。 

  さて、今回２問を通告してございます。一問一答にてお願いをいたします。 

  １問目、町内文化財等の活用についてですが、１点目、町内指定文化財等、観光活用をど

のように考えるか、また今後具体的な施策はあるか。 

  ２点目、学芸員の配置の考えはあるか、２点についてお伺いをいたします。よろしくお願

いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 飯田議員の第１問、町内文化財等の活用については、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。 

  １点目の町内指定文化財等、観光活用をどのように考えるか、また今後具体的な施策はあ

るかについてお答えいたします。 

  文化財を活用した観光誘客への考え方については、昨年の12月定例会でも飯田議員の一

般質問で答弁させていただいておりますが、町内の有形・無形の文化財等を観光資源として

有効に活用し、交流人口の増加及び誘客につなげることはとても重要であると認識し、既に

町内に数多く点在している文化財を活用して観光誘客を図っております。取り組みの１つと

いたしましては、細野高原が擁する湿原が挙げられ、県内屈指の貴重な植物の宝庫として、

天然記念物に指定されております。また、昨年の９月、伊豆急行が稲取駅前に伊豆歴史街道

の一環として江戸城築城石ふるさと広場を整備したことにより、当町の築城石とそれにまつ

わる歴史文化を広く観光客の皆様に紹介できるようになりました。観光協会では、稲取漁港

周辺の文化財等を活用した稲取まち散策コースを設定し、誘客商品の造成に取り組んでおり

ます。さらに、熱川温泉では、来る７月21日に新たな体験型観光イベントとして、石曳き

道灌まつりの開催を予定しております。 

  今後の具体的な取り組みとしては、地域の伝統芸能である稲取地区の「ばかばやし」や熱

川地区の「ひょっとこ踊り」を観光資源として活用を検討したいと考えておりますので、御

協力をよろしくお願いいたします。 

  次に、２点目の学芸員配置の考えはあるかについてですが、行政が博物館法に基づく歴

史・芸術・民族・産業・自然科学等に関する資料を扱う博物館を設置した場合は、学芸員を

置くこととされております。 



  一般的に学芸員が行う職務の分野は、研究・調査、収集・展示普及、保存・管理とされ、

展示普及においては、社会教育施設における教育従事者としての立場も含まれております。 

  当町では、過去に奈良本の峠遺跡や白田の宮後遺跡を研究所等に調査依頼をした経緯はご

ざいますが、これら遺跡調査にはさまざまな知識と技術が必要とされることから、学芸員で

はなく専門的知識を有する考古調査士が携わったものと考えます。 

  御質問の学芸員配置の考えですが、博物館法に定められた学芸員となる資格を有する者は

職員で３名おりますが、一般事務吏員等として配属されており、学芸員としての業務には携

わっておりません。 

  現在、学芸員を配置する考えはありませんが、今後、専門職としての学芸員を必要とする

時期がまいりましたならば、対応を協議してまいりたいと考えますので、御理解をお願いい

たします。 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 今、町長から１点目の４点ほどですか、細野高原、あれは伊豆急、稲

取散策コース、熱川の石曳き等、観光についての今後等の取り組みについてのお話があり、

学芸員についてお話があったわけですけれども。 

  １点目の町内指定文化財、町長が言われたとおりに昨年12月の第４回の定例会、12月の

定例会ですけれども、その中でも指定文化財あるいは文化財を活用した観光利用、そういう

ものについてお話を伺った経過があるわけですけれども、先般、県知事選挙も終わり、静岡

県として今後どのように進めていくのか、大変観光、富士山世界遺産ということで、大変話

題になり、日本はともかく世界が注目をされている中で、伊豆半島、特にこの東海岸が取り

残されていく、観光のコースが変わるんではないかと私は考えるわけです。 

  静岡空港があるわけですけれども、伊豆、箱根、湯河原あるいは熱海を使って、静岡空港

から乗って帰る。羽田へおりて、静岡空港から帰る。伊豆半島へはお客さんはおりてこない、

下ってこない。そんなような状況が、私は第一に考えられるのではないかと、私は思います。 

  よく伊豆は１つと言われます。当たり前だよと、冗談で伊豆は１つしかないよなんて議長

はよく言うわけですけれども、道路あるいはいろいろなところで首長さんが何々連絡会ある

いは何々同盟ということで名を連ねてやってきておるわけですけれども、何もその結果、あ

と途中で途切れ、何も残らない。よく町長がお話をする、私が費用対効果ということで聞く

わけですけれども、すぐには出ないよ、結果は出ないよと。出ないんではないです。しっか



りとした対応を図っていかないから、やはりこの観光について、後ほど文化財等の話もしま

すけれども、やはり観光だけではないです。観光は、もう温泉、食べ物、食、温泉はまあ別

として、もうお客さん、どこにもあるわけですよ。 

  やはりここに来るには、電車に、あるいは車に乗ってきた場合に、歩いて背中にリュック

をしょい、そしてこの町を探索する、ほかの町にないものを求めて来るわけなんです。 

  それにはやはり文化財を活用した教育長にもちょっと聞いてみたいわけですけれども、や

はり職員の中に学芸員がいるよと。職員だよということを今、町長、お話があったわけです

けれども、やはり教育委員会、これは学芸員の話のほうにも続きますけれども、やはり今の

職員、教育委員会の職員、一生懸命、朝パソコンをあけて、１日仕事をする習慣、１月仕事

をする。これはもう当たり前のことでもう精いっぱいなんですよ。 

  学芸員のほうを後で話をしますけれども、私、うちの例として大変寂しいなということが

あるわけですけれども、平成21年に国民文化祭、教育長さん、まだおられなかったわけで

すけれども、国民文化祭、大変いい催しが行われたわけですけれども、２会場、稲取地区、

熱川地区、教育委員会、観光協会で観光課が担当して開催をしたわけですけれども、稲取地

区の文化祭については、先般、文化祭の開催の話し合いが行われ、来月４日の日に文化祭の

開催の話し合いが行われるわけですけれども、稲取地区については、この文化祭の関係がつ

ながってきておるわけですけれども、熱川地区について芸能関係の国民文化祭の催し物をや

ったんですよ。 

  ですけれども、これが何も、後頓挫して何もその後のつながりがないわけなんです。大変

多額のお金をかけてしてきたんですけれども、確かに国民文化祭やることについては、ただ

１年で１回で終わってしまうわけですけれども、やはりそれに係ることについて私も個人的

に北川温泉北川温泉、協力するよと。協力するよということでお話をするんですけれども、

いいよと。予算を丸投げして、全部使ってしまうわけなんです。後に何も残らないわけなん

です。それはいいですよ、芸能を呼んで、お金をかけてする。しかし、その中には得るもの

があったと思うんです。それを何もあれがない。これ教育長、ぜひそういうこともこれから

やるいろいろな催し物についてもやはり評価、反省をしていくことが大事かと思います。ぜ

ひこの点をちょっとお聞きしたいなと思いますけれども、いかがですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、富士山の世界文化遺産登録、これは後で村木議員からも質問も

あります。これを町は大変危惧しておる中で、明るい材料のほうも考えられますもので、自



分は危惧しております。また、それに世界文化、富士山にかわるものをやらなければ埋没す

るんではないかということは一応自分も危惧しております。 

  そういう中で、新聞とかいろいろなマスコミの情報なんかも一面明るい見通しも考えてお

りますもので、これは今後十分対応してまいりたいと考えております。 

  そういう中、文化祭、平成21年に国民文化祭やりました。そういう中で稲取地区におい

ては、雛のつるし飾り、熱川地区においては落語か何かを迎えたのをやったとか思います。

そういう中で、雛のつるし飾りをやっております。その落語に関しましては、自分の記憶の

中では、１年か２年継続した記憶があります。今やっているかどうかはわかりませんけれど

も、落語のその21年にやってから、22年度はやった記憶は私あります。 

  そういう中で、今どのような方向でまた熱川、この落語については、またちょっと調べて、

また違う方法で何かをやっているんじゃないかとは考えておりますもので、その辺はまた考

えていきたいと思います。 

  さらに、また飯田議員が言った協力するといって、またほかの温泉場が協力を拒否したと

いう言い方はおかしいと思います。やっぱりこれからはもう東伊豆の基本的には町の観光協

会は一本化ですということで、協力できることはどんどん協力して、また協力体制を受け入

れる、そのような方法でやらなければこの東伊豆町の観光はもう私衰退すると考えておりま

すもので、そういう協力を申し出たところには積極的に申し込まれた協会は、積極的に協力

を受け入れる、そのような方向でまた指導していきたいと考えております。現状がそういう

ふうな場合ならば、ちょっといかがなものかと考えておりますもので、これはまた町の協会

のほうに戻った中で検討してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） 今、飯田議員のほうから国民文化祭の関係での芸術、文化に関する

お話がございましたけれども、国民文化祭というのはちょっと私記憶が余りないんですけれ

ども、多分それぞれの県、地域における文化を根ざす起爆剤として国のほうでやっている事

業じゃないかと思いますけれども、とにかく文化についてイベントを１回やって、それで終

わりとやると多分長続きしないですよね。やはり文化というのは１人１人の心の中に根づい

ていくものではないかと思いますので、イベントというよりは丁寧な掘り起しといいますか、

地域の継続といいますか、そういう部分が大事かなと思いますので、国民文化祭をやったか

ら、東伊豆でそのことがこれからずっと根づいて、よくなっていくよというのはちょっと違



ったのかなというふうな感想ですけれども持っております。 

  とにかく文化というのを根づかせていくというのは、地道な努力が必要かなというような

ことを考えております。 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 今、町長、教育長でお話をしていただいた中で、私、今伺う中で観光、

文化財等を活用して、今後どのようなことをやっていくのかということで大変注目される中

で、先ほど来から町長が細野高原の話のことを全協、その他委員会等でお話をして、町民の

皆さんが、何だよ、細野しかないのかよ。細野細野と言うけれども、細野しかないのかよと。

いや、そうではないよとお話をするわけですけれども、やはりこれについてもジオパーク等

の関係で補助金がついて、町が事業をしていく、これは結構です。よくなることですから結

構です。 

  しかし、やはりこれもお金をかけ、ただのお金じゃないんです。やはり県民、いろいろな

お金が入っている中でお金を使っているわけです。そして、私はもう最後じゃないですけれ

ども、やはりこのイベント、細野高原にしろ、ひなにしろ、このイベントが途中で縮小、減

少、入場者が減っていくような状況がありますと、この町はそれで終わりですよ、正直な話。

もうあとイベント的なものはないですよ。本当にこの細野高原のイベントについて、前に課

長さんにもお願いをした経過があるわけですけれども、やはりガイド、シルバーさんでもあ

るいは一般のガイドでもいいです。そして、ガイドブックをつくる中で、ガイド案内をして

いただく。そして、できなければバスの中、あるいは車の中にテープをセットしていただく。 

  これ私、個人的なことで大変申しわけないですけれども、蛍の関係で私も以前会長の赤尾

さんにお願いをして、こういうわけでテープをつくりたいよということでお願いをして、私

の声で吹き込んだわけです。ところが、観光協会の職員が、飯田さん、男の声じゃ色気がな

いから私吹き込み直すよということで、吹きかえをして今のテープになっておるわけですけ

れども、やはりただあそこにパフレットを置いて、聞かれたら説明をすることではやはりい

けないと思うんです。ぜひこのジオパーク、本当に長く続けていただく、そして全国に発信

していただくことをお願いを私はしたいと思います。 

  それから、３点目の学芸員のことについて再度町長でもいいです。教育長に伺うわけです

けれども、この件は昨年ちょっと教育長あるいは学芸員の関係で大変強い口調でお話をした

経過があるわけですけれども、３月24日、これ日曜日でしたけれども、大川の公民館にお



きまして、大川石丁場から世界遺産と日本の歴史を読むと題しまして講演会を開催いたしま

した。伊東市教育委員会学芸員の金子浩之さんをお迎えして、お話を伺ったわけですけれど

も、当日は金指教育長さんも来ていただきまして、本当にありがとうございました。 

  私たちここに小さい会ですけれども、いずみ会もそこに参加をして、お話を聞いたわけで

すけれども、その中で大変金子先生から苦言を呈されたわけです。この町の観光等を含めて、

苦言を言われたわけです。その内容については、行かれた方、教育長さん等知っておられる

と思いますので、それについてはお話をしませんけれども、やはりその内容を聞く中で、な

るほどな、おくれておるなと、この東伊豆町は。 

  そして、金子先生とお話をする中で、今の状況では、この築城石を町として観光に結びつ

けるのは金子先生無理だよと。金子先生といいますと、ここ稲取の出身なんです。そして、

今、伊東のほうで学芸員をされておるわけですけれども。 

  町長にお伺いするのは、この学芸員、これ非常勤でいいんですよ。この当町にも職員もい

ますけれども、伊東市でも静岡でも東京、横浜でもいいです。年に幾日でも１週間でも10

日でもいいです。予算をつけていただいて、学芸員、そして文化財審議委員のＯＢの方たち、

素晴らしい方たちがいます。ぜひこの今いる現在活動している方たちを巻き込んで、この観

光に結びつける文化財等を再発見していただく。 

  そして、もう一つは稲取高校、先般校長とちょっとお話をする中で、ボランティア部とい

うのがあるんです。そして、飯田さん、ぜひ細野高原にしろ、いろいろなイベントにこのボ

ランティア部、生徒を使ってくれよと。そして、お話をしていく中で、富士宮の焼きそばに

ついては中学生が発案をしたわけです。あの有名になっている富士宮やきそばについて、中

学生が発案をして、あの富士宮やきそばができたわけです。それで、今稲取高校の生徒も食

の関係で今いろいろなことで勉強をしています。ぜひこの学芸員も含めてボランティア、そ

して案内ガイドを置く、こういうことでぜひ文化財を利用した観光に結びつけることをお願

いしたいなと思います。 

  １問目は、それで終わります。ちょっと答弁をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、飯田議員が言いましたその中で観光客が求めているもの。今、飯

田議員がやっているこの地域のやっぱり文化財的なもの、これは当然都会の観光客が求めて

いると考えております。 

  そういうようなこと、壇上で言いましたがこれからは稲取地区のばかばやしとか、または



三番叟、また熱川地区のひょっとこ、これを何とか観光に生かせないかということはこれか

らちょっと検討していきたいと考えますので、その辺はよろしくお願いしたい。 

  やっぱり観光客のほうもその地域の独特な特色あるものを求めていると聞いておりますも

ので、この辺は観光のほうに生かせればなと考えておりますもので、これはちょっと検討さ

せていただきたいと思います。 

  そういう中で、今観光といえば細野高原しか言わないと言いましたけれども、私は、今の

旬なものが細野高原でありますが、この細野高原を何しろ一般の人に知ってもらいたいとい

うことで今、細野細野と言っております。 

  しかしながら、うちの町は細野高原よりもつるし飾りもありますし、熱川地区の築城石も

あります。そうした中で今言っているのは、旬なものが細野高原でありますから細野高原細

野高原と、これはまずは皆さん方に知ってもらいたいというのがあって、細野高原は盛んに

口に出して言っていることであります。 

  そういう中で、飯田議員が言ったようにこれから減少していってはならない。今一番危惧

しているのは、やっぱり雛のつるし飾りの祭りなんですよ。以前20万あったものが、もう

10万近く、半数近くになっておりますもので、この雛のつるし飾りは何とかてこ入れした

中でまたこの復興、お客さんを増やしていきたい、そのような施策を何か考えなければいけ

ないと考えておりますもので、この辺はまた関係者と話した中で、雛のつるし飾りがいい方

向に行くようにやっていきたいと考えております。 

  そういう中で、今、飯田議員が提案されます細野高原に対する態度、これは本当に重要で

ございます。と申しますのは、去年、細野高原のイベントをやった中で、屋上のところに行

くとガイドさんがいるんです。そのガイドさんがやっぱり説明すると、全然観光客、見物に

来た人の食い込み方が全然違いますもので、このガイドさんは絶対必要と考えておりますも

ので、このガイドを増やす方向でまた町はやっていきたいし、また観光協会の中でガイドさ

んを増やしていきたいと思います。 

  そういう中で、今いい提案がありました。そのバスの中でのテープですね。聞きますと去

年は全然バスに乗るだけで、そのテープを回さなかったと聞いておりますもので、これは大

変いい提案だと思いますもので、今年できればそのバスの中でのそのテープはやっていきた

いと思います。時間的に無理な場合は、来年は必ずこれはやっていきたい、そういう考えで

ございます。これは大変いい提案をさせていただいた。 

  それから、今度は学芸員の関係でございます。この築城石に関しては、いろいろな町も生



かしたいんです。やっぱり地権者というものがあります。これが町の土地にあるんならこれ

は自由にできますので、やはり地権者が個人となりますと相当制約がかかってまいりますも

ので、やっぱりこの地権者の合意があった中で、地権者と協働しながらこの築城石を町はや

っていきたいと考えておりますもので、その辺は御理解願いたいと思います。築城石もこの

町の宝でございますが、これは観光に生かせれば観光に生かしたいと思いますけれども、基

本的には地権者がおるということで、大変今苦慮をしているところでございますので、その

辺は理解願いたいと思います。 

  さらに、学芸員の関係でございますが、非常勤、これはちょっと検討させてください。そ

ういう中で、学芸員といいますとやっぱりいろいろ専門職があるようでございまして、うち

の３人の学芸員は専門が１人が海洋です、海です。そして、もう２人が歴史と聞いておりま

す。 

  そういう中で、新たにこの辺のことをまたやるとなれば、再度勉強し直さなければならな

いと考えております。簡単には学芸員はやるとなると厳しいかなというのが現状でございま

すもので、非常勤に関しましてはちょっと検討をさせていただきたいと思います。 

  稲取高のボランティアは、これ本当飯田議員も大変いい提案させていただきました。稲高

のボランティアもそういう考えで、町としても積極的に働きかけた中でやっていきたいと思

います。 

  実は、稲高のボランティア部に関しましては、以前よさこいをやったときに自主的にボラ

ンティアとして街角に立ってもらったこともございますもので、これからもまた町としてま

た観光、いろいろな面で稲高のほうに働きかけた中でボランティア部がやってくれればあり

がたいと思います。その辺はまた働きかけていきたいと思います。よろしくお願いいたした

いと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） 今、最後の稲高のボランティアに関しましては、社会局のほうで成

人式とか、それから市長発表とかで大変お世話になっております。 

  それから、築城石絡みの学芸員ということですけれども、今まで非常勤で臨時である部分

だけ来ていただいて、そこの部分の仕事をしていただけるというようなことを全く考えてお

りませんでした。本当にそんな方がいらっしゃるかどうか、まして学芸員というのが博物館

みたいな形で、だから東伊豆町でそういう方を雇うというとそれだけの仕事の量が年間を通



して、または恒久的にあるかどうかということも悩んでいまして、多分無理だろうなと思っ

て、そういう中で非常勤というような形である部分でできるじゃないかというお話を今聞い

たものですから、そういうことができれば、例えば築城石について。 

  ただ、いるから、じゃ、来てもらおうといっても、来ていただいてどういう部分をどうい

うふうにやっていただくかというのが、普通の学芸員ですともう展示から何から全てを含め

たそういう計画的な流れがありますけれども、そういう単発的なところでの学芸員の仕事と

いうところがちょっと自分の中でまだ全く理解されていないものですから、少し調べさせて

いただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、消防救急広域化に伴う町の対応はを許します。 

  ３番、飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） ２問目を質問させていただきます。 

  消防救急広域化に伴う町の対応について伺います。 

  先般、全員協議会において総務部長のほうから経過説明を受けたわけですが、まず第１点

目として住民サービスの低下が考えられないか。 

  ２点目、救急搬送に伴う病院の対応は。 

  ３点目、今後の財政負担について、３点についてをお伺いいたします。よろしくお願いい

たします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長に答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 飯田議員の第２問、消防救急広域化に伴う町の対応はについては３点

からの質問となっていますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の住民サービスの低下が考えられないかについてですが、駿東伊豆地区の消

防救急広域化につきましては、さきに開催されました議会全員協議会において御説明したと

おり、平成24年３月26日に駿東伊豆地区７市町、沼津市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、

東伊豆町、函南町及び清水町による消防救急広域化協議会を設置し、平成28年４月からの

発足をめどとして消防救急広域に係る諸課題の協議を進めているところであります。 

  消防救急広域化は、地域住民の安全・安心のさらなる向上を図るため、常備消防の規模を

拡大し、現在の消防本部機能の一部と通信指令施設を広域消防本部へ集約することにより、



業務の効率化と現場消防力の充実強化を図るもので、現行の消防体制が維持された中での広

域化であるため住民サービスの低下はないものと考えております。 

  次に、２点目の救急搬送に伴う病院搬送対応はについてですが、救急医療体制は、県の作

成する地域保健医療計画により定められた保健医療圏において、初期救急医療から３次救急

医療まで体系的な体制整備が図られており、広域化後は、管轄区域内に駿東田方、熱海伊東

及び賀茂の３つの保健医療圏が含まれることとなります。 

  救急搬送の原則は、救急隊による傷病者の病態観察から重症度や緊急度に適した医療機関

を選定し、迅速に搬送することであり、平成23年４月には静岡県傷病者の搬送及び受け入

れの実施に関する基準が施行され、傷病者の状況に応じた医療機関を選定するための基準が

定められました。 

  これにより消防機関による適正な搬送と医療機関における受け入れ体制の構築が推進され

ているところであります。 

  保健医療圏の救急医療体制には格差が生じており、救急搬送の原則のとおりとならないこ

ともありますが、広域化による出動計画の見直しと医療機関との連携強化に努め、地域住民

の安全・安心の確保に努めていきたいと考えております。 

  次に、３点目の今後の財政負担はについてですが、広域化の財政負担については、現在専

門部会において協議を行っており、作成された素案をもとに今後構成団体の協議により詳細

を決定していくこととなっております。 

  基本的には、構成７市町の広域化前の常備消防費及び消防組織運営上必要な経費の予算総

額を広域消防本部の財政規模とし、この財政規模を原則とした財政計画の策定により当該年

度に必要となる経費を当該市町が負担するものとなります。 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 今、町長のほうから１点目、２点目、３点目ということでお話を聞い

て、全協でも先般お話を伺ったわけですけれども、平成17年11月ですか、今後の消防体制

のあり方ということで答申が出されたわけです。東北震災、3.11より前にこれはもう既に

出されて、28年に向かって７市町が取り組みを始めているわけですけれども、そういう中

で伊豆市あるいは下田市、西伊豆については、後に一緒になるよということでお話があるわ

けですけれども、それはそれとして大変大きなハンデがついてくるのかなと。予算的なもの、

そういうものについても早く取り組みをしたほうがいいのかなということで、私は感じるわ



けですけれども。 

  １点目の住民サービスの低下について伺うわけですけれども、ただ、この職員、市町の中

で大体800人ほどの職員が消防長いるのかな、この消防署に市町含めて800人ほどの職員が

いるのではないかと思います。そうした中で人員が増える、あるいはいろいろな設備がつく

られていく中で、今後の取り組みがされているわけですけれども、消防長にちょっと聞きた

いのは、この町内、稲取地区あるいは城東地区、今の状況は私は確認をしますけれども、こ

れから広域化になり、ほかは奈良本の地区が伊東市消防あるいは救急が入ってくる、どのぐ

らいの時間差が出てくるのかなと、今の時間と。これ前にもちょっとして、資料があります

けれども、そういう中で伊東市から来た中で、消防についてもあるいは救急についてもどの

ぐらい時間が早くあるいは遅くなるところも出てくると思いますけれども、そういうことに

ついてこれ住民がとにかく不安に感じてくる。この点については、これから町民にしっかり

とお話をしていくところではないかと思いますけれども、その点について消防長にちょっと

伺います。 

  ２点目の救急搬送に伴う対応について伺うわけですけれども、この点について以前もちょ

っと伺ったことがあります。ここ数年、賀茂郡下、新病院下田、あるいは河津、伊東につい

ては名前が市立伊東市民病院と変わって、新しい病院が新設をされ、そして増床もされてき

ている中で大変ありがたいなと。入所される方が本当に入りやすくなってきている状況は確

認できるわけですけれども、ただ気になるのは救急について、今現在の状況下をちょっと見

てみますと、救急車がとまる、なかなか病院が決まらないのかなと。救急車の中で職員が対

応しておると思いますけれども、なかなか救急車が病院に向かって出ていかない。それはや

はり病院対応、かかりつけの病院ではない、あるいは祝日等であって、病院が開いていない。

そういうことで大変患者さん等に御無理がかかっておるのではないかと思います。その点に

ついてちょっと消防長、時間と、それから今の消防の現状等についてもちょっと伺いたいと

思います。 

  それから、３点目の今後の財政負担、これはちょっとはっきりと聞きたいわけですけれど

も、消防署の建物、築何年だか町長わかりますか。それは後でいいです。これたしか57年、

そして始動したのが58年４月１日でなかったかなと思います。 

  そういう中で、この消防署の耐震、建物、先般も中を、ちょっと一人で行き、中を見てき

たわけですけれども、下は空洞ですよ。消防車あるいは救急車が入っていてあいているわけ

です。大変古い建物を今維持管理して、30年が経過をしているわけです。そうした場合に



いろいろな鉄塔無線等がこれから建てられる、それはそれとしてあるわけですけれども、こ

の建物がどのぐらいもつのか。地震があった場合に、この消防署が機能するのか。53年の

地震以降建てられて、耐震は大丈夫だよと、震度９だろうが10だろうがもつよとそういう

ものであればいいんですけれども、いざ地震があった場合にあの消防署が維持できるかなと。

大変な状況下に私はなるかと思うんですよ。 

  それについては、お金のかかることですぐに今日にあしたに建物を耐震をやる、町長が好

きな補助金がついたからやる、そういうことでなくて、ぜひ今後財政負担として３つあるわ

けです。水道事業、エコ事業、そしてこの消防の関係３つの事業が大変この町の財政負担に

なってくると思います。ぜひこの財政負担をどのように考えるか、町長にお尋ねして、先ほ

どの消防長にちょっとお伺いをし、私の質問を終わります。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、飯田議員、私は補助金がつくからといって事業はやりません。

これだけは理解をしていただきたい。やっぱり町に必要なものであって、財政が厳しいから

補助金を活用するんです。補助金がつけば何でもやるというそういう考えは改めてもらいた

い。町に必要なものに対しては財政が厳しいから補助金を活用してやる。もし補助金がつい

たとしても、その町に役立たなければやりませんよ、はっきり言って。この辺は理解をちょ

っとしていただきたいと思う。補助金がつくから何でもやる、それだけはちょっと誤解でご

ざいますもので、その辺はちょっと町民にも誤解を与えますもので、その辺はちょっと御理

解願いたい。補助金がつけば何でもやってくれる。町に大事なものは補助金を活用した中で

やっていく、今そういう姿勢でございますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  それでは、この消防救急広域化、一番のメリットは、私はやっぱり防災も大事です。さら

にそれと同じぐらいに救急搬送、これが一番大事だと考えております。今回、これによりま

して、さっき言ったように駿東と伊豆、さらにはこの町と、この救急体制はすごい強化にな

りますもので、今後は飯田議員が言った病院のたらい回しですか、これは全てなくなるとは

限りませんけれども、これは減少するんではないかと考えております。 

  さらに、そういう中で一番危惧するのはやっぱり広域化によりまして消防団がどうなるか

ということがやっぱり一番私は危惧しておる。基本的にこの消防団のこの活動が減少して、

住民に不安材料を与えるのが一番困りますもので、これは当然広域の協議会の中におきまし

ても消防団活動が全然今まで以上に衰退しないということは、これは投げかけておりますし、

またその辺のことは７市町の首長さんたちもわかっておりますもので、消防団のこの力の低



下、これはないものと考えております。 

  あと、財政負担に関しましては、基本的にはさっき言ったように、現状の消防費あります

よね。これよりオーバーになることは、その中でやりましょうということで７市町も考えて

おりますもので、その辺の財政負担はないと考えております。 

  ただ、基本的には職員の給与の関係になります。これは基本的には私も将来的にはもうこ

の場の職員はもう町の職員ではなくても、広域の職員になると考えておりますもので、私は

そういう考えでございますので、財政負担はないと考えております。 

  あと具体的なものに関しましては、消防長より説明をさせます。 

  消防署の耐震に関しては、今、飯田議員が言ったように、57年にやって、58年から。だ

から一応56年以降のあれですから、耐震はあると考えていますけれども、その耐震診断と

かまでやっておりませんもので、この耐震診断がまた必要があるならば、それはやった中で

耐震をしなければ、当然広域の中で入るために。 

  とりあえず耐震、財政、お金がかかりますもので、これも当然７市町の中で考えた中で、

56年以降のあれだから耐震は大丈夫だよと言われればやりませんし、やっぱり危ないから

やったらどうかといえば、それはやらなければならなくなる。それは今後の課題だと考えて

おりますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

  あとは、消防長から。 

○議長（鈴木 勉君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） それでは、飯田議員から３点ほど御質問がありましたので、お答

えいたします。 

  まず１点目、消防救急広域化のメリットの１つであります住民サービスの向上の中の現場

到着時間の短縮が図られるという点でございますけれども、さきにお配りいたしました４市

３町版の制度設計の中にも明記されておりますけれども、伊東市とのちょうど市と町の境の

現場短縮時間につきましては、伊東市の対島支署から出動することによりまして、ポンプ車

あるいは救急車におきましても６分間の時間短縮が図られると。距離にいたしましては約

3.7キロでございます。当町におきましてはほかの、つるや吉祥亭あたりまでが現場の短縮

時間が図られるというような内容になっております。 

  ２点目の救急体制の状況ということでございますけれども、確かに先ほど町長からの御答

弁にもありましたように、救急搬送の原則というものがございます。広域化になりまして、



各医療圏というものが含まれてまいりますので、それがどうなるかということでございます

けれども、救急の原則として搬送をいたします。傷病者の適用した医療機関に早く搬送する

というところになりますので。 

  それで、当町内には二次医療機関というのが今ございませんけれども、将来的にはできる

というお話もありまして、現在は賀茂医療圏の中で二次医療圏が一番近い今井浜病院へ搬送

をしております。過去には伊東市民病院の搬送件数というものも大変多かったわけでござい

ますけれども、例えば平成24年度におきましては伊東市民病院へ116件、今井浜病院には

125件の搬送実績となっております。これは平成24年５月から今井浜病院が開業されまして、

伊東市民病院への搬送が少なくなったという要因がございます。 

  本年度、平成25年度には、さらに伊東市民のほうへ搬送が少なくなっておりまして、伊

東市民が開業した５月から４月までの１年間を見ますと、伊豆今井浜病院が201人の搬送、

伊東市民病院が80人の搬送というふうになっております。 

  ３点目の耐震の関係でございますけれども、町長がおっしゃったように業者による耐震診

断というものは実施しておりません。しかしながら、昭和57年度、新耐震による基準で建

築した建物でございますので、町のほうで施設の耐震化リストというものをホームページで

公表しております。消防庁舎につきましては、新耐震の建築でございますので、県の設計構

造指針に基づいて評価をした中で１Ｂという診断が出ております。１Ｂというのは、建物の

安全性が確保される建物となりますので、南海トラフの震度は６弱についての耐震性能は有

していると判断されると思います。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で３番、飯田さんの一般質問を終結します。 

  ここで11時５分まで15分間休憩をします。 

 

休憩 午前１０時５０分 

 

再開 午前１１時０５分 

 

○議長（鈴木 勉君） それでは、休憩を閉じ再開します。 

 

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



 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に、２番、内山愼一さんの第１問、白田川橋のかけかえ並びに橋梁

の補修についてを許します。 

  ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） それでは、私は質問については３問お願いしてありますけれども、答

弁については一問一答でお願いいたします。 

  まず、白田川のかけかえの関係ですけれども、町長、前回の定例会で最優先というような

ことがあったわけですけれども、その中で実際に、じゃ、建てかえる時期、それからどうい

う方法でやるのかどうか、その辺を具体的にお願いいたします。 

  それから、全体の橋の関係もこの前の定例会でお話しされたわけですけれども、もう一度

具体的にどういう橋をいつごろまでにどういう方法で、それから、重点的に直す橋はどの辺

になるのかどうか、そこらについては補修計画の内容について答弁をしていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 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） 内山議員の第１問、白田川橋のかけかえ並びに橋梁の補修については

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点目の白田川橋のかけかえは最優先の順位であるがその時期はについてですが、

先般の全員協議会におきまして橋梁の長寿命化修繕計画の説明をさせていただきました。調

査の結果、補修等を必要とする22橋の中でも白田川橋につきましては、内山議員の御認識

のとおり最優先となっております。 

  今回の調査は、学識経験者の助言もいただいておりますが、あくまでも目視による点検調

査ですので、詳細なデータはありません。白田川橋かけかえにつきましては、国の社会資本

整備交付金を活用して実施したいと考えておりますが、交付金の申請に際しては詳細な資料

が必要となりますので、そのための調査を実施したいと考えております。 

  かけかえ工事の時期についての御質問ですが、財政面を考えますと町単独ではできません

ので、国の交付金事業として採択され次第速やかに着手したいと考えております。 



  次に、２点目の橋梁の点検が済んだようだが、その補修計画内容はについてですが、補修

等の必要のある白田川橋以外の21橋につきましても、白田川橋のかけかえ工事終了後、社

会資本整備交付金を活用し、財政状況を見ながら実施していきたいと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 今、町長のほうの御答弁では速やかにということですけれども、なか

なかその速やかではちょっとわかりにくいんですよ。というのは、私も何度も議会のほうで

質問をさせてもらっていますけれども、実際にここに白田と片瀬の地区の皆さんが676名の

方の署名を集めて、嘆願をしていますよね。それとあと実際に５トン以上のトラックだとか

車両が通れない、そういうことと、それからもう子供さんが学校へ通うのに欠かせない橋だ

ということで、そういう形もあるわけですね。 

  そして、もう一つは地震だとかそういう災害において倒壊するようなおそれがある、可能

性があるものですから、そこらの点も含めて考えていただければと思うんですよ。 

  それで、その中でやっぱり白田川の橋については、もう生活に直結しておりますし、そう

いう面と、それから防災の面でも速やかにというようなことでちょっとわかりにくい点があ

るものですから、私も財政的にあそこの橋をかけるには１億や２億のお金がかかると思うん

です。そういう意味では、普通の助成制度の中では多分15％ぐらいの補助金程度になると

思うんです。それが今ちょっと15％じゃなくて、補修の関係があった場合が15％だと思う

んですけれども、半分程度が補助金というようなことですけれども、実際今、国のほうで進

めている国土強靭化法といいますか、そういう防災の関係だとかそういうものの中でそうい

う対象の補助金があれば、そういうものをお使いになることも一つの方法だと思うんですよ。 

  そういう点で、そこら辺を十分研究していただいて、具体的な計画といいますか、もう一

度先ほど言ったように目視というようなことであれば、具体的に建てかえるについてどうい

うふうに取り壊しをするのか、あるいは建てかえる計画ですね、そういう内容を早急に示し

ていただいて、それをまずそういうものをつくっていかなければ、補助金云々じゃないんで

すね、できませんから。 

  まず、建てかえる格好のことについて、橋をまず取っ払うといいますか、そういうものの

形をどうするのか。それから、実際に今度は橋を建てる計画、そういう形のどういう橋を建

てるかということをやってみて、それを具体的に計画したものを一度今度お見せいただいて、

それからの中でつくっていくと思うんです。それにはまた時間がかかると思うんですよ。 



  だから、そういう計画を早急に策定いただくことを先にして、それから財政面の先ほど言

ったように、国土強靭法だとかそういうものの中でやれるものがあれば、速やかに申請をし

てやっていくようなことをぜひ考えていただければと思います。 

  それから、２点目のほうの関係ですけれども、補修についてがこれもちょっとこの間の全

協で補修の計画をお見せいただいたんですけれども、重点的に補修の優先順位を決めたとい

うことなんですけれども、その重点順位を決めた一つの具体的な重要度といいますか、そこ

らをどこにしたのかどうか。それも町民の皆さんが、当然自分のところの古い橋が、例えば

先にならないとか後になったというようなことがありますから、でき得ればどういうものを

基本に優先順位をつけたかどうか、そこらも含めて学者先生のほうで資料を特別にくれたと

いうようなことですから、その辺も御答弁をちょっと願いたいと思います。 

  それから、あとはできれば順位を22カ所の中で、順位の５番クラスまで、もしできれば

お話しいただければ幸いだと思っています。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 白田川橋のかけかえについて、全協で説明したとおりで、まず優先順

位は最優先というのはこれは考えは変えません。そういう中で、金額も数億円かかります。

そういう中で、さっき言ったように社会資本整備交付金、これを活用しながらこのかけかえ

をやっていきたいと考えているわけで、全協が終わってから職員がとりあえず県庁に飛びま

した。その中でこの社会資本交付金を使うにはやっぱり目視ではだめですよ。あくまでも現

状の橋がどのようにまずいのか、その辺のことをちゃんと調査した中で社会資本交付金は使

う、そのような方向の指導を受けましたもので、最初はやっぱりだめだということをまず調

査をいたしたのを壇上で言いました。調査をした中でこの社会資本整備交付金、これを使っ

てやっていきたいと考えております。 

  そこで、今、内山議員が言った強靭化のことも言いました。それで、もう基本的には私も

自民党の支部長、当時議長で自民党の支部長でありました。もう国会議員のほうに社会資本

整備金が55％でございますから、これ以上の何かいいあれはないですかと一応お伺いを立

てております。それで、大変厳しいようなことを言っております。これは粘り強く国のほう

にできるだけ55％以上の率の交付金を、ある程度のものをもらえれば町の財政も大変楽に

なりますもので、これは粘り強くまた議会、さらには自民党の支部長を通じた中で、また国

会議員のほうにまたお願いしていきたい、そういう考えでございますもので、お願いしたい

と。 



  これは速やかにということは、本当そういうことを解決して、国のほうで社会資本整備事

業が交付いいですよと言ったら、もうこれは速やか、速やかというのはそういう意味でござ

いますもので、これは社会資本整備交付金が確実につけば、これは最優先でやっていきたい

と考えております。 

  次に、２点目の橋梁の点検、この順位は担当のほうから説明させますので、よろしくお願

いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課技監。 

○建設産業課技監（高村由喜彦君） それでは、お答えいたします。 

  どのように優先順位を決めたかというと、東伊豆町の長寿命化計画においては５つの項目

の重要度というのを示してあります。１つが供用年。供用がどのくらいたっていたか。２点

目として橋の長さ。３点目として跨線橋、跨道橋。跨線橋、跨道橋というのは、国道にかか

る橋とか２級河川にかかる橋とかそういう意味です。３点目として孤立化。集落、例えば白

田川橋については白田地区と片瀬地区を橋がかかる重要な橋という認識です。それで、道路

種別ということです。道路種別というのは、道路の格が１級、２級、３級と決まっていまし

て、１級、２級が主に優先順位が高いということになると思います。 

  それからベストファイブというベストランキングについてどこから直すとかという話なん

ですけれども、じゃ、読み上げます。 

  白田川橋は、最優先的に順位が高いということになっています。２番目としてここからが

修繕等が必要な橋になりますけれども、黒根橋、これは鉄骨造の橋です。これが約90メー

トルかな。２番目として、霊友会参宮橋、これは大川地区の霊友会のところの入り口のとこ

ろにある橋です。３番目として大川橋、これは稲取のそこの役場の近くにある大川橋にかか

る橋です。４番目として熱川橋。熱川橋というのは、昔の第一ホテルさんの前にかかる、国

道にかかる橋です。５番目として大倉橋、これについては場所的には奈良本地区のちょっと

山のほうになる橋だと思いますけれども、一応５つ、白田川橋を入れて６つの橋の優先順位

を説明させてもらいました。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 補足で今担当課長が今、これは危ないではございません。基本的には

目視にやった中で、十分もつけれども、優先順位にしてはこういうことです。町民の方に誤

解を与えないように、これはすぐに壊れるということはございませんもので、目視の中で優



先順位はこうですということ。一般の町民は、すぐこの議場で言いますと危ない危ないと言

ってきますもので、これはあくまでも目視によってという中で、一番危ないのは白田川橋で、

これはもう担当の学者からもこれはすぐやりなさいよと言われております。あとの件に関し

ては、これは目視でございますもので、当分は大丈夫ですということは言われています。ま

た、早急に危なかったら、これは早急にやっていきますもので、誤解のないように町民の方

はよろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 白田川の橋の関係は、町長も本気でやる気があるものですから、私も

安心しました。ぜひ、いい補助制度を使って、早急にできるように、まず計画等について立

ったら、またよろしくお願いします。 

  それで、橋梁については今私も、町長が今言われるように危ない橋というか年数がたって

いるし、それからもう老朽化していることがあるから無難にするために補修をするというこ

とですから、誤解がないようにということで今、町長も言いましたけれども、私もそういう

考え方をします。それで、やっぱり重点項目も聞いたほうがどういう中で優先順位を決めた

ということが皆さんわかっていかないと、うちの橋のところも年数がたっているのになぜと

いうような話が出てくると困るものですから、そういうことをお話ししたようなぐあいで、

できるだけ今言われたようなことが優先順位として今直すほうの順位を言っていただいたと

いうことで、これも目視で見ただけであって、専門家の方もそれは当分はいいかもしれない

けれども、これを補修しなければもっと費用もかかるし、今やっていけば、例えばこの間教

えていただいたものの費用の中で５億8,000万円ですか。それが今着実にやっていけば、約

３億になって、33％のものが減るというようなそういうことがあるもので、補修にかかる

ということも承知していますから、その辺のことを住民の方も十分理解していただいて、行

政としては順次補修をしていただくようによろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、医療問題についてを許します。 

  ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） ２番目の医療問題についてですけれども、これも毎回、私、議会があ



るたびに質問をさせてもらっていますけれども、やはりこれからの地域社会をまた構築して

いく上でも重要なことですから、再度また質問させていただきます。 

  まず第１点目は、伊豆東部総合病院建設の土地の利用が申請されたようですが、完成まで

の見通しがどのように聞いているのかどうか。変更だとかそういうのがあるのかどうか。あ

るいは土地の利用委員会を通るのが、見通しですね、そういうことも含めてよろしくお願い

します。 

  それから、第２点目は、風疹の予防接種の状況ということですけれども、これは前回の補

正、全協の中で補正をして、今回それが予算として通ってくるわけですけれども、出てくる

わけですけれども、その辺の中で実際専決の処分でやった今の状況を説明していただきたい

と思っています。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 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） 内山議員の第２問、医療問題については２点からの御質問となってい

ますので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の伊豆東部総合病院建設の土地利用申請がされたようだが、完成までの見通し

をどのように聞いているかについてですが、事業者側からの説明によりますと東伊豆町の土

地利用承認のあと、静岡県から都市計画法第29条の開発行為の許可を取得後、この秋には

建設工事に着手したいとのことであります。 

  事務手続、計画工事が順調に進んだ場合、新病院のオープン時期は、平成27年７月ごろ

の見込みであると伺っております。 

  次に、２点目の風疹の予防接種の状況はについてですが、首都圏を中心に風疹の大流行が

続いており、患者数が全国で昨年の４倍と急増しております。妊婦が妊娠初期に風疹にかか

ると、先天性風疹症候群といった白内障や難聴、心疾患を持った子供が生まれてくる割合が

高く、妊娠１カ月で50％となっております。 

  また、例年ですと風疹のピークは６月から７月になります。 

  このようなことから、町では風疹予防接種の一部助成事業を平成25年４月１日にさかの

ぼり開始いたしました。対象者は、19歳以上の町内に住所を有する方で、妊婦を予定また

は希望する女性、妊娠している女性の夫、妊婦している女性と世帯を一にする夫以外の同居

者となっております。助成額につきましては、風疹予防接種が4,000円、麻疹風疹予防の接



種が6,000円でございます。 

  なお、６月19日現在の申請状況を申し上げますと、15名となっておりますが、現在多数

の問い合わせをいただいております。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） まず一番初めの伊豆東部総合病院の関係ですけれども、ちょっと土地

の利用の委員会の見通しというか、その辺のところはまたちょっと確認したいと思うんです

けれども、ほとんど変更もなく27年７月ごろに完成のことであるということですけれども、

実際に診療医療だとか、診療科目についても変更はございませんね。そこらもちょっともし

知り得れば別に教えてもらいたいと思っています。 

  あと、医療の問題でちょっと気になったことがあったんですけれども、医師が、ここの賀

茂地区ですね、医師が足りなくて、実際に簡単な盲腸の手術も田方のほうへ行かないとでき

ないようなこともちょっと聞いたりしたんですよ。そういう点でやっぱり新しく病院ができ

たら、そういう手術もできないような施設ではしようがないということもあるものですから、

ぜひそこらを含めて変更だとかそういうものについては、できるだけ町がいろいろな面で協

力して、救急の一次病院、二次病院の役割を果たせるような病院にしていただくようなこと

がまた大事だと思いますし、それから実際に高齢化も進んで、少子高齢化といいますかね、

そういうものも進んで、地域としてはこの医療の充実も実際地域の振興というか、そういう

ものに欠かせないと思うんですよ。そういう点で私は町には重立って頑張っていただくもの

の中に医療というようなことを取り上げて、毎回お話しさせてもらっているものですから、

そこら辺は十分東部総合病院と連携をとりながら、しっかり充実した病院の建設をまたお願

いしたいと思っています。 

  それから、２点目の風疹等について、私、全国で実際に１万100人ですか、ついこの間の

統計の中では。それで去年は2,390人ということで、約４倍の人が風疹にかかっているとい

うことなんですよね。そういう点で、静岡県の中では170人ですか、そういう方が昨年風疹

にかかったような状況で、今年はもっともっと増えているそういう状況をお聞きします。 

  実際に、町長が言われたように、赤ちゃんが生まれてきたときに風疹の予防がないと、目

だとか耳だとか心臓に欠陥がある子が生まれてくるような可能性があるということで、これ

も町長、この間の中でうちの町とすればほかの市町村がまだやっていないけれども、ぜひや

りたいということでお話があったものですから、私もそういう点では十分賛同するべきこと



だと思いました。 

  もう一つ、私には15人、風疹の今予防接種をした方が妊婦さんを含めて15人ということ

ですけれども、実際に毎年、私どもの町で、東伊豆の町で子供さんが生まれるのは、約70

人から80人生まれているんですね。そういう点ではこれからもっともっと70人の皆さんの

妊婦さんと家族を含めれば倍ぐらいの数字になってこないと風疹の予防にならないのかと、

そういうような観点から、ぜひ役場のほうでもＰＲを充実させて、接種を受ける方をもっと

増やすような努力をしていただければと思うんです。 

  それで、実際にほかのこともそうなんですけれども、お金がかかることですから実際に風

疹だけで4,000円、それからほかの関係も含めてやると6,000円ということで補助もありま

すから、その点十分にＰＲしていただいて、１人でも多く予防接種を受けて、そういう障害

のある子供さんを産まない可能性がある形をぜひ構築していただきたいと思っています。よ

ろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、東部総合病院の関係でございます。これは本当東部総合病院さ

んがちょっと移転するような動きがあった中で、これはやっぱり町民の方がもう9,400名近

くの嘆願書をもらった中で、この東部に残ってくれという中で運動したので、今こういう状

況でございます。 

  それで、やっぱりつくるからにはやっぱりいい病院をつくってもらいたい、これは内山議

員と同じなもので、この辺は東部総合病院さんにはいい病院をつくってほしいよということ

は言っていきたいと思います。 

  盲腸に関しましては、多分麻酔科の先生がいないんじゃないかと思います中で、それで今

一番危惧しているのは医者の数よりも看護師さんの数、これを危惧しております。基本的に

は東部総合病院さん、どこの病院でも看護師さんの確保というのが一番の喫緊の課題と聞い

ておりますもので、この看護師さんの確保というものは早急にやっていただきたいと思いま

すし、それは頑張っていただきたいと思います。 

  最後に、私が聞いている限り診療科目の変更はありませんもので、そのままであると思い

ます。土地利用委員会に関して、また副町長のほうから土地利用会の現状等は説明をさせま

すもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  それでは、風疹に関しましては、助成をやっているのはまず県の中ではうちの町を含めて

４つだったと、この辺の詳しいやつはまた担当職員からやります。 



  私は思います。県がなぜやらないかということをずっと考えているんですよ。これだけ全

国的にもう大流行をしている中で、県が率先してこれやらなければおかしいんではないかと

自分は考えておりますもので、県のほうも率先してやっていただきたい、そういう考えでご

ざいます。 

  そういう中でも内山議員が言ったように、これをやることによって子供のそういう白内障、

難聴、心疾患、これをもう予防できるとなれば4,000円、6,000円、本当に安いものですか

ら、この辺はまた議会の理解を得た中で専決やらせていただいて、本当にうれしく思います。 

  これは早急に県のほうでもやっていただきたいと、そういうことをまた要望した中で、ま

た県のほうも率先してやっていただきたい、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。 

  あと土地利用委員会のことは副町長、そして風疹に関しましては担当課長より説明させま

すので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 副町長。 

○副町長（鈴木新一君） それでは、土地利用委員会について説明をさせていただきます。 

  病院側から申請書が出されましたので、６月３日に１回目の土地利用対策委員会を開催い

たしました。 

  内容といたしましては、事業者側から事業計画の説明をしていただきまして、その後委員

全員、この委員というのは役場内の全管理職ということになりますが、全員で現地を調査い

たしました。その後、その計画内容に対する委員からの指示事項といいますけれども、質問

になりますね。それを事務局でまとめまして、病院側に送って、病院側からそれに対する回

答が整いましたので、２回目の会議をおととい６月24日に開催をいたしました。 

  その会議では、事業者側から委員からの質問事項に対する回答書、これ１件１件読み上げ

ていただいて、それに対してまた委員から質問するという形でございました。 

  その結果といたしまして、数件折り合いがつかないといいますか、委員会側からでその場

で承認できない回答がありましたので、それについてはさらに、じゃ、持ち帰って、検討し

ていただいて、回答をくださいという形になっているのが現状でございます。 

  今後の見通しといたしましては、病院側からその回答が届き次第委員会を開きまして、審

議を進め、了承という形になれば７月の上旬には最後の会議を開いて、結審をするというよ

うな形になるかと思いますが、今その病院からの回答の変更を待っていると、そういった状

態でございます。 



○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） 内山議員の風疹予防接種等の助成についてでございますが、

現在県内では４市町が実施してございます。 

  当町、助成開始年月日が５月27日が当東伊豆町と、６月１日が熱海市、富士市、６月11

日から富士宮市が実施してございます。 

  それと予算につきましては、100人分を計上してございます。ＰＲについてということで、

町のホームページには現在風疹についてのものを掲載中でございます。さらに、６月５日に

は回覧板にてお知らせをしております。そのほかに母子手帳の交付時に夫や家族への接種の

勧めと乳幼児の相談あるいは教室等で母親に説明を行ってございます。また、ハイキャット

での助成のテロップを現在放映中となっております。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第３問、経済対策についてを許します。 

  内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） それでは、３問目の経済対策についてですけれども、まず第１点目が、

町の観光協会等で100万人の宿泊客、そういうことを目指して経済対策を立てるんですが、

町のほうとしてのフォローですね、その辺のところの関係をどうしているのかどうか。 

  まず、１点目は、短期的な経済対策の取り組みについてお聞きいたします。 

  それから、２点目は、中長期的な経済対策並びに観光施設の基盤整備につきまして、そう

いうものをどう考えているかどうか、その辺のことを２つ御答弁願います。よろしくお願い

します。 

○議長（鈴木 勉君） 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） 内山議員の第３問、経済対策については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点目の短期的な経済対策の取り組みはについてお答えいたします。 

  観光における短期的な経済対策の主な取り組みとしては、細野高原イベント事業には、昨

年１万人をはるかに超える来場者を見込んでおり、シャトルバス及び絶景ポイント送迎タク

シーの増便による運行充実を図るとともに、鉄道会社や大手旅行会社との連携による企画商



品販売により宿泊客の増加に努めてまいります。さらに、昨年に引き続き雛のつるし飾りを

８月に開催される京の七夕に出展し、つるし飾りの発祥の地としての存在感を高めるととも

に、新東名の開通や富士山の世界文化遺産登録に伴い静岡県への関心が高まる関西地区への

観光宣伝への強化を図ってまいります。 

  また、河津町との広域連携による首都圏や中部圏での共同観光宣伝やＰＲキャンペーンの

実施、さらに観光とジョギングを組み合わせた旅行商品等、旅行代理店への企画商品の造成

を働きかけるなど誘客対策に努めます。 

  また、インバウンド対策としては、富士山世界文化遺産登録により、海外からの注目度が

大幅に上がることから、今年度はインドネシア、タイ等の富裕層を専門に扱う旅行会社との

タイアップによるモニターツアーを開催し、新たな誘客対策に取り組んでまいります。 

  さらに、産業団体連絡会による誘客キャラバンは、今年で４年目を迎え、議会の皆様にも

御協力をいただいた中で、町内の各産業団体が一丸となって、自治体や産業団体関係の事業

所への訪問を実施していただくこととなっております。 

  御案内のとおり、当町における平成24年度の入湯客数は87万826人、前年比で４万4,874

人の増、5.4％の伸びとなりましたが、町の観光協会が目指す100万人には大きな乖離があ

り、大変厳しい数値目標であると実感しております。町といたしましては、観光協会と連携

を図り、基幹産業である観光産業の振興に全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えますの

で、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の中・長期的な経済対策並びに観光基盤整備についてですが、観光振興策に

は、さきに答弁させていただいた経済対策としての位置づけである短期的な施策と将来のあ

るべき姿に向けた産業政策としての中・長期的な施策の２つの性格があると理解しておりま

す。これらを踏まえ、経済情勢など観光を取り巻く状況を勘案し、バランスよく展開するこ

とが重要であるとの認識を持っております。したがいまして、中・長期的には、第５次総合

計画及び観光振興計画に基づき事業の推進を図ってまいりたいと考えますので、御理解をお

願いいたします。 

  次に、観光の基盤整備についてですが、稲取地区におきましては、今年度をもって細野高

原の観光施設整備事業及び稲取高原再編整備事業の大型事業が完成の見込みとなります。今

後は、稲取漁港の整備事業の漁港道路及び船揚場等の完成に伴い、八百比丘尼公園やポケッ

トパーク等の整備により稲取漁港周辺エリア内を一体的かつ公園的に整備し、旅行者が歴史

探訪やそぞろ歩きができる核として活性化を図ってまいります。さらに、将来的には、文化



公園を含めた周辺エリアを観光拠点として整備を図ってまいりたいと考えております。 

  さらに、熱川地区におきましては、奈良本地区の避難地整備事業との連携により、旧ロイ

ヤルホテル跡地周辺を観光誘客の拠点として整備を進めたいと考えております。工学院大学

の西森研究室から提案された「熱川温泉を歩きたくなる街」をコンセプトに、地元住民のワ

ークショップを反映したマスタープランに基づきまして、長期的には観光客が散策できる町

並み整備が必要であると考えます。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） まず、第１点目の短期的な対策ですけれども、これは実際に１年１年

やることですから、できるだけ外向きにいろいろなことを計画してやっていただければと思

います。 

  それで、細野イベントについても去年１万人来たということで、実際今年は駐車場も整備

をされて、期待がまた持てるのかなと。ここらも常時いいところだったことをお知らせがで

きるような形のものを絶え間なく旅行業者とかあるいは行政の横の連絡をつけて、各町の中

でも稲取にはこういう高原があって、すばらしいところがあるよとそういうことも含めてや

っていくようなこともいいと思いますし、それから富士山のあの文化遺産の関係もあって、

外国のお客さんも増えてくると思うものですから、そこらの対応もやっぱりもう短期的とい

うかそういうことの意味でも考えていかなければいけないのかなと。 

  それから、キャラバン等についてもこれはやっぱり１回行って、すぐ結論が出るものでは

ないですから、当然、私も何度も議会の質問の中で言っていますけれども、継続して頑張っ

てやっていただければと思います。 

  それから、２点目の中・長期的な経済対策と、それから観光の基本整備ですけれども、こ

れは先ほどの飯田議員が、それから後でまた質問がある村木議員からもお話があると思うん

ですけれども、富士山の世界の文化遺産になったということで、これが伊豆半島についてお

客が来る可能性を減らすのか、あるいは逆に増やすのかどうか、そこらも含めて研究しても

らったほうがいいのかな。それがまずどういう、研究するということは、調査をして、それ

からどういう対策を打てば、伊豆半島に入って、私どもの町に来てくれるというようなこと

を早急にやっぱり計画を立ててもらったほうがいいと思うんです。 

  それで、今の県知事、川勝平太知事もいつも公言しているように、伊豆半島は世界一美し

い半島だなんてことを言っているわけですね。そういう意味でも、伊豆半島のよさを生かし



たものをもう一度研究していかなければいけないし、それからジオパークだとかそういうこ

との中でうたわれているように。それで、私はやっぱりここの地域については、前から言っ

ているようにはさみ石だとかそういうこと、それから細野の高原のこと、そういう地域のす

ばらしい遺産を活用した観光地づくりというかそういうものもしていかなきゃいけないと思

います。 

  それと、やっぱり大きくテーマを持った形といいますかね、草津であれば湯畑があるとか、

道後温泉であれば坊ちゃん湯があって、テレビだとかそういうものでそこを紹介するときは

確実にそれが放映されるというかそういうシンボル的なもの、そういうものをやっぱりつく

っていくことが大事なのかな。いわば稲取でいえばはさみ石の関係を民間の会社も報道をつ

くっていただけるということですけれども、できるだけ大勢の方が来られるような整備をし

ていくことも、たしか決算の中でも基金が少なくなったということで、基金は緊急の時に使

うというようなことがありますけれども、できるだけ今大きな投資をしていかなければなら

ないというか、そういう点でいえば、稲取でいえばはさみ石あたりのことをもう少し研究し

て、早急にそういう形のものを考えていくとか。あるいは、ここは温泉地ですから、熱川で

いえば、例えば坊ちゃん湯のようなものを確実につくっていくような、これは官民で考えて

いかなければいけないと思うんですけれども、そういうものに投資をしていく。 

  だから、先ほど町長がちらっと言いましたけれども、ロイヤルホテルの跡地といいますか

ね、それは地震の対策の中で今度補助をいただいて、地震、津波だとかそういう災害の予防

拠点をつくるんですけれども、そこの前の広大な敷地が放置されているんですね。そういう

ところについても先行投資をして、熱川でいえば、熱川というのはほとんどそういう土地が

ありません。そういう点で先行投資をしていく形を考えていくことも一つの方法なのかな。

基金のことについても確かにありますけれども、実際に去年、地震の前から比べて11万人、

今87万人ということは、100万人にするということは無理かもしれないけれども、87万人は

宿泊客を維持していくということを考えたときも、そういうものがないとなかなか今の人数

も維持できないと思うんですよ。 

  だから、そういう点で、まず確固たるシンボル的なものだとか大きいテーマを設けて、長

期的にお客さんが来られるような形のものを官民一体になってつくっていくようなことをま

ず考えていただきたいということと、それから１つの例ですけれども、先ほどの文化財だと

か文化歴史のことがありましたけれども、１つの例で高山あたりでは高山祭のあの山車を見

られるようなところがあったり、それからここでいえば練り太鼓だとかあるいはばかばやし



とか、あるいは鹿島踊りだとかそういうものを実演ができるような芸術館というか、かっこ

いい言葉で言えばそうなんですけれども、平たく言えば見せ物小屋というかそういう、口が

ちょっとあれですけれども、昔の見せ物小屋みたいなものでもいいと思うんです。そういう

ものをきちっとつくって、この地域の文化だとか歴史というようなことを観光の商品にして

いくといいますか、そこの実演をしたり展示をしたりしながらやっていくようなことも十分

考えていただかないと困るのかな。 

  実際にピークのときに、実際に180万人の皆さん、お客さんが見えたわけですけれども、

今87万人でも相当、もう40％近くになっちゃっているんですね。売り上げもだから旅館の

売り上げについても、これ今150億円ですか。それが従来は400億円近くあったんですね。

それがもうそれこそ40％でも欠けるような状態になってしまっているんですよね。 

  だから、そういう点でいずれにしてもほかの産業も育てなければいけないんですけれども、

やっぱりここの町は観光に特化された町ですから、従業員さんについても従来はもう1,300

人もいたようなものが880人でしょうか、そんな程度になってしまっているんですね。 

  だから、そういう点ではやっぱり基幹の産業を育てていかなければいけないし、それから

今役場のほうで考えているいろいろな基盤整備のことも着実に進めて、いずれにしても全部

が全部うまくいくということは限らないと思うんです。それで、町長が言われるように主要

な補助金があればそれを活用した中で十分やっていく。100％自腹でやるということは無理

ですから、当然その補助対象のすぐれたものを駆使して、職員一丸となってやっていただけ

ればと思います。 

  そんな点でいろいろなことが行われているわけですけれども、十分、先ほど言ったように

全部が全部ヒットするわけではありません。ホームランを打てるわけではありませんけれど

も、着実に計画を立ててやっていくことを考えていただきたいということをお話をして、こ

れで終わりたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 大変前向きなあれで。まず短期的には壇上でも言ったように、観光協

会は100万人を目指しておりますもので、町といたしましてもその100万人に近づくような

手助けはしていきたいと考えております。 

  そういう中で、壇上で言ったように新たに今年はジョギングを組み合わせたりだとか、や

っぱり女性をターゲットにしたことの中で企画しているようでありますし、さらにインバウ

ンドで言った富裕層のほうに働きかける、そういうことをやっておりますもので、また違っ



た意味でいい方法ができるんではないかと私は考えておりますし、これはやっぱり町と観光

協会一体とした中で、何とかこの町を盛り上げていきたい、そういう考えでございますので

よろしくお願いいたします。 

  さらに、中・長期的なことでございます。基金の考えでございます。もう町は何回も財政

調整基金が足りないでためているんですということは言っています。 

  しかし、私も内山議員と全く同じ考えでありまして、やっぱり時というものがあります。

ためるばかりではありません。やっぱり使うときは使わなければ、この町がだめになってし

まいますもので、やっぱり基本的には財政調整基金はためますけれども、いざ使うときはや

っぱり時と時間というものがありますもので、その時間的な、今がそのときだといえば、ま

た議会のほうに投げかけた中で、財政貯金を取り崩していきたいと考えておりますので、ま

た御理解願いたいと。基本的には財政調金はためておきます、内山議員と同じ。 

  そういう中で、熱川の話が出ました。基本的に銀行さんから一応今、内山議員が言ったと

ころが、扱っている所がどうですかということを言われましたもので、町としてはまたそこ

を買った中でやっぱり熱川地区との活性化、やっていきたい。と申しますのは、ある一部の

情報といたしまして、その土地が   、中国とか韓国のその系統の人も入っているとそう

いうことも聞いておりますもので、町としては是が非でもまたそういう人が入ってきますと、

熱川がだめになるもので、その今言ったところの買う方向でいきたいと考えておりますもの

で、その点はまた議会のほうにまた投げかけるものでよろしくお願いいたしたいと思います。 

  基本的に何回も言うように、この町にはすばらしい地域資源があります。今言ったように

細野高原、はさみ石、これもあります。そういうことも今後は活用していく中でやっていき

たいと思いますし、また先ほど言った飯田議員が言った文化財のその活用、これも大変重要

だと考えておりますもので、両方の面からやっぱり町の活性化、この観光に対してはやって

いかなければならないと考えておりますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

○２番（内山愼一君） 長期的な中で、私が言った形のものを十分また検討していただきたい

と思いますし、稲取の港の関係のことだとかも充実したものにしてもらいたいと思っていま

すし、細野の関係もですね。 

  それから、でき得れば先ほど言ったような歴史館といいますか、そういうものも調査研究

していただいて、それにふさわしいものができるのかどうか。例えばそれをつくったときに



お客さんの来る可能性というのはどの程度になるのかどうか。 

  それから、やっぱり大きなシンボル的なものだとかテーマを決めた中で、私は財政的なこ

とも大事だけれども、今やっていかなければならないということもあると思うんですよ。そ

れで全部使うわけではありませんから、財政調整基金を。だから一部の、例えば5,000万と

かそういうことであれば、十分に今機が熟したと思えば、やっていただくことが必要なのか

な。そういうふうに今本当にそこのときですから、頑張って財政運営をしながらやっていた

だきたいと思います。お願いします、よろしく。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） いろいろ内山議員、財調の考えは全く内山議員と同じ考えで、基本的

にはためることで、いざ使うときにはやっぱり時というものがありますもので、その点はま

た議会に御相談いたしますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  その点は、今いろいろ内山議員から提案されましたもので、これは真摯にまた検討してい

きたい、そう考えておりますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で２番、内山さんの一般質問を終結します。 

  この際午後１時まで休憩をします。 

 

休憩 午前１１時５６分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（鈴木 勉君） それでは、休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎発言の削除について 

○議長（鈴木 勉君） 町長より発言を求められておりますので、これを許します。 

  町長。 

○町長（太田長八君） すみません、午前中の内山議員の第３問の経済対策についての再質問

のとき不適切な発言をいたしましたもので、発言の削除をお願いいたしたいと思います。 



  再質問におきまして   という言葉を使いましたもので、そこを削除お願いしたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

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

 

◇ 村 木   脩 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に、５番、村木さんの第１問、子宮頸がんワクチンについてを許し

ます。 

  ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） それでは、今回私は２問の通告をしております。 

  答弁は一問一答にてお願いをいたします。 

  １問目、子宮頸がんワクチンについてお聞きします。 

  このワクチンについては、がんを唯一予防できるということで非常に期待をされ、当町で

も平成23年１月に予防ワクチン接種実施要綱が施行され、経費負担の軽減と健康増進を期

するため勧奨して現在に至っております。 

  しかしながら、328万人余りの接種者のうち1,000人を超えるような副作用が出ました。

そういった中で、厚生省のほうは当分の間、接種の勧奨を凍結するような発言をいたしてお

ります。 

  そういった観点から３点にわたって質問をしたいと思います。 

  １点目として、当町のワクチン接種者の実績についてお伺いいたします。 

  ２点目として、当町において副作用、副反応の報告はありますか。 

  ３点目として、今後の対応はいかにしていくか、この３点についてお伺いをいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 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） 村木議員の第１問、子宮頸がんワクチンについては、３点にわたる御

質問となっておりますが、１点目の当町のワクチン接種者の実績について伺います、２点目

の当町において副作用などの報告はありますか、３点目の今後の対応はいかにしていきます

かにつきましては、関連がありますので一括してお答えいたします。 



  当町の子宮頸がんワクチン接種者の実績につきましては、平成22年度から平成24年度ま

で県の子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金を活用し、希望者に接種する任意

接種として実施してきました。 

  接種者につきましては、平成22年度は、高校１年生女子60人に延べ112回接種し、平成23

年度は、中学１年生から高校１年生女子、高校２年生の接種漏れの生徒を含む304人に延べ

762回接種いたしました。平成24年度は、中学１年生62人と中学２年生から高校２年生の接

種漏れの生徒37人に延べ219回接種しております。 

  平成25年度につきましては、予防接種法の改正により、定期予防接種に含まれることに

なり、中学１年生女子を対象に４月に１回目、５月に２回目を実施し、47人が接種を実施

しております。 

  また、子宮頸がんワクチン接種による副作用の報告につきましては、任意接種としてワク

チン接種を行った平成22年度１回目で、接種後にじんま疹が出たとの報告が１件ありまし

たが、保護者との協議の上、かかりつけ医で接種することとし、２回目以降は副作用なく接

種できております。それ以外には、副作用等の報告はございません。 

  今後の対応ではございますが、平成25年６月14日付で厚生労働省健康局長から子宮頸が

んワクチン定期接種の対応についての通知が出されております。 

  通知内容は、定期接種を中止するものではありませんが、積極的な勧奨が見合わせとなっ

ておりますので、対象者の方、またその保護者の方にはワクチン接種の有効性とリスクを十

分理解していただいた上で、希望者には接種するという方向で行っていきたいと考えており

ますが、実施に当たっては国や県の情報に注視し、接種医とよく協議した上で実施していく

所存でありますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） １人に軽いじんま疹の副作用が若干あったということだけでございま

すね、当町は。 

  これらにつきましても、非常に効果はあるんだけれども、やはり確率の問題、今の状況で

いきますと0.02％ぐらいの副作用の実績だということでありますが、そういった中で当町

においては１人だけの副作用者が出たということでございますが、これは幸いなことでござ

います。 

  この政策については、また風疹のワクチンなんかと同様、非常に正しいものだろうという、



政策としてはいいものだというふうには感じております。 

  しかし、そういった中でこのワクチンというのは必ず、2004年ぐらいですか、日本脳炎

のワクチンについてもこういった問題が出てきたわけです。それも2010年までで、その後、

また再開されているようでございますが、そういったのも任意の接種ということになるとい

うことでございます。 

  こういった中で、当町はこのままこの補助は続けていくということでございますので、そ

れは非常にありがたいということでございます。 

  そういった中で、これらが今後町の接種に対して何かあったときのこの補償というか、そ

れらもきちんとできているようでございます。そういった補償を使うところまでのじんま疹

ではないということでございます。それはまた後で。じんま疹ですから、時がたてばという

今のショック状態の副反応とはまた違うような。 

  そういった中で、こういったことに今後もまたいろいろなものが出てくるかわかりません

けれども、それで現在、大体罹患率が１年で9,000人、そのうちの2,000人が死亡されると

いうようなデータでございますが、そういった中でやはりどちらの確率をとっていくのか。

それは住民の方の御判断になるということでございます。 

  そういうところでございますが、町のほうは積極的に国と一緒で、積極的に勧めていかな

いということでございます。 

  したがいまして、町のほうもＰＲというか、そういうことが非常にしにくいものでござい

ます。 

  しかしながら、どちらを選ぶのか、その9,000人の罹患者と2,000人の副作用と。これは

非常に難しい問題ではございますが、現在国でもこれについては原因を究明すると。そして、

またこのワクチンとの関連性、これらについてもいまだわかっていないような状態です。 

  したがいまして、町としてこれからこのままの状態でいくわけでございますが、当然その

もし何かあれば補償はしていくということなのか、この辺について改めてお伺いをしたいと

思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、補償の関係でございます。これはさっきのじんま疹に関しては、

担当のほうからさせます。これからの課題でございます。その補償について町は考えており

ません、基本的には。 

  と申しますのは、この接種を受けるには相当の条件、ある程度親の承諾そういう、この内



容につきましては、担当から細かく説明をさせますけれども、打つときにはそれ相当の相手

方の打ちたいという気持ちが強い中でこれやっていきたいと考えておりますもので、それは

自己責任の中でこれを接種していく、そういう方向で町は考えておりますので、その辺は御

理解願いたいと思います。 

  基本的には、国のほうから、さっき言ったように、この６月14日に積極的に勧奨しない

ようにということで報告を受けております。 

  しかしながら、村木議員が言ったように、これ相当の防ぐ価値があると考えておりますも

ので、町は積極的にはやりませんけれども、受ける人には今までみたいに補助はやってきて、

そういう考えでございます。その打つ方向としては、担当課のほうからちょっと説明させま

すもので、よろしくお願いいたします。補償は考えていないというそういう状態です。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） 村木議員の副反応の関係ですが、じんま疹につきましては、

平成23年２月12日にサーバリックス接種後にじんま疹が出たという報告を受けてございま

す。セレスタミンという薬を処方された様子を見て、この次、２回目、３回目を接種するに

当たり注意点を伺いたいということで製薬会社にも問い合わせをかけてございます。 

  その中で、全身に広がるほどのひどい場合は、検討しますが、このときは両腕のみという

ことで、ストレス性とか注射の恐怖とかそういうことによって出ることもあるので、因果関

係はわからないということでしたので、かかりつけ医によく相談してということで、かかり

つけ医のほうで御両親にお話ししまして、かかりつけ医がほかにあるということだったもの

ですから、そこで打っていただきました。２回目、３回目につきましては、何事も反応がな

く、無事に打たれているということを聞いてございます。 

  それから、予防接種の救済につきましては、今回国のほうでも言っていますとおり、定期

接種を国がやめるわけではございませんので、一応定期接種の場合は、健康被害の救済は国

が行うことになっております。 

  ただ、町が窓口になりますので、申請等は健康づくり課の保健センターのほうにもし何か

あった場合は申請していただいて、そこから国のほうへ進達すると。それで国のほうで審査

をしまして、可否を決定したものが町のほうにおりてきまして、町から報告をいたすような

形になってございます。 

  それから、今後につきましては今、町長からの答弁にもありましたように、国のほうは勧



奨はしないということなものですから、今後は町のホームページに国のほうのリーフレット

等を掲載いたします。 

  また、学校との打ち合わせも行いましたので、個人並びに保護者の方に国のリーフレット

あるいは町のこういった考え方を郵送にて送るような形で今後予定してございます。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的に打つときに、要するにまずワクチン接種の有効性とリスクを

十分理解していただきます。そして、打つときには両親の承諾書をもらいます。さらに、い

ざ打つときは接種医がいますので、接種医がちゃんとして打っていいかどうかを判断した中

でこれは接種していきたいと考えておりますもので、そういう状況の中で町の補償は今考え

ていない、そういうことだけは御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） リスクと有効性ということでございます。 

  そういう中で補償はしていかないということでございますが、この実施要綱の第10条で

すか、ここにある予防接種事項に対する措置、これは予防ワクチン、子宮頸がんの予防ワク

チンの関係ですね。ここにある10条、この予防接種に起因する接種事故が発生した場合に

ついて、その他関係法令に基づいて必要な措置を講ずるものとするという、この接種事故の

範疇というのは、これは今言うところのものに当てはまらないのかどうか、この辺について

の１点お伺いをしておきます。この事故という範囲ですね、これの範囲。 

  そして、近々のこの状況のデータ持っているかな、近々のこの４月に入って接種した、そ

の辺での接種者の数、そういったものがわかれば、再度教えていただきたい。 

  そして、今の状況でいくと何かだんだん減っていくんだろうなという気はします。そうい

った中で、こういった接種事故等を町も全面的にある程度見ますよということであれば、そ

の受ける方も安心感というのはまた違ってくるんではないかというふうに思います。 

  したがいまして、この唯一、私はこの政策としては正しいと思ってやっております。そし

て、こういった予防できるがんであれば、これは予防していただいたほうがいいだろうとい

うことでございます。そういった関係で、こういったワクチン接種の事故、これについて再

度お聞きしたいというふうに思います。 



○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） ただいま村木議員が要綱のことを言いました。この要綱との整合性に

つきまして、これ整合性がなければ当然その要綱は変えていかなければならないと考えてお

りますもので、今、村木議員に指摘されたもので、それはちょっと検討させていただきたい

と思います。 

  基本的には、その整合性がなければならないものですから、それは十分検討していきたい

と思います。 

  現状につきましては、また担当のほうから説明させますので、よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） 要綱につきましては、これは町長もおっしゃったように町

のほうで補償云々というのは、平成24年度までは任意接種でこの要綱に基づいて行ってお

りましたので、町のほうではこういうことで第10条ですか、こういうものが出てくるわけ

ですね。この要綱のとおりです。 

  ただ、この25年度からは定期接種になりましたので、定期接種というのは、国の指示に

基づいて市町村長が行う接種ということになりますので、先ほど申し上げましたように、町

は補償を考えていないというのは、国が国のほうで健康被害の救済措置がございますので、

町は行わないというような形になると思います。 

  それから、今年度につきましては、実はもう４月20日に１回、２回目が５月25日に打っ

てございます。１回目が47名、２回目につきましては45名の方が接種してございます。３

回目が10月ということですが、それにつきましては先ほど町長の御答弁にありましたよう

に、今後国等の様子を見ながら、積極的には行いませんが、希望者にはという形で行ってい

きたいというふうに考えてございます。 

  郡下の内容ですが、既にうちと同様、２回打っているところもございますし、１回目を打

って、２回目が６月というところもございました。ただ、この２回目はとりあえず中止にな

っている模様です。まだ、１回も打っていないところもございます。 

  ただ、賀茂郡下、今後については検討中ということで、本日賀茂医師会との打ち合わせも

ありますので、そのような中で一応決まっていくんではないかと考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、富士山世界文化遺産についてを許します。 

  ５番、村木さん。 



（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） ２問目、富士山世界文化遺産についての質問をいたします。 

  ６月26日、今日が世界文化遺産の本登録の日ということでございますが、静岡県民とし

てはまことに喜ばしいことで、お祝い申し上げたいと思います。 

  連日テレビ等の報道は、毎日富士山一色であり、その周辺の市町村の話題は事を欠きませ

ん。また、登山が始まれば富士山の話題で持ち切りになるのは目に見えるようでございます。 

  このような状況の中で町長に２点にわたりお伺いをいたします。 

  １点目、伊豆半島にどのような観光面での影響が出てくるか、町長の見解をお聞きします。

これはいい面、悪い面両方あるかと思うんです。その点についてお伺いをしておきます。 

  そして、２点目、観光面で伊豆に厳しい影響が出たときの対応についてをお聞きします。 

○議長（鈴木 勉君） 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） 村木議員の第２問、富士山世界文化遺産については、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。 

  １点目の伊豆半島にどのような観光面での影響が出てくるかについてお答えいたします。 

  過去の例によれば、国内で世界遺産に登録された場所全てにおいて何らかの経済効果があ

ったことは間違いないものと思われますが、その傾向につきましては３つほどのパターンが

あるようです。１つ目は、世界遺産に登録されたことにより観光客が大幅に増える場合。２

つ目は、登録後も観光客数に大きな変化がない、または減少がとまった場合。３つ目は、登

録前から観光客が減少傾向にあり、登録後もその傾向が続く場合です。世界遺産により観光

客が大幅に増えるのはもともと観光地としての知名度がそれほど高くない場合であり、富士

山のように既に観光地として有名である場合には、観光客の大幅な増加が長期間継続するケ

ースには該当しないものと推測されます。 

  しかし、既に旅行会社などが富士山及び周辺観光に関する新商品を相次ぎ投入しており、

当分の間は観光客が増えることが予想されます。新聞報道によれば、あるインターネットの

宿泊予約サイトでは夏休みの期間、富士山周辺の予約状況は昨年と比較して大幅に増えてい

るとのことです。特に、富士、富士宮地区では前年比３倍に達しているそうですが、富士山

の静岡県側では山梨県側と比べると宿泊施設が少ないことから、その波及効果は伊豆半島に

も及んでおり、伊豆半島東海岸の観光地についても前年に比べ多くなっているとのことです。 



  いずれにいたしましても、国内外から伊豆に比較的近い富士山及びその周辺地域に多くの

人が集まることをチャンスと捉え、当町としても誘客につながる方策を考えてまいりたいと

思いますので、御協力をお願いいたします。 

  次に、２点目、観光面での伊豆に厳しい影響が出たときの対応はについてですが、ただい

まお答えしたとおり、富士山の世界文化遺産登録については前向きに捉えておりますが、仮

に御質問のような厳しい影響が出た場合の対応についてお答えいたします。 

  厳しい状況として想定されるのは、富士山周辺に観光客が集中して伊豆半島への来遊客が

減少することですが、富士山観光については、山梨県と静岡県で競合する形となるものの、

静岡県には新幹線や新東名高速道路など山梨県と比較して関西方面からのアクセス面で有利

な点があることから、富士山観光とセットで伊豆観光を楽しんでいただけるような提案を関

西方面に対し県とも協力しながら展開していきたいと考えております。この点につきまして

は、昨年から京の七夕への参加や名古屋での河津町との共同宣伝など新たな取り組みを始め

ておりますので、今後は富士山を取り込んだ形で、さらに積極的に誘客宣伝等の情報発信に

努め、伊豆半島が富士山世界遺産の話題の中に埋没しないよう、関係各所と協力して取り組

んでいきたいと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） 今、町長が言われましたように、６点ぐらいにわたって観光面での影

響が出てくるということを答弁していただきました。 

  周辺は大幅に増える、しかしながら観光施設は、宿泊施設等は少ない。私の友達も富士宮

の浅間さんの前でホテルをやっております。大変な予約状況らしいです。それも富士宮には

ほとんど泊まるところがありませんので、これは仕方ないなと。 

  としますと、流れとして山梨方面へ流れられるのが一番山中湖ですとか忍野、河口湖、向

こう方面が大分にぎわってくるのかなと。中央高速も入っています、東名からも行けます。

そういったアクセスが非常にいいということで。 

  今、町長がおっしゃったように、この伊豆の観光とどうやってセットにできるのか、この

辺が一つの流れなんだろうな。富士・箱根・伊豆国立公園という形になってございますので、

この間の県知事選挙の際にも川勝知事は、またスカイラインの料金を下げてくれるような話

もしてございました。あそこを通ってくれば大体富士山が見えると。そして、伊豆といって

も西伊豆方面は富士山が見えるから非常に、見えればいいらしいですから、観光面としては。



うちですとか河津、下田、この辺が当然見えなくなってくるわけでございます。 

  この辺について、１つには富士から箱根、伊豆へとこのルートをまず確立させてもらう、

これが一番の道なんだろうなと。西のほうは県道223号線ですか、県もそちらのほうにはか

なりてこ入れはしているようでございます。そして、ジオパークということで伊豆を１つに

それでまとめるという県の考え方もございます。 

  そうした中で、これ１町だけで対応していくのは非常に難しいのかなという気がします。 

  そういった中で、今、町長たちは箱根のほうも含んだ中での何か協議会か何かやっておら

れましたか。伊豆半島全域でやれるような協議会の中で一つの何か大きなイベントをやって

いきませんと。今年になって、来年はまだ続くだろうなという気はします。 

  そういった中で、その来年に向かって何かアドバルーンを上げて、富士から伊豆へという

このラインを一つ研究していただきたいなと。個々の町村でやっていることでは、ちょっと

マスコミの扱いが余りにも違い過ぎますので、何をやるというよりマスコミにいかに載せる

かが一番大事なことだろうというふうに思いますので、その辺について業界とも知恵を出し

合って、行政もバックアップできるところはするというスタンスで、ぜひその辺を考えてい

ただきたいと。 

  そして、西へ来たお客をどうやって今度こっちへ取り込むか。この辺も東海岸にとっては

非常に重要な課題なのかなと。そして、観光バスもルートをいろいろ富士山の見えるルート

を考えるでしょうから、そういった中での１つには観光と。そして、今80何万人来ている

このスタイルは変えなくていいのかわかりません。 

  そして、今80％以上が京浜地区からお客が来ているという中で、距離的には富士山のほ

うがアクセスもうんと楽でございますし、向こうへ流れる、車も流れるというふうになって

きますと、非常に不利だなと。そして、つるし飾りなどもこの間テレビを見ていたら、富士

宮あたりでも相当数を3,776とか何ていって並べて、富士山の高さのつるし飾りをぶら下げ

ていましたけれども、そういったものも向こうにとられるような気もいたします。民間があ

の周りはかなり研究して、準備をしております。 

  そういった中で、来年のつるし飾りも私、前にも申したように、大井松田などはその山か

ら富士山が丸見えですので、そっちも客を引くんだろうなと、河津桜もそこにはありますし。 

  そういった中で、町長の今後の今言ったような中で、何か具体的な考え方を持っていたら、

お教えしていただきたいなというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 



○町長（太田長八君） 基本的には、私はやっぱり富士山が文化遺産登録された、大変危惧を

いたしました。本当にこれで伊豆半島は大丈夫か。ということで、さっきも壇上で言いまし

たけれども新聞報道、これ宿泊予約サイトの会社でございますけれども、ある程度増えるよ

うな状況が入ってきたので、これは一安堵という言い方はおかしいけれども、こういうメリ

ットもあるのかなということは感じたところでございます。 

  そういう中で、今、村木議員からスカイラインのことも言われ、これは当然やっていかな

ければ町はならないと考えて、県知事さんも選挙公約の中でそのようなことを言ったことを

私も聞いております。 

  しかし、以前スカイラインのある程度助成してもらったときに、やっぱりそのとき基本的

にはスカイラインを使ったのは、うちと伊東市さんで、ほかのところはもうさめた目で見て

おりました。 

  しかしながら、今度の場合は、今、村木議員が言ったように、下田市さんも河津町さんも

富士山が見えないもので、それで今度は広域の中でスカイラインのことを活用できるんじゃ

ないかと考えておりますもので、これは７市６町の首長サミットがありますもので、これを

一つの重点的な施策としてやっていただきたいということは言っていきたいと考えます。 

  さらに、先ほど村木議員からとりあえず協議会として一応静岡県、神奈川県、山梨県、こ

の３県がまたがった協議会があるんですけれども、これは大変規模が大き過ぎまして、静岡

県、また伊豆半島独自のことを提案するにはなかなか厳しいような協議会でございますもの

で、一番いいのは７市６町の首長会議の中でこの富士山と伊豆半島のことをやっていくのが

一番じゃないかと思います。その方向でやっていきたいと。 

  さらに、今言ったように西伊豆のほうは富士山が見えますもので、それをいかに東海岸に

引っ張るかということもこれからちょっと検討していきたいと思います。 

  その前に、うちもちょっと考えておりますのは、これは民間から提案されたんですけれど

も、うちの町、基本的に船を使って沖まで行けば、富士山が見えると聞いています。それを

活用しながら、さらには海からはさみ石を見せたり、海からのこの伊豆、東伊豆町の海岸線

を見せるのも一つのいい企画じゃないかと考えておりますもので、できればこの辺がちょっ

と企画できればなと今考えておるのが現状でございます。 

  そういう中で、やっぱり村木議員と同じように世界、この富士山の世界文化遺産登録、こ

れ本当に危機感を持っていることだけは理解していただきまして、またいい提案がありまし

たらば、どんどん提案、提言していただいて、よいものはどんどん実施していきたいと考え



ておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） そういった富士が海から見えると、そういったすばらしい面もあるわ

けでございます。こういったときに、この富士山が登録を決定したときに、東伊豆町なんか

も見えなくても、その富士山登録決定とかそういうのを打ち上げたりすれば、何とかそれに

乗っかっていくんだというやっぱり意思表示をしていただきたかったなという気がいたしま

す。 

  そして、この７市６町のここが一つのキーポイントになるかと思うんですね。そして、ス

カイラインを前回はうちと伊東市しか使わなかった。今回はあそこが富士山を見るには、非

常にいいラインになるわけでございますね。ですから、あそこを一つの目玉として東海岸へ

入ってくるというこのストーリーを１つつくっていくということは大事なことなんだろうと。 

  その中で各町村、よくスカイラインの料金所で西伊豆あたりが何かあめを配ったり、いろ

いろ夕日の何かあめを配ったりしていることもありますし。だから、そういったこともこれ

から、細かいことですけれども、そういったこともやっていったりしたらどうかというふう

に私は思いますが、それは皆さん方で考えていただければいいことなんですけれども。 

  ですから、その富士・箱根・伊豆、ここを一つのルート、当然御殿場から仙石原を通って

伊豆のほうに出てくれば、どうせ富士山は道中まではずっと見えるわけでございますから、

それらも一つのドライブルートとして売っていければというふうに思います。 

  その３県でやっているものについては、ちょっとでか過ぎるかなと、でか過ぎるし、また

富士山も登山料の問題なんかでそっちはそっちで今やっている話があるんでしょうし、そう

いった中でぜひそういった船の観光なんかもできるのかどうか、一つには検討していただい

て、新しいものをここでぜひ研究してやっていただきたいというふうに思います。 

  それで、その富士・箱根・伊豆、ここのスカイラインの考え方について町長、わかれば。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） スカイラインの考え方でございます。これは村木議員と全く同様で、

やっぱり県知事さんが今そのように県知事のほうが選挙公約の中でスカイラインの有効活用

ということを言っております。これは乗らない手はないですから、はっきり言いまして、こ

れはうまく乗った中でやっていきたいと考えております。 

  そういう中で、この一つの契機としてこの町を見つめ直すんですか、やっぱり富士山が世



界登録された中でこの町は今後どのように生きていくべきか、観光として、いろいろな面で。

一つの契機と考えておりますので、これを見つめ直した中でいい方向に行きたいと考えてお

ります。 

  そういう中で、先ほど言ったようにいろいろな議員さんから提案、提言があればどんどん

言ってもらえればありがたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で５番、村木さんの一般質問を終結します。 

  ここで１時50分まで休憩をします。 

 

休憩 午後 １時３７分 

 

再開 午後 １時５０分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開をします。 

 

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

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に、６番、藤井さんの第１問、人口減少についてを許します。 

  ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） それでは、通告しておきました私の質問に対して一問一答でお答えい

ただきたいと思います。今回は３問を通告しておきましたので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、第１問、人口減少についてということにつきまして質問したいと思います。 

  これは人口減少は、別に我が町に限ったことではなくて、いわば日本全体ということでも

ありましょうし、非常な勢いで人口が減少しているということは事実かと思います。国など

の統計によりますと、2010年の１億2,810万人からそれをピークとしましてどんどん人口が

減少するだろうと。2100年、今から100年近い後には大体3,770万人ぐらいになるのではな

いかというような推計を国のほうではしておるようでございます。3,000万人くらいといい

ますとちょうど明治維新のころの人口に匹敵しますので、いわばこの100年後の社会は非常



な明治時代に戻るような人口の減少になるんだろうと。それが国の全体の姿でございます。 

  また、翻って我が町に考えますと、これまた同じく非常な勢いで人口は減少していると。

この間2010年から2015年の間、こういった形でずっと統計をとりますと、これは厚生労働

省の国立社会保障・人口問題研究所というところからの資料でございますが、毎年大体200

人ぐらいずつ減っている。５年間で1,000人ずつ減っている理屈ですから、非常な勢いで減

少化を歩んでいるということでございます。これは私も資料ございますが、町のほうでもど

んなふうに把握しているか。 

  具体的には１番として2010年から2040年くらいまでの間、大体減少率、あれば伺えれば

高齢化率なんかも含めてどんなふうになるかをちょっとイメージとしてどう把握しているか

というようなことを伺いたいというふうに思います。 

  また、２番目としては、それについては一体どのような対策を講じているか、今後もまた

講じていこうとしているのかを伺いたいと思います。 

  あわせて、そのような非常な人口減少で進んでいる中で、将来のまちづくりというのは一

体どういうようなふうに考えておられるか、課題とともに町長のお考えをお聞かせいただき

たいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 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、人口の減少については３点にわたる質問ですので、

順次お答えいたします。 

  最初に、１点目の当町の減少率はについてお答えいたします。 

  一般的に、人口の減少率という指標はありませんので、昭和60年国勢調査人口から先般

の平成22年国勢調査人口について人口の推移を申し上げます。 

  昭和60年は１万7,033人で、次の平成２年では１万6,719人となり314人、率にして1.8％

の減となりました。 

  次の平成７年は１万6,747人で、前回に比べ28人、0.2％の増で微増となりましたが、次

の平成12年は１万5,807人で940人、5.6％の減、次の平成17年では１万5,165人、642人、

4.1％の減、そして前回の平成22年は１万4,065人となり、1,100人、7.0％の減となり、人

口の減少化が加速しております。 

  国内人口も減少していますが、昭和60年国勢調査に比べ2,968人、17.4％の減となってい



るのが現状です。 

  次に、２点目のどのような対策を講じているのかについてですが、平成24年度に発足い

たしました第５次総合計画の策定段階でも人口の減少への対応が課題となりました。 

  国・県の人口推移からも人口の減少は避けられない状況にあります。総合計画の計画年次

となります平成33年には現在から約2,000人減の１万2,068人が推計されますが、手をこま

ねているわけにはいきませんので、人口減に歯どめをかけ１万3,000人とする人口目標を定

めたところであります。 

  そのためには、町の基幹産業であります観光産業を核に６次産業化を推進し、地域経済の

活性化による雇用の確保を図り、交流人口の拡大から人口の地域定住へとつなげていくこと

で目標の達成を目指していきたいと考えております。 

  次に、３点目の将来のまちづくりをどう考えているかですが、ただいま申し上げたとおり、

喫緊の課題は町内経済の活性化と考えております。そのためには、主幹産業の観光産業の活

性化による他産業への波及効果、６次産業化によりまして雇用問題、人口減少、少子高齢化

などに相乗効果を創出いたしまして、まちづくりの将来像の実現のため安心・安全なまちづ

くりを町民の皆さんと協働で推進してまいりたいと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） ただいま示していただいた数字もこれは国やらあるいは県等、綿密な

調査あるいは国勢調査の結果における数字かなというふうに思います。 

  その点では、まことに減少率やら課題としているその少子化とか高齢化等々も含めて、非

常な勢いで進んでいるということが浮き彫りにされているんではないかというふうに考えま

す。 

  それに対してまことにこれはゆゆしきことだということで町長も手をこまねいているわけ

ではないということで、目標としては平成33年に１万3,000人を下らないようにするんだと

いう目標を立てて、奮闘されているというふうに伺っております。 

  しかしながら、私ちょっと心配をするんですが、その手段としての町内経済、とりわけそ

の観光業の隆盛等は、またこれは非常に難しい時代に至っているんではないかというふうに

思うわけです。 

  ちなみに、一番隆盛のころの観光客がこれは平成２年ぐらいでしょうか、191万人ぐらい

あったというふうなものが、現在87万人に減少したということで、これは実に100万人以上



減っている。そういう中では、人口減少をさらに上回って、これは経済の落ち込みといいま

すか、観光客は減少しているわけで、それに応じて当然ながら町の税収の落ち込みというこ

とも考えられますし、またそこに従事する人たちの減少も当然生じているわけです。 

  したがって、これに関しては生半可なことではちょっと難しいぞということで、単に観光

産業の隆盛というふうなことだけを考えていると、また観光産業もいろいろな動態も変わっ

てきていますので、その辺は別な取り組み等も必要ではないか。つまり、観光を主産業とす

るということだけではなくて、もっとそれにプラスアルファのものを考えていかなければな

らないんではないかというふうに考えているわけです。 

  そこで、人口増へ取り組みとして、この町としてはいわばこれから先予想される小さな町、

町政といいますか、言葉としては大きな政府とか小さな政府とあるかと思うんですが、そう

いったものにもやはり取り組んでいかなければならないんじゃないかというふうに思うわけ

です。 

  その場合、やはり何といっても子供さんをもっともっと増やす政策もこれは必要でしょう。

それから、したがって現在ある町には、この町立の保育園というものがないわけですね。い

わば民間のものに対して公設民営といいますか、町の土地を貸して、そこで民間で運営して

いるというところが１カ所あって、それに対してはもちろん町がさまざまな支援をしている

ということだと思いますが、これがまたもう少し小さい三宝保育園というところもございま

すけれども、そこなんかも非常に小さいお子さんを預かって、非常に経営的にも少子化の中

で苦しい状態だというふうなこともちょっと伺っております。 

  こういった子供を抱えて、働きたいんだという人に対して、やはり町として他市町にある

ような保育園なんかはもう少し整備する必要があるのではないかというのが私の質問とした

いところです。 

  それについては、現在幼稚園と保育園が一つになった形の認定こども園という形のものに

するようにというような国の方針が一つ示されて、これは例えば保育園は厚生労働省、幼稚

園は文部科学省というふうなその管轄の違い等も縦割り行政で幾つか不合理だというような

中で時代に合った幼稚園のほうと、それから保育園のほうと統一していくような組織という

ものを推奨しているわけです。 

  そういう中で、今後、もし町として福祉の一環でそういう保育園等に力を入れていくんで

あれば、その認定こども園等も視野に入れた建設等を考えていくべきではないかと思うんで

すが、その辺考えておられるかどうか、一つお伺いしたいなというふうに思っております。 



  それから、その小さな町というのは変な言い方といえば変な言い方ですが、これは大きな

政府に対する言葉として私は使っているわけですけれども、行政の当然人口が少なくなって

いくわけですから、いろいろなところでの縮小しなければならないところは縮小しなければ

ならない。税収も落ちていく、いろいろなところで人がいないということであれば、否が応

でもこれは縮小せざるを得ないような側面が出てくるわけで、その辺はその場になってから

こうしよう、ああしようというのではなくて、やはりもう目に見えて、毎年毎年200人以上

の人間が流出しているわけです。その中で、これは早急にそういう対策、徐々に縮小してい

くという方向の考え方をしていかないと、これは追いつかないんじゃないか。急にそういう

前例踏襲で毎年同じ予算を組んで、ずっとやっていくのであれば、なかなかその転換は難し

くなっていくというふうに思うので、その辺がどのようにその辺を認識して進めていくのか

ということをちょっと伺っておきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） この人口減少につきましては、もううちの町だけでなく日本全部の課

題でございます。 

  そういう中で、いい案があれば本当させいただければ、ああ、東伊豆町に行けば人口減少

がなくてすごいねといえるそういうまちづくりをしていきたいのはやまやまですけれども、

基本的にはもう日本全国もう減少化、少子高齢化が進んでいる中で、この人口減少の歯どめ

をいかに小さくするかというのが喫緊の課題と私は考えております。 

  そういう中で、第５次総合計画におきまして、いつも総合計画におきましては、大体人口

を増やして、総合計画で、例えば現状が１万4,000ならば、それでは将来10年後は１万

6,000、そういうふうに大体総合計画を立てる中で、今回はもう無理だということで必要最

小限にその人口の減少を抑えようという中で、１万3,000人という目標を立てました。10年

後は１万2,000人になるんではないのかということは、もう国のほうから示された中で、歯

どめをかけるという中で１万3,000という人口目標を立てたところでございます。 

  そういう中で、何回もやっぱりこの町、確かに観光に頼るのはいかがなものか、それは藤

井議員のおっしゃるとおりでございますが、現状の町の形態を見ますと、その辺の中で税収

を増やした中で基本的にまちづくりをしているのが現状でございますし、この６次産業化、

基本的には１次産業、２次産業、３次産業のこの融合した中でこのまちづくりをやっていっ

た中でできるだけ人口減少をとめていきたい。 

  そういう中で、観光客が190万から、100万以上落ちたのではないかと、これは事実でご



ざいますけれども、これを今度、今町政を預かる者としては、これからいかにして先ほど言

ったように100万人を目指していくか、そういうまた施策を打っていった中で、やっぱり町

が元気になるような方向でやっていきたいと考えておりますもので、その辺はまたいろいろ

ないい提言、提案がありましたらまた藤井議員のほうからやっていただければ大変ありがた

いと思います。 

  今、保育園のことを言われました。そういう中で、公設民営は今稲取保育園だけです。今、

もう一つの保育園が今あった民間の保育園です。 

  そういう中で、町としては公設民営でやっていただきたいというのは、なかなか厳しいと

いうことが言われておりますもので、できれば今あるところでやってもらえるとありがたい

なと投げかけた中で、やっぱり公設民営に関しましてはちょっと厳しいようなことを言われ

ておりますもので、今１つしかないのが現状でございます。 

  保育園の整備ということを言われました。これは保育園の整備をするとなれば、やっぱり

今言われました認定こども園ですか、これをやるというのがベターと考えております。 

  しかしながら、一応過去に幼保一元化という中で幼稚園と保育園を一緒に、考え方は同じ

でございます、幼保一元化ということを言われた中で、一応そのとき検討した中で、これは

その当時は市長、ちょっと問題があるんじゃないかという中で、幼保一元化に関しましては

諦めた経緯がございます。 

  そういう中で、今、藤井議員からその認定こども園を提案されましたもので、これは少し

検討する価値はあるかなと考えております。 

  しかし、検討する中でこれはできなければちょっとやっぱりメリット、デメリットを考え

てもやる必要がないとなれば、それはやりませんが、一応検討だけはさせてください。そう

いう中で、町はやるやらないは、ある程度の判断はしていきたいと考えておりますけれど

も、数年前に検討した結果、幼保一元化はなかなかという中で、今回検討してもそのよう

な方向に出るのではないかと自分自身は考えておりますけれども、検討だけはさせてくだ

さい。 

  さらに、予算的なことも言いました。そういう中で、うちの町としては大体四十七、八、

大体その規模が大体もう町の規模じゃないかという考えとなる。今回は、いろいろな面で一

応オーバーになりましたけれども、基本的には人口に即した予算規模でやっていきたいと考

えております。別に見えを張ることもございませんもので、その町の必要に合った予算規模

でやっていきたい、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。 



  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） 確かに、これは我が町だけじゃなくて、全国でもありますし、静岡県

でも非常な減少率を見ているわけです。 

  ただ、私はやはりちょっと特徴的なのは、静岡県内でも３番目に減少率高いんです。川根

本町、西伊豆町、その次にうちの町になっている。そういう点では、やはり少し深刻にこの

原因を考え、何らかのことがあるんではないかというふうに思わないと、これはちょっとい

かんのではないかと思うわけですよ。伊豆地区において、やっぱり西伊豆についで減少率、

減少率というのは2010年から2040年までの間の減少率なんかを見ますと、44.3％というよ

うな大きな減り方をしている。高齢化率も2040年ぐらいには52.3％になるだろうというふ

うな国の統計があって、大体今までの数字がほとんど合っているわけですから、これは根拠

のないことではないんではいかと。 

  そうしますと、少しこの特異性があるということは、少し一般的なことよりはやはり深刻

にちょっと考える必要があるんではないかというふうに思います。 

  そうは言っても、これは妙薬はないだろうということはもちろんそのとおりだと思います

が、一方で今認定保育園はどうかというふうに私、福祉の充実という意味では子供に対する

手厚い支援と同時に、よそから働きにくるとかというような人も含めて、あるいはお子さん

を持って働きたいという人が、安心して働けるような場所をやはり今まではつくってこなか

ったと。企業に、旅館さんなんかにそういうのがあるのに任していたりしてきた経過なんか

もありますので、やはりこの辺は少しちょっと対策がおくれてきたんではないかという認識

がちょっとあるものですから、そういった発言になったわけです。 

  また、そういう提案としまして、今から保育園をつくるんではなくて、現在あるところに

は支援するのは当然のことながら、手厚い支援と同時に今後をもし考えるんであれば時代に

即した認定保育園という方向で考えてはどうでしょうかという一つの提案でございます。 

  それと、もう一つはやはり同じくこれは問題化としては高齢化というふうなことがありま

すので、さっき言いましたようにもう2040年ぐらいには52.3％が高齢化するんだと、65歳

以上の人口がそうなるということで、非常にこれはそれ自体も大変な重荷になってくるんで

はないかというふうに思うわけです。 

  その中で、町内に１つ今、湯ケ岡の郷さんですか、施設があると思うんですが、そういう



中でのそういうところに、しかし入りたくてもなかなか入れないというような声も聞くので、

この老人の施設、そういうものを充実させる必要もこれは一つあるんではないかというふう

に考えるんですが、待機の、入ろうとしても入れないというふうな声も聞きます。そういう

待機の人間は一体どのぐらいなのかというふうに、おわかりでしたらひとつお願いしたいと

思います。 

  というのは、やはり弱者である子供とか、それから老人がやっぱり安心して住めるような

町であるということが町長のおっしゃるようにその人口増にもつながり、あるいは人口減に

ブレーキがかかり、そういう町になっていくんではないかと。安心・安全な町になっていく

んではないかというふうに思いますので、そちらのほうの施設のほうの充実もあわせて重点

的に目を配っていただきたいというふうに思います。 

  それから、いろいろな提案が何かないかというふうなことでしたので、ちょっとあわせて

言いますと、例えば今市民農園の件はいろいろ議論されているところですが、間もなく自分

たちも全協で議論する予定です。この前もちょっと議会から市民農園の推進協議会に人間を

出してほしいということで、議員のほうが２人行きまして、しかし、もう既にいろいろなこ

とが決まっているので、ちょっとこれはどうしたものかなということを議会でも議論してい

る最中です。 

  その中で、１つは、例えばああいう町営の市民農園というふうに言う場合にもなかなか難

しさもあると思うんですが、これは町全体で取り組む問題としては、人口増につながる問題

として、例えば大胆に分譲を考えていくというようなことをやはり考えられないかどうか。

あちこちにあれありますよ、町が分譲するとか、村が分譲するとかということもありますの

で、せっかく広大な土地を寄付してくださった方があるわけで、それなんかも大胆にそうい

うふうな観点から人口増につなげていくような施設の中で組み込んで考えられないかと。当

然団塊の世代といいますか、その後の人たちも年とってからやっぱり暖かい伊豆で暮らした

いなんていう希望を持っている方はいっぱいいらっしゃるわけですよ。それで、おっしゃる

ように、農作業をやりたいなんていう方もいっぱいいらっしゃるわけですよね。 

  ですけれども、それは市民農園という形で分離しちゃうんじゃなくて、そこのところを町

で例えば１軒のうちを建てるに、普通よりはちょっと広目の土地で、片隅で農作業もできる

ような形くらいの広さのものとして分譲する。そこに人が来ていただけるような方法、こう

いうふうな魅力ある、その幾つか大胆な政策をやはり町長ひとつとっていただけないものか

と。何か提案ないかというものですから、あったと思ってついつい自分の持論とするところ



を申したまでですが、その辺も御検討いただきたいなというふう思います。よろしくお願い

いたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当この高齢化、このうちの町だけじゃありませんよ、52.3、ほか

の町も軒並みでもう50％以上行く、これだけは理解してもらいたい。うちだけじゃなくて、

これ日本全国の問題で特に伊豆半島、この賀茂の１市５町はもうひどいですよ、はっきり言

って。それだけ厳しいということは理解していただきたいと思いますし、さらにこの高齢化

を阻止することはまずできないこと。そういう中でもやっぱり高齢化を防ぐ意味でもその雇

用のところを増やさなければ、その高齢化の現象は私はとまらないと思います。 

  そういう中で、雇用の場を増やすとなると、現状この町ですと生産するその会社とかそう

いうのは来ませんので、一番厳重にやっているのは観光でございます。観光をいかに充実さ

せて、そこで雇用を増やして、そして高齢化を防ぐ、それが一番高齢化率を減少させる喫緊

の一番のよい方策じゃないかという中で６次産業化とかということを言っているのでござい

ますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに、老人ホームということも出てきました。これはもう町のほうにやりたいよという

ことはもう二、三のところが来ております中で、この老人ホームを建てることによって、ま

た一般町民が負担する可能性もございますもので、その辺のことにつきましては、また担当

課のほうから説明させたいと。老人ホームは、簡単には建てることは、建てても一般町民の

ほうにまた負担が跳ね上がることも考えられますもので、それそう簡単に老人ホームなんて、

すぐはいはいということはできないということは理解してもらいたいし、その辺の実情につ

いては担当課長より説明させます。 

  さらに、あと市民農園の関係でございます。これは寄贈してくれたのは農業者でございま

す。基本的にはある程度寄贈したときに分譲とか一切考えておりません。向こうはあくまで

も農業用地として利用してほしい、町はそう考えております。 

  そういう中で、付近の方も市民農園のほうに関しては大賛成でございますし、それで分譲

地も考えたら、分譲地は基本的には寄贈した人の意思に反するのではないかと自分は考えて

おります。あくまでも民間の農用地とした中で活用してほしいという中で、その人が町に寄

贈したとも考えておりますもので、その分譲地としてはまたちょっといかがなものかと考え

た中で、そういう中で市民農園という言い方をしておることだけは御理解願いたいと思いま

す。 



  確かに町の分譲ということは、以前、前町長のときに熊谷のところでやることを検討しま

した。しかし、その中で排水の莫大なる金がかかるということを危惧したこともあります。

町といたしましても、そういう広いところ、面積があれば当然定住として分譲地は考えます

けれども、市民農園の場所におきましては寄贈者の意志が、農業なものでございますもので、

その人の意思を継いだ中で町は市民農園ということを推進していく、そのことは理解をお願

いしたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、細野高原の保全についてを許します。 

（何事か言う声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１８分 

 

再開 午後 ２時１８分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

 第２問、細野高原の保全についてを許します。 

  ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） それでは、第２問、細野高原の保全についてをお尋ねいたします。 

  何回も町長もいろいろな政策の中で語っておられるように、また施政方針の中でも細野高

原の活用ということは出てきているようです。 

  その中で非常に注目され、また我が町の宝あるいは伊豆全体の宝でもあるかなというふう

に思うこの高原を観光等々にも役立てていきたいという思いかなというふうに思うわけでご

ざいます。 

  それには全く私も賛成で、あのすばらしいところを何とかたくさんの人に見てもらいたい、

町民もたくさん行ってもらいたいという思いはずっと語ってきたかというふうに思います。 

  その中で、しかしうまく保全しないと、これは逆に元も子もなくなってしまうような面が

出てくるんではないかという、ちょっといわば老婆心から私は二、三質問しておきたいなと

いうふうに思います。 



  これは管理体制はどうしていくのかというふうな第１問にありますけれども、稲取地区特

別財産区の運営協議会、その委員に私も先期までなっておりましたので、多少この規則ので

きる過程なんかも幾らかはかじったつもりなんですが、ただ、もうほとんどは何ていうんで

すか、できてきている中で今また進行中だという中で、自分もちょっと役員が変わってしま

ったものですから、わからないところ等々ありましたら、また私も聞きたいなと思っていま

すので、その辺をお聞きしたいなと思っています。 

  ３月26日の会議で規則が決まり、この前５月２日でしたか、３日でしたか、町と４区、

それから入谷振興会と三者で調印されたということで、新しくその管理体制、規則が決まっ

たということは伺っております。 

  その場合、しかしながらもっと大きな観点で管理体制全体をその規則にのっとりながら、

どんなふうに持っていきたいというふうに考えているか、その辺の根本的なところをまず聞

いておきたいと思っています。 

  それから、その中で協力金というものをこれから徴収するということもあそこにちょっと

書かれているわけで、それが協力金を今後１人20円を徴収するというふうになったかと思

うんですよ。それがこの10月１日から施行するということでございますので、それについ

ては全くどういう形でやるのかな、どういう意味合いかなというふうにちょっとわからない

ところもありますが、何かその辺で幾らかもう問題はあるんではないかと思うんですけれど

も、考えられる幾つかのメリット、デメリット、その辺がありましたら教えていただきたい

と。 

  それから、３番目に、現在細野高原に上る手前といいますか、１号線を上っていきまして、

天城、町道１号線を上っていきまして、ちょうど突き当たって、パラグライダーの人たちが

いる、あるいはワラビの賃取場といいますか、そこのところに大きな駐車場をつくっている

のはこれはもう町民皆さんも御承知のことなんですけれども、現在進行中のようでございま

す。 

  それについて、非常な広い面積をやはり森林を切り開いて、これつくっていくわけで、

103台ですか、その大きさの中で現在進めているわけですけれども、駐車場のその下といい

ますか、駐車場そのものがアスファルトで舗装するんだというふうに伺っているわけです。

それに関しては、もう少し自然に配慮した形の緑化といいますか、周りにマッチした形のも

のはつくれないかどうか、その辺に付随したことをお伺いしたいというふうに思っておりま

すので、ひとつよろしくお願いします。 



○議長（鈴木 勉君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第２問、細野高原の保全については、３点にわたる質問で

すが、１点目、２点目は関連がありますので一括してお答えいたします。 

  まず１点目、管理体制はどうしていくか、２点目、協力金徴収の問題点はについてですが、

御質問の内容は、３月26日に開催された稲取地区特別財産運営委員会で、運営委員からの

提案により制定された稲取細野高原管理規制の内容と推測いたします。 

  ３月26日の運営委員会に、藤井議員は委員として出席されていましたので、管理規則の

制定経過は熟知されていると思います。 

  御承知のとおり、稲取地区特別財産運営委員会は、稲取４区町内会長、農業者及び漁業者

代表各１名、町議会代表２名の８名の委員で構成された任意組織で、町は委員となっており

ません。 

  ３月28日に委員長より３月26日の運営委員会で稲取細野高原管理規則が制定され、施行

は準備期間を経て今年の10月１日からと伺っております。 

  質問の事項については、規則施行に伴い、運営委員会が独自の事務局を設置し、維持管理

を行い、運営委員会の管理事業への協力金として協議の結果１人20円の負担を願うことを

決定したとの説明がありました。 

  細野高原の地主であります稲取４区町内会関係者により組織された運営委員会の決定事項

に、委員でもない町が賛否を言える立場にありませんので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

  ただし、ススキイベント等で知名度が急速に高まった細野高原を保全するため一定のルー

ルが定められたことは有意義なことですので、５月２日に隣接の地主として入谷区振興会と

ともに覚書を取り交わしましたが、規則内容に対し提言等がある場合は、運営委員会に申し

入れていくこととなりますので御理解をいただきたいと思います。 

  次に、３点目、駐車場の緑化は図れないかについてですが、町としても駐車場の緑化の検

討はいたしましたが、整備する駐車場は面積が広いため、今後の維持管理費に継続的な費用

が生じることが想定されます。また、本来駐車場の緑化は緑の乏しい都市部等において行う

ものであり、豊かな緑に囲まれた場所で行っても効果が薄いものと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 



（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） 今お答えいただいたんですけれども、20円の徴収に関しては協力金

という形ですから、どういう形になるのかとか何かは町が確かに直接かかわるものではない

という意味ではよくわかりますが、しかし、誰が考えてもあそこで徴収するというようなこ

とになれば、さまざまな意味でやっぱり町がこれはかかわってくることになるんではないか

というふうに思うわけです。 

  どんな取り方をするのかとか何かはこれから決められるこのエリア財産区とエリア振興会

と４区の財産区なんかで決めていくようでございますので、それを待つしかないと思います

けれども、かかる経費等にはこれは余り支出はないんではないか。つまり、いろいろなとこ

ろからも入り道もありますし、また20円という金額では、実際のかかった費用なり何なり

には全然金額的な負担に関してはペイしないといいますか、実際にかかっている費用からい

いますと一番入って去年の例ですと１万人ですか。今年、それの倍する人数を入れてもそれ

掛ける20円であれば、これはちょっとそんなに大した金額ではないなと。それがまた全員

払うかどうかとか等もわからないわけで、金額の多寡と、それから、それはまた逆に入山を

これは促進するというふうな意味でやっているのか、あるいは富士山のようにこの入山を少

し制限しようという形で行おうとしているのか、どうなのかなという疑問なんかもあるわけ

で。 

  ただ、町長おっしゃるには、町が直接やっているわけではないので、それは答えられない

といえばそれはそうなんですが、この辺のお金を取るという問題に関しては非常に問題の部

分もちょっと出てくるかなというふうに考えるわけです。 

  それと、３番目の駐車場の緑化に関して、これ私は現実にはここに写真をちょっと展示し

てございますが、上の２枚は今現在もう町でつくっている駐車場です。バイオパークのほう

に行くところの手前の右肩に駐車場をこういうふうにつくっているわけですよ。非常に見た

とおり広くて、せいせいして緑が爽やかだなという感じがするわけですよ。実際これは緑の

中にも溶け込んで、景観的にもいいなというふうに思うわけですね。 

  今回、その下の写真で、今は伐採している中で、これは伐採したてですから、もう少し片

づいたり、今せいせいした形で広げているようです。緑の中だから余り緑も要らないんでは

ないかという考え方もできるかと思いますけれども、そうではなくてやはりあれだけの緑を

保全していくという考え方、細野高原をやはり自然を見せていくという根本的な考え方から

いいますと、やはり例えば駐車場一つとっても、この上のような芝を張った駐車場にしてい



くというふうな形が私は望ましいんではないかと思うんですよ。 

  これは国立公園法とか何か細かいことはわかりませんが、緑をある程度残さなくてはなら

ないとか、幾つかのそのときにもこれは多分それなりの緑としての効果もあるんじゃないか

と思うので、その点も参酌されるといいんじゃないかと思います。 

  それと、メンテナンスに金がかかるというのはおっしゃるとおりだと思います。アスファ

ルトにしてしまったほうが簡単で、これはそのとおりかもしれません。 

  しかし、やはりこういうふうにグリーンにしておけば多少草が生えてきたりして取らなけ

ればならないことがありますけれども、それはそれとしてメンテナンスはやはりどこかの事

業者さんなりに多少お願いするとか、あるいはシルバー人材センターですか、そういったと

ころにもお願いするとか。これ大体月１遍くらい管理していれば、そんなにひどいことには

ならないそうですよ。現にここに作業している人なんかに聞いてきたんですが、そんなに多

額なものではないということを言っていました。であれば、逆に雇用にも役立ちますし、見

た目にもきれいだし、そういう意味での自然を見せるための駐車場としては、ぜひこういっ

たものを考えていってほしい。 

  今現在まだ全部済んだわけではなくて、造成中といいますか、そういう中ですので、具体

的にはどういうことなのか、予算的なことはちょっとあれですが、考え方としては、やはり

そういうふうな方向で持っていってほしいなというふうに思います。 

  それから、せっかくここの整地だけでも、整地といいますかその駐車場103台つくるアス

ファルトで、それからトイレを１つですか、つくっていくんですが、トイレに関してもどう

してバイオトイレみたいなものにしなかったのかなと。１つには、やはり自然を見せるとい

うこういうエコの町だ、自然だというふうな場合はやはり率先してそういう宣伝の意味でも

これはトイレなんかに関しては、そういう自然を生かしたトイレなんかにしてほしかったな

というふうに思うわけなんですよ。今からでも間に合うんであれば、ぜひそうしたふうにお

願いしたい。 

  ここでまた私はこういうことはお願いでもあるんですが、予算ができてきてしまって、私

らはその駐車場をつくるのはいいことだよと賛成してしまうんですが、そうするとできてき

たトイレのデザインなんかが、この前イベント広場にできたトイレのデザインがちょっと私

ひどいと思うんですよ。ああいうのができてきて、これはちょっとひどかったなというふう

に言われた後でまたつくりかえるというのも大変で、これそのときにはもう遅いといいます

か、なものですから、これは入札の前なり何なりひとつ議会とか何か町民の知恵をもう少し



かりるようなことがあってもいいんじゃないかと思うんですよ。 

  例えば隣町の伊東市なんかですと、トイレ１つつくるにも名前を募集するとか、そのデザ

インのコンペを開くとかというふうな形でやって、観光地らしいトイレというふうなものを

つくっていくわけで、やはり観光地できれいな、外見的にもですよ、内部的にもきれいなと

いうふうなことは大切なことなので、ぜひそういうエコを売る町としてはバイオトイレなん

かをつくってほしかったなという思いはございます。 

  もう１枚のこの左の写真なんですが、これは今しゃべっている町のトイレの脇のところに

多分こっちの土砂を埋め立てていっているんではないかと思うんですが、その辺の開発とい

うんでしょうか、土捨て場にしているんでしょうか、低いところを高くしているだけなんで

しょうか、その辺は初めから入っていた構想なのかどうか。何となく行ってみられるとわか

るんですが、一番下の写真ですよ。左方に駐車場、現在、今までつくった43台ですか、あ

の駐車場の後ろあたりに土捨て場みたいに、ゴルフ場との間のところに土を捨てているんで

すけれども、それをこれは大きなやはり自然の中でのちょっと駐車場づくりと全く一体のも

のだったのかどうか、この辺がわからないのですが、町の土地利用としては何か建てようと

しているのか、あるいは単なる土捨て場として考えているのか、その辺を。当初からの計画

なのか。私らちょっと予想外といいますか、イベント広場のちょっと対面ですね、道路に入

る、あの辺ですので、これどういうことなんだろうなというふうに思いますので、ひとつお

答えいただきたいなというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、細野高原保全というのは、これ稲取財産区管理委員会の問題で

ございますので、答弁は差し控えさせていただきます。これはあくまでも稲取財産区管理委

員会のほうでやっていただきたいと思いますので、答弁は差し控えていただきます。 

  次に、駐車場の緑化の関係でございます。 

  これ最初やっぱり緑化を検討をしました。やっぱりさっき言ったように、一応見晴らしの

いいところはこういうことをやりましたもので、しかしながらここの現状では車の台数がま

ず違うということですよね。細野高原におきましては、もう１万人近くの方が来た場合はも

う１日に何十台、何百台と来ます。そういう中で、それをいざ緑化した場合、もうその車に

よって芝生の傷みが相当でございます。さらに、雨が降ればもう使えないと、駐車、考えて

おりますもので、多少の雨でも芝生にした場合は結構駐車場の制限があるんではないかとい

う中で、このアスファルト舗装にしたのが現状でございますもので。 



  そういう中で今自分自身で考えているのは、緑化をしたいけれども、下側のほうに売店と

かそういうやつがありますもので、そこにちょっとシンボル的な木を植えてみたいなという

ことは考えております。 

  しかしながら、この全面的な芝生化に対しましては維持管理とかいろいろな面で見て、今

は藤井議員はその芝生の草とかそれだけならいいんですけれども、基本的には町がクロカン

の歩くコースを芝生化した中で、この芝生をやっぱり毎日人が歩いていますと、相当傷んで

きております。その維持管理も相当苦労しております。それで、今度はここは車でございま

すもので、まして前回１万人以上の方が来た中で、車の台数も相当来るという中で、この芝

生の傷みは相当なものであろうかと。まして雨の場合は、多分またこの駐車場を使うにもあ

る程度の制約がつくんではなかろうかという中で、アスファルトに至っているのが現状でご

ざいますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに、トイレのこと、これ本当にバイオトイレ、本当にやっていきたいのはやまやまで

ございます。最初やったときも藤井議員からバイオトイレというものをやっていきたいと答

弁した記憶があります。 

  しかしながら、やっぱりバイオトイレというのは相当な金額がかかりますもので、それは

金額の問題じゃなかろうかと言いますが、ある程度また金額がいきますと、また議会のほう

がいかがなものかとなります。 

  基本的にはエコの町を目指している以上は、そのバイオトイレでやっていきたいというの

が町の考えでございますけれども、今回、もうトイレはございますもので、また今後はある

程度また財政の余地はそのバイオトイレの方向でやっていきたいと思います。また、これか

らバイオトイレでやる方向で指示は、強く指示をしていきたいと考えております。 

  それで、トイレの外観の関係でございますけれども、これはやっぱり風車、個人のやっぱ

り美的感覚、景観の相違ということで、たしか藤井議員は今のトイレに関しましては外観は

いかがなものかと再三再四言われておりますし、またほかの人はいいトイレだねということ

は言われております。 

  しかしながら、やっぱり景観がよくても、そのトイレの入り口がいかがなものかと言われ

ておりますもので、それは今回ちょっと、今回の修繕の中でその入り口が見えないような方

向で何とかそれは対応していきたい、そういう考えでございますので、御理解願いたいと思

う。 

  あと、その土捨て場をどういう方向で今やっていくということは、担当から説明させます



ので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課参事、どうぞ。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） 今の土捨て場の関係につきまして、工事を担当しています

ところから説明をさせていただきます。 

  今、議員が提示されました写真のところは、４区の持っている土地でございまして、昨年

度の工事で現地から出た土砂で、あずまや等を建てて、人々が憩いをとれるような施設を、

広場を作成いたしました。 

  その続きの洞地を今回隣接で現在建設しております駐車場から出てくる残土でもって新た

な広場を、台地を増設して、そこには緑化をする計画になっております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） トイレに関しては、これは確かにデザインは何とも言えないというふ

うなことはありますけれども、それも含めて私がさっきお願いしたのは、それがいいとか悪

いとかというふうに言っているだけではなくて、一つそういうデザイン等々を含めて予算化

していく中で、その仕組みとして議会なりもっと町民にどういうデザインがいいかとかいう

ようなものを問い合わせるようなシステムをひとつ考えてもらえないかと。全部できてしま

ってから議会のほうにできたよという形で、それに今度自分たちはあれこれ言うのはいかに

もけちをつけているみたいに思われるのも、これも不本意なので、できればみんなでそのデ

ザインを検討できるくらいのゆとりがあって、お金を無駄なく、すばらしいものができたな

ということが言えるんではないかという思い申しましたので、ひとつその辺よろしくお願い

したいと思います。 

  それから、あそこからずっと上にシャトルバスを走らせるということに関して、先ほど飯

田議員等も提案されていましたけれども、テープを回すというようなことも提案されたよう

ですが、私は前から電気自動車なんかを走らせてはどうかと。そうしますとガソリン車で何

回も行ったり来たりする、また、ハイカーも実際歩くわけですから、そういうのもちょっと

困るし、自然を保護するという意味では電気自動車等を動かして、またエコということを逆

にアピールするという必要性はあるんではないかということを、たしか前も提案していたか

と思うので、その辺もお考えいただきたいというふうに思います。 

  それから、これはそこを切った間伐材等々もできれば利用するような方向、例えば今バイ



オ発電にこういう木材チップなんかを使うようなこともあるわけですよ。そういうふうなも

のの利用、もう１本の木でも切ったら、それを何とか自然に生かせないかということを考え

るのがやはり自然保護といいますか、そういう考え方かなと思いますので、その辺も間伐材

やら町長の行政報告なんかでも間伐材なんかいっぱい出たというようなことが先ほどちょっ

とおっしゃっておりましたので、その辺も含めて何らかの形の今後利用を図っていただきた

い。 

  それと、やはり根本的にはこういう自然を守るということに関して、何としても町長が率

先して今後自然を見に来るわけですから、都会から来る人は何がよくて来るのかというと、

あの大自然がよくて来るわけですから、それを何とかそういう気持ちに応えて、緑をたくさ

ん残すんだという基本の考え方に立っていただきたいなというふうに思うわけですよ。 

  そのためには、例えば芝生にするというだけではなくて、先ほど町長もちょっとおっしゃ

られたけれども、木を何本か残すとか、木陰であるとかそういうものをつくるとかという、

立ち木を何本か残すような、植栽するような方法とか具体的にはそういうことなんですが、

それと同時に根本的な考えとしては、１本の木を切ったら木を２本植えるんだというくらい

のような考え方でいかないと、町は都会から来る人たちの自然を求める気持ちに応えていけ

ないんじゃないかと思うんですよ。これは再三私も言っていることなんですけれども、何と

してもこれから細野高原はたくさんの人に愛してもらって、都会の人がここに来てほっとす

るような空間であってほしいと思うわけです。 

  そのために、本当に１本の木を切ったらこの町では条例として、例えば２本の木を植える

んだというくらいの覚悟といいますか、そういう自然を守る強い決意でこれからも望んでい

っていただきたいなと、細野高原の保全に関しては切にお願いしておきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） トイレの形とかその平面図に関しましては、常任委員会における予算

のときに議員の皆さんが提示しております。そのときに言っていただければ、それはそれな

りに検討いたしますもので。たしか、藤井議員はその予算委員会、常任委員会が違ったかわ

かりません。担当に聞きましたら、その常任委員会の予算審議のときに常任委員会には提出

していると聞きましたもので、そのときいろいろな御意見を伺えば、それはそれなりに対応

していきたい、そう考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと。 

  さらに、電気自動車、これは全く藤井議員と同じで、私はその電気自動車は捨てておりま



せんもので、将来的にはあそこに関しましては電気自動車を走らせていきたいとそういう考

えでございますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに、間伐とか木の問題でございます。これは基本的にはこの土地は振興会の土地でご

ざいまして、木材も全て所有が振興会でございますもので、この木材の所有に関しましては

振興会さんのほうで何かしらの処理をしたのではないかと考えております。 

  そういう中で、基本的には藤井議員が言ったように、できるだけ緑は残したい、これは同

じ考えでございます。しかし、やっぱり細野高原を活用している以上、最小限の伐採とかそ

ういうのは必要ではなかろうかとかとは考えております。この駐車場に関しましても、残し

たい中で車とかいろいろな問題がある中で、ここは駐車場とした中で、この緑も最小限の伐

採じゃないかと私は考えております。やっぱり都会の方が来るのはその緑を求めて、これは

藤井議員の言うとおりでございますもので、できるだけ緑でやった、残したい。 

  しかし、この林に関しましても人工林でございますもので、基本的には振興会の土地でご

ざいます。振興会が例えば木を伐採した中で、あとはそのままにしておくといえば、もう町

としてはそれ以上のことは言えませんもので、基本的には町の土地に関しましては、なるべ

く木の緑のやつは少なくしていった中で、ある程度それにかわる、やってきています。そう

いう考えで自分は考えておりますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第３問、三筋山の風車についてを許します。 

  ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） それでは、第３問の三筋山の風車について。これはたびたび私質問を

しておりますので、町長もまたかなんていう感じがするかと思いますけれども、しかし、私

は非常に重要なことだと思っております。また、これに関しては先ほどの細野高原ともリン

クするような問題でもございますので、町にとってのいわば生命線になるんではないかとい

うふうに思っていますので、ぜひこの件に関しては、折に触れて皆さんの町長の意見も聞き、

また町民の皆さんにもわかっていってほしいなという思いはございます。 

  これは計画されてから、2005年でしょうか、３月に東京電力が風力発電の可能性の調査

というふうな形でプレス発表をして、以来既に８年が経過しております。８年が経過して、

現在工事が進行中でございますけれども、その工事の進捗が町としてはどの辺まで把握して

いるか。それから、かなり今申したようにおくれているわけですけれども、その辺はどんな



ふうなことでおくれたかというふうなことを町としては聞いているかということですね。そ

れを伺いたいなと思っています。 

  それから、２番目には天城三筋山遊歩道というのがこの尾根にございます。その尾根に関

してそこに風力発電21基が建っていくわけですから、当然その遊歩道が通行どめになると

いうふうなことが既に通告されているわけです。その通告について、これはいつまでなのか

というふうなこととか、それに関する問題に関してちょっとわかる範囲でお答えいただきた

いなというふうに思っています。 

  それから、第３番目に全国各地で風力発電施設いわゆる風車が落下しているという事実が

あるわけで、これは新聞報道等も皆さん御存じかと思いますけれども、ここに来て非常に４

月７日、その前の３月12日、これは４月７日に関しては三重県の青山高原ですね、それか

ら３月12日に関しては京都の太鼓山風力発電、そういったところで風車が落下していると。

落下といっても軽々と140トンものものが落ちたり、あるいはもう一方では45トンの重さの

発電機が羽根ごと落ちているわけですよ。こういったことが先ほどの関連で遊歩道なんかを

歩いている人間等に関しては、影響があった場合は大変なことになると思いますし、そうい

う点で今こういう事態に対してどういうふうに考えるかということを承っておきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 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） 藤井議員の第３問、三筋山の風車については３点からの質問となって

いますので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の工事の進捗状況をどう把握しているかについてですが、町では工事の進捗状

況については、東京電力東伊豆町風力工事事務所長から毎月報告を受けております。 

  現時点の状況についてですが、東電工区の搬入は河津町の佐ヶ野林道から行っており、河

津町側を起点に全長3.7キロメートルの管理用道路のうち約1.6キロメートルを施行中であ

り、同時に１号機から３号機の風車敷地の造成工事に着手しております。 

  また、ユーラス工区につきましては、５月31日から約1.4キロメートルの管理用道路新設

のための伐採工事に入り、約７割が完了したと報告を受けております。 

  次に、２点目、遊歩道の通行止めはいつまでかについてですが、風力発電所建設に伴う天

城三筋山遊歩道についてですが、上佐ヶ野林道から三筋山の間については、全面通行止め予



定期間は、平成25年８月から11月、平成26年３月から７月、平成26年12月から平成27年３

月までとなっております。また、三筋山から河津町大池高原間は、平成27年３月末まで全

面通行止めとなります。 

  なお、通行可能な期間中においても迂回路を通行していただく箇所もございますことを御

理解ください。 

  次に、３点目の各地の風車の落下事故をどう考えるかですが、大変遺憾なことと考えてお

ります。 

  質問の三筋山の風車は、まだ建設中のため、これらの事故を教訓とし、事故防止に万全の

措置を図っていくことは当然のことと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） これは工事の進捗状況ですけれども、先ほどそこにちょっと下に張っ

てあるんですが、一番初めにこれは18、19、20年度にはもうできるというふうになってい

たわけですね。それで、18年、20年までできないということになって、今度21、22、23、

24年までにはできるというふうになっていたわけですよ。それが今現在は27年３月までと、

通行止めの期間とか等々を言いますと。いうことになって、既にもう27カ月の予定が65カ

月に延びているわけで、これは実際４年も延びているわけですよね。１つの会社の事業で、

これだけ大幅に延びているというのも不思議なことですが、これ自体もやはりかなりたくさ

んの方もこれには疑問を投げかけて、あちこちに働きかけたりしている、いわば反対の人た

ちの声もあったんではないかと。山岳を愛する人やらここをやはり守ってほしいという人た

ち声も相当あったように自分たちは認識しております。 

  そういったこともあって、県のほうも一時今の段階で保安林を切るべきではないというふ

うな県知事も示したんですが、その１年間の後、森林審議会あるいは有識者会議で検討して、

人に影響がなければやむを得ないんではないかというような結論で、森林を伐採するという

ことを許可したと。 

  それで現在は、さっき町長もおっしゃったように上佐ヶ野のほうからもこれは建設をする

と。初めは大池高原からのほう、こちらの農免道路からだけの工事の予定だったんですが、

工事が大幅におくれているというので変更申請が来ていると思うんですよ。町のほうにはそ

の変更申請というのが来ているかどうか、それには路線の工事、交通路の変更と、それから

工期の変更ですね、それが来ているかなというふうに思いますので、そういう変更、承認申



請書ですか、そういったものが来ているかどうかということをひとつお尋ねしておきたいと

思います。 

  そして、現実にはこの先日の６月、今月ですか、のユーラスエナジーホールディングスの

ホームページなんかを見ますと、2015年４月には運転を開始するというふうな記事が出て

おります。つまり、平成27年４月には運転を開始するんだというふうに言っていますので、

それはそれの決意なんですが、ユーラスエナジーホールディングスは河津の大池のほうの

10基ですよね。あと三筋山からこっち天城のほうには11基できるわけですけれども、これ

はいわば同時に開始するのかどうか。東電のほうは少しおくれるのかどうか、その辺聞いて

いるかどうか、ちょっとお答えください。 

  それと、ユーラスエナジーのほうには、国の補助金３分の１がついていたはずなんですが、

これは大幅におくれて、18、19、20、それから21、22、23、24というふうになってくると、

既に補助金はもう時効といいますか、もうなくなっているんじゃないかと私は考えるんです

が、その辺は承っていないですか。そうですか。 

  実際は、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度が昨年の７月にできたものですから、

今まで11円代の売電単価が今現在23.1円になったという中で、そういうもの、補助金がな

しにしてもやれるというふうに踏んだ場合には補助金を使わないで、そのままやるんではな

いかという気はするんですが、どちらの選択をされたんだか私どももまだちょっと把握して

いないところもありますので、これから国・県等にもいろいろ問い合わせたりしなければな

らないし、これは国の税金の使い道の件でもありますので、その補助金についてももう少し

町が把握しているかどうかも承っておきたいなと思います。 

  それから、遊歩道のパトロールですが、先日６月21日に遊歩道パトロールをやるなんて

いうふうなことはなかった、雨で中止ですか。もしパトロールされたんであれば、状況がど

うだったのか、少し承りたいと思っていたんですが、それではその件も含めてちょっとお伺

いしたいと思います。よろしく。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今の藤井議員の質問、ほとんど事務的なことでございますので、担当

課から説明させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課技監。 

○建設産業課技監（高村由喜彦君） 私のほうから２点についてお答えします。 

  まず、工程のおくれがどうなっているのか、工程がどうなっているかということなんです



けれども、東京電力が福島原発以降に経済産業省に電力の供給計画というのを出しています。

それが、その最終工程が平成27年３月供用開始という、その最後の供用開始の時期につい

てはおくれがないということは聞いています。若干の工程の中で工期におくれ等はあったと、

森林審議会のおくれ等がありましたので、あったということは聞いておりますけれども、そ

れがだんだん今追いついてきているという話は聞いております。 

  それから、ユーラスさんの補助金がどうなっているかという話なんですけれども、ユーラ

スさんの補助金は東伊豆で土地利用の審査をしていませんので、河津町さんのほうで審査を

している関係で、ユーラスの補助金については町の土地利用事務局ではどうなっているかち

ょっとわかりません。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） お尋ねの天城三筋山遊歩道のパトロールにつきましては、６

月21日を予定しておりましたが、雨天のために延期となりました。詳しい日程については、

また連絡をいただくということになっております。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） 補助金の関係とか工期のおくれとか等に関しては、事務的なこととい

いますか、そのとおりかなと思いますので。 

  しかし、あれだけの大きな事故をやりながら東京電力が直接行うということに関して、私

ども多少疑義を挟んで、いろいろ申し述べてきたんですが、にもかかわらず推進するという

ことなので、これは非常に残念ながら現在に至ったということかと思います。 

  それで、その中で、しかしながら我が町にいいことだけではないんではないかと。例えば

遊歩道に関しても、これは今長いこと平成27年３月ですか、までこちらは全面通行止めす

るしということであるわけですけれども、一体通行止めするしないの権限が東京電力なりユ

ーラスエナジーホールディングスにあるのかどうか。それは単に危険だからといって人のう

ちの土地であるわけでしょう。そういうのを法的にそれを差し止める権限が与えられている

のかどうか、その辺がまず１点、伺っておきたいと思います。 

  というのは、天城三筋山遊歩道は、これは言うまでもなく県有施設で昭和63年から平成

２年まで県がお金を出して整備したという県有の施設です。県有観光施設なわけで、それを



今度、昨年度議会でもお尋ねしましたが、町のほうに譲渡をしましたよね。これは河津町と

東伊豆町のほうに譲渡するということで町のものになっていると思うんです。それは譲渡し

たというふうにたしか町長からも承りましたので、県有施設がいわば町有施設になっている

ということかと思います。 

  そうしますと、これは町のどうなんですか、これは普通財産ということはあり得ないから

行政財産になるんではないかと思うんですけれども、行政財産というふうなものは賃貸する

こととか譲渡するということができないはずですよね。ですから、その辺が町はどういう権

利関係でいるのか。土地を、町有地を貸すということとは別に、私言っているのは尾根筋の

遊歩道、その問題に関して、うちのお金もうけのためにここは工事をやるから通ってはだめ

とかなんとかということはこれはおかしな話で、そもそも国民のどこでも通行する通行権そ

のものも遮っているわけで、こういう私はそういう権限、法的な権限が一体どこから与えら

れているのかということに関して町はどう認識されているのか、その辺を１回承っておきた

いというふうに思っています。まず、行政財産かどうかということですね。それからその権

限はどうなっているのかと。 

  町有のそういう遊歩道が無断使用ではないとすれば、どういう形でその許可されながら、

そこのところを通ってはだめということを言っているか。そうしますと、私はさっきの細野

高原の観光課というかそういうのにも関係するかと思いますけれども、例えば20円お金入

れた人がそこの遊歩道を歩けないと。じゃどうなんだ、これ、お金返してくれということも

これは考えられるわけで、細野高原といってもそこから上、三筋山、ここからこの下という

ふうに分けられない一体のものだと思いますので、私はその遊歩道に関して非常に問題があ

るというふうに思っています。 

  それから、マイナスの面での三筋山の風車については、やはり景観的な損失に関しては、

これは隣町の河津には比べ物にならない、やっぱり隣町の河津町は道路はつくってもらった、

あるいは見えない、いいじゃないかみたいなことがあって、固定資産税も入ってくるなんて

いうようなことの声もあるようです。 

  しかし、うちの町は非常に３基くらいがかかっているというふうな話で、微々たるお金の

割には景観的には大損失ではないかと。これは先ほど町長がこの前、福島県の郡山にある布

引高原、そこの風車が33基あって、非常に今まで人が来なかったところに来るようになっ

たなんていうふうなお話をしていましたけれども、これまた聞くと全然違っていて、震災の

後の、3.11の後の風車なんか一斉にずっととまっていたということが報告されております。



そういう点では余り本当にＣＯ２削減とか地球温暖化防止なんかには役立つものではないと

いうふうに思っています。 

  また、もし比較されるんであれば、景観的な問題で比較されるんであれば、町長、奈良本

の風力発電施設に関して町長は、あれは観光資源になるというふうに前におっしゃられまし

たよね。ですけれども、あのことがどれだけの人たちがあの風車を見にきているのかどうか、

それに関しては統計がないといえばそれまでなんでしょうけれども、私は現在苦戦中の熱川

の旅館街からいいましても、あれが必ずしも新しい観光施設になっている、観光の隆盛に寄

与しているというふうには到底思えないわけです。 

  したがって、その例からいいますと福島の布引高原と比較するんではなくて、最も身近に

ある自分たちの町の風車との関連で、観光資源になるかどうかということで考えていただき

たい。 

  その際に、万が一これが来年の今ごろにはにょきにょきと建つわけですから21基、下か

ら見えるわけですから、今現在も工事している現場が見えます。そうなりますと、せっかく

今回も１億円かけて町が道路を整備したり駐車場を整備しても万が一これが観光客に受け入

れられなかった場合には大損害であるし、それについての町長の責任も問われることになる

と思いますよ。 

  私は、もうそうでないというんであれば、本当に観光資源になるということであれば、今

から現実にはこうなりますよというふうに大きな写真パネルで風車のある風景を宣伝された

ほうがいいと思うんですよ。皆さん、まだ余りわかっていない。そういう点に関しては、観

光資源で売り出すということであれば売り出すで、もっともっと堂々とたくさんの人に知っ

ていただいて、それを見にきていだたきたいというふうな宣伝の仕方もあり得るんではない

かと思うんですよ。 

  ですから、そういう点で果たして、もしそうでなかった場合には、町長、責任をどのよう

にお考えになるかどうか、承っておきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、誤解してもらいたくないのは、私、三筋山に関しては別に観光

資源になるとは言った記憶はない。確かに、奈良本に関しましてはこれは観光資源になると

いうことを言いました。 

  しかしながら、現在奈良本の風車の置かれている状況、これを観光資源として町がやった

らどうなりますか。ますます混乱するんではないですか。今ちょうど分譲地と企業者と話を



しております。何とかいい方向で解決しようとしている中で、これが将来的にも解決すれば、

私はもうやりますよ、この風車に関して、奈良本の風車に関しましては観光資源としてどん

どんやると言いますけれども。 

  今現状におきましてそういう話し合いをしている中で、果たして町が言った場合、どうい

う状況になるか、それは藤井議員が一番承知だと思います。それだけは認識していただきた

いと思います。 

  そういう中で、町営の３基に関しましてはもう観光資源になっております。夏休みにおき

ましては、もう子供たちが風車の勉強に来ますし、そして観光客の方もあのところを見て、

大変すばらしいねということは言ってくれておりますもので、当然私は観光資源になり得る

と考えておりますもので、奈良本に関しましてはまずはちょっと時間をいただきたいと思い

ます。何しろ最初にとりあえず分譲地の方とその企業者がうまく話をした中で、うまくまと

まっていただきたいというのが町の現状でございますもので、その辺は認識していただきた

いと思います。 

  あと、基本的には責任問題も一切ほとんど関係ありません、はっきり言って。やっぱりこ

ういった中で全て失敗したら責任をとれというのは、これはいかがなものかと思います。 

  それで、私、確かに奈良本に関しましては観光資源になると言いました中で、これは基本

的には話し合いができた中では、一応熱川の皆さん方には、こういうところにも観光客の皆

さんに行ってほしいということは言いますけれども、現状ではそういう現状ではない、そう

いう時代背景を多少認識していただきたいと思います。 

  基本的には遊歩道に関しましては、詳しいことは担当課長から説明いたします。天城遊歩

道の協議会というものがございます。そういう協議会のメンバーたちが一応そういう状況に

なるとこの通行止めは了承いたしましたもので、町一独断で町だけの考えの中でこれを対処

するのはいかがなものかと考えております。あくまで天城遊歩道協議会の中でこのことは、

通行止めは話し合うべきではないかと考えておりますので、御理解を願いたいと思います。

その天城遊歩道協議会につきましては、担当課長より説明をさせますので、よろしくお願い

いたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 天城三筋山遊歩道の通行止めにつきまして、天城三筋山遊歩

道については東伊豆町、それから河津町及びそれぞれの町内会、財産区等から構成される天

城三筋山遊歩道管理運営協議会において管理を実施しております。 



  通行止めの措置についても、風力発電所建設工事に当たりまして、安全第一の観点から当

協議会においてこれを承諾したものでございます。 

  また、昨年事業者から10月及び11月にそれぞれ３日間実施した現地調査によれば、６日

間の利用者は10名程度ということであり、生活に密着した道路でないことから通行止めに

より大きな混乱が起きる状況ではないということでございますので、御理解いただきたいと

思います。 

  それからもう１点、天城三筋山遊歩道の県からのそれぞれの用地の移管につきましては、

それに伴う施設、備品等を含めて行政財産というふうな解釈でございます。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課技監。 

○建設産業課技監（高村由喜彦君） 変更承認申請書という意味がちょっといまいちよくわか

らないんですけれども、土地利用の審査の中で工期がかなり23年３月供用開始という中で

動いています。 

  今後、土地利用については、現地調査等も当然会長さんがやられたように、事務局ではい

きたいということで考えておりまして、変更承認云々という個々について毎月スケジュール

を聞きながらやっていますけれども、全体の変更承認という形の中では工期が一応終わりが

大体最後のゴールが決まっておりますので、部分的な変更承認等の変更というのはあり得る

と思うんですけれども、それはいつかの時点である程度まとめて一括して処理をしたいなと

いう形で考えていますので、よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で６番、藤井さんの一般質問を終結します。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 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。 

  御苦労さまでございました。 

 

散会 午後 ３時１３分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 皆様、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25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（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 須 佐   衛 君 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さんの第１問、知的財産の商標についてを許します。 

  １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） おはようございます。 

  今日は５問通告しておりますので、よろしくお願いします。 

  まず、第１問ですが、知的財産の商標についてということで、町内の特産物やブランドの

商標はどの程度登録されているか。 



  次に、今後の取り組みはということでお伺いしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 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。 

  須佐議員の第１問、知的財産の商標については２点からの質問になっておりますが、関連

がありますので一括でお答えいたします。 

  １点目、町内の特産物やブランドの商標はどの程度登録されているか、２点目、今後の取

り組みはについてですが、町内の特産物としてはＪＡ伊豆太陽のニューサマーオレンジと伊

豆漁業協同組合の稲取キンメの２点を承知しております。 

  今後の取り組みといたしましては、地域団体商標の活用により、観光政策を初めとするあ

らゆる観点から、地域産業の活性化や地域おこしに役立ててまいりたいと考えております。

また、今後も新たな地域団体商標の取得を目指す諸団体等があれば、積極的に応援してまい

りたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） この商標登録というのは、少し難しい話にもなると思いまして、町民

の皆さんにもよく知っていただきたいなと思いまして、今回質問させていただいたわけなん

ですけれども、知的財産というのは何かというと３つに大きく分かれるということなんです。

文化的知的な創作、アイデア商品なんかはその一つになるということなんですけれども、２

つ目は、営業上の標識だとか商標、商号なんかがあるそうです。そして仕事上のノウハウで

すとか、そういったものも知的財産に入るということだそうです。意外とその無形のものに

ついて無頓着であるということは、日本人は昔から言われているわけなんですけれども、そ

の辺のところで政府も、今、知的財産政策ビジョンとかという形で、今後、その知的商標制

度について内外に啓発していく、そんなことが言われているようです。 

  今、町長のほうに答弁いただきましたけれども、稲取キンメ、この間も新聞に出ておりま

した。そしてニューサマーオレンジ、こちらも商標登録されているということがあったと思

います。私も少し調べてみました。稲取、熱川、その他東伊豆町の中でどういった形のもの

が商標登録されているかということで調べましたところ、稲取ということで検索しますと、

どんつく太鼓というのが商標で登録されているようです。そして、観光協会のほう等で伊豆



稲取雛のつるし飾りというものも商標になっているようなんですね。それから、あと、築城

石の関係も１つ、商標になっていたようです。そして稲取温泉親子岩というんでしょうか、

これも商標で上がっていました。また、熱川ということで検索してみますと、熱川バナナワ

ニ園が、これはワニ園さんのほうで商標登録されているということがあります。あと、民間

のマンションの方が熱川という名前を使って商標をされていました。 

  また、ほかの市町もざっと調べてみたんですけれども、例として河津を調べますと、カワ

ヅザクラですとか、河津桜、桜の里、河津桜まつりといったような、やはり桜の関係で商標

登録がされていたようでした。 

  それで今、町長も言われていましたけれども、この東伊豆町の特産品や観光資源に関する

商標というものを今後やはりどんどん進めていくということが大切なんではないかと思うん

です。最近、地域団体商標というのがよく言われるようになってきました。地域のブランド

を全国レベルで保護する制度だということになるわけです。地域のその事業協同組合、農協

さんとか漁協さんとか、そういった組合さんなんかがその地名を冠につけて、そしてブラン

ド商品というものを上げているということになります。例えばミカンということだけでは商

標にならないですけれども、有田みかんですとか、三ケ日みかんというものは地域団体商標

に上がってくるということになるわけなんです。 

  これも御存じのように、もう平成18年ですか、法律が改正になって、この地域団体商標

制度というものが生まれてきたということになります。今現在1,000件の地域ブランドが出

願されたようなんですが、そのうち半分、約520件が地域団体商標として商標登録されてい

る、そういう現状になっています。これが地域団体商標2012という、これは特許庁で出し

ているものなんですけれども、この中を見ますと、いろいろな形でその地域の商標が紹介さ

れているということなんです。この中から幾つか見てみますと、静岡県の地域団体商標、例

えばどんなものがあるかというと、駿河湾の桜えび、由比の桜えび、焼津の鰹節、それから

丹那牛乳、川根茶、三ケ日みかん、静岡茶、それから駿河漆器、沼津ひもの、掛川茶、伊東

温泉、伊豆長岡温泉、熱海温泉、遠州灘天然とらふぐ、三島馬鈴薯、掛川牛、東山茶、こう

いったものが商標登録されているということ、静岡県内ではそういう形になっているという

ことなんです。 

  こうやって見ますと、この町内にもまだいろいろなものが商標登録されることが、候補と

して幾つかやっぱり、今、伊東温泉というのが出たと思うんですけれども、稲取温泉、熱川

温泉あるいは東伊豆町温泉郷ですか、それ自体も商標に登録すれば全国的な知名度がアップ



するということになると思うんです。それで、やはりこの地域の特産とかそういった形の観

光資源というものをほかの地域と差別化することによって、付加価値をつけたり地域振興に

つなげていくという、今後進めていく必要があると思うんで、その辺のところをいま一度町

長のお考えも含めてお聞きしたいと思うんですけれども、よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、須佐議員からいろいろなことを提案された中で、稲取温泉、熱川

温泉、東伊豆温泉郷を地域商標を、団体で登録したらどうか提案されました。その中で、伊

東とか熱海が実施していると、その中で、私、ちょっとこれが本当にブランドではなく、登

録したことによって知名度が上がるかとなると、登録しても悪いことはないんだけれども、

登録したことによって、この稲取温泉、熱川温泉、東伊豆町というのが全国的にまた有名に

なるかとなると、これはまたいかがなものかと、その辺をまた考えていきます。今度、私、

またちょっと伊東温泉、熱海温泉、聞いてみますけれども、結構、今、昔、中国の物まねが

出た段階で、これを使ってもらっては困るという中で地域商標登録をしたんではないかと自

分はちょっと、須佐議員から言われたように考える。これ伊東温泉、熱海温泉、どういうあ

れで地域商標のこの団体登録をしたかと聞いた中で、その意味の中で、ああ、もっともだな

といえば、それはまた東伊豆町六温泉郷とか、そういうふうな地域商標しても、それはやぶ

さかではない。これはちょっと検討させた中で、ある程度そういうことが自分自身考えてメ

リットがあるなとなれば、それは商標登録することはやぶさかではありませんもので、その

辺はちょっと検討させていただきたいと思います。 

  さらに、この基本的にはブランド化によって、稲取キンメ、本当２年数カ月かかってやっ

ととれました。というのは、やっぱり稲取キンメというこのブランド名は、知っている人は

知っているんですが、知らない人は知らないんですよね。そうなると、この稲取キンメとい

うのをブランド化したことで、基本的には将来的に関さば、関あじ、そういう方向に持って

いければいいなと考えております。そういうのではなく、ブランドを取ったとしても、やっ

ぱり地域の皆さん方の協力がなければ、これはその方向に行きませんもので、これからいか

に稲取キンメをここの地域のそのブランド、本当のブランドにしていくかということは、こ

れは話をしながら、稲取キンメの本当のよさをここで全国の皆さんに知ってもらいたいと今

考えておりますもので、稲取キンメがブランド化されたもので、これいかに観光に生かせる

かということは、これからまた観光の皆さん、また地域の皆さんと話をしながら、このまち

づくりに役立てていきたいと考えております。 



  さらに、今後、新たな地域、うちの町のことを今、だから私考えているのは、これからは

さみ石というのは、ある程度その辺のことも地域商標いいかなと考えておる。これはあくま

で自分の考えであります。その中で、また皆さん方の意見を聞いた中で、こういうこともや

った中でどうかなということは聞いていく。須佐議員からいろいろな商標登録のことで、い

ろいろなことがこの町で登録はしてあるということを聞きましたもので、これはあくまでも

個人的な、地域団体じゃない、地域商標じゃないと思っているもので、この辺の１つできる

のは伊豆稲取雛のつるし飾りというのを取ったと言いますもので、これはひとつまた全国的

に言えるかなと。基本的に雛のつるし飾りが、今、発祥の地といってもなかなかわからない

もので、一応そういう中でブランドと商標権をとったということになれば、多少ほかのとこ

ろとの違いが出てくるんではないかと考えておりますもので、今、須佐議員から言われたも

ので、これは積極的に活用していきたい、そういう考えでございます。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 今御答弁いただきましたけれども、先ほどの伊豆稲取雛のつるし飾り

というのに関しては、これは一般的な商標のようなんですね。ですので、こちらのほうには

載っていないような感じになっています。やはり経済産業省のほうでも、こういった形でＰ

Ｒすることによって、全国にこういうものがあるんだよ、また先ほども言いましたけれども、

その差別化といいますか、逆にそのつるし飾りが昨日の話なんかでもいろいろなところで見

られるようになっていると。しかし、それは稲取、本来は稲取のものなんだよということを

しっかりＰＲするということが大切になってくるんではないかと思うんです。ですので、そ

れをこちらのほうに取り直しということがきくかどうかわからないんですけれども、いろい

ろな形でその差別化を図っていくということが大切なんではないかと思うんです。 

  今、いろいろな形の商標の関係の中で、やはり農家の皆さんがいろいろな思いも込めてつ

くっているものがあります。例えば熱川地区でもイチゴ栽培が最近盛んですよね。ですから、

熱川のそのイチゴというものをＰＲするとか、やはりかんきつ類が昔からありますので、そ

ういったものを、ネーブルオレンジなんかも私もすごいものだと思うんです。 

いろいろ掘り起こす、これはもともと、今、町がそういったことに直接かかわれないもの

ですよね。ですから、今度その法改正されれば、そういう形のものも出てくるかと思うんで

すけれども、いろいろな会合の場でいろいろ検討を重ねていって、観光資源であれば細野高



原なんかもしっかりとしたそういう商標を取れるものなんではないかというふうに思うんで、

その辺のところをまた検討していただきたいのと、今回こういう形で質問させてもらったの

は、この間、５月のゴールデンウイークのときにキンメ対決というのをやられたと思うんで

すけれども、ああいう対決がこの伊豆の中だけでやっているというのはちょっと寂しいなと

思ったものですから、もちろん下田さんと張り合うというのはいいんでしょうけれども、あ

ちらは金メダルですので、こちらは本当にキンメダイということで、もう外に向けてＰＲし

ていくということが大切になるということ、その辺のところでひとつお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この地域団体商標登録、本当にとるの大変厳しいんですよね。

稲取キンメに関しましても２年近くかかっている。ただ、稲取キンメが全国的に有名、我々

は知っているんだけれども、まだわからないというのでいろいろ資料を出せと言われました。

そうなると、この地域団体商標登録はすごく難しいことは今回わかった中で、今言われた熱

川イチゴとか、例えばネーブルとか、これは多分厳しいんではないかと自分自身は考えてい

る。これはもう全国的なことで、この地域だけのことではありませんもので、その辺はなか

なか余り夢のないこと、その辺は多分地域団体商標に対しては厳しくはなるということは自

分自身は考えておりますけれども、何かそういうものがありまして上がってきましたならば、

やっぱり町も応援しながら、そういう地域団体のところはやっていきたいと考えております。 

  さらにキンメの対決、これに関しましてはちょっと考えが違います。要するにチョウシと

かの標語といろいろな、ヒョウシですね、とかそういうマーク、キンメのことが大々的に結

構有名になっているもので、まず伊豆漁協のキンメということを全国発信しようという中で、

これは企画したもの。単に下田と稲取の対決ではなくて、そういうことによって全国的なキ

ンメといえばやっぱり伊豆漁協かなということで、キンメの対決を企画したということだけ

理解していただきたい。あくまでも下田と稲取の対決ではなく、全国的に発信したいために、

こういう企画をしたということだけは理解していただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、文化的財産の扱いについてを許します。 

  １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 文化的財産の扱いについてということで、１、築城石について、資料

のデータベース化、国指定文化財登録への取り組みは。 



  ２点目、古農機具や石器・土器などの保管はどうなっているかについてお伺いします。 

○議長（鈴木 勉君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 須佐議員の第２問につきましては、教育委員会関係ですので教育長に

答弁させますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 

（教育長 金指善郎君登壇） 

○教育長（金指善郎君） それでは、２問目の文化的財産の扱いについての１点目、築城石に

ついて、資料のデータベース化、国指定文化財登録への取り組みはについてお答えいたしま

す。 

  まず、築城石の資料についてですが、町の文化財保護審議会の委員の皆さんが平成の初め

のころ、数年にわたって詳細に調査をし、その結果を東伊豆町の築城石として冊子にしたす

ばらしい資料がございます。手元にありますが、こういう資料をつくってあります。これは、

県の文化課のほうでも高い評価をいただいたというふうに伺っております。 

  この資料につきましてのデータベース化ということですけれども、現在まではしておりま

せん。今後につきましても、今のところデータベース化の予定はございません。 

  次に、国指定文化財登録への取り組みはについてということですけれども、県の文化財保

護課が、東伊豆町の石丁場跡は遺跡として大変貴重であるということで、一昨年から随時学

術調査に入っているという現状がございます。町といたしましても、町内に散在する築城石

や石丁場跡は大事な遺跡であり、県指定・国指定の文化財登録に向けて積極的に働きかけて

いきたいと念願しているところでございます。 

  しかし、指定ということを考えますと、土地所有者や関係する方々に御不便をおかけする

という結果も予想されますので、関係する方々の御理解、御賛同を得られるよう慎重な対応

が必要であるというふうに考えております。 

  次に、２点目の古い農機具や石器・土器などの保管はどうなっているかということですが、

昨年12月の議会定例会での一般質問でもお答えしましたように、古い農機具や石器・土器

などは、現在、アスド会館の一室に保管してございますが、アスド会館は一時的な保管場所

と考えております。点検・清掃等の管理につきましては、年に数回、教育委員会事務局の職

員が実施しております。 

  今後につきましては、貴重な農機具等ですので、多くの皆さんに見ていただきたいと考え



ております。諸条件が整いましたら、施設等の計画を考えていきたいと思っておりますので、

御理解をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 最近、築城石に関して、今度は熱川温泉でもイベントとしてあります

し、さまざまその議論が盛り上がっている部分というのはあるかと思います。昨年９月の夢

市広場のときに、江戸城石丁場遺跡の保存活用に係る意見交換会というのを伊東の市議さん

たちと一緒にやりました。こちらのほう、伊東のほうが６名、こちらは文教厚生を中心に５

名の議員が参加しまして、中には伊東の方も石引きを経験された方もいたわけなんですけれ

ども、今年に入っても大川地区で講演があったりとか、あるいは生涯学習の学級でこの石丁

場を見学するような、そういったようなことがあります。 

  今、お話を伺いましたところ、非常に前向きではあるということをお伺いしたんですけれ

ども、非常に厳しい部分、その地権者等の関係があるということで、それはいたし方ない部

分ということもあると思うんですけれども、その努力を重ねてやっていただきたいなという

ふうに思います。この東伊豆町だけでも大変な資料があるということを伺っておりますので、

この町の財産、歴史的・文化的なものということで、これからも引き続きそういう形のもの

をやってもらいたいなというふうに思うんです。 

  今、これを、私もかかわった方から１冊分けていただきまして、よく目を通すんですけれ

ども、やはりあの当時からもう、これを見ますと、平成８年ですか、つくられて、平成８年

と私のところには出ているんですけれども、かなり時間がたってきて、また新たなところで、

新たな部分で新しい発見ですとか、そういったものもあるんではないかと思うんです。です

ので、もう一度、こちらをベースにして冊子にまとめていくのはいいんでしょうけれども、

人に聞きますと、実際にこれがどれだけ部数があって、今後どれだけまた発行できるかとい

うこともわからないんではないかというようなことも聞きますので、ぜひデータとしてとっ

ておいていただいて後世に残していただく、そういったことをやっていただければなという

ふうに思います。 

  香川県の小豆島、こちらに大阪城の石垣石切り丁場の跡というのがございまして、こちら

も御存じの方多いと思いますが、昭和47年に国の史跡として指定されています。５つの石

丁場があって、大阪城を築城したときの石がそこから切り出されているということなんです。

この辺のところを見ますと、江戸城と大阪城ということを比べても、江戸城のほうがやはり



ネームバリューもありますし、広くこの地域から出ているということもありますので、東伊

豆町が中心となって伊東や熱海、そういう築城石がたくさん出たところと声をかけ合うとい

うんでしょうか、連携しながらそういった取り組みというものをやっていただくということ

が必要なんではないかと思うんですけれども、その辺のところはいかがでしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） これはちょっと行政の管轄、私から答弁させていただきます。 

  現実には熱海、伊東市が石丁場の築城石のことをやったことは自分自身もわかっておりま

す。その中でこの東伊豆町が一番立派な石丁場があるということも、自分自身理解している

つもりでございます。その中で、この石丁場の観光資源とかいろいろな面、文化財とかいろ

いろな面で保護していきたいんですけれども、まず地権者の同意が得られなければ町として

も積極的にできませんもので、地権者の同意を得たならば、これは積極的にこの築城石に関

してはやっていきたいと思います。地権者の理解がまだ得られない状況の中で、町が積極的

にやってはいかがなものかと町は考えておりますもので、まだちょっと教育委員会のほうに

は少し待ってくれというのが現状でございますもので、とにかく地権者の同意を得たなら、

これは積極的に町はこの築城石の保存とかいろいろな面に関してはやっていきたいと、そう

いう考えでございますので御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） 資料のデータベース化につきましてですけれども、まず、その冊子

は現在30冊保存してございます。紙ですので、何十年、何百年の保存はきかないと思いま

すけれども、行く行くはデータベース化というようなことも検討していかなければならない

かなというふうには考えております。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第３問、町が行っている調査についてを許します。 

  １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 続いて３点目ですが、町が行っている調査について。 

  １点目、耕作放棄地の調査結果はどう反映されているか。 

  ２点目、空き家調査について、その目的や調査方法、結果の活用について伺うということ

です。お願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 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） 須佐議員の第３問、町が行っている調査については２点からの質問に

なっておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目、耕作放棄地の調査結果はどう反映されているかについてですが、御質問の耕作放

棄地の調査ですが、昨年度、町内の全農地について現況調査を行いました。現在、その調査

結果をもとに耕作放棄地としてみなされた農地について、所有者に貸し出しの意思があるか

どうかのアンケート調査を行っており、今後は、貸し出し可能な農地の台帳を整備する予定

でおります。 

  将来的には、この台帳をもとに農業者への賃貸借等のあっせんを行い、農地の集積や優良

農地の確保による生産性の向上に結びつけていきたいと考えております。 

  ２点目の空き家調査について、その目的や調査方法、結果の活用についてですが、空き家

調査につきましては、空き家の現状把握を目的に、緊急雇用創出事業臨時特例対策事業の臨

時職員２名により、住宅地図をもとに別荘地等を除く全ての住宅（建物）を対象に、建物の

状況等の調査を行っております。 

  調査結果の活用につきましては、委員会的なものを立ち上げまして利活用を図りたいと考

えております。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐君。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 今お話を伺った部分で、その耕作放棄地の関係なんですけれども、今、

貸し出し可能かというようなことをお聞きしたわけなんですけれども、この次の質問の内容

にもちょっとかぶってくるところだと思うんですが、中山間で、今、市民農園というような

話も出てきている中で、本来その耕作放棄地をこういう形で利用しながら、市民農園という

ものを広げていくというのは、本来こういう形なのかなという気もするんですけれども。 

もう１点、空き家調査についてお伺いしました。その空き家に関しては、やはり今いろい

ろな調査をされているということなんですけれども、なかなかやはり相続の関係とか、そう

いったものがあったりとか、地域を離れてしまったというようなことがあったりとか、私も

ある方から聞いたんですけれども、その方はアパートを何軒が持っている方で、空き家調査

をされたということなんですが、やはり防災とか防犯の面で心配だというようなことですね。

そして、耐震が不十分だというようなことを調査されているといったことを聞いているんで



すけれども、結構そういったところがかなり出てきているということで、そういったところ

を今、今年調査していると思うんですけれども、今後どういう形でそのあいている空き家を

活用といったらおかしいんですけれども、考えていくのかということが大きな問題になって

くるんではないかと思うんです。 

  １つに、今、空き家バンクとか空き家情報バンクというような取り組みがあるんで、この

辺のところをちょっと今お話しさせてもらいたいんですけれども、この賀茂地区で見ますと、

南伊豆町とか西伊豆町で空き家情報バンクという制度をやっております。自治体のホームペ

ージで、例えば空き家を公表しまして、一つの定住化策ですよね。都会の人でもやはりこち

らに田舎のほうに越してきたいという方も多い中で、そういったその情報を提供するという

ことも一つの将来的な形で人口減少、昨日もありましたけれども、一つの策だというふうに

思うんです。今そういったこともやはり町も少しは考えていると思うんですけれども、その

辺のところをお聞きしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、耕作放棄地の関係でございます。私は、去年、市民農園も一つ

の耕作放棄地の解消策の一つじゃないかと考えていることは理解していただきたいと思いま

す。それで、耕作放棄地の今やっておる中で、これからどのぐらいの人が貸し出しできるか

ということはまた出てくると思います。それで、基本的に耕作放棄地ということは、本当も

う場所の悪いところで、一般の人がなかなか借りられるような、車が行かないとか、そうい

うところが大体今は、いいところは大体町の農協の青年部がやっております。農協の青年部

に聞きますと、やっぱり耕作放棄地は道路が行かない、車が行かない、大変厳しい状況のよ

うなところが耕作放棄地になっているのを聞いております。その中で、またこの市民農園と

いうのは私は全く別と考えておりますし、また市民農園は、またその耕作放棄地の一つは、

今回は一つのその手段ではないかと考えております。 

  今のところ、基本的にはなくなった中で耕作放棄地的になってきておりますもので、それ

は一つの活用じゃないかと私は考えておる中で、市民農園ということもやらせていただきた

いと思います。やっぱりこの耕作放棄地をいかに少なくするかということが、これはもう県

も全面的にやっておることでして、県も全面的に応援している中で、市民農園も一つの耕作

放棄地の解消方法としても県も積極的にもうやってもらっております。県も、もうこれは大

変すばらしい事業だからということで、町とともにどんどん進めておりますもので、これは

町としても、耕作放棄地の一つの解消方法として積極的にこれはやっていきたい、そういう



考えでございます。 

  それで、来年になれば、貸し出す人がどれだけ出るか、出てきますもので、そのときはま

た町はある程度あっせんした中でやっていきたい。やっぱり昔農協さんがあっせんしても、

なかなか地権者がうんと言わなかったもので、町がある程度仲介してやれば、貸すほうの方

も安心という言い方おかしいですけれども、その辺のことは今度は少し積極的に町も関与し

ていきたいかなということは考えております。だから基本的には、市民農園は耕作放棄地の

解消法の一つ、そういう中で県も積極的に耕作放棄地の解消という中で、市民農園にはもう

力を入れているというのが現状でございますもので、御理解願いたいと思います。 

  次に、空き家対策につきましては、今、大川から稲取までとりあえずどれだけ空き家があ

るかと、それだけの調査でございます。それに対して今年出ますもので、前回も言いました

ように、とりあえず副町長を頭にいたしまして委員会を立ち上げまして、どのような方向で

この空き家対策について検討しようかというのが今現状でございますし、今、空き家バンク

とかいろいろな提案されましたもので、当然その中で委員会の中でいろいろなことは検討す

るんではないかと、検討してもらいたいなということが、今、私の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（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） この空き家と耕作放棄地、一つまとめて質問させてもらったというの

は、やはり古くなってしまった家屋でも、非常に価値のあるものもあるんではないかと思う

んです。これ本当に壊していいのかというようなもの、最近、古民家民宿みたいなものの需

要も高まっているというようなニュースも聞きます。または、都会のほうではリノベーショ

ンというんでしょうか、古いマンションとか建物を新しく─新しくというか手を加えて、

何というんですか、リフォームですよね、要するに。そういったものをやりながら、また価

値あるものにつくり上げていく、そんなようなこともよく聞くわけなんです。 

  この耕作放棄地、今、町長が言われたように、そもそも人が入って耕作できるような土地

ではないと、急傾斜のところもあるんでしょうが、そういうところもあると思うんですが、

そういったところにちょっと難しいでしょうけれども、価値あるものを移築して、そしてそ

の希望者に農地とそれから住まいを提供するような、そんなような仕組みというものも考え

られるんではないかと思うんです。やはり町なかにあって危なっかしいような家屋でも、少



し手を加えることによって価値のあるものに生まれ変わる、そんなようなことも少し検討し

ていただければなというふうに思います。 

  それと、もう一つ、この空き家の問題でやはりこの点について触れなければいけないと思

うんですが、一般の民家ということだけではなくて、いわゆる廃墟の問題なんです。ホテル

ですとか、いわゆるよくこれまでも私も質問しましたが、大川から入ってきたところのホテ

ルの問題ですとか、あるいは廃病院みたいなところ、これも空き家の中に入ると思うんです。

この辺のところを調査して、今後どういった形にそれを持っていくのか、あるいは行政、監

督庁あたりに、これをどうするのかというようなことをしっかり町として提言していただけ

ればなというふうに思うんですけれども、例えば大川のホテルですと、津波とか防災の面で

も、大きな津波が来たときに、あのホテルはがっと引かれて海中に入ってしまうと、漁場を

荒らすというようなことにもつながってくるでしょうし、あるいは、今、熱川温泉でまちづ

くり協議会というのをやっております。その中心地になる町有地のホテルの横にも廃ホテル

─廃ホテルというか、使っていないホテル、空き家になっているホテルがございます。あ

そこも、よく見ると屋根瓦が少し飛んでいるような状況になっている。そんなことを見ます

と、ただ、ほうっておけないような状況がそこにあるんではないかと思いますので、この辺

のところもひとつお考えといいますか、御答弁いただきたいというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） その耕作放棄地と移築の問題、これは大変いいかなと。これはやっぱ

り多少費用もかかってきます。昔、元熱川支所に石蔵があった中で、石蔵が大変すばらしい

ので保存してくれと言われたこともあります。そういう中で、歴史的価値とその移築費用、

移築ということを考えた場合、これは移築、取り壊したのでという中で、町はそれの保護を

させていただきました。そういうすばらしい建物があれば、それは当然移築かその場で生か

すか、これは当然検討しなければならないと考えております。 

  それに果たして耕作放棄地が適当かどうかということになれば、また基本的に、私、耕作

放棄地はやっぱり一次産業のために、できるだけ農業が衰退しない方向で、百姓のその一次

産業のために耕作放棄地は使いたいと考えている。基本的には県がメガソーラーで太陽光を

耕作放棄地にやるということは、私は基本的には反対です。ということも、一次産業は衰退

するのは間違いがありませんから、やっぱり耕作放棄地は基本的には一次産業のためにやっ

ていきたい、そういう考えでございますもので、移築ということは一つの提案とした中で、

いい方向ではそれは検討していきますもの、基本的には耕作放棄地は一次産業の方向で何と



か活用していきたい、そういう考えでございますので御理解願いたいと思います。 

  その中で、今１点、大川のところの廃屋も出ました。これは町も大変苦慮しております。

いかにしてこれを撤去させてもらうかということも、再三再四言っている中でなかなかでき

ないのが現状でございまして、やっぱり地権者の関係があります。そういう中で国県へ行っ

ても、やっぱり地権者とのあれがまず第一だ、地権者を説得していくということがまず第一

の課題でございますから、やっぱり町としては何とかしたいんだけれども、その地権者の関

係でなかなかできない、それが現状でございます。誰が見ても、大川の入り口にああいう廃

屋があるのはいかがなものか、これは誰が見てももう東伊豆町のマイナスイメージでありま

す。ですから、これはできるだけ早く、その廃屋を撤去する方向でやっていますけれども、

現状はなかなか厳しい、そういう状況でございますことは認識していただきたいと思います。 

  ちょっと頭を、廃屋は場所がわからないんだけれども。 

暫時休憩して。 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１２分 

 

再開 午前１０時１２分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

  町長。 

○町長（太田長八君） その岡本さんも、相当町も大変苦労いたしまして、もう協会のほうか

ら、基本的には7,800円と書いてありますよね、あの看板で。あれを何とか撤去してほしい

ということを町が頼まれた中で、一応警察にも言いました。その中で、これは個人のものだ

からなかなかできないという中で、やっぱりあくまでも個人のものに関しましては、やって

くれとは言いましても強制力がないもので、それはなかなかできないというのは現状でござ

います。これ本当、電車で入ってきてすぐ岡本ホテルの看板、七千幾らという看板が、これ

大変厳しく地元からも二、三年前言われた中で、警察に相談した中で、やっぱりこれは個人

のもので手が出せませんと言われましたもので、やっぱり基本的には強制できないもので、

その辺は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 



○議長（鈴木 勉君） 次に、第４問、中山間地域総合整備事業についてを許します。 

  １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） ４問目です。中山間地域総合整備事業について。 

  １つ目、今年度行う事業には、どのようなものがあるか。 

  ２つ目、農道奈良本太田線について、どの程度の規格の道路が建設されるのか。 

  以上についてお伺いします。 

○議長（鈴木 勉君） 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） 須佐議員の第４問、中山間地域総合整備事業については２点からの質

問になっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の今年度行う事業には、どのようなものがあるかについてですが、中山間地

域総合整備事業は県営事業として実施されており、事業の区域は、当町奈良本地区から河津

町見高地区までの区域となっております。東伊豆町の内容としましては、市民農園の整備、

農道の整備を５路線、3,206メートル、集落道の整備を２路線、1,008メートル、農業用排

水路の整備を１路線、572メートルが計画となっております。 

  今年度行う事業は、測量設計の完了している箇所から順次用地買収と工事に着手していく

と伺っており、実施予定の箇所は、奈良本農道１号、片瀬集落道１号、稲取排水路となりま

す。 

  また、業務委託の関係では、白田集落道１号と白田農道３号で、それぞれ測量設計を発注

する予定と伺っております。 

  ２点目の農道奈良本太田線について、どの程度の規格の道路が建設されるのかについてで

すが、須佐議員の質問にございます農道奈良本太田線とは、奈良本農道１号のことかと思わ

れます。この路線は、奈良本の太田地区で計画され、現在、幅員が３から3.8メートルの現

道を４メートルの幅員に拡幅されます。構造は、アスファルト舗装の部分が458メートル、

コンクリート舗装の部分が280メートル、総延長が738メートルの計画となります。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） この中山間地の事業に関しては、非常に奥が深いといいますか、いろ



いろな形で整備が進んでいるなということを今聞いて改めて思ったわけなんですけれども、

この道路の問題ですが、以前も議会で、これは平成16年とか17年とか、そのころだったと

思うんですけれども、大きな金額をつけて大きな工事をするといったことがあったと思うん

ですが、それが計画されていたわけですけれども、中途で終わって今の状況がそのままあっ

て、少し補修してなっているというような感じだと思うんです。 

  そんな中で、昨年、交通安全対策事業ということで湯ケ岡赤川線のところをうまくやって

ポールを立ててもらったりして、児童が安全にそこを通れるようになってきていると思うん

ですけれども、そんな形の中で、その太田のあそこの畑の道のところが狭くなっているわけ

で、そこを拡幅していただいて通りやすくする。ちょっと心配なのが、子供が通学するとき

に歩道がどういう形になっているのか、そこを聞きたいんです。 

  私もちょっと歩いてみて、道幅なんかをはかってみたんですけれども、今ある道路の脇に

道路敷地というんでしょうか、80センチぐらい余分にあると思うんですけれども、そこの

部分を広げて道を確保していただけるのか。そして、先ほどもお伺いしましたけれども、そ

の道のところに歩道というんでしょうか、子供が安全に通行できるような部分が確保される

のかということをお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） この農道、奈良本農道１号線、これは本当に地元の人も大変期待して

おるところでございます。そこで今、須佐議員が言ったように、平成16年、17年、これも

当初やる予定で、当時の前の首長はやる予定でいた中で首長がかわりまして、まただめにな

った経過がございます。そういう中で、もう当時も地元の方は、もうこれでできるなとなっ

て、またこれが挫折したことは大変もう残念がっておりますし、昔からこの奈良本農道１号

線、この道の拡幅ということは、もう私が議員になったときも言われた中で、最近になって

特に平成15年、16、17、この時期にできるかなという中で首長がかわりまして、また路線

変更でだめになった経緯もあります。そういう中で、地元の方はこの農道、奈良本農道１号

線を大変期待している、昔からの長年の懸案事項でありますから、町としてもこれはぜひと

もやっていきたい、そういう考えで、道路の構造につきましては、担当のほうから、担当課

長から説明させますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） ただいまの太田の道路の規格でございますが、幅員につき

ましては、町長の答弁にありましたとおり、４メートルに拡幅されるということなんですけ



れども、この４メートルにつきましては、中山間地域総合整備事業の賀茂郡内での採択要綱

の中では、大型車の交通量の問題ですとか、農業者の数等々で４メートルが採択基準となっ

ておりますので、この中山間地域総合整備事業で４メートルを超える道路については、国庫

補助事業ではできないという事実があります。 

  また、今、歩道の話もされておりましたが、基本的に中山間地域総合整備事業は農業者の

ための基盤整備事業という位置づけの国庫補助事業でございますので、歩道等のものがメニ

ューとしてはありませんので、歩道はこの事業ではできません。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、中山間事業におきましては、一応４メートルで歩道がないという

ことを言われました。その中で町としてはやっぱり検討したいと思います。やっぱりあそこ

は通学路でございますから、学童の安全とかいうことを考えれば、歩道は必要ではないかと

私も考えておりますもので、それは当然４メートルの中山間でやりますと、もし歩道が町単

とかそういうことが可能で、地権者の同意が得られたならば、これは町が歩道的なものは整

備していきたい、そういう考えでございますもので御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 今４メートルという話が出まして、私がこの前ちょっとはかったとこ

ろ、今あるその道路は３メートル70ありました。ということは、30センチぐらいしか幅が

広がらないという認識でよろしいんでしょうか。そういう形になると。 

  先ほども私が言いましたように、道路敷地というんでしょうか、印がついているところが

ありますよね。それが両脇に80センチぐらいあったということがあるんですが、その辺の

ところの地権者の皆さんとの折り合いがどうなっているのか。また、町長が今答弁されて、

心強い答弁だと思うんですけれども、ぜひ前向きにその辺のところを、道路をしっかり確保

して、今、小学校も中学校もそうなんですが、集団下校、特に小学校で集団下校というのが

あります。これから防災の関係とかになりますと、かなりそういう機会が増えていきますと、

やはり子供たちが２列で何人も歩いていくようなことが出てきますし、やはり幼稚園も合併

して車の送り迎えなんかもありますので、ぜひその辺のところをお願いしたいなというふう

に思うんです。 



  ここで先ほどの御答弁になかったんですけれども、けやき公園のことについてお伺いした

いと思います。その中山間ということで、これはあれにならないですか。 

（何事か言う声あり） 

○１番（須佐 衛君） 中山間、その調理場のことについて。 

（何事か言う声あり） 

○１番（須佐 衛君） わかりました。 

  これまでいろいろな形で、今中山間で質問もさせてもらいましたけれども、１点、これは

先ほどの耕作放棄地の問題ですとか空き家の問題とか、今２番目、３番目、４番目の質問で

少し関連しているところもあるんですけれども、地域おこし協力隊というのがあります。国

の政策でやっている地域おこし協力隊、これは何かといいますと、都会の若者たちを地域に

住み込ませて、簡単に言えば住み込ませて、そして情報発信をしていく。どういうところに

入っていくかというと、やはり耕作放棄地に入っていったり、空き家などを活用してそうい

う地域のＰＲをするというような形のものなんです。 

  この地域おこし協力隊なんですけれども、昨年、平成24年度で617名全国で出ているとい

うことがあります。静岡県の中にも、静岡県はまたそれとは別で、ふじのくに暮らし推進隊

という取り組みがありまして、この地域おこし協力隊とこのふじのくに暮らし推進隊という

ものがうまくリンクしまして、国からの費用とそれから県からの費用によって、若者を地域

に住ませて情報発信していくということになります。昨年の実績にいいますと、静岡県では

５人の方が来ておりまして、場所的にはどういうところかというと南伊豆町ですとか浜松市

の山間部のほうだと思いますけれども、あと松崎町にもあります。賀茂地区でいうと南伊豆

町と松崎町に１人、南伊豆町に２人、そんなような統計になっていると思うんです。 

  これは先ほどの定住化策なんかにもかかわってくると思うんですけれども、やはり若い人

たちに地域に入ってもらうということは大変重要なことではないかというふうに思うんです。

これは地元紙に出ていました、今年の３月27日ですけれども、遊休農地で大豆を栽培した

ということで、南伊豆のふじの国暮らし推進隊の方が２人御紹介されています。そういうよ

うな記事が出ているということがあります。 

  ですので、その辺のところを広くうまく、一つの事柄ということに関していうと一つ一つ

点々となっているんですが、うまくリンクさせていろいろな政策というものに結びつけると

いうことも大事じゃないかと思いますけれども、その辺のところはいかがかと思いますので、

お願いします。 



○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、道路関係で、今たまたま須佐議員がはかったら3.8メートルの

ところであって、現実に奈良本農道１号線、壇上で言ったように３メートルから3.8メート

ルです。幅がやっぱり多少違っていることは理解していただいて、その中で言ったように、

中山間では４メートル道路をつくります。そこには歩道がないということでございますもの

で、もし県との話し合いの中で、歩道は、じゃ、町単でやっていいですよと言われれば、こ

れは前向きに、また地権者の方と話し合いをしながら、その歩道整備は町としてはやってい

きたい、学童の安全という中で少し考えていきたい、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。 

  あとは地域おこし隊、これは大変いい事業だと思う。やっぱり挫折したことも聞いており

ます。この地域に入った中で半年か１年やって、またもたなくて、またやったようなことも

聞いております。またノイローゼになってしまったことも聞いて、大変またこれはいい事業

であることは間違いないと思います。ちょっと検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第５問、町職員の採用試験についてを許します。 

  １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 最後の質問ですけれども、町の職員の採用試験についてということで、

町職員の受験資格や選考について伺うということで、よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 第５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） 須佐議員の第５問、町職員の採用試験についての１点目、町職員の受

験資格や選考について伺うについてお答えいたします。 

  職員の採用試験の受験資格ですが、住所要件としては、基本的に東伊豆町民といたしてお

ります。なお、町内に居住していなくても、東伊豆町出身者で父母等が東伊豆町に住所を有

する人は受験できることとしております。 

  また、年齢につきましては、職種により違いもありますが、主となる大卒・短大卒の事務

職では30歳までとしております。 

  選考につきましては、１次試験として県下統一で実施される教養試験を行い、２次試験で



は小論文、面接試験を行い、その結果をもとに合格者を決定しております。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 今御答弁いただきましたけれども、その年齢要件というのは、ほかの

自治体でもやはりあるということなんですけれども、私がお聞きしたいのが、この以前新聞

に入っていたチラシを見させてもらっているんですけれども、東伊豆町民でまずあることと

いうことで、父母が東伊豆町に住所を有するということなんですけれども、これは父母とい

うことは、こういう質問していいのかわからないんですけれども、例えば親が死別されたり

とか、または離婚されるというようなケースも最近あると思うんですけれども、その辺のと

ころはこの項目について、もちろんそこまでうたわないんでしょうけれども、どういうふう

になっているのかということなんです。 

  また、なおかつ、その東伊豆の町民でなければいけないということになってきますと、私

もちょっとあるところに聞いてみましたら、そういう公務員試験なんかをやっている専門学

校の方がいて、その方に聞いたんですけれども、県内でもそういうような採用をしていると

ころはないんではないかということを聞きました。賀茂地域でも、これは私が改めて言うこ

とではないと思うんですが、下田とか西伊豆とかそういったところでも、この町に住んでく

れれば採用のその土俵に上るというんですか、そういう形で受験資格が得られるというよう

な話もよく聞くわけなんです。大切なのは、やはり父母のどこの人というのもあれなんです

けれども、東京とか都会とか、あるいは近隣市町の方であっても、この町をよくしてくれる

という情熱を持ってくれる人であれば、そしてこの町に住んでくれるんであれば、その採用

の土俵に上れるといいますか、この町の職員として手を挙げることができることがあってい

いんではないかというふうに思うんです。 

  実際に、下田の職員の方で西伊豆町の出身の方がいて、その人に聞いたんですけれども、

人口の減少にどれだけ歯どめがかかるかわからないけれども、外から入ってくることによっ

て活性化するし、そして住民も新たに入ってくると刺激になったり、またある程度の人口の

減少の歯どめになるというようなことも聞きました。ですので、その辺のところで、いま一

度この採用の関係で答弁をお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 採用試験、確かに東伊豆町民の住所、出身者または東伊豆町に住所を

有する人、これはもうこの町が特殊としている。全国では、もうその住所のところがないの



はもうわかっております、そういうことは。もう認識している中で、とりあえずうちの町は

もうこれでいこうと。と申しますのは、やっぱり須佐議員が言ったように、入ってくる人も

大事ですけれども、基本的にはこの町に住んでいる人、またこの町に愛着を持っている人、

やっぱりそういう人がこの町に戻ってきていただきましてやってもらう。その中で、能力的

なものは、もう１次採用試験の中である程度のレベルが出てきますもので、その能力的なも

のは私は別に卑下しません。面接試験にいたしましても、去年から、今までは個人面談をや

っていましたけれども、今度はグループ面談をしておりますもので、それも画期的なもので、

グループ面談している町はないという中で、やっぱりグループ面談を取り入れたことによっ

て、また集団の性格、事務、個々のことができますもので、基本的には町は今の姿勢は崩し

ていきたくないなと考えております。 

  その中で、若者のこの町に住んでやって、情熱がある人をやってもらいたいという中で、

なかなかやっぱりこの町に都会から、優秀な人という言い方はおかしいですけれども、例え

ば前回やった結構、首長さんから聞きますと、ある自治体から来たといっても、これはあく

までも試験に対するなれという中で受けさせてもらったとか面接の、そういうことを聞いて

おりますもので、そういう現状ならば、やっぱり基本的にはこの東伊豆町民、ちょっと異例

でございますが、東伊豆町民出身者または父母がいるということは、それを優先して自分は

やっていきたいな、そういう考えでございます。 

  さらに、両親に関しましては、やっぱり例えば不幸にも離婚したとしても、その両親がま

だこの町に残っておって、その人が子供を雇っても、それは当然この町の住民になってきま

すもので、あくまでも離婚したとしても、どちらかがこの町に残っておれば、それは受験資

格になると自分自身は考えております。 

  その中で、今、全国的にはもうこの住所特例は撤廃しているのが一般的でございますけれ

ども、この町はとりあえずこの住所特例がある方向で現状ではやっていきたい、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（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 今答弁いただきましたけれども、何か、こう言うとあれなんですけれ

ども、オープンでないと言ったら言い過ぎでしょうか。どうも閉ざされているような雰囲気

がしてならないんですよ。やはり、もちろん皆さん優秀な方、職員の方は優秀で、地域のこ



とをよく知っている方で、地域のことのために一生懸命やっている方、皆さんそうだと思い

ます。だけれども、いざ外を見たときに、その外のことをどれだけよく知っていて、この町

を、行政をよくしていこうといったようなことを考えたときに、果たしてその辺のところが

どうなのかなというようなことを、私が言うのもあれですけれども、そういったことも私は

感じるところではあります。 

  そして、先ほど町長がいろいろな場を重ねているような受験者もいるというようなことも

ありましたけれども、そういった人はやっぱり、今、面接などでそういうふうにわかるんで

しょうし、またグループ面接をされているということは本当にすばらしいことだと思うんで

す、やはりコミュニケーション能力ということを考えたりすると。 

  今、インターンシップもこの町でもやっているんですが、学生が来て、この町のために一

生懸命やってくれています。やはりああいう学生は、将来その自治体などに勤めたいという

者が多いと思うんです。いざこの町に来て、そのインターンシップでいろいろやってくれて

いる中で、ではこの町は一体何なのかというと、そういった方たちは採用できないよという

形になってくると、では、果たして何のためにそういうインターンシップをやっているのか

ということが、私はちょっと疑問なんです、以前もインターンシップの質問をさせてもらい

ましたけれども。 

  今後、考えてみますと、昨年も地元出身の高校卒業生の方が熱海や伊東で採用されている

ということもありますし、逆に、では、うちの町が採用があるけれども、東伊豆町民でなけ

ればだめなのかというようなことになってきますと、そういう対外的なこともあると思うん

です。その辺のところで、少しずつそういったことを緩和していくというか、ことをやって

いかないと、将来的に見てどうなのかなというふうに思いますものですから、もう一つ。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 将来的には、また考えが、首長がかわれば、当然また考えが違ってく

ると思います。それぞれの現実問題といたしまして、例えば優秀な人が受かっても、絶対こ

っちに来ないですよ。それが現実です、はっきり言って。優秀な人が例えば東京で、優秀な

人が落ちる、受験、１次、２次受かった。途中でキャンセルかかりますよ。これが現実です。

これはほかの首長さんのところに聞けばわかると思いますけれども、優秀な人が受けて入っ

てくればいいですよ。しかし、入ってくるあれがないわけですよね。基本的にはそのときに

ならなければ、あとは誓約書を書かせることにならなければ、もうこの町に来るということ

は言えません。あくまで試験は受かったとしても、誓約書が、受けるまではこの町のあれで



はありません。それで、ほとんどの人はもう、都会の優秀な人は、もうこの町へ来ないとい

うのが今現実の姿でございます。 

  それでは、ここがまたよそに捜していくのはいかがなものかと、そうなればもうこの町に

愛着のあの出身者、やっぱりこの町に帰ってきて、やっぱり出身のあれを出願の動機を見ま

すと、この町のために何とかやってやりたいという、そういう動機ですよ、今の人。首長が

かわれば、当然考えも変わってくると思いますし、その中で、私は現状では、ほかの町を見

ている限り、全国的にやったといたしましても、それは近隣の方は来ると思いますけれども、

自分はできれば都会から優秀な人が来てもらってこの町を変えてもらいたいと、これは現実

の問題でございます。現実は、そういう人は来てもほとんど逃げてしまうと、それが現実で

ございますから、基本的には今の町の姿勢で、やっぱりこの町の住民とかそういうことを優

先的に採っていきたい、そういう考えでございます。 

  これは、首長がかわれば、当然また考えが変わってくるでしょう。それはそれで私はいい

と思います。私の考えでは、そういう考えで職員の採用試験はやっていきたい、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。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で１番、須佐さん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４１分 

 

再開 午前１０時５５分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 山 田 直 志 君 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さんの第１問、観光振興についてを許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 



○１４番（山田直志君） ４問通告をしてございますけれども、各問ごとにお願いをしたいと

思います。 

  まず、第１問、観光振興について質問いたします。 

  観光協会は100万人を目指しているという中で、町の観光客増加に対する支援策について、

まずおおむね概略をお伺いしたいと思います。 

  ２点目に、日本ジオパークに認定された伊豆半島ジオパークの今後の課題について、町は

どのようにお考えか伺っておきたいと思います。 

  ３点目に、旅館に対する耐震化に対する対応について、町の耐震診断または耐震化への支

援をどのようにするのか、この点をお伺いしていきたいと思います。 

  ４つ目に、リスクを抱えているはさみ石の利活用についてどのようにお考えか、以上４点

についてまず基本的なお考えをお聞かせください。 

○議長（鈴木 勉君） 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、観光振興については４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点目の観光協会は100万人を目指しているが、まちの観光客の増加に対する支援

策はについてお答えいたします。 

  内山議員の一般質問でも答弁させていただいたとおり、誘客対策の主な取り組みとして、

細野高原におきましては、観光施設整備事業により来遊客の駐車場やアクセス道等の受け入

れ体制が大幅に改善されることとなります。細野高原イベント事業では、シャトルバス及び

絶景ポイント送迎タクシーの増便による運行充実を図るとともに、鉄道会社や大手旅行会社

との連携による企画商品販売により宿泊客の増加に努めてまいります。 

  さらに、８月に開催される「京の七夕」において雛のつるし飾りを出展し、つるし飾り発

祥の地としての存在感を高めるとともに、新東名の開通や富士山世界文化遺産登録に伴い、

静岡県への感心が高まる関西地区への観光宣伝の強化を図ってまいります。 

  また、昨年に引き続き、河津町との連携による首都圏や中部圏での観光宣伝やＰＲキャン

ペーン、また産業団体連絡会による自治体や産業団体関係の事業所への誘客キャラバン、さ

らに観光とジョギングを組み合わせた旅行商品等、旅行代理店への企画商品の造成を働きか

けるなど、誘客対策に努めます。 



  また、個人旅行の70％を占めるネット予約に対応するため、ネットエージェントを活用

した販売促進事業を実施いたします。 

  さらに、インバウンド対策として、訪日の外国人が大幅に増え続ける現状の中、インドネ

シア、タイ等の富裕層を専門に扱う旅行会社とのタイアップによるモニターツアーを開催し、

新たな誘客対策に取り組んでまいります。 

  町観光協会が目指す100万人は、大変厳しい数値目標であると実感しておりますが、町と

いたしましては、観光協会と連携・協働を図り、民間の主体的な取り組みが結実するよう、

環境づくりや支援を行い、観光産業の振興に全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えます

ので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目、日本ジオパークに認定された伊豆半島ジオパークの今後の課題はについて

ですが、伊豆半島ジオパークについては、御存じのとおり、昨年９月24日に日本ジオパー

クに認定されました。これもひとえに関係者の皆様の御尽力の賜物と感謝申し上げる次第で

あります。 

  今後は、平成27年秋の世界ジオパーク認定を目指すこととなりますが、２回連続で世界

ジオパーク申請に必要な日本ジオパーク委員会の推薦が見送られた阿蘇のジオパークや、世

界ジオパークの審査において認定が保留された隠岐のジオパークの例を見ても、日本ジオパ

ーク認定と比較するとハードルは格段に高くなるものと考えております。そのハードルをク

リアするために、日本ジオパーク認定審査の際に受けた指摘事項を参考に、ジオパーク推進

協議会において今年度もさまざまな事業が計画されております。当町においても、全市町へ

の設置を強く求められているジオパークのビジターセンターについて、既存の施設を活用し

て整備に取り組んでいく予定です。 

  また、伊豆半島ジオパークについては、主に観光面での効果についての議論をされること

が多いようですが、ジオパークを真に地域に根づいたものにしていくためには、観光面だけ

ではなく、保護・保全、調査・研究、教育など、地域住民に幅広く参加していただくことが

今後の最も重要な課題であると認識しておりますので、皆さんの御理解と御協力をお願いい

たします。 

  次に、３点目、旅館に対する耐震化に対応して、町の耐震診断や耐震化への支援をどのよ

うにするかについてですが、平成25年５月29日付で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公布され、この改正により、病院、店舗、ホテル旅館等の不特定多

数の者が利用する5,000平米以上の大規模な建築物の所有者については、平成27年12月31日



までに耐震診断を実施し、その診断結果を所管の行政庁（県）へ報告することが義務づけら

れました。現在、県におきましては、耐震診断が義務化された建築物の確認調査を実施して

いるところであります。 

  耐震診断や耐震化への支援をどのようにするかとの御質問ですが、町議会からも意見書が

提出されており、町といたしましても、国県に働きかけながら、できるだけ事業者に負担を

かけさせないよう支援をしていきたいと考えております。 

  次に、４点目、リスクを抱えたはさみ石の利活用についてどのように考えているのかにつ

いてですが、ご案内のとおり、トモロ岬のはさみ石は、すばらしい自然の造形であり、伊豆

半島ジオパークのジオサイトとしての指定も受けております。しかし、海と険しい断崖に囲

まれているため、その姿を間近で見ることはできませんが、貴重な観光資源として大きな魅

力を感じております。先月、私も関係者とともに現地視察をさせていただき、断崖絶壁をロ

ープでおりるなどして、何とか現場に到達し、改めてその神秘的な姿に感動いたしました。 

  現在、稲取環境基盤整備推進協議会のメンバーの有志が、ボランティア活動によりまして

黒根旧道までの遊歩道整備を手がけておりますが、はさみ石の観光資源化の実現には、安全

なルートづくりが最大の課題となっております。 

  今後は、周辺の観光開発に関心を持つ民間企業等の力を借りながら、周辺整備などを検討

し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（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、100万人を目指すというのは観光協会の問題で、町の問題で

はないという部分はあるんですけれども、しかし、そういう合い言葉のもと観光振興が進ん

でいると。町長、ここでお示ししたのは、昨年10月１日から今年３月31日までの宿泊人数

の曜日ごとの平均なんです。何を言いたいかというと、例えば土日、例えば土曜日にイベン

トをやっても、やらなくてもという言い方もあるんだけれども、平均すると土曜日というの

は3,896人入っているんですね。最高では4,387人、最低でも3,159人入っている。こういう

数、だから土曜日にイベントをやっても、入る数というのは2,000人足らずだということな

んです、実態の問題でいえば。だから、いくら土曜日にイベントだ、イベントだ、誘客だ、

宿泊を増やすんだといっても、そういう状況なんです。 

  それとの比較で申しわけないんですが、ちょっと数字は細かいところの端数は違うんです

けれども、とりあえず今年の稲取のどんつく祭りがありました、３日、４日ですかね。そう



すると宿泊で、３日が1,000人足らず、４日で850人足らず。では、この火曜日、水曜日で

したかね。曜日で見ると、やっていなくても火曜日、稲取温泉平均して火、水ぐらいという

のは500人ぐらい入っているんですよ。そうするとイベントをやったことによる宿泊者のア

ップというのは、500人から350人程度ではなかったのかと。だから、やっぱりいかにイベ

ントというものに金をかけても、宿泊人数はいかに伸びないかということが、私はある程度

言えるのではないかと。 

  今やっぱり必要なのは、このウイークデーが、3,000人、4,000人泊まる土曜・日曜の宿

泊に対して見ると、やっぱり本当に少ない日は900、1,000人割るんですね、町内全体でも。

平均してやっぱり1,000人から1,500人ぐらいしかウイークデー宿泊をされていないという

のが、今のうちの町の観光の実態なんです。そうすると、こういうウイークデーにどうした

らお客さんを増やすことができるのかということをしっかり考える必要が今あるというのが、

今の状況ではないかなと。 

  そういう点で、町長も細野のことも言われているのかというふうに思うんですけれども、

でもやっぱり私は、細野の問題についてもいろいろ昨日来もあるんだけれども、本当に景色

を見せるということで終わっていいのかと、後から出てくるはさみ石もそう、珍しいから来

て、珍しい石を見せるということで終わってしまう。そうすると、河津の桜まつりみたいに、

花を見るだけでいったら、イベントはもう10年たったらお客さんがどんどん減少してくる

という状況が生まれてきたわけですよね。本当にやっぱりそこにそれを見る物語だとか、本

当にそこにある貴重なものを本当に生かすという視点がまだ足りていないんではないかと。

細野の問題も景観だけいい、いいというのは、それは見てそうなんだけれども、それだけで

はある程度の期間、お客さんというのをつなぎとめることというのはやっぱりできないと思

うんです。 

  そうしますと、例えばあそこにクロモジの群生がありますよとか、センブリがありますね

とか、高山植物の背の低いリンドウがありますねとか、ジュンサイもありますよね。いろい

ろやっぱりもっと、じゃ、本当に今まで何のそれは価値もない木や草なんだけれども、もう

一回考えてみると、やっぱりクロモジというのも高木で、爪ようじやいろいろな形で利用で

きるという、いわゆる商品開発的なものも魅力もあるんではないですかというような視点も

出てくるわけですよ。ただ、見せることだけに注目しないで、本当に、では細野高原にある

貴重なものとは何なのかなと、本当にそこでまた観光客や町民の皆さんに知っていただくべ

きものは何なのかというのをもっと掘り起こす必要性というのが欠けているんではないかと。



ただ、道路をつくって人が行けばいいというのは、もう恐らく雛のつるしと同じで、10年

もすればそれはもう冷めてしまう。見せるだけの企画ではいけないというのがやっぱりもう

一つの、見せるものもないからウイークデー、減らない、お客さんが増えないという側面と

ともに、そこを変えなければいけない。 

  もう一つは、どんつくの問題で思うんですけれども、やっぱり私は前から言うように、イ

ベントが目的になってしまっているんですよ。宿泊を増やすためにイベントをやる。だから、

お客さんを増やしたいから花火、意味もなく花火をやる。花火をやれば人がある程度来るだ

ろう。そうじゃないと思うんですよ。イベントは手段ですよ。観光地を売り込む手段ですよ。

手段として、じゃ、そのときに稲取温泉に泊まったら、どんなそこに魅力があるのか、新し

い食べ物があったり、新しい企画やすばらしいものがそこに行ったら出会えるのか、そうい

う魅力が何もつくられずに、ただ、目的としてお客さんを増やすんだ、花火をやれば宿泊者

が増えるんだというふうに、今短絡的にイベントを目的化しているところに、大きな今うち

の町の観光の問題点があるんではないかと。ここを大きく転回をする必要があって、そうい

う点では、細野とかいろいろな意味も、町長がやろうとしていることもわかるんだけれども、

でも、まだ旅館の人たちのところでは、あくまでイベントは目的ですよ。自分たちの地域を

本当に魅力を情報発信しようという、そこまでまだ意識が変わっていないし、改革されてい

ないですよ。そうしないと、100万人なんていうものは無理ですよ。そこをやっぱりはっき

りと言っておきたいと思います。 

  ２つ目に、ジオパークの問題ですけれども、町長も答弁でいろいろ言われていますけれど

も、やっぱり私も一番懸念する点は、観光に少し前のめり過ぎないかというのが私はずっと

持論です。ジオパークがいけないということじゃないんですよ。ジオパークを大事にしてい

くという点で欠けているんではないかと。例えば世界認定の問題もありますけれども、まず

例えば日本ジオパークでも一定の期間で再認定をするわけですよね。これは日本ジオパーク

の委員会の資料の中で、例えば有珠とか糸魚川、島原のジオパークについて、また南アルプ

スなど再認定審査を受けた、また受ける、その結果として例えば糸魚川などでは、ジオパー

クの活動が市民に浸透している、途中抜かしますけれども、しかし、フォッサマグナミュー

ジアムの展示の改善やガイドツアーの需要掘り起こし、ひすいなど貴重な自然遺産の保全に

対する取り組みが課題であるとか、こういう指摘をどんどん受けて、場合によっては日本ジ

オパークの認定を取り消されることもあるというのがその事実なわけですよね。 

  そういう中で、これは町長、ジオパークの推進協議会があるんですけれども、先ほど言っ



たように、世界ジオパークの認定を目指しているという中で、私、前に伊東市の市議会の主

催でやったあのときに行ったんですけれども、首長さん含めて、この世界ジオパークの認定

をするためのガイドラインというのをちゃんと研修等、お読みになっていらっしゃるのかな

というふうに実は思うんです。というのは、担当のセクションがどこも観光関連部署なんで

すよね。どう考えても、先ほど町長が言われたように、教育や保全というような問題を考え

ると、教育委員会をそこに入れなければ、この日本ジオパークの認定を維持することも、世

界認定を受けていくということについても、極めて課題は気持ちとは裏腹に前へ進んでいか

ないんではないかと、この点がやっぱり私は一番危惧しておりまして、そういう点ではちょ

っと足りない点があるんではないかという、ここは改善しないといけないと思います。 

  ３つ目の問題ですけれども、旅館の耐震問題については、町長が言われたとおり、法律は

通りました。衆議院、参議院とも全会一致でそれぞれ附帯決議はついたというふうには記憶

しておりますけれども、通りました。でも、やっぱりそれはある面、それに対応せざるを得

ないというような状況になってきたということなんです。 

  それで町長が言われたように、しかし、はっきり言って財源の問題もあるので、町長もそ

の辺を念頭に言われたのかなと思うんですけれども、しかし、私は、第一の問題としては、

今、県の制度等であるようないわゆる耐震診断事業に対してとか、補強計画策定事業とかい

ろいろな形での事業に対して、まず町もそれに対応した補助金を申請した場合に補助するん

だという姿勢がないと、自分たちのところでは補助金も出さないのに、国のほうで補助率や

財政支援をしてくれなんていうことを言っていたのでは、これは話にならないと思うんです

よ。町の姿勢はやっぱり非常に大事だと思うんです。 

  それで、町長、２つ目の問題で、しかし、やっぱり財源問題があると思うので、そうする

と私は前からそんなことを言って、非常に課題は大きいということは言われているんですけ

れども、やっぱり何か観光特区みたいな形にしていただいて、この伊豆半島における経済、

雇用のエンジンである観光施設を維持していくためには、そういう何か特区というふうな形

の中で対応していただいて、例えば県や市町が補助金を出したりいろいろしていくというこ

とについて、例えばそれが国の交付税の内容に算入されるとか、独自の財源というものもや

っていかないと、普通の形の中で47都道府県いろいろな観光施設がある中で、全体にやる

といったら、国だってそれはうまくはいかないと思う。しかし、観光地の伊豆という中での

状況、位置づけとともに、やっぱり特区という形の中でほかとも差別した支援を受けるよう

な仕組みとか、何らかのものを考えていかないと、これは財源的に町ももたない問題がある



と思うので、何らかやっぱり、ただお金を、支援の金額を増やしてくれと言っても、国のほ

うでも47都道府県のあまたの施設に同様なことをやるということではなかなか進みません。

まして伊豆は、今日出るような第４次の被害想定で地震の地域だということは有名なわけで

すから、モデルとして特区として安全な観光地をつくるという意味も含めて、何か別個の財

源対策をぜひ伊豆地域全般で考えていただくということが、私は必要ではないかというふう

に考えております。 

  最後に、４点目の問題なんですけれども、町長、僕、このはさみ石のリスクに対する問題、

町長は以前、飯田議員の質問の中でも明確に言われております。しかし、町長、これはここ

に写真、申しわけないですけれどもピンボケな部分、遠くから撮ったもので、カメラの性能

も悪いんですけれども、町長が言われるように、旧道から下は民間事業者がやってくれるだ

ろう。また、その上を町がやるとか、環推協なりの有志が遊歩道をやっていますという形で、

いえば町がつくったところで事故が起きなければというのは、下のほうで事故があっても町

は一切関係ないというのは、それは僕は理屈としては通らない。 

というのは、これは、だって下を民間業者がやろうが、町のこの道ないし環推協の方々が

やっている遊歩道を整備して、はさみ石を宣伝するわけですよ。だから、これは民間の事業

者の工事部分と町の工事した部分は、いわばこれは一体なんですよ、一体。このことについ

て、私も何人か友人に弁護士がいまして、弁護士に聞いたんです、こういう事業の場合どう

なるのかと。やっぱりこれは、ただ、50％ということにはならないけれども、ここで事故

が起きた場合、町が損害賠償の請求対象者になるという可能性は否定できませんよというふ

うに見解をした。 

だから、今までこの例えば旧道が使えて、ここを民間の方がやるというケースだったら、

全然そういうことは町長が言われるとおりかもしれません。しかし、このはさみ石を見にい

くために、民間は下をやるけれども、その上を町がやる。でも町のつくったところなり、環

推協なりがつくったところを通らなければ下へ行けなかった場合に、これはやっぱり一体の

ものとして損害賠償の対象になってしまうというのが法律家の見解ですから、そこで事故が

起こる確率は少ない、恐らく町がやるところは、当然町の観光施設整備でそれなりのきちっ

とした施工をするでしょうから、そこで事故が起こり得ないかもしれませんけれども、下で

事故が起こった場合には、これはやっぱり一体のものとして捉えられる場合は、損害賠償の

対象になってしまうわけですから、これは、まして下が民間ですから、つくったときはとも

かくも、維持管理がどこまでいくのかもわからないということになれば、こういう案件の絡



みというのは極めて私は危険ではなかろうかと。町長が言われたような点があるとするなら

ば、私は、飯田議員同様に、私もこれは大好きです。好きです。ですから、これはもっとや

っぱり海からとかいう方策を含めて、ルートは根本的に考え直される必要があるのではない

かと思っています。 

  ぜひ町長、あるから見せたい、見せたいという気持ちは、細野もはさみ石も昨日からの議

論を通じてよくわかるんですけれども、やっぱり見せただけではだめだと思うんですよ。そ

こへ行くストーリーであったり、またそこでの思い出、そういうもう少しソフト面での対応

も考えないと、何か見せればお客さんは満足するということはあり得ないと思うし、また見

せるだけであれば、１回見れば２度見る必要がなくなってしまうということもありますので、

こういう点では、対応に十分検討するべき課題があるのではないかというふうに私は思って

おりますが、いかがですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、順序、答弁漏れがありましたら言ってもらえば。まず、100万

人を目指すという中で、本当にこれ大変厳しい状況だと思います。そういうのをできるだけ

100万人に近づく方向で町は支援して、観光協会とタイアップしながら、連携しながらやっ

ていきたい。その中で細野高原とかどんつく、具体的な名前が出ましたもので、その点に関

して、細野高原、本当にこれただススキだけのところとは考えてなく、将来的にはもう四季

を通じた中で、あの細野高原を活用していきたいと自分自身は考えております。これは当然

財産区の土地でございますもので、それは当然財産区さんの皆さんと話し合いをしながら、

基本的には四季を通じて細野高原はやっていきたい。 

  その中で山田議員からいろいろな貴重な植物を言いました。これは大変難しいところでご

ざいますよね。本当にこの貴重な植物を言って、また荒らされちゃ困る、そういう一面もあ

りますもので、この辺は慎重に対応しながら、細野高原にはこういう植物がありますよとい

うことを言っていかなければ、絶滅するその貴重な植物もあるということは、取られるとい

うことは山田議員も御承知だと思いますもので、その辺は慎重にやりながら、細野高原は四

季を通じて町としてはやっていきたい。あと、所有者が財産区でございますから、その辺は

財産区と連携しながらやっていきたい、そういう考えでございます。 

  さらに、どんつくに関しましては、本当に今回は私も大変寂しいなということは、これは

実感でございます。そういう中でイベント化しているという中で、私が感じるところではや

っぱりどんつくは、若手とある程度年配者と意見の相違があるような感じもしております。



この意思統一した中でやらなければ、このどんつく踊りはなかなかうまくいかないと、よく

話し合った中で、このどんつく祭りをどのような方向で持っていくかということは、稲取の

観光協会の中で十分話し合った中でやっていただきたいと思います。今どうも私が見た中で、

ある程度年配者と若手の間にずれがあるのではないかという考えがありますもので、これは

もう一回、また稲取の観光協会のほうに意思統一した中でちゃんとやってほしいということ

はやっていきたいと思います。 

  次に、ジオパーク、世界ジオパーク、ジオパークと皆さん言っている中で、推進協議会の

世界ジオパークの今言ってあった、まだ配布されておりません。これが現実でございます、

現実は。その中で、何しろ県知事さんが、まず日本ジオパークをとったら、もう次は世界ジ

オパークだということを目指しておりますので、とにかくその掛け声を今やっているような

現状と、これが現実でございます。 

その中で、日本ジオパークに関しても、今、山田議員が言ったように、日本ジオパーク協

会からさまざまな指摘をされております。当然これは解決しなければ、今、山田議員が言っ

たように、日本ジオパークが取り下げられる、その可能性があるということは十分認識して

いる中で、やっぱり一番は、ガイドさんじゃないかと思うんです。やっぱりガイドさんが充

実していなければ、いくら言っても、このジオパークというのは基本的には私は成功しない

と考えております。ガイドプラス地域の方々が一生懸命にならなければ、このジオパークは

認識されない。 

とにかく、世界ジオパークは本当にこれ大変難しいもの。実は私、去年、済州島へ行きま

して、その世界ジオパークの場所を見てきました。スケールが全然違うんですよね。やっぱ

りこの伊豆半島のジオパークと済州島のジオパーク、やっぱり世界ジオパークだけあって、

もう全然違います。やっぱりあれを見た限り、果たしてこの伊豆半島全体が世界ジオパーク

に認定されるかなとちょっと疑問視している中で、これから世界ジオパークに、一応世界ジ

オパークを目指してやりましょうという皆さん一生懸命でございますもので、その辺はいろ

いろ改善しながら世界ジオパークに向けてやっていきたい、そういう考えでございますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

  次に、耐震化に関しまして補助金に関しましては、県がやれば町は当然やります。補助金

に関しましては、国県がつけば当然町もそれはやる、そういう意向でございますもので、そ

の辺は、それがどのぐらいになるかまだわかりませんけれども、一応国県に沿った中で町は

対応していきたい、そういう考えでございます。 



  それで、今、観光特区と山田議員から提案されました。これは、当然熱海も伊東もうちも、

伊豆半島全体である程度この辺を、大変大きな問題でございますが、当然この辺はもう国と

かに働きかけて、県・国に働きかけた中で、こういう何かしらの形である程度緩和制度がで

きればいいと思います。これは県・国へ働きかけていきたいと思います。それができるかど

うかはわかりませんが、とりあえずそういうことで、何しろこの伊豆半島は特別な地域だと

いうことだけは認識してもらって、緩和制限もできるような方法でこの首長会、また７市６

町の中でもこれ提案していきたいと思いますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  次に、はさみ石、これは本当に大変すばらしいものでございます。町は何とかして、これ

を活性化していきたい。やっぱりこれも一時的なものでなくて、ガイドさんがつかなければ

当然これは本当見るだけでは、一応ここもジオサイトになっておりますもので、一応そうい

うガイドをつけた中で何とかしていきたいなと、また考えております。 

  そういう中でいろいろ危険性のことがありました。それで、旧道から下は一応民間事業が

主にやる。当然町もアドバイスはしていくつもりでございます。安全性に関しましても、あ

る程度アドバイスした中で、これはやっぱり何とか、この前、自分も近場で見た中で、これ

はすごいなと感じたもので、これは安全性を確保した中で民間業者とタイアップしながら陸

からも行けるような方向、当然海から行く方向も考えたいと思います。両面から行くような

方向の中で、このはさみ石に関しましては、町としては活用していきたい。そういう考えで

ございますもので。 

  ジオパークに対する教育委員会、これは提案されたもので、これはまた投げかけてみます。

当然いろいろな面の中で教育委員会的なことも出てきますもので、これは前も山田議員から

提案され、うちだけではなかなかできませんもので、うちの中でもジオサイトの中で教育委

員会を入れるというのはやぶさかではありませんけれども、７市６町の中で教育委員会とな

るとやっぱり、それは提案しますよ、どうなるかわかりませんから、その辺は承知願いたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） これにばかり時間を使えないのであれなんですけれども、町長、今、

やっぱり私、町長とのやりとり聞いていて思うことが幾つかあって、１つは、どうでしょう

か、観光の問題について熱海なんかは戦略室やなんかがあるんですけれども、もう少しやっ



ぱり、ある面で言うと旅館の人たちの意見を聞いていても、今までのやり方から脱しないわ

けですよ。僕も20何年議員やりながら、ずっとこの観光のことを言っているんだけれども、

どうも変わってきた気配が余り感じられないですよね。今これだけお客さんあれしている中

で、旅館の人の言うことを聞いて、いかに花火やった、何かイベントやったって、この状況

でいいのかなという問題が１つあります。この辺の対策が必要ではないかと思うのと、ジオ

パークの問題だとか、あとやっぱり旅館の耐震問題というのは、今は5,000平米という基準

ですけれども、これはやっぱり5,000平米で終わるということはないと思うんです。やっぱ

り消防施設の整備と同じように、例えば３階1,000平米以上までということを見越した中で、

町としては対策をとっていくということになると、財政的な面を含めたいろいろな面で、僕

は本当にこの役場の中でも総合的に対策を立てていくというようなことが必要になってくる

のではないかと。その辺がないと、やっぱりこれは単なる財政的な問題だけでもないわけで

すけれども、非常に先がないかなと。 

  ジオパークの問題は、僕、かえって副町長を中心に観光、教育委員会とか、副町長は両方

とも歴任しておりますから、そういうところでプロジェクトなりを設けて、ちゃんと東伊豆

町でいいモデルをつくっていただく必要があるのかなというふうに思います。しかし、本当

に今どれも大事なんですけれども、そういうことを通じて観光の基盤の質を上げていかない

といけないんではないかという部分と、町長、またはさみ石の問題は、民間のところへアド

バイスするということを町長がこういう場で言うと、余計に民間と町は一体の事業をやって

いるんだということの証拠になってしまいますよ。これは、だからそういうことは言えば言

うほど、この事業が一体の事業で、民間の事業のところで事故が起こった場合は、町が損害

賠償の対象者になってしまうんだと。ぜひこれは、私は友達の弁護士から複数聞いています

けれども、町のほうでもちゃんと顧問弁護士なんかに聞いていただいて、本当に町長が言わ

れるようなことで町は損害賠償しなくていいのかという、僕はそうでないと思っているんで

すけれども、ちゃんと調べて上でやっていかないと、これは大変な問題になるし、万が一の

問題でいえば、観光客の方の生命等にもかかわるような事態を生んでしまいますから、そこ

は慎重に対処していただきたいというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 先ほどのはさみ石、これは町はもう本当、観光資源として絶対これは

もう有効と町は考えておりますもので、これはもうなるべく活用していきたい。その中で、

山田議員が心配しているように、町の補償に対しましてはかからない方向で、これは十分や



っていきたいと考えておりますもので、その辺は御理解願いたいと。基本的には、やるとき

は弁護士さんに相談しながら、町の補償がないような方向でそれはやっていきたい、そうい

う考えでございますもので、ひとつよろしくお願いいたしたいと思います。 

  さらに耐震化の問題、これは今、山田議員が言ったように、5,000平米が当然3,000、

1,000、もろもろのここにかかってくると考えておりますもので、当然その辺はもう伊豆半

島におきましては、熱海市さんなんか28以上あるという中で、対策室を設けたということ

も聞いておりますもので、これは町としてもそのぐらいやってもいいかなとは、今、自分自

身考えております。それだけうちの町にとっても大変重要な課題でありますし、当然近隣の

熱海市さんは当然、伊東市さんも当然同じような考えでございますので、その辺は連携しな

がら、この町、この伊豆半島が没しないような、そのような方向でまず首長さんたちと話し

合いをしていきたい、そういう考えでございます。 

  さらに、ジオパークに関しましては、今、副町長対応、頭にした委員会と言いました。こ

れは河津町ともいろいろ関連してきますもので、それをまた、とりあえず東伊豆、河津のと

ころが一つのジオサイトとして区切りになっておりますもので、ちょっと河津町と相談しな

がら、この東伊豆、河津が大変すばらしいジオパーク的な場所になる、そういうふうな方法

を検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） 観光振興、旅館の人の話ね。基本的には局長がかわったもので、また

大分考えが変わってきましたもので、またその辺やっぱり観光旅館だけの問題じゃなくて、

いろいろな方の話の中でまたこれはやっていきたい、そういう考えでございますもので、よ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、防災計画の見直しについてを許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 第２問、防災計画の見直しについてということ。町長、行政報告で、

今日ですか、第４次の被害想定等が出て、これから本格的な防災計画の見直しということが

起こってくるのかというふうに思っているんです。私、その防災計画等を立てる上で、特に

必要だなということで考えたのが２点あって、その適切な情報提供と押しつけではない対応

というのが大切だと思っております。 



  まず、１点目の適切な情報という点で、町が適切でないということを言いたいわけじゃな

くて、揺れや津波の問題でも正確な情報を提供することが非常に大切で、三連動を含む東海

地震で起こる揺れ、津波がどれくらいであるのかと、これは町民の皆さんの中には、そうは

言ってももっとこうだ、そうは言ってもこれは安心だという両方の過小評価と過大評価する

意見が本当に多いんですよ。ここはやっぱりはっきりさせていかないと防災計画、まとまる

ものも、同じ土俵の上で話をしないとまとまらないわけです。そういう点で、改めて確認を

したいということが１点目の問題でございます。 

  ２点目の問題なんですけれども、そうした正しい情報の上に、やっぱり町民目線で耐震化

や避難、または発災後の生活の確保というものを検討するということが非常に大事だと思う

んですけれども、東日本大震災での東北のいろいろ進まないという状況を考えてみると、地

域の問題について上からああしろこうしろとか、いろいろまた法律の縛りがあるとかという、

そういうことがやっぱりなかなか再建がまちづくりが進んでいかない、そういう状況にある

のではないか。やっぱりある程度の住民の皆さんとその課題について話し合う、また、そこ

でコンセンサスを得ていくというようなことが、特にこの今回の防災計画では私は大事にな

るのではないかというふうに考えておりまして、その点で町の考え方というものをお聞きし

たいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 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、防災計画の見直しについては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点目の適切な情報提供と押しつけではない対応が大切ではないか。その点で、揺

れや津波でも正確な情報を提供することが大切で、三連動を含む東海地震で起こる揺れや津

波はどれぐらいであるのかについてですが、町がこれまでに得て災害・防災に関する情報は、

逐一議会を初め、区長会、防災講座、防災研修会などのさまざまな機会や広報を通じて周知、

啓蒙を図ってきておりますことは、山田議員も御承知のことと思います。 

  住民の皆様の中には、山田議員御指摘のとおり、町が情報発信した内容と相違する内容で

受けとめ、また独自の視点、観点から防災対策を講じようとする方がおられることも事実で

ありますので、住民の皆様には情報が正確に伝わるよう、今後も注意を払いながら発信して

いきたいと考えておりますので、御理解をお願いします。 



  三連動を含む東海地震で起こる揺れや津波高につきましては、２月13日に県において第

４次地震被害想定の中間報告がされ、発生頻度が比較的高く、大きな被害をもたらす地震を

Ｌ１、発生する頻度は極めて小さいが、甚大な被害をもたらす地震をＬ２として想定してお

ります。 

  中間報告での数値は暫定数値として示されておりますが、本日、県の防災会議におきまし

て被害想定（第１次報告）が公表される予定となっておりますので、今後、住民の皆様には

周知を図ってまいりたいと考えております。 

  次に、２点目の正しい情報の上に、町民の目線で耐震化や避難、発災後の生活の確保が大

切で、地域課題の提起や対応策など計画策定に至るさまざまな過程で、情報を提供すること

や町民の意見を聞き、理解と合意を進めながら策定することが必要ではないかについてです

が、先ほどの御質問でも述べさせていただきましたが、町では、国県から出された情報につ

いては正確に周知しており、これまで地域単位で地域の特性に応じた訓練などを通じて、自

主防災会と地域住民の皆様との間で、地震・津波対策における課題などが、自助・共助の観

点から話し合われていると考えております。 

  町といたしましては、地域における課題を精査し、地域防災計画に反映できるよう、自主

防災会長等、関係者の方々の意見を踏まえ、策定していきたいと考えておりますので、御理

解をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、やっぱり多いんですよね、町民の方が、例えば稲取で稲取港

で津波が10メートルとか、いや、そんなことはないと、旧道の辺まで来るのだと、それ20

メートルぐらいの津波が来るんではないかと、だから東日本でテレビで見た同様のかなり大

きなものが来るんではないかというふうに思う方もいらっしゃるんです。一方で、いや、家

のあんなこと言ったって、53年の地震のときに家が倒れないんだから全然大丈夫だと、こ

ういうふうに決め込んでいる人もいらっしゃるわけですよ。ここのところが非常に私は、両

方が厳しい問題を抱えているんではないかというふうに思うんです。 

  確かにこれはあくまで想定だということではありますけれども、しかし、53年の地震と

いうのは震度５というふうに言われています。当時は５強とか５弱という区分がなかったの

で、これは気象庁のやつが５ということで言われております。今回想定されているものは６

弱ということになるんですが、５と６弱の間というのはどのくらいかというと、数字で言え



ば１なんだけれども、地震のエネルギーで考えれば、マグニチュード１つ分ぐらいの違いが

あるわけでして、そうしますと単純に言えば30倍ぐらいのエネルギーの違いがありますよ

ね。だから、当然揺れがそれだけ大きくなるということはあるわけです。 

  私は何回も言うんですけれども、県の防災危機管理局の情報課長さんなんかは、１分以上

揺れると。少なくとも53年の伊豆大島近海地震なんかでは、20秒程度というように気象庁

等のデータベースでは載っかっておりまして、その20秒じゃなくて１分以上というのが県

なんかは再三言っていることなんですよね。長く揺れるから必ずしも倒れるということを言

っているわけではないんですが、しかし、同じ揺れではないよと。20秒の揺れで瓦ががち

ゃがちゃ落ちたよというのが、もっと長かったら瓦の落ちる量も違うだろうし、もっていた

家ももたなくなる危険性というのもやっぱり高くなるという面はゼロではないんではないか

と。だから、数字が高くなったから、イコール必ずしもその家が壊れるということを私は言

いたいわけではなく、少なくとも警戒するということにおいて言えば、そういう地震のエネ

ルギーの大きさによって、住宅が受ける被害というものが相当大きくなるんだということに

ついては正しく認識しないと、53年のとき大丈夫だった、今度も大丈夫だと、こういう理

解は絶対にあってはならない問題ではないかというふうに思うんです。 

  その揺れの大きさ、また揺れの長さ、私、この間、名古屋のほうで国土交通省の主催した

防災・減災・危機管理展のところへ行ってきたんですけれども、名古屋大学の先生、また名

工大学の防災センターの先生方なんかは、３分以上揺れるんだというようなことまで言って

おりました。県の確かに情報管理課も学者によっては３分から５分揺れるということも言っ

ていますけれども、県としては１分以上だと。１分以上ということの中には、その３分だと

か５分も当然含まれるというような意味で言っていらっしゃるという、しかし、国土交通省

の主催をした、中部道路局の主催した会議の中でも、そういう３分、５分だということがし

っかり言われておりますから、そういうことがないとは限らないという問題として考えて、

受けとめていく必要があるんではないかと。 

  同時に津波のほうも、東日本大震災でテレビで見て、確かに20メートルぐらいの津波が

来たかさ、津波の到達でいけば30メートルぐらいのところに到達したとかというのはある

んですけれども、しかし、それと同じものが来るということでは、湾の形や海の深さとか、

そういうことで違いがあるわけで、しかし、今わかる範囲のデータとして揺れと津波の高さ

というのは出ているんで、一応わかる範囲のところを目標にしながら、その上で自分たちが

できることを今しっかりするという、ここがやっぱり大事なんで、今後このことについて過



大評価もいかんけれども過小評価もできないというところを、しっかり今日報告される中身

の中でやっていただきたいというのが１つでございます。 

  ２つ目の問題は、町長が言われたような点で、総合計画をいろいろな人になって、防災計

画をつくってもらうんですというのはそれはいいんですよ。問題は、そのときに地域の人た

ちが、例えば津波が怖いというふうに考えている地域の人もいらっしゃるわけだし、いや、

津波よりも崖崩れとか土砂崩れのほうがうちは怖いんではないかとか、それぞれ地域によっ

ていろいろな状況、危険を感じるものが違うと思うんですよ。 

ですから、当然そういう審議会なり委員会ができて計画をつくるのは当然そうなんだけれ

ども、その中で地域の人たちがどういうことを不安に、また課題に思っているのかという部

分、また、私たちが考えて総合的にこうだよというのも決めてお知らせするんではなくて、

一つの中間─今回、県なんかもそういうやり方をしていると思うんですけれども、中間報

告という形の中で、こういうふうに考えてみたんだけれどもどうですかというような、こう

いうワンクッションを置いてやっていかないと、町がつくった総合計画というのは、誰かが

つくった計画ということになってしまって、住んでいる方々にとって、本当に住んでいる

方々の身を守る計画にならないということが一番私は心配していまして、そういう点でぜひ

理解と合意が進むと、なるほどこういう町の方向でいけば、自分たちの命は守れるんだと、

生活は守れるんだと、こういう防災計画にしていく必要があるのではないかというふうに考

えておりまして、ぜひそういう点を今後の防災計画をつくる何らかの会議等々をつくるんで

しょうけれども、そういう中で、それは手間暇もかかるんですけれども、例えばそれぞれの

地域、または学校だとか福祉施設とか、いろいろな分野の方々の問題もあるでしょう。そう

いうところをきめ細かく課題を聞き、また町の考えとのやりとりをしていい計画をつくると、

こういうプロセスを非常に大事にしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、防災計画、三連動の関係、本日出ますもので、それは周知徹底

していきたい。そういう中で、今、山田議員が言ったように、過大評価する人もいるし、過

小評価する人もいる。その点、町としては過小評価より過大評価してもらったほうが助かり

ますから、できればね、できれば過大評価してもらったほうが、町民の一人でも多くの人が

出来るだけ助かると思ったもので、過小評価するなら過大評価してもらえる、それは条件、

しかし今日出ますもので、これは正確に伝える。 

それで、ハザードマップができないということは、なかなか町民にも知らせられない一つ



の原因だと思いますもので、今回、本日出たらハザードマップも作成する方向でいきますも

ので、そうすれば自分の町は津波がここまで来るなということは認識されますもので、一つ

またその辺で周知徹底できるんではないかと考えております。 

  また、周期の問題も確かに、さきの３.11の東日本大震災のとき、私、役場にいたんで、

もう長い周期で本当怖かったです。その中で担当の職員は、これは長周期だから遠くで大き

な地震が起こりましたということを言っていましたもので、やっぱり周期によってまた地震

のあれも全然違ってきますもので、その辺のことは、今度は防災講座とかいろいろな面の中

で、その辺のことも話さなければならないかなと今は考えておりますので、また御理解願い

たいと思います。 

  さらに、防災計画につきましては、本当幅広い人の意見を聞き、また幅広い人の委員を選

んだ中でやっていきたい。やっぱり津波と同様に崖崩れも起こると、今、山田議員が言った、

相当な課題になってくると思いますもので、その両面からのいろいろな人の意見を聞きなが

ら、この防災計画を今つくっていきたいと自分自身考えておりますもので、何しろ幅広い人

から意見を得た中で町は総合防災計画をつくって、そういう考えでございますので御理解願

いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、進め方の問題ですけれども、幅広いというのは、逆に言うと

非常に難しい部分があると思う。だから、地域でいろいろな形で地域の方々とか学校関係者

のいろいろな意見を聞く機会を設けるということを通じて、策定に直接かかわる人間という

のは、僕は余り増やさないほうがいい。ただ、逆に人数は専門的な方々等々やっぱりある程

度のところで議論はするんだけれども、しかし、ワーキンググループじゃないけれども、例

えば各自主防、地域での課題。例えば私なんか住んでいる入谷区なんかの場合ですと、津波

よりも、変な話が土砂崩れというのか、石垣が崩れるんではないか、ブロック塀があれなん

で、だから、そうすると今はもう、第１次避難地で水下公民館に行けるかなと、水下公民館

へ行けないよと、やっぱり避難場所を考えなくてはいけないんではないかとか、こういう今

まで大丈夫だったところが大丈夫じゃないかもしれないと考えると、どんどん地域の中では

そういうものが出てくるわけです。 

そうすると、地域の中でいろいろなことをやってもらう部分を、ちゃんと自主防の方々な



んかがある程度ワーキングチームの一員みたいな形でやっていく、そうしないと、会議、幅

広いということで人数だけ増えてしまうと、まとまる意見というの、まとめにくい部分とい

うのもあるので、まとめるところは10人とか15人ぐらいの数でもいいんではないかと思う

んですけれども、だからこそさっき言いましたように、地域だとか教育だとか福祉の分野だ

とか、いろいろな形の中でお年寄りであったりとか、いろいろな分野の方々の意見を聞いた

り、やる仕組みというものをやっていく中で、町民の皆さんのいろいろな幅広い意見を吸収

していくということがないと、なかなか大勢集まった中でとなると、私もそうですが、大勢

いるとなかなか自分の意見を言いにくいですよね。言える人もいらっしゃるんでしょうけれ

ども、私も引っ込み思案のほうですから、言えないというようなことも出てきますんで、や

っぱりある程度人数というのはそういうことで、ぜひ町長が幅広い意見を聞くというところ

は、そういうところで私はぜひ聞いていただいて、皆さんの理解が進んで今後の力になるよ

うな防災計画にしていただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） そのとおり、基本的には、この前ちょっと県の方が来まして、その中

で、手づくりのやつでなければ、なかなか今度はお金を出せませんと言われました。それだ

からアクションプログラムなんかもつくっていく中で、もう町独自のアクションプログラム

をつくりなさいよと言われておりますもので、そういう中では当然アクションプログラムを

つくっていくには、山田議員が言ったように、幅広い人の中をつくらなければアクションプ

ログラムはできないと考えております。 

さらに、その中からまた防災計画が出てきます。防災計画がある程度まとまった中で、こ

れは、今、山田議員が言ったように、これが数多くなって、それは防災計画の中で、アクシ

ョンプログラムの中で幅広い人の意見を聞きたい、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（鈴木 勉君） 次に、第３問、町の公共工事についてを許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 第３問、町の公共事業について伺いたいと思います。 

  町の公共事業について、地権者との問題をいつどのような手続で行い進めていますか。こ

の１点についてお伺いしたいと思います。 



○議長（鈴木 勉君） 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、町の公共工事についての１点目、町の公共工事は、

地権者との問題をいつどのような手続を行い進めていますかについてですが、大型の公共事

業の場合には、概略計画を立てた時点で、想定される地権者を一堂に会し、事業についての

説明を行います。この時点で賛同が得られれば、事業認定後に実施される現地測量や設計の

途中で個々の地権者との協議がされていきます。 

  また、町単の事業のような小さな公共事業の場合には、それぞれの地権者のところへ直接

伺い、事業内容の説明と了承をいただいてから進めております。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さんの一般質問中でございますが、ここで１時まで休憩

をいたします。 

 

休憩 午前１１時５１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、午前に引き続き山田さんの一般質問を行います。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、先ほどの答弁で、町の公共工事、地権者との関係においては、

当然その概要の説明をして、おおむねの了解をいただいて、当然測量や設計を行って、当然

同意をいただいて工事着工していく、当然その間に議会での予算化等がなされるというよう

なことで、我々も思っていたわけですよ。 

  残念ながら、現段階で少なくとも今年度、２工事において入札をしたけれども、入札をし

た段階で地権者の同意が得られていない案件があったのではないかと私は思っておりますが、

そうすると、先ほど町長が言ったようなことが普通にノーマルに行われていれば、我々も議

会で例えばこの当初予算の段階で事業の予算化をするという問題についても、用地交渉とい

うか、地権者の同意は得ていると。そうすると、その事業内容とか事業の効果という問題に

ついて目配せをして審議していけばいいんだけれども、地主さんの同意というところがあや



ふやだということが実際あるとなると、今後やっぱり審議の仕方を考えなければならない。 

  やっぱりちゃんと同意をしたという、また地主さん、地権者がそういう認識をされていな

いということを含めれば、そういう状況の中で予算化をしたとしても、入札がされれば、も

う既にくいを打ってあるということになると、いわゆる民間の地主さんの土地を不法に侵奪

すると、不動産侵奪罪を町が犯そうとしているというような形にもなるわけだし、地権者と

の関係では非常に用地交渉を難しくしてしまうということがやっぱりあるわけですよね。だ

けれども、残念ながら、今回２工事においてそういう状況があったというふうに私は理解し

ておりますが。 

例えば、何か町長理解していないようですけれども、例えば入谷天城線の今回の改良工事

の中でも、まだ同意されていない方がいらっしゃいますよね。本人がだって、くいを打たれ

たけれども、私は同意していないと言っているんだから。 

だから、そういう問題があるわけだし、大川のほうの工事でもあるわけでしょう。同意書

をちゃんと取っていなかったというような。だから私は、その行為がどうして入札まで行っ

たのか。それは地主さんにしてみたら、議会も何でおら同意していないのに、予算を通した

んだというふうにも当然議会の責任だと言われると思います。だけれども、そういう状況が

ありながら、そのことが町長も自覚されずに入札するということは、町長も当然判こを押し

て入札行為をなされているわけだから、でも後になってそういう問題が起こってきていると

いうのも事実なわけですよ。 

  一体これは何が問題なのかと、何でこういうことが町で起こるのかと、町のそういう仕事

の仕方について、事業をやっている中身がいいか悪いか以前に、その前提をもう少し今度

我々は疑ってかからなければいけなくなってしまうんですよ、議会として。ある程度さっき

言ったように、予算書に載ってきているものについて、少なくてもいい悪いの問題は別に置

いて、ある程度の交渉というのはもうできているから載っかってきているんだろうなと思う

ものについて、そうじゃない場合があるかもしれないというふうに見るわけですよね。 

  やっぱり町長、町長はまだ十分理解できていないみたいなところがありますけれども、ぜ

ひこれはちゃんと役場としてなぜこういうことが起きたのか、僕は組織の問題だと思うんで

すよ。それぞれの担当の職員だとかセクションの問題じゃなくて、入札というのは、最終的

に町長が行っているわけですから、そういうことが起きたという理由は何なのかということ

をしっかりと調査をして、そのことについての私は報告を議会等にやっぱりしなければ、ま

た町民にしなければ、地権者の方だって納得しないんですよ、これは。問題をこじらせる状



況が起きているんではないかという点が私はありますので、しっかりとした調査をしてくだ

さい。町長、何かもしかしたら、来たから、ある程度予算執行、これはやらなければまずい

なというふうな判断だけだったのかわかりませんけれども、しかし、事実として同意されて

いない方がある中で入札がされ、しかし、その部分がまだ同意を得られていない方もいらっ

しゃるわけですから、それについてはちゃんとした役場としての調査と今後の対応というの

をしっかりまとめなければ、今後やっぱり町に対して、私は、地権者もまた議会も信用が置

けないということになります。いかがですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然私のチェックが甘かったことだけは、これは素直に謝罪したいと

思う。当然、私は、もう入札に関して、当然地権者の同意を得ているものと確信しておりま

す。もう当然職員はそこまでやっているのではないかと、これはもう推測の中で職員を信頼

した。これはちょっと私は謝罪すべきかと思います。その中で、当然入札が済んで、もう地

権者の同意が得た中で工事を行う、常識でございます、はっきり言って。この常識が守られ

ないということは果たしていかがかという中で、確か私は２号街道のところの地権者の方か

ら、自分はまだもらっていないとかとはっきり聞きましたもので、これは今後そのようなこ

とが絶対ないように、もう今度は再三再四、自分は必ず地権者の同意を得たかということは

聞いて、今度は厳重にもうその辺は聞いていきたいと思いますもので、これに関しまして地

権者の方に大変迷惑をかけたということだけ謝罪をさせていただいて、今後このようなこと

が絶対ないようなことは、もうここで約束いたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、僕、約束というのは、ぜひ町長のあれでなくて、組織として

そういうことが起きているわけですから、ぜひちゃんと副町長や総務課長を含めて、組織と

してなぜそういうことが起きたのか、町長が言うように、本当にやっぱりこれはあってはな

らないことだと思うんです。あってはならないことも実は起きているんであって、だから、

それはいろいろな事情があるのかもしれません。 

例えば僕らが見て、例えば町長あたりも、入谷天城線関連だと、もう10月のイベントの

ことを考えて、とにかくもうスケジュールを考えると、もう早くに着工しないと間に合わな

いなという町長もそういう思いもあるから、そういう例えば地権者との問題なんかのことな



んかがやっぱり甘くなったのか、それはわかりませんよ。でも、なぜそういう事態が起きた

のかということについてちゃんと調査をしてください。その中でやっぱり町長の問題、言わ

れるように町長がどこが問題だったのか、なぜそういうことが組織として見落とされたのか

ということは、組織の問題だと思うんですよ。個人個人の責任の問題ではないと思っていま

すから。やっぱりそこのところをちゃんとしていただかないと、やっぱり我々、今後、町の

出てくるものについては、一々もう全部チェックしないといけなくなります。 

  ですから、そういうちゃんとした調査をして報告を議会なりにもして、また地主さんにも

していただいて、問題点についてちゃんとおわびするところはおわびして、改善するべき点

はこういう点を改善するとはっきりさせないと、毎回町長が頭を下げただけでは、やっぱり

これはまた信用できかねる。これは本当に地主さんの土地にくいを打ってということは、本

当、一歩間違えると本当に不動産侵奪罪ですよね。そういう土地を、民間の土地を町が自分

たちのものにしようとしているというふうなことになるわけで、それだけやっぱり地主さん

には非常に大きなしこりを残すことになるわけですから、お互い意見が違ったり交渉が進ま

ない場合というのは、時としてあるんだとは思うんですけれども、しかし、今回みたいに入

札まで行ってしまうと、そこの修復がなかなかしにくい問題もあるし、万が一そのことで工

事料等々いろいろな形のものに変更が生じるということになると、やっぱりこれは町自体が、

まして補助金やなんかがかかわっていれば、町の信用にもかかわる重大問題に発展するわけ

ですから、ちゃんとした調査をして、この問題に対するけじめをつけていただきたいと思い

ます。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には、調査どころの問題じゃないです。はっきり言って、これ

は本当私が悪かったと認めますよ。しかしながら、今回600万やった入谷天城線、これは、

僕、確実に地権者の同意を得た中でやれということは指示いたしました。これはもう当然職

員はそういうのは常識です、はっきり言って。当然組織として調査しますけれども、これは

当然これからは総務課長がやるときもちゃんと決裁しています。副町長のときもちゃんと確

認して、最終は私が確認いたします。それしかもうこのいくら組織的にやるといったって、

もうそれが最初だと思いますもので、総務課長、そして副町長、そして私と再三チェックし

た中で判を押していきます。 

今回のことは、本当申しわけなかったと感じておりますもので、今後はもう絶対そのよう

な組織的にも絶対起こらない、そういう方向でやりますもので、これはもう絶対起こさない、



これは言います。もし起きたらもう謝罪どころの問題ではありませんから、地権者の同意を

得た中でこれからは工事を行う。これは、ここではっきりと言わせていただきます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第４問、地域コミュニティについてを許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 第４問の地域コミュニティについて質問いたします。 

  町では、昨年策定された総合計画の中でも、このコミュニティづくりの推進ということを

掲げているわけであります。特にこれからの地域の中では新しいコミュニティの形成を育て

ていくと、こういうことが書いてあるわけなんですけれども、今どういう形でこれを進めよ

うとしているのか、まず町の考えをお聞かせください。 

○議長（鈴木 勉君） 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、地域コミュニティについてのお答えをいたします。 

  町では、コミュニティづくりの推進をうたっているが、どのように進めるのかですが、ま

ちづくりには、コミュニティ活動が重要な役割を果たしていると考えます。また、コミュニ

ティ活動にはリーダー的な人材が必要で、各種ボランティアの協力も不可欠と考えます。現

在、地域の事情を熟知した地域の皆さんとの協働によるまちづくりを推進しています。地域

の皆さん、さらにはワークショップ等により事業実施地域以外のボランティアの方々にも参

加をいただき、ともに汗を流していただきながら、個人では解決が難しい地域の課題に、で

きるものから対応をしてまいります。 

  これらの活動により、参加者の親交が広がりを見せています。また、地域の魅力を再認識

していただくとともに、実情や課題も見えてきています。なお、これらの活動は、リーダー

養成にもつながり、地域コミュニティが形成されるものと期待しております。さらに、これ

らの地域コミュニティが協働し、全町的なまちづくりを推進していただくことにより、住民

の皆さんの目線によるまちづくりが推進できるものと考えます。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） この総合計画の点でいえば、今回は議会が議決を直接的には、委員



が１人いたということぐらいで直接かかわっていないということもあるんですけれども、地

域コミュニティの問題について、私は認識が大分この計画は違うんではないかと、率直に申

し上げたいと思います。というのは、町長が言われているように、確かにこういうコミュニ

ティ活動が静岡県も推進しておりますし、私もそういう講座も県のやられているものについ

ては受けております。 

  しかし、今、非常に私、地域コミュニティといったとき大事なのが、やっぱり今例えば町

内会や老人会、子供会とか、今ある既存の地域の組織が非常に疲弊をしたりしているわけで

すね。もう既にいろいろな障害、問題を抱えた中で婦人会がなくなったと。それで今、老人

会もそういう状況にあるわけですね。私が議員になったころは、2,000名を超えるぐらい老

人会というのはいて、活動が非常に活発だったと思うんですけれども、今もう800名足らず

というような、実質あじさい学級等々に参加される方も数十名ぐらいというような状況で、

もう既に各地域で老人会がなくなっていると。子供会なんかを見ても、当然少子化という事

実があるわけですけれども、地域の中で統合したりいろいろな形でやっていく。それでもな

おかつ地域のいろいろな活動というのが、今までどおり維持できないぐらい地域コミュニテ

ィというのが、ある面でいうと疲弊をしてきているのが今の実態ではなかろうかと。 

  この辺をやっぱりもう少し考えていただかないと、もう町内会だとか、老人会や婦人会と

か、そういう各層の問題というのは、もうそれは例えば各区だとか町内会の問題だというこ

とで言っていられるのかなと。一緒にやっぱり区長さんとか、そういう方たちだけで解決で

きない部分もあるのかもしれないし、また地域の中でそういう方々と一緒に役場の職員なり

いろいろなコミュニティの方々と一緒に新たなコミュニティづくりもしていかないと、地域

の中が今非常につながりが弱まっているし、例えばもう祭典というのは直接的には町のあれ

じゃないですけれども、地域の中では一大イベント、しかし、それ自身が非常に運営ももう

支障を来すようなぐらい大変な状況が生まれているというのが実態で、そういう点で、やっ

ぱり地域コミュニティをつくるというときに、何か新しい形でのものをつくり上げようとい

うことも大事かもしれませんけれども、しかし、今ある地域、町内会を初めとした地域での

組織のこの状況をもう少しサポートしていくというような地域コミュニティに対する支援と

いうのも地域の方々任せでどうなっていくかわからないと、こういう形ではいけないんでは

ないかと。ここのところも考えていかないと、昔、田村又吉翁の時代のやつ、婦人会だけじ

ゃないですよね、昔のやっぱり東伊豆町というか、稲取村もやっぱり模範村と言われたころ

の状況というのは、やっぱり戸主の会があり、処女の会、母の会、いろいろな形での地域コ



ミュニティというのがあって、そういう中で村を運営してくると。 

  それがやっぱり私が議員になったころも、区長会、老人会、婦人会なんていうと、大体町

の方針というのはこういうところを通して、地域の方々にはずっと浸透して、町の運営とい

うのもある面でいうと非常にスムーズにいった部分というのがあると思うんです。今そうい

う点でいくと、町内会だけは残っていますけれども、なかなか地域の中で町内会にも入って

くれる人はどんどん減ってくる。新しい町内会でも減っています。家は増えているけれども、

減っています。そういうことになってきていまして、そういうことにもっと町として視点を

当てて一緒に考えていかないと、新しいコミュニティの創造も、そういう地域の方々と一緒

の中でさらに育てて広げていただくということでいかないと、今の組織がどんどん疲弊して

いるのに、片方で新しいコミュニティづくりと言っていたって、これでは町が、町長の言う

ように、重要なコミュニティが役割を発揮していくということにはなりませんから、この点

をやっぱり考えていただく必要がある。 

いろいろな方々が入って総合計画もできたというふうに思うんですけれども、やはり地域

コミュニティといったとき、今の組織という、今の状況というものをしっかり直視していた

だいて、それに対する私は支援というもののあり方をもっと考えていただかないと、この町

はコミュニティは非常に大変な状況になっていくのではないかと思いますが。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは当然、山田議員が言った、両面的にやらなければいけないと私

は考えております。既存の町のはそういうコミュニティ、そして新たなコミュニティ、これ

は両方しなければ私はいけないと考えております。その中で、村木議員からも再三質問、い

ざ災害のときはそのコミュニティ、隣村の課長、言われております。当然それはもう考えて

いかなければならないし、また、これは町内会長からもいろいろな問題で、もう存続が厳し

いよということを言われております。 

  その中で、今、老人会が大変厳しい中、ある議員さんは、入って立て直しをしようかとい

うこともやっております。ただ、言わないでやってできることは、やっぱり議員の皆さんも

そのようにやっていただければ、町としても大変ありがたいし、その今、老人会の立て直し、

これ町としても大変ありがたいことでございます。いざとなれば、やっぱりその老人会さん

たちのコミュニティ、これ大変重要な課題になってきておりますもので、その滅亡の中で今

立て直しを図る、これは町としてもできることは支援していきたいと考えております。 

  さらに、この老人会につきましては、もう各稲取地区の町内会長さんからも結構存続が厳



しいよということを言われている中で、今その立て直しをしていただいている中で、町もそ

れは支援していきたい、そういう考えでいる。やっぱり既存のコミュニティ施設の隣に町内

会、これは当然あって、またそういう個人的なコミュニティというんですか、やっぱり既存、

その町の意識を、ある程度の意思を皆さん方に伝えるのは、当然区長会とかそういう町内会

と考えておりますもので、そこら辺に対する町が支援できることは、もう当然支援していき

たいと考えておりますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、どこかでそういう議員がいて、そういうことをやっていると

かやっていないとかと、問題はその個別の問題じゃなくて全体なんですよね。だから、そう

すると、町がそういう町内会や地域の問題にどういう支援をするのかという具体的な仕組み

とか枠組みがなくて、自然発生的にこっちで誰議員、誰々議員、誰々町内会がこんなことを

したいからという形なのか、支援をしていきますよと言われても、町がどういう構えであっ

て、どういうふうにそれを考えて、各町内会や地域の中に支援の手を差し伸べようとしてい

るのかというのもわからなければ、では、たまたま言ってきた人に対しては、ああ、そうで

すか、じゃそれはいいことだから応援しますよみたいな、偶発ではまずいんですよ、もう。 

偶発ではなくて、やっぱり今は町内の全てのところで、地域でそういう問題を抱えている

わけですから、それに対して例えば、例えば前、何かまちづくりか何かの協議会か何かでも、

そういうあれをしたんですけれども、合併や何かのときのやつで、また、各視察したところ

でもそういう経過がありましたけれども、各地域、エリアにやっぱり職員を配置をして地域

づくりとか、いろいろな問題を一緒に考えてもらったりとか、具体的な問題が大事だという

町長の認識はわかるんだけれども、いざそれをどうしたら解決できるかといったときに、各

地域に対してどういう支援をしていくのか、そこの具体化が図られないと、ただ、自発的に

考えているところだけは町長のところに来て、応援しますよという形にもなってくるわけで、

当然区長さんちの町内会長さん、区長さんちの当然大いに協力また支援も必要なんだけれど

も、理解も必要なんだけれども、同時に町としてそれが大事だということを町長が御認識し

ているんであれば、どういう支援の仕方を各地域にしていくのかということをもう少し具体

化していかないと、この問題も大事な問題だけれども、結局、下から何も上がってこないか

らということで、事態をどんどん見過ごすことになれば、どんどんこれは衰退をしてしまう。



結果として、町の意とそぐわない方向に行ってしまうんですよ。 

  問題は、具体的に地域に解決するための支援として町が何をするか、そういうことをやっ

ぱりもう考えていただかないと、今もう本当にこの状況が変わるような状況ではないので、

その中で町長が言われるように、既存の組織の中でも、じゃ、新しいリーダーをつくろうよ、

新しい活動にチャレンジしてみようよというものを本当に融合させていくということも当然

必要なんですけれども、具体的だというふうに私は思うんで、各地域に対して何を町が実際

するのか、分け隔てない支援の仕組みというものを考えていただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員の言った、基本的には支援をしたい、これはわかるので、一

応部落によってもまた支援の仕方も違ってくると考えておりますので、それもまた区長さん

たちを含めた中で、町が各区がどういう現状の中でどういう苦労があるかというのを聞いた

中で、それに対して町が支援できることは支援していきたいと考えます。４区の区長さん、

今度は区長会がありますもので、そのときに区長さんたちに……、５日の区長会があります

もので、区長会のほうにそれを投げかけた中で、その辺のことは検討していきたいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で14番、山田さんの一般質問を終結します。 

  ここで１時40分まで休憩をします。 

 

休憩 午後 １時２４分 

 

再開 午後 １時３９分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 居 山 信 子 君 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さんの第１問、我がまちの防災力アップについてを許し

ます。 



  12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 皆様、こんにちは。 

  本定例会におきまして、私、２問の質問の通告をいたしました。ここに立ちましたときに、

何て幸せなんだろうと、もし災害が、地震が来ていたならば、こういう質問はできないわけ

でございます。毎回毎回、そのことを肝に銘じながら、訓練もそうなんですけれども、いつ

来るのかと、今日か明日かというような危機感を持って日々暮らしております。そういう意

味から、また防災対策というふうに笑われてしまいそうですけれども、続けていきたいとい

うふうに考えております。 

  それでは、まず、第１問、我がまちの防災力アップについてお尋ねするところでございま

す。 

  ３月13日早朝、緊急地震速報が流れ、兵庫県淡路島中心に近畿から四国まで大きく揺れ

ました。いよいよ来たかと思わせました。天災は忘れたころにやってくると言いますけれど

も、最近は忘れるいとまもありません。私たちのこの日本列島は地震活動期に入り、災害の

リスクが高まりつつあるのは間違いないということでしょう。備えあれば憂いなしとも言い

ますけれども、これも言葉と現実は違います。実際には、備えあれど憂いありということに

なりましょうか。 

  昨年８月、南海トラフ巨大地震で最大32万人が死亡すると内閣府の作業部会が発表いた

しましたが、それに続いて内閣府は、今年３月18日、マグニチュード９クラスの南海トラ

フ巨大地震が発生した場合の経済被害の推計を公表いたしました。住宅やさまざまなビルな

ど、建物の倒壊や企業の生産活動が低下したり、被害額は最大220兆円に達するというふう

に言われております。このうち2003年にまとめた被害推計は、マグニチュード8.7で81兆円

だったわけですけれども、東日本大震災を教訓に最新の科学的な知見に基づく最大クラスの

地震を想定したものでありまして、1000年に一度あるいはそれよりももっと低い頻度で発

生する地震であります。被害額の大きさに戸惑っているだけでは何もなりません。この衝撃

的な被害想定ですが、本日は、また新たに県から被害想定が最終的なものが出るというふう

に伺っております。その数字にとらわれずに、私たちは、今できることから着実に備えを進

めていきたいと考えます。重要なのは、被害を少しでも減らすために、町そして住民の私た

ち１人１人ができる限りの対策を１つ１つ積み重ねていくことが大切ではないかと考えてお

ります。 



  しかし、内閣府によりますと、建物の耐震化率を100％まで向上させるなどの対策を講ず

ると、倒壊死者数が８割減ると、８割以上も減少する。さらに施設関連の被害の額もほぼ半

額、半減するというふうに言われております。また、津波からの避難を迅速化することで、

津波による死者を大幅に減らすことも可能だと言われております。多くの人が助かれば、さ

まざまな企業の生産、またサービスの低下による被害額が45兆円から32兆円へと３割程度

軽減できると試算をされております。 

  やるべきことは既に見えております。町は、建物、インフラの耐震化や老朽化対策などを

着実に進めるとともに、津波避難ビルの整備などを急がなければならないと思います。こう

した取り組みを国は力強くリードすべきだと思いますし、被害軽減のための法整備も非常に

大切となってまいります。 

  また、備蓄物資を確保すること、さまざまな物流拠点を複数化しておくこと等々、先だっ

ての質問でも伺いましたけれども、事業継続計画ＢＣＰの策定というものを企業自身もスピ

ードアップをさせていくべきだと、このように言われております。地域社会や家庭も防災グ

ッズの準備や家具などの耐震対策、避難場所や避難ルートの確認など、日ごろから意識して

備えを進めておきたいと考えております。 

  それでは、第１問の我がまちの防災力のアップについて、５点について町長にお尋ねをい

たします。 

  まず、１点目として、地域の絆、コミュニティの充実についてお伺いいたします。 

  ２点目、各区、自主防の避難路の整備についての現状の把握、対策についていかがお考え

でしょうか。 

  ３点目、災害時要援護者対策、また要援護者の名簿の取り扱いについて伺うところでござ

います。 

  ４点目、実践的防災訓練についてお尋ねをいたします。 

  ５点目、避難所における生活環境整備についてお尋ねをいたします。 

  御答弁は一問一答にてお願いしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 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） 居山議員の第１問、我がまちの防災力アップについては５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。 



  １点目の地域の絆、コミュニティの充実についてですが、平常時から地域への行事参加の

推進など、居山議員が提唱しております自助・共助・公助・近助、いわゆる顔の見える近所

づき合いが重要で、平常時のつながりが災害時の共助につながると考えておりますので、住

民の皆様の積極的な地域への参加をお願いするところであります。 

  次に、２点目の各区の避難路整備についての現状把握、対策についてですが、昨年度、地

域自主防災会から、赤道や私有地を避難路として整備したい、階段を直してほしいなどの要

望や相談を受けております。 

  町としては、避難路としての道路幅員や安全性の確保など、避難路指定には難しい面があ

ることから、現在、他の市町でも実践されている自主防災会による避難地図の作成に向け、

自主防災会に対し、地域の避難路図作成のための検証をしていただいているところでありま

す。あわせて、地域によっては、町から材料支給を受け、自主防災会がみずから避難路整備

を進めているところもあります。今後は、避難路に関し、主管課である建設産業課を中心に、

地域自主防災会と協議、調整をさせていただきながら、整備を図っていきたいと考えており

ます。 

  次に、３点目の災害時要援護者対策、また要援護者の名簿取り扱いについてですが、お尋

ねの件につきましては、災害時要援護者避難支援計画の全体計画を平成22年３月に策定し、

それに基づき地区防災委員及び民生委員の方々に御協力を得て個別調査を行い、平成24年

３月には台帳と個別計画を完成いたしました。 

  今後、県の第４次地震被害想定による津波高を要援護者マップに反映させ、名簿も最新の

情報に更新した後、消防機関、各区自主防災組織及び民生委員さんにお渡しし、在宅の要援

護者の全体把握、災害時の避難支援及び安否確認、また平常時においても防災訓練や啓発に

役立てていただくことを考えております。 

  また、今までは本人の同意を得た上で各機関に情報提供することになっておりましたが、

先日、災害対策基本法が改正され、生命にかかわるような事態では、本人の同意なく提供で

きるようになりました。今後、国から指針が示されることとなりますので、それに基づき多

くの方の情報が集約できるよう努めてまいりたいと思います。 

  次に、４点目の実践的防災訓練はについてですが、居山議員の実践的防災訓練の内容はわ

かりませんが、当町では、数年前より地域の特性、実情に合わせ、住民の自助、共助の中で

必要とされる訓練をお願いしているところであります。 

  防災訓練では、住民に対し負傷者の搬送、救出、トリアージ、炊き出し、応急救急、心肺



蘇生など災害時に想定される事案をもとに、実践的な訓練をしていただいていると考えてお

ります。なお、要援護者の避難支援につきましては、国において、自動車による避難は好ま

しくないとされていることから、リヤカーなどによる避難支援をお願いしているところであ

ります。 

  町としましては、地域のことは地域の方が熟知しているものと考えておりますので、今後

も、地域において想定される災害、被害を踏まえた訓練をお願いしていきたいと考えており

ます。 

  次に、５点目の避難所における生活環境整備についてですが、全国の市町において広域避

難所となる施設につきましては、学校施設が主な場所となっていることは、居山議員も御存

じのことと思います。学校施設であることを踏まえますと、一時的な避難所での生活におい

て、自宅での生活のような恵まれた環境整備は難しいと考えます。避難生活を重視した整備

をしてしまいますと、学校教育環境への影響が出てしまうことも考えられますので、町とし

ては、教育への影響を与えない範囲での整備を進めていきたいと考えております。 

  また、これまでの大規模災害における避難所の状況を考えた場合、津波被害想定地域の皆

さんを除いては、地震動による家屋の倒壊を防ぐための住宅の耐震化を進めていただき、災

害時に自宅で生活されることが、肉体的、精神的において大変有効であるとの検証もされて

おりますので、住宅の耐震化にあわせ、家庭内備蓄を進めていただくようお願いするもので

あります。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） それでは、今、１点目の地域のきずな、コミュニティの充実という

ことで町長から御答弁をいただきました。先ほど来も山田議員から指摘がなされておりまし

たけれども、この我が町、今、老人会とは申しませんので、歴史は51年目でシニアクラブ

静岡と、静岡県としても名前がそういうふうに、一応愛称というか、シニアクラブ静岡とい

うふうになっております。 

私の住む稲取東町も、老人会長が、それじゃ、うちも名前を変えようというふうなことで、

東町シニアクラブというふうに名前を変えました。老人ということは、非常に人生のあらゆ

る経験を積んだ、とてもとうとい言葉だとは思いますけれども、今の一般の概念からします

と、どうしてもその老人に抵抗があって、なかなか会に入ってくださらない方も多いという

ようなこと等で、東町のほうもおかげさまで70名の会員が新しくスタートをし、今10日の



定例会に30名の皆様がお越しになってくださっています。若手にお声をかけて、60歳から

オーケーなんですね、県のホームページを見ましても。65歳と思っていたんですけれども

60歳でオーケーですので、どんどん皆様、みんながどんなにしているのかなと、我が家の

お父さん、お母さんもシニアクラブでお世話になっていることかと思います。親孝行のつも

りでぜひ大勢の皆さんが参加をし、また加入をしてくだされば、一気にこのシニアクラブも

活性化していくのではないかというふうに思います。 

  私は、昔からこのシニアクラブ、老人クラブといっていたときから大好きで、平成７年か

ら毎年お楽しみ会に呼んでいただくことがありましたもので、その当時から東町のシニアク

ラブの皆さん方が大勢東町公民館に集まって、楽しく歌って踊って、お食事をして半日を過

ごすという、こういう楽しい思い出をたくさん刻んでまいりました。お父さん、お母さんた

ちの歌とか踊りは、その方の人生がそこに全て凝縮をされて、うまいとか下手ではなくて、

まことに味のある、本当に心から拍手喝采をする、そういう集いでございました。 

  そういう観点から、昨年来、東町は非常に心配な状況がありましたもので、では、私でよ

かったらパイプ役を務めさせていただこうということで東奔西走しまして、ようやく皆様の

御協力を得て、新たによみがえった東町シニアクラブでございます。昨日から連合会の役員

の皆様が、浜北のほうに研修視察のほうに行っていらっしゃいます。いろいろな地域との交

流もしながら、そして、どうしても高齢になりますと家に引きこもりがちですけれども、そ

のシニアクラブのたびに、我が家の母などもちょっとおめかしをして、もう朝早くから玄関

に持っていくものを用意して出かけていきます。 

  ぜひそういう意味で、この地域のきずな、このシニアクラブに限りませんけれども、子供

会、またあらゆる花の会、そしてまた消防団の皆さんのそういう会、たくさんあろうかと思

います。今ある大事な歴史ある組織をもう一回見直して、そこに命を吹き込んで、そして地

域を守る一つの組織としてこの方々が連携をとって、いざというときに、またふだんから顔

を合わせて、どうかね、元気してるかねと声をかけながら、お互いの状況を確認して、そし

て近所ですと、どこの部屋に隣のお母さんが休んでいるとか、この部屋にお父さんが寝てい

るとかわかるわけです。本当に災害のときには、御近所の底力で皆さんが助けるしか命は助

からないという、私の信念がございます。平成７年から叫び続けて、ようやく見えてきまし

た防災隣組組織、東町の組織ができておりますけれども、町長には、全庁を挙げてそれをつ

くるよという御答弁もいただいておりますし、また、先進的な取り組みの西町の黄色いリボ

ン運動、これは毎月１日に安否確認をするということの訓練を、12時を合図に我が家は無



事ですという、そういうもの、印に黄色いリボンを玄関に結んでおけば、どの方も安否確認

しなくていいわけですので、そういうことがとても大事になろうかと思います。 

  先ほどいろいろ御答弁がなされておりましたけれども、ぜひ町長、この取り組みをまず議

員の私どももそうなんですけれども、ぜひ職員の皆様も改めて我が地域を見直していただい

て、そしてその中で自分にできることがありましたら、率先垂範で住民の皆様をリードしな

がら、まず職員の皆様からその組織の中、地域の中の組織に入っていただいて、その組織を

盛り上げながら、東伊豆町の底力を何としても結集していきたいと思います。 

東町の区長が、私がそんなしていろいろしている間に、この本を読まないかと言ってくだ

さった本が、まこと立派な装丁の本で、老人クラブ20周年のその記念の御本でした。読ま

せていただいたら、御近所の皆さんの本当にそうそうたるお父さん、お母さんのお顔ぶれ、

また旅行に行った楽しいお写真等々を、随筆もつづられていて、本当に感激してその本を読

ませていただきました。私も51年目に不思議とそういう機会をいただきましたので、新た

な50年に向けてのシニアクラブをぜひ次の世代にバトンできるように、私も生涯このシニ

アクラブに所属をして、皆さん、地域の皆さんと仲よく支え合いながら進みたいなというふ

うに今考えるところでございます。 

  町長の御見解も伺えればと思います。 

  ２点目の各区の避難路の整備についての現状の把握と対策なんですけれども、これは、自

主防災会が要望を出していると、また相談もあったということですけれども、どこの自主防

が相談をされているか伺いたいというふうに思います。東町、西町、田町、片瀬、白田、大

川ですね、非常に津波等々心配なところ、そしてまた入谷、北川等、土砂災害が心配なとこ

ろ、それぞれお立場で区長さんは心を悩まし、いかに区民の皆さんの命を守るかということ

を考えておられることかと思います。 

  今、地震が来たときにどうやって逃げようかという、その問題は非常に切実でございます。

避難路を整備すること、そして住民の皆様にこの避難路を使って、あるいはこちら側、幾つ

かの選択肢が必要かと思いますので、場合によったら避難ビルのこともあろうかと思います。

避難路、このルート、あのルートということをしっかり、自主防に任せないで、私としては、

防災のプロであります防災監を中心にして、それぞれの地域の住民の皆さんの命がどうやっ

て守れるのだろうかということを早急にまとめて、住民の皆さんに自主防を通して徹底をし

ていただきたい。そしてまた９月の防災訓練のときには、ぜひ全住民が自分の避難路をきち

っと把握をし、そして自分のイメージトレーニングをしながら、朝だったらどうしよう、夜



中だったらどうしよう、津波が来るといったら、もう大小の揺れを問わずに、今もうとにか

く３分とか５分で逃げなければ、町長が心配されている相模湾、神奈川県西部の地震等、非

常に心配な状況がございます。絶対に想定はできないと、そして今日の出てくる想定とか何

とかなんていうのは、もう論外です。どうでもいいです、そんなのは。まず、自分たちの、

自分の命を、地域をどうやって守るかということのできる対策をぜひ皆さんで取り組んでい

きたいと思います。 

  町長の御決意、またその対策を伺うところでございます。 

  ３点目につきまして、災害時要援護者対策、また要援護者の名簿の取り扱いでございます

が、これは、かねてからこの要援護者についての名簿をつくっていただきたいこと、そして

名簿をつくってよしではなく、個別の計画を立てなければ、その方のところに一体誰が駆け

つけるのかという、避難のお手伝いをするのか、あるいは安否の確認をするのかということ

の、それが大切だということを実感しておりましたので、個別計画、先ほど何か完成したと

いうふうに伺いました。これはすごいなと、なかなか労作業だったと思います。 

  私も、１軒、自分が担当している方のところにたまたま民生委員さんが来てくださって、

その場に遭遇しましたけれども、いろいろなことを聞いてくださって、そして、ただし、私

すごく遠方だったもので、今お断りをしました、助けられませんと。私は、もうとにかく自

分の向こう三軒両隣の人しか助けられないというふうに思いましたので、その辺のところを

今お断りをしているところでございます。ほかの方を探していただかなければならない状況

です。 

  その辺について、そしてまた要援護者の名簿の取り扱い、これは個人情報云々で、せっか

くできたものがなかなか関係機関に届けられない、使えない、本人の了解がなければ云々と

いうふうなことでございましたけれども、先ほども御答弁がありましたように、災害対策基

本法改正が本国会で可決をされ、そして成立をしたというふうなことでございます。その点

から、さまざまな具体的な課題も見えてくるところでございますので、御答弁をいただけれ

ばと思います。 

  さらに、４点目の実践的防災訓練ということでは、私どもの東町防災隣組約４世帯なんで

すけれども、やはり身障の方が１人、そしてもう御自分でなかなか寝起きが厳しい方が１人、

では、この方々をどうやって避難をさせたらいいのかということを、お会いするたびに、そ

してまた避難訓練のたびにこんな訓練あんな訓練と、いろいろと訓練を重ねております。そ

ういう意味で、静岡県のあらゆる自主防の取り組みを、「だって、みんなで助かりたいも



ん！」というタイトルなんですけれども、これを見ますと非常に先進的な事例で、ああ、や

っている、やっている、どこも、やっぱり一番津波が怖いところとか、過去に何かの災害が

あったところは、もう一生懸命取り組みます。そういうところを見たときに、こうやってや

っているんだなと、それで、町からのいろいろな指示ではなく、それこそもう自発的に１人

１人がどうやったら自分の命、また近所の命を救えるだろうかというふうなことを考えてい

ただく必要があるのではないか。そして、そういう実践的な防災訓練を町から言われ、自主

防からどうではなく、それにプラスアルファ、今回それにアルファ、これでやろうよみたい

な、そういう取り組みができたらいいのではないかというふうに思いますが、町長のお考え

はいかがでしょうか。 

  ５点目の避難所における生活環境整備につきましては、先ほどの災害対策基本法の中に、

この点が法の整備の中で網羅をされておりまして、通常の生活環境を整えるということでは

なく避難所ということですので、くれぐれも避難所で我が家のような暮らしをしようなんて

いうことはどなたも思いませんので、そこのところを御理解いただきながら御答弁をいただ

きたいというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 答弁漏れがありましたら、また言ってもらえば答弁いたします。 

  まず、１点目の防災力は地域のきずな、コミュニティ、たしか昨年は老人会という言葉を

使った中で、今は老人会と言わないでシニアクラブ、これ勉強させていただいた。これから

は老人会とは言わず、シニアクラブと言っていきたいと考えています。 

  そういう中で、シニアクラブの中で山田議員が再三力を、お骨折りいただいたと、これに

対して心より敬意を表したいと思いますし、また一つのサンプルとなると思いますもので、

その辺は頑張っていただきたいと思います。これが一応地域コミュニティ、さっき山田議員

の言ったことにも回答になると思いますので、その辺はまた頑張っていただきたいと思いま

す。 

  さらに、職員が地域に行って何かやる、基本的にはいざ災害が起きた場合、職員は役場の

任務がありますもので、この辺は職員がどんなことができるかということは、また５日に区

長会がありますもので、一応区長会の中で検討した中で、これはやっていきたいと考えてお

りますので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  次に、各区の避難路整備についての現状把握、これは一応東と、自分が認識しているのは、

またこれは違っていたら、また担当課から言わせますけれども、とりあえず東、そして、白



田区域、当然西町とか出ていると思いますけれども、その辺は認識していません。自分が認

識しているのは、東と片瀬、白田、そして熱川、そして北川、一応この４つに視察、一応見

てきました。その中でやっぱりいろいろ課題もあります。特に鉄筋の入っていないコンクリ

ートブロック塀とか、また、さらに空積みの石積みとかありますもので、このような町単で

やるのはなかなか厳しいもので、またその辺はいろいろな中でまたこれは整備していきたい

と思います。また、ほかのところが出ていましたら、それはまた担当課から答弁させたいと

思います。 

  そしてまた基本的には、やっぱり自分の町が幾らこういうことをしたって、まず自分が自

分で助かるんだという、この気持ちが大事だと思いますもので、まず各個人の皆さん方には、

もう自分はどうしても助かるんだという気持ちの中で逃げていただく、これがまず最優先だ

と私は考えております。その中で町ができることはやっていきます。まず、基本的な考えは、

もうみずからの命はみずから守るという中で行動していただきたいというのが町の考えでご

ざいますし、それに対しましては、そのいろいろな整備はしていきますけれども、まずはそ

ういう考えで町民の方は動いてもらいたい、そういう考えでございます。 

  要援護者に関しては、事務担当課から答弁させていただきたいと思います。 

  次に、４点目の実践的防災訓練、これは基本的には訓練に関しては自主防のほうに任せて

ありますもので、例えば東町においては、その隣組のやつをやりたいならば、その自主防災

会長にお願いした中で、今回こういうものを取り入れてくれないかということを言っていた

だければ、それはそれでいいんではないかと私は考えております。 

  避難所における、これは基本的には居山議員の言った生活、最低レベルの、快適な当然そ

れは求めませんし、最低限の生活、やっぱり居山議員が言ったように、女性としての立場、

我々いつも男性的な立場しか見ないもんで、これから女性的な見地からも、そういう女性的

な方の意見を聞き入れた中で、その避難所整備はしていきたい、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。 

  あと、担当課から説明させますもので、よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（遠藤一司君） 災害時要援護者避難計画の個別計画についてでございます

けれども、これにつきましては、要援護者台帳システムを導入しております。皆さんの登録

に基づいて、それを入力いたしますと、台帳とともにリンクされて、その支援計画ができる

ような形になっております。その計画の中で、どなた、基本的には各自主防災組織のほうが



その方に救済の手を差し伸べるということが基本なんですけれども、登録された方が御自分

でこの方を指定したいと、この方にお願いしたいということであれば、その方のお名前を入

れたりとか、家族構成、それから緊急時のすぐに連絡したい方の名前を入れたりだとか、あ

と薬がどういうものを飲んでいらっしゃるとか、体のぐあいがどうかというようなものが網

羅されている計画が、お一方につき５枚ほどでき上がることになっております。 

  ただ、その方からいただいた情報に基づいてやっておりますので、全て項目が埋まってい

るかというと、そういうことでもないんですけれども、今後そういう情報を更新のときに埋

めていって充実した計画になるように努めていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課長。 

○建設産業課長（鈴木秀人君） 避難路の整備の要望が出ているかということですけれども、

先ほど町長が言いましたように、北川、奈良本、片瀬、白田、東と要望が出ております。そ

の中で東が東自主防災会から、具体的に津波避難ルート図を作成して提出しております。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） それでは、１点目のことですけれども、職員の役割というふうなこ

と、５日の区長会でよく話し合っていくということですけれども、私、ぜひお願いをしたい

のは、職員の皆様、避難訓練の日等、冠婚葬祭でお忙しいときはやむを得ないかと思います

けれども、ぜひ出席をお願いしたいというふうに思います。それと、区の防災委員さんもち

ょっとなかなか出席が厳しい状況等もあったり、本当に避難訓練をどういうふうに計画をし

て、どういう段取りでということが、区長さん大変御苦労をなさっていることかと思います

けれども、第三者的にちょっと見た限りでは、もっともっと職員の皆さんのお知恵とかアイ

デアとか、そういうフォローとか、そういうものが訓練のときに絶対必要だなというふうに

思います。この点をお願いしたいというふうに思います。 

  あと、避難路について町長も今見てきてくださったということですけれども、東の場合に

は、赤尾さんに登っていくところの車の通るあの道、場合によったらちょっと傾斜のところ、

崩れなければの話なんですけれども、ちょっとその辺を整備していただくと何とかなりそう

なところもあったりとか、いろいろします。 

  まず、その点を区長さんからどういう計画か、私もよく見ていないのであれなんですけれ



ども、それぞれの地域、白田、熱川、北川等々、そういう避難路についての整備を一刻も早

くやっていただきたいというふうに思います。これを先延ばしをしていきましたときに、万

一の災害に遭ったときに、本当に後で悔やまれることかと思います。今やれるところをとに

かくやろうと、そして鉄は熱いうちにではありませんけれども、この震災も２年数カ月がた

つ中で、正直、私なども、もう本当は考えたくないというときもあります。ですけれども、

やはり現実は逃げられませんので、自分の住まいの状況からしますと、やはり今言われてお

ります７日間のその食料の備蓄ということが今課題です。 

内閣府の最終のそういうものを見ていきますと、700万人ぐらいの避難民が出るのではな

いかと、避難所がもうあふれて入れないと、ある意味、避難所に入るトリアージが必要だと

か、そんなような話とかも出ておりまして、さっきちょっと御答弁にありましたように、在

宅で避難をするということのほうが、状況によっては避難所に行くよりもまだ人間らしく暮

らせると。ただ、それも倒壊の状況とか、そしてまた専門家が見ませんと、素人が見ただけ

では大丈夫というふうなこともわかりませんし、震度６とかなんてことになりますと、私た

ちの経験した53年のあの時点のあれとはもう数十倍も大きい規模になろうかと思いますの

で、そういうことから本当にまさに地獄だろうなと、年寄りには地獄は経験させたくないな

と、自分たちは、まあ、しようがないにしても、正直そんな思いでおります。 

  ３点目の町長がおっしゃった自助、自分が助かるんだというそれね、大事なんだ。でも、

高齢者の方は、もういいよと、白田にこの間伺ったら、俺たちはもういいと、そういうふう

におっしゃるんです。そこで私申し上げました。しかし、行方不明になってしまうと大変で

すと、いまだに探すのに御苦労もされていて、家族も気持ちの中で区切りがつかないので、

どうかライフジャケットとかにしっかり自分の名前とかを入れて、必ず発見をしてもらった

らわかるようにとか、そういうようなこと。でも、本当にその気持ちを考えたときに、何と

申し上げたらいいのか難しいところでした。 

  とにかく行方不明者を出してはいけないということですね。１人の犠牲者も出さない。そ

のためにはやはり防災教育、そして町が強力にその防災の取り組みをやっているということ

を町民の皆さんにしっかり見せていただいて、町長の真剣なその行動によって、住民の皆さ

んも、ああ、あれだけやってくれているんだから、やっぱり助かりたいというふうに思って

もらえるような取り組みが大事かと思います。自助、自助と言うんですが、公助はしっかり

やってくれるのでしょうか。地域防災計画などを見ますと、まこと立派な計画ができており

ます。私は、声を大にして、自助、自助と言うなら、公助をしっかりやってよというふうな



ことを申し上げたいです。平常時にやるべきことは、もう山ほどあるはずですので、お忙し

いかと思いますけれども、非常にその点の取り組みを期待するところでございます。 

  そして、４点目の実践的な防災訓練、自主防の会長に提案をということでしたので、防災

委員さん、あるいは防災士も何人かおりますので、その方々と今回の訓練、９月につきまし

ては取り組みを─７月にやるのかな、何とかの津波訓練とか、そこを確認いたしますけれ

ども、９月でしょうか。総合防災訓練になりますか。いずれにしましても、大事な訓練を今

回しっかりまた取り組みたいと思います。 

  避難所のところですけれども、これは女性の視点でというふうに町長も言ってくださいま

した。私ども公明党のほうでも、昨年11月に第１次の提言を国のほうに、女性防災会議か

ら出しております。そのもろもろの問題、そして第２次の提案をこのたび出していく中で、

災害対策基本法案、早く成立させてくださいという意向も入っていたわけですけれども、そ

れも成立をしております。そういう観点から、ぜひ取り組みをしっかりしていただく必要が

あるのではないかというふうに思います。 

  あと、７日間の備蓄の内容について、担当のほうからちょっと教えていただければという

ふうに思います。私もどこかにあったんですけれども、入り込んでしまっておりますので、

伺えればというふうに思います。 

  あと、女性を防災復興の主体的な担い手というふうなことを明記しておりますし、また防

災会議での女性委員の割合、この辺についても町長、どのようになさってくださったのか伺

いたいと思いますし、避難所の運営に当たるスタッフも女性が３割以上占めるということを

求めているわけですけれども、運営スタッフで男性の比率がほとんどですと、どうしても女

性の意見は通りません。私たちは、非常に細かいものですから、重箱の隅をつつくようなこ

ともよく申し上げるんですけれども、そういう点はなかなか男性の皆さんには気がつかない

視点かと思いますし、やはりそういう災害時に非常に子供たちや体の御不自由な方、障害の

ある方等には、私たちの女性の細やかな視点、またそれを代弁する声の大きな、その元気な

女性もあちこちにいらっしゃいますもので、ぜひそういう方々を選んで、防災委員の一員に

していただければというふうに願うところでございます。 

それは、当然避難所で女性の暴力もあったり、またトイレの問題での非常に設置の場所に

照明をつけてもらうこととか、さまざまな対策を女性特有のそういうものが必要であったり、

乳幼児のミルクとかおむつとか、そういうようなことが言うならば避難所における生活環境

の整備という、これは災害対策基本法の中に今回しっかり入っておりますので、取り組みを



期待するところでございます。 

  あと、もう一問あるわけですけれども、時間がもうちょっとあるようですので、たくさん

伺うことを用意してありますけれども、取り急ぎその辺で伺えればというふうに思い、また

９月のときにこの続きをしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、職員の避難訓練への出席、これは用事のない職員に関しては、

できるだけ出席するようなことだとか、言っていきたいと考えております。 

  さらに、防災会議における委員におきまして、女性のあれ、最低３人を今考えております。

１人じゃなく３人ぐらい入れていきたいなと、それでやっていきたいと思います。 

  今いろいろなことが言われました。この女性に、ここで居山議員からいろいろもらってい

る中で、やっぱり女性から見た避難所の、これ大変本当に重要だと考えておりますもので、

これはいざ起きた場合、女性に不便をかけないような方向でまたやっていきたい、これはも

う今言えることです。 

  さらに、この９月７日に県の特任教授、小川和久先生、これはテレビで大変有名な方でご

ざいます。この方が来まして、これは首長だけしか話せない中で話をいたしました。その中

でやっぱり基本的には、もうみずからの命はみずから守るとなったんですけれども、要援護

者のことをどのように対応したらいいかという投げかけた中で、県のほうがまた近々発表さ

れると思いますが、その要援護者に対する対応の仕方を全国公募的なことをやったと聞いて

おりましたもので、そのアンケートができましたらば、こちらに欲しいということは言って

おりますもので、これでいいまたアイデアがありましたならば、それはやっていく。この町

で取り入れていきたいと考えております。 

  さらに、１人でも出さないという中で、入谷、東区におきましては、避難タワーですか、

これ大変用地的には大変厳しいんではないかと考えておりますもので、今ちょっとシェルタ

ー的な、ドームシェルターも視野に入れた中で、一応１人の犠牲者も出さない方向でやって

いきたい。そういう中で場所があれば避難タワーも有効であるし、またないときはこのシェ

ルターということも考えて、いろいろな面で町民の方の犠牲者を１人も出さない、そのよう

な方向でやっていきたいと考えております。 

  それと、それぞれ避難路の整備、これは居山議員の言われるとおりでございます。しかし

ながら、ちょっと中で民有地を使っているところもあるようなことも感じましたもので、や

っぱりその地権者との関係もありますもので、そういうことをクリアした中で、町としては



避難路の整備は早くやって、一人でも避難者を出さない、そういう方向でやっていきたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  あと、備蓄の関係は、じゃ、担当課長から説明いたさせます。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） 備蓄食料の関係でございますけれども、現在、アルファ

米が6,500食、サバイバルフーズが500食となっております。 

（何事か言う声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２３分 

 

再開 午後 ２時２６分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

  総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） 大変失礼いたしました。 

  飲料水につきましては、１人１日当たり３リットルになりますもので、それに家族分を掛

けていただければ、ある程度の目安になろうかと思います。また、お米につきましては、１

人１日当たり３合といった形でございます。それと、人数とあとは７日分を掛けていただけ

れば、ある程度の目安になろうかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、高齢者介護サービスの充実についてを許します。 

  12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） ありがとうございました。 

  私もその７日間の備蓄というのが、今もう頭痛くて、少しずつどんなふうにしておいたら

いいのかなと、しかし、津波が来るとみんな流されてしまうところですので、親戚の高台の

押し入れのどこかに預けようかなとか、そんなふうにも考えております。とにかく公助は何

も手を差し伸べられないという現状になろうかと、それくらいの覚悟でいなくちゃいけない

んだな。ぜひ町民の皆さん、よろしくお願いします。 



○議長（鈴木 勉君） 居山さん、２問目に入っていただけますか。 

○１２番（居山信子君） そうでした。 

  それでは、引き続きまして、第２問に移らせていただきます。 

  私どもの町の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、平成24年３月に出されておりま

す。今ようやく12年たち、介護保険も町民の皆さんの中に浸透をしてきているかと思いま

すが、その中でちょっと気がかりな点がございます。もちろん計画等々はいい計画なんです

が、なかなか実現は難しい、実情は難しい、財政的なものもある、担当の御苦労も本当にわ

かるわけですけれども、あえて伺わせていただきたいというふうに思います。 

  それでは、第２問について、高齢者介護サービスの充実を伺います。 

  まず、今どういう時代かということを申し上げなきゃならないんですけれども、東京家政

大教授の樋口恵子さん、80歳になられましたけれども、高齢社会をよくする女性の会の理

事長なんですが、この方が読売にこのように書かれてありました。いよいよ大介護時代だと

いうことです。ケアを基盤に総力戦でやるしかないという、そういう指摘でございます。家

族の構成も、男性も当然介護にかかわっていかなければならなくなりましたし、そのいろい

ろな状況等が今地域の実情を見ますと、今お元気でも、何かちょっと体調を崩された方々を

見ると、もう即そこでもって、はあ、こういうふうに年を重ねていくんだなというふうに思

う状況が身近なところでございます。 

  今、私どもの町もかなり高齢化が進んでいく中で、この高齢者の介護サービスということ

につきましては、この第５次の高齢者の保健福祉計画、これに基づいたものが運営されてい

ることかと思います。そのことにつきまして、３点について伺うところでございます。 

  介護保険制度の円滑な運営とサービスの質の向上ということ。 

  ２点目につきましては、医療と介護の連携による在宅サービスの充実について。 

  ３点目は、地域包括ケア体制の整備、拠点となる地域包括支援センターの拡充、強化につ

いて、町長にお尋ねをするところでございます。 

○議長（鈴木 勉君） 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） 居山議員の第２問、高齢者介護サービスの充実については３点にわた

る御質問ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の介護保険制度の円滑な運営とサービスの質の向上についてですが、介護保険制度



の適正で円滑な運営のため、またサービスの質の向上と保険給付の適正化を図るため、サー

ビス事業者等に対し、２年に一度を目安に県と合同で事業者へ出向き、実地指導を行ってお

ります。昨年度は10カ所の施設及び居宅サービス事業者に対し、運営指導や介護報酬指導

を行いました。 

  また、サービス提供者の質の向上及び行政との連携を深めることを目的に、各種サービス

連絡会の中で制度周知や事例検討、防災研修等を実施しており、その他ケアマネジャーを対

象に、サービス提供における困難事例の勉強会を開催し、サービスの質の向上に努めており

ますので御理解ください。 

  次に、２点目の医療と介護の連携による在宅サービスの充実についてですが、医療と介護

の連携につきましては、町内３医療機関と町外１医療機関が訪問診療を行っており、訪問看

護につきましても、町内外２事業者が医師の指示のもとサービスに当たっております。 

  また、地域包括支援センターにおいて、医療と介護の連携を図るため、東部地区主要医療

機関に、医療機関把握のためのアンケートを実施するとともに、在宅時の認知症の状態がわ

かるチェックシートを作成し、医療機関の受付へ提出する仕組みを構築しております。 

  さらに、地域包括ケア会議や困難事例検討会へ医療機関の相談員に参加を依頼し、包括支

援センターや介護事業所との連携を図り、在宅サービスの充実に努めておりますので、御理

解をお願いいたします。 

  次に、３点目の地域包括ケア体制の整備、拠点となる地域包括支援センターの拡充、強化

についてですが、地域包括支援センターの職員数は、厚生労働省人員基準に基づき３名配置

おります。 

  地域包括支援センターの業務は、介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権

利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の４業務があり、今後、介護保険制

度改正が見込まれる中、新たな業務やさらに増加する高齢者世帯への対応など、ますます重

要な仕事であると認識しております。 

  包括支援センターの拡充、強化につきましては、現在、仕事の進め方を見直し、内容を整

理しながら対応を図り、行政内や医療機関、介護事業所、弁護士、あんしん見守りネットワ

ーク協力事業者等といった関係機関との連携を強化し業務を進めることにより、地域包括支

援センターの業務の円滑化につながっております。業務量が増加する中で、今後、現場から

増員の要請があれば、検討したいと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 



（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） それでは、１点目、介護保険制度の円滑な運営とサービスの質の向

上ということでは、手続に基づいてそれぞれの事業所のサービスの状況等をチェックなされ

ているというふうなことで伺いました。 

  これにつきましては、この高齢者保健福祉計画あるいは介護保険事業計画の基本理念とし

て、支え合い助け合う社会福祉の充実というふうなことで基本的な理念としてあるわけです

けれども、今、うちの町で問題なのは、この生活支援の視点から多様なサービスが提供でき

るような基盤整備を図ると、こういうふうに言われておりますけれども、なかなか小規模多

機能型の施設とか、地域のニーズがあるわけですけれども、この辺がまだできてこないと。

ちょっと前に伺ったときには、何かそういう動きもあったよというようなことが何年か前に

あったわけですけれども、さまざまな経営の問題等が大変だというふうなこととか、関係し

ている方から伺っておりますけれども、小規模多機能のこの施設というものが非常に大切に

なってきます。お仕事をなさっている方も、こういう施設が町にあるといいわねと、必要だ

わ、ぜひ町長にお話ししてくださいというふうに、現場で働いている、伊東で働いているん

ですけれども、その人の声でした。その辺について基盤の整備ということがぜひ望まれると

ころでございます。 

  ２点目の医療と介護の連携というふうなことでは、私も何人か、入院をされている方から

相談を受けて、今１つ抱えているのがあるんですけれども、本人はやはりお子さんが遠く離

れていて、御兄弟等が近くにはいるんですけれども、退院をしたら近くの病院にいたいのに、

もう３カ月たつとやっぱり退院しなくちゃいけない。転院できるだろうかという不安とか、

近くに住んでいられるだろうかというような不安とかを持っておられるようです。 

  そういう場合に、どういうふうに在宅サービスを充実させていくという観点から、医療と

介護という、この辺がどのような形でなされていくのか、現状を見ていきますと、地域包括

ケアのこの５つの視点による取り組みから見ますと、うちの町はまだまだ限定した１、２、

３、４、５と担当課長はおわかりかと思いますが、その中の３の予防の推進と見守り、配食、

買い物など多様な生活支援サービスの確保、権利擁護を重点的に取り組んでいますというふ

うに、ここの計画のこの中にはあるわけですよね。でも、それだけでは困るわけで、本来な

らば、4,370円でしたかしら、今保険料、本当に町民の皆さんも生活が大変な中を介護保険

料も支払う中で、そういうサービスが用意をされていない、そして、いざというときに家族

が仕事に行けないので、介護退職をしなくちゃならないような実情、それは白田のこの間伺



ったお宅の中で、娘さんが結局仕事をやめてしまったというふうなことです。あとは、お父

さんがお一人残っているわけですけれども、仕事をまだまだ40代後半ぐらいで仕事が続け

られるものを、お母さんの介護でやめてしまって、最近亡くなられたということのお話だっ

たんですけれども、そういう意味で、働いている人が何とか働き続けられるような、そうい

う基盤がなければ介護保険、払いたくないなというふうにおっしゃる方いらっしゃいます。

財政的には非常に厳しいわけですけれども、その点の取り組みが非常に大事になっておりま

す。お考えを伺います。 

  ３点目の地域包括ケア体制の整備、また拠点となる地域包括支援センターの拡充、強化、

これは再三申し上げておりますけれども、果たして１階から２階に移って、お仕事をされる

方は大変便利だと思います。ただ、町の中でたった１カ所しかない地域包括支援センターが

非常に役場の２階のカウンターのちょっとこういう感じでして、座ったら、もう全然余り周

りも見えない、何かあれは相談をするような、そういう高さでないなと。伊東市役所ではぐ

っと低くて、やっぱりそういう温かいものがあるんですけれども、うちの町は、そういう面

で受け付けませんと鼻から言っているような感じの、私から言わせていただくと、とても何

か冷たいなという感じが時々します。もう少し相談にいらした方が安心してじっくりと話を

聞いていただいて、今までの１階だととてもよかったと思います。いろいろな方がいらっし

ゃるので、仕事がなかなかはかどらないとか、そういうことはあったかと思いますけれども、

やはりたった１カ所、本来ならば各中学校区に１つずつなければならない、人口規模からす

れば１カ所で３人ということかもしれませんけれども、やっぱりこれからは相談がますます

増えてくるはずです。それもトータルでその家庭の状況を把握して、そしてアドバイスをし

てということになると、幾ら有能なケア包括の担当者であっても、多くの仕事を抱えてでは

やっぱり大変だと思います。私は、ぜひ増員すべきではないかというふうに再三考えている

ところでございますが、その点、伺うところでございます。 

  御答弁をお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 事務的なことは担当課長より説明、町の考え方として、まず１点、働

いている人が働けなくなる、これは全くいかがなものかと考えております。それはちょっと

検討した中で、これがまたそれによって介護保険料がばんと上がれば、またいろいろな問題

も、これはちょっと検討させていただきたいと思います。 

  次に、再三言われる、地域包括支援センターの場所でございます。その中で居山議員は言



ったはずで、とりあえず職員に聞きますと、現状でも十分、便利といえば便利、そういうこ

とをはっきり言っていきます。仕事上、大変やりやすいようだということは言っていきます。

そういう中で、居山議員が言った、優しさがないと居山議員は感じると。その中で、直接普

通１日町長─私の個人的なあれですと、１日町長室をやっている中で、そういう声が届い

て相談している方から一応そういう声が全然届いてきてこないもので、基本的にはそういう

包括支援センターを使っている方々は、今のところで、しかしながら、プライバシーの問題

に関しては十分注意して仕事はしなさいということは言っております。 

その中で、今現状の中で、今の包括支援センターの位置では、そういうクレーム、いろい

ろなことがないので、居山議員から再三再四そういう提案はされておりますけれども、現状

でそういう状況でございますもので、これが今後、包括支援センターの位置がまたいろいろ

な方からやっぱり違う場所がいいよなんて言っていただければ、これはまたそれなりに考え

ていきたいと思います。現状におきましては、この人数も十分足りて─十分という言い方

はわかりませんけれども、職員に聞けば、十分こなせますよということを言ってくれており

ますもので、それの人数的なこと、また場所的なことも、居山議員から提案されております

けれども、今のところ、現場のほうからそのような声が聞こえてこないもので、現状ではそ

のように対応しているということでございます。 

  あと、事務的なことは担当課長から説明させます。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） 居山議員の質問で多彩なサービスという内容ですが、小規

模多機能につきましては、実は第４期のときに計画には一度盛ったんですが、計画実施予定

のところが、やはりできないということでだめになったことがございます。今回、第５期の

中では計画してございまして、今年度中に一応要綱を作成して公募する予定とはなっており

ます。ただ、これも昔の措置の時代と違いまして、介護保険は契約で行うような形になって

おりますので、なかなか採算ベースにのってこないと参入が難しいというところは当然ござ

います。 

  ただ、うちの町の在宅のサービス料につきましては、下田市と同等ぐらいのサービスの事

業所数あるいは種類も持ち合わせてございますので、町の規模としては、種類的なものは多

少あるのかもしれませんが、量的には十分あるんではないかと思っております。 

  それから、予防につきましても、アスド会館等もございまして、介護予防教室は一応多彩

な種類、この近辺では多いほうの種類の教室を御用意させていただいております。 



  それから、権利擁護、これにつきましては一番力を入れているところでございまして、成

年後見等、弁護士さん等と協働いたしまして、いろいろなところで包括が頑張っているとこ

ろでございます。 

  あと、カウンターの件につきましては、なるべく私のほうの指示で相談室とか、もとの第

４会議室のほうで相談に乗るようにということで指示はしてございます。町長からも先ほど

御説明がありましたけれども、人員のことにつきましても、今、包括のほうで言われている

のは、関係機関との連携が非常にうまくいっているもので、非常にスムーズに仕事がいって

いる、そういうところで関係機関との連携が今非常に重要なものですから、そこのところは

いいのではないかというようなことを聞いております。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 包括的支援事業というふうなことで、包括の仕事というのは介護予

防のケアマネジメント事業から総合相談支援事業、それから包括的継続的ケアマネジメント

支援事業等々あるわけですけれども、私、とても大事なのが総合相談支援事業だというふう

に思っております。今、権利擁護事業等にかなり力を入れておられるということ、認知症の

方が増えていく中で、自分の財産の管理ができない、あるいは家族が年金を使ってしまった

りというふうなことで、高齢者のそういう権利がしっかり守られない、そういう状況等があ

るわけで、ぜひその辺の取り組みはお願いをしたいところですけれども、この第５次の計画

の中では高齢期になっても住み続けることができる、その高齢者の住まいの整備も入ってお

りますし、そしてまた介護サービスの充実強化というふうなことでは、24時間対応の定期

巡回のサービスとか、そしてまたここが大事なんですが、医療との連携強化というふうなこ

とで、24時間対応の在宅医療、訪問看護、リハビリテーションの充実を強化していくこと

等々、今回のこの計画の中にある柱かというふうに思います。今、ひとり暮らしの高齢者が

多い我が町におきましては、包括支援センターのほうでどれだけのまず相談を受けているの

か、そしてまた訪問の実績がどうなのかということを伺いたいというふうに思います。 

  きめ細かいサービスの提供がなされているのか、それとまた、町民が利用しやすいかとい

うふうなことは先ほど申し上げた点でございますけれども、また今後の利用増を考慮して、

その拡充をぜひ望むというふうなことで伺いたいというふうに思います。 

  その相談件数、訪問実績というのは、１階から２階になった段階で、もう１年と何カ月間



がたっていますので、比較等ができるんではないかというふうに思いますけれども、減って

いることはないでしょうか、むしろ増えているというふうな状況なのかもしれませんけれど

も。 

  あともう１点、精神的な取り組みでチームケア推進モデル事業というのを担当課長は御存

じかというふうに思いますが、これは病院退院後の高齢者に医療と介護サービスを切れ目な

く提供していくというサービスで、広島県で行われております。このチームケア推進モデル

事業というのを、今後この地域包括ケアシステム構築に向けた対策の一つとして、この広島

県で取り組んでいるわけですけれども、ぜひこういう方向というのはすぐには無理にしても、

今後はこの点が非常に望まれることかというふうに思いますので、担当課長のほう、その辺、

先を見据えたお考えが現場の声として伺えればというふうに思います。 

  御答弁のほうをいただけますでしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 事務的なことは担当課長より説明いたさせますけれども、この地域包

括ケアの支援センターの場所ですね、これはもう再三再四言っているように、現場から大分

業務量が増加したり、また現場からも足りない、今の場所じゃちょっとと、そういう声が上

がったら、ここらも早急に対応していきたいと考えております。しかし、まだ現状ではそう

いう声がありませんもので、現状のままでやっていきたい。しかしながら支障が出た場合は、

すぐ対応はしていきたい、そういう考えてございますもので御理解願いたいと思います。 

  あとの事務的なことは、担当課長より説明いたさせます。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） ただいま居山議員からの御質問でありました24時間対応

の関係でございますが、これは先ほど申し上げましたように、20万都市がベースになって

ございます。県内でも３市ぐらいでしか実施しておりません。というのは、やはり24時間

対応ということになりますと、夜間に24時間職員を置かなければなりませんので、コール

センターですとか、その辺に看護師とかそういう人を置かなければいけませんので、なかな

か広がっていかない現状でございます。 

  相談件数につきましては、申しわけございません。23年の数値がちょっと今把握してご

ざいませんが、24年度ですと、相談件数は実人員で781名、相談件数自体は1,250件となっ

てございます。これは私の今のうろ覚えの中では、さほど減ってはいないと思っております。 

  それから、訪問件数でございますが、その都度いろいろなところで訪問に出ていますので、



件数自体、今ちょっと、すみません把握しておりませんので、また後ほどそれは御報告させ

ていただきたいと思います。 

  あと、退院時の医療とのことですが、今現在は、今年度からの取り組みで包括ケア会議を、

個別の包括ケア会議を開こうということで進めております。その包括ケア会議は、個別で例

えば、今、居山議員がおっしゃったような退院時のカンファレンスが必要ということであれ

ば、その中に各病院の相談員ですとか、必要な人を包括ケア会議の中から集めて、その中で

プランを検討していくと、そういう形を今話し合いをしておりますので、今年からそういう

形でやっていきたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で12番、居山さんの一般質問を終結します。 

  ここで３時５分まで休憩します。 

 

休憩 午後 ２時５２分 

 

再開 午後 ３時０５分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程第２ 専決承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５

年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第２ 専決承認第６号 専決処分の承認を求めることについて

（平成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号））を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました専決承認第６号 専決処分の承認を求めるこ

とについて、提案理由を申し上げます。 

  地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので同条第３項の規



定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

  この専決処分につきましては、風疹の流行に伴う緊急対策として予防接種費用の一部助成

を実施するため、早急に対応する必要が生じたことから平成25年度東伊豆町一般会計補正

予算（第３号）を処分したものであります。 

  今回の補正は、既定の歳入歳出の総額に60万円を追加し、さらに歳出予算の総額を48億

3,390万8,000円とするものでございます。 

  補正内容といたしましては、歳出において先天性風疹症候群の予防を目的とした風疹予防

接種等委託料並びに助成費であります。 

  財源といたしましては、全額財政調整基金からの繰入金で調整を図った内容でありますの

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（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） ただいま提案されました専決承認第６号 専決処分の承

認を求めることについての平成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）について概要

を説明いたします。 

  平成25年度東伊豆町の一般会計補正予算（第３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60万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ48億3,394万8,000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、歳入について説明いたします。 

  19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60万円を追加

し、１億8,994万8,000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60万円の増は、今回の補正におき

まして歳入予算及び歳出予算調整のため不足額を補塡措置いたした内容でございます。 

  ５ページ、６ページをお開きください。 

  次に、３、歳出について説明いたします。 



  ４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費、補正前の金額に60万円を追加し1,739万

3,000円といたします。事業コード３成人予防接種事業、13節委託料、細節３風疹予防接種

等委託料48万円の増は、先天性風疹症候群の予防を目的とした予防接種費用の一部助成を

行うものでありますが、このうち受領委任払いにより助成するための委託料であります。

20節扶助費、細節２風疹予防接種等助成費12万円の増は、４月１日以降、既に予防接種を

受けた方や契約医療機関以外で接種を受けた方などに対し償還払いにより助成を行うための

助成費であります。 

  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48億3,334万8,000円に60万円を追加し48億3,394万8,000

円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額48億3,334万8,000円に60万円を追加し48億3,394万8,000

円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、全額一般財源といたします。 

  以上、簡単でありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより専決承認第６号 専決処分の承認を求めることについてを採決します。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

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

 

 



◎日程第３ 議案第４１号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第３ 議案第41号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例についてを議題とします。 

  町長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41号 東伊豆町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  国民健康保険法施行令の一部が改正され、特定継続世帯の軽減制度の新設に伴う国民健康

保険税条例の一部改正を行うものであります。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） それでは、ただいま提案されました議案第41号 東伊

豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、説明資料を朗読し説明させていた

だきます。 

  恐れ入りますが、説明資料のほうをごらんください。 

  今回の国民健康保険税条例の改正内容の１つ目として、特定継続世帯の軽減制度の新設で

す。後期高齢者医療制度が平成20年４月に創設され、国民健康保険加入者が後期高齢者医

療制度へ移行したことにより、同一世帯の国民健康保険加入者が１人になった世帯を特定世

帯といい、特定世帯になった月から５年後の同月の前月の属する年度の年度末まで、国民健

康保険税の医療分と後期高齢者支援分に係る平等割額軽減世帯の場合は、軽減後の平等割額

が２分の１軽減されます。 

  しかしながら、この軽減について特定世帯になってから５年経過した世帯は軽減が終了す

る予定でしたが、平成25年度より５年経過しても国民健康保険と後期高齢者医療制度に分

かれている状況が続いている世帯を特定継続世帯として、医療分と後期高齢者支援分に係る

平等割額を３年間、４分の１軽減しようとする内容です。 

  次の１表は、特定世帯をイメージしたものです。鈴木家を例にしていまして、鈴木家は２

人世帯で、夫が75歳に到達し、後期高齢者医療制度に移行することになりましたが、妻は



73歳で国民健康保険に加入したままで、加入者が１人となりますので、特定世帯となりま

す。また、夫は、国民健康保険上特定同一世帯所属者となります。 

  次の２表は、平成20年６月１日から特定世帯に該当している場合をイメージしたもので

す。平成20年６月１日から特定世帯に該当していますが、終了年度が特定世帯になった月

から５年後の同月、平成25年６月の前月の属する年度の年度末、平成26年３月まで５年10

カ月、平等割額が２分の１軽減され、平成26年４月１日からは３年間、特定継続世帯とし

て平等割額が４分の１軽減されます。 

  次の２ページを開いてください。 

  改正内容の２つ目として、特定同一世帯所属者の恒久化についてですが、国民健康保険税

の軽減世帯かどうか判定する際に、世帯の国民健康保険税が急激に増加しないように、国民

健康保険から後期高齢者医療制度に移行した者を特定同一世帯所属者とし、世帯の加入者に

含めて判定することを５年間に限っていたものを恒久化する内容です。 

  なお、軽減判定基準は、下記の表のとおりです。 

  次の３ページを開いてください。 

  ２、平等割額についてですが、実際の金額について記載してあります。１、軽減非該当世

帯の場合で医療分の平等割は一般世帯で２万1,000円ですが、特定継続世帯では４分の１軽

減されまして１万5,750円に、後期高齢者支援分ですと一般世帯で8,000円ですが、特定継

続世帯で４分の１軽減されまして6,000円に、２、７割軽減世帯では、医療分が特定継続世

帯で１万5,750円のところ１万1,025円軽減されまして4,725円に、後期高齢者支援分では特

定継続世帯で6,000円のところ4,200円軽減されまして1,800円に、３、５割軽減世帯では、

医療分が特定継続世帯で１万5,750円のところ7,875円軽減されまして7,875円に、後期高齢

者支援分では特定継続世帯で6,000円のところ3,000円軽減されまして3,000円に、４、２割

軽減世帯では、医療分が特定継続世帯で１万5,750円のところ3,150円軽減されまして１万

2,600円に、後期高齢者支援分では特定継続世帯で6,000円のところ1,200円軽減されまして

4,800円になります。 

  附則ですが、施行期日、１、この条例は、公布の日から施行し、平成25年４月１日から

適用する。 

  適用区分２、改正後の東伊豆町国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお

従前の例による。 



  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  11番、山本さん。 

○１１番（山本鉄太郎君） これは、施行の期日は平成25年４月１日、今年度からですよね。

そうすると、平成25年度にこれに該当する人数はもう把握していると思いますけれども、

何件ぐらいあって、それで幾らぐらい減額かという、減免かという形のものをお知らせ願え

ますか。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 推計ですと、70世帯ぐらいです。軽減額につきまして

は、43万円ぐらいというふうに計算しています。 

○議長（鈴木 勉君） 11番、山本さん。 

○１１番（山本鉄太郎君） 70件では、ちょっと多いですね。多いというか、毎年多くなっ

てくるじゃない。軽減したこの金額、これをどこから算出しようと事務局では思っています

か。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 国民健康保険の場合ですと、調整交付金という項目がご

ざいまして、そちらのほうで調整はしてくれる項目もございますけれども、この件に関しま

しては、特別調整交付金のほうで拾ってくれるという話は聞いていないです、まだ。 

○議長（鈴木 勉君） 11番、山本さん。 

○１１番（山本鉄太郎君） それでは、首長にお願いします。これは、やっぱりどこの市町村

も一番ここがネックになっているところですから、これは国県に働きかけて、調整金ででき

れば補塡してもらうような確約をお願いしたいです。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、山本議員が言ったように、本当にこの国保に対しましては、非常

に大変厳しいと考えておりますもので、これは国のほうに働きかけていきたい。その中で、

この前も町長会があったときに、やっぱり国保が一般会計を大分圧迫しているもので、これ

を県のほうにやってもらいましょうと、これを強く働きかけましょうとまたなったもので、

またこれは積極的にやっていきたい、そう考えておりますもので、よろしくお願いいたした

いと思います。 



○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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41号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採

決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第４ 議案第４２号 公の施設の指定管理者の指定について（北川地区防

災センター） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第４ 議案第42号 公の施設の指定管理者の指定について（北

川地区防災センター）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42号 公の施設の指定管理者の指定

について（北川地区防災センター）について、提案理由を申し上げます。 

  去る５月24日完成しました北川地区防災センターについては、３月議会定例会において

東伊豆町防災センターの設置及び管理等に関する条例にて必要な条項の整備を行い、公の施

設の指定管理者選定委員会の選考を経て指定管理者が選定されたので、指定に関しての議会

の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、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（鈴木 勉君） 総務課長。 



○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） それでは、議案書の朗読をもって説明に変えさせていた

だきます。 

  議案第42号 公の施設の指定管理者の指定について（北川地区防災センター）。 

  東伊豆町防災センターの設置及び管理等に関する条例（平成25年東伊豆町条例第３号）

第４条第１項の規定により、北川地区防災センターの指定管理者を次のとおり指定する。 

  施設の名称、北川地区防災センター。 

  指定管理者、所在地、東伊豆町奈良本1009番地の１。 

  名称、北川区。 

  指定の期間、平成25年７月１日から平成28年３月31日までといたします。 

  以上、簡単ですが、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（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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42号 公の施設の指定管理者の指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ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第５ 議案第４３号 駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会の設置に係る

協議について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第５ 議案第43号 駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会の設

置に係る協議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43号 駿東伊豆地区消防通信指令事

務協議会の設置に係る協議について、提案理由を申し上げます。 

  駿東伊豆地区消防救急広域化協議会において進められている消防救急広域化にあわせ、消

防通信指令施設及び消防救急デジタル無線設備に関する事務を共同して管理及び執行するた

め、地方自治法第252条の２第１項の規定により規約を制定し、駿東伊豆地区消防通信指令

事務協議会を設置するものであります。 

  詳細につきましては、消防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（鈴木 勉君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） それでは、ただいま提案されました議案第43号 駿東伊豆地区

消防通信指令事務協議会の設置に関する協議について御説明させていただきます。 

  議案第43号 駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会の設置に係る協議について。 

  東伊豆町は、地方自治法第252条の２第１項の規定により、別紙規約のとおり、駿東伊豆

地区消防通信指令事務協議会を設置するものとするものでございます。 

  別紙規約をごらんください。 

  駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会規約。 

  第１条は、協議会の目的でございます。 

  駿東伊豆地区消防救急広域化協議会と連携して、駿東伊豆地区の消防通信指令施設及び消

防救急デジタル無線設備に関する事務を共同して管理し及び執行し、駿東伊豆地区における

広域的な消防通信指令体制を構築することを目的として、地方自治法第252条の２の第１項

の規定に基づき定めるものでございます。 

  第２条は、協議会の名称でございます。 

  御審議いただく協議会は、駿東伊豆地区消防救急広域化協議会の一部であるとの位置づけ

から、名称を駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会としたものでございます。 

  第３条は、協議会を設ける市町及び一部事務組合に関する規定でございます。 

  協議会は、沼津市、伊東市、東伊豆町、清水町及び田方地区消防組合の５つの関係団体が

設けると規定したものでございます。 

  第４条は、協議会の担任事務に関する規定でございます。 

  この協議会の設置目的である消防通信指令施設及び消防救急デジタル無線に関する事務を

共同で管理執行することから、事務内容を３つに区分する記載要領とさせていただきました。 



  第５条は、事務所の位置でございます。 

  事業の進捗状況等により、事務所の位置を移動することもあり得るため、沼津市に置くと

しております。 

  第６条は、協議会の組織に関する規定でございます。 

  会長、副会長及び委員８名の合計10名とする組織でございます。これは、各消防本部２

名ずつの組織となります。全国的には、協議会の組織は構成団体の数により人数を変える傾

向にありますが、２から５の構成団体では、協議会組織を各消防本部１名から６名と幅があ

る状況でございます。各市の協議会の状況を踏まえ検討しました結果、会長、副会長及び委

員８名としたものでございます。 

  第７条は、協議会の会長及び副会長の選任に関する規定でございます。 

  選任方法は、関係団体の長が協議して定めた消防長をもって充てるとしております。 

  第２項では、会長及び副会長の身分についてでございますが、その身分は非常勤としてお

ります。 

  第８条は、協議会の委員の選任方法に関する規定でございます。 

  選任の方法は、関係団体の消防長が協議し、それぞれの当該団体の消防職員の中から指定

した職にある者を充てるとしております。 

  第２項では、委員の身分でございますが、その身分は、会長、副会長と同様に非常勤とす

るものでございます。 

  第９条は、会長の職務代理に関する規定でございます。 

  会長に事故があったときは、副会長が職務を代理するとしております。 

  次のページをごらんください。 

  第10条は、協議会の担任する事務に従事する職員の定数及び定数の配分について定める

ものでございます。 

  協議会の担任する事務に従事する職員の定数及びその配分については、関係団体の消防長

が協議により定め、第２項では、配分された定数の職員をそれぞれの団体の消防職員の中か

ら選任し、第３項では、職員の職務上の義務違反等があると認めるときは、会長がその職員

に解任を求めることができるものとするものでございます。 

  第11条は、事務処理のための組織に関する規定でございます。 

  協議会の事務を処理するため、必要な組織を設けることができるものとするものでござい

ます。 



  第12条は、協議会の会議についての規定でございます。 

  協議会の会議は、協議会の担任する事務の管理及び執行に関する基本的な事項について決

定するとしております。 

  第13条は、会議の招集についての規定でございます。 

  会議は、会長が招集するものとし、第２項では、委員の３分の１以上の請求があった場合

に、会議を招集しなければならない規定、第３項では、会議日程等について、あらかじめ関

係者に会長が通知するとした規定でございます。 

  第14条は、会議の運営についての規定でございます。 

  会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができないものとし、第２項では、

会長が会議の議長を務めること、第３項では、会議の議事、その他会議の運営に関し必要な

事項については、協議会の会議で定めるものとする規定でございます。 

  第15条は、事務の管理及び執行についての規定でございます。 

  事務処理については、沼津市の条例、規則、その他の規定を適用するものとし、第２項で

は、沼津市の条例、規則、その他の規定に変更や廃止等があった場合、沼津市長は、沼津市

を除く構成団体の長及び協議会の会長に通知する規定でございます。 

  次のページをごらんください。 

  第16条は、経費の支弁の方法についての規定でございます。 

  協議会の担任する事務を管理し執行するために要する費用については、関係団体が負担す

るものとし、第２項では、その負担割合を定めるもので、第３項では、負担金を沼津市に支

払うものとする規定でございます。 

  なお、15条及び第16条につきましては、沼津市を管理市と仮定して作成しております。 

  第17条は、財産の取得、管理及び処分等の方法についての規定でございます。 

  協議会の担任する事務の用に供する財産は、関係団体が協議して取得、整備または処分す

るものとし、財産管理は協議会が行うこととしております。 

  第18条は、その他の財務に関する事項についての規定でございます。 

  この規約に定めるもの以外の協議会の財務については、地方自治法の規定を適用するとし

ております。 

  第19条は、協議会の解散の措置について定めるものでございます。 

  協議会が解散した場合の事務の承継につきましては、関係団体の長が協議して定めるもの

としております。 



  第20条は、協議会の規程について定めるものでございます。 

  この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項につきましては、規程を設けるこ

とができる旨を定めたものでございます。 

  附則といたしまして、この規約は、平成25年７月10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（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 昨日の一般質問でも、この同類のことがあったと。確かにデジタル

化というようなことの中で、国が誘導するような形の中で、こういう形にせざるを得ないよ

うな状況が生まれてきたということは理解しております。そういう点では、町がどうのこう

のということではなくて、国の問題が大きいと。 

  ただ、１つ、私考えますに、この無線関係の業務でも、昨日の消防長なりの答弁を聞いて

いると、やっぱり幾つかの問題点があると思うんですよ。１つは、北川、大川地区の場合に、

伊東から来たら近いと、これは距離的な問題ですよね。問題はそこに２つあるんです。とい

うのは、１つは、その場所が確実に特定できるかどうかという問題があります。救急車なり

消防車が通報を受けてからは近いのかもしれません。でもしかし、電話を受けた段階で、沼

津の指令なりが受電を受けて、北川地区のどこどこ、大川地区のどこどこというものを特定

するのに時間がかかるという危険性は持っているわけです、問題点は。現に、それは伊東市

では今問答をやっているわけですから、どこどこの周りに何が見えますかというようなこと

を問答をやっているわけですよね。これは伊東の市消防でそういうこともやって、今それに

備えていると。 

だから現実の問題は、８分とか近くなりますよというけれども、現実の問題としてそうい

う場所の特定が的確にできるという環境を非常に重視しないと、それは絵に描いた餅になっ

てしまうというのが１つの問題点。 

  もう一つの問題点は、例えば対島分駐所ですか、あそこからの関係で見ると、あそこにあ

る大きい消防車が一体大川、北川に入れるのかと、入れる場所だけなのかということですよ

ね。それは、到着するのは早いかもしれません、東伊豆の今の町の消防よりも。しかし、あ

の大きなやつでは、北川なんかの場合でいけば、海岸線にはいいかもしれないけれども、ど

うだろうかと。大川なんかの場合で、本当に各地区いろいろなところで火事があったときに



対処できるのかというと、国道だとか、大川二度山線だとか、旧道だとかという大きな道路

では適用ができるんだけれども、そのほかの地域で本当にそれは適切に機能できるのかとい

うと、私は、その辺疑問があると思うんですよ。 

だから、単なる距離感だけでこの問題は解決しないで、具体的な配備や受電の検討という

ものをちゃんとしていかないと、この言っていることがデジタル化による無線指令設備等の

経費の一定の軽減化という問題はあるけれども、昨日も出たように、実は住民サービスにお

いては必ずしも絵に描いたようにはいかないと。かえって時間が手間取ってしまったり、行

ったけれども大き過ぎて入らないと。例えば今、高規格救急車はそうですね。今まで入れな

かった地域では、もっと入れなくなっているわけです、大きくなって。ということなんかで

は、装備の設備を見直していくとかという問題もあわせて、十分その点を東伊豆町の実情を

配した形で、今後の一部事務組合化やなんかに向けてやっていかないと、もっと問題が出て

くると。 

  消防力の整備指針等の問題は、今日はあえて言いませんけれども、しかし、昨日の消防長

の答弁を聞いても、絵に描いた餅になる危険性を持っているということの中で、東伊豆町と

して、そこはしっかりとその問題を解決していくような問題提起を図って解決を図らないと、

全くもって役に立たない計画に参加するということになりかねないということの危険性をし

っかりとフォローしないといけないと思うんですが、いかがですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） ただいま山田議員が指摘されましたその場所の特定、また消防自動車

の大きさ、これは当然これからやっていく中で、町としては当然その辺のことは主張して、

この町に対して不便がかからないような方向、それで当然やっていかなければならないと考

えております。そういう中で、場所の特定、今言われた消防自動車の大きさ、これは十分近

隣の伊東市さんと話ができると考えておりますもので、絶対住民に不便をかけない、そのよ

うな方向でこの協議会の中で話は進めていきたい、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（鈴木 勉君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） 今、山田議員からの通信を受けての位置情報がはっきりとつかめ

るのかという御質問でございますけれども、指令センターデジタル化に合わせまして指令セ

ンターの統合をいたします。これは、人員配置の効率化あるいは経費の節減を含めましたも



のでございますけれども、そういったことによりまして、高機能の指令センターが整備する

ことができます。現在の町の消防本部にあります指令センターよりはるかに機能が優れてお

りまして、119番の受信時におきまして、いわゆる音声電話が入るわけなんですけれども、

音声情報と同時に、個人の住所とか氏名とかあるいは家族構成とかという情報まで今表示が

できる装置がございます。それは発信位置表示装置というものがありまして、それをもとに

確認をするということと、それとあわせて位置情報システムというものがございまして、ゼ

ンリンの地図等と連携をして、一瞬にして119番が入ると同時に、家族、氏名とか位置まで

表示されます。ですので、それを確認するような作業に指令員はなるわけでございまして、

指令センターでは位置等あるいは情報等を確実に把握することができます。 

  現場で活動する情報はどうなのかというところでございますけれども、そういった情報も

指令センターから車両に積載をしたモニターに地図あるいは指令文等が瞬時に送信されます

ので、それをもとに現場に行くというふうになっておりまして、ナビ等を活用すれば連携を

して間違いなく現場へ行くことができると思います。 

  地図の地理的に詳しくない人間がいてどうなるのかという問題もございますけれども、地

理の不案内にならないためには、私たち職員もそうなんですけれども、いわゆる稲取地区の

職員は熱川地区を余りよく知らない、熱川地区の職員は稲取地区がよくわからないという中

で、それは常に勉強をして、非番等に車で回ったり地域を歩いたりして、それを把握すると

いうことで業務に支障がないようにしているところでございます。 

  もう１点は、ポンプ車等が入れるのかどうかという問題でございますけれども、私が見た

ところによりますと、詳しい車両の大きさ等は今資料を持ち合わせてございませんけれども、

現在の消防本部に置かれている消防車両と同じ同等の大きさであると思います。ですので、

当然うちの消防本部におきましても、災害時の通れる道路、通れない道路というのは事前に

把握しておりますので、入れないところはどれぐらいあるのかなという感じで、災害対応に

はそれほど支障がないと感じております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 今、僕、消防長の話を聞いていて、すごく疑問に思うんだけれども、

例えば電話で通報して、例えばそれは位置情報システムもあるでしょう。だけれども、それ

は所有者の名前や何かがわかるということはわかるんですけれども、家族構成、一定のこと

まで出る、僕はそんな携帯電話会社に情報なんか流していないわけで、そうするとアメリカ



みたいなことで、電話をかけたら、一定情報が全部消防に出るなんていうふうな、そこまで

システムになっているというふうには僕は理解していないし、電話をかけただけで、そんな

ことがあるということは、そういう通信システムは、ほかの住基ネットとかいろいろなもの

と全部情報がリンクして流れてくるというようなシステムなんでしょうか。 

  そうすると、非常に今度は僕は情報漏えいとか、いろいろな部分においても問題があるん

ではないかと、当然私が電話すれば、あ、山田直志という人間がどうもこの辺からもしかし

たら電話かけているなということがわかるというのは、それは何となくわかりますよ、それ

はね。だけれども、ある程度、今度、年齢や一定の情報までそっちに入るなんていうことに

なると、これはやっぱり町民サイドとすれば、非常に心配ですよね。なぜそういうことが、

では、できるんですかと。そこまでの、確かにそれはあったほうがいいだろうということは

あるけれども、しかし、電話をかけた段階で、指令本部や消防、救急車なりに全部そういう

情報が流れるというふうな説明では、非常に不安を私は持つわけですけれども、これは私だ

けの杞憂でしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 私も、勉強不足ですが、本当に今は私も疑問、山田議員のように、本

人はわかる。まだ家族構成までは、そこまではちょっといかがなものかと。また、その辺の

状況が首長のほうに来ていないです、はっきり言って。あくまでも、この広域のデジタル化

をやる中で、これから話をします。その幹部会のほうでは、そこまで話すかわからない。そ

の幹部会のほうの話は、また消防長に、仮にそういうことがわかったとしたら、これは本当

個人情報とかいろいろなことがありますもので、これは十分注意して取り扱わなければなら

ない問題でございますもので、その点はまた今度は首長会議の中でそういうことが出てきた

ら、それは十分慎重に対応しなさいということは、また首長同士で言っていきたいと思いま

す。 

  現状の中、また消防長から説明させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） 今、情報の家族情報までというふうに申し上げましたけれども、

はっきりと世帯主は当然出ます。住所が出て、電話番号等が出ます。家族構成が、誰がいる

かというところの情報がはっきり出るかということについては、訂正をさせていただきます。 

いわゆる個人情報が問題にならないかというところでございますけれども、電気事業法に

おける個人情報保護に関するガイドラインというものがございまして、個人の家からそうい



った情報に基づいてＮＴＴが登録をいたします。それに基づいて、そこから発信された119

番等につきましては、そういった登録された情報を表示するというものでございまして、そ

れが個人情報の保護に違反にならないかという問題につきましては、人の生命とか身体に危

機が及んだ場合につきましては、緊急通報ということで個人情報との情報の照会が可能だよ

ということが定められておりますので、その辺でカバーをしているという内容でございま

す。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 今、消防長が訂正されたように、ある程度当然、氏名、住所とか電

話会社に登録してある内容までが行くというのは当然あって、それは理解できます。確かに

消防上の問題でいけば、例えば緊急手術とかいろいろな問題が出たときには、当然やっぱり

その人、そこからさらに市町で持っている家族やいろいろな情報が必要になるということも、

それは理解はできるんです。ただ、通報の段階で全てそれが行ってしまうというようなシス

テムであれば、やっぱりこれはいかがなものかなと。当然必要性があって、さらに情報が必

要な場合に、その連携をとられるということはあって当然のことだとは思いますけれども、

余りにも便利になり過ぎて、何もかも情報がとれるというようなことではいかがなものかな

と思うんで。 

いずれにしても、当然そういう点ではＧＰＳとか、今、全部位置情報が入るような、ほと

んど携帯電話等もなっているんでしょうからあれですけれども、なかなかそうでない人もい

らっしゃるし、適切に場所を説明できない観光客等々もいらっしゃるわけですから、これら

については特段配意して対応する必要性があるんだろうなということで、ぜひその点は課題

として対応していただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員に言われたことは十分配慮した中で、これはやっていきたい

と考えていますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑はありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 



○議長（鈴木 勉君） 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43号 駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会の設置に係る協議について

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（鈴木 勉君） 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６ 議案第４４号 平成２５年度東伊豆町一般会計補正予算（第４号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第６ 議案第44号 平成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第

４号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第44号 平成25年度東伊豆町一般会計

補正予算（第４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3,829万3,000円を追加いたしまして、

歳入歳出予算の総額を48億7,224万1,000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、ムーンロードの活用事業及び中の平用水池耐震点検業

務に対する県支出金の増額、また諸収入といたしまして消防団員退職報償金及び地域協働促

進助成事業助成金を計上させていただきました。 

  寄付金につきましては、７件の御浄財が寄せられましたので、それぞれの目的に沿って活

用させていただくことといたします。 

  町債につきましては、デジタル防災無線室の整備事業では、財政措置の有利な町債の変更、

また細野高原観光施設整備事業では、県補助金の減と事業費の増に伴う増額であります。 

  次に、歳出の主な内容を申し上げますと、現在、細野高原へのアクセス道路整備工事を施

行しております。町道入谷天城線について待避所及び視距改良のための工事費を追加計上さ

せていただきました。また、県補助金を活用したムーンロード活用事業や中の平用水池耐震

点検業務を実施したします。さらに、市町村振興協会の助成金を活用した熱川温泉振興事業



委託料や石曳き道灌まつり事業費補助金を計上しております。 

  必要な財源配分を行った後、余剰財源につきましては、財政調整基金への繰り戻し措置を

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（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） ただいま提案されました議案第44号 平成25年度東伊

豆町一般会計補正予算（第４号）について概要を説明いたします。 

  平成25年度東伊豆町の一般会計補正予算（第４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3,829万3,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ48億7,224万1,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  （地方債の補正） 

  第２条 既定の地方債の変更は、「第２表地方債補正」によります。 

  恐れ入りますが、６ページ、７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。 

  15款国庫支出金、３項委託金、１目総務費委託金、補正前の金額に61万8,000円を追加し

938万4,000円といたします。２節選挙費委託金、細節１参議院議員通常選挙費委託金61万

8,000円の増は、選挙用備品購入費に対する国庫支出金の増額措置でございます。 

  16款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、補正前の金額に85万円を追加し１

億5,448万6,000円といたします。１節社会福祉費負担金、細節２行旅病院等措置費負担金

85万円の増は、行旅病死人等取扱事業に係る葬祭扶助費等の増による県支出金の増額措置

でございます。 

  ２項県補助金、１目総務費県補助金、補正前の金額600万円を追加し1,123万1,000円とい

たします。１節企画費補助金、細節４子育て理想郷ふじのくに地域モデル事業費補助金600

万円の増は、ムーンロード活用事業に対する補助率10分の10の県の補助金でございます。 

  ４目農林水産業費県補助金、補正前の金額に568万5,000円を追加し2,949万6,000円とい

たします。１節農業費補助金、細節４中の平用水池耐震対策事業補助金500万円の増は、中



の平用水池の耐震点検や調査診断に対する補助率10分の10の県補助金でございます。４節

林業費交付金、細節１森林整備地域活動支援交付金68万5,000円の増は、間伐等の実施の合

意が得られた森林の現況調査や境界確認を行うための経費に対する県交付金でございます。 

  ５目商工費県補助金、補正前の金額から250万円を減額し8,781万3,000円といたします。

２節観光費補助金、細節１細野高原観光施設整備事業費補助金250万円の減は、事業費の増

額と補助対象外分の減額の差し引きにより、全体で減額となるものでございます。 

  18款寄付金、１項寄付金、１目民生費寄付金、補正前の金額に22万9,000円を追加し23万

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22万9,000円の増は、稲

取にお住まいの遠藤 誠様から10万円、同じく稲取にお住まいの齋藤和子様から10万円、

またチャンジーバンド代表の内山 一様から２万8,511円をお寄せいただいた御浄財であり、

御意向に沿って社会福祉基金へ積立措置させていただきます。 

  ３目一般寄付金、補正前の金額に995万円を追加し995万円といたします。１節一般寄付

金、細節１、一般寄付金995万円の増は、片瀬共有財産委員会から250万円、片瀬区から250

万円、恐れ入りますけれども、８ページ、９ページをお開きください。北川区から495万円

を寄せられました御浄財であり、災害時等に活用されたいとの御意向に沿って、財政調整基

金へ積み立て措置させていただきます。 

  10目ふるさと納税寄付金、補正前の金額に50万円を追加し50万円といたします。１節ふ

るさと納税寄付金、細節１ふるさと納税寄付金50万円の増は、東京都杉並区在住の匿名希

望者から寄せられました御浄財であり、社会福祉基金と教育振興基金へそれぞれ25万円ず

つ積み立て措置させていただきます。 

  19款繰入金、３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額から814万8,000

円を減額し１億8,180万円といたします。１節財政調整基金繰入金、細節１財政調整基金繰

入金814万8,000円の減は、今回の補正におきまして歳入予算及び歳出予算調整後の余剰財

源を繰り戻し措置いたした内容でございます。 

  21款諸収入、４項雑入、２目雑入、補正前の金額に298万1,000円を追加し5,591万円とい

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291万5,000円の増は、当

初予算編成時の調査から退職者が20名増となったため増額措置いたしました。９節雑入、

細節11コミュニティ事業助成金250万円の減は、財源となる宝くじの売上減少により申請２

件のうち１件が不採択となったため、今回減額するものであります。細節22地域協働促進

助成事業助成金190万円の増は、熱川温泉振興事業に対する県市町村振興協会からの助成金



であります。細節24地域コミュニティ活性化助成金66万6,000円の増につきましても、熱川

温泉石曳き道灌まつり事業費補助金に対する県市町村振興協会からの助成金であります。 

  22款町債、１項町債、２目商工債、補正前の金額に720万円を追加し4,890万円といたし

ます。１節観光施設整備事業債、細節１細野高原観光施設整備事業720万円の増は、県補助

金の減と事業費の増に伴う起債の増額であります。 

  ４目消防債、補正前の金額に1,490万円を追加し１億5,860万円といたします。１節消防

債、細節２デジタル防災無線システム整備事業1,290万円の増並びに細節３デジタル防災行

政無線システム共同整備事業200万円の増は、財政措置の有利な緊急防災・減災事業債への

変更に伴う起債の増額であります。 

  10ページ、11ページをお開きください。 

  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、９目企画費、補正前の金額に600万2,000円を追加し968万

8,000円といたします。事業コード６エンゼルパワースポット活用事業、13節委託料、細節

１ムーンロード活用事業業務委託料600万円の増は、昨年度県が実施しましたふじのくにエ

ンゼルパワースポット総選挙におきまして、行ってみたい部門の第１位に選ばれた北川地区

の月光の道ムーンロードを新たな観光資源として全町的に活用するため、テラスの設置や広

告宣伝等を町の観光協会に業務委託するものであります。財源につきましては、全額県補助

金が充当されております。 

  10目自治振興費、補正前の金額から250万円を減額し4,146万7,000円といたします。事業

コード４自治会活動事業、19節負担金補助及び交付金、細節２自治会コミュニティ事業助

成金250万円の減額は、歳入でも御説明しましたとおり、助成金の不採択に伴う歳出の減額

措置でございます。 

  15目財政調整基金費、補正前の金額に995万円を追加し995万円といたします。事業コー

ド１財政調整基金管理事業、25節積立金、細節１基金積立金995万円の増は、片瀬共有財産

委員会、片瀬区、北川区からそれぞれ寄せられました御浄財を災害時等に活用するため財政

調整基金へ積み立てするものであります。 

  ４項選挙費、４目参議院議員通常選挙費、補正前の金額に61万9,000円を追加し916万

5,000円といたします。事業コード１参議院議員通常選挙事業、18節備品購入費、細節１選

挙用備品61万9,000円の増は、選挙システム用の端末及びプリンターの購入費であります。 

  12ページ、13ページをお開きください。 



  ３款民生費、１項社会福祉費、５目行旅病死人等取扱費、補正前の金額に67万4,000円を

追加し127万9,000円といたします。事業コード１行旅病死人等取扱事業、20節扶助費、細

節４葬祭扶助費66万1,000円の増は、身元不明者の取り扱いに係る経費として葬祭費、斎場

使用料、検死・検案料など既に支出負担が発生しており、今後の対応のため今回追加計上さ

せていただくものであります。 

  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500万円を追加し3,513万

7,000円といたします。事業コード６農業用水路維持管理事業、13節委託料、細節２中の平

用水池耐震点検業務委託料500万円の増は、補助率10分の10の県補助金を活用し、中の平用

水池の耐震点検や調査診断を実施するものであります。 

  ２項林業費、１目林業振興費、補正前の金額に68万6,000円を追加し1,277万7,000円とい

たします。事業コード１林業振興事業、19節負担金補助及び交付金、細節７森林整備地域

活動支援事業補助金68万6,000円の増は、県の補助金を活用し、間伐等の実施について合意

が得られた森林の現況調査や境界確認を行うものであります。 

  14ページ、15ページをお開きください。 

  ６款商工費、１項商工費、３目観光費、補正前の金額に1,210万円を追加し２億4,282万

5,000円といたします。事業コード１地域観光振興対策事業、13節委託料、細節８熱川温泉

振興事業委託料330万円の増は、県市町村振興協会からの３分の２の補助助成金を活用し、

熱川温泉において地域との協働により街路照明実験やにぎわい創出イベントの実施、また河

川景観整備計画を作成するものであります。19節負担金補助及び交付金、細節９熱川温泉

石曳き道灌まつり事業費補助金100万円の増につきましても、県市町村振興協会からの助成

金を充当し、神奈川県伊勢原市との共同により、熱川温泉において新たな体験型イベントと

して石曳き道灌まつり事業を実施するものであります。事業コード２広域観光振興推進事業、

13節委託料、細節１ジオパークビジターセンター設計委託料80万円の増は、世界ジオパー

ク申請に向けて当町のジオサイトの説明や案内、また宿泊施設等を紹介できる機能を有した

ビジターセンターを整備するための設計委託料を計上させていただいたものであります。事

業コード６細野高原観光施設整備事業、15節工事請負費、細節１細野高原観光施設整備工

事700万円の増は、既に契約を締結しております細野高原のアクセス道路整備工事につきま

して、入谷天城２号線の待避所及び視距拡幅整備のための増額措置でございます。 

  ８款消防費、１項消防費、２目非常備消防費、補正前の金額に351万3,000円を追加し、

5,112万7,000円といたします。事業コード１非常備消防事務事業、１節報酬、細節６出動



報酬50万円の増は、４月に２件の火災が発生しており、今後の出動を２回見込んだ増額措

置であります。８節報償費、細節３消防団員退職報償金301万3,000円の増は、歳入でも御

説明いたしましたが、当初予算編成時の調査から実際の退職者が20名増となったことによ

る増額措置であります。 

  ４目防災対策費、補正前の金額に95万円を追加し１億8,241万2,000円といたします。事

業コード５同報無線維持管理事業、11節需用費、細節５修繕料53万円の増は、新年度に入

り同報無線の故障が多くなったことから調査を実施した結果、早急に交換が必要なバッテリ

ーが９カ所、基盤交換が１カ所判明しましたので、増額措置させていただきました。 

  恐れ入りますが、３ページへお戻りください。 

  第２表、地方債の補正でありますが、今回の補正予算（第４号）におきましては、商工債

では細野高原観光施設整備事業、また消防債ではデジタル行政無線システム整備事業及びデ

ジタル防災行政無線システム共同整備事業に係る起債2,210万円を増額するものでございま

す。なお、起債の方法、利率、償還の方法は、記載のとおりでありますので、御確認願いま

す。 

  ４ページ、５ページをごらん願います。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で、ただいま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48億3,394万8,000円に3,829万3,000円を追加し48億7,224

万1,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額48億3,394万8,000円に3,829万3,000円を追加し48億7,224

万1,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国県支出金を1,065万3,000円の増、地方債

を2,210万円の増、その他財源を371万円の増、一般財源を183万円といたします。 

  以上、簡単でありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  ３番、飯田さん。 

○３番（飯田桂司君） １点だけお伺いをしたいですけれども、企画の担当になろうかと思い

ますけれども、先般からお話が出ているエンゼルパワーのこの街道の関係で、先般、観光協

会等で表彰になり、北川温泉が一躍注目を浴びておるところなんですけれども、補助金も

600万円ということでついたようです。 



  そういう中で、まず、要望として上がっているようなことがもしありましたら、企画課の

ほうに聞きたい思います。 

○議長（鈴木 勉君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 地元の要望を聞いた中でやっているんですが、600万円の内

訳としますと、内示をもらった内容ですと、北川のあの位置が入賞した位置ということで、

このビュースポットについては啓発をしていかなければならないだろうということで、ただ、

補助金の性質でハード事業じゃなくてソフト事業中心ということで、看板の設置程度の内容

になるんですが、ビュースポットの啓発と、それからこのムーンロードを内外に発信をして

いきたいということで、ポスターですとか、広告宣伝ですとか、そういう内容です。それか

ら、見えた皆さん─皆さんといいますか、未婚の女性ですとか、カップルが対象になろう

かと思うんですが、そこに訪れた人間に何かアイテムを、記念品的なアイテムを作製してい

こうかということで、事業としては３本立てということになってございます。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さん。 

○３番（飯田桂司君） 今、課長のほうから説明があり、私も先般ちょっと北川の方々とお話

をする中で、この話は平成16年当時、熱川でちょっと番頭をしながら11月、12月のころの

ちょっと日の短くなったときの５時10何分ですか、十四、五分ですか、ちょうど房総半島

方面から大島の横からお月様が３回色を変えて上がるわけですけれども、そのとき一部の方

に提案をした経過があるわけです。 

  そして、今回上がってきたわけですけれども、やはりこのことについて大変いいものが認

められたなと、県についてもここに資料、パソコンを開けていろいろな資料を持ってきて見

たわけですけれども、やはりやることに対して、この細野高原もそうですけれども、この町

のＰＲ、要するに看板が、今も課長が看板と言いましたけれども、このＢ４のこのぐらいの

小さい看板じゃだめですよ。やはり細野高原にしろ、このパワースポットにしろ、稲取のど

んつくにしろ、熱川の大文字にしろ、国道に要するに135号線沿いに、入り口にその時期で

もいいです、年間でもいいです、でかいそれこそもう半年前でもいいですから、ぜひ看板を

立てていただく。 

そして先般、土木事務所のほうへも行ってきました。職員を連れて、所長にもお話をする

わけですけれども、大変規約があって、国道に関しては看板の立てる基準がうるさいと。何

か抜け道はないかと、要するにこういういろいろな話をしてきたわけですけれども、５メー



トルだとか、いろいろなことを言っているわけなんです。そういうことで、町長、ぜひこの

看板、これはパワースポットだけじゃないですよ。この町を宣伝するに当たり、赤沢を過ぎ

て草崎のあたり、あるいは大川のあたりでもいいですよ、この細野高原、いろいろなイベン

トをこれからやっていく中で、国道でだめでしたら、私有地があるわけです。この国道135

号線に私有地があるんです。そこなら完全にできるんです。ぜひこの点を検討していただく。

もったいないですから、あの細野高原に上がるのに、入谷の入り口にあの小さい看板がつい

たって、みんな見過ごして通ってしまうわけなんです。ぜひその点を御答弁いただきたい。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） これ本当、町の長年の懸案事項であります。町も基本的には土木のほ

うに伺っているのが現状の中で、やっぱり県の土地がそうで、民間の土地ならば何とかなる

とか言われておりますもので、民間の土地を探した中でそういう看板は設置していきたい、

そういう考えでございますので、また民間の土地がこういうところがあるよと言ってくれれ

ば、またそれを検討しますし、この前はたしかライオン岩近くにも民間の土地があるような

ことも聞きましたもので、その辺にまた看板が出れば全然違いますから、町としては、今、

飯田議員が言ったような方向で看板は設置していきたい、そういう考えでございますので御

理解願いたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さん。 

○３番（飯田桂司君） これ検討していただくということでお願いしたいわけですけれども、

これは北川温泉だけのパワースポットではないんです。東伊豆町、極端な話をすれば熱海か

らこの東海岸、下田までの間の本当に時期、春から夏にかけては時間的にちょっとわかりに

くい、ここに時間は全部１年間の満月の日の出る時間がありますけれども、やはり10月か

ら11月にかけて冬、あるいは２月、３月の大変日の短いときのパワースポット、これはぜ

ひ近隣の市町、首長さんにもぜひ御案内をしてくださいよ。大変いい観光誘客の宣伝になり

ますので、ぜひお願いしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） このムーンロードに関しては大変すばらしいもので、まず、北川の皆

さんにお願いして、これは当然東伊豆町北川地区も発祥でございますけれども、東伊豆町全

体のムーンロードのまちということをまたやっていきたいということ、北川地区の方の了承

を得ております。そして、今、飯田議員から伊豆半島全体ということを言われましたもので、

この辺もできれば、もう伊豆は一つということも言っている中で、このことがすばらしいも



のがありますよと、これはまた提案していきたい、そう考えておりますのでよろしくお願い

いたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑はありますか。 

  １番、須佐さん。 

○１番（須佐 衛君） 今のムーンロードの関係で１つ聞きたいんですけれども、テラスを設

置するというような話を聞いたんです。 

（何事か言う声あり） 

○１番（須佐 衛君） だから、ちょっとその辺のところが初めて聞いたことだったもので、

どの程度のものなのか、どこにということは。 

○議長（鈴木 勉君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 最初の計画では、ぜひテラスをというような地元の要望もあ

ったんですが、事業の性質上、先ほど言いましたとおり、ソフト事業中心ということで、テ

ラスについてもしやるんでしたら、観光施設のほうでやってくれないかというような協議に

なりまして、先ほど言いましたように、看板程度の準ハード的なものは看板が主な内容にな

ります。だから、テラスはなりません。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑はありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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44号 平成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第４号）を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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 同意案第６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（鈴木 勉君） 日程第７ 同意案第６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６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、賀茂郡東伊豆町奈良本1364番地。 

  氏名、伊原徹夫。 

  提案理由を申し上げます。 

  伊原徹夫氏が平成25年６月30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

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（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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６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（鈴木 勉君） 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８ 同意案第７号 東伊豆町教育委員会委員の任命について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第８ 同意案第７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１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。 

  梅原幸恵さんが平成25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（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 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 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第９ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題と

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） 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について。 

  冨岡悦子氏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575番地78。 

  氏名、冨岡悦子。 

  提案理由を申し上げます。 

  冨岡悦子氏の任期が満了となるため、再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（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。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（鈴木 勉君） 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。 

 

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

 

◎日程第１０ 陳情・要望書等の審査について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第10 陳情・要望書等の審査についてを議題とします。 

  審査を付託した総務経済常任委員長の報告を求めます。 



  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） それでは、朗読をもちまして陳情・要望書等審査報告書を報告した

いと思います。 

  平成25年６月27日。 

  東伊豆町議会議長 鈴木 勉様。 

  総務経済常任委員会委員長 山田直志。 

  陳情・要望書等審査報告書。 

  本委員会に付託された陳情・要望書等を審査した結果、別紙意見を付し、次のとおり決定

したので、会議規則第94条第１項の規定により報告します。 

  受理番号、32号。 

  付託年月日、平成25年６月26日。 

  件名、片瀬中之瀬公園内トイレ立て替えの要望について。 

  審査の結果、採択。 

  受理番号、54号。 

  付託年月日、平成25年６月26日。 

  件名、片瀬中之瀬公園を防災公園に変更する要望について。 

  審査の結果、採択。 

  １枚お開きください。別紙。 

  片瀬中之瀬公園内トイレの立て替えの要望について。 

  審査結果は採択であるが、当面は防災塗装の塗り替え、便器交換などリフォームを行い、

今後防災計画の見直しなどを見て整備を行なうようにすべきである。 

  片瀬中之瀬公園を防災公園に変更する要望について。 

  中之瀬公園は現在都市公園として位置づけられているので、まず用途を見直すことが必要

である。その後の整備は、防災計画の見直しなどを進めた中で検討すべきと考える。 

  以上の意見がございました。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま総務経済常任委員長より報告のありました陳情・要望書等の

審査報告について質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより陳情・要望書等の審査報告について採決します。 

  本件に対する委員長の審査報告は採択であります。 

  この審査報告については、委員長の報告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（鈴木 勉君） 御異議なしと認めます。よって、陳情・要望書等の審査については委

員長の報告のとおり決しました。 

 

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

 

◎会議時間の延長 

○議長（鈴木 勉君） お諮りします。本日の会議は、議事の都合によりあらかじめこれを延

長したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は延長することに決

しました。 

  会議時間を延長いたします。 

 

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

 

◎日程第１１ 陳情・要望書等の審査について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第11 引き続き、陳情・要望書等の審査についてを議題としま

す。 

  審査を付託した文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

  ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 平成25年６月27日。 

  東伊豆町議会議長 鈴木 勉様。 



  文教厚生常任委員会委員長 内山愼一。 

  陳情・要望書等審査報告書。 

  本委員会に付託された陳情・要望書等を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規

則第94条第１項の規定により報告します。 

  受理番号、49。 

  付託年月日、平成25年６月26日。 

  件名、「重度障害者（児）医療費助成制度における精神障害者の適用改善を求める意見

書」に関する陳情書。 

  審査の結果、採択。 

  次のページに意見書第４号があります。 

  重度障害者…… 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時２５分 

 

再開 午後 ４時２６分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  ただいま文教厚生常任委員長より報告のありました陳情・要望書等の審査報告について質

疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより陳情・要望書等の審査報告について採決します。 

  本件に対する委員長の審査報告は採択であります。 

  この審査報告については、委員長の報告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（鈴木 勉君） 御異議なしと認めます。よって、陳情・要望書等の審査については委



員長の報告のとおり決しました。 

 

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

 

◎日程第１２ 意見書案第４号 重度障害者（児）医療費助成制度における精神

障  害者の適用改善を求める意見書について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第12 意見書案第４号 重度障害者（児）医療費助成制度にお

ける精神障害者の適用改善を求める意見書についてを議題とします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。 

  ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） それでは、意見書案第４号 重度障害者（児）医療費助成制度におけ

る精神障害者の適用改善を求める意見書について。 

  地方自治法第99条の規定により、関係行政庁に対し、重度障害者（児）医療費助成制度

における精神障害者の適用改善を求める意見書を別紙のとおり提出する。 

  平成25年６月27日提出。 

  東伊豆町議会議長 鈴木 勉様。 

  提出者 東伊豆町議会議員 内山愼一。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 居山信子。 

  それでは、次のページに意見書の案がありますから、それの朗読をもって説明にかえさせ

ていただきます。 

  重度障害者（児）医療費助成制度における精神障害者の適用改善を求める意見書（案）。 

  静岡県における重度障害者（児）医療費助成制度は昭和48年（1973年）に事業開始され

たが、精神障害者に対しては、ようやく平成24年10月から精神障害者保健福祉手帳１級所

持者に適用されるようになった。しかし、平成18年からこの問題について要望を続けてき

た社団法人静岡県精神保健福祉会連合会は、少なくとも精神障害者保健福祉手帳２級、３級

所持者の精神科入院医療費については、この制度の対象に加えるべきと主張している。 

  精神障害者の場合、その病状、症状は常に一定であるとは限らないため、障害程度の判定

作業も複雑、微妙な要素を持っており、認定された等級が障害の実態を至当に反映していな

いケースもあり得る。 



  社団法人静岡県精神保健福祉会連合会が平成22年に行なった実態調査の結果を見ると、

一般的に症状の重さの指標となる入院経験者の割合は、１級所持者が約45％（うち約90％

が７ヶ月以上）であったが、２級、３級所持者でも約16％（うち約51％が７ヶ月以上）で

あったこともそれを裏付けるものである。また、平成22年の厚労省データによると、県内

の１級所持者は手帳所持者の約10％で全国平均16.8％をかなり下回っている。 

  これらの実態から家族会は、精神障害者の病気の回復は必ずしも順調な過程をたどるもの

ではなく、種々の原因により再発・悪化したときは入院を余儀なくされ、このような場合は

一時的にも「精神疾患の重度状態」というべきであると主張している。 

  また、入院を経験するような状態の精神障害者のほとんどは、就労が困難で障害年金程度

の収入しかなく、とりわけ入院医療費の負担は障害者家庭に重くのしかかっているのが実情

である。 

  これらを考慮すれば、静岡県の重度障害者（児）医療費助成制度においては、精神障害者

保健福祉手帳１級所持者に加え、２級及び３級手帳所持者の精神科入院医療費も対象に含め

るよう強く要望する。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成25年６月27日。 

  東伊豆町議会。 

  提出先は、静岡県知事の川勝平太様です。 

  よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） これより意見書案第４号についての質疑に入ります。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより意見書案第４号 重度障害者（児）医療費助成制度における精神障害者の適用改

善を求める意見書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（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１３ 議員派遣について 

○議長（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 御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配

りましたとおり派遣することに決定しました。 

 

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

 

◎議会運営委員会所管事務調査について 

○議長（鈴木 勉君） 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、議会運営に関すること、会議規則・委員会条例に関すること、議長の諮問

に関すること、以上の３点です。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議会運営委員会所管事務調査については、

議会運営委員会にこれを付託し、平成25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（鈴木 勉君） 御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（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 御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25年東伊豆町議会第２回定例会を閉会します。 

  御苦労さまでございました。 

 

閉会 午後 ４時３５分 

 


