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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４回定例会の開会に当たり、議員の皆様におかれましては年末を控え大変お忙

しい中、御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

  本定例会には、専決処分の承認、条例の制定及び一部改正案、各会計の補正予算などが上

程されております。議員各位におかれましては十分御審議の上、円滑に議事を進行されます

よう切にお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。 

  ただいまの出席議員は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４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４回定例会の運営につきまして御報告いたします。 

  まず、本定例会には７名の議員の方より一般質問が通告されております。一般質問の趣旨

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

  本定例会の提出案件といたしましては、専決承認が２件、条例の制定案が４件、一部改正

案が３件、規約の変更案が１件、補正予算案２件、教育委員会からの報告が１件、それぞれ

日程に組み込まれております。 

  議会からは委員会の視察研修報告及び議会運営委員会所管事務調査を上程します。 

  なお、各常任委員会の視察研修報告につきましては、一括議題といたします。 

  一般会計補正予算の説明につきましては、おおむね100万円以上、特別会計補正予算につ

いてはおおむね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
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お願いいたします。 

  以上の内容を踏まえまして、本定例会の会期につきましては、本日から12月６日までの３

日間とさせていただきます。 

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

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

続調査といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  議員各位には、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

員会からの報告といたします。 

 

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

 

◎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、１番、須佐さん、２番、内山さんを

指名します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎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。 

  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月６日までの３日間としたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 御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例月出納検査及び定期監査の結果に関する報告につきまして

は、既に送付しました。 

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

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

  なお、定例会終了後に全員協議会を開催しますので御承知ください。 

  これ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いたします。 

  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４回議会定例会を招集申し上げたところ、議員各位には何かとお忙しい中、御

出席を賜り厚く御礼申し上げます。 

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

町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  さて、民主党から自民党へ政権がかわり、円安株高のアベノミクス相場が始まって１年が
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過ぎようとしております。国では矢継ぎ早に新たな政策を打ち出し、ことし前半の成長率は

４％程度と景気は回復傾向にあるものの消費税増税後への懸念もあり、デフレ脱却は道半ば

で、再加速に向けた次への政策に期待をするものであります。 

  このような経済状況の中、当町の主幹産業であります観光関係ですが、９月までの入湯客

数を見ますと49万8,310人で、前年に比べ２万3,310人、4.5％の減となりました。主な要因

といたしましては、第１四半期おけるチェーン旅館の大幅な落ち込みに加え、大型旅館を含

む３軒の旅館の休業、廃業による収容人員の減少に伴うものであります。しかしながら、夏

の繁忙期の７月・８月は、国内旅行が好調な中で天候に恵まれたこともあり、ほぼ前年並み

の実績となり、９月においても２％の減にとどまり、緩やかな回復基調に向かう結果となっ

ておりました。 

  10月・11月の状況は、秋の行楽シーズンでありますが、10月においては、週末ごとの台風

の襲来や悪天候によるキャンセル、さらに伊勢神宮の式年遷宮を初め、東京スカイツリーや

東京ディズニーランド開園30周年などの首都圏人気の継続等の影響で、伊豆半島全体の入り

込みは厳しい状況が続いております。今後も行政と観光協会等の諸団体が一体となって、誘

客対策を講じていかなければならないと考えますので、議員各位におきましても新たな観光

政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。 

  現在、平成26年度の予算編成時期を迎えておりますが、極めて厳しい予算編成作業となる

ことは必至であり、既に11月初旬には職員に編成方針を通知し、厳しい要求基準を示したと

ころであります。 

  26年度予算において、自主財源の根幹をなす町税は、景気が回復基調に向かっているとは

いえ、観光が主要産業である当町においては税収への期待感は厳しく、減収は避けられない

ことが予想され、歳入環境は一層厳しいものと考えております。 

  一方、歳出面でも、少子高齢化の急速な進行による福祉や医療関係経費の扶助費に大幅な

需要増が見込まれるなど、厳しい財政運営を継続しなければならない見通しとなっておりま

す。 

  しかしながら、住民の皆様が求める行政需要は山積しております。特に少子化対策や住民

福祉の充実、生活環境基盤整備、町内経済活性化対策、防災対策の充実等には、積極的な対

応を図らなければなりませんので、消費税増税を初めとする税制改正の動向に注視しつつ、

財源確保に最大限の努力を払うとともに、限られた財源の有効配分に徹するため、慎重な調
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整をしてまいりたいと考えております。 

  それでは、各課の取り組み状況について御報告申し上げます。 

  まず、防災関係ですが、10月30日、31日の２日間、静岡県立大学特任教授の小川和久氏を

招き、防災に関する講演会及び意見交換会等を行いました。１日目は、町内の防災施設など

を視察していただき、賀茂危機管理局を交えた中で、当町の現状や問題点等、意見交換をい

たしました。２日目は、議員各位を初め町民の皆様や防災関係者約120名に御参加いただき、

「巨大地震・津波から生き残る～できること、しなければならないこと～」をテーマとした

講演、その後、各自主防災会長と意見交換会を行いました。今回の意見交換会や講演会を通

じ、御助言いただいたことを参考に、行政と住民が連携し、災害に強いまちづくりをさらに

推し進めてまいりたいと思います。 

  地球温暖化の進行で年々海面水位が上昇し、海水温の上昇によって巨大台風の増加も予測

されている中、10月16日、伊豆大島では台風26号の記録的大雨による土砂災害で多くの島民

が犠牲となりました。被災された皆様には、改めてお見舞いを申し上げますとともに、一日

も早い復興を望むものであります。 

  当町では、古くからの交流があり、災害時の相互応援協定を結んでいる関係もあることか

ら、いち早く大島町に職員派遣と物資提供の意向を申し出たところであり、11月６日には鈴

木議長や町の観光協会幹部とともに大島町の川島町長を訪ね、お見舞いを申し上げてまいり

ました。土砂災害を受けた元町地区などを視察しましたが、余りに大きな被害に驚いたとこ

ろであり、情報の収集・伝達など大島の教訓を今後の防災対策に役立てていきたいと痛感し

たところでございます。 

  なお、復旧支援の申し出につきましては、東京都の全面支援を受ける大島町の意向もある

ことから、当町として何らかの被災地支援を行いたいと考え、独自に職員の派遣を11月11日

から６日間、延べ36名を交代で派遣し、住宅の土砂の撤去など復旧作業に当たりました。こ

れら職員派遣の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９号）を専決処

分させていただいたところでありまして、本定例会に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。 

  11月９日、大阪静岡県人会が創立100周年を迎え、この節目の年を祝福するため、大阪市

内で行われた記念式典に出席してまいりました。会場では雛のつるし飾りの展示やその説明

を行い、報道関係者も多く招かれていたことから、当町のよいＰＲの機会となったものと考

えております。平成７年から続く同県人会との親交をさらに深め、今後も引き続き交流を図
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っていくことを確認してまいったところであります。 

  11月23日、昨年度実施した「事業仕分け」の名称を改め、「事務事業レビュー」として実

施し、業民の皆様を初め、近隣市町からの方々にも傍聴していただく中、５事業を外部有識

者に評価していただきました。結果は、全ての事業について「要改善」という判定を受ける

厳しい結論となりましたが、事業の進め方やあり方などを含め、議論の中で御助言をいただ

いた内容を真摯に受けとめ、他の事務事業の改革にも応用し、より効果の高い事業の選択や

課題解決に向け取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、税務関係ですが、11月・12月を県下一斉の「滞納整理強化月間」として、町では広

報誌やポスター等により広報を行い納税のお願いをしております。また、県とも連携を図り

ながら、納期内納付をされた方との公平性を保つため、税の未納者に対し差し押さえなどの

厳しい処分を実施し、収納率の向上を図っております。 

  10月31日には、大川小学校６年生を対象に「租税教室」を開催し、税についての認識を深

めていただきました。また、国税庁が11月11日から17日まで実施した「税を考える週間」の

一環として、町内の小・中学生の税に関するポスターや習字等を町民文化祭及び役場ロビー

に展示し、納税意識の高揚に努めたところであり、今月19日には作品の表彰並びに伝達式を

行う予定でおります。御協力いただきました児童・生徒を初め、学校関係者の皆様に感謝申

し上げます。 

  次に、北川温泉の応募による「行ってみたい部門で１位」となった「ムーンロード」を全

町的に観光資源として活用するため、町内各温泉郷による「謝月祭」が４会場で10月18、19

日に実施されました。あいにく満月を臨むことはできませんでしたが、それぞれ趣向を凝ら

したイベントが展開され、予想以上の来場者でにぎわいました。誘客効果のある新たな観光

資源になり得るものと期待をいたしたところであります。 

  10月29日は、県主催による東伊豆・河津を対象とした知事広聴「平太さんと語ろう」が当

町を会場として開催されました。知事は、午前中ジオサイトに指定されている細野高原を視

察され、壮大なすすき野原に感銘を受けられたようでした。午後は、両町の各分野から各３

名の代表者と意見交換が行われ、地元ならではの意見に、知事はそれぞれに前向きの姿勢を

示されました。 

  先般、議決をいただきました「田町区町内会との土地交換」及び「医療法人社団康心会へ

の交換地の無償譲渡」をもとに10月31日をもって所有権移転をすることとし、それぞれ契約

を締結いたしました。伊豆東部総合病院の存続を望む地域の皆さん9,300余名からの嘆願署
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名により、田町区町内会には新病院建設用地に対し、苦渋の決断をいただいたことに改めて

感謝を申し上げます。予定どおり進捗すると27年12月ごろに新病院が完成し、より充実した

医療活動が始まるものと期待しております。 

  次に、住民福祉関係ですが、東河環境センターのごみ処理施設エコクリーンセンター東河

につきましては、29年の「静岡県ごみ処理施設広域化計画」を踏まえ、その過渡期対策とし

て河津町とのミニ広域化によるごみ処理施設を15年４月より稼働してきました。しかしなが

ら、「静岡県ごみ処理施設広域化計画」は19年度に県で検討が中断され、現在広域化の見通

しは立っておりません。 

  このような状況のため、昨年度よりごみ処理及びし尿処理両施設の整備について、東河環

境センター施設整備等推進協議会を設置し検討をしてきましたが、ごみ処理施設については

ＣＯ２の削減や財政負担軽減等を考慮し、29年度から３カ年にわたり大規模改修を行うこと

で現在の方式を24時間運転ボイラー式に改修する計画です。また、し尿処理施設につきまし

ては、29年度まで改修を継続し、ごみ処理施設が改修された後、３カ年計画の単独事業で改

修工事を行う計画としております。 

  なお、これらの事業による両町の負担金につきましては、今後の東河環境センター施設整

備等推進協議会にて協議・検討していくこととなります。 

  福祉関係では、高齢者の方々への感謝と長寿をお祝いするため、10月５日稲取小学校体育

館において、敬老会を開催いたしました。本年度は、70歳以上の対象者3,734人のうち、477

人の方が出席をしてくださいました。当日は75歳以上の方に敬老祝い金を、さらに88歳の方

に記念品を贈呈させていただきました。 

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

将」や、あじさい学級制による「ちゃっきり節体操」が披露され、参加者の皆さんは拍手喝

采で喜んでくださいました。また、ことしはチャンジーバンドの皆さんの伴奏に合わせて、

「東伊豆町の歌」を会場の皆さん全員で斉唱いたしました。このような光景を拝見し、子供

から高齢者まで、あらゆる世代が、お互いを尊重しながら、未来への夢と希望を持って生き

られる豊かなまちづくりを目指していきたいと改めて感じた次第であります。敬老会を盛り

上げていただきました皆様並びに運営に御協力をいただいた関係者に感謝申し上げます。 

  11月12日は、第１回の要保護児童地域対策協議会を開催しました。昨今、児童虐待による

痛ましい事件が報じられますが、事前にそのような被害を防止するため、児童福祉を初め、

保健医療、教育、警察・司法、人権擁護、その他社会福祉法人の関係者が一堂に会して、適
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切な保護や支援を行うために必要な情報交換や協議の場として設置したものでございます。

当日は、全体合同会議にて賀茂児童相談所長から協議会の概要や最近の児童虐待の実態につ

いて御講演をいただき、実務者会議にて実際の問題ケースについて情報共有をいたしたとこ

ろでございます。この協議会を通じ地域ぐるみで児童虐待の根絶を目指していきたいと考え

ております。 

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

大を抑制するためには、基本的な手洗いやうがいの励行、ワクチン接種を受けることが重要

であります。住民の皆様には、流行前には予防措置を講じ、感染が蔓延しないよう心がけて

いただきたいと思います。町では65歳以上の高齢者に対し、インフルエンザワクチンや肺炎

球菌ワクチンの接種に助成を行っておりますので御利用ください。 

  特定健康審査については、町の集団健診に1,289人が受診され、11月に実施した追加健診

の受診者を合わせますと、前年と同じ約30％の受診率になりました。また、今年度の新事業

として骨粗鬆症予防のための骨検診を実施し、141人が受診されました。今後も引き続き実

施してまいりたいと考えております。 

  健康イベント関係では、11月17日、町民の皆様に健康について興味を持っていただき、健

康状態や生活習慣病を見直すことを目的に、「第13回健康福祉ふれあい広場」を保健福祉セ

ンターにおいて開催いたしました。今年度は、「こころの処方箋ストレス快笑とユーモア」

と題し、心のケアにつての講演会を開催し、笑いの絶えない楽しい講演会となりました。 

  また、稲取高校被服・食物部による地域の食材を使った試食が実施され、町民の皆様に大

変好評をいただきました。準備から開催まで御協力いただきましたボランティアの皆様には

心から感謝申し上げます。 

  次に、介護保険関係では、介護予防事業に取り組むために必要となる健康自立度に関する

調査として、65歳以上の住民の方を対象に「基本チェックリスト」と、来年度の介護保険事

業計画に反映させるため500名の方に高齢者生活実態調査を合わせて10月28日に送付いたし

ました。調査に御協力いただきました皆様に心から感謝申し上げます。調査結果を踏まえ、

よりよいサービスの提供ができるよう進めてまいります。 

  また、今年度の新規事業として、今後の制度改正を見据え、介護予防サポーター養成講座

を11月12日から12月16日まで６回開催し、介護予防サポーター養成を行っております。来年

１月からの介護予防教室にサポーターとして参加していただくことにより、きめ細かな、よ

ろい安心・安全な教室運営ができると考えております。 
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  次に、建設関係ですが、10月15日未明から16日にかけての台風26号の影響により、町道11

路線及び河川等で倒木や崩土等による被害がありました。復旧工事に早期着手すべく補正予

算（第８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、よろしく御審議願います。 

  次に、農林水産関係ですが、鳥獣被害対策では、河津町と広域で対応しておりました「東

河野猿対策協議会」を本年度から「東河有害鳥獣対策協議会」に変更し、関係各位の出席の

もと、10月30日に総会を開催しました。行政境を中心に被害状況や出没の情報を共有し、追

い払いや捕獲の増加に努めていく計画を了承したところです。また、今年度は農地侵入防止

用の電気柵等が多く設置されております。これは町の補助以外に伊豆太陽農協が独自に補助

を実施していることが要因と思われますが、今後も自助と公助により有害鳥獣からの被害対

策を講じてまいりたいと考えております。 

  当町の認定農業者は、今年度16名が再認定され、新規に３名の方も認定されました。農業

振興を推進する上でも、鳥獣害対策や中山間地域総合整備事業を中心とした基盤整備を推進

してまいりたいと考えております。 

  林業関係では、かねてより県に対し広域治山事業の要望をしておりました大川地区の大川

川上流部や片瀬地区の大付方面の保安林に対し、治山事業を前提とした測量を県が発注いた

しました。荒廃が進む町内の山林が早期に整備され、ふもとの住民が安心して生活できるよ

うになることを期待するものであります。 

  水産関係では、東伊豆非出資漁業協同組合、いわゆる白田川の内水面漁業の漁業権免許が

更新されます。来年の１月１日より10年間の免許が交付され、今後も白田川内水面漁業の振

興と河川環境の保全に努めていただけるものと思います。 

  また、地域団体商標登録された「稲取キンメ」に現在、伊豆漁協稲取支所がタグをつけて

販売をしています。港の朝市でも評判がよく、また直売所への問い合わせがふえていると聞

いております。今後も情報発信の強化などにより、販売数や認知度が増加するよう期待する

ところであります。 

  次に、観光関係ですが、10月１日から31日までの１カ月間と11月１日から17日までの土日

祝日にわたって開催されました細野高原秋のすすきイベント「知られざる絶景散歩」には、

昨年に続いて県内外から１万人を超える来場者でにぎわいました。懸案となっていたアクセ

ス道路の拡幅や駐車場の整備等が大きく改善され、伊豆半島の秋の一大イベントとして定着

してまいりました。今後は、全国へ向けて本格的に情報発信を図ってまいりたいと考えてお
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ります。 

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

入谷区民の皆様の御理解と御協力を賜りましたことに感謝申し上げるとともに、今回の反省

点を踏まえた上で、さらに地域への経済波及効果の拡大に取り組んでまいります。 

  次に、商工関係ですが、リフォーム振興事業につきましては、９月議会定例会で増額の補

正措置をさせていただき、現在までに申請件数が48件で、補助金額が838万1,000円、補助対

象工事が7,599万5,000円に上っており、多くの町民の皆様に御利用いただき、建築関連業界

全体への仕事起こしや雇用対策につながるなど町内経済の活性化に寄与しております。 

  10月６日には、当町の姉妹都市であります岡谷市で開催されました「第27回楽々市」に産

業団体連絡会で参加をし、農協・漁協の地場産品の販売と岡谷市の市民に好評な稲取キンメ

の味噌汁サービスや観光パンフレットの配布等を行い、東伊豆町への誘客宣伝を行ってまい

りました。 

  10月20には、町のゴルフ連盟主催による第46回町民ゴルフ大会が稲取ゴルフクラブで開催

されました。当日は、あいにくの荒天の中で協議はハーフで打ち切りとなりましたが、15歳

から84歳までの総勢96名が参加し、相互の親睦を深めることができました。また、当大会の

参加者から寄せられた大島町のへの義援金が町へ託されました。 

  さらに、11月20日には、群馬県中之条町との「全国地域交流対抗ゴルフ大会」が開催され

ました。平成16年以来、実に９年ぶりの開催となりましたが、上位40人の平均スコアで争わ

れ、大激戦の末に勝利し日本一の称号を死守することができました。これを機に中之条町と

の交流がさらに進展されることを期待しております。 

  細野高原のすすきイベントのフィナーレを飾り11月16日、17日には県内外から約100名の

参加をいただき「第25回パラグライダーフェスティバルＩＮ東伊豆2013」が、三筋山山頂か

ら細野高原を会場に開催され、壮大なすすき野原を舞台に熱戦を繰り広げました。 

  今後のイベントとしましては、12月24日の熱川「クリスマス花火ファンタジア」や初春の

イベントとして稲取温泉「雛のつるし飾りまつり」等が開催されますが、昨年を上回る来誘

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、９月議会定例会で議決をいただきました駿東伊豆地区消防救急広

域化協議会の設置につきましては、11月18日に静岡県知事に対して協議会の設置についての

届け出を行ったところであります。また、駿東伊豆地区の消防救急広域化について、町民の

皆様が理解を深めていただけるよう現状の取り組みと広域化後の組織体制について、広報ひ
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がしいずの11月号に掲載したところであります。 

  秋の全国火災予防運動が11月９日から１週間実施されたことに伴い、初日早朝には消防団

の非常呼集及び放水訓練を稲取・熱川の両地区において実施し、分団相互の連携強化に努め

たところであり、火災予防思想のより一層の普及を図るため、消防自動車による町内全域の

防火広報パレードも実施いたしました。また、11月11日には、町内小学校において女性消防

団員が低学年の生徒を対象にした防火教室を開催し、火災の危険性や火災発生時の対処方法

について、子供たちに指導を行い防火意識の高揚を図りました。 

  これから火災の起こりやすい季節を迎えるに当たり、町民の皆様におかれましても火災予

防になお一層の御注意と御協力をお願いいたします。 

  次に、教育関係ですが、各小・中学校、幼稚園で元気に運動会が行われました。躍動する

児童・生徒・園児が印象的で、すばらしい思い出となったことと思います。 

  11月14日、15日、町内各幼稚園の年長児、３園合わせて44名の七五三のお祝いがそれぞれ

行われました。将来を担う子供たちの健やかな成長を願うところであります。 

  稲取地区町民体育大会が10月６日、晴天に恵まれた中、1,200余名が参加し、稲取小学校

グラウンドで実施されました。各種目、熱のこもった競技となり、盛況のうちに終了するこ

とができました。各区長、役員さんなど関係者の御尽力にお礼を申し上げます。 

  「とうきゅうカップ東伊豆クロスカントリー大会2013」が10月19日に行われ、1.5キロメ

ートルのちびっこランから、10キロメートル一般男女までの16種目に、幼児から高齢者、障

害をお持ちの方まで1,236名に御参加いただきました。協力していただいた各種団体の方々

に感謝申し上げます。 

  11月３日、４日の２日間、稲取小学校体育館で第37回町民文化祭が開催され、すばらしい

作品の数が展示されるとともに、日ごろの練習の成果を十分に発揮した演技等の数々が披露

されました。 

  11月16日には、第29回青少年主張発表大会を開催し、小・中・高校生の11名が地域とのつ

ながりや環境問題などをテーマに、それぞれの主張を町民の皆様に紹介してくださいました。

貴重な提言等がございましたので、前向きに検討したいと感じたところであります。 

  次に、水道事業関係ですが、水道料４期分（９月、10月）を前年同期と比較いたしますと、

上水道で2.2％の減、簡易水道で9.9％の減となり、合計では2.5％の減となっております。

使用水量が増加する夏の観光シーズンでも減少し、１期分から４期分までの累計においては

8.7％の減という非常に厳しい事業運営が続いております。今後の観光客数の増加による給
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水収益の増加を期待するところでございます。 

  細野高原で実施している水源調査につきましては、11月20日現在では掘削深度300メート

ルのうち、260メートルが完了し、業務の進捗率は65％となっております。すすきイベント

期間中の土日、祝日の作業を自粛しておりましたが、作業工程は計画どおり進んでいる状況

でございます。井戸掘削の完了後は、帯水層の位置を確認するための孔内検層や湧出能力を

把握するための揚水試験などを行う予定になっていますので、その試験結果につきましては、

随時御報告させていただきます。 

  最後になりましたが、師走の慌ただしい多忙な時期を迎えました。日増しに寒さも厳しく

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

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

 

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

 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（鈴木 勉君） 日程第５ 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。 

  また、質問回数は１問につき３回となっておりますので御協力ください。 

 

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

 

◇ 飯 田 桂 司 君 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さんの第１問、防災対策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。 

  ことしも残り少なくなりまして、大変ここ数日寒い日が続いておるわけですけれども、こ

とし１年をまた私個人的にちょっと振り返ってみまして、全国各地で台風、あるいは竜巻等

が発生をし、自然災害が大変地域住民に被害を与えていることは確かなことと思います。先
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般も伊豆大島町のほうへ同僚議員とともに行ってまいりました。これが自然災害なのかなと、

あるいは人災かなと、そんなところが見受けられたわけですけれども、まだ100名近い方が

避難所生活をしておられるということに対して、お見舞いを申し上げたいなと思います。 

  さて、今回１問を通告してあります。一答にて御答弁のほうをよろしくお願いいたします。 

  防災対策についてを伺います。 

  １点目、地震、台風等の洪水、または高潮、津波を含むわけですけれども、水災の警戒、

被害の軽減対策などはどのようになっておるのかなと。 

  ２点目、非常時において、災害ボランティアセンター設置について、どのような対応を図

っていくのか。 

  ３点目、障害者への防災用具購入補助制度の現状は。 

  ４点目、小学校児童へのヘルメットの配備の計画はあるのか。 

  以上、４点について御答弁をよろしくお願いします。 

○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、防災対策については、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。 

  なお、４点目につきましては、教育長より答弁いたさせますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  それでは、１点目の地震、台風等の洪水、また高潮（津波を含む）による水災の警戒、軽

減対策はどのようになっているかについてですが、まず、警戒態勢についてですが、地震発

生時と風水害が発生する恐れがある場合に分けてお答えさせていただきます。 

  地震発生時、職員が役場に登庁する基準といたしましては、当町における震度が４で防災

対策係が、震度５弱以上で全職員が対象となります。津波の場合につきましては、注意報で

防災対策係が、警報発令で全職員が登庁し警戒に当たることとしております。 

  低気圧等で大雨の恐れがある場合につきましては、大雨警報が発令されると防災対策係が

登庁し情報収集に当たり、雨量等の状況によって建設産業課等関係部署の職員が事前配備の

ため登庁いたします。また、台風接近時につきましては、状況によって対応は異なりますが、

例えばさきの台風26号のように強い台風の接近が予想される場合は、まず防災対策係が役場

で情報収集に当たり、他の全職員は自宅待機という形をとりますが、台風の進路予想や風雨
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の状況により関係部署の職員が早目に登庁し、警戒態勢に当たることとしております。 

  なお、役場の配備体制に合わせ、消防本部、消防団、自主防災会につきましても警戒態勢

に入ることとなっております。 

  次に、台風等の洪水や高潮、津波に対する軽減対策につきましては、まず県が管理してお

ります河川の洪水軽減対策としまして、過去の河川水位のデータをもとに、護岸のかさ上げ

を施したり、定期的な河床の橋梁等、浚渫等により河川断面の確保に努めております。 

  また、高潮、津波対策といたしましては、町及び県の管理する海岸保全施設の天端の計画

高さが、ことし６月に発表されました静岡県の第４次地震被害想定におけるレベル１の津波

高を全てクリアしておりますので、当面の軽減策は粘り強さ等の構造上の基準の把握かと思

われます。 

  次に、２点目の非常時において、災害ボランティアセンター設置についてどのような対応

を行うかについてですが、お尋ねの件につきましては、平成23年に策定した地域防災計画の

中にボランティア活動支援計画として受け入れ体制を定めておりますので、要約して御説明

いたします。 

  町は災害対策本部を設置したとき、町の福祉協議会等と連携して、社協のボランティアセ

ンターの職員、災害ボランティア・コーディネーター等で構成する災害ボランティア本部を

設置して、ボランティアの受け付け、活動場所のあっせんや配置調整等を行います。 

  町からも情報交換、協議等を行うため連絡調整要員として職員を本部に配置して活動を支

援します。 

  また、被害の大きな区域にボランティア活動拠点を設置して、第一線でボランティアに対

する需要の把握、活動内容の指示等を行います。町からはライフライン、交通、行政施策の

動向などの情報及び各種資機材の提供を行います。 

  次に、３点目の障害者への防災用具購入補助制度の現状はについてですが、この件につき

ましては、障害者に特化した防災用具の購入に対する補助制度は設けてはございませんが、

国・県の補助事業として行っている重度障害者等日常生活用具給付等事業の中に自立生活支

援用具として地震防災用具が対象となっております。 

  これは具体的な品名ではなく、地震発災もしくは避難中に障害者が容易に使用し得るもの、

または安全を確保する機能を有するものとして、障害等級４級以上の方を対象としておりま

す。 

  昨年、これに該当するものとして防災ベストの購入に対し購入費の９割の１件を助成して
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おります。本年は防災セットへの希望が１件あると聞いております。 

  ４点目は教育長から答弁いたさせますので、よろしくお願いいたします。 

○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、４点目、小学校児童へのヘルメット配備の計画はあるか

についてですが、教育委員会としましては、ヘルメットは自己負担でと考えておりますので、

現在のところ配備計画はございません。実際に児童がヘルメットをかぶるという状況を考え

てみますと、登下校時のときだけで、学校生活のほとんどの場面ではヘルメットはかぶって

いないという状況が予想されます。 

  また、いざぐらっときたとき、すぐにヘルメットをかぶれる状況にあるのだろうかと考え

てしまい、ヘルメット導入にはちゅうちょしてしまいます。 

  現在、小学校では防災頭巾として使える座布団を使用しているという現状がございますが、

その上でさらに保護者の中に子供にヘルメットをかぶらせたいが、うちの子だけでは難しい

という思いを持つ人が多くあるという状況があれば、ＰＴＡで話し合いをし、学校全体で考

えていくという方法がよいのではないかと思いますので、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、それから教育長、１点、２点、３点、４点目ということで

御答弁があったわけですけれども、なかなか防災ということ、なかなか難しい。予算もそう

ですけれども、いざ災害が起きてみないと、ここ行政のほうも対応が大変難しいのかなとい

うわけですけれども、ヘルメットのことについてはまた後で後ほど伺いますけれども、災害

は忘れたころにやってくるなどということを言いますけれども、日本全体が大変ことし、先

ほどお話をしましたように台風、水害、それから落雷、そういうところもある中で、やはり

いつ何どき、我が町に災害があるかなということで、大変危惧するわけですけれども、静岡

県がことし６月27日に第４次被害想定を出し、そして第１次報告をしたわけですけれども、

先般11月29日に同じ被害想定、第２次報告を公表したわけです。今後、３次になるのか、４

次になるのか、５次になるのか、想定が順次出されてくるのではないかなと思います。 

  それはそれとして、気象庁から出される台風情報、今まで経験したことのない大雨となる

おそれがあるということで、８月末まで気象庁が発表してきたわけですけれども、８月30日

より特別警報と変わったことは御承知のことかと思います。 
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  そんな中、台風26号が早々に伊豆大島に950ヘクトパスカルということで、大変大きい台

風が通っていったわけですけれども、10月16日早朝に、15日から16日にかけてですけれども、

800ミリという大変過去にない、10年間で最大級の台風として被害をもたらした。気象庁が

土砂災害警報情報を発生約９時間前に出しております。しかし、大島町として避難勧告発令

措置を行わなかった。後から大島町長ですけれども、お話をしたわけですけれども、その話

の内容が夜中の３時前後は真っ暗で、避難勧告を出すのは被害の拡大につながるなどという

ことで、弁明をされお話があったわけです。 

  しかし、16日、午前３時20分に、もう既に元町地区、先般行ってきましたけれども、大変

な状況になっていたわけです。当時、大島町長、島根県の壱岐のほうへ出張中でいなかった。

急遽ヘリで来たのか、何で来たのか、そういうことで帰ってきたわけですけれども、土砂災

害警戒情報は、気象庁と都道府県が地域別にまとめた過去の雨量と災害状況のデータをもと

に、気象庁が災害発生時間を予測して、その数時間前に報告しているわけです。９時間前に

大島町も出ているんです。しかし、間に合わなかった。今回の大島町への情報は15日午後６

時５分にもう大島町に出ているんです。 

  大島町を対象とする警戒情報を出したわけですけれども、そこで町長に伺うわけですけれ

ども、15、16日、ちょうど町長、奈良本祭りですよ。私も奈良本神社のほうへお参りに行き

ました。急遽うちへ帰りましたよ。これはとんでもないことになるぞということで帰りまし

た。そこで伺うのは、15、16日について、これは建設課なのか、先ほど町長が言いましたよ

うに防災担当になるのか。15、16日の対応、どのぐらいの対応をしていたのか。本部として

どのような対応をしていたのか。災害対策本部ができたと思うんです。ぜひこの点を詳しく

教えていただきたい。 

  次に、台風による高潮、先ほど町長からお話がありましたけれども、これは高潮というよ

りは台風による波ですよね。道路に上がる波等です。県道はいいです。これは県の管轄です

からいいですけれども、町道、片瀬海岸等もあります。こういうところに波が上がる、その

対応です。県道は土木事務所のほうで対応し、ちゃんとしっかりと把握をしておると思いま

すけれども、町道について町としてどのような対応を図り、通行どめの看板等を立てると思

いますよ。その対応はどのようになっているか。これ２点目。 

  もう一点伺いたいですけれども、急傾斜地、町内に各自主防災等にお話をして、大変危険

な場所、急傾斜地があるわけですけれども、雨が降って崩壊をする、過去にも崩れ崩壊をし

た経過があるわけですけれども、一番気になるのは、大変この急傾斜地の中でも一番危険な
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箇所、これは全て急傾斜地だから、いざ雨が200ミリ、300ミリ降ると危ないよというかもし

れないけれども、やはり各自主防災のほうへと、ここは気をつけろよと区長さんにお願いす

る、あるいは自主防災のほうで各地区へ周知をする、こういうことがされるかと思いますけ

れども、事前に周知を図っておるのかなということでお聞きしたいと思います。１点目のほ

うはそれでお願いします。 

  次に、２点目の非常時においての災害ボランティア設置について、どのような対応を行う

のかなということで再度伺うわけですけれども、６月ですか、西伊豆の災害ボランティア、

そして今回の大島町のボランティア、同僚議員とともに大島町へ行ってきましたよ。本当に

すさまじい状況になっておるわけです。そのボランティアセンターに伺った際に感じたこと

は、まず皆さんが元気。若者だけでないです。本当に年配の方もいらっしゃるわけですよ。

そして、生き生きとした姿でボランティア活動、朝早くから８時集合してやるわけですけれ

ども、大変元気で生き生きしている。 

  １泊２日で行ってきた中で、２日間とも１軒のうちへお邪魔をし、倉庫の片づけ、それか

ら土砂の片づけをしてきたわけですけれども、そのときに持ち主のおじいちゃんにお話を聞

くわけです。大変だねと。本当に茫然としてうちの周りをぐるぐる回っているんですよ。何

も話ができない。余り答えも返ってこない。そして、私そのときに感じたことは、前にもち

ょっとお話をしたことがあるわけですけれども、昭和33年、狩野川台風、22号の台風で、私

も小学校５年生で経験しているんです。朝起きるとうちもない。家族も本当にあすからどう

して生きていくんだ。うちがない。この９月26日というのは、台風の当たり日、33年狩野川、

34年町村合併、この年は伊勢湾台風、5,000人以上の人が死んでいるんです。もう皆さん忘

れてきておられるかと思いますけれども、やはり子供ながらにそのときのことを思う。 

  そして、今回の大島町へ行ったときのことを思い、いやもっと時間があればもう少しお手

伝いがしたいなと、それが私の実感ですよ。ぜひそういうところを考えてみたわけですけれ

ども、町としてボランティアセンター、災害が起きると必ずそれはつくると思います。しか

し、この東伊豆町広範囲で、稲取地区、城東地区とあろうかとは思いますけれども、やはり

広範囲の中で広くある中で、ボランティアセンター、先ほど町長言ったんですけれども、な

かなかこれ通行どめになったり、あるいは箇所によっては大変大きな被害を受けているとこ

ろが出てくる中で、ボランティアセンターの設置場所なども大変問題が起きてくる。そうい

うことを含めてちょっとボランティアセンターの設置について、再度町長にお聞きしたいな

と思います。よろしくお願いします。 
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○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、防災対策の対応について、大島町におきましては本当に自分も

行った中で大変現場と実際見る目と、テレビで見る目は大分全然違うなという感じた中で、

本当に一日も早い復興を願うものであります。 

  その中で３点、一応防災対応の質問がある。まず１点目、自分の15、16の対応ということ

でございます。その中でまず15日、今、飯田議員が言ったように奈良本では地元の祭典があ

りました。私はその祭典を見たら、10時ごろすぐに役場に直行いたしまして、私と副町長を

含めた中で役場に泊まり込みみたいな感じで対応しました。と申しますのは、３時ごろレー

ダーを見たときに、ちょうど午前２時から３時はうちの町がもうレーダーで真っ赤で、大島

と同等くらいの感じが起こるのではないかという中で、これは大変なことだという中で、祭

りが終わってすぐ役場に来ました。そういう中で、副町長と一緒に対応して、その日は大体

泊まり込みの中で１日対応しておったのが現状でございます。 

  本当、これはたまたま運がよかったと私は感じています。これが少しでも東寄りにかかれ

ば、当然うちの町がそういう対応になりますもんで、これを教訓にした中で、今回は本当に

大変これは危ないなという中で、私と副町長は泊まり込みのような感じで役場の中で対応を

しておりました。 

  職員の対応は先ほど言ったように、最初は防災対策係と我々一緒にやった中で、その後に

やっぱり建設課、そして水道課とどんどん集まって行きました。その中で職員は自宅待機と

いう中で、職員全員の招集はいたしませんでしたけれども、一応、そういう対応を図ってい

っただけは御理解願いたいと思います。 

  次に、２点目の町道の通行どめ、これに関しましては、基本的には台風が来たときは高波、

高潮のことが考えられますので、通行どめ等しております。もう早目の対応をしております。

この辺の実際の実務的なことはちょっと担当のほうからさせますけれども、基本的には通行

どめ、こういうことで対応をしております。 

  次に、３点目の急傾斜地の問題につきまして、これは先般土砂災害とか、いろいろな中で、

またいろいろな方面できめ細かな急傾斜地の、急傾斜ではないけれども、土砂災害の指定、

県からある程度示された中で、これまた一般質問でも出ておりますけれども、県のほうはも

うとりあえずこういうことをやったので、なるべく早く逃げてくれ、まだハードのことは大

変厳しいもんで、どんどん逃げてくれということを説明会の中で説明したみたいです。伺っ

ておりますけれども、基本的にはやっぱり雨の季節の場合は、まず自分で逃げてほしいと思
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います。そういう地域の人は。しかし、ハードの面におきましては、一般質問だけでは、こ

れは何だかんだ言ってもハードにおいて整備していかないとならないと考えておりますもん

で、この辺はまた県とか国にどんどん要望して、町単独というのはなかなか厳しいですから、

そういう方面でハードの面は徐々に整備していきたいと考えております。 

  しかしながら、何しろ大雨来たら、住民の方には自分の住んでいるところの地形を把握し

ていただきまして、すぐに逃げていただきたい、そういう考えでございます。 

  さらに、急傾斜地のほうにつきましては、やりたいのですが、一部自己負担がありますも

んで、それでなかなか整備が進まない、そういうような現状でないかと、そういうことで一

部自己負担をした中でやっていけば、町はますます安全性ができますので、そういう制度で

ございますもんで、その辺はまた御理解願いたいと思います。 

  次に、災害ボランティア、これは本当私も、ちょっと大島のときは担当が行ったので、西

伊豆の災害ボランティアセンターを見て、本当もう混乱しているんですよね。これは本当、

実際問題、現場を見た中でこれはうちの町も何とかこれは対応、いざというときは本当にで

きるかなと、自分自身は感じました。そういう中で災害対策ボランティア、本当に言ったよ

うに、うちの町のコーディネーターさんが賀茂郡のＮＰＯの副会長をやっておりますので、

その人が今、町の災害ボランティアセンター協議会の会長になっておりますので、その辺ま

たちょっと再度お話をしていきたいなと考えております。いざやるというと、本当に災害対

策ボランティアセンター、これは本当に混乱しておりましたもんで、私もこの混乱は何がし

か防ぎたいと、そう考えております。 

  そういう中で、今、センターの位置が、本部がいきいきセンター、稲取地区になっており

ます。そういう中で、飯田議員が言ったように、うちの町、大川地区から稲取地区まで広範

囲にわたるという中で、果たして１カ所でいいのか、基本的にはいきいきセンターで、サブ

的なこともちょっと考えなければいけないなと今考えておりますもんで、その辺はちょっと

検討させていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課長。 

○建設産業課長（鈴木秀人君） 建設産業課の台風26号による対応でございますが、町道関係

ですけれども、大川のコマツ別荘入り口から伊東の境までの町道湯ノ沢草崎線の通行どめを

規制しております。また、町道穴切線につきましても通行どめをいたしました。 

  それから、高潮対策でございますが、白田海岸の一部と志津摩海岸の一部の高潮による通
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行注意の看板を設置いたしました。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 今、町長から大変詳しく対応等についてお話があったわけですけれど

も、やはり今回の26号の台風、大変、町長も含めて職員の皆さんも大変感じたことではない

かなと私は思います。私もちょっと雨が降る、台風等大雨ですと、早朝、区内を巡回、巡視

をするわけです。そうしますと、やはり地元の区長さん、ちゃんとしっかりと公民館の前等

に役員さんが集まって、地域の安全、対応をしておるわけですけれども、御苦労さんという

ことでお話をしながら、私も巡回を必ずしてきます。 

  ぜひ、これは町長、副町長だけでないです。職員の皆さん、ぜひこの対応については、も

う台風等については、早目に情報が入ってくるわけです。しかし、地震、あるいは落雷、竜

巻等は、なかなか予想ができない、そういうところがあろうかと思いますけれども、ぜひこ

の対応をお願いしたいなと。 

  それから、今、課長のほうから道路の通行どめ等、これについてもやはりもう危険な箇所

は大体把握をされて、していると思いますので、早目に通行どめにしていただく。ちょっと

観光客の皆さんが414もだめ、国道もだめということで、ちょっと帰れない、時間的にホテ

ル、旅館から出られないということがあろうかと思いますけれども、そういうところはやは

り旅館の店主等にもぜひお話をしていただく中で、対応を図っていただきたいなと思います。 

  それから、ボランティアセンターの関係ですけれども、福祉センター等を使うということ

でお話があるわけですけれども、やはりあそこの場所、海岸、あるいは河川に近いというこ

ともありますので、対応等、大変気をつけていただいて、ボランティアセンターの対応を図

っていただきたいなと私は考えます。 

  では、次に障害者への防災用具購入、これは地震ということで購入制度が現状あるわけで

すけれども、災害時の安全確保が難しい障害者に対して、市町が主体となって地震防災用具

の購入を補助する。授受や享受を後押しする制度が県内35市町があるわけですけれども、現

在１町が実施をしない、34の市町で導入をされているわけですが、この制度は2006年できて、

障害者の自立支援をするということで、日常生活用品を給付貸与するということで、国の事

業となっているわけです。我が町でも、今、町長から今年度１件あるよと、そして資料を見

ますと、県内の状況を見ますと、12年度の状況、防災ベストとか、あるいはその他、いろい



－26－ 

ろ用具が配布をされておるわけですけれども、私の聞きたいのは、ことしも含めてどういう

ものを配布ができるのか。そして、周知ですよ。この障害者への周知はどのようになってお

るのか。本当に知らないと思うんです。私たちの健康、元気な、丈夫な方はなかなかわから

ないのと一緒で、中にはそういう制度を知らないよという方があるんでないかなと思います

ので、その周知、それから防災用具とか、ベストとか、そういうものを含めた中でどういう

ものがあるか、ちょっとお聞きしたいなと思います。 

  次に、教育長に再度伺いたいわけですけれども、小学校、児童へのヘルメットということ

で配備の計画はあるのかなということで、これは前に定例会でちょっとお聞きした経過があ

るわけです。そして、今現在、大川小学校には全校生徒にヘルメットが配備されているんで

す。これは町で配備、個人で買ったわけではないです。教育長わかっていると思いますけれ

ども、これは全校生徒に９月１日の防災訓練等を見ますと、小学校の児童はちゃんとヘルメ

ットをかぶって防災訓練に参加をしておるんです。それを見たとき、これは防災だけでない

と思うんですよ。やはり道路を歩く、登下校の際の、それを含めたことで子供たち、中学校、

高校生にヘルメットをかぶれと言っても、なかなかこれは難しいと思いますけれども、小学

校の児童、あるいは幼稚園の生徒にヘルメットを配布する。お金のかかることですから、だ

めだよと、お金がないよと、欲しければ自分たちで買えよということがあろうかと思います

けれども、やはりこれは防災だけでないと思う。 

  先ほどちょっと教育長も、町長の施政方針のほうからもありましたけれども、やはりこれ

は子供たちに防災の意識、町長言ったように、やったようですけれども、防災の意識を高め

ていただく。そして、皆さんに知っていただくということが一番大事ではないかと思います

ので、教育長、もう一度ちょっとその点を、無理なら無理ですということで結構ですので、

ぜひＰＴＡ等も含めた中で検討は図れるのかなということであれば、ぜひお話を聞きたいな

と思います。 

  私の質問のほうは以上で終わります。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） 防災対策につきましては、予知できるものは空振りしてでも、町民の

方には早目のそういう対応策はしていきたいと考えております。 

  それで職員におきましても、そういうことは言っております中で、いろいろ訓練する中で、

いざそういうときが来たら、もう平常時の気持ちでやりなさいということはもう訓示してお

りますので、職員はそれなりに働いてくれるものと確信しております。 
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  次に、防災の障害者の補助関係でございますけれども、一応、うちの町は防災補助の34の

中の１つに東伊豆町も入っておりますので、その辺理解いただき、一応補助の上限金額が５

万円ということで、一応入っております。対象的なものは一応自分で生活するようの自立生

活支援用具という中に入っていますもんで、この辺また資料は飯田議員にも。 

  それで、啓蒙活動もこれは知らない人も多いと思いますので、これはちょっと啓蒙してい

きたいなと考え、詳しいことはちょっと担当課長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） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（遠藤一司君） まず、どういうものが補助対象になるかということですけ

れども、まず防災パックというのを補助しているところが多ございまして、食料品以外で防

災時に必要なもの、水であるとか、懐中電灯であるとか、そういうものに対して補助してお

るところでございます。あと、電子メモパッド、ブギーボードという名前だそうなんですが、

感圧式のタッチパネルで、書いては消せるというようなことで、多分、お口が不自由な方な

どが使われるものがあろうかと思います。それから、人工呼吸器を使っていらっしゃる方で、

停電したときの発電機であるとか、予備のバッテリーなど、そういうものを補助しておりま

す。それから、うちの町では防災ベストを補助していますけれども、あとは簡易トイレ等ご

ざいます。 

  飯田議員おっしゃるように、まだまだ啓蒙のほうが足りないことがございまして、まだ１

件しかこの実績ございませんので、きょう、こういういい機会をいただきましたので、この

中継を見ていただいている方にはぜひ使っていただきたいと思いますし、今後、周知してい

ろいろ裁量がありますので、これじゃなければだめだよというものはございませんので、御

相談いただければ補助していくような形にしていきたいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） それでは、ヘルメットの件ですけれども、まず大川小学校には全生

徒用のヘルメットがありますが、これにつきましては、三、四年前に防災教育推進協力校と

いうことで県のほうから指定をされまして、防災教育の研究を２年間いたしました。その折

の県からの補助金をいただきまして、その補助金は何に使ってもいいよということで学校に

もらったわけですけれども、学校のほうでいろいろな消耗品に使うよりは、子供のためにと

いうことで、当時ヘルメットを児童数分、それから教師用の分も合わせて、その補助金のほ
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うで購入させてもらった。そういう経過があるようでございます。 

  そういう訓練の場で子供たちがヘルメットをかぶってというような状況を見れば、本当に

意識が高まってくるでしょうし、地域住民からもそういう意識が逆に芽生えてくるのかなと

いうような思いはございます。 

  ただ、どうしても町の公費で全校配備ということになりますと、どうしても予算の絡みが

出ております。今、大川小が買いましたヘルメットは、今の価格で言うと2,300円くらいす

るようなものだそうですけれども、私の一存でこうするよということはちょっと言えません

もんで、なかなか税金を使ってということで難しい部分はありますけれども、気持ちとして

はあったらいいのかなと。 

  ただ、自分が子供のころ、中学生のころ帽子をかぶりますね、学生帽。あれが夏暑くて、

頭がはげるだ何だという変なうわさがあったりして、どうも暑いときにかぶるのを嫌がると

いうようなこともございまして、何でもかんでもかぶせればいいものかどうかという、その

辺のことも微妙なことがございますので、とにかくお金のことですので、そういうふうにこ

こでお返事できません。申しわけございません。 

  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。 

  この際、10時55分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時４１分 

 

再開 午前１０時５５分 

 

○議長（鈴木 勉君） 再開前に御報告します。 

  ６番、藤井さんより一般質問で掲示板を使用したいとの申し出がありましたので、これを

許可します。 

  休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 藤 井 廣 明 君 
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○議長（鈴木 勉君） 次に、６番、藤井さんの第１問、ゴミの減量化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質問について２問通告しておきました

ので、一問一答でよろしくお願いいたします。 

  １問目はゴミの減量化についてということで質問したいと思います。 

  各地の自治体でごみの減量化などに取り組んでいるということは、もういわば常識みたい

になっているかと思うのですが、我が町もいろいろなごみの問題を抱えているわけでござい

ます。自治体によってはごみをゼロにするというような取り組み、宣言をしている自治体も

あります。そういう中で、ゼロということはあり得ないのですが、宣言、そういう心意気と

しては、そういう方向だということかなというふうに考えるわけです。我が町も減量化に取

り組むということですが、これは当然今、町が考えておられるボイラーの導入とか、長寿命

化ということで、長く焼却場を使うんだということがもちろん背景にあるわけで、その一環

としてごみの減量化もやっぱり必要なのではないかという思いで今回質問させていただきま

す。 

  それで、第１問目には、10月から持ち込みごみを有料化されたという経過がございます。

それについては問題なく実施されたかどうかということを伺います。 

  それから、ごみの分別の種類をさらにふやして、これは省資源化、省エネ化、そういった

ところに役立てるという考えはないかどうか。現状と今後についてなんかをお答えいただき

たいと思います。 

  それから、コンポストというものについて、これは生ごみ処理機等なんですが、そういっ

たものに対しての補助金をつけるという考えはないかどうか、その辺を承りたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第１問、ごみ減量化については３点からの質問となってお

りますので、１点目、この10月から持ち込みごみ有料化が始まったが、当町において問題点

があるかと、２点目、ごみ分別の種類をさらに細分化する考えは、３点目、コンポストに補

助金をつける考えはないかにつきましては、関連がありますので、一括してお答えいたしま

す。 
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  10月から持ち込みごみ有料化が始まりましたが、当町の現状につきましては、１カ月の実

績は前月対比及び前年度の同月対比ともに搬入量は減となっておりますので、スムーズに実

施されていると推測されます。また、懸念されておりました不法投棄につきましても確認報

告等受けておりません。 

  次に、ごみ分別の細分化についてですが、藤井議員も御承知のとおり、現在、燃やすごみ、

資源ごみ、粗大ごみ、金属類、乾電池、空き缶、瓶類、埋め立てごみを分別していただいて

おります。さらなる細分化につきましては、回収方法やストックヤード等の問題があり、東

河環境センターや河津町との協議が必要かと思われます。 

  次に、コンポストへの補助金についてですが、平成12年１月作成の東伊豆町・河津町一般

廃棄物ごみ共同処理基本計画書では、平成12年度より家庭における生ごみ堆肥化の普及を２

町により図っていくものとし、平成14年４月より家庭用電動生ごみ処理期購入費補助を行っ

ております。しかし、平成21年３月作成の東伊豆町一般廃棄物処理基本計画においては、ご

みの減量化対策として電動生ごみ処理機の購入費補助・コンポストの導入・集団回収の強

化・ライフスタイルの見直しについてＰＲ、検討するとなっており、コンポストにつきまし

ては、補助金は考えておりませんが、普及につきましてはＰＲをし、ごみ減量化に努めてい

き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） コンポストなんていうのは、どんなもんかななんている形で大抵の方

は御存じだとは思うのですが、ここにちょっと設置例を写真、ちょっと置きました。こうい

う形で、それからもう一つは今、町長もおっしゃったような生ごみを処理するという、こう

いったものに対する補助に関して、かつてはそういった補助もあったけれども、現在は行っ

ていないといったような、生ごみに関してですか。そういったお答えだったかと思います。 

  これはまず最初に10月からのごみの搬入に関して、それまで焼却所に持ってきたごみにつ

いては無料だったということですが、これはそうしますとよそから等々も運んだり、いろい

ろな問題があるので、減量化の一環としてやはり問題があるので、有料化しようということ

がエコセンターの議会等々も討議しまして、諮問委員会もまた立ち上げていただいて、答申

に基づいて始まったということだと思います。 

  その中で、今のところ搬入量も減ってきた。それから、スムーズに行われたようだという

ことなんですが、１つには懸念された、そうしますと山とか、そういうところに投棄するよ
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うなおそれはないかということがさんざん心配されたわけですが、そういったものは一つな

いかどうか。 

  それから、ほとんど苦情はなかったということなんですが、その辺での町民の戸惑いとい

うか、それが場所によっては、これは別荘地とか何かで、今まで来てくれていたのが今度は

来てくれなくなったとかいうような、そういうようなちょっと声も聞きましたもんですから、

搬入に関して河津町、東伊豆町、別荘等々を入れまして、そういったスムーズにいったとい

うことなんですが、全く苦情等々はなかったかどうか。山林の投げ捨てとかいうものを含め

て聞きたいと思います。 

  それから、分別に関しては、先ほど申された私がちょっと今回、上勝町というところに研

修に行ってきたのですが、その際にごみのほうもちょっと研修しまして、伺いましたら32種

類に分別しているというんですよ。これは非常に町民への負担もありますので、今おっしゃ

るように急にはできないにしても、かなりの細かい点まで協力いただいて分別をしていると

いうことで、なかなか実績も上がっているみたいな話を伺ってきました。 

  ここにちょっと写真ありますけれども、その町、その町でいろいろ事情がありますので、

即実行できるものもあるし、ないものもあると思いますけれども、細かい分別がなされて町

民にもお願いして、そういう理解を図っている。その場合、町としてはゼロウエスト、ごみ

をゼロにするんだという宣言をしたということでございました。それはしかし全くゼロとい

うことはあり得ないわけですけれども、限りなくゼロに近づけるんだという宣言だというこ

とで、かなりこれに続く他市町が出ているということで、なかなか国にも意見を言っていく

というあたりが、すごい取り組みだなというふうに感じてまいりました。 

  それから、ごみに関しては当然それを出している生産者があるわけで、その生産者のほう

に働きかけていって、これはごみを出さないような製品を開発してくれないか、あるいはメ

ーカーとして引き取ってもらえないかというような働きかけもしているんだということで、

かなりそういう強い取り組みをしているということのようでした。 

  そこでの補助金は、現在はコンポストに２分の１の補助をしている。それで上限が4,000

円までだというふうに伺いました。それから、電動の生ごみ処理機、これは土に返るやつな

んですが、これについては購入費の５分の４まで補助する。５分の４と言いますと、大体金

額が５万円くらいのものを想定しているらしいのですが、それについて町民の負担は１万円

でいいと、あとは町で負担するということでございました。それについては、これまでの実

績で500台ほど町民が購入したということでした。 
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  非常に小さい、人口が少ない二千数百人の人口なんですが、その中で500台がこれまで、

平成７年から町民が購入して、町がそういう負担したというようなことでは、生ごみがかな

り減って、電動ですから、それなりの効果があったというふうに承りました。 

  また、その際に１日のコストが、電気では相当かかるんではないかというふうに伺ったん

ですが、１日10円くらいだそうです。家庭の負担ですね。そうしますと、これを高いと考え

るか、安いと考えるかなんですが、町としては非常に生ごみがこれによって少なくなるとい

うことで効果を上げている。あとはもちろん土地がたくさんあるような町であれば、各自庭

に埋めたり、畑に埋めたりというふうなこともあるんでしょうけれども、かなりの減量化に

近づいているというお話でした。 

  これに関しては隣町の伊東も今言った状態で、コンポストについては２分の１補助します

というふうに言っておりました。それから、西伊豆町のほうでもコンポストについては現在

まだ補助をやっていますよということで、４分の３を補助しますということでしたね。上限

が4,200円ということを言っておりました。 

  当然、申請書を出して、町からそれを認められて、領収書と添えて設置の様子を示して、

それで支払いを受ける。それから購入するときは町のお店を使うということを条件とする、

こんなふうになっていたようです。 

  こんなふうに、近隣の町でも、西伊豆町、それから伊東市等々も補助をしているようです

ので、我が町もこれについてやはり一考の余地があるのではないかというふうに思っている

わけです。 

  大きな町をこの前視察してきたのですが、これは松戸市の例ですと、これはちょっと今の

ところコンポストの補助は考えていない。というのは、人口規模も違いますし、非常に大き

な焼却場を備えているので、町なかでもあるから、そういったものは考えていないというこ

とでございました。 

  こんなふうに自治体によっては差がありますけれども、我が町のごみ問題に関しては、今

もう設置以来10年ほど焼却炉がたって、これが傷んでくる前に何とかしたいというふうな構

想で町長動いているようですけれども、その際、基本的にはやはりごみの減量化を努めて、

あるいはそれを再資源化、そういうふうな方向を持っていって、そういう焼却炉の延命とか、

町民負担の軽減とかというふうにつながるような政策をとっていただけるのではないかとい

うふうに思いますので、今言ったような他市町の例も含めていただいて、何とかもう一度や

る考えはないかどうか減量化についての質問をお願いしたいと思います。 
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○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、ごみの有料化が始まった中で問題点はないかということ、今の

ところ聞いておりません。壇上で言ったように、やる前に危惧されました不法投棄がふえる

のではないかということ、これ壇上で言っておりますように、そういう不法投棄がふえたと

いう報告は受けておりません。 

  そういう中で、今、分譲地の場所が減ったとか、それも聞きましたけれども、基本的には

収集場所は全然変わっていないと考えておりますもんで、その点の不便はかけていないと私

は考えております。その辺ちょっと収集場所が変わったかどうかは、また担当課のほうから

説明させたいと思います。 

  次に、分別の関係でございます。うちの町、このように大変すばらしい分別のものがあり

ます。これは一応平成20年４月につくったものでございます。この中で今、町民はこれに沿

ってやっております。それで今、藤井議員からさらに細分化という提案されましたけれども、

基本的には壇上で言いましたように、この回収方法、またストックヤードの問題がありまし

て、これは適宜検討する課題ではあろうかと思いますけれども、現在はこれで行きたい、そ

う考えております。まず町民にこれを徹底させることがまず第一ではないかと考えておりま

す。 

  この冊子の中に、一応生ごみの処理購入費補助金という項目もあります。そういう中で、

うちの町は購入費の３分の１の上限２万円、そういうことで考えております。この辺もいつ

も予算的になってきますと、いつもこの電動生ごみ処理機、買ってくる人がだんだん減って

いるんですよね。その辺はまた事務担当から説明いたさせますけれども、いざ補助金があっ

たとしても、なかなか活用してくれない。家庭用の生ごみ処理機は町としては、藤井議員が

言ったように、そういうあれですから、これはそういう補助金は今後引き続きやっていきた

いと考えております。 

  次に、コンポストに関しましては、金額が安いもんで、基本的には5,000円ぐらいの中で、

これはやっぱり自助努力の中でこの辺はやってもらいたいなというのが町の考えでございま

すもんで、コンポストに対する補助金に対しましては、町は考えておりませんので、よろし

くお願いいたしたいと思います。 

  以上でございます。あと、事務担当から。 

○議長（鈴木 勉君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（向井青一君） 集積箇所につきましては、現状変わっておりません。それで、
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家庭電動ごみ処理機につきましては、補助金を14年度から実施しておりますが、これにつき

ましては、東伊豆町内に住所を有し、居住している者で、東伊豆町内の販売店で処理機を購

入した方ということで行っております。 

  実績につきましては、14年から24年までですが、45基、83万5,900円を補助しております。 

  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） そうしますと、まだ電動の生ごみ処理機については補助を継続してい

るということでございますね。これについてはなかなか、町長がおっしゃるようにだんだん

下がってきている、せっかくいい政策を実施しても、補助を受ける人がいなくなってきてい

るんでということなんですが、もう一つ周知徹底も必要ではないかなという気がするので、

確かにコンポストは五、六千円のものですから、自助努力と言われれば、そうかもわからな

いし、またある程度の場所、土地がないとできないことなんですが、電動生ごみ処理機に関

しては、割と狭い場所でも、ここにもちょっと写真出しておきましたけれども、クーラーの

外づけ機械の半分くらいの大きさの場所があればできてしまいますので、これに関しては生

ごみをもう少し減量化していくということで、引き続ＰＲ等にも努めていただきたいという

ふうに思います。 

  また、こういうふうに言うのは、どうしてもうちの町が県下でワースト２のごみの１日当

たりの個人のごみ出し量が多いということなんかが現実にありますので、これは決して名誉

なことではないわけで、何とか減量化にも努め、またそういうことが冒頭申したように、焼

却炉の長寿命化というふうなことを図ることが、やはり根本的に必要なんではないかという

ことでございますので、また周知方についてもよろしく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） 電動ごみにつきましては、私が記憶している限りでは、一応、広報に

は毎年、年１回は必ず電動ごみ、小さいかわかりませんけれども、そういう広報に私はやっ

ていると感じておりますもんで、もしそれがなかったらば、やっぱり広報におきましても、

そういう広報はしていきたいと思います。やっぱり藤井議員が言ったように、生ごみを家庭

でやってもらうのが一番、堆肥にもなりますし、一番でございます。せっかくこういう補助

事業がありますもんで、町民の多くの方にこの一般質問、この議会を見ている方などにおき

ましては、そういうことがありましたら、どんどん使っていただければ大変ありがたいと思
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います。 

  さらに、ごみのやつはワースト２と今言いましたけれども、これは今までごみが無料化で

全部あった中で、この１年見た中でこの有料化によってどれだけワーストから変わるか。自

分自身は大変興味を持って見ております。来年どういう結果が出るかなということは、自分

は期待しているわけでございます。ワースト幾つによっていろいろな焼却炉の傷みを少なく

する、そういう中でごみの有料化をやった中で、ごみの排出ワースト２と、こういう汚名を

晴らす意味でも有料化にしたと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） 次に、第２問、震災に伴う原発の危険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、震災に伴う原発の危険についてということでお尋

ねします。 

  これはちょうど昨年の９月に私も質問をさせていただいております。その際には、まだ県

の第４次地震被害想定というふうなものが出ていなかったものですから、それを出てから町

がいろいろまた考えるというふうなお答えをいただいていますので、幸いといいますか、

近々に第４次地震被害想定というのが静岡県のほうから発表されたわけで、そういう点で当

町はどんなふうにこれを受けて計画を立案し、対策をとろうとしているのかということで伺

いたいというふうに思っております。 

  それについては、特に他の議員の皆さんやら、これまでも自分自身の質問等々でも、重複

する部分はなるべく避けて、今回は割と原発等に対して特定して私は質問したいと思います

ので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

  １番目には、南海トラフ地震に対する当町の防災計画の進捗状況、ここを伺っておきます。 

  それから、２番目には、震災時の津波対策と同時に浜岡原発の事故ということも想定され

るのではないかというふうに思いますので、それに対しての対策は立てているかどうか。 

  ３番、同じくその事故における影響として、放射能に対する対策としてヨウ素剤、一説に

は安定ヨウ素剤なんていうふうにもお呼びするようですが、そういったものの備蓄等々を考

えているかどうか、されているかどうか、そういったものも承りたいと思います。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。 
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  町長。 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第２問、震災の伴う原発の危険については３点からの質問

となっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の南海トラフ地震に対する当町の防災計画の進捗状況についてですが、防災

計画の改定のもととなります南海トラフ巨大地震を踏まえた県の第４次地震被害想定につき

ましては、これまで議員の皆様から一般質問がなされまして、防災計画の改定に必要な想定

の公表の時期、内容について答弁させていただいており、現在、被害想定の公表がおくれて

いることにつきましては、藤井議員も御存じのことと思います。 

  町といたしましては、全ての公表がおくれていることを踏まえ、さきに公表されました県

の地域防災計画及び１次報告に基づき、地域防災計画の見直しを進めているところでありま

す。 

  また、先月、11月29日に２次報告としてライフラインの被害や経済被害等公表されました

が、当町の大きな被害が出るとされている相模トラフ側の地震被害想定は暫定的であり、現

在、東日本大震災を教訓に、首都直下地震や神奈川西部地震など、相模トラフ側に発生する

地震について、国において見直し検討中でありますので、今後、国や県の公表に基づき見直

しを進めてまいりたいと考えております。 

  次に、２点目の震災時の津波対策と同時に、浜岡原発の事故も想定された対策を立ててい

るかについてですが、浜岡原発の事故も想定した対策につきましては、藤井議員も御存じだ

と思いますが、現在、国及び県において原子力防災対策については30キロメートル圏内に対

しての防災対策についてのみ策定されており、30キロメートルを超える地域の防災対策につ

いては白紙の状況であります。 

  当町は浜岡原発から80から90キロメートル離れた位置にあり、30キロメートルを超える市

町においては、原子力防災対策について県への申し入れを行っているところでありますが、

明確な対策が示されておりませんので、どのような対策を講ずればよいか、また被害はどの

ようなことを想定すればよいか、避難に当たって国、県、周辺市町との連携など、必要な対

策について、町が独自に進めることはできませんので、さらに県に対しまして早期計画の策

定を要請していきたいと考えております。 

  次に、３点目のヨウ素剤の備蓄はについてですが、県では、浜岡原発より30キロメートル

圏内78万人を対象に安定ヨウ素剤を整備しております。また、緊急時防護措置を準備する区

域となる31キロメートル県内の整備についても、国と調整を図ることとなっております。 
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  しかしながら、この基準の対象区域外である賀茂保健所においては、安定ヨウ素剤の備蓄

がない現状となっております。緊急時の防護措置を準備する区域外の市町においては、市町

の判断で安定ヨウ素剤を配備できることとなっておりますが、原子力防災対策計画が策定さ

れていないこと、また３年という薬剤の使用期限、服用に当たっては、原則として医師の指

示に基づき投与するものでありますので、それらを踏まえまして町といたしましても、備蓄

については県と協議、検討してまいり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） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） お答えいただいた範囲は、これから検討ということを考えていきたい

ということだと思うんですけれども、これは以前、町の防災計画等についてもお尋ねしまし

たところ、まだまだ国・県等がきちんとしたそういう対策の目安といいますか、想定を第４

次地震被害想定みたいなものを示していないので、こちらもまだ町としては町独自で動くと

いうわけにもいかないみたいなお答えでした。 

  私自身は、これについてはやはりそうではなくて、町は町としてこれは対策を立てないと、

やはり大変な事態になるんではないかというふうに考えているわけです。というのも、例の

福島事故、まだまだ収束というにはほど遠い状況なんですが、汚染水の問題もある、300ト

ンの汚染水が毎日、日々排出されているという中でちっとも収束していないなと。 

  その事故を見るときに、一番初めの段階で災害があったときに国・県から、どこからも情

報は来なかったというふうに言っているわけですよ。そこの市町の首長さんが独自の判断を

迫られた。あるいは、そこからも指示が何もなかったので、各自住民が避難したという事実

があるわけですね。 

  現実にスピーディーという、これは放射能災害があったときに、どちらに拡散するかとい

うことを常に把握している文部科学省下の研究施設が持っている、そういう情報も実際上は

活用されなかった。したがって、住民が風が来る方向、南西方向、風下にいわば避難してし

まったということでございます。 

  これについては現在、既に福島県の子供の26人に甲状腺がんが見つかったというのは近々

のニュースで皆さんも御承知かと思うんですが、これは福島県の発表でございます。さらに

120名くらいの子供が疑いがあるというふうに言われている。こう見ますと、やはり地震が

あった場合に、本当に地震、津波だけで想定でして対策立てていていいのかという思いがあ



－38－ 

るわけです。 

  先日、９月１日も防災訓練がありました。当町も町を挙げて大々的な防災訓練ありました。

二、三日前、12月１日も自主防災の訓練として私どももちょっと第１次避難場所、それから

公民館等に向かったんですが、そういった訓練は時々行っているわけですよ。ところが、地

震が来るかもしれないということで、今備えているわけですね。津波も来るかもしれない。

がたっと揺れたら、揺れがおさまったら皆さん逃げなさいと、これは町長も繰り返しすぐ逃

げるんだというお話をされているかと思うんです。 

  ところが、では浜岡にある原子力発電所は大丈夫かと言いますと、事実上、あそこは４つ

のプレートの真上に建っており、地下にも活断層が走っているということは周知の事実にな

っているわけで、この点に関してはもう会社も、それから国も認めているわけです。事故が

ないというふうに考えるよりは、むしろ配管等が外れたり、津波等が襲ってきて、これは大

きな事故になるんではないかと考えるのが大体多くの識者の意見というふうになっていると

思います。実際、今、町長おっしゃられるように、近隣の市町にヨウ素剤の配布も県として

は備蓄している。78万人ですか、というふうな事態がこれを物語っているというふうに私は

思っております。 

  その危険なことについて、ではこの町は約85キロぐらい、浜岡から離れているから大丈夫

かということで言いますと、これはそうではないんではないか。風向きによって、例えば５

メートルの風が吹いているとすれば、これは５メートルの風というのは年中吹いているよう

な微風ですよ。その風に乗りますと、大体３時間ないし４時間ぐらいで我が町に風が来てし

まうということで、もちろん東京あたりには６時間後くらいに到達するわけで大惨事になる

わけですけれども、我が町もそれ以前にどうするんだと、３時間以内くらいに決断しなくて

はならないわけです。 

  そういったことが今までの町の訓練、あるいは防災訓練のどの場面に出ても、全然そうい

うあれはなくて、津波まではあるわけです。訓練のメニューがあって、そこでこういうふう

に逃げましょう、ああ逃げましょうというふうにやっているわけですけれども、３時間後に

放射能が来たらということは完全に欠落して、もう皆さん自宅から近くの第１次避難場所に

移ったら、次の公民館に行きましょうということで、みんな並んでこう行ったり、あるいは

小学校あたりに来るわけですけれども、実は放射能の被害がもしあると想定すれば、これは

いわばすぐ逃げるということではなくて、今までの対策、津波からは逃げるけれども、その

次の段階はおうちに閉じこもるというふうなことが正しい選択になるんではないかと思うん
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ですよ。そうでないと、車でどこかへ逃げるというふうな状態になりますと、それまた渋滞

にはまって、逃げることは不可能だという中で、これはどう考えてもうちに閉じこもるのが

正しいというような選択になるかなと思うんです。 

  その辺も含めて、町はやはり防災の中に震災、津波、その次にやっぱり原発震災と申しま

すか、そういう85キロしか離れていない浜岡から、万が一、事故の影響が来た場合にどうす

るんだと、放射能に対する影響としてどうするんだということをやっぱり想定しておかない

と、これは国も県も情報を恐らく途絶するということが想定されます。 

  大体、新聞そこにもちょっとあれしましたけれども、伊豆は陸の孤島になる。これは道路

だけではなくて、電話線等もほとんど切断される。電話線の90％これが不通になる。それか

ら、水道は96％で遮断されるだろう。電気も89％これは来なくなる、停電するというふうに、

かなりの孤立化、断絶化があるわけで、ですから、情報が普段のように来る、あるいはテレ

ビを見られるという段階ではなくて、これは完全に遮断されて援助も来ないような中でどう

するかということをやっぱり考えておかなくてはならないんではないかということで、私は

そういう対策を独自にやはり町としてとる必要があるという思いで質問しているわけですの

で、重ねて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） いろいろ質問ありました。 

  実は、先般、おとといですか、中部電力さんが浜岡原発に対しまして、町に説明しました。

たしか100％安全とは言えないけれども、100％限りなく近く安全性を保つためにはやってい

ますということは報告を受けております。そういう中で中部電力さんは浜岡原発に対しては、

それなりに十分安全性を努めていくということだけ、町民の皆さんも理解していただきたい。

それはおととい、中部電力の副社長か何かが来まして、浜岡原発の現状、そして安全性に対

しては十分皆さん方に、100％とは言えないけれども、99そのぐらいの覚悟で整備を進めて

おります。そういうことで報告を受けたことだけは皆さん方に知らせておきたいと思います。 

  そういう中で、放射能と津波、これは相反するものでございます。基本的には津波はすぐ

逃げろ、これが鉄則でございますよね。そして、放射能はできるだけうちの中で放射能を浴

びない。これは相反するものでございます。その中で町といたしましては、藤井議員が言っ

たように、福島原発に関しまして、公表に対してすごい批判があったもんで、今後は国・県

は公表に対して私はスムーズにやらなければ、二の舞やそういうことは絶対私はないと考え

ている。福島原発におきましては、本当そういう公表するのにちゅうちょした中で、大きな
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災害が起きた。その一つの反省点といたしまして、これは順次、即、国・県の情報は流れて

くると私は確信しております。 

  その中で、藤井議員が言っているこの伊豆半島のことに関し、私もスピーディー、いろい

ろインターネットを見た中で、伊豆半島に対する影響はあくまでも30キロメートル圏内であ

って、31キロメートルまで載っていますけれども、それ以降の伊豆半島に対する風向きとは

どうなのか。これインターネットで出てきません。その辺の情報が藤井議員が伊豆半島には、

こういうスピーディーとかいう中で、実際風向きによってこれだけ流れます、来ますよとい

うことを言ってくれれば、確かに首都圏におけるやつは出ておりますよ。しかし、伊豆半島

に関しまして、スピーディー、そういう風向きによって伊豆半島にはこれだけ影響が来ます

とか、出てきておりません。 

  そういう中で、何回も言うように、基本的にこの放射能に関しましては、国・県とも、と

りわけ30キロ圏内に対しましては十分対応しようという中でやっておりますし、さらに31キ

ロメートル、これにも安定ヨウ素をやりましょうという中で、まだまだ31キロ圏外につきま

しては、国・県におきましては考えていないということが現状でございますし、そういう中

でスピーディーの風向きによって伊豆半島にどれだけ影響があるかとなれば、真剣に考えな

ければならないと思っておる中で、今、自分自身の頭の中はこの伊豆半島の我が町におきま

しては、放射能よりも津波に対する被害のほうが十分大きいと考えています。そういう中で

でも津波に対してことは重点的にやっているのが現状でございます。 

  これが放射能の影響が、本当に理論的とか、そういう学術的にこう来ますよということが

わかれば、それは放射能のことも考慮しながらやっていかなければならないと私は考えてお

ります。 

  そういう中で、あくまでやっぱりいろいろな中で30キロ圏内、31キロ圏内は結構細かく書

いてありますけれども、要するに31キロ圏を過ぎると、必要に応じて各市町全域を対象に広

域避難計画を県及び関係市町で策定すると書いてありますけれども、これは基本的には町だ

けでやるのは無理でございます。例えば、町で計画しましても、では避難地をどこにするか

というと、やっぱり相手の自治体がありますもんで、ある程度理論的な証明がやれれば、ほ

かの自治体にもこういう状況が起きるもんでお願いしますと言いますが、今、仮定の中の話

でございますから、そういう町独自の放射能に対するそういう役割は私はできないと考えて

おります。基本的にはあくまでも国・県のそういうものができた段階で考えていきたい、そ

う考えています。 
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  ヨウ素剤におきましては、壇上で言いましたけれども、なかなか使い方とか、いろいろ大

変難しい面があります。基本的には自分たちでもある程度備蓄はしていきたいなと考えてお

りますけれども、壇上で言ったように県とも協議、検討してまいりたい。そういう現状でご

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） お答えいただいた中で、やはりそれはちょっと違うんではないかなな

んていうところとか、真剣に考えておられるところとか幾つか分かれるところがあるかと思

います。ただ、国・県等に計画がないから、あるいは30キロ圏までは、それなりの検討も

国・県も考えているけれども、それ以外はいわば必要に応じて各町でというふうなことかと

思うんですよ。であれば、逆にこの町は必要に応じてといいますか、町独自で対策なりを考

えておくという必要も、逆にあるんではないかと思うわけですね。 

  ですから、スピーディーに関してもそうですけれども、これはインターネットそのものも

もうつながらなくなる可能性があるわけですね。災害時ですよ、私が申して上げているのは。

そういうテレビも来ない、情報も来ない、途絶するという中で、やはりこの町で独自のこと

を事前に把握しておく必要があるんではないかと、対策を立てておく必要がある。 

  今、承っておきたいのは、情報がそのように途絶した場合には、さらに第２、第３の情報

をダブルで入手するような方法を考えているかどうか。情報をまず一番必要だと思うので、

その場合、テレビ等々なくなった場合の情報の入手の仕方、そういったものもちょっと承っ

ておきたいなと思います。 

  それから、ヨウ素剤なんかに関しては、これはもちろん義務でもないし、町民の健康とい

うことを考えれば、あるいはそういった事故に対する対応ということで考えるということな

んですが、先日、小川和久先生お呼びしてくださいまして、私らも拝聴しました。あの先生

もやはりそういうものを備蓄しておく必要はあるというふうにはっきり講演の中でおっしゃ

っていましたよ。私、これ質問したんですが、やはり市町によっては、もう既に現実に備蓄

しているところもあるわけですね。岐阜県の揖斐川町とか、福岡県の糸島市、それから兵庫

県の篠山市、こういったところでは人口４万5,000くらいのところですが、既に備蓄してい

るというような話があります。それから、冒頭挙げた揖斐川町なんかに関しては、県ともち

ろん共催なんですけれども、３月に次２回目の12月１日にそういうヨウ素剤を配布する。そ
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してそれを実際はどういうふうに飲むのかとか等々の見本的な訓練を行ったということも新

聞記事等々にも載っています。 

  ですから、このように各市町で独自に取り組んでいるところは取り組んでいるわけで、町

長おっしゃる安心安全な町をつくっていくには、やはりそういったことに対しても、国・県

が想定していないから必要ないというんではなくて、ヨウ素剤を含めて、やはり備蓄の方向

でぜひ実行していただきたいというふうに考えます。 

  情報の件と、計画の中にそういうものを策定して、少しでも１行でも、２行でも入れて、

それから皆さんの中にも、これから町民の中にも訓練として町長おっしゃるように、津波と

相反すると、津波のときはさっと逃げろというんですけれども、実際、原発震災のときには

家に閉じこもれという方向ですから、その辺の違いといいますか、その辺もちょっと町民に

もある程度わかりやすく示していく必要もあるんではないかと思うので、方法等も含めてそ

ういう対策をこれからぜひお願いしたいなというふうに思っております。 

  よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、情報システムでございますけれども、これは幾ら電気とか停電

しても、県の防災システムは衛星を使いまして情報入ってきます。その中で情報に関しまし

ては、たとえ停電とか、電気とか、そういうことになったとしても、情報は入ってきますも

んで、それは町民の皆様安心した中でいただいて、幾ら孤立しても中央からの情報がこの町

に入ってきますので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  その中で、やっぱり一番、藤井議員、放射能の危険性というのは十分私は承知しておりま

す。しかし、スピーディーみたいに、例えばでは何月には風向きがこうだからこちらに流れ

ますよ。伊豆半島に流れてくる、そういうスピーディー的なものがありましたら、ぜひとも

示してもらいたいですよ。これはあくまでも仮定の中でやったとしても、それは私はいかが

か。ただ不安をあおるだけで、ある程度実際にスピーディーとか、そういう公的な機関が、

伊豆半島にはこう流れてきますよということを言われれば、ある程度の周知は出来ますけれ

ども、今、仮定の中で話しているもんで、ある程度そういう公共的なものが伊豆半島にはこ

う来ますよということを言ってくれれば、町は当然、放射能の危険性は感じております。よ

り町民の皆さんも真剣になると思います。 

  それで、何回も言うように、津波と放射能、これ相反するものでございます。津波はとに

かく逃げろ、高台に。そして、放射能の場合はもううちにいなさい。そういう中で、今現実
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的にうちのまちが一番危惧しているのはやっぱり津波でございます。自分自身の考えは放射

能より津波のほうが大変危険性が高いという中で、今、防災の訓練とか、そういうのをやっ

ているのが現状でございますもんで、そういう点は藤井議員も理解していただきたいと思い

ます。 

  その中で壇上でも言ったように、ヨウ素剤、これに関しましては検討した中で小川先生も

ある程度備蓄、私も聞いた中で備蓄したほうがいいよということを言われましたもんで、こ

れは検討した中でそういう方向で自分は行きたいなと考えておりますもんで、これはいろい

ろな人の意見、小川先生だけではなくて、またいろいろな人の意見を聞いた中でそれはやっ

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、６番、藤井さんの一般質問を終結します。 

  この際、午後１時まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時４３分 

 

再開 午後 １時０１分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◇ 村 木   脩 君 

○議長（鈴木 勉君） 午前に引き続き、一般質問を行います。 

  次に、５番、村木さんの第１問、新年度予算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、今定例会に３問の質問を通告しております。答弁について

は一問一答にてお願いをいたします。 

  １問目、新年度予算について御質問をします。 

  １点目、来年度計画されているハード事業において、補助事業がどの程度あるかお伺いし
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ます。 

  ２点目、あればその補助事業の規模、特に予算規模について伺います。 

  よろしく御答弁をお願いいたします。 

○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） 村木議員の第１問、新年度予算については２点からの質問となってお

りますが、１点目の来年度計画されているハード事業において補助事業がどの程度あるか伺

います、２点目のその補助事業の規模、特に予算規模について伺いますについては関連があ

りますので、一括してお答えいたします。 

  新年度に向け、現在、予算編成作業を進めており、本定例会終了後には事務査定、町長査

定を予定しているところであります。 

  これから個々の要求内容を精査していく段階でありますので、あくまで計画として上がっ

ている内容としてお答えさせていただきます。 

  まず、１点目の補助事業がどの程度あるかにつきましては、３カ年の実施計画や予算要求

の状況から見ると、500万円を超える規模のハード事業は25本程度あります。その内訳とし

て、国庫補助事業が８本、県などの補助事業が５本となっております。国・県などの補助を

伴う事業は合計13本ということになります。 

  次に、２点目の補助事業の規模についてですが、25本全ての事業費で11億8,000万円、こ

のうち、国・県などの補助金を伴う事業の事業費は９億6,000万円であります。 

  冒頭で申し上げましたとおり、この事業費は計画として上がっている事業を全て積み上げ

た場合の金額であり、当然、全ての事業を実施するというものではありません。 

  これから行う予算査定において、歳入歳出のバランスを見た中で事業の必要性や優先順位、

財政措置の有利なものといった条件を考慮しながら事業を選定してまいりたいと考えており

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） ただいま今の時期ですから、そういうお答えになるかと思います。 

  私はなぜこの質問をしていくかというと、ここのところ補助事業がかなり続いているわけ

でございます。そういった中で、多分、防災関係が特に特化しているという中で、時節柄し
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ようがないのかなという気はいたします。 

  そういった中で、いろいろ事業執行をしたものを見てみると、非常に何か危なっかしいな

という、周りの状況把握ですとか、そういったものの中でかなり危なっかしいものがあるな

という気がします。したがいまして、職員がここで防災計画ですとか、いろいろな部分があ

ったりして、補助事業に対して仕事が追いついていかないと言ったら失礼なんですけれども、

その辺について全体像を事業計画として考えるときに、そこまで回っていない気がするんで

すね。ですから、その辺についてもう少し時間をかけたり、綿密に計画を立てないと、当然

補助事業ですから、その後にまた会計検査ですとかいろいろなものが出てくると思うんです

よ。そういったときに、非常に何か見ていて危なっかしいなという部分がありますので、そ

の辺について、もう少し時間的余裕を持たせてやれないのかなと。 

  そして今、防災何人でやっているか知りませんけれども、多分１人、２人じゃ間に合わな

い時期だと思うんですね。当然、建設課のほうでも応援に入っているんだと思いますけれど

も、そういった中でもう少しじっくりいろいろな部分を見て考えていかれたらどうでしょう

かというのが私の質問の内容でございます。 

  そして、そういうものが当然、予算規模にもいろいろ波及してくるんだろうなと。そこで

正確な数字が出るのかなという、今まで補正予算を見ていますと、割かし防災なんかの関係

は補正予算で上ってくることが多かったわけでございます。ある程度新年度予算で、年度当

初からそういったものに仕事を特化していければ、ものすごいやりやすいんだろうなと。補

正予算で出てくるやつはいろいろ概算設計ですとか、いろいろな部分で時間的にかなり間に

合わないものがあるんではないかという気がしますので、その辺の町長の考え方を再度お聞

きし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、村木議員が財産を十分守れと心配しての御質問ということで、

それは真摯に受けとめる中で、財政状況に関してはもう財政と吟味した中でこれはやってい

ることだけは理解して、私が突き進んで、これをやれ、あれをやれというんではなくて、財

政と相談しながら、一応うちの町の財政が大丈夫だという中で、この事業を進めていること

だけは御理解願いたいと思います。 

  そういう中で、国・県、民主党から自民党へ変わりまして、制度も大分変わってきており

ます。防災に関しましては、もうほとんど国がつけるような状況でございますもんで、町と

しては以前、飯田議員の一般質問の中で、やっぱり一般財源だけではなくて、そういうなる
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べく国・県の助成を受けながらまちづくりをやっていきたいという中で、確かに財政の方に

は負担があるかもしれませんけれども、自分としては今この時期だからこそ頑張ってほしい

と、そういう気持ちでございます。そういう中で、財政のほうで頑張って今やっているよう

な状況でございますし、財政のほうがちょっと厳しければ、いろいろ応援的なことはまたや

っていきたいと、それは考えております。 

  何しろ職員の方頑張ってやってくれ、そういう状況でございますので、この辺は村木議員

にはまた御理解願いたいと思います。 

  さらに補正に関しましては、やっぱり国の制度になれば補正でなければちょっと当初予算

となると、なかなか危惧するなという中で、完全に決まった段階である程度、予算を上げま

すもんで、たまたま補正になるということでないかと私は考えております。 

  その補正の内容につきまして、ちょっと財政のほうからまた説明させていきたいと思いま

す。 

  何しろ今、職員は一生懸命頑張っている中で今まちづくりをやっている。村木議員の言っ

た心配していることは自分も十分理解しておりますので、今が踏ん張り時ですよということ

はわかっておりますもんで、その辺は御理解願いたいと思います。 

  補正に関しましては、財政の総務課長から答弁させます。よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） 確かに村木議員御指摘のとおりに、補正予算等を盛り込

んだ形の中で事業を進めるものもございます。特にもうじきでき上がります片瀬地区の防災

センターにつきましては、国の一次補正予算、昨年度12月に交付されたわけなんですけれど

も、これにつきましては前倒しで実施して補正をいただいたほうが有利な形になるという形

のものですから、町長おっしゃったように、財政、防災係、大変な中やりくりをしたわけな

んですけれども、この後に議案を出します元気が出る臨時交付金の中にも、それらのものが

盛り込まれた形の中での交付金をいただけるような形になりましたものですから、有利な形

の中でのものについて、いろいろと協議、検討した形の中で補正を上げてきたといったとこ

ろもありますもので、御理解をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） ちょっと答弁漏れがあり、防災係の関係でございます。防災係におき

ましては、当初より３名増員しておりますもんで、また逐次、防災のほうが厳しくなれば自
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分自身はまた職員をふやしてもいいかな、そういう考えでございます。基本的には２名から

３名増加した中でやっております。 

  そういう中で、ハードとかいろいろな面が大変厳しいときは、当然、建設と協働しながら

事業を進めていることだけは御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（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、財政担当課長からの御説明もありましたけれども、この前倒しと

いうのが一つには非常に昔から12月ごろに教育委員会なんかも、そんなやつで体育館ですと

か、いろいろな事業はやってきたところです。そこがまた非常に仕事としては時間的に厳し

いという中でございます。 

  そういった中で、職員だけで対応していくというのが非常に難しい問題なんですけれども、

こういうときにコンサル料ならコンサル料というものをつくったりして、先に設計屋さんだ

とか、そういった専門家に入ってもらったり、こういうものを設計してくれというのではな

くて、先にコンサル料か何かで、そういった専門家を入れられないかどうか、その辺を少し

考えてみたらどうかなという気はするんです。 

  割かし、この補助金というやつは、国が金余ったりすると、県のほうに割り当てなんかが

来ていたり、そういったものがいきなりこれは前倒しすると有利だとか、いろいろなことで

町村のほうへ回してくるということがかなり多いんですけれども、そこで補正だとか、そう

いったものがふえてくるんだろうという気がします。 

  ですから、そういった中で少しシステムを変えてみて、職員だけでどうしてもそこをやっ

ていくというのはかなり厳しい面があるのかなという気がいたします。ですから、そういう

ときに先に通常の設計料ではなくて、コンサル料のようなもので専門家を入れられないかど

うか。そういうことを一つやっぱり時代とともに考えていかないと、なかなか厳しいのかな

と。 

  そして、最近見てみると、設計屋さんも割かし補助事業は面倒くさいとか、逃げる部分も

ありますので、そういった中で不慣れなそういった設計屋さんが入ったりする部分もありま

すので、だからそういった部分で少しきょう朝のテレビでも、もう東京あたりは事業の入札

で20％以上が不調に終わる。これはいろいろな単価の関係だとか、人件の関係だとか、いろ

いろあるようですけれども、そういった時代にも入ってきておりますので、その辺を少し今
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までとシステムを時代とともに変えていくんだという考え方で、少しシステムを変えてみた

らどうかなという私からの一つの提案なんですけれども、その辺についての町長のお考えを

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） 今、村木議員、職員のことを考えてそういう提案していただきました。

これは職員の仕事量を減らす一つのあれかなと考えますので、これはシステムとして取り入

れることができれば、それは取り入れる、ちょっとこれは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２問、雨水排水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、雨水排水についてということでございます。 

  これは今、設計を委託した災害対策本部の代替施設の雨水処理について伺います。 

  そして２点目に、市民農園の雨水処理についても伺います。 

  これは大体同じようなところへ流れてくる系統の沢かと思いますので、その辺についての

１点目、２点目、共通でも構いませんので、よろしく御答弁をお願いいたします。 

○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、雨水排水については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点目の災害対策本部の代替施設の雨水処理について伺いますについてですが、現在、

建築計画作成中の災害対策本部代替施設の雨水処理につきましては、建築予定地を含む流域

面積約1.5ヘクタールから発生する雨水の全体量は、県の開発行為の基準により計算いたし

ますと、１時間当たり約1,000立米になると見込んでおります。 

  雨水の放流先についてですが、基本的には沼津川への接続ルートを考えておりますが、現

在、下田土木事務所と協議中であります。 

  次に、２点目の市民農園の雨水処理について伺いますについてですが、中山間地域総合整

備事業の一部となりますので、静岡県賀茂農林事務所の発注を受けたコンサルタントが設計
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を行いました。設計業務の過程では、下田土木事務所の都市計画担当部署において、町の開

発行為担当者を交えて雨水排水対策を含む設計協議を重ね検討してまいりました。議員御承

知のとおり、今回の市民農園の計画地周辺には、河川やそれに類似した施設もなく、雨水排

水の放流先がないことから、近隣の住宅においては各自の浸透ますに集めて処理しておりま

す。 

  今回の設計の考え方は、この浸透ますによる雨水排水処理を基本といたしました。事業計

画のほとんどが農地であることや、新たにできる舗装等の施設の面積が小さいこと、また現

状の地形、勾配をさほど触らない造成計画としていることなどから、現況の状態とほぼ同程

度の雨水排水が集水され、浸透していくものと考えております。 

  具体的には、市民農園全体を15の区域に分けて、それぞれの区域に浸透ますを配置し、予

想外の雨量に際しましても多目に配置したますで処理をする設計としております。 

○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） 現在、流域が1.5ヘクタール、1,000立米といいますと、大体、時間

1,000トンということでございます。そういった中でこれを沼津川、河川の流域としまして

は、稲取大川川なんだろうなという気がしますけれども、河川は沼津川は国道から上は河川

ではないということでございますので、本来であればこれらも設計を発注する前に、本来も

う決まっていなければいけない部分ではないかと思います。 

  今から土木と相談をするということは、国道排水を使わせてもらうということなのか、そ

の流域を単独で沼津川へ持っていけということなのか、その辺はちょっとわかりませんけれ

ども。 

  そして、市民農園のあの広さを浸透ますでやるということは、浸透ますにしましても、あ

の辺は傾斜地ですので、どこかへ出てくるのかなという気もします。特に、あの林ノ沢を埋

めたところですから、もとの沢の地山は多分、粘土か何かになっていて、その上に有料道路

をつくるときに土を入れていますから、多分そこの間は上は浸透しても、下は浸透していか

ないというような、その地形、地質がどういう形で伸びているかわかりませんけれども、そ

の15に切ったものを全て浸透ますで処理していくというのは、かなり難しいのかなという気

はします。ですから、今後のそういったものも農林事務所ですから、あそこでまた災害なん

かを発生させてはいけないということになります。 

  そして、あそこの流域もその上のずっとふれあいの森ですとか、あの辺も下手すると雨水
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の処理区域に入ってくるのかなというような気もしますし、あっちの上は何も排水処理とい

うのが今までの開発の中でしてきていないところでございますので、多分国道へ入れても、

今の国道の新聞屋さんの上のほうは年中、水処理ができなくて、土木も相当苦労してあそこ

を深くして、やっと水処理をしたところでございますので、その辺について、そこへまたこ

この1.5ヘクタール分を入れていくとなると、大変なことになると思うんですね。 

  沼津川ももう下のほうへ行くと、両岸が護岸がありませんから、相当あの川そのものが昔

と違って、むしろ河川改修をしなければいけないような状況になっておりますので、そこい

らへこれを入れていくとなると、そこのあたりもどうなのか。普段出ていない水が、雨の日

になると上の野球場のほうから相当数、水が入ってくる。これは前にも町長には、委員会の

折か何かに私のほうから言ったと思うんですけれども、その辺についてもやはり一つは心配

の種でございますので、その辺について今、土木事務所とどのような経過で話し合っている

のか、再度お答えしていただければと思います。よろしく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） まず、災害対策の代替施設の雨水のやつは、町は基本的には沼津川へ

流す計画でやっております。いろいろ村木議員から御指摘したことがあったときは、これは

また再度検討したんですが、基本的には沼津川へ流す。そういう中で、できるだけ今、国道

の側溝に流さないとかということは土木事務所と協議したのは間違いありません。町の基本

的な考えは沼津川へ流すというのが考えでございますので、その辺は御理解願いたいと思い

ます。 

  さらに、市民農園に関しましては、これは県のコンサルタントが設計しております。そう

いう中で町も職員が入っておりますけれども、県のほうがこれで大丈夫だよということを言

った中で、村木議員のそういう不安視することも、今のゲリラ豪雨を考えれば当然そういう

ことも意識した中でやらなければならないと考えておりますので、基本的には今の施設のや

つは、津波に関しましても、レベル１、レベル２がある中で、レベル２でありますと、本当

に1,000年に一度の規模のことでやりますと、幾らかかるかわかりませんもんで、基本的に

はレベル１で対応するような施設でほとんどつくっております。その中で、今回の市民農園

も当然、県の雨水流域を含めた中で計算しておりますもんで、この15のますで十分ではない

かと私は考えております。 

  さらに、いろいろなふれあいの森とか、上のほうのことを考えます。これはきりがありま

せん。ある程度、流水域というのは境があって、県で決められていることは村木議員も流水
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域に対する指定の仕方は当然、御存じだろうと思います。そういう中で、今回の市民農園に

おきましては、多分ふれあいの森は流れる方向が違うのではないかという中で計算しており

ますもんで、浸透ます15によって、県のコンサルタントがやった、十分だと思います。 

  しかしながら、国道のあふれるという、そういうことを村木議員が当然、職員のときはそ

ういう経験があって、当然その辺は十分認識している中で、これは県との話し合いの中で、

今度はいかに大雨が降ってもそのようなことがならないように、これは町としても県のほう

に要望して、大雨が降ってもそのようにならないようなことは要望していて、それも考えて

おります。 

  一応、市民農園の流水域に関しましては、職員のほうから説明いたさせます。 

○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） ただいまの市民農園の排水の関係ですが、あの地区はミナ

ミ向けの関係者ということで、現状の地盤の勾配が約10％程度の勾配でございます。それで、

かなり稲取の地区の中でも昔からミカンを栽培されている地区ということで、農業経営士さ

ん等にも相談をかけたところ、関係者のミカンを植えるところは水はけのよい地形のところ

だということで、市民農園を計画してございます近隣のミカンの畑がございますので、あの

辺は浸透性がいい土地であろうということで、火山れきがある程度、層があるのかなという

ことで、そこへ分散してしみさせていくというような設計の概要になってございます。 

  流域に関しましても、今現在あります道路、園内の道路ですとか、畑の土の部分というの

は、でこぼこを平らにしたりとかというところはありますが、ほとんど造成の段階で形がさ

ほど変わらない、人工的な地表もそんなにふえないということで、水に関しましても分散さ

せることで、より安全なのかなというような設計になっているということでございます。 

  以上です。 

○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） 沼津川の安全性についてお答えします。 

  沼津川の安全性についてですが、今回、防災センターに係る流域は1.5ヘクタールという

ことで見込みをしていますが、実際は計画建設予定地の部分は0.25ヘクタール弱です。その

北側の沢については手をつけないのが実情です。ただし、開発行為等の技術基準を持ってい

ますので、机上で想定をしております。 

  それに対して、沼津川に対する河川の断面検討をどうしているかということでございます

が、計画地内において調整池等を今、工夫して考えております。敷地外に発生する雨水流量
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については、できるだけ沼津川に負担がかからないような流量計算等をして、沼津川に流す

ようなことを計画しております。沼津川の改修等が安全かどうかにつきましては、今のとこ

ろ安全であるという形で判断をしております。 

  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） 市民農園の方については、極力、浸透させるということでございます。

そして、沼津川の安全性については、調整池で排水をしていくということでございます。そ

の調整池の計画なんですが、最初から入っていたのかな。事業として。多分入っていないん

だろうなというふうに私は想像をいたします。 

  そして、沼津川の安全性と言いましても、沼津川の実際にあの下の流域から入る水と、そ

の上のとんでもないところから来る水、ここいらもやはり現実的に見ていただかないと、沼

津川そのものが非常に安全性が保てるかどうか、その辺については伊豆急の橋脚なんかも沼

津川の下のほうにはありますし、そういった問題であの川へ余り水を集めるということが、

この先いいのかどうか。また、調整池となると、また多分別の予算が出てくるのかなと、考

えなければいかんだろうなという気もいたしますが、当初から調整池等も計算に入れていた

のかどうか、再度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） 調整池が最初からとか、これは現下の課長から説明いたさせます。 

  その中で沼津川のことでございますけれども、今、課長が言ったように、この沼津川に流

すのは最小なやつで流す方向で町は進めるということでやっています。それで、今までとり

あえず沼津川に関しましては、今のところ災害が起きておりません。再度、今度はこの雨水

を最小限流した中でどれだけの影響が出てくるか。これはまた今後、ちょっと検討しなけれ

ばならないと思いますので、現下におきましては、それは大丈夫だということで言っており

ますけれども、これはまた再度検討していきたいと考えております。 

  調整池に関しましては、課のほうから説明させます。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） それでは、お答えします。 

  当初計画において調整池を考えていたかどうかについてですが、建設コスト、流域に対す

る安全性、その川に対する負担能力の軽減という形の中で、総合的に考えてのことは事実で
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す。最初は浸透も一部考えてはおりましたけれども、できるだけ地域周辺の安全性を確保し

ながら、流域を犯さない程度で沼津川へ流したいという形で、今考えておりますので、御理

解を願います。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第３問、異常気象の対応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、３問目、異常気象の対応について、近年、ことしに入って

も西伊豆や大島、また京都のほうでも大雨による川の氾濫ですとか、いろいろ続いておりま

す。この近年の豪雨など、異常気象に対する町長の考え方を伺います。 

  そして、またこれらに対する今後の対応についてもお伺いをいたします。 

○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） 村木議員の第３問、異常気象の対応については、２点からの質問とな

っておりますが、１点目の近年の豪雨など異常気象に対する町長の考え方を伺います、２点

目の今後の対応については関連がありますので、一括してお答えいたします。 

  異常気象による局地的豪雨や台風の巨大化による風水害、土砂災害などに対しましては、

このぐらいならまだ大丈夫など、過去の経験では対応できなくなっておりますので、気象庁

が発表する気象情報をもとに、職員の配備、警戒態勢、住民への周知など、迅速に対応して

いきたいと考えております。 

  特に、土砂災害に対し、発生の危険がある場合については、土砂災害警戒情報が発令され

ますので、発令された場合には住民の皆さんの早期自主避難をお願いするとともに、避難勧

告や避難指示など、住民の皆様に避難を呼びかけていきたいと考えております。 

  住民の皆様におきましても、結果として土砂災害が発生しなかったとしても、それだけ近

年の豪雨は危険と背中合わせになってきているという状況を認識していただきたいと思いま

す。 

  今回は何もなくてよかったという心構えを持ち、町が早期に自主雛及び避難勧告、避難指

示を発令しましたときには、安全な場所への避難をお願いするものであります。 

  町といたしましては、県や気象庁などの関係機関と情報、連携を密にして、町が得られる

情報をもとに、住民の皆様に的確な情報提供を行い、住民の皆様が被害に遭わないためにも、
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町だけでは避難判断が難しい場合がありますので、県や国において避難勧告、避難指示の発

令が行われるよう要望して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） ただいま町長のほうは人命の避難勧告というところの御答弁をいただ

きました。 

  そういった中で私のほうは、今、津波ですとか、地震ですとか、そちらのほうにかなり人

手を割かなければいけない時期だというふうに考えますが、この異常気象というのは、伊豆

半島の場合には割かし今までも伊豆特有の天気で、非常に雨の多い場所でございます。した

がいまして、伊豆独自の天気予報というのも県のほうで一時やっていましたけれども、今も

やっているかどうか知りませんけれども、そういった中で昔は落合川ですとか、そちらのほ

うもかなりあふれたり、土砂災害を起こしている場所でございます。 

  そういった中で、私が今まで見てきて、大川の谷戸川ですとか、北川の川ですとか、消火

栓、これらが当時もあふれそうだということで、かさ上げあたりをかなりしてきたわけでご

ざいますが、さらにそれ以上に今の状況というのは、もっと異常気象の、当然、源流は三菱

のほうから来ている川でございますが、そこいらについてもあの小さな橋に何かがひっかか

れば、かなりの被害も出すんだろうというふうに思います。 

  ですから、そういったところも現状を踏まえた中で近隣の方に御相談して、そういう対応、

そういったものを今後対応してもらえたら非常にありがたいなという気もします。 

  そして、それらがまた小さい川だとばかにしていると、西伊豆のようにとんでもないとこ

ろであふれ出ますし、かつて平成３年ですか、稲取大川川と志津摩川、これが２本全くピン

ポイントで雨がどしゃ降るという、広域的に降らずに、いきなりそこの部分だけで発生する

ような気象庁にも何も警告の出る前に、そういった雨が降ったりすることもありますので、

そういったものを伊豆半島の、異常気象の中でもまた伊豆半島の異常気象というのがありま

すから。 

  そして、この対応でございますが、この前も台風26号の崩土したところを除去したとか、

何カ所かあったようでございますが、ここ何年かのそういった崩土除去をした場所、これら

をハザードマップなんかへ全部落としていくと、水の集まる場所が小規模ながら、そのとき

は災害にもならずよかったなということでございますが、そういったものをハザードマップ

に落としていくと、ここは年中こんな崩土があるのかと。すると、ここは水が集まるんだと
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いうような、職員が常日ごろ頭に入る場所になってくるのかなという気がします。 

  そういった県がよこしたハザードマップですとか、そういったものに町独自のものを重ね

合わせてつくっていくと、いろいろなそういった土砂災害なんか予防できると言ったらおか

しいんですけれども、早目に手を打てる。そしてまた、そういったところは急傾斜とか、県

に事業をお願いするとか、いろいろな計画ができると思うんですね。 

  ですから、そういった対応を今後は町長に考えていただけるかどうか、その辺が今回の質

問の趣旨になってくるかと思うんです。その辺について町長の今後の対応ということでお伺

いしたいと思います。町長のお考えがあれば、また避難は避難として別の問題として。よろ

しく御答弁。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） この河川の問題、一番、自分自身も苦慮しているところでございます。

まず、県の河川におきましてはもう県には再三再四、防災担当としてこちらからもう見える

ような機材を設置してくれと言っている中です。なかなか２級河川で、かつ川が急流なもん

で、それはちょっと設置しても無理ではないかというんで、これはもう再三話しております

もんで、これは粘り強く県の河川に関しましては、そういうことは再三再四、要望していき

たいとは考えております。 

  さらに、今問題なのは、村木議員が言ったこと、小さい町が管理すると言い方ですと、そ

の河川に関してましては、やっぱり住民の方の協力がなければやっぱり職員が一人一人見に

いくわけにはいきませんもんで、その辺は今度、自主防とか、そういう近くの人にちょっと

協力はお願いしていきたいなとは今考えております。 

  さらに、村木議員から提案された、過去においては災害で崩れた崩土したところの地図上

のプロット、これは大変いい考えではないかと考えますもんで、これは取り入れていきたい

なとは考えています。ただ、基本的にはほとんどもう旧道とか、そういうところで、大体把

握はしておりますけれども、これを地図上にプロットすれば、より鮮明にその辺の場所がわ

かると思いますので、その辺はちょっと検討させていただきたいと思います。 

  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） そういったぜひ現実的な場所を地図の上でも具現化していただいて、

そしてまたそれらを職員も把握していくというようなことが今後のこういった災害では必要
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なんだろうなという気がいたします。小さな河川というのは、橋が非常に低くて、物がひっ

かかりやすい、またこれらを改修すると金のかかる話なんですけれども、そしてその橋の部

分だけはかさ上げができない、技術的に非常に難しい部分もあるんだろうなというふうに感

じます。 

  ですから、そういった普段の注意力、また急峻ですので、またそういったところへひっか

かったときに、近所の方が取ってもらうというのも非常に危険だなという気もいたします。

ですから、ぜひそういったいろいろなもの、あそこの昔のファミリーマートの横なんかも、

土木屋さんに委託はしております。だから、そういった方法もまだほかにもあるのであれば、

そういった業者さんに委託をしておくとか、そういったこともまた必要なんだろうなと、奈

良本なども結構小さな河川がいろいろゴルフの練習場の裏ですとか、あちらのほうにも結構

あるようですので、そういったところの小さな河川も特に昔の50ミリなんていって対応して

いた時代と違って、今はもう百二十何ミリですか。そんな時代に、倍以上になってきていま

すので、そういったところをぜひ細かに点検して、いらないと言ったら失礼かわからないで

すけれども、そういったいらない災害、できれば災害をなくしていきたいというふうに町長

の考え方、決意をぜひ御答弁願いたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 自分の考えは、基本的にはもう住民の生命を守る、これが私第一だと

考えております。これが私に課せられた使命かなと、町を預かる者の使命かなと思います。

災害においては犠牲者を一人も出さない。こういう気持ちで取り組んでおります。 

  そのときに村木議員が言った中小の河川に関しましては、そういうことも十分考えられま

すもんで、それが先ほど言ったように付近の方に見ていただいた中で、当然そこは撤去はで

きませんもんで、すぐそこにおいては避難してくださいと、避難指示、避難勧告は出してい

きたい、そういう気持ちで、そういういざ対応というか、災害で一人の犠牲者も出さない、

そういう気持ちで今後まちづくりをやっていきたい。そういう気持ちでおりますので、御理

解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、５番、村木さんの一般質問を終結します。 

  この際、２時まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４３分 
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再開 午後 ２時００分 

 

○議長（鈴木 勉君） 再開前に御報告します。 

  14番、山田さんより一般質問で掲示板を使用したいとの申し出がありましたので、これを

許可します。 

  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、大島町の災害に学ぶを許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） ４問通告してございますけれども、各問ごとに答弁のほうはお願い

をしたいと思います。 

  大島町では台風26号の接近による記録的な大雨により、死者、行方不明39人、132戸の全

半壊、浸水等の甚大な被害が発生をいたしました。心からお見舞い申し上げますが、我々非

常に近いところで大きな被害が起こったということで、この災害からやっぱり学んでいく必

要があろうかなというふうに思い、質問するわけです。 

  まず１点目は、避難指示、または勧告という問題が重い問題として今回ございました。大

島町では、避難指示、避難勧告というものが出されませんでした。ここには幾つかの問題が

あるんですが、町としての判断、今後こういう状況になったときに、どういう形で避難勧告

等を考えておられるか。この点をまず１点お伺いしたい。 

  ２つ目に、砂防堰堤等の問題がございます。大島町もある程度、雨が降るということを想

定され、東京都が幾つかのもの、砂防堰堤等を整備していたわけですけれども、実際的には

十分な機能というものが発揮されませんでした。そういう点で本当にこの砂防堰堤というも

のの重要さというものを痛感させられましたけれども、町としてもこういう水害、または土

石流災害等に対応して、この砂防堰堤について点検し、充実される必要が私はあるなという

ことを痛感してまいりましたけれども、この辺どのようにお考えでしょうか。 
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○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、大島町の災害に学ぶについては、２点からの質問

となっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の避難指示の判断はについてですが、行政報告の中でも触れましたが、台風

26号により甚大な土砂災害に見舞われた大島町を訪問してまいりました。被災現場を拝見し

言葉を失いましたが、土砂災害も含め、住民による迅速な早期避難が重要であることはもち

ろんのこと、町におきましても気象情報をもとに、早期避難の呼びかけ、避難勧告、避難指

示をちゅうちょなく発していきたいと考えております。 

  早期の避難こそが確実に身を守ることは言うまでもございませんが、その判断を求められ

るに当たっては、同じ町内であっても極端な差がある局地的豪雨も多発していることから、

気象予測に基づいて判断するには専門の知識が求められてきます。危険が迫っている場合は、

市町から求めがなくても、県や国から積極的な助言、避難勧告、避難指示の発令が行われる

よう要望してまいりたいと考えております。 

  災害を正しく理解し、災害に対しまして臆病であってもよいと考えております。住民の皆

様におかれましては、結果として土砂災害が発生せず、空振りとなった場合でも、今回は被

害に遭わなくてよかったと思っていただくよう、危険を回避するためには空振りもあること

を理解していただきますようお願いするものであります。 

  次に、２点目の砂防堰堤の整備が必要ではないかについてですが、現在、東伊豆町内の河

川において、砂防堰堤の施設を有する河川は、静岡県が管理する２級河川が５河川、町が管

理する普通河川のうち、砂防施設を有する河川が５河川ございます。 

  また、東伊豆町ハザードマップをもとに、土砂の流出の危険が予測されると判断され、土

石流の土砂災害特別計画区域として、平成24年３月に静岡県が区域指定した私有地の沢や河

川が22カ所ございます。 

  静岡県は、土石流の特別警戒区域指定に係る地元説明会において、町民からの質問に対し、

防災工事によって安全を確保していくには、長い年月と膨大な費用がかかり、ハード対策に

は限界があり、区域指定をすることによってあらかじめ危険箇所を知らせ、地域の避難計画

に役立ててくださいと回答しております。 

  しかしながら、ハード対策の重要性も必要と考えておりますので、今後、粘り強く県に働
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きかけていきたいと考えております。 

○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） まず、町長、避難指示、避難勧告という問題については本当に重い

判断だと思うんですが、大島町の問題で言うと、やっぱり先ほどの町長の行政報告、また議

員の一般質問への答弁を聞いていまして、大島町の場合はまさに大雨に対しては待機義務が

ない、防災計画上、職員の待機義務がなかったそうです。僕は確認しました。いわゆる年間、

１日に300ミリぐらいの雨が降るということは、年がら年中なので、職員の中でもそういう

雨に対して待機するという意識は全然なかったと。同僚の仲間の議員が気象庁ＯＢの方が議

員やっているんですが、その人たちの感じでも300ミリの雨はいつも来る雨だという認識が

行政全体的に、また住民の中でもそういう認識であったという。大島のやっぱり問題はその

点で、うちの町はそういう点では気象庁等の警戒情報等が出れば、やっぱりちゃんと待機を

するし、その状況に対して対応すると、ここはもう明らかに違うということだと思います。 

  今回、大島の話をして、防災のほうといろいろと話を聞きますと、先ほど町長も答弁され

ていましたけれども、町のほうでは当然大きい台風が来るという中で、しかし雨の降りが余

り大したことがないという中で、いわゆるインターネット等でもやっぱり情報収集をして、

どうもうちのほうはまだあれだけれども、大島のほうはある程度、夜の段階で赤い雨の印が

あって、相当大島町には大きな雨が続いて降るんではないかということが予測できたという

ようなことを伺っておりますので、待機というのはやっぱり正しい対応だし、同時に先ほど

来言っているように、今後の防災計画、また避難計画等の中で、当然気象庁の出す警報も大

事だけれども、そうした今わかり得る気象協会等々、気象庁等のいわゆる雨量データ等から、

やっぱり必要な判断をするというところをはっきりとさせていくということはこれから非常

に大事な問題だろうというふうに思っています。 

  しかし、同時にもう一つの問題は、大島町の問題で聞いて私驚いたんですけれども、大島

町あれだけの雨が降ったときに、安全に避難を指示できる場所が１カ所もないというのが実

情で、ですから台風26号の段階でああいう事態になりまして、27号の段階でどうなったかと

いうと、町としては全島避難を訴えるしか対応策がなかったというのは、全て火山の上にあ

って、その排出物の上、火山灰等の上に町ができている以上、どういう雨が降るかわからな

い状況では、安全な場所はあり得ないというのが国土交通省、東京都も入って判断した結果

がああいう事態だと。ということですので、東伊豆町ではそこまでの状況は当然ないんだろ
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うというふうに思われます。 

  ただ、この避難指示、避難勧告を出すというのは、町長が出されるということについては

よろしいと思うんですが、非常に出し方が難しいんだろうというふうに思います。いわゆる

土砂災害について、どのエリアを避難させるのか、こういうやっぱり問題が出てくるわけだ

と思うんですね。 

  この辺がやっぱり今後、先ほど村木議員の質問なんかでもありましたけれども、いわゆる

ハザードマップ含めた警戒地域をどういうふうに指定して、その地域の人たちを的確に避難、

状況というのを伝えるのかということについては、今後やっぱりまだ非常に苦心される面が

あるのではないかというふうに私は思っておりまして、今後やっぱり具体的にやるという気

持ちだけではなくて、では具体的にどこにどういう指示を出すのか、その辺までもう少し突

っ込んで、やっぱり住んでいる人たちにもわかりやすい避難指示、勧告を徹底しやすいとい

うか、これは徹底できるあり方はどうあるべきかというのは、やっぱり十分研究が必要なん

だろうということを感じております。 

  町長、２つ目の問題で、砂防堰堤等の問題、先ほど言われた、確かに前回もちょっとやり

ましたけれども、県の管理があるということ、確かにそうなんです。この２つは大島町で流

木が詰まりまして、周辺、元町地域に大きな被害を出したところなんですけれども、東京都

はこの上に砂防堰堤の計画をつくってありました。日量470ミリの雨量を想定した堰堤を東

京都は整備していたそうですけれども、今回824ミリということですから、当然、堰堤がオ

ーバーをするという状況なんですが、しかし同時にこれが橋から見た上流域で、これは下流

域なんですが、やっぱり先ほど村木議員も言っていましたけれども、橋のところがやっぱり

極端に狭くなっているんですね。 

  上で幾らやっても、橋で狭められて下のほうの下流域なんていうのは、本当狭いですから、

大きな雨が降って堰堤の水が当然飲み込めなかったというのはこういう状況。 

  うちの町に振りかえてみますと、町長、これはこの３倍は一応、白田川、これ１号堤なん

ですけれども、ほぼもう中に竹が生えるくらい埋まっていまして、これは６号ですかね。こ

れは７号。全てこれはほとんど建設年次が狩野川台風が来た後ですよね。昭和30年代から40

年代にかけて、ほとんど８本の堰堤が白田川は整備されていますけれども、もう一番上から

一番下までもう既にいっぱいになっているということは、もう機能がやっぱり十分果たせな

いという状況があるというのが今の白田川の問題だと思います。 

  町長、この下は、これは白田川と言っても名前がわからないので、水路だというふうに考
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えていいのか、名前がわからないのですが、北川ですね。北川にあるわけですけれども、既

に雨のたびにこのところに水が乗り上げているというふうに、見ている住民の方は言ってお

られまして、ちょうどこれ写真撮りにいったときのおじいさんとお会いしてお伺いすると、

日ごろは水がない。雨が降ると水が飛んでいくよと、やっぱり護岸を上げてはいるんだけれ

ども、非常に心配だと。やっぱりこういう状況が北川でもあります。 

  これ白黒で申しわけないんですけれども、これは稲取大川上流というか、私の家のちょっ

と下側にある稲取大川の堰堤ですが、これも完全に埋まって横の方を水が流れる、こういう

状況になっています。 

  この間、町の中でもいわゆる志津摩川とか、濁川については、最近、砂防堰堤等を整備し

ているという状況があるんですが、稲取大川やこの白田川、ないしまたこういう北川の水路

みたいなところこというのは、そういう面では最近のものはありません。特に、この北川や

稲取大川の上流域は、やっぱりゴルフ場だとか、別荘地の開発というのが行われたわけで、

それ自身はエリア内での処理は指導要綱や土地利用委員会等で適切かもしれませんけれども、

この流域全体から見たときどうなのかということについては、白田の水路にしても、稲取大

川にしても、雨が降るたびに急激に水位が上昇するという現象が起きているわけで、この辺

の問題については、今後やっぱり対応がすごく必要だと私は思います。 

  先ほど町長言ったように、確かに、この白田川の堰堤については、土木の２課長さんとも

去年見に行ったんです。確かにお金の問題もあるということもそうでしょう。 

  ただ、そうしますと、町長やっぱり僕は２つの問題があって、１つは今までの町全体の都

市計画全体の中でも、やっぱり雨量というのがとにかく時間雨量50ミリとかというものを想

定してまちづくりってある程度していたというのがあると思うんですよ。土地利用でゴルフ

場とか、マンション開発のときに、144ミリなんていうものはあり得ない、空想的な数字だ

なんて議会で答弁もらったこと何回かあるんですが、しかし今100ミリが起き得る状況とい

うのが出てきた中で、やっぱり一回シミュレーションの中で50ミリでなくて、もし100ミリ

の雨が来たときにうちの町ではどこが本当に危険なのか、そういうシミュレーションという

のがやっぱり必要で、そういう場所について堰堤や護岸整備ができないとすれば、やっぱり

一定の水位上昇があったときには、例えば赤灯や何かが回って、地域にやっぱり危険を知ら

せるとか、何らかのソフトに通ずる対応をしていかないと、気をつけてくださいだけでは逃

げられないという問題が、やっぱり堰堤等の問題についてもあるのではないかと。 

  やっぱりそういう形で局地的ということもあれば、インターネットで情報を見ている限り
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ではある程度うちの町に雨が降りそうだと言っても、稲取に降るのか、白田で被害が出そう

なのかということまでは十分把握できない点もありますから、やっぱりその流域、河川、水

路の流域において必要な情報がやっぱりしっかり地域の方々に届けられるような対策という

のは、これは当然県も含めて責任を持ってやらないと、ハードができないとしたら、ソフト

に対応できるような情報をどういうふうに地域の方に提供してくれるのかということは、や

っぱりこれは私は県のところは県も責任があると思いますので。 

  どうも河川の中に水位計か何かのメーター張っただけでは、どうも大きな雨、また局地的

な雨が降ったときに、警戒を呼びかけるにはやっぱり十分な対応とは、私はちょっと足りな

いのかなと、本当にやっぱり危険性があるということを考えるなら、そういうこともやっぱ

りシミュレーションもして、本当に危険なところはどこなのか、河床と護岸とが低くて、水

が乗りそうな場所というのは一定想定できるわけですから、そういう所に対してはやっぱり

適切な対応が求められると思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、避難指示の関係でございます。これは本当もう壇上でも言った

ように、空振りしてでもこれはもう自分は、確かに判断は難しいと思います。これは本当の

決断が必要だと思います。それは恐れずに、それは避難指示、避難勧告、また避難準備勧告、

これを出した中で住民の生命を守っていきたい、そのように考えております。 

  その中で、うちの町は、土砂災害の区域を指定する、ここのポイントが危ないからここは

避難しなさいよ、ではほかのところは避難大丈夫ですよとか、大変厳しいです。と申します

のは、県から出されたこういう図面が、ほとんど全町的になっていますもんで、前回の自主

防災会で９人の区長さん呼びまして、避難準備勧告とか、避難勧告、避難指示出すのは、全

町一斉に出しますと、とりあえず言っております。基本的にはどこが危ないからということ

だと、これを見ますともう全町的に土砂災害区域になっているもんで、もう自主防の会長さ

んには、今の現状では特定できないもんで、避難指示、避難勧告に対しましても、東伊豆町

もう全部、全町、区域はちょっとなかなか特定できないもんで、全町に出しますよというこ

とで御理解願いたいというのも一方的でございますが、そういう中で町民を守っていきたい。 

  また、そういう気象観測の整備がよくなれば、また変わってくると思いますけれども、現

に大島町は本当にびっくりした、山田議員からそういう体制がうちの町とは全然違うと聞い

て、そこはちょっとびっくりしたところでございますけれども、大島町を例にとると、元町

に800降ったけれども、その横の大島空港はその半分以下とも聞いています。これ本当にゲ
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リラ豪雨の中で、本当に大島町さんも大変だったなと感じている中で、そこでピンポイント

で出すのはなかなか厳しいかと思いますので、今の中では自分自身はもう東伊豆町全般に出

す、そういう方向でいますもんで、御理解願いたいと思います。 

  次に、堰堤の関係でございます。これも本当に心配する中で、県の河川には砂防監視員と

いう方がいると聞いております。この砂防監視員さんからも強くまた県のほうに言っていた

だき、町も当然要望しています。この辺は連携した中で、強く県のほうに訴えていきたい、

そう考えております。 

  さらに、ほかの河川の流量計算、これも必要ではないか。できることはやっていきたいと

いう中で、本当、今、山田議員言ったその赤灯とか、そういうことで危ないということを知

らせることができる、これは本当にいいことだと考えております。技術的にそういうことが

可能であるならば、それは町としてもやっていきたい、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） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 雨の問題でいろいろ調べてみたんですけれども、気象庁のデータ、

アメダスのデータで非常に驚くのは、狩野川台風のときに天城山は700ミリちょっとなんで

すね。今回、大島の雨というのは非常に大きいわけなんですけれども、アメダスのデータで

とってあるということでいくと、1976年以降の気象庁のデータで、天城山の日量の最大雨量

というのは566ミリというのが昨年記録されているのが一番天城山では多いんです。昨年の

天城山でのアメダスデータは5,501ミリというものでして、天城山、当然、日本全体の中で

は雨が多いよというふうに私も認識していてい、前、熱川のゴルフ場なんかが問題があった

ときに、気象台からデータをもらったんですけれども、その当時大体4,000ミリとかいうよ

うなことが平均雨量というふうに言われていたんですけれども、この間データをとってみま

すと、近年は4,000ミリを超えていない年が３年間ぐらいしかないんですよ。4,000ミリどこ

ろか、もう5,000ミリを超えている年が続いている。その前の10年、15年をとってみると、

五、六年ぐらい4,000ミリを超える年があるんだけれども、この10年で見れば、逆にもう

4,000ミリ、5,000ミリを超える年のほうが多くなっているという状況で、やっぱり先ほど来

出てきた異常気象というものの影響というのが、データ的にも読み取れるのかなということ

が１つ。 
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  もう一つは、では稲取ということで考えるとどうなのかというと、稲取での１日最大雨量

というのが470ミリというのが気象庁のデータのほうにはございまして、これは1976年７月

12日、相当古いんですよね、１日量。ですから、やっぱりいろいろな都市計画上のまちづく

り上、雨の問題というのが時間雨量50ミリとかいうふうに言われましたけれども、今の雨の

降り方というのが、それはがっと１時間で100ミリ降るときもあるんだけれども、やっぱり

連続をしているような状況で災害が発生しているというのは、この間、当然そういう事態も

ありますから、いろいろなやっぱり状況に応じないといけない。 

  ただ時間雨量が50ミリに対応していれば安全だということが言えなくなってきたというこ

とだと思うので、何らかのシミュレーションの中では、やっぱりこの時間雨量でいけば、例

えば100ミリが適切かどうか、また日量の最大雨量というのが350ミリとか400ミリとかとい

う中で、やっぱり対策というものをシミュレーションしてみるとか、幾つかの状況に応じな

いと、実態がもう既にここまで来ているわけですから、もう時間雨量50ミリに対応するとい

う計画だけではやっぱり危険性を認識できないと思います。 

  当然、ハードでもできない部分はソフトで対応せざるを得ないので、そうしたやっぱりシ

ミュレーションも含めて、ここにあるようなやっぱりハザードマップもいいやつなんですけ

れども、先ほど町長も言っておられましたけれども、いろいろなデータをもう少しやっぱり

加えていかなければいけないと思いますし、今後のやっぱり避難指示や避難勧告についても

加味して、わかりやすくしていく、全部一緒に載せるのがいいとは限らないですよね。 

  地震のときと、やっぱり津波のときでは逃げる方向も違います。当然、例えば地震なら公

民館でいいものも、やっぱり土砂災害ということになると、もう恐らく小学校しかないんで

すね。小学校、中学校ということのほうが確実で安全かもしれません。 

  ただ、片瀬、白田の人が熱川小学校に完全に安全に避難できるかというのも何とも言えな

いというような問題があるので、そうすると本当に安全な避難場所を指定するという行為は

非常に厳しい、大変なことだと思うんですけれども、しかしこれもそういう場合があったら

どうするかということをやっぱり具体化をしていかないと、間違った指示を出すことによっ

て、そこで二次被害を受けるという危険性はありますので、避難をやろうというお気持ちが

あるということは大いにいいんですが、さらに具体化をして検討していくということが同時

に必要だと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に今の世の中、地球温暖化によりまして、今、日本は亜熱帯地域
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の気候的なと申しますのも、毎年もう至るところでゲリラ豪雨によってもう災害が起きてお

りますので、もう地球環境が地球温暖化の中でまた亜熱帯地区の中で、そういう方向の中で

まちづくりはやっていかなければならないかなということは私自身考えております。 

  そういう中で、山田議員は日量最大雨量をおっしゃった、私、時間雨量最大を調べました

ら154ミリでした、１時間当たり。そういう中で町のほうは百何ミリとかでやっているんで

すかね。その辺で、それが妥当かどうか、またその辺は検討した中、この地球温暖化につい

てはまたやっていきたいと思います。 

  さらに、土砂災害に対しましては、北川地区の方からもう現に雨が降った場合、防災だと

か、できるだけ早く熱川地区へ逃げたいということを言われております。できるだけ避難準

備段階において、熱小の体育館を開放してほしいということを言われておりますもんで、何

しろ住民の安全が一番でございますから、その辺は早く対応した中で、住民の安全に対して

は検討していきたいと思います。 

  地球温暖化の中でまたまちづくりをやっていかなければならないかなと考えておりますの

で、山田議員が言ったようなことはいろいろ網羅した中で検討していきたい、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） 次に、第２問、観光振興の体制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、観光振興の体制について伺いたいと思います。 

  町では、観光振興計画というものをつくりまして、いろいろこれを今後進めていく基本に

なるというふうに説明をこの間受けたのですが、そういう中で役場及び観光協会等で、この

やつをではどういうふうに具体化していくのかというのが、どうも計画書を見ているだけで

は私はわかりかねるもんですから、そこで５点について伺いたいわけですが、１つはお客さ

んの受け入れ態勢の充実というのはどこが担っているのか、今どういうことに取り組んでい

るのか。旅行商品の開発や情報発信というのはどこが担って、今どういう取り組みをしてい

るのか。６次産業化の推進はどこが担って、どういうことに取り組んでいるのか。観光施設

整備については、どこが判断して行っているのか。町並みや景観整備についてどこが担って

いるのか、それぞれちょっとどういう形で、体制で、町はこういう問題に取り組んでいるの

か少しまずお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 第２問の答弁を求めます。 
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  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、観光振興の体制については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。 

  まず、１点目の観光客の受け入れ態勢の充実はどこが担っていて、何に取り組んでいるか

についてですが、観光立町である当町の観光客の受け入れ態勢の充実を担うのは、言うまで

もなく旅館、ホテル等の観光関連業者を初めとする東伊豆町に在住の全ての人々に担ってい

ただくものであると理解しております。 

  このたびの観光振興計画の来訪者調査によれば、当町の宿泊施設でのおもてなしに高い満

足度を感じていることがわかりました。このおもてなしの心を町民全体で共有し、旅行者を

温かく迎える観光地づくりが必要であり、観光関係者のみが個別におもてなしの向上に取り

組むだけでなく、地域として優れたおもてなしの心を育てる取り組みの拡充を推進したいと

考えております。 

  本年３月には、町の観光協会主催によりまして、宿泊施設の従業員を対象に実施いたしま

す「おもてなしセミナー」のように、おもてなしの心と技術を磨く研修や講演などを引き続

き推進し、町民一体となったおもてなしの意識の共有と向上に取り組んでまいります。さら

に、観光における専門的な人材として、各種ツーリズムに対応できる観光インストラクター

や地域住民ならではの視点で旅をお手伝いする観光ボランティアの育成、また誰もが安心し

て旅行を楽しめる観光地であるために、外出支援専門員、いわゆるトラベルヘルパー等の活

動にも支援してまいりたいと考えております。 

  観光地のリピートにつながる３要素とは、観光客にとってその地域が「特別な存在」また

「大切にしたい」「今後、期待に応えてくれる」であり、すなわち人と人とのつながりが非

常に重要であると理解しております。 

  次に、２点目の旅行商品の開発・情報発信は、どこが担っているか、またどういうことに

取り組んでいるかについてですが、これまでホテル・旅館等は募集型企画旅行や受注型旅行、

さらには手配旅行等を主な商品として販売しておりましたが、近年、観光産業を取り巻く環

境が大きく変わり、一人一人の価値に基づく観光に時代を迎え、パンフレット等の紙媒体か

らＷＥＢへと移行し、さらに旅行会社は地域活性化、地域のコンテンツ開発を主体的に取り

組むようになり、発地型商品から地域資源を活用した着地型商品に変革し、地域の本当の価

値を伝える重要な手段として、来訪者に五感で地域資源を体験していただき、地域ブランド
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化づくりを目指すようになりました。 

  そのような背景のもとで、町の観光協会では関係団体との連携を図り、地域資源の魅力の

再発見と付加価値の提案に努め、細野高原すすきイベントを初め、大川のほたる鑑賞のゆう

べ、ムーンロードの謝月祭、介護旅行（トラベルヘルパー）、雛のつるし飾りまつり等を新

たに企画商品として造成し、観光情報のデータベース化及びネットワーク化、さらにはホー

ムページやブログ、フェイスブックなどのツールを活用しながら、情報発信の強化を図って

おります。 

  着地型観光が持つ重要な意義といたしまして、みずから商品を企画販売することで、新た

な地域の魅力を創造し、地域のブランド力の向上を果たすとともに、イベントや催事のない

オフシーズンの集客を促進することで、通年型観光地を目指す一つの手段であることから、

町といたしましては、観光のまちづくり、まちおこしの視点から、今後も町の観光協会等の

関係団体を支援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。 

  次に、３点目の６次産業化はどこが担っているか。どういうことに取り組んでいるかにつ

いてですが、６次産業化の担当部署としましては、建設産業課の農林水産振興係が担ってお

ります。 

  町の取り組みといたしましては、静岡県が主催する６次産業化異業種交流会の開催に後援

し、近隣市町との連携した情報の提供に努めております。本年度はアスド会館で開催されま

した。また、地元商品のブランド化の推奨や６次産業化法のＰＲ、各所で行われる物産展等

にも観光商工課と連携をとりながら積極的に参加し、地元産品の販売促進や知名度アップを

図っております。 

  次に、４点目の観光施設の整備はどこが判断して行っているかについてですが、観光施設

整備事業につきましては、当然ながら町の総合計画に定められた施策を具体化するため、優

先度、緊急度、重要度、さらに財政状況等を勘案し、事業費及び財源を定める３カ年の実施

計画に基づき予算化されるものであります。 

  しかしながら、社会の経済状況などが急変する今日の社会情勢に対応する必要性もあるこ

とから、緊急施策の必要が生じた場合は、計画変更も可能なものとなりますので、御理解を

お願いいたします。 

  次に、５点目の町並みや景観整備はどこが担っているかについてですが、町並みや景観整

備はどこが担っているかにつきましては、都市計画法などの法律を使って、地域や地区にお

いて町並みをどう捉え、どのような手だてや取り決めをして整備、修景を図るということに
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なりますと建設産業課が対応ということになります。 

○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） 町長いろいろお話しいただいた、結局、観光協会がいろいろやって

いるんだろうと思うんですけれども、やっぱりでもわかりにくい、はっきり言って。例えば、

町の観光協会の場合でも、総務企画委員会と観光宣伝とか、町の観光協会だって２つぐらい

の委員会しか中にないですよ、内部組織は。ただ、ほとんど６つの温泉場の観光協会の協会

長なりが集まって重要なことは決めるんだけれども、具体的には中身がないんですよ、はっ

きり言えば。それとさらに問題なのは、町長言われたように地域資源を活用していくんだと

か、いろいろ言っていくんだけれども、例えば観光施設なんかの場合、観光農園とか、観光

施設は、観光研究会みたいな方に属していたりするわけじゃないですか。こういうやっぱり

今の状況があるわけです。 

  そうすると、町でつくっている観光振興計画なんかもそうなんだけれども、いいことは書

いてあるなと思うんだけれども、全部町として共有できる仕組みづくりに取り組みます。旅

行者に的確に伝える仕組みづくりをしますとか、共有化をしなければならないとか、こうい

う言葉がいっぱい出てくる。そうしてくると、やっぱり地域間で競争していた６温泉場の観

光協会の状況というのは、そこが中心で観光協会は各単協にお金を仕分けするだけの状況か

ら、やっぱり今少しずつ変わってきたと思いますよ。でも、変わらないとこんなことできな

いではないですか。 

  一番最初にやらなければならないのは、この観光協会の体制づくりであったり、観光研究

会なんかと別々な組織ではなくて、本当にみんなが情報を共有化して一緒にやっていくため

には、どういう組織がいいのかと。当然、各温泉場の人たちがいろいろな委員会に入ってき

て、お互いにやっていくということは当然なんですけれども、しかし今みたいな状況でヤツ

デのおろちみたいに頭が幾つもあって、決めることができないと、何しろこれでは町が定め

た方向に行くとは限らない。こんな状況では観光振興というものがやっぱり進んでいかない

んではないかなと。 

  これを読ませていただいて、また議会の研修ございまして、下呂市のほうへ行かせていた

だいたんだけれども、やっぱり何か違うなと。何が違うのか、何が違うのかと考えたところ、

やっぱりうちの町はこの６温泉場がとか、こう言っているところがもうお客さんを受け入れ

るということに対しても大きな障害になっているんではないかと。過去の観光が、それぞれ
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の地域間競争でにぎわってきた時代はいいんですが、しかし今、これだけ観光を取り巻く状

況が変わってきた中で、こういう新しい取り組みを進めるという点では、ここがやっぱり全

く違うんではないか。 

  もう一つは、観光協会について言えば、観光協会または例えば最近、産団連もそうだなと

思うんですけれども、お客さんを呼び込もう、呼び込もうということばかり考えて、先々に

対する仕込み、こういうことが余り意識されているとは思えないですね。だから６次産業化

の問題もそうですし、いろいろな問題についてもやっぱり今すぐに芽が出なくても、どんど

ん仕込んでいかなければならないのに、目先のお客さん集めばかりが優先されてくるという

ことをしていたら、もうだから今の町の観光でもそうですよね。産団連なんかのキャラバン

でも、1,000円の券を配ってお客さんを呼んでくるというような状況になっているわけです

よ。これでは地域資源を生かしていくなんていう観光になっていないわけですよ。目先のお

客さんを何人ふやすか。そのために1,000円券くれますから来てくださいと、こんな商売し

ているわけですよ。 

  観光の町のあり方がやっぱり問われていると思います。こういうあり方では長続きしない。

本当に町長言われるんだったら、本当にこの資源をどうやって生かしていこうかということ

も考えながら、やっぱり仕込みもしながら先々やっていくんだと思うんで、そういうやっぱ

り今、観光協会としてのあり方が十分にやっぱり私はできているとは思えないし、それはど

うしたらやれるのか、少なくてもこういう体制は変えていかないといけないんではないかな

と。 

  何しても情報を共有化しなければいけないなんていうことをあちこちで書いてあるんだけ

れども、この報告書は。こんな共有化している間にどんどん時代は変化していきますから、

共有化をする作業をしている間にもうお客さんは通り過ぎてしまいます。 

  こういう点ではもう一回やっぱりこの問題の一番は観光協会の体制と、町、観光協会、産

団連、それぞれのやっぱり担うべき役割をしっかりとやっていかないといけないと思います

ね。 

  ６次産業の問題も当然、建設産業課でいいんだけれども、やっぱり産団連なんかは、まさ

にああいうところの人たちが観光客の誘致だけではなくて、本当に６次産業化や地域資源、

また５年、10年たっていけば、農業や漁業の中でつくった産品が、その地域のやっぱり特産

品にもなってくるわけですから、そういう伸びしろを考えて、本当にやっぱり言われるよう

なこれからの地域型の観光の中で役割を発揮してもらわないと、あっちもこっちも、観光協
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会も商工会も産団連も、お客を入れることばかり考えて、後ろを見てみたら売り物が何もな

くなっている、こういう状況にもやっぱり私はなってくるんだろうと。 

  今聞いて、どこが担っているとはっきり言うところが一つもないじゃないですか。やっぱ

りみんな観光協会を中心にということでごまかして、オブラートな形でやっぱり言わざるを

得ないのが今の状況だというふうに私も思いますけれども、やっぱりその点ではこの体制を

もう一回これでいいのかということを改めることが、私はこの振興計画をやっぱり実践して

いく上でもう避けられないんではないかというふうに、もうシステムの老朽化に対してやっ

ぱり新しい対応が必要だと思いますが、いかがですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員のは理想でございます。現に徐々に、この町がどうなるかは

山田議員は、この町を一気にやった場合、町は混乱してできません。今、町はそのような状

況で観光協会においては事務局は一生懸命頑張っております。ちょっともう少し長い目で見

てほしいと思います、その辺は。何しろ頑張っている中で、10人ではございますけれども、

自分自身はいい方向に行っているんではないかと考えています。将来というのは当然、６温

泉郷ある中を、とりあえず稲取と城東に温泉郷、さらには東伊豆町観光協会を一本化、これ

は最後の理想でございます。これはそういう方向でやっていくつもりでございます。今、山

田議員が言ったように、その方向性がばらばらではないかと、これは今見ればそのとおりだ

と思いますが、その過渡期でそれに向かって一生懸命頑張っているということだけちょっと

御理解願いたいと思います。 

  さらに、キャラバンに関しては、やっぱり町としては長期、短期のことがあります。キャ

ラバンにおきましては、これは本当に短期的なことでございまして、やっぱり長期的なもの

で、すぐお客を呼びたいということもございます。すぐお客を呼ばなければ、またこの町の

経済の活性化もできませんもんで、キャラバンにおきましてはもう短期的なことでの政策だ

と理解願いたいと思います。 

  さらに、長期的なもの、産団連の中でもとりあえず細野高原におきましては、これはもう

大変すばらしい観光資源と考えている中で、これは自分としては産業団体、一応町、観光協

会が中心になっておりますけれども、この辺は農協さん、また漁協さん、いろいろな面が入

ってきてやってくれておりますもんで、その辺はやっぱり産団連をまたやればやるで、また

議員のほうから産団連に頼っているではないかということも言われますもんで、町としても

大変どこを中心にやっていけばいいかと考えておりますけれども、基本的には町はやっぱり
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産団連の力を生かした中でやっていきたい、そう考えていますもんで、また御理解願いたい

と思います。 

  やっぱりやっている方向性の中で、議員さんたちがいろいろ違う意見を言われると町も大

変困ります。町は産団連でやっていくというと、産団連に頼り過ぎているではないかとこの

前言われた中で、それがやっぱり議会のほうも一体化という言い方おかしいですけれども、

その辺もちょっと意思統一していただければ、町としても大変やりやすいもんで、その辺は

また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、手法の問題は確かに一挙にやれということもある。ただ、問

題点、確かに町の協会もお金を分配するだけから、いろいろなことを主体的に取り組むよう

になってきているのは事実だと思っています。ただ、私が知る限り、観光協会の中には、そ

ういう総務委員会とか宣伝委員会しかないですよね、組織が。観光研究会だって、観光協会

とは別組織にしていたり、そういうところでは情報が全く共有化なんかできないわけですよ。

先ほど来言っているような、いろいろなことをやろうとしたら、それに対応した組織もあっ

て、誰が責任を持つのかという体制が絶対必要なわけだから、そうしたら観光協会も少なく

とも今の副会長が委員長になって、それぞれ総務と宣伝とかといって、こんな形だけではや

っぱり十分ではないと思いますよ、私は。 

  それと、産団連について言えば、各産業の連携はすごく大事です。６次産業化も大事です。

だけど、ここが観光協会みたいなことをやる必要はないわけです。これはないですよ。それ

は間違いなく。協力はしてもらうということは、観光協会が誘客事業の中心なんだから、観

光協会が呼びかけてお願いすることも当然あるでしょう。しかし、産団連という形がそこに

中心を置いたら、やっぱり間違っていて、産団連自身はやっぱり産業の連携で、後から出て

くるけれども、キンメのブランドをつくるんだけれども、どうやって生かしていこうかとか、

農業や漁業の産品をどうやって生かしていこうかとか、商業がどうやったらとかと、そうい

う独自の問題をそれぞれの団体もやっていかなければいけないわけですよ。 

  今、私は産団連も批判しているのは、やっぱり観光協会と同じようなことはやるなと、そ

ういうことを申し上げているわけですよ。観光協会は観光協会があるんだから、そこが主体

的にやっていかなかったら、６次産業化なんかのほうに行かないではないですか。エネルギ
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ーの使う場所をもっと考えてほしいと、そうしなければ、今やっぱり観光を生かすために農

業も漁業も商業も製造業も、きのうもテレビでやっていましたけれども、いろいろな町をな

している町民の力をやっぱり観光に生かしていこうというのが今時代の流れでもあるし、そ

うでなかったら伊豆へ来て、東伊豆町へ泊まる意味がなくなってしまうんですよ。 

  そういうことをやっぱり考えていただかなくてはならないので、やるべき仕事というもの

をやっぱり本当に自覚して、そのことを一生懸命やってほしいんですよ。だから、観光協会

にも言われるようなことは、すぐにやらなくてもいいですよ。でも、今みたいな委員会２つ

でやっていても、どんどんできないではないですか。誰かの思いつきで行事やイベントが出

てくるんではなくて、しっかり検討して、やっぱりやってもらいたいんですよ。 

  そういうことがまた町内の観光業者全体の中でやっぱりこなれてこないと、私はいけない

んではないかなというふうに思うので、ですから一挙に全て何かがらがらぽんしろとは言い

ませんけれども、観光協会の主体的な力、そのためにはやっぱり委員会組織や、いろいろな

町のやろうとする、また観光業者に求められている役割、誰が考えていくのか考えたら、や

っぱりもう少し体制のあり方だって見直す必要があるし、産団連のあり方だって考えていか

ないと、やっぱり町がこれから発展していく力がたまっていかない。目先のお客集めばかり

をして、町が本当に地域の中の資源を生かして観光をやっていこうなんていうのは、今少な

くともそういうような動きになっていないではないかと、残念ながら。少しずつそういう芽

は出ているんだけれども、それを大きな流れにしなかったら間に合わないんですよ。そこの

ところをやっぱりぜひお考えいただいて、組織のあり方を含めて見直しをやっぱりしていた

だく必要が、私はあると思っています。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員の言われたとおりでございます。観光協会の組織に関しまし

ては、確かに観光研究会、私も以前は観光研究会が独立した中でその連携が、これは運輸の

関係でございます。運輸の関係が１つも入っていないと、これは聞きましたもんで、それの

組織の改編は必要ではないかと思いますので、町の観光協会の組織はちょっとまた見直して

いきたい、そう考えております。 

  さらに、産団連の関係、キャラバンと言いましたのは、基本的に産団連でキャラバンをや

ったということですね。やっぱり幅広い方からという中で、当然、短期的なこれは考えの中

でやっています。産団連は一応、観光、農業、商業、漁協が入っていますもんで、幅広いと

ころにまた行った中で、経済が大変疲弊していたもんで、数多くの方の協力を得た中でこの
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町に来てもらいたいという中で、このキャラバンをやったということは御理解願いたいと思

います。 

  このキャラバンが、本当に産団連の仕事の一つとなれば、これは山田議員が言ったように

批判されてもこれはもっともでございます。その中で６次産業化を目指す中で、やっぱり産

団連を活用するのが、１次、２次、３次、全部入っておりますもんで、これは当然その産団

連をいかに活用させるか、またいかに有効に働いてもらうか、これは今後またさらに考えて

いかなければならないと考えておりますので、御理解願いたいと思います。基本的には産団

連の代表者会、幹事会がありますもんで、この幹事会がいかに働くかということが自分自身

考えておりますので、一応、産団連さんの会長は商工会長でございますけれども、基本的に

はもう少し町といたしても積極的に産団連のほうに口をかけまして、よりよい方向で産業団

体連絡会が活動する、そういう方向でまたやっていきたいと思いますので、御理解願いたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第３問、観光の課題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） 次は、観光の課題についてということで、これは端的に今、旅館さ

んも頭を悩めているであろう３点についてお伺いをしたいと思うんですが、１つ目はキンメ

ダイブランド化でのやっぱり活用と取り組みの問題について、なかなかそうは言ってもブラ

ンドしたキンメを量も少なくて、旅館は使えないというようなことも実際の問題としては起

こっているような状況もあります。この辺の取り組みについて一つ。 

  ２つ目は、やっぱり食品偽装などに対する正しい啓蒙活動が必要ではないかというふうに

私は考えておりますが、町長はどのようにお考えでしょうか。 

  ３つ目に、旅館の耐震化等のやっぱり取り組みの問題がございます。下呂へ行っても大変

苦慮をしているというようなことも伺ってまいりましたけれども、やっぱり国の考え、県や

町の対応なんかをしっかりと関係者に徹底をしていくということが今、私は必要ではないか

なというふうにも、またそこでいろいろな意見も伺うということも必要だろうというふうに

思っておりますが、その辺についてのお考えをお聞かせください。 

○議長（鈴木 勉君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 



－74－ 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第３問、観光課題については、３点からの質問となってお

りますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目のキンメブランド化での活用の取り組みはについてですが、ことしの６月７

日に稲取キンメが特許庁の地域団体商標登録を受けてから、伊豆漁協の稲取支所では港の朝

市や直売所での販売に、通し番号のついたタグを打って販売をしていると聞いております。

また、各市場からの特別注文については、計測した脂肪量を明示し、タグをつけて送ってい

るそうです。最近では稲取キンメを使う一部の飲食店にもタグを提供したりと、少しずつで

すが知名度も上がってきているように思われます。 

  しかしながら、当町を訪れる観光客の方々が稲取キンメを食べたい、買いたいという時の

情報の提供がまだまだ足りないと痛感しております。今後は、情報発信をより強化し、稲取

キンメを食べる、買うを目的として当町に訪れていただけるよう伊豆漁協稲取支所と協力し

ながら案内マップの作成や今まで以上の情報発信のアップに努めてまいりたいと考えており

ます。 

  次に、２点目の食品偽装などに対する正しい啓蒙が必要ではないかについてですが、御承

知のとおり、マスコミ報道等により一流ホテルや旅館、デパート等で食材の虚偽表示が相次

いで明るみとなっておりますが、利用者の食に対する信頼を裏切る行為として許されるもの

ではありません。しかしながら、不正な表示が横行する背景には、食材表示に関する法的な

規制の曖昧さに問題があるのも事実であります。 

  国においては、実態の把握はもちろんのこと、適正な表示の基準を明確にし、違反の基準

をわかりやすく示すガイドラインを早急に策定し、業界に対して周知徹底されることを強く

要望いたします。 

  当町につきましては、地域ブランドの育成や６次産業化の推進に力を入れていることから、

今後は国や県の動向に注視し、商工会や観光協会等の関係団体との連携を図り、啓発及び指

導に努めてまいる考えでおりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、３点目の耐震化の取り組みでも国の考えや県・町の対応などを周知すべきだと思う

がについてですが、巨大地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促

進するため、国は建築物の耐震改修の促進に関する法律を改正し、多数の者が利用する大規

模な建築物等に対して耐震診断を義務づけるとともに、対象建築物の耐震診断及び耐震改修

における費用負担の軽減を図るため、支援制度を拡充いたしました。 
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  県におきましては、耐震診断が義務化された5,000平米以上のホテル、旅館等からの診断

結果の報告義務や診断結果を公表することなどから、速やかに耐震診断が実施できるよう観

光関係団体との意見交換など、積極的に周知、啓蒙を行っております。 

  また、県と町とで耐震診断が義務づけられた対象建築物の所有者へのアンケート調査や現

地調査を実施してきました。町といたしましては、現在、耐震診断に係る費用の一部を支援

する国・県補助金の受け皿となる要綱の制定に向け準備しているところであり、要綱ができ

次第、町民の皆様方に周知徹底していきたいと考えております。 

○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、課題として３つ上げたんですが、１点目、２点目は非常に近

い問題でして、例えばキンメダイのブランド化という中で、例えばどういうことが起きてい

るかと話を伺って驚いたことは、お客さんが本当に稲取キンメ使っているんですかというよ

うな問い合わせをしてくるというような、こういうこともあるわけです。忘れもしないので

あれなんですけれども、旅館関係者で２年ぐらい前からこうやっているわけですけれども、

赤い魚はキンメダイだなんてことを平気で公言していた旅館の経営者がいまして、やっぱり

お客さんに対する姿勢がそういう姿勢ですから、残念ながら今、場外へ退場されましたね。

そういうことですね、やっぱり。 

  やっぱりこれは非常に食の安全の問題、稲取のキンメを出しているとか、ちゃんと高くて

出せなくて、これは下田産ですよというような、この問題、これはやっぱり食の安全とか何

かではなくて、本当にその経営者の人たちの信用問題ですよ。この地域に対する信用問題な

んですよ。その信用を裏切るということは、やっぱり観光地としてはやってはならないんで

すよ。だから、赤い魚はキンメダイなんて、箸が通りもしない、そんな稲取キンメなんかな

いわけですよ。そういうことをやっていたらどうなるかと言えば、もうレッドカードを出さ

れてしまうわけです。 

  もう食品偽装という問題もこれだけ出てきて、もう国民の皆さんの目というのは結構厳し

くなっていますから、こういう状況の中でいい加減なことをしてはいけないんですよね。あ

あいう中でも阪神阪急ホールディングスなんかでも、何か知識が十分、法律のあれが十分徹

底できなかったとか、そんなのはいいわけなわけですから、調理人がシバエビとそうでない

バナメイエビですか、その違いがわからなかったなんていうのは、そんなことを言ったら料

理人のやっぱり体をなしていないわけですから。だけど、こういうことをしっかり考えない
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と、町内でもやっぱり旅館の中で、エビなんか言ったら、なかなかイセエビやシバエビなん

ていうものばかり全部使えるわけではないですよね。当然、輸入物のものも使っているとい

う点もあるでしょう。 

  だから、やっぱり表示に対して正しい知識を持っていかないと、持ってそれに対してやっ

ていかないと、使っているキンメダイについても問われたときにどう答えるのかと、こうい

うやっぱり問題も当然一方の側では出てきますので、これはやっぱり私はしっかり研修して

いただいていかないと、やっぱり過去に温泉を偽造したなんていう、長野の方のやつもあり

ました。愛知もありました。しかし、やっぱり温泉と食ということで、この観光地の宿泊施

設というのはもっているわけですから、温泉は大丈夫だとしても、食べるということに対し

て、食のほうがいい加減な対応があれば、これはやっぱりどんなに片方で一生懸命誘客宣伝

しても、そういう方が１軒でもあらわれれば台なしですね。 

  やっぱりそういう危険性のある問題として我々しっかり見て、一緒に考えておかないとい

けないのではないかなと、全然あり得ないというようなことはないと思います。過去、やっ

ぱり花よりだんごですなんて言って、そういう方もレッドカードになってしまいましたけれ

ども、やっぱり花よりだんごもいけなかったわけです。お客さんからそういうことで見透か

されたわけです。赤い魚をキンメダイと偽るような商売をやられているところはないと思い

ますが、やっぱり今後お客さんの目が厳しくなってくる中では、しっかりとこういう問題に

対応していくということが重要で、やっぱり商工会任せとか、そういう任せるだけではいけ

なくて、一緒にやっぱりこれは考えていかないと。 

  そういう中で、たしか量も少ないですから、あれで稲取キンメを使え、また浜でも非常に

高いということで、これではやっぱり旅館も使えない部分というのは確かにあると思うんで

す。食堂でもね。だから、ではどうするのか。冷凍庫の問題、だけど冷凍庫だけでも間に合

わないかもしれない。でもやっぱりこれは、うちは稲取キンメは高いので、申しわけない下

田産ですよということをやっぱりちゃんと正直に言って対応していただかないといけないと

いうようなことが、今起きているわけなんで、一生懸命片方でお客さんを呼んでも、片方で

お客さんの信頼を失うということがやっぱりあってはならないということを肝に銘じていく

必要がある。 

  耐震化の問題ですけれども、やっぱり町長、県のほうも旅館にいろいろ尋ねて、大事だか

らということで、確かに資料なんかも置いていくとか、いろいろなことある。しかし、今ま

とまって国の方もなぜここまで来たのか、東日本大震災以降、お客さんをお泊めする宿泊施
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設のやっぱり責任として、しっかりとこの意味を考えていかないといけないと思うんですよ。

確かに診断料の問題、またそれに伴う改修費の問題というお金の問題が当然あるんだけれど

も、しかししっかりと今のやっぱり国民に対するある面で責任として、この問題は一緒に考

えていくと、これも非常に大事ではないかと。 

  やっぱりこの間伺ったら、下呂なんかの場合は、やっぱり国土交通省の方なりに来ていた

だいて、もう旅館、宿泊関係全体で学習会をするとか、一緒にやっぱり最低限知識も得た中

でやっていくという。当然、県や町も一定の補助について、そういう姿勢もあるわけですか

ら、それでも足りないのは一体ではどこなのか。どうしたらいいのかというのもやっぱり考

えていかなければいけないのが今の状況なわけですから、何となくチラシや何かでお知らせ

をしていますということだけではなくて、一緒にやっぱりしっかりお伝えをして、一緒にそ

の問題を考えるということがどこかしらで大事になってきているのかな。 

  そういう点では、この観光の課題というのは、どちらにしろ食の問題にしましても、耐震

化の問題にしても、しっかり関係者の皆さんと一緒に勉強もして、それに対して本当にどう

したらいいのかということを率直にやっぱり話し合うような機会も、私は必要ではないかと

いうふうに考えますが、いかがですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、山田議員のキンメと食品、２点目、これ全く同感でございます。

私も前に言ったように、大分日帰り温泉が少なくなって、行ったときに観光客が稲取に行っ

たら小さなキンメだったなんて言われて、大変、心の中で憤慨した中でその会話を聞いてお

りましたけれども、本当にやっぱり本物とまた違う魚、これは私は差別化しなければならな

いと考えております。 

  そういう中で稲取キンメが高くなる、これはしようがない。やっぱりほかのキンメとの値

段の差、これはもうあって当然でございますから、その辺、旅館さんの使うところにはもう

その差別化はしなければいけませんというようなことを言っております。全体的な会合をし

ていませんもんで、全体的な会合を開いた中で稲取キンメとほかのキンメとの差、金額的な

差をつけてほしいという中で、稲取キンメ、そのブランドは守っていきたい、そう考えてお

ります。 

  しかしながら、本当にキンメが少ないもんですから、これはいかに確保するか、これは大

変苦慮しているところございまして、またその辺も一つ今後の課題になってくるのではない

かと考えております。ただし、稲取キンメと他の差別化、これは自分も積極的にこれは介入
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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。 

  耐震改修につきましては、うち町一応、民間では３つぐらいのやつがある中で、一応県の

ほうが積極的にその辺の方を招いた中で講習ですか、そういう勉強会しているのは確かだと

いうことです。そういう中で産業者たちのある程度集まり的なことをやっておりますもんで、

5,000平米のほうに関しても耐震のほうはお金がある程度わかります。補修になると何億な

んてかかっていますし、また休業問題とも絡んできますもんで、これは銀行さんとの話も持

った中でやっていかなければならないと考えておりますもんで、その辺はまた御理解願いた

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、そうですね。なかなか難しい、ブランド化問題は、ブランド

にしてしまったということなもんですから、確かにブランドにして片方は高く売っていただ

きたいという部分、またそういうものを大事にしていくということは当然必要だと思うんで

すけれども、一方、消費の側に至りますと、なかなかこれは逆な問題が起きてくるというこ

と。 

  やっぱりただ、これはさっきの観光振興の問題でもそうなんだけれども、やっぱり旅館の

中でも僕は前から言うようにオール東伊豆、またオール伊豆でいいと思うんですよ、食材な

んかも。うちの町だけで肉から魚から全部と言ったって、なかなか難しいんですけれども、

でもやっぱり伊豆という中では県でもいろいろな形で指定するように、伊豆半島の中で見れ

ば肉であったり、いろいろな食材というのもあるわけなので、せめて伊豆という中でのお互

いが産品をやっぱり提供し合えるような形、少なくとも外国産だとか、肉が確かにそれは飛

騨牛のほうがおいしいかもしれないけれども、やっぱり伊豆牛もありますよという部分もあ

るではないですか。松坂牛のほうがおいしいのかもしれませんけれども、でもやっぱり松坂

牛だとか食べるんだったら別に神戸に行けばいいんだし、銀座に行けばいいという話になっ

てしまうわけですから、野菜も含めて、やっぱりもっとお互いそういう視点がないと、６次

産業化だって育っていかないわけですよね、さっきの問題なんだけれども。 

  さっき言わなかったんですけれども、アスドでやったやつ、僕、旅館の社長さん３人しか

見ませんでしたから。３人しか見ません。だから、そういうやっぱり状況ですよね。これは

やっぱりそういう点もしっかりと、それが今これから商売の柱なんです。当然、経営もある
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から安いということも大事なんですけれども、やっぱり東伊豆町、また伊豆へ来たというお

客さんをもてなすわけですから、伊豆でできるだけとれるものを使っていこうということが

柱にないと、やっぱりこれはいけないし、当然そういう姿勢があれば偽装だとか、そういう

ことなんかにはかかわらなくなっていくと思うんです。 

  これはぜひ、しかし認識を深めていただいて、今後、前から言っているように私はオール

伊豆で観光も戦っていかなければ、うちの町にない観光資源も伊豆半島にあるものもあるわ

けですから、こういう解決をしていただきたいと思いますし、間違った対応がないように、

しっかりと業界のほうを指導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） 今、山田議員の言ったオール伊豆は絶対必要だと考えております。だ

けど、私一番危惧するのは、キンメ、もうキンメというと、いつもいろいろなことで要望で

行きますよね。そうすると下田市さんがキンメはうちだというのがちょっと腹が立って、も

ういやそうではない、うちの稲取キンメはもう味は一番でと、そういうことを言ってしまい

ますけれども、基本的はやっぱりそのよさを生かした中で、キンメは下田でいいですよ。し

かし、味に関しては稲取キンメもありますよということを一言言ってもらえれば、そういう

中でオール伊豆をやっていきたい、そう考えておりますので、その辺は山田議員と同じよう

な意見でございますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第４問、農業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） 第４問、農業振興について伺います。 

  毎回質問をしている部分もあるんですが、有害鳥獣の関係について２つございます。 

  １つは有害鳥獣の対策として最近の傾向、町長、行政報告でも電気柵の問題を触れられて

おりましたけれども、今やっぱり各地全国的な対応の先進地というのは、個々の畑にやるよ

うな電気柵ではなくて、やっぱり緩衝帯を設けたり、防止柵というか、もう地域を囲んでし

まうというような、ゾーンでの対策が今主流になってきて、そういう方向にかなり来ている

んではないかなというふうに思うので、やっぱりこれらに対応していかないといけないので

はないかなというふうに私見ておりますが、その点が１つです。 

  ２つ目に、そういうゾーンで有害鳥獣に対して対応していく上で、やっぱり必要なのが超

音波の撃退装置や、この３月の有害鳥獣の講習会で、県の試験場なんかのほうが開発をして
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報告をしておりましたけれども、いわゆるピアノ線、ワイヤによるおりではなくて、熱感式

のおり、いわゆる個体が入って、その熱を感知しておりのドアが閉まる。これは猿において

も、鹿においても非常に有効だという実績は言われまして、早くそういうものが市販化され

て、また町にも導入されてくると大変いいなというふうに私感じたところなんですけれども、

なかなか今の段階では、今の状況はなかなか猿と鹿をおりでとるということについては、本

当に苦慮しているわけなんで、この辺の、これもう手を挙げて試験的にも、モデル的にでも

いいから、いち早く導入を決めていただくようなことが必要ではないかなというふうに考え

ております。 

  もう一つは、農業振興のもう一つの課題であります耕作放棄地の問題、これは耕作放棄地

につきましては、昨年度もたしかいろいろな現況調査等をされておるかと思いますし、そう

いう中でやっぱり貸付事業を含めて、その現状をどういうふうな形で改善をしていくのか。

この辺についてのお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、農業振興については３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点目の獣害被害に緩衝帯や防除柵の整備などゾーンで防ぐ取り組みの対応はですが、昨

年の12月定例会の一般でも御答弁させていただいたとおり、鳥獣害対策は全国的に長い間の

懸案事項で、抜本的な対策が確立されていないことは議員も御承知のことと思います。 

  御質問のゾーニングによる被害防止対策ですが、個々の対策から、地域ぐるみによる対策

を取り組むことは、場所の移動を伴う鳥獣に対してとても必要かつ重要なことだと思います。

全国的にもゾーニングによる鳥獣害対策を実施している地域もあり、近隣では沼津市の西浦

地区で数キロに及ぶ防護柵を設置した例もございます。 

  しかしながら、集落を単位とした地域づくりの難しさや、施設の維持管理等の問題がある

ことも事実です。また、緩衝帯の設置等についても必要性は理解いたしますが、当町のよう

な中山間地域では、山林と農地の間に緩衝地帯を設けることは地形的にも難しく、こちらも

広域的な設置でないと効果がないと判断しております。 

  ２点目の超音波撃退装置や県開発の熱感知おりの早期導入をですが、超音波撃退装置につ

きましては、既に長泉町や河津町で導入実績がありますので、その効果等詳細を調査し、導
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入に向けて検討したいと思います。 

  また、機械式の決定を改善した装置として開発されたと聞いております熱感知式のおりわ

なにつきましても、詳細を調査し、早期に導入できるよう検討してまいりたいと思います。 

  次に、３点目の耕作放棄地対策をどのように進めているか。耕作放棄地の現状は。貸付事

業などの実施はですが、耕作放棄地の現状につきましては、調査を実施した町内の全農地

8,411筆のうち、1,116筆が再生可能な耕作放棄地で、再生困難と判断された農地は694筆あ

りました。 

  耕作放棄地の対象として、既に御承知かと思いますが、６月定例会の須佐議員の一般質問

にも御回答させていただいたとおり、現在、この再生可能な耕作放棄地1,116筆の土地所有

者547名の意向調査を終了しております。11月現在で255名分の回答の整理が終了しておりま

すので、予定どおり本年度中に台帳の整理がまとまります。加えて、本年６月に新しく任命

された農業委員の皆様にも、各地区の資料を示しまして、現況の追跡調査をしていただいて

いるところです。貸付事業などの実施については、現在国会で審議中の新法、農地中間管理

業の推進に関する法律の制定により都道府県ごとに設置される農地中間管理機構が農地の借

り受け、貸し付けを担うこととなります。市町の役割としましては、農地台帳等の法定化に

より農地データの電子化やインターネット等による公表をすることとなります。 

○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） まず、そうですね、緩衝帯は確かに防止柵等々について言うと、町

長言われるように維持とか、その後どうするのかというような問題が確かにあるんですけれ

ども、ただやっぱり北川とか、大川の部分的なエリアで考えると、先進地で何十キロとかと

いう、国の制度ができて、毎年10キロぐらい、こういう柵を整備しているなんていう町は日

本中に幾つもあるんですけれども、そこまでやらなくても例えばいわゆる北川とかであった

り、大川のやっぱり被害の大きい地域ということであれば、その必要な柵の面積、距離とい

うのも２キロとか、３キロとかという部分ではなかろうかなと思うんですね。やっぱり確か

にうちの町の産業状況とか、農業の今の主体的な力量を考えても、全地域を囲むということ

にはなかなかならないと思うんですが、しかし逆にある程度囲わなければ、集落にも影響が

出るし、残されている農地も生かされないという部分もやっぱりあるわけで、そうしてみる

とこういうものについての検討についても、しっかりしていかなければならない。 

  これは例えば入谷でも、今、猿というのは見高のほうから、この近年少ないんですが、で
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もどこかしらに一定のラインを設けなければいけないだろうし、一定のやっぱり防止柵とか

いうものが必要になるのかなと。やっぱりその辺をちょっと将来的な問題としても考えて、

それに対して農業者等にもやっぱりこういう投げかけをしていかないと、やっぱり個々の農

家が自分のところへ電柵をやるだけでは守り切れないものが大きいし、特に猿なんかの場合

について、また特別な問題があるなという感じはしていまして、２点目の検討していただく

ものについてはぜひ、非常に私は県が映像で流してくれたものを直接見た範囲では、非常に

大型の鹿、また大きなイノシシ、また猿、それぞれがちゅうちょなくおりにかかっていまし

たので、非常に効果は高いものだなというふうには私は考えております。 

  それで、町長、最後の耕作放棄地の問題で、いろいろな調査がされているということは確

かにそうだと思うんですが、やっぱり利用していくということになりますと、ある程度１反、

２反という形で平らに造成されていくというような形が必要な部分もあるのではないか、ま

たできるところはそういう方向にしていかないと、なかなか借り手というのも、都会の人が

棚田が景色がいいからって借りてくれるというような形にはいきませんので、やっぱり何ら

かの農業、生産をしていく、また経営の規模の拡大をしていくということなどを考えてみま

しても、１反とか２反という面積ができるだけやっぱり平らなものを確保するというところ

に至らないと、実際やっぱり活用が、利用する側のほうから対応できないという面もありま

して、その辺が当然埋め立てたりとかいくと、当然道路で対応できるできない、あるんだけ

れども、これは何かこの辺がもう一歩進んでいかないと、本格的な活用というようなことに

つながっていかないような気をしております。 

  町長言われたように、農地の管理機構の問題については、なかなか今、僕は難しい問題が

あって、管理機構が借り上げたいろいろな形でやるというのは、仕組みとしてはそうですけ

れども、現実にはやっぱり農家として借りる人がいない以上は、やっぱり返してくるという

ような話もこの間されていましたので、できるだけ使える形、使えるものにしていかないと、

耕作放棄地というものが生かされていかないんではないかなと。幸いに今、町内でも道路工

事等の関係から、埋め立てをして優良な農地にしようなんていう取り組みが、今幾つか起こ

っているわけですから、そういうやっぱり流れをもっと大きな流れにして、農地の圃場整備

を進めると、やっぱりここのところが今すごく重要ではないかなというふうに感じておりま

すが。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 緩衝帯、今、具体的に北川、大川地区はできるではないかと、ここは
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ちょっとそれがいいかちょっとまだ今のこのままでは回答、ちょっとこれは検討させてもら

いたいと。 

  それに超音波、熱感知式、これを見る限り、これパンフレットですけれども、大変いいよ

うな感じは、言ったように超音波では長泉町、河津町がやったと聞いておりますもんで、こ

れは結果を聞きたいし、また熱感知、今言ったように大変いいようなというか、これは早目

に導入を検討していきたい。 

  さらに、耕作放棄地に対して、今、山田議員言った、やっぱり１筆の形が悪ければ、それ

は当然借りられない。今言ったようにまだ全体の調査が完了しておりません。私もまだ見て

おりませんもんで、それを見た段階で所有者のこともありますもんで、また所有者の理解が

得られれば、それはその方向でやっていきたいとは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） 以上で、14番、山田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いたします。 

 

散会 午後 ３時１８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４回定例会第２日目は成立しましたので、開会します。 

  なお、本日の会議終了後全員協議会を開催しますので、議員の皆様は御承知ください。 

  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。 

 

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

 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さんの第１問、予防接種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） おはようございます。 

  夏がついこの間まであって、すぐにまた冬が来て、今日の私の質問にある予防接種、それ
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が大事な季節になってきたのかなと、そういうふうに受けとっています。 

  今日は２問質問いたしますけれども、御答弁のほうについては一問一答でお願いいたしま

す。 

  それでは、まず第１番の予防接種については、毎年各種の予防接種が行われているわけで

すけれども、町民が有効に利用できているのかどうか、次の点についてお伺いしたいと思っ

ています。 

  まず、第１点目は肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチン、それから風疹ワクチンの

制度の内容と、昨年と今年の実績についてまず伺います。 

  それと、第２点目はワクチン接種の今後の実施方法はどういうおつもりなのかどうか、そ

れについてお伺いいたします。 

○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） おはようございます。 

  内山議員の第１問、予防接種については２点にわたる御質問ですので、順次お答えいたし

ます。 

  １点目の肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチン、風疹ワクチンの制度内容と昨年、

今年の実績はについてですが、肺炎球菌ワクチンの制度内容については、乳幼児を対象とし

た予防接種法で定められたものと65歳以上を対象とした任意の予防接種がございます。乳幼

児の予防接種は対象となる時期、接種回数が決められており、対象者については予防接種を

受ける期日、場所、副反応などの注意事項を保健師の訪問や個別通知の際に説明をしており

ます。 

  65歳以上を対象とした肺炎球菌ワクチンは任意の予防接種で、あくまでも本人の意思に基

づく接種ということとなり、１回の接種で５年以上免疫が持続すると言われております。申

請時には対象についての確認をさせていただいておりますので、現在は担当の保健福祉セン

ターを申請窓口としております。実績ですが、昨年度の10月から開始し、３月までに169人、

今年度は11月20日現在57人の方が制度を利用されております。助成額は3,000円となってお

ります。 

  次に、インフルエンザワクチンについてですが、原則65歳以上の方に1,000円の助成を行

っており、対象者の方には個別に御案内を通知しております。実績につきましては、年に１
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回の接種が勧められていることと接種率が平均50％と多くの方が接種されていることから、

昨年度は2,286人、今年度は10月1日から実施しており、11月20日現在356人の方が接種され

ております。 

  次に、風疹ワクチンについてですが、このワクチンについては乳幼児を対象とした予防接

種法で定められたものでございます。しかしながら、緊急的な対策として今年度は大人の風

疹が流行したことにより、先天性風疹症候群対策事業を任意接種といたしまして実施したと

ころでございます。内容につきましては、対象者は19歳以上で風疹にかかったことがなく、

予防接種を２回受けていない、妊娠を予定している女性、妊娠をしている女性の夫と、妊娠

している女性と同居している方となっております。助成内容は、風疹ワクチン4,000円、麻

疹風疹混合ワクチンでは6,000円でございます。11月20日現在21人の方が利用し、５人の方

が申請中となっております。 

  次に、２点目のワクチン接種の今後の実施方法はについてですが、予防接種法で定められ

ている定期予防接種については、賀茂医師会の御協力により保健福祉センターや役場を会場

とした集団接種で行っております。来年度につきましては、乳幼児は保健福祉センターでの

集団接種、小学生以上は医療機関で実施する個別接種で実施する予定となっております。 

○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、ワクチンの関係の制度内容と実績を報告していただいたわけです

けれども、これだけ肺炎球菌についても実際に去年が169名、今年が57名ということで、か

なり多い人数だと思いますね。これについては65歳以上については肺炎になる確率というの

は多くて、子供さんから大人まで全部合わせると65歳以上の方が95％ぐらいの確率でなって

いるというようなことなんですね。そういう点で、65歳を迎えた方についてはみんなできる

だけワクチンを打っていただくといいますか、そういう形が望ましいと思うんですね。そん

な中で、やはり心臓疾患だとか脳疾患の次に多いのが肺炎というようなことがデータとして

あります。 

  そういう中で、私は、これについては任意の接種になっておるわけですけれども、実際に

２点目のほうの会場ですね。実施方法についての関係で、ちょっと提案があるんですけれど

も、というのは、私も成人病の予防なんかでかかりつけの医者に行くわけですけれども、そ

のときにいろいろな奥様方、そういう方たちがやはり患者で来ていまして、肺炎球菌の関係

について、なぜ役場のほうで申請書を送りつけてくれないのかなと、年をとった方について
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は足がないもので、保健センターまで行けないというような声が随分聞かれたわけです。そ

ういう点で、私とすれば任意の制度で実際に保健センターで保健師さんとか、余りそういう

方から実際の効用だとか、あるいは副作用だとか、そういうことも含めていろいろなことが

あるからそういうふうになっていると思うんだけれども、実際に役場でやらないと不自由と

いいますか、そういう点が皆さんから聞かれるんですよ。 

  もう一つは、今65歳以上ということの皆さんは今度団塊の世代、実際に昭和22年、23年、

24年ぐらいに生まれた方が大体この地域の中にざっと見ても350人から400人ぐらいいるんで

すね。私どものちょうどその世代が22年の年の人たちが100人以上、やはり同じように23年

が100人以上、それから24年が100人以上、そういう中で、その皆さんがちょうど予防を受け

るような年になったわけですね。 

  そういう点で、できれば申請書、これは実際にここに予防接種の関係があるんですけれど

も、申請書を持って保健センターに行って、いろいろ御説明を受けるわけですけれども、こ

れは今、対象数がだんだん多くなってきている点もあるもので、できれば１カ月に一遍保健

師の皆さんに来て申請書を受け付けていただいて、そこでいろいろな留意事項だとかを教え

ていただくような格好にして、お医者さんに行けるような格好にしていただければなと思っ

ているわけですね。そういうことが可能かどうか、その辺のところをまず伺います。 

  それから、インフルエンザについても実際に今、私もこの数字を聞いてちょっと驚いたわ

けです。2,286人というと、相当数の方がやっているわけですね。そういう点で、私も毎年

ずぼらをして行かないと、女房にちゃんと行ってこないと、自分がなっても今後は孫にうつ

すとか、そういうふうなことが言われるわけですね。そういう点で、できるだけ、これも実

績がありますけれども、せっかく肺炎球菌も3,000円、それからインフルエンザについても

1,000円の費用負担があるものですから、そういうことも利用しながら実際に親切丁寧にイ

ンフルエンザの関係についても、どこの病院でも受けられると、そういうことも親切御丁寧

に書いてくれてあるんですね。そういう中で、できるだけ、若い人もそうですけれども、特

に年をとると体が弱ってくるわけですから、中心的にそういう人たちがちゃんとして風邪の

予防もしていくようなことが肝要かなと思っています。 

  それから、風疹等についても前にも言ったように、できるだけ妊婦のいるおうちの方につ

いては確実に受けていただいて、障害を持った子が生まれるようなことがないように、でき

るだけ協力をしていくような形がいいのかなと。 

  そういう点で、私も今年は特に先ほど冒頭に言ったように、ついこの間までが夏だったも
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のがいきなり冬が来たような状態があるものですから、特に今のこの時期も乾燥して風邪だ

とか、そういうふうな流行病にかかりやすいことがあると思うんですね。そういう中で、今

私が言ったように、肺炎球菌の申請等については、できれば役場のほうで１カ月に一遍受け

付けをしていただくとか、そういうものを確実にやっていただけるかどうか、その辺の確認

と、あとはインフルエンザ等についても、これは先ほど言ったように、子供さん方は小学校

だったか、そういう形で打って集団でやっていることがありますけれども、特に大人の方は

そういうことを含めて、自分だけではなくて子供さんにうつしたり、お孫さんにうつしたり

ということがあるものですから、特に私も含めて今年はちゃんと病院に行って接種をしてき

たいと思っていますもので、その辺のことについても便宜を図っていただけるような格好で

お願いし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） 今、健康についての内山議員の意見、そういえば肺炎の死因の率は本

当に高いです。これは自分も認識しております。それぞれ提案された肺炎球菌ワクチン、こ

の申請箇所を稲取地区もという御提案をされました。確かに今は保健福祉センターだけで稲

取地区の方には大変御不便をかけていると思います。そんな中で、とにかく可能かどうかで

すね。まず、調査を現課に聞いておきまして、もし可能ならばそれはやっていかなければ、

やはり稲取地区の方には申しわけないと思いますもので、調査した中で可能ならば、必ず月

何回できるかわかりませんけれども、稲取地区の人にもそういう便宜を図っていきたいと考

えておりますので、ちょっとこれは調査させてください。そして、できるものならやります

もので、その辺で御理解願いたいと思います。 

  次に、インフルエンザワクチンにつきまして、これ本当はせっかくこういうやつがあるも

ので、今とりあえず50％以上の方が接種されていますが、内山議員が言ったとおり、数多く

の方が接種していただきまして子供たちにうつらないような方向でやっていきたいと思いま

すもので、さらに啓蒙活動、より多くの町民が受けられる、そういう啓蒙はしていきたいと

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 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 今、町長のほうで肺炎球菌の申請について検討していただくというこ
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とですけれども、でき得れば感触的に事務局のほうも課長さんのほうからでも感触としてど

うなのかなというようなこともちょっとお聞きしたいものですから、よろしいですか。 

  実際に私も無理なことは無理だと思うんですけれども、一応年をとった方というのは足が

ないもので、どうしても自分も受けたいというようなことであっても、実際には65歳以上で

80の方がいらっしゃるわけですよ。そんな中ですから、私も病院に行くたびにそういうふう

なことをせかされて、これはどうなっているなんていう話があるものですから、できるだけ

ちょっと感触も含めて、もう一度御答弁を町長のほうと課長のほうから伺えればと思います。 

  後のことについては私も町長と同感で、せっかくある制度をうまく利用して、自分の健康

には留意していただかないと、せっかく長生きするものも長生きができなくなる、そういう

こともあるものですから、何度も申し上げるように、役場のほうでも親切丁寧にやってくれ

ております。それをまたもう一度啓蒙も含めて、せっかくある制度、それから今年は特に寒

暖が激しい形があるものですから、ぜひよろしくお願いしたいと思っています。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 肺炎球菌ワクチン、この申請場所に関して先ほど言ったように、自分

自身はやはり稲取地区の方にはそういう御無礼があるならば、なるべく稲取地区もやってい

きたいと考えておりますけれども、これはやはり現課のほうのあれもありますので、やはり

現課等と相談をした中で自分自身はやっていきたいと考えております。それなので、今、後

は事務局から現状は説明させますので、その辺はよろしくお願いいたしたいと思います。 

  次に、風疹ワクチン、これちょっと今回の助成している先天性の風疹症候対策事業のワク

チンは、来年の３月31日までの時限でございますもので、来年の３月31日以降、過ぎますと、

そういう制度がなくなりますもので、その辺はまた町民の皆さんに御理解願いたいと。あと、

現課のほうで現状を説明いたすので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） 肺炎球菌の申請についてですが、現状は保健センターで受

けているという内容につきましては、この予防接種は１回打つと約５年間持続するというこ

とがありまして、これを間違えて２年目に打ってしまうと注射部位が非常に痛むとか、そう

いう副反応が出たり、あるいは脾臓の摘出の疾患をお持ちの方は、主治医の指示により健康

保険の適用となるということもございますので、その辺で現在は保健福祉センターのほうで、

内山議員御存じのとおり受け付けをしているという現状になってございます。ただいま町長

のほうからも御説明がありましたように、今後は月に１回とか、あるいは２回、３回できる
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か、その辺は保健師のほうとも検討いたしまして来年度からはできる方向で検討していきた

いと考えております。 

  以上でございます。 

（何事か言う声あり） 

○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） それにつきましては年明けからでも実施できるように今年

度中に一応検討をしていきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、経済対策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、２問目の経済対策の関係ですけれども、実際に昨日も町長

のほうから今年も49万人で4.5％くらいのお客さんが減っている。それにはいろいろな大手

の旅館だとか、そういうところの休業だとか、そういうもがありますけれども、実際にまた

例年言っているように、80万人を超すのかどうか、そこらの点も心配なんですね。そういう

中で観光の入り込み客減少の歯どめをかけるために、いろいろ町でも観光協会も入り客に努

めているわけですけれども、まず第１点は、ついこの間終了しました細野高原のイベントの

実績、それと入山料と、それからパスポートの販売の状況ですね。それと、パスポートの利

用の業種、どういうお店だとか、あるいは旅館だとか、そういうものが何％ぐらい業種別に

使われたのかどうか、その辺のところがまず第１点。 

  それから細野高原だとか、あるいは付近の景観だとか、あるいは環境整備を今後どのよう

に考えているのかどうか、その辺をお聞かせ願いたいことと、それから第３点目には、キン

メダイの商標登録を契機にしたキンメダイのまちづくりといいますか、前回もちょっと同じ

ような質問をしたわけですけれども、改めて具体的な推進方法をどうするのかどうか、その

辺についてお伺いいたします。 

○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、経済対策については３点からの質問となっており

ますので、順次お答えいたします。 
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  １点目の細野高原のイベントの実績並びに入山料及びパスポートの販売状況と利用業種の

内訳についてですが、細野高原のすすきイベントについては、稲取４区の皆様、特に入谷区

民の皆様の御理解と御協力をいただき、事故もなく無事に終了することができましたことを

この場をおかりしてお礼申します。 

  イベントの実績についてですが、町の観光協会によれば、来場者は１万912人で、前年と

比較して676人、およそ７％の増加となったと伺っております。 

  昨年が好天に恵まれ雨天中止が４日間だったのとは対照的に、今年は週末のたびに雨が降

るなど、雨天中止は途中中止を含めると10日間となりました。このような悪条件にもかかわ

らず１万人を超える方においでいただいたことに加え、１日の最多来場者数の比較で昨年の

1.5倍以上を記録するなど、来年度以降のイベント実施について大きな手ごたえを感じたと

ころでございます。 

  また、昨年は任意で１人200円の協力金をお願いしましたが、今年は入山料として自家用

車で来場される方から１人500円、稲取駅からのシャトルバスを利用される方から１人400円

をお支払いいただき、合計で１万108人の方からおよそ460万円の入山料を徴収させていただ

きました。幸い大きなトラブルもなく、多くのお客様から入山料に対して肯定的な御意見を

いただくことができました。 

  さらに、シャトルバスでお越しの方には、町内消費を促すために１人600円分の地域おた

のしみ券を細野高原パスポートとして2,220枚販売させていただきましたが、販売総額は133

万2,000円分となりました。11月26日現在でおよそ56％が換金され、イベント会場における

使用が66％、その他町なかでの使用が26％、タクシーでの使用が８％となっており、町なか

での使用状況は飲食関連が97％以上を占める結果となりました。 

  今後はイベントについての反省会を開催するなどして、多くの方から意見をお聞きし、よ

りよいイベントを目指してまいりたいと考えておりますので、町民の皆様の御理解と御協力

をお願いいたします。 

  次に、２点目の細野高原及び付近の景観及び環境整備を今後どのように考えているかにつ

いてですが、三筋山から細野高原と伊豆七島を見渡す絶景は、訪れた多くの方から絶賛され、

貴重な観光資源として今後も誘客に大きな力を発揮するものと考えており、自然保護や景観

上の観点から自家用車の細野高原内への乗り入れを事実上規制する形でイベントを開催して

いるところでございます。 

  また、環境整備については、本年はトイレ、駐車場、アクセス道などを町の財政負担が生
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じない形で実施することができたことから、イベント開催のための必要最低限の条件は整え

たものと考えておりますが、イベント広場から三筋山駐車場に至る道路の整備等課題も残る

ことから、イベント従事者や来遊者の意見等も参考にしながら、今後も可能な点から改善を

図ってまいりたいと考えております。 

  次に、３点目のキンメダイの商標登録を契機にしたキンメダイのまちづくりをどう推進し

ていくのかについてですが、御案内のとおり、今年６月に念願の伊豆漁協の稲取支所が出願

しておりました「稲取キンメ」が特許庁の地域団体商標に登録されました。地域産業の活性

化や地域おこしに大変有効な地域ブランドとして商標権を得たことになり、内外に対するＰ

Ｒ効果は非常に大きいと考えます。しかし、ブランド魚となりました稲取キンメのみでまち

づくりをすることは不可能と考えます。この町を訪れるお客様など消費者のニーズを把握し、

町内の各産業と連携し、地産地消など魅力ある商品提供への工夫が重要と考えます。そのた

めには、６次産業化によるまちづくりが有効的と考えます。ぜひ全国に発信できる斬新なア

イデアに期待をするとともに、行政としても必要な協力をしてまいり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） 細野高原の関係については昨年より多くの方が見えた。１万人を超し、

１万844人ですか、そういう中で、実際に今年は私も朝市等に出店をさせていただいており

ますけれども、毎週週末は雨で、よくここまで数字が伸びたのかなと。実際に２万人ぐらい

の予想は皆さん上がったと思うんですね。それでも毎週９月のころから週末は雨で、ここま

でのお客さんが来てくれたことについては、相当観光協会も含めて町の応援、それから旅行

業者の方も、むしろ私も初めは入山料といいますか、そういうものを２年目でお取りになる

ということはどうかなということを考えたんですけれども、逆にお聞きしたところによると、

パスポートがあるおかげで各旅行業者等に宣伝もしやすくなった、あるいは来るお客さんも

すっきりそこの中で入山料と、それからパスポートの中に商品券的な形で入って使いやすい

というようなことも聞かれてきました。そういう点で本当に皆さんの努力といいますか、そ

ういう中で、町も挙げて伊豆急さんなんかにも協力を仰いでやった効果だと思います。 

  そういう中で、一つのパスポート等の関係で、飲食店にもたくさんの方に行っていただい

たということは相当よかったと思います。それから、できれば今年についても、私はよく言

うんですけれども、商品券の関係ですとか地域商品券もそうだし、それからこういうような

形のパスポートだとか商品券が出ても、なかなか各店頭だとか、あるいは朝市の会場の中で
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もそういうようなお知らせするようなものがないんですね。そういう点で、できればそうい

う普及活動を各関係団体でお願いをしてやっていただくようなことがあれば、お客さんのほ

うも使いやすいのかな。 

  それで、実際にお客さんの層もグループのお客さん、それから老若男女の方、あるいは家

族客についても今年は相当多くなったというものがあります。十分来年もこれを期待してお

りますから、できるだけお客さんの歯どめについては町のほうも協力を惜しまないようにし

てあげてもらいたいと思っています。 

  それから、舗装等の環境整備といいますか、その中でついこの間の伊豆新聞にも差し当た

っての問題点というようなことが指摘されておりましたけれども、私も全く同感なんですね。

というのは、ここで伊豆新聞のコラムをちょっと読ませてもらいますけれども、問題点だと

か、課題を幾つか上げてみたいというようなことで、まずは入場門とイベント広場への移動、

急坂の舗装路を高齢者に歩かせるのはちょっと酷に映った。それから、一帯にあずまやだと

かテントが一切なく冬の雨をしのぐ場所がない点も対策の必要があり、それから長期的には

高原へのアクセス整備も必要ではないかというような指摘があるんですね。これちょうど今

年は特に天候が悪くて風が吹いたり、あるいは突然の雨で、なかなか厳しい自然状況だと思

うんですよね。そういう中で、来たお客さんが雨風が防げるといいますか、ちょっとそうい

う場所が簡易的な格好でもよろしいと思うんですけれども、あれば全くいいし、それから特

に来たお客さんの皆さんに地場の産品を買っていただくとか、あるいは温かい飲み物を飲ま

せて上げるというようなことで、入れてくれた方もいらっしゃるわけですね。そういう方に

ついても実際に平日の200人とか300人程度のお客さんのときでも行っていただいた出店者も

いるわけですよ。そういう方からもお聞きすると、なかなか天候が悪くて寒くて、それから

風が吹いて自分たちもそうなんだけれどもお客さんも大変なんだよ、だから何か雨風が防げ

るような売店コーナー的なものといいますか、それからちょっと温かい飲み物を上げるよう

なところがあれば親切なのかなと、そんなふうに思っているわけですよ。だから、ぜひその

辺のこともまた観光協会等とお話しして、そういうような形でやっていただくことができれ

ばと思います。 

  それから、あと、長期的な形で見た場合に、私は、これからせっかく細野高原は今のスス

キのシーズンだけでなくて、４シーズン使えるような格好になれば一番いいのかな。そうい

う点での環境整備といいますか、それは一つは大きい角度でいうと、例えば食事をして、春

は河津桜というのが長くもちますから、あそこは細野というのは風が強いから、ソメイヨシ
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ノあたりだとなかなかもたないと思うんですよ。そういう点で、河津桜とかそういうものを

植えて長期間にわたって桜が見えるようにするとか、あるいは今度は山焼きの季節について

も山焼きをお客さんに見せるような工夫もまた必要だと思うし、それからススキがあった次

のときはもみじだとか、あるいはそういう紅葉ができるようなもの、そういうものの植樹を

来年１年とかではなくて、何年もかけて10年ぐらいかけて、そういう形のものを植樹をして、

４シーズン見られるような植樹といいますか、そういうものを専門家のほうにも―あそこ

はちょうど風も強かったりするものですから、それから乾燥もひどいもので、なかなか木が

育たないというようなこともあります。そういう点で専門家等の御意見も入れて、そういう

植栽をして環境を整えていくようなことがこれから必要なのかなと。 

  ちょうどもみじといいますと、今の季節はちょうどあそこの放電林のところ、今ちょうど

右側に駐車場があって、ちょっと今、ど忘れしたんですけれども、鳥の公園がある手前から

ずっと今もみじが10本ぐらいあるんですけれども、本当にきれいなんですね。そういうこと

を含めて、私、細野もそうなんだけれども、細野を特に今これからの関係でやっていったら

どうかな。それから、実際に10本程度のものでも相当やはり景観的に見てきれいなんですよ

ね。そういうことも含めて、あの辺はまだ花の咲く丘だとか、そういうこともありますけれ

ども、それから稲取高原のほうに行く形のものについてもそういう整え方をすれば、もっと

すばらしいところになってくるのかなと。 

  そういうことで、できるだけ、何度も申しますけれども、まずは差し当たっての問題点だ

とか課題については先ほど伊豆新聞が取り上げたようなこと、そういうものをチェックして

いただいて、来るお客さん、それからそれを迎い入れる売店だとか、そういう形の雨風防ぐ

ようなものをできるだけ考えてあげてもらいたいことと、それから４シーズン細野高原が使

えるような形のものを町が示してあげて、それを実際に今度は観光協会だとかそういうとこ

ろでやっていくようなものをつくっていただくようなことになればいいのかなと思っていま

す。 

  それと、あとキンメの関係ですけれども、キンメダイをせっかく商標登録したわけですか

ら、これは実際には産業団体等でみんなで協力してあげて、実際には産業団体連絡会という

のは国にある団体が一緒になって、それから地域の産業をこうしていくというようなことで

協力をし合う相互扶助の組織だと思うんですね。そういう点で、せっかく漁協はそういうも

のを取り上げていくについては産業団体連絡会等で協力をして、それを今後また観光協会が

観光的に生かしていく、そういうふうな各団体の組織を有効に使ってやっていくことが肝要
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かなと思っています。 

  それで、私はキンメダイの関係で、これはちょっと小さ過ぎて見えにくいんですけれども、

これはキンメのゆるキャラなんですね、キンメダイの。こういうようなものも各地でこの間

つい最近埼玉県のほうでそういう大会があって、静岡県の家康くんですか、そういうものが

２位になったというようなことがあります。それで、実際にそこには２日間で25万人ぐらい

の方が見えている形があるんですね。そういうものを一つはゆるキャラに例えばこういうも

のを観光協会、あるいは漁協がゆるキャラを公募して求めて、それで一番になったものをゆ

るキャラとして、それからいろいろなのぼり旗だとか、あるいはゆるキャラポスターとか、

そういうものをつくって、そういうところに参加するようなことも考えていくようなことが

必要なのかなと。 

  これは実際に家康くんの場合なんかでも、県内で経済効果というのは88億円、それから全

国的な面で見ると、172億円ですか、そういうふうな金額が上がっているんですね。それで、

くまモンの場合なんかは、昨年だけで二百何十億円といいますか、そういうふうな経済効果

があるということなんです。今これを一つのゆるキャラのものを地場のお菓子にもなったり、

あるいはいろいろな小さい電話につけるようなああいうものにしたり、そういうことの経済

効果ということを考えたら、そういうことも漁協ができるだけそういうものに目をつけて、

それを各団体で協力してやっていくといいますか、町も当然フォローしなければいけません

けれども、やっていただいたらどうかなと。 

  それから、実際に昨日の中でキンメダイというようなものが実際少なくて、旅館の流通だ

とかそういうものに乗っていかないということがありますけれども、逆に私は、キンメダイ

のまちづくりということについては、稲取に来ればキンメダイというものがみんなわかる、

稲取のキンメはもちろん町長もいつも言っているように、一番おいしいですよ。あと、また

下田もあるし、あるいは千葉にもあるし、例えば四国のほうもあるし、あるいはノルウェー

だとか、あるいはスウェーデンだとか、あるいはアメリカだとか、英語をしゃべったりロシ

ア語をしゃべったりポルトガル語をしゃべるようなキンメもいるわけですよ。だから、そう

いう中で私は稲取キンメも宣伝ももちろんだけれども、稲取へ来たらキンメの是非が分かれ

てしまうといいますか、キンメダイも今言ったように、いろいろな種類があるわけですね。

だから、例えば漁港のところに簡単な資料館をつくって、これが稲取キンメだとか、そうい

うふうな標本だとか、あるいは写真だとか、そういうものを置いたりしながら―それから、

例えば料理にしても、特徴があると思うんですよ。稲取キンメのお刺身はおいしいとか、あ
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るいはノルウェーのキンメは干物にしたほうがいいとか、あるいはポルトガルのものは何が

いいとかということがあると思うんですね。そういうことの料理の工夫だとか、そういうも

のも比較したりしながらやっていくようなちょっと資料館的なものがあっていくことを考え

てみることも必要なのかな。あるいは、そういうものの関心をよく前にも言ったように、さ

かなクンみたいな人に監修してもらって、やはり観光協会のほうとすれば、そういうものを

宣伝に使うといいますか、そういうことを考えていくことをしていただいたらどうかなと。 

  それから、この辺についてはたくさんあると思うんですね。それで、今の旅館だとか、各

お店で売っているものもいろいろなものがあって、実際に漁協さんの場合なんかは港の朝市

に出ているわけですけれども、漁協さんの場合ははっきり稲取キンメの例えばみそ漬けであ

ったり、それからこのキンメダイのみそ漬けはノルウェー産ですよと書いてあるんですね、

表示を。そういうものもできるだけ徹底させて―だからキンメもいろいろな特徴があると

思うんです、さっき言ったように。ここのキンメは例えばみそ漬けで食べたほうがおいしい

とか、あるいは干物で食べたほうがおいしいというような特徴を出したような形を各お店で

やっていただいて、差別化してお互いに区別というか、そういうものをして稲取キンメを使

わないとだめだとかではなくて、追い出してしまうのではなくて、稲取へ行けばいろいろな

キンメの知識も得られたり、それからおいしい食べ方を、ここのキンメはこういう食べ方が

できるというようなことをわかるような形をひとつ工夫していったらどうかと思うんですね。 

  そういう中で、私はできればそういうことを町を挙げて漁協さんに対して、先ほど言った

産業団体連絡会を通じたりしながら協力してあげて、それで観光協会はそれを一生懸命宣伝

する、そういう役割分担の中でやっていくことができれば一番いいのかなと、そんなふうに

思っています。 

  それと、あとはキンメのキャラのことについても実際に先ほどちょっとテレビ局の方にも

聞いたら、例えば伊東だとか熱海だとか、そういう町にもいろいろなゆるキャラがあるんで

すよ、静岡県の中でも。だから、できればうちのほうは観光地ですから、ゆるキャラの県大

会を東伊豆町に誘致してやるようなことも一つの方法かなと。イベントとしてやっていくよ

うなことも考えていったらどうかなと思うし、それからあとは、キンメのゆるキャラができ

ればそれを口実にイベント期間というのか、１カ月ぐらいキンメダイのお祭りだとか、そう

いうものをやりながら、先ほどから言ったようなことを含めて企画をしてやっていくような

ことを考えたら入り客の歯どめにもできるのかなというようなことの考え方をします。 

  そういう点で、その辺のことが町として協力が可能かどうか、そういうことについてよろ
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しくお願いしたいと思っています。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） いろいろありましたので、答弁漏れがありましたらまた言ってもらえ

ればありがたいと思います。 

  まず、細野高原、今年のあれ、本当に土日天気が悪かったもので、私も大変苦慮していま

して、入山料を取ったもので果たしてどれだけいくかという中で、自分自身はもう１万人い

けば入山料を取って、この悪天候の中で大成功だなと思っています。当然やる前は１万

5,000人から２万人ぐらいの入山者を期待したんですけれども、今回の天候、さらに入山料

を取ったという中で１万人いったということは、私は大成功ではなかったかと自分自身はそ

う考えております。 

  さらに、今、問題点もさまざま指摘されました。これは本当伊豆新聞さんの言われるとお

りで、まず私もたびたび行かせていただきました。その中で、やはり入場門とイベント広場

までの坂を上るのは高齢者に対しては大変厳しいかなと自分自身も感じておりました。そう

いう中で、体にちょっと障害のある方も当然入場門から車でイベント広場まで行かせました

し、この辺はまた来年に向けての当然反省点で話し合うべきだと思います。 

  それで、雨のときの待避所、これも当然今回始まる前からちょっとそういうことは問題に

なるのではないかなということを考えた中で、今回ちょっと間に合わなかったということが

あります。 

  さらに、細野高原までのアクセス、これはもう当然壇上でも言ったように、逐次整備して

いかなければ、当然またいろいろ地域の方に不便を感じますもので、この辺は逐次整備でき

るところは整備していきたいと考えています。 

  それで、細野高原の当時からの所有者は４区でございますもので、あくまでも４区の協力

がなければできませんもので、まず町と４区がタッグを組んだ中で、この細野高原の活用は

していきたい、そういう考えでございます。 

  さらに、言われました山焼き、この件ももう当然数年前から山焼きも観光イベントができ

ればいいのではないかなと。これは４区の方が山焼きを言っている中で、やはり稲取の山焼

きは大室古墳の山焼きと違って大変危険性が伴うもので、ちょっとこれは厳しいよというこ

とは言われておりますけれども、できれば山焼きを観光資源とする、それは大変すばらしい

ものですから、その辺はまた安全性を含めた中で、また４区の皆様方に言っていきたいと考

えております。 
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  それで、さまざま提案されました河津桜、もみじ、これが果たして細野高原に合うかどう

か、またいろいろな面の中で検討しなければならないと思うし、自分自身も細野高原は四季

を通じて４区の皆様方と協力して活用していきたいということは、内山議員と全く同感でご

ざいます。そういう中で、春は山菜狩りがあります。そして秋はススキがあります。あと夏

と冬、そういう中でやはり今回駐車場を整備しましたもので、駐車場を遊ばせておくのはも

ったいないと自分自身は考えて、せっかく整備したものですから、それを何とか活用したい

と考えておりますもので、いろいろな方と相談しながら、四季を通じて細野高原を楽しめる

よう、そのような方向でいきたい、そういうことを考えておりますので、またいい意見があ

りましたら、内山議員からも提案していただければありがたいと思います。 

  次に、ゆるキャラ、キンメの関係でございます。 

  まず、キンメ、内山議員が提案されましたこの稲取に来ればキンメが何でもわかる、これ

は大変すばらしいことではないかと、私もそういう生き方もあるのかなと考えましたもので、

それは大変すばらしい提案だと思いますもので、これはちょっと検討させていただきたいと

思います。基本的にはキンメは漁協でございますから、やはり産業団体連絡協議会の中に入

っていますもので、町を挙げてとなると、やはり産業団体連絡会の中で餅は餅屋の中で、こ

の方向でキンメダイをやっていきたいと思います。 

  それから、今ゆるキャラのことも出ました。これ、本当この伊豆半島東海岸でゆるキャラ

はほとんどのところにあります。11月だったか、温泉いっぱい花いっぱいと、やはり伊豆半

島全体の中で、やはりゆるキャラが結構出てきました。そういう中で、自分自身も何とかゆ

るキャラを欲しいなという願望はあります。これも果たしてキンメダイのゆるキャラがいい

かどうか、これは提案しなければならないし、また若い子に聞きますと、ゆるキャラも、と

にかく５レンジャーとか６レンジャー、６温泉郷ありますもので、各温泉郷に対する何か特

徴のあるレンジャーというんですか、よく５レンジャーといいますよね。だから、うちの町

は６温泉郷あるから６レンジャーになるからいいのではないのということも提案されており

ますもので、これはいろいろな面でまた検討して、何かしらやはり町のそういうシンボリッ

クなものは自分自身も欲しいと考えておりますもので、これはやっていきたいと思います。 

  さらに、キンメの差別化ですね。これは内山議員の言われたように、今年の６月にキンメ

ダイの商標登録イベントをやったときに、やはり稲取キンメとほかのキンメを同時に出した

ときに、稲取キンメのほうが先に売れてしまったんですよね。それだけ稲取キンメという名

なもので、やはりこの差別化、産地をちゃんと表示する、これはもう基本的には野菜とかや
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っておりますし、できれば朝市の方には全て、前から言っているように産地は表示してほし

いということはまたやっていきたいと。この産地表示は絶対必要だと考えておりますもので、

これはやっていきたい、そう考えてございます。 

  以上でございます。 

○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、１点目の舗装の工事については、先ほど言ったように、これだ

けの規模になってきて本当に心強いのかな。そういう点で、観光協会に対する協力をまた町

のほうも強力にやってあげていただきたいと思っています。 

  それから、四季についての環境整備、その辺についてもぜひ私も町長が言ったことと同感

で、短期的には先ほどの問題点をまず直すことと、それから長期的には四季折々の形のもの

を整えていくといいますか、そういうことの中でやはりお客さんが飽きずに来られるような

形のものをつくっていくことが大事なのかなと。それから、本当に先ほど言ったように、鳥

の公園のところのもみじをちょっと見てみてくださいよ。何本しかないけれども、本当にあ

れが例えば100本でも200本でもあったらすばらしい景観になると思うんですね。そういうこ

とも先ほど来言っているように、細野高原だとかは昔から低木しかなかなか生えないで、木

の剪定なんかも大変だと思うんですね。そういうことも専門家を入れながら長い期間をかけ

てやるような計画を立てていただいて、充実した機能を持たせるような格好にしていただけ

ればと思っています。 

  それから、キンメダイの関係ですけれども、これはやはり私は―何とかレンジャーも、

うちの孫なんかもいて、本当に今子供たちは喜ぶんですね。そういう点もありますけれども、

一つは、せっかく地場の産品としてキンメダイは日本で一番誇れるものだと思うんですよ。

それから、やはり先ほど言ったように、キンメのまちというか、そういうものを宣伝しやす

くて、それによってお客さんが来る可能性ということは十分高いと思うんですよ。だから、

漁協のほうにも十分指導していただいて、まずキンメのゆるキャラを公募していただいて、

そういうものが決まれば、のぼり旗だとか、そういうようなものをつくっていく。 

  それから、実際にのぼり旗だとかそういうものができれば、毎週開催する港の朝市だとか、

そういうところにでも、のぼり旗を立てて―あるいは現在でも町のほうからお願いした永

井裕子さんの金目の大将、あれも時々にかけているわけですよ。もうエンドレスで１回かけ

ると金目の大将と雛のつるしの歌が１時間に20回も30回もかかるような格好になっているん
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ですよ。 

  そういう点で、比較的宣伝しやすいといいますか、そういうこともあるものですから、で

きればゆるキャラをつくって、のぼり旗だとかそういうものができれば、すぐにでも宣伝を

できるような形になると思うんですね。 

  それから、できれば先ほど言ったような資料館的なものをつくって、キンメの色がわかる、

稲取キンメがどうだとか、あるいは下田のキンメだとか、千葉のキンメだとか、あるいは外

国産のキンメがどこの産地でどういう料理がおいしいとか、そういうものがわかるような格

好のものだとか、そういうものを専門家も入れて工夫していただいて、そのものをいろいろ

な今言ったような資料館だとかそういうものができれば、副産物としてお土産物ができると

か、そういうことも普及してくると思うんですね。 

  だから、もう一つは、町長も自分自身も絶えず思うんですけれども、稲取のキンメは一番

おいしいということは私も十分わかる。だけれども、実際に売っているキンメダイが別のと

ころであればはっきり表示をして、漁協さんはその辺はしっかりして、やはり自分たちが稲

取のキンメが一番おいしいということがあるもので、稲取のキンメと、だけれどもチリのキ

ンメダイもみそ漬けで食べるとおいしいよ、そういうものも併用して売っているんですね。

そういうことをできるだけ指導していただいて、朝市だけではなくて各料理のお店だとか、

あるいはお土産品店でもそういう形をとっていただくようなことを御指導されていくことが

できればと思います。 

  それから、ぜひイベントについても考えていただくというか、せっかくのものですからイ

ベントの期間を設けて、それから先ほど言ったゆるキャラのまず県大会くらいを目指して皆

さんで産業団体連絡会あたりで検討してあげて、漁協に強力に推してあげればそれも可能だ

と思うんですね。そういう点で、ぜひ町を挙げて入り客の歯どめをかけるために手をできる

だけ打っていただきたいと思っておりますから、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、細野高原の反省点として私が一つ言い忘れましたものは、入山

料を取ったことがよかったです。要するに、入山料の地元の人が200円ということは、みん

なわからなかったんですよ。地元の人もやはり500円取られるのかなということを結構そう

いうことを言われました。しかし、200円ですということを言ったら、ああそうかというこ

とがございましたもので、これはやはり地元の人に対する啓蒙を、これもちゃんとしていか

なければ、やはり今後長く続かないとは考えておりますもので、一つの反省点として地元の
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人の料金を徹底的に200円ということをやらなかったということは、今回私は一番反省して

おります。やはりそこで地元の人のちょっと評価を得られなかったことは自分自身考えてお

りますもので、入山料に関してはそこが一番私は反省点として来年以降はしっかりやってい

きたい、そう考えております。 

  次に、もみじ、これは滑り台のところはこれは本当にすばらしいもみじです。このもみじ

に関しましては、前回緊急雇用でやった人が大変すばらしいもみじがある、あそこへ１カ所

へ集めればもみじの里になるのではないかというようなことでやってくれたんですよ。本当

に大変その人たちもボランティアの人たちにも大変感謝しています。本当に、内山議員から

大変すばらしいもみじというのは聞きましたもので、これは臨時雇用の方に本当にこれは感

謝しなければならないし、さらにその辺の四季を通じた中で本当に細野高原にもみじが合う

かというのも、やはりこれはちょっと検討させてください。本当にこれは四季を通じていろ

いろな方の中で聞いて、細野高原、何が一番いいかということは、これは今後検討していか

なければならないと考えておりますもので、その辺は検討課題としてやらせていただきたい

と思います。 

  さらに、あとは資料館、これは大変私もいいアイデアではないかと考えています。これは

即答できません。検討させていただきたいという中で、あとはキンメダイを使ったまちおこ

し、いろいろなことを今提案されました。ゆるキャラ、さらに相乗効果、この辺は産業団体

連絡会の中でまたこういう提案があったという中でこれは検討させていただきたいと思いま

す。 

  それで、一番やはり自分が思うのは、表示ですよね。やはり今、全てにおいてどこにおい

ても生産者に対する、これはとれたところですけれども、野菜なんかは特に生産者の表示を

しなければ、これはもうほとんどこれがあることではやっていっていると。やはりその辺は

表示ということは大変重要だと考えておりますもので、これは魚のみならず、野菜とかいろ

いろやっているところにはもう厳しく産地表示をしてほしいということは訴えていきたいと

考えております。 

  以上です。 

○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、１０時４５分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３１分 
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再開 午前１０時４５分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 須 佐   衛 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に、１番、須佐さんの第１問、耕作放棄地、空き家対策についてを

許します。 

  １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） こんにちは。 

  本日、４問通告しております。一問一答にて答弁をお願いいたします。 

  耕作放棄地、空き家対策についてということで、前回６月議会で町が行っている調査とい

うことで質問させてもらいました。その際、委員会を立ち上げて利活用を検討したいという

ような話もあったと思うんですが、その後地元紙の報道によれば、空き家調査、この秋には

まとめられるということでしたので、その辺のことについても質問させていただきたいと思

います。 

  １番、現在把握している耕作放棄地、空き家の状況を伺う。 

  ２点、耕作放棄地、空き家対策のための次年度に向けた政策はどのようなものか。 

  以上、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） 須佐議員の第１問、耕作放棄地、空き家対策については、２点からの

質問になっておりますが、１点目の現在把握している耕作放棄地、空き家の状況を伺うと、

２点目の耕作放棄地、空き家対策のための次年度に向けた政策はどのようなものかにつきま

しては、関連がありますので一括してお答えいたします。 

  まず、御質問の耕作放棄地の状況につきましては、さきの山田議員への回答でお示ししま
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したが、現地調査を実施した町内の全農地8,411筆のうち、1,116筆が再生可能な耕作放棄地

で、再生困難と判断された農地は694筆ありました。また、この1,116筆の土地所有者の意向

調査も終了しております。 

  次年度に向けた政策ですが、この件につきましても山田議員への回答のとおり、現国会で

審議中の新法の規定に基づき、市町の役割を担うものとなります。 

  次に、空き家対策についてですが、住宅地図をもとに町内全域5,971軒の現地調査が終了

し、暫定数値ではありますが、空き家861軒、空き店舗167軒となりました。現在集計作業を

行っておりますが、その後所有者の確認作業を行う予定となっております。３月末に全ての

作業が終了する予定ですので、その成果品を分析した結果に基づき、具体的な活用を図りた

いと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 今日、ちょうど地元紙伊豆新聞を見ていましたら、これは熱海の事例

だったんですけれども、「空き店舗、ゲストハウス、古い建物をアトリエに」といったよう

な記事が出ておりました。これはどうやら国土交通省の主催で開かれたものらしいんですけ

れども、全国各地のまちづくりに取り組んでいる約30人が参加して、市内の空き家、空き店

舗を題材に事業プランを作成したといったようなことがありました。こういったものが実際

にこういう形で上がってきておるわけなんですが、実情、例えばうちの町でどういうふうに

当てはまるかということになると、非常に難しい点もあるのではないかなということを思い

ます。ただ、その取り組みとして近隣の市町でこういうことをやられているということで、

非常に参考になるなというようなことを受けました。 

  今、御答弁にもありましたように、昨日の山田議員さんの農地中間管理機構というんでし

ょうか、こういった機構が農地の借り受け、貸し付けを行うということをお聞きしたわけな

んですけれども、もう少し、法案も検討しているということらしいんですけれども、どうい

ったようなことでこれが機能していくのかということについて１点お伺いしたいと思います。 

  このことが実際うまく機能していきますと、農業法人ですとか、あるいは大学の農学部、

そういったようなところと連携して展開が図られていくのではないかというような気もして

おるんですが、私個人的には城東地区、熱川地区ですか、耕作放棄地、聞きますと、全体の

８割ぐらいは城東地区にあるというようなことを前回の議会でちょっと聞いたことがあった

ものですから、そのことは非常に深刻な問題だなというふうに感じております。 
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  自分の気持ちとしては、やはりそういったところを一つ一つ耕作地として復活させていた

だいて、今、城東地区でも米づくりをやっている農家というのは私の記憶ではないと思うん

ですけれども、そういった米づくりを復活させるとか、あるいは松崎町で取り組まれている

棚田の保全とか、そういったようなこともありまして、そういったことが進んでいけばどう

なのかなというふうに考えているところであります。 

  この町が今、停滞感が漂っているということを考えると、やはり地域によって米づくりが

衰えたことによって、その地域の人たちの気持ちが徐々になえてきてしまったのではないか

なというようなことも考えているわけで、積極的に耕作放棄地というものが再生利用される

ということは非常に喜ばしいことですので、その辺の動きなんかもちょっとお聞きできれば

というふうに思います。 

  また、それに関しては、町独自の交付金的なものをつくってもらって、積極的にその掘り

起こしというものを働きかけていただくということも一つ必要なのではないかというふうに

考えております。 

  さらに、今はまだ検討中なのかもしれませんが、農地としての貸与ということなのか、農

地以外でもそういった耕作放棄地が利用できるのかということに関して、町内のみにかかわ

らず、町外の人たちに対しても、町はどのようにアプローチしていくのか。恐らくこの問題

は町内だけで片づけるとしたら非常に困難であるというふうに思います。広い視野に立って

物事を考えて、規制緩和などの方向を見定めながら前に進んでいくということが重要なので

はないか。さらに、農業だけでなく、観光商工、あるいは教育的な面からも、さまざまな意

見を交えながら、プロジェクトチーム的なものをつくって考えていくということも必要なの

ではないかというふうに思います。 

  それと、あと前回質問させていただいたときにもお話ししましたけれども、地域おこし協

力隊という話をさせてもらったと思います。これ、全国各地でその動きが広まっておりまし

て、先日の松崎町長戦の折には、新聞の記事にまた協力隊の数を増やすんだというような記

事も載っていたり、この人材にかける国の補助事業、これは総務省の事業でありますけれど

も、それ以外にも農林水産省のほうでは、田舎で暮らし隊という、「暮らしたい」と「隊」

とかけているわけなんですけれども、田舎で暮らし隊という制度もあるようです。この町の

将来を背負っている若い人材が、都会でどうも息苦しい思いをしている人たちが、この地域

に入って新たに開拓していく、切り開いていくという姿―町長は以前、この町に優秀な人

は来ないよというような話をされましたけれども、そういった方たちを招き入れて、この地
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域おこし協力隊、あるいは田舎で暮らし隊というような、制度でいうと、町の非常勤の職員

に当たるという部分もあると思います。そんな中から、この町を変えてくれる人材というも

のを求めていくことも必要なのではないかと思いまして、その辺のところ、町長のお考えを

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、空き店舗です。これは本当に頭で考えるほど簡単ではございま

せん。私、町長になってすぐにやったのが空き店舗対策です。要するに、今のいきいきセン

ターから片野さんの一帯にかけてずっと空き店舗でございますから、何とかこれをあけたい

というような中で、やはり町がそう思っていても、建物の所有者が嫌がってしまうと、でき

ないんですよ。だから、空き店舗は確かに今、熱海市さんがやっているもの、これは可能か

わかりませんが、まず空き店舗を調査して、その建物所有者との話し合いの中でやらなけれ

ば、これは幾ら言っても机上の空論でございますもので、壇上で言ったように、まず空き家

を調査して、空き店舗の所有者を調べて、その所有者の意向を調べた中でそういう施策をや

っていく、これが理想だと考えておりますもので、空き家対策についてはそういうふうな考

えでいっていただきたいと。口で言うのは簡単ですよ。空き店舗やってこうやりますよと言

っても、あくまでもそれは机上の空論でありまして、建物所有者が同意してくれなければで

きないものですから、その辺は須佐議員も理解していただきたいと思います。 

  次に、耕作放棄地、これは簡単に米づくりといいますけれども、基本的には生活ができな

ければならないことです。まして、今度は減反政策もなくなった中では、米づくりの方は本

当にもう大変だと思いますよ。私は米づくりでもう生活はできないと考えています。やはり

ある程度米づくりに関しまして国の助成があったから米づくりができるのであって、この減

反政策がなくなれば、本当に農業者は大変だと考えております。そういう中で、米づくりを

須佐議員は提案されましたけれども、これはできれば本当にすばらしいことですよ。しかし

ながら、生活できて初めてできることでありまして、米づくりが果たして今後生活が豊かに

なるか、私はそうは考えておりません。そういう中で、米づくりが提案されたものを見ます

けれども、米づくりで、この前ちょっとあるところで話したんだけれども、土地のせいかわ

かりませんけれども、うちのところの米はまずいよと、はっきり言って、つくってもね。当

然ほかの産地のほうからもらったほうがよほどうまい。果たして米づくりをやって、どれだ

けこの町がほかに売れるかどうか、その辺もまた検討しなければならないことだし、やはり

そういう米づくりにおけるまちづくりは、大変私は厳しいと考えておると。まして、うちも



－109－ 

棚田のような─松崎は棚田というすばらしい景観がありますけれども、うちの町にはその

ようなすばらしい景観を自分自身は考えておりませんもので、米づくりは大変厳しいではな

いかと、耕作放棄地に関してはそういう感覚でございます。 

  さらに、また交付金、これ今のところ考えておりません。と申しますのは、これから事務

局に新法はどのような法律かと説明させますけれども、これもその中でまたどういう方向に

動くかわかりませんもので、その中身を見た中でまたこれは考えていきたいと。今のところ

交付金は考えておりません。 

  さらに、総務省の地域おこし協力隊、田舎で暮らし隊、これは本当にいいことだと思いま

すけれども、果たしてどれだけの人がこの町に定住してくれるか。この定住というのはなか

なか私は厳しいのではないかと考えております。「優秀な人は来ない」と言ったのは、また

違う意味で、本当にこの方たちがこういうことをやって、外部から定住していただければ本

当にありがたいです。松崎におきましても大変厳しいようなことを聞いたこともあります。

このことをやった中で、来た人が大変苦労したという話は聞いておりますし、話は大変いい

話でございますが、これは啓蒙することは構いません。総務省の事業の中で、どういう事業

か私も余り興味なかったもので、今、提案されたものをちょっと調査した中で、一般財源が

なければ、これは当然啓蒙してもいいことですから、その辺は啓蒙していきたいと思います

けれども、この人たちが果たしてどれだけこの町に定住してくれるか、その辺もまた調査し

ながらこれは検討していきたいと考えております。 

  あと、新法に関しては現課から説明させます。 

○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） ただいまの須佐議員の農地中間管理機構の詳細ということ

と、耕作放棄地の再生に伴って、また農地以外の貸し付けということですが、最初に農地中

間管理機構ですが、現在行われております国会の中で、これに基づく法案が新法として提出

されております。事の詳細についてはまだ法案審議中ということで、農業会議、あるいは静

岡県等からも詳細なものについてはまだ市町のほうにはおりてきておりません。現在わかっ

ている範囲で申し上げさせてもらいますと、ただいま全国の都道府県に農業振興公社という

組織がございます。この公社が全国の農協さんなんかと一緒に農業者同士の農地の貸し借り

をするための中間であっせんをするような組織でございますけれども、その制度は残したま

ま、この公社を今度は先ほど言いました管理機構へ名前を変えて都道府県に配置すると。そ

こが都道府県内の貸し付け、借り受けを全て担うということになっております。これから市
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町の役割としますと、昨日も回答させていただきましたけれども、データを法定化して、ま

たインターネット等で誰でも見られるような公開をするというような形で、そちらが今度借

り受け、貸し付けをやっていくというような情報が今わかっております。 

  それから、耕作放棄地の再生と農地以外に貸し借りということなんですが、御存じのとお

り、農地については農地法という非常に厳しい法律で守られておりますので、農地以外にす

ることについては非常にいろいろな制約がございます。 

  その中で、耕作放棄地の先ほども言いました547名のオーナーの方の意向調査を行ってお

りますが、この中間の報告なんですけれども、255名のものが今まとまっております。その

中の内訳といたしましては、「耕作放棄地を貸し出ししてもいいよ」という方が23％、「貸

したくない」という方が58％、「検討するけれどもそのときの状況に応じて」という方が約

18％ということで、町内の耕作放棄地に限ってはオーナーさんの方が貸し付けは余り希望さ

れていないような状況でございます。ですので、農地の再生についても、なかなか貸す方向

で所有者さんの意向がないというのがまずは１点と、それから農地以外に使用する場合には

非常に農地法の手続を経なければならないということ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、御答弁いただきまして、ありがとうございます。 

  町長、私の話はいつも理想論ばかりだというようなことがあるわけなんですけれども、や

はりこの町を考えたときに、多少の理想がないと、将来に向けてのまちづくりというのは私

はどうなのかなというふうに思わざるを得ない部分があります。確かにそうでしょう。個々

の地域で米づくりをしたところで何ヘクタール―再生できるのが1,116筆ですか、以前聞

いたところによりますと、64ヘクタールから65ヘクタールぐらいですか。そうしますと、こ

れを、私も農業に詳しくないものですから何反とか何町歩とかわからないんですが、東京ド

ームに当てはめますと、13個とか14個とか、それぐらいになる計算になるかと思うんですよ。

これだけの農地というものをそのままにしておくというのは、やはり多少の夢とか幻とかと

いうものがないと難しいのではないかと。この地域の中ではそういう考え方があるかもしれ

ないですが、広く全国にそういうものを呼びかけるとか、そういう農業に夢を託すような若

者に問いかけてみれば、それが将来的に実を結ぶというか、そういったようなことになって

いくのではないかなというふうに私は思うんです。 
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  実際に今、どれだけの方が定住されるのかということで町長も言われたんですけれども、

その辺に関して、上を見れば切りがないですが、ちょっと調べたところがあります。これは

やはり四国のほうに神山町というところがありまして、これはよく番組でも取り上げられて

いますから御存じだと思いますが、テレワークといいまして、都会の職場を離れて環境のい

い山村にその事務所を設けて、新たな就業スタイルというんでしょうか、これは徳島県の神

山町のお話なんですけれども、ＩＴ企業がサテライトオフィスを構えていたり、そういった

ようなことで報道にもあったと思います。川の中に足を突っ込みながらキーボードをたたい

たり、あるいは畳にあぐらをかきながらテレビ電話で会議をするといったような報道もあっ

たかと思います。この町では、空き家を改修して、移住交流支援センターというものをつく

っているそうです。町が直接かかわるということではなくて、ＮＰＯ法人がその運営に当た

って町の委託を受けているといったようなスタイルをとっているところです。 

  先ほども上を見れば切りがないということですが、この町の移住の実績というものをちょ

っと聞いてみたんですが、神山町移住交流支援センターに尋ねたところ、平成20年度が３世

帯６名の方が定住されたと。そして、21年度が６世帯10名の方、22年度７世帯18名、23年度

が14世帯23名、24年度、昨年ですが、14世帯25名の方が移住定住されたということです。こ

の町は人口が6,132名で世帯数が2,595世帯ということで、規模的にはうちの町の半分ぐらい

の規模ではないかというふうに思うんですけれども、移住された方の年齢層は、主に20代か

ら30代の方が大半であるということです。小さなお子さんのいる若者世帯、また起業者、何

か仕事を興したということですよね。自分で仕事をやられる方、若者も単身者が中心である

ということです。町がそういう方たちにターゲットを絞って優先的に移住を進めているとい

うことから、20代、30代の方が中心であるということが影響されているということなんです。 

  今後、どういう形になっていくにせよ、こういう事例もあるということで、決して移住定

住というものが夢物語ではないというようなことの一例を出させていただきました。その辺

のところで、また町長の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） 私は、理想は言っていいんですよ。しかし、理想が空想論では、やは

りある程度理想を言っても、これが現実を兼ねた中でやってもらえればそれはいいですよ。

別に理想を掲げた中で人生やらなければ、これはつまらないですから、理想はいいです。し

かし、これが本当100％不可能に近いやつを―現に米づくりなんて言ったって、やる人は

いませんよ、はっきり言って。須佐さんは確かに都会から来たから言いますけれども、現に
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奈良本でもはっきり言って、いないですよね。だんだん減少していく中で、再度また米づく

りと言った中で、果たしてどれだけの人がこれに食いついてくるか。私は全然食いついてこ

ないと思いますよ。ほかのことを言えば来るけれども、米づくりに関しては私は100％無理

だと考えております。これから農業で米づくりで生きる人はどれだけできるか、本当に政治

がＴＰＰの中でも農業の減反をうたった中で集約しなければ、とてもではないけれども米づ

くりでは生きていけませんよ。それだけ、また国が面倒を見なければ無理ではないかと、む

しろ私はそう感じておりますので、そういう中で、理想論は言って結構です。しかし、現実

的にある程度実現可能な理想論を言ってもらえれば、町民はわかりませんもので、町民は理

想論言って、これはできるのかなといった中で、ある程度実現できるような理想論を言って

もらえれば私はそれはいいと思いますけれども、ほとんど不可能な理想論を言ってもらって

も困るという中で、「理想論ばかり」と、そういう言い方をしているもので、それだけは理

解していただきたいと思います。 

  さらに、神山町のことを言いました。これは、先般、何回か小川和久先生に来ていただき

ました。そういう中で、小川和久先生からもこのことは言われました。一応、こういうＩＴ

関係のやつをやった中でまちづくりをしたらどうですかというようなことを言われましたも

ので、これは今検討した中で調べているところでございます、私は。確かにこのまちづくり

はＩＴ関係で、田舎にいても都会の仕事ができるという。これは小川先生からちょっとこう

いうことを言われましたものですから、これは今、自分自身で調べている最中でございます。

須佐議員がはっきりこのようなことを言ってくれましたもので、これも一つの町の行き方に

はなるのではないかと考えておりますもので、これはいい提案として受けさせていただきた

いと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、介護の問題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） 次に、介護の問題についてということで、１点目、町内の特別養護老

人ホームへの入所希望者はどれぐらいか。 

  ２点目、南伊豆町において特養誘致の話が進んでいるが、これからの町内経済を考えると

観光にかわる産業に成長する可能性がある。当局の捉え方はいかがかという点です。 

○議長（鈴木 勉君） 第２問の答弁を求めます。 
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  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 須佐議員の第２問、介護の問題については２点にわたる御質問ですの

で、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の町内の特別養護老人ホームへの入所希望者はどれくらいかについてですが、

町内の特別養護老人ホーム、湯ケ岡の郷への入所希望者は、11月25日現在で70名のお申し込

みがあり、このうち東伊豆町の方は52名となっております。 

  次に、２点目の南伊豆町において特養誘致の話が進んでいるが、これからの町内経済を考

えると、観光にかわる産業に成長する可能性がある。当局の捉え方はいかがかについてです

が、現在、杉並区と南伊豆町で協議・検討している特別養護老人ホームは、都市部の特養入

所待機者の解消を目的に、杉並区が健康学園等を通じた古くからの交流がある南伊豆町の学

園跡地に建設を計画しているものであり、かねてよりの住民同士のつながり、自治体間連携

を背景にしたものであります。 

  現行の介護保険制度等では想定されていないため、住所地特例の制度間の継続等の法改正

が必要なため、実現させるためには、国の支援が必要となっているところでございます。 

  現時点での国の方針として、地方の市町村が不特定多数の都市部からの入所を期待して特

養等を整備することは考えておらず、杉並区と南伊豆町のように、町内に土地を所有し、住

民同士のつながりや自治体間の友好関係がある場合のみ整備を認めるとのことですので、当

町においては現時点で対象となる自治体がございませんので、考えてはおりません。 

○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、今、70名の方が特養の希望者とし

ているということで、東伊豆町民は52名ということでした。以前、やはりこれも地元紙に出

ておりましたけれども、県が集計したこの資料があったと思うんですが、これが５月でした

ので、少し数字も動いてそういう形になったのかと思います。うちの町には、御存じのよう

に施設が１軒あるということで、そういうことをお聞きしました。 

  介護というものは、予算・決算を見てみますと、非常にお金がかかる特別会計でやってい

るわけなんですけれども、ありまして、先日もやはり報道で見ますと、包括支援センター主

催の介護予防サポーター養成講座というものが実施されたということを聞いております。11

名の方が養護教室の支援員を目指して研修に励まれたというようなことが書いてありました。
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やはり、介護にかからないようにと言ったらおかしいんですが、介護予備軍というんでしょ

うか、いろいろ段階も５つぐらいあると思うんですけれども、なるべくそういったような施

設にかからないような取り組みというものをやるようにということで、国のほうも言ってい

るのではないかというふうに思います。 

  市町では、それに合わせて、いろいろな考え方で独自のことをやっているということだと

思うんですけれども、この辺に関しまして、今、南伊豆の例の質問も答弁いただいたわけな

んですけれども、施設を利用すれば、利用料が町に請求される。ただ、住所地特例という制

度が今言われたように、あるということで、この住所地特例という言葉は、ちょっと町民の

皆さんには難しいかなと思いましたものですから、少し説明をさせてもらいたいんですけれ

ども、住所地特例というのは、社会保障制度において、被保険者が住所地以外の地区町村に

所在する介護保険施設等に入所等を希望した場合に、住所を移す前の市区町村が引き続き保

険者となる特例措置であるということなんですね。施設等を多く抱える市区町村の負担が過

大にならないようにするための措置であるということで、介護保険なんかがそれに当たるわ

けだと思うんです。地域密着型というのはこれに入らないと思いますけれども、そういう形

になっていると思います。 

  ここでお聞きしたいんですけれども、この町での被保険者数、保険給付されている方の数

と、それから住所地特例になられている方の数をちょっと確認のためお聞きしたいというふ

うに思います。 

  この南伊豆の問題を見ますと、やはり高齢者、75歳、後期高齢者になりまして、施設があ

る自治体の負担になってしまうということが多くネックになっていると。その辺に関しまし

て、南伊豆町さんと杉並区さんが県境を越えた特養の入所に関する法改正を訴えたという形

になってきています。 

  今、まだそれこそ特例だといったような形のある中で、では東伊豆町は今後介護に関して

どういうふうにスタンスを持っていくのかということが一つ大きなことだと思うんですよね。

今これだけ観光が落ち込んできている―観光の問題はまた後ほど出てきますけれども、そ

ういった中で、新たにそういう―介護をビジネスとは言いませんけれども、産業を掘り起

こしていくためには、こういう施設が町内に２つ、３つとあったほうが雇用者も助かるし、

その納入業者も、そこで仕事が増えていくといったようなことがあるのではないかというふ

うに思うんです。 

  これはやはり報道に出ていた南伊豆町の担当課長さんの話によると、定員が70名の施設な
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ら、パートも含めて50名から70名の雇用ができると。食材や物品の納入でも大きな期待が寄

せられるということがありました。自分も旅館業をやっておりますけれども、そんな中で魚

屋さんとのつき合いの中で聞いたときに、今は旅館とかホテルとか、そんなのは全然当てに

していないと。確実に納入があるのは、そういったような介護の施設のほうが確実にあると。

そういったことで期待しているという声が結構あるんですよね。 

  実際問題、これもまた理想論とかという形になるかもしれないですけれども、そういうこ

とで将来的に、町長、やはり介護のほうも、温泉が豊かで食材も豊かでといった形の中で、

都会からこちらに越して、「終活」という言葉があるようですけれども、最期を迎えたいと

いうような方たち、あるいは施設に入って、そこで元気になりたいという方たちも増えてく

るのではないかというふうに思う中で、いま一度その辺のところのお考えをお聞きしたいと

いうふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 私はがっかりしました、はっきり言って。基本的には、観光立町の中

で観光を何とかして観光で生きようと頑張っている中で、将来的に今で言うと観光は厳しい

もので、こういう産業、確かに雇用は増えますよ。雇用も含めて材料も増えるでしょう。し

かし、町はもう観光でこの町を立て直して、何とか、今言った魚屋さん、全ての方が売るよ

うな形でやっていく中で、町は介護を積極的にやると言えません。自分自身はもう観光でや

るんだという気持ちの中で、将来的に介護のこういうものをやったらどうかと言われても、

これははっきり言ってノーです。今そんなことを言っていたら、今、観光で頑張っている人

がどれだけがっかりするか。確かに須佐さんからこういう質問が出るとは、私は思いません

でした。何しろ観光で頑張ろうよという気持ちを言ってくる中でそういう質問があると思っ

た中で、将来的にこういう介護の―それはニーズはあるでしょう。ニーズはあるでしょう

けれども、東伊豆町としては、もうこういうまちづくりは自分自身はしていきたくない、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。 

  さらに、南伊豆町と杉並区、これはもう特別でございまして、確かに75歳以上をどう見る

か、これはもう本当の課題だと思いますよ。75歳以上のことを本当、杉並区から見れば、そ

れはもっともでしょう。しかし、これが果たして今後は都会の違う自治体が全部そうなるか

ということは、自分自身は多分厳しいのではないかと考えておりますし、そういう中で今回

言われた中で、東伊豆町、私がやっている限りは、こういう考えはしたくない、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。 
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  あとは、事務的なことでございますので事務局から答弁させます。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） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） ただいまの須佐議員の御質問ですが、10月末の当町の被保

険者数ですが、4,955名、このうち介護認定者は649名となってございます。そのうち、当町

の住所地特例の方は41名という形になってございます。あと、町外から来られている住所地

特例他という、よそから来られている方ですが、その方については81名と。 

  ただ、勘違いされては困るんですが、この方たちが全て介護認定を受けているかというと

そういうことではございません。特別養護老人ホームだけが住所地特例の施設ではございま

せんので、有料老人ホーム、これらも全て18年４月１日から住所地特例になってございます。

ですので、奈良本地区にある、あるいは白田地区にある有料老人ホームに元気で入られてい

る方も住所地特例ですので、従前の市町に保険料を納めている形になってございます。 

  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） 町長、私は観光がだめだというふうには一言も言っていないですよ、

この町は観光立町ですから。ただ、従前の高度経済成長のときの、あるいはバブルのときの

お客さんの入り方というのが今あるかというと、それは町長、今、首を振られましたけれど

も、それはないということですよね。時代は刻一刻と変わってきている中で、では、うちの

町は観光だけだというふうに、果たしてそこで言い切って…… 

  いいですか。 

  そういうような、もう少し柔軟にやはり考えていただくということが私は大事なのではな

いかなというふうに思うんですよ。今回はこの状況というのは先ほども言いましたけれども、

南伊豆町さんと杉並区さんの特例というような形で進む中で、ただ２年先や３年先というこ

とを見ますと、もしかしたらこの住所地特例というのが後期高齢者、あるいは生活保護を受

けなければならない人であるとか、身体障害者の方であるとか、そういった方たちにも適用

される可能性もあるわけですよね。そんな中で、将来全くうちの町は特養というものを考え

ない、介護施設というものを考えないというのは、果たしてそれでいいのか、それだけの選

択肢でこの町は将来があるのかというようなことを私は思ったものですから、ちょっと言わ
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せていただきました。 

  また、この町は、やはり分譲地、別荘地ですとか、あるいはマンション、リゾートマンシ

ョンがかつて多く建てられました。そういうところに住まれている方も大勢いらっしゃいま

す。その方たちの中には住所をこちらに移している方もいれば、住所を向こうに残して週末

だけ来たり、こちらに滞在しているということがある方たちもいます。そういう方たちのこ

とを考えますと、この住所地特例というものが後期高齢者にも適用という形になってくると、

やはり、ではこの町にお世話になろうかなというような、そのことは果たしてその方たちが

増えるということで、多少はやはりこの町の負担もあると思うんですけれども、人口が増え

ていくということに関しては例外がなく、そういう方たちが増えていくことの一つでもある

というふうに思います。活力というものを求めているということであれば、そういうものも

否定できないのではないかなというふうに思うんですよね。 

  そんな形の中で、先ほど耕作放棄地の話があった中で、この町、耕作放棄地で農地以外に

もそういったものを利用できないかという…… 

○議長（鈴木 勉君） 須佐さん。質問の内容が先ほどの質問のほうに移っていますから、介

護だけにこだわってください。 

○１番（須佐 衛君） はい。そういう土地に介護の施設が建てられるような土地も農地以外

でもできるのかなということも考えたわけですから、その辺でお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 将来的に長い目で見れば、それは当然こういう施設も必要―私がや

っている限りということは言いました。また、為政者がかわれば変わってくると思う。基本

的には、南伊豆と杉並区は特例でございます。本当にこういうやつが全部認められればいい

ですよ、将来的に。それはまたちょっと考えるでしょう。しかし、私は一つの事例として、

ある空き家、旅館があった中で、こういう施設をつくりたいとはっきり言いました。しかし、

町はとてもではないけれども、旅館の中心街にこういうものをつくられても、はっきり言っ

て困りますよと言いましたよ。現時点でこういうものができた場合に、ちょっと温泉街の中

にこういうことがあるのはいかがなものかという中で、一つやりたいと相談を受けた中で、

町はそれはちょっと積極的にオーケーは出せないということは言います。そういう話があっ

たことは旅館の主人からありました中で、町としてはそれはちょっと応援できないというこ

とは言ったのは事実でございます。 

  そういう中で、特養、これは必要な施設でございます。この町に特養を何度も建てたいと



－118－ 

いう要望は私たちになってから３件ぐらいありました。しかし、建てることは簡単ですけれ

ども、それに対して今度は町民の負担がかかってきます。その町民の負担を皆さんが納得し

てくれれば、これは特養を、あるところでも３年間の計画がありますけれども、それは需要

が多いですから、それは建ててもいいですよ。町民の負担が出てくるということだけ、皆様

も理解してほしいです。確かに特養は時代的には必要ですけれども、つくることによって町

民の介護料がはね上がっていく、これだけは理解していただいた中で、それでもつくれと言

えば町はやりますけれども、とりあえず大変厳しい時代の中で介護料金がまた増加するとい

うことは、今こういう時代でございますから、なるべく抑えたいために、今つくりたいと言

っておりますけれども、計画に入れないでおこうよと、今そういう現状がございまして、特

養に必要性は自分自身は感じております。その辺はやはり介護料との関係がありますもので、

その辺の中で整合性を持った中で特養につきましてはやっていきたい、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） 次に、第３問、観光産業への取り組み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） 次に、観光産業への取り組みについてということで、細野高原の入山

料はどのようなことに還元されるのか。また、地域おたのしみ券の販売実績、利用実績を伺

う。 

  ２点目、これからの観光のスタイルを考えると、ガイドの育成などの事業を積極的に行っ

ていく必要があると思うが、いかがか。 

  次に、東京オリンピックが決まったが、観光誘客において今後どのような取り組みを図っ

ていくのか。 

  以上、３点でございます。 

○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） 須佐議員の第３問、観光産業への取り組みについては、３点からの質

問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の細野高原の入山料はどのようなことに還元されるのか。また、地域おたの
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しみ券の販売実績、利用実績を伺うについてですが、昨年の細野高原すすきイベントでは、

いただいた協力金の一部を活用して、町の観光協会が山野草等の採取を禁止する看板を細野

高原内の10カ所に設置した実績がありますが、今年の細野高原のすすきイベントについては、

シャトルバス、シャトルタクシーの運行、道路・駐車場整理員の配置、入山料徴収のための

人件費等、多額の費用がかかっていることから、お支払いいただいた入山料の大部分はその

経費に充てることになるものと思われます。 

  ただし、現時点ではイベント全体の収支が確定していないことから、その結果によっては、

前年同様に自然保護に資する経費に還元することも考えられますが、入山料を徴収している

のは町の観光協会であることは御理解ください。 

  なお、地域おたのしみ券の販売実績、利用実績につきましては内山議員に答弁させていた

だいたとおりでございます。 

  ２点目のこれからの観光のスタイルを考えると、ガイドの育成などの事業を積極的に行っ

ていく必要があると思うが、いかがかについてですが、旅行形態が団体から個人へと変化し

ていることが指摘され、久しいわけですが、これに伴い、着地型旅行商品やエコツーリズム、

グリーンツーリズム、ヘルスツーリズム等のいわゆるニューツーリズムに取り組む観光地が

増えております。しかし、ニューツーリズムと呼ばれるものの多くは、町外で実施され、天

候に大きく左右されることや、一度に大人数の方の参加が難しい点など、商業的に成立させ

ることが難しく、実際ニューツーリズムの市場規模は国内旅行市場規模のわずか0.1％余り

を占めるにすぎません。 

  しかしながら、ニューツーリズムは地域特性とのかかわりが深く、地域振興につながる可

能性があることや、新規需要の開拓といった視点からも、今後の取り組みへの必要性は認識

しているところであります。 

  御質問のように、今後のニューツーリズムへの取り組みの上でガイドの存在は不可欠であ

り、当町でも細野高原のすすきイベント等におきましては、ガイドの皆様に御尽力をいただ

いているところでございます。また、町といたしましても温泉熱や小水力による発電施設導

入を契機に、エコガイド等の育成についても検討しておりますが、ニューツーリズムを推進

するには、行政主体ではなく、地域の自然や野外活動に興味のある民間の方がみずから率先

して活動していくことが成功の秘訣ではないかと考えておりますので、御理解いただきたい

と思います。 

  ３点目の東京オリンピックが決まったが、観光誘客において今後どのような取り組みを図
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っていくのかについてですが、過去のオリンピック開催国では、多くの場合、オリンピック

開催決定後に海外からの旅行者が長期的に増加する傾向が認められているとのことです。 

  静岡県においても、東京オリンピック開催に向け、10月25日に東京オリンピック・パラリ

ンピック推進本部を発足させ、合宿や関連行事の県内誘致を目指していくことになりました。 

  当町においては、大規模な行事等の誘致は難しいものの、オリンピックで東京を訪れる外

国人観光客の誘客については可能性があるものと考えております。しかし、昨年のロンドン

オリンピックでは、地方への波及効果はそれほど大きくなかったとの報道もあり、また東京

からのアクセスや外国人に知られている観光名所の有無等から考えると、当町にとって誘客

面で特に有利な条件がそろっているというわけではないことから、過大な期待はしておりま

せん。 

  今後は、国体でレスリング会場となった実績を生かしまして、他の自治体におくれをとる

ことがないよう、県や民間旅行業者などとも連携して情報収集をしていきたいと考えており

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、御答弁の中でニューツーリズムの話もいただいたんですけれども、

細野高原を支えているのは着地型と言っていいような観光スタイルだと思うんですよね。そ

んな中で、私ども総務経済常任委員会は、せんだって下呂市のほうに視察に行ってまいりま

した。下呂市の取り組みを見たんですけれども、その担当課長さんが言われていたんですが、

着地型と発地型をうまく組み合わせてやっているんだというお話をいただいたんですね。今、

新しい観光のスタイルとして着地型が徐々に─実績は0.1％でしたか、そんなような話が

ありましたけれども、増えてきている中で、ニーズも増えてきていると。その一方で、やは

り大きな収益を生むのは発地型と言われるような、一つに既存の観光集客スタイル、キャラ

バンなんかもこれに入ってくると思うんですけれども、そういう形だと思うんですよね。 

  今、こういう形で先日の委員会で資料を配っていただきまして、この細野高原のイベント、

私は本当に１万人を突破して、大変皆さん関係者の方は御苦労されて、その苦労をねぎらい

たいというふうに思う気持ちとともに、稲取４区の皆さんの御協力がなければ、これは実施

できなかったということで、本当に感謝といいますか、ありがたい気持ちだなというふうに

議員の１人として思うわけなんです。そんな中で、今、そちらに張り出させていただきまし

たけれども、視察に行ったときの配られた資料をそこに張ってあるんですが、下呂市の取り
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組みということで、下呂温泉が100万人の入湯客をキープしていると。一時、平成22年に100

万人を切ったときがあったんですね。それからまた復活しまして、平成24年度で101万5,276

人と。これまでも落ち込んだ年があったようです。平成16年ですとか、その辺のときは結構

落ち込んだ。それは東海北陸自動車道ができまして、ストロー現象というんですか、下呂市

を通過してしまうというような状況があったんですが、その後、世界遺産で白川郷ですとか、

五箇山が認定されて、逆にそういったものがまとまった地域をうまく活用しながら伸びてい

ったということで、下呂温泉が持っている魅力、日本三銘泉の一つであって、また商標登録

も20年前にとられているということで、そんな話を伺ってきたわけなんですが、ちょっと前

談が長いんですが、何が言いたいかといいますと、あの資料を見ますと、ただこの月に何人

が来たということではなくて、どこから来たかということが明確にあらわれている。岐阜県

なのか、愛知県なのか、三重県なのか、ずっと全国どこから来たかというデータが全て出て

いるんですね。それでもって日本国内だけではないです。欧米から韓国から台湾、中国、香

港、インバウンドで来られる方の国籍まで全てここからここへ何人ということが出てきてい

るということなんです。 

  やはり観光というのは、この町の主幹産業でありますし、そういったことを考えると、デ

ータというものはどこまでどういうふうに、ここまでやはり掘り下げて、これは旅館に出せ

と言えばすぐもう住所、名簿を書きますので、出てくることです。ですから、ピンポイント

でここに投入するとかという予算をかけるときに、その辺までデータを調べていくというこ

とが必要なのかなというふうに思いまして、この細野高原に関しましても、この資料をいた

だきまして、本当に今年に関して細野高原、綿密に企画が練られて、非常にスムーズにいっ

た形だったと思うんですけれども、やはり見ますと、町内の方が何人で町外が何人というよ

うなことしかないものですから、この辺のところ、どこからどのぐらい来たのかということ

を明確にしていくということによって、これからどこにピンポイントに広告を出せばいいの

かということがわかってくるのではないかなというふうに、その辺のところはちょっと勉強

させてもらいました。 

  それと、ちょっと耳の痛い話もしなければいけないんですけれども、あそこにも出ており

ますけれども、生活道路につき地元車優先でお願いしますという看板がありました。これは、

細野高原に上っていく途中に幾つかあったと思います。これは私、この地域の人たちのこと

を思うと、これは全協なんかでもありましたし、やはり地元を優先で、通学の子供たちとか

お年寄りとかが優先であるんです。それはもっともなんですけれども、それをあからさまに
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観光客に対してこういうふうに表示するということ、私は観光客として来たら、二度と来ま

せんね、こういうところに。はっきり言って。私は、「お客様は神様です」という言葉があ

りますけれども、それが果たして全てそうなのかとは思いませんけれども、入山料を500円

払って来ているんです。富士山だって払ってもいいし、払わなくてもいい。ほぼ強制的に払

っている中で、果たしてこういうような看板が許されていいのかということがあるんです。 

  最近は、コンビニのトイレへ行きましても、いつもきれいに使ってありがとうございまし

たなんて、そんな気持ちはないんだけれども、そういうふうに書いてあると、きれいに使わ

なければいけないなという気持ちが出てくるわけなんですよね。ですから、そこは表現一つ

で、例えば安全運転ありがとうございます、地元地域の人が助かっていますとかというよう

な書き方一つで違ってくるのではないかなというふうに思うんですよ。随分この件に関しま

しては私も聞きましたし、いろいろ問い合わせもあったかというふうに思いますので、ちょ

っと触れさせていただきました。 

  それと、細野高原のガイドに関して、細野高原だけに限らず、ガイドというものが今全国、

観光ボランティアガイドというんでしょうか、いらっしゃいまして、全国で約1,600から700

ぐらいの団体があるそうなんですね。その中で、４万人ぐらい登録されているということで

す。これらの組織というのは、このガイドの団体、市町村で実施している養成講座を受講し

た人が結構いるんだというふうにありました。この町を考えてみますと、観光協会もあり、

合同会社もありということで、そういうところでやっているんですけれども、しっかり町の

ほうでガイドの育成、例えばこれはいいかどうかわからないですけれども、町内ガイド認定

何級とか、ジオガイドみたいな感じのものというものもつくっていくということが必要なの

かなというふうに思ったものですから、そういうふうに言わせてもらいました。 

  それと、あと、オリンピックの関係ですけれども、オリンピック、私はオリンピックの年

に生まれまして10月12日ということで、開会式の次の次の日ということで、別にオリンピッ

クの申し子とかそういうわけではないんですけれども、今、町長も言われたように、合宿の

誘致の話が結構出てきているようで、私も国体のときにレスリング、この町がやられて、国

体室、町でもそういうものを設けて一生懸命やられたということもありますし、そういうも

のもやはり注目されていますので、レスリングというもの。 

  それとか、あとゴルフ、やはりこの町というのはゴルフ日本一の町ということが掲げられ

ているということもありますので、その辺のところで、稲取ゴルフ場というのはスケールと

いっても、私はゴルフをやらないからわからないんですけれども、すばらしいものだと。川
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奈ゴルフにも匹敵するぐらいのすばらしい施設であるというふうに思うんですけれども、そ

ういうようなゴルフの誘致というものはどうなのかということも一つ思ったり、あるいは自

転車競技、最近ヨーロッパなんか、アメリカでも盛んに行われていて、伊豆市さんなんかは

施設がありますので、そういうところで手を挙げていくのかななんていうふうに思う一方で、

この町はクロスカントリーコースがありまして、あそこで毎年10月、11月、クロカンコース

を利用してマウンテンバイクの開催がされているということで、実はオリンピックの自転車

競技の中でマウンテンバイクも入っているんですよね。こういったことを見ますと、非常に

興味深いなというふうに思います。あのクロスカントリーコース、走るためのコースなんで

しょうけれども、少し起伏などを見たり、そういうことを見ますと、自転車にクロスカント

リーということで利用するということも、伊豆市さんに比べても引けをとらないのかなとい

うふうに思いましたので、その辺のところで町長のお考えをお聞きします。 

  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、細野高原の分析、これは本当にいいことだと思います。須佐議

員の言うことは大変すばらしいあれですから、これはやっていきたいと思います。何せ、一

昨年は全入山者をとったので、今年は何かピンポイントでやったようなことを聞きましたも

ので、その分析は須佐議員が言ったように、これはデータ的にも大変すばらしいものになる

と思いますので、このデータ化はもうやっていきたい。これはもう須佐議員の言われたとお

りであると考えております。 

  さらに、その下の案内看板ですね。これは私もある一部の人に言われましたよ。確かに地

元になればこうだろうけれども、観光客とすれば、この看板を見たら、やはり須佐議員のよ

うに思うではないかということは指摘されました。やはりこの看板も今度は来年度はどのよ

うな方向で観光客にも気持ちのいいという言い方はおかしいけれども、ましてや地元の方に

もまた迷惑をかけないような、そういう看板の書き方、これは全く一つの反省点ではないか

と考えております。本当、須佐議員の言われたように、私も一部の人に観光地でお金を取り

ながらこの看板は果たしていいものかどうかとか指摘されましたもので、この辺はまた反省

点として協会のほうには投げかけていきたいと考えております。 

  次に、ガイドの関係、これは社会教育のほうで結構ガイドさんの養成はしている中で、な

かなか集まって―山野草に関しては結構集まってくるようですけれども、町並みの中でや

っている人はなかなか―その前にちょっとごめんなさい。ニーズ的なものをちょっと社会



－124－ 

教育のほうに言わせますけれども、しかし、要するに町並みのほうでちょっと岡田さんとい

いまして結構町に詳しいことをやって、来るんですけれども、それがガイドとなるとなかな

かガイドをやってくれないというような現状でございますもので、やはり稲取の人間、東伊

豆町の人間は何か性格的なものがあるのかなということは自分自身は考えておりますもので、

やはりガイドの必要性ということは、細野高原を見てもやはりガイドさんがいるのといない

のと頂上へ上ってみても全然違いますもので、やはりガイドの養成というものは自分自身こ

れは必要ではないかと考えておりますもので、これは市としてもガイドの養成に対しては積

極的に養成していきたい、そういう考えてございます。 

  次に、今度はオリンピック、オリンピックは自分自身もすみません、ゴルフということで

ちょっと頭の中から抜けていたもので、聞いたらゴルフも入っていますよと副町長が言いま

すもので、当然日本一ゴルフの町を目指している以上、やはりこれも一つの誘致することが

あるのではないかと考えたもので、その辺はまた考慮した上でやっていきたい。 

  しかし、自転車競技に関しましては、基本的には自転車は伊豆市さん、熱心に誘致しよう

として、これは菊地市長のほうからも来ます。基本的には提案されたクロカンのコースでご

ざいますが、今クロカンに関しましてはミヤタさんに関しましては景色のいいほうは基本的

には使わせておりません。やはりあれだけ整備したものですから、芝生が傷むと困るという

もので、要するに景色のいいコースを除いた中で今ミヤタさんのレースをやっている現状で

ございますもので、その辺はまた自転車がそれを使わなくても誘致できるようなことがあれ

ば、それはこれも入れてもいいかなとは考えておりますけれども、自転車競技に関しまして

は伊豆市さんが一生懸命やっているという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。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（「ちょっとごめんなさい。いいですか」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） その前にやる。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 訂正させてください。 

  今、入山者のどこから来たとチェックしたのは一昨年と言いましたけれども、去年やって、

今年が１年とぶり返したもので、今年は要するに一部の人間をやったということで、さっき

は一昨年やって去年は、また今年なもので、要するに―では、ちょっと観光課長から答弁
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させます。 

○議長（鈴木 勉君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 細野高原の来場者のチェックですけれども、昨年入山の受け

付けということで全員の方に受付の場所で、どちらからお越しいただいたというふうな形で

チェックをさせていただいて、一応県内、隣の伊東市、下田市を含めて昨年60％が静岡県内、

40％が首都圏を含めた町外という形でございます。今年につきましては受付場所が、入山料

を徴収させていただくということで非常に混雑することを想定されましたものですから、抽

出という形で駐車場でのナンバーチェックをさせていただいておりまして、これは観光協会

のほうからまたデータが上がってくると思いますけれども、およそ半々ぐらいの割合だと思

います。静岡県内と県外というふうな形でございます。 

  また、資料がまとまりましたらお出ししたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） すみません。私もちょっと前言ったことを忘れてもらって、もし間違

っていたらば訂正してもらいたいんだけれども、一昨年全員チェックをした。それで、去年

抽出してやったという、もしそういう答弁をしたならば一昨年を去年、去年を今年、そうい

うふうに訂正していただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時５３分 

 

再開 午前１１時５５分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  須佐さんの３回目の質問を許します。 

  １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 何を聞くのか忘れ……いろんなことがありまして……。 

  入山者ですけれども、県内、町内、町外という……県外ですか、もう少し細かく、どこか
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ら来たのかということが知れるという。今の状況ですと、やはり首都圏が多いのでしょうけ

れども、そういったものが全国に広がっていくということがこれからあると思いますので、

その辺のところをお願いしたいところです。 

  社会教育のほうでお話があったと思うんですけれども、この間、社会教育委員会の中で、

山田先生のガイド、たしか三十数人参加者がいたということがあったと思います。また、そ

の社会教育委員会の中でもありましたが、生涯学習の講座の中にガイド養成とかということ

は、これは授業レビューですか、の中にもあったということを記憶していますので、そうい

う展開もあるのかなというふうに思うわけです。 

  それとあとジオガイド、ガイドといえば、また最近はジオパークの関連で、ジオガイドと

いうこともありますものですから、オリンピックをにらんで、そういったようなガイドの方

向も出てくるという……。 

  それと、やはりこれから外国人の観光客がオリンピックなどで利用されていくということ

で、その土壌づくりというんでしょうか、そういうことを考えると、今、富士山なんかの周

辺でも公衆無線ＬＡＮというものを導入してやっているということをよく耳にします。山梨

県のほうは結構活発にやっています。ちょっと静岡県はおくれているという話なんですけれ

ども、公共施設、駅ですとか、そういうところで公衆無線ＬＡＮというものが、いわゆるＷ

ｉＦｉと言われるものも導入するというようなことも必要なのではないか。この地域、ちょ

っとおくれているというようなこともありますので、それには光通信、光ファイバーケーブ

ルというものの問題も出てくると思うんですけれども、その辺のこともあります。 

  やはりオリンピックということでいいますと、どうしてもオリンピックというと、そのオ

リンピックに目が行ってしまうんですけれども、先ほど町長が言われたように、パラリンピ

ックというのもあるわけです。このパラリンピックというのは、やはり東京オリンピックの

ときから始まったという話を聞くんですけれども、バリアフリーですとかユニバーサルデザ

インとかということを町は考えていくときに、このパラリンピックというのは、やはりしっ

かり捉えていかなければいけないのではないか。町がユニバーサルデザイン化されるという

ことも含めまして、そういう方向性もあるのではないかなというふうに思ったものですから、

その辺のパラリンピックのことをお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、ブンセイに関しましては、本当、来年になったら県まできめ細

かな方向でそれはやっていって、そういう考えでございます。さらにガイドに関しましては、
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生涯学習、また事務レベルで言われた中で、両サイドに関して、いろいろ講座もこれから開

かれるようでございますもので、その辺のことも加味しながらガイドもまたつくっていきた

いと考えております。 

  次に、今度はパラリンピックの関係です。昔、私が議員になったときに、新宿で何かそう

いう障害者を対象にしたやつに東伊豆町が参加した記憶もございますので、パラリンピック

も一つの目標になるのかなと考えて、それに対しまして、やはりさっき言ったように、ユニ

バーサルのまちづくりの中です。相当改良しなければならない点もございますもので、果た

してこの東京オリンピックのときに間に合うかどうかというと、この辺では今言えませんけ

れども、それも一つの選択肢だなということは今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。 

（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 ０時００分 

 

再開 午後 ０時００分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 済みません、答弁漏れがありまして。 

  光ファイバー、そういうことは要望は本当に来て、この前もムーンロードで電車で行った

ときも、やはり光ファイバーの要望がありました。さらに一日町長室におきましても一応、

光ファイバーの要望があった中で、引くのは簡単だけれども、後の維持管理を誰が見るのだ

かということが一番でございまして、この辺を解決しなければ、光ファイバーもなかなか難

しいかなということは考えております。 

  要するに、国・県、あのときは国かな、一応光ファイバーがあるもので、やったらどうか

という中で、町が検討した中で、引くのは簡単です。あと引いた後の管理をどこがやるか等

という中で、前提というかいろいろの、そういうところでやった。みんな、やりませんとい

うことを言われましたもので、光ファイバーはこれから時代の趨勢でございますもので、そ
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れは検討していきたいとは考えておりますけれども、あとの維持管理をどこがやるか、これ

が一番の問題であるかと思いますので、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） ただいま１番、須佐さんの質問中ですが、この際、午後１時まで休憩

いたします。 

 

休憩 午後 ０時０１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

  企画調整課長は、公務のため午後からの会議を一時欠席するとの届けがありましたので、

御報告します。 

  午前に引き続き、１番、須佐さんの一般質問を行います。 

  第４問に入る前に、第３問に対する答弁漏れがありましたので、教育長より答弁をさせま

す。 

  教育長。 

○教育長（金指善郎君） 済みません。ガイドの養成に関する件でございますけれども、現在

のところ社会教育のほうでは、指導者やガイドを養成する目的での講座や教室は行っており

ません。しかし、講座を開いてもよいという指導者を募集しております。 

  さらには、講座の受講者の中から指導者やガイドが育っていってくれればなというふうに

願っております。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第４問、町内の交通事情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） 町内の交通事情についてということで、１点目。自主運行バスの利用

実績が落ち込んでいるようだが、状況説明を求める。 

  ２点目、熱川地区では、商店の閉鎖が相次ぎ、日々の買い物に苦慮している町民が多い。

コミュニティバスを導入して、きめ細かな移動手段の確保を図っていくことが大切であると
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思うがどうか。 

  ３点目、北川地区や大川地区の小中学生は、義務教育でありながら交通費を負担して通学

している。遠距離通学児童への補助は検討されたか。 

  以上です。 

○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、町内の交通事情については、３点にわたる質問で

すので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の自主運行バスの利用実績が落ち込んでいるが、状況説明を求めるについて

ですが、利用客の推計は、職員が毎日同乗しカウントすることができませんので、年２日程

度の乗降調査、それは5.5往復全て調査により、算出した乗降客数をもとに、年間の乗降客

数を算出することが制度上の集計方法とされ、次年度の補助申請基礎数値とされております。 

  状況説明とのことですので、ここ５年間の県への補助申請の基礎とした乗降人員の状況を

申し上げます。 

  平成21年度５万５人、平成22年度６万2,780人、平成23年度５万3,253人、平成24年度５万

9,313人、平成25年度４万9,823人で、５年間の平均は約５万5,000人となっております。 

  次に、２点目の熱川地区では商店の閉鎖が相次ぎ、日々の買い物に苦慮している町民が多

い。コミュニティバスを導入して、きめ細やかな移動手段の確保を図っていくことが大切で

あると思うがについてですが、商店の閉鎖は熱川地区のみならず、全町的な傾向であり、憂

慮しているところであります。このような状況下で生活用品を初めとした日常的な買い物に

ついては、地元商店が中心と推測いたしております。 

  質問を要約しますと、稲取地区の大手スーパー等への買い物バスを運行し、熱川地区の皆

さんの利便性を図るべきとの内容に聞こえますが、熱川地区の各地区には、それぞれ地域に

見合った商店があり、厳しい環境下ですが、地元として懸命な経営をしていただいております。 

  なお、生活路線確保のため、現在運行しております自主運行バスにつきましては、特に要

望等は寄せられておりませんので、運行を継続していきたいと考えております。 

  次に、３点目、北川地区や大川地区の小中学生は、義務教育でありながら交通費を負担し

て通学している。遠距離通学児童への補助は検討されたかについてですが、昨年の12月議会

定例会でも同様な質問が須佐議員からありました。その後、前年度末に熱小中のＰＴＡ会長
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に来庁していただき、関係担当課、局を交えた中で、町内地図を広げ、通学距離など具体的

な検討をさせていただきました。 

  その折に、私のほうから熱川地区だけでなく稲取地区もあわせて話し合うようにお願いさ

せていただきました。今年度に入り、町内のＰＴＡ会長の集まりの中で検討をしていただい

ているところであります。その結果を待って改めて相談し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） 自主運行バスの件は、私も何度も質問させていただく中で、年によっ

て増減しているということで、平成25年度４万9,823人ということ、これは今現在の段階か、

推定で出されているのか。恐らく今現在の段階ですか。人員が減ってきますと、県からの補

助がふえてくるというようなことで、なかなか思い切ったコミュニティバス的なものを導入

するということは難しいのか、今の現状のままでなっているとは思うのですけれども、要は、

自主運行バスは旧道から国道を出て、この東伊豆町を大川から稲取にまで結んでいる線だと

いうことになるわけですけれども、問題になってくるのは、その枝葉の路線ではないかとい

うふうに思うんです。 

  今、私もちょっと熱川地区ではということで、商店の閉鎖に関してはこれは確かに町長が

言われるように稲取地区でも非常に深刻な問題になっているということで、これは見詰め直

さなければいけない問題だと思うのですが、各商店の運営をやっているわけなのですけれど

も、そこに行くまでに、なかなか熱川地区でいうと、その商店に行くまでにこの町は中山間

地に住まわれている方も多いものですから、非常に厳しいのかなというような気もしないで

もないんです。 

  乗降客数に関して、言われているように年２回ですか、調査をしているということなので

すが、もう少し踏み込んでアンケートなどを実施するようなことを、私はこの辺のところで

やってみたらどうなのかなというふうに思うんです。例えば、このぐらいの時間帯に欲しい

とか、このぐらいの時間帯に路線、時間が欲しいというようなことを、それこそその乗降客、

結構、稲取、母校の生徒が多いものですから、そういう生徒に聞くとか、稲高のＰＴＡに聞

いてみるとかというような対応も、私は必要になってくるのではないかという気がします。 

  やはり、走らせるのであれば有効な形、なるべく多くの方が乗ってもらえるような時間と

かということを、これはバス会社のほうもあると思うんですけれども、検討していくという
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ことが大切なのではないかなというふうに思うんです。 

  先日、視察の話なのですが、石川県内灘町という日本海に面した町に行ってきました。こ

ちらの町は、以前、広報の研修で職員の方がうちの町にいらしたというようなことで、そん

なような経緯もある町なのですけれども、人口にしては今、２万7,000人ということで、う

ちの町の倍ぐらいの町で、南北に広い町で、半分に分断されて、その南北の交通でというこ

とでコミュニティバスを走らせているようです。福祉バスが運行廃止になったのに伴って、

コミュニティバスを導入したということで、あの写真がそのとき撮った写真なんです。 

  こちらの町では委託料ということで2,400万円ほどかかっているということで、燃料費が

やはり400万円ぐらいかかるということだそうです。運賃収入としては960万円ほどで、それ

では全然足りないものですから、広告収入ということで広告費なども上げているということ

なんです。車内広告であるとかバス停における看板、広告の表示ですとか、そういったよう

な努力を重ねられているということで、年間の乗車人数が11万7,693人ということで、１日

当たりの利用者が324人ということでした。 

  そういう取り組みの中で、ちょっと人口の規模は違いますのであれなのですが、足元を見

ますと、隣の河津町でも自主運行バスのほかに町のバスを運行されているということで、こ

れまで５つの路線ですか、そういうものを設けてやっていたのが、今度新たに試験的にまた

４つ増やして、そして利便性を図っていくという取り組みを河津町のほうでやられていると

聞きました。お隣の町でそういう形で、あんなような立派なバスじゃないんです。普通のワ

ンボックスみたいなバスを走らせているということで、きめ細やかな町民の足ということを

望むわけなんですけれども、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） まずはこの実績でございますが、壇上で言った平成25年の実績は、前

年度でございます。24年度が４万9,823人、それが資料として25年度予算にいくということ

でございますので、御理解願いたいと思います。 

  次に、アンケートでございます。須佐議員は稲取高校……自分が最初言ったとき、まず中

学生からです。最初の段階で、まず中学生の方の要望というと時間的なずれがあるので、何

とかしてほしいという中で、時間改正をした経緯はあります。しかし、須佐さんが、今度は

子供が高校生といったとき、今度は高校生の稲高生のことを何とかしてくれと言われても、

これはやはり整合性の中で、いろいろなところの中でどの時間が一番いいかという中で、当

時熱中生のことがあったもので、そのとき稲高生から要望なんかありませんでした、はっき
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り言って。熱中生の子供が、部活がいろんな面で困るもので、時間帯を何とかちょっとずら

してほしい……わからないけれども、ちょっと変更してほしいという中で今の時間帯がある

のは事実でございます。そういう中で、そのときは稲高生からはそういうものは全然ござい

ませんでした。今、須佐議員になってから稲高生、稲高生と言っておりますもので、この辺

また整合性を見た中で、どちらに重きを置くかということはまた、義務教育がありますもの

で、義務教育に重きを置きたいなと考えておりますけれども、その辺はまたいろいろＰＴＡ

と話し合った中で、時間帯に関してはそれができれば、また東海バスさんのほうには要望し

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、コミュニティバスの件に関しましては、河津さんは確かにやっております。河津さ

んはもう奥深いです、逆川からもうほとんど下田のところからこっちまで、うちの現状とは

大分違うことだけ認識していただきたいと思います。うちの町もそのような奥深いところが

あれば、それは当然コミュニティバスも考えなければならないと考えておりますけれども、

現状、うちの町におきましては、もう２、３回須佐議員がコミュニティバスに対する町政を

訴えてきておりますが、今のところ私は、コミュニティバスは必要ないんじゃないかという

ような、できれば東海バスさんのほうも何とかして、東海が今やっている自主運行バスのほ

うの予算を何とかコミュニティバスに持っていきたいということがありますけれども、これ

は東海バスは広域的な問題がありますもので、うち単独ではできないもので、その辺は御理

解願いたいと思います。今のところ、そのコミュニティバスに関しましては、うちは考えて

ございませんので、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） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 通学費の補助の関係なんかも含めまして、今、大川のほうでバスを利

用している子供というのはほとんどいないんじゃないか、今は電車で利用しているというよ

うなことを聞いております。また、先ほど町長からＰＴＡを通じて、いろいろな意見を吸い

上げているというようなことがありましたので、これはやはり県内でも静岡市なんかもそう

いうものを補助を出しているということもありますので、これぜひ地域を守るというか、集

落を守る意味からも積極的にそれを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） 基本的には、私、義務教育なら公費負担しようと考えておりました。
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そういう中で、熱小中学校のＰＴＡに来てもらった中で、一応距離的なものはやったわけで

す。そうすると、北川地区で距離でいくと、稲取地区の距離の方も補助しなければおかしい

かなと、そういう疑問点もありましたもので、その辺はＰＴＡの中で整合性を考えた中で、

今基本的には稲取地区はそういうことをやっていないので、それは要りますよとか、北川地

区だけでいいですとかそういったことをちゃんと言ってもらった中で助成はしたいと考えて

おりますもので、今その辺の整合性を今ＰＴＡに求めているのが実情でございますので、御

理解願いたいと。本当は、これは基本的にはやっていきたい、そういう施策でございますも

ので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  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。 

  この際、１時25分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時１６分 

 

再開 午後 １時２５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） 次に、12番、居山さんの第１問、空き家対策に対する調査、その後の

取り組みを許します。 

  12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） それでは、本年最後になりますけれども、いつもしんがりで申しわ

けございません。私、今回４問を通告させていただきました。ベースにありますのは、今ま

でずっと質問を積み重ねてきたその結果、町長からどういう御見解をいただけるのか、非常

に楽しみに質問をさせていただきたいというふうに思います。 

  それでは早速、第１問、空き家対策に関する調査、その後の取り組みについてお伺いいた
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します。 

  各地で空き家が急増しております。総務省08年の調査によりますと、全国の空き家はこの

20年間で倍増しているということです。約760万戸に上るということで、全住宅数の13％、

約８軒に１軒というふうなことになっております。本日のテレビ報道でありましたように、

仙台市の幼稚園の隣に今にも倒壊しそうな危険な空き家がありまして、園ではこの対策に数

百万円を投じて、園児たちの安全確保に当たっているということが報道されておりました。 

  私、先般、この空き家対策について質問をしましたところ、早速調査・研究をするという

ふうな前向きな御見解をいただき、その後調査が続いていることかと思いますが、御答弁を

いただきたいと思います。この空き家対策に対する調査、その結果と地域の実情に応じた対

策が１点目でございます。 

  ２点目は、空き家バンク等の有効活用ということでお尋ねをするところでございます。 

○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、空き家対策に関する調査、その後の取り組みにつ

いては、調査の結果と地域の実情に応じた対策と空き家バンク等の有効活用の２点からの御

質問となっておりますが、関連がありますので、一括して御答弁させていただきます。 

  須佐議員の御質問にもお答えいたしましたが、現在調査の結果、暫定数値として空き家

861軒、空き店舗167軒となりました。現在も作業は続いており、３月末に終了する予定でご

ざいます。その成果品を地区ごとに分析し、空き家バンクの設置も含め、地域の実情に応じ

た有効活用を検討していき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） 今、伺いましたところ、我が町の空き家、それから空き店舗合計

1,028軒ということになりますが、パーセントにしますと17.2％、全国は13％ですので、非

常にそういう意味では空き家が多いと。なおかつ5.5軒に１軒ということになりましょうか。

そのことを考えましたときに、今後も急速にこの空き家というものが増えていくわけですけ

れども、私たちが今後これに対してどういう対策をとっていくかということは、今後のまち

づくりに大きな影響を及ぼすものと思います。日常のいろんなお仕事の中で、本当に皆さん

お忙しいことかと思いますけれども、この大切な空き家対策についてのお取り組みを求める
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ものでございます。 

  老朽化が進んでいるということは、おのずから倒壊が進み、そしてまた火災、不審者、そ

してまた防災・防犯面で非常に地域の不安要因となるわけでございますし、景観上もそこを

通りましたときに非常に心配な、我が家の近くにもございます。やはり近隣の方々は、いつ

もそのことに心を悩ませていらっしゃることというふうに思います。さらにごみの不法投棄

とか悪臭の発生というものも懸念をされるわけでございます。 

  この背景には、やはり核家族が進んでいるというふうなことから、せっかく建てたおうち

も、子供が帰ってこないというそういう中で、親が亡くなった後に居住者がいなくなってし

まうケースとか、あるいは相続人が遠方に住んでいるということから、管理し切れないとい

うふうなこと、その意識が低いということが指摘をされています。 

  独自の取り組みをしている自治体というのが、先進的な幾つかの事例がございますけれど

も、それには幾つか課題もあります。非常に費用もかかります。しかし、放っておけないそ

ういう現状から、その市町については取り組みをしているということです。ちなみに、解体

費を一部助成をしているところ、また土地、家屋の所有者が適正管理の命令に従わないとい

う場合には、名前を公表するところ、そしてまた所有者に報告をしても改善されない場合は、

行政が解体を行い、費用を所有者に請求をすると。代執行を行っているというようなところ

もございます。 

  しかしながら、このことを実行するに当たりましては、さまざま固定資産税の問題等、家

を撤去した場合には、固定資産税が３倍から６倍になるというようなこととか、そしてまた

撤去の費用とか、そういうものがありまして、もちろん持ち主の方は何とかしたいと。それ

を更地にして駐車場にしたいとかというふうに思いましても、やはり費用がかさむことから、

なかなか手がつかない状況にあろうかというふうに思います。当然、国のほうも法的な整備

を考えているようでございますし、その動きも見えてきております。今後、それに伴い、町

としましても早目の対策をとっ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。 

  先ほど、町長が御答弁をくださいました空き家バンクについて、今後前向きに検討をして

くださるということでございますけれども、これは空き家の売却を希望する所有者から自治

体がその情報を受けて、ホームページなどにそれを載せていくわけです。そうしますと、入

居希望者がそれを見て、ぜひ家が欲しいというふうなことで、自治体を媒介にしまして、そ

こで一つ空き家がなくなるというような、そういうものも取り組みとしてはあるようでござ

いますので、ぜひその点、今後早目の取り組みを期待したいところでございます。 
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  さらに、法制化の問題では、自治体では条例を定めて進めているところも当然、先ほど申

し述べた点は、やはり背景にはきちんとした条例があってのことなわけですけれども、この

法制化の作業の中で非常に大事な点は、やはり国から自治体への支援というものが必要なわ

けです。そういう面で法がどのように整備をされていくかということをしっかり見ていく必

要があろうかというふうに思います。 

  もう一つ、そのときにある意味、先ほど申し述べた点だけでなく、災害時に被害を拡大さ

せる要素のある、そういう危険な家屋等々も含んだ形での条例です。例えば災害時に被害を

拡大させる危険な要因を除去する条例などというような、仮称ですけれども、こういうよう

なものをつくることによって、今後いろんな問題に対応できるのではないかなというふうに

考えるものでございます。 

  尾道市が先進的な取り組みもしているようでございますが、この点を含めて、さらなる御

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） 今、居山議員からいろいろ御提案いただきました。その中で一番これ

以上空き家をふやさない方向の中でまずまちづくりをしていくというのが基本ではなかろう

かと思います。 

  そういう中で、この空き家をなくすためには、雇用とかそういう面が、もろもろこの町に

働く場所がないということが一番のあれですから、それを検討しながらまちづくりをやって

いきたい。そういう中で空き家があるのは現実問題でございます。今言ったように、居山議

員が言うとおり、うちの町はトータル17.2％、大体５軒に１軒の割合で空き家があると。そ

ういう中で今、調査しております。地区ごとにどれだけあるかという中で、やはりその地域

の特性を生かした中で、空き家のやり方ですか、そういうことはやっていきたいと思います

し、さらに国で今、法的整備をやっていて、初めての人はごめんなさい、また情報不足でな

かったもので、そういう国のほうで法的整備をやっているならば、それを含めた中で町も一

緒にやっていかなければならないかなと考えております。 

  さらには、その解体、一応名前の公表強制、これ一応断じると。全部出た中で、これはい

ろんな中で検討していきたいと思うし、また町ができるものがあれば、それはどんどんやっ

ていった中で、この空き家対策は進めていきたいと考えている。 

  やはり、この空き家対策をやっていると、何回もやって一番大切なのは、やはりその土地

建物の所有者の意向がどういうことかによって大分変わってきますもので、その辺は十分把
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握した中で、それによってまたいろんな条例をつくっていかなければならないかなと。自分

自身の頭の中だけでは考えておりますけれども、これは全部出た段階で全部やって、そうな

ると、空き家バンクだけはこれはいい制度だと考えておりますもので、町を介して空き家バ

ンクはもう今の段階でやろうかということだけは頭に入っております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） 了解です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、レセプト・健康情報等を活用したデータヘルスの推進

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） それでは、第２問に移らせていただきます。 

  レセプト・健康情報等を活用したデータヘルスの推進ということでございます。これも新

しい事業展開がもう予定をされているようでございます。この医療費につきましては、私ど

もも国保をいかに、皆さんに健康でいていただいて、医療費を削減をしていくかというふう

なことを、昨年委員会のほうで熊本市の市立病院のほうの視察をいたしまして、ジェネリッ

ク医薬品の使用によりまして、医療費が大幅に削減したという視察をさせていただきました。 

  今回、この新しい事業展開の中で第１点目として、どういうものかというふうなことを、

町長のほうから御説明をいただきたいと思うんですけれども、効率的な保健事業ということ

で、医療費の適正化に非常に効果が注目をされているこのデータヘルスということについて

の御説明をまずお願いをしたいと思います。 

  この２点目には、先進地の広島県呉市が既にさまざまな事業展開をしております。これに

基づくものから、３点目としては、その幾つかを導入していくお考えがないかどうかという

ふうなことを伺うところでございます。 

  国も約97億円を計上をし、25年度の当初予算では2.9億円だったのですけれども、一挙に

97億円というふうなことになりますと、このデータヘルスというものが、今後の重点分野の

一つであるというふうに考えられるものでございます。 

  いずれにしましても、厚生労働省より公表されておりますこの問題について、健保組合等

のさまざまなことも参考にしながら、取り組む必要があろうかと思いますので、御答弁をい

ただきたいと思います。 
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○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、レセプト・健康情報等を活用したデータヘルスの

推進についてですが、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。 

  １点目の効率的な保健事業で医療費適正化に効果が注目されるデータヘルスとはについて

ですが、保険者が保有する被保険者のレセプトや原則40歳以上を対象とする特定健診、特定

保健指導のデータを収集、分析し、これに基づく保健事業を効果的、計画的に実施すること

で、被保険者の健康維持、増進を図り、増大する医療費の抑制、社会経済の発展につなげよ

うとするものであります。 

  ２点目の先進地の広島県呉市から学べるものはについてと、３点目の導入の考えはについ

ては、関連がありますので、一括してお答えいたします。 

  広島県呉市では、１人当たりの医療費が高く、全国平均を上回る調査結果が出ていました

が、全国的にも早い段階から医療費適正化への取り組みをスタートさせ、レセプトを独自に

データベース化し、健康管理増進システムに結びつけていることに特徴があります。 

  呉市から学べるものの１つ目として、健康管理増進システムを使用してのジェネリック医

薬品利用促進通知で、毎月切りかえによる効果の高いと思われる対象者3,000人に通知を行

ったところ、当初、ジェネリック医薬品の利用率が30％だったのが、２年後には77％に達し

まして、医療費削減に役立ったことです。 

  ２つ目として、訪問指導、重症化予防など各種保健事業の充実で、重複、頻回受診者への

訪問指導のみならず、医療費が高額となる疾病対策として、特に糖尿病性腎症が重症化し、

人工透析へ移行すると医療費が多額になることから、糖尿病の危険因子や肝機能障害が進行

している人を早期に把握し、生活習慣病の危険因子の重複化や疾病の重病化を予防すること

に取り組んでいることです。 

  当町においても、ジェネリック医薬品差額通知の発送や、国保連合会システム重複、頻回

受診者、生活習慣病対象者等を把握しての訪問指導、静岡県国保連合会独自の健康管理シス

テムを使用いたしまして、特定健診の受診データとレセプトデータのつきあわせなどを経て、

訪問指導を実施しております。 

  これからもジェネリック医薬品差額通知の通知回数を増やしたり、来年度より保健センタ

ーに配備されていなかった健康管理システム専用のパソコンが、国保連合会から配備される
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ことになっており、今まで以上に各被保険者の医療費分析、保健事業に努めまして、医療費

削減に努力していきたいと思っております。 

○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） この点も大変重要な取り組みになろうかと思います。医療費、今後

団塊世代が65歳から後期高齢者に向かう中で、当然大幅な増が予想されるわけでございます

し、担当する健康づくり課のほうもそこを見据えた上で、さまざまな取り組みをしてくださ

っているというふうに理解をしております。 

  私どもも、まず自分自身が町のために、あるいは社会のためにどう、何を貢献できるかと

いうふうなことになりますと、まず健康でいるというふうなことが、最大の社会に対するや

はり恩返しではないかと思います。皆さん、心がけてはいましても、やはり病気になってし

まうということは、やむを得ないことでもございますし、だんだん老いが進み、また認知症

等になっていくというふうなことは、自然の摂理として避けられない課題ではございますけ

れども、今こういう時代に、本当に私たちが１日１日無事に過ごさせていただいている、そ

の背景にあるさまざまな社会からの支え、国からの恩恵、そういうものにしっかり自分自身

がこの世に生を受けて、その恩に報いていくというふうなことは、まず自分が健康でいるこ

と、そして少なくとも隣近所、また向こう３軒両隣の皆さん方に万一何かがあったときに、

救急車のごとく、また救急隊のごとく駆けつけていってお互いに助け合う、支え合う、そう

いう考え方というものをしっかり心に置いていかなければいけないのではないかと思います。 

  これは、私、今回72回目の質問ですけれども、今まで質問をしてきたベースには、そのこ

とをいろんな角度から提案をさせてきていただいております。今、本当にこの時代に一寸先

はわかりません。東北の被災地のあの現状を我が身と当てはめたときに、本当に無駄を省い

て、もうちょっと無駄なものを捨てなければいけないというふうに、私も今、心がけてはお

りますけれども、いずれにしても、自分がどういうところに住んで、そしてまたどういう人

生の最期を締めくくるのかというふうなことも含めて、どういう死に方を選ぶかはどういう

生き方をしていくかに通じるというふうに伺いますもので、余り死のことを語ると、高齢者

の皆様は嫌だなと思われるかもしれませんが、今、死を語ることは、決してタブーではない

と思いますので、どうぞお互いにどういう最期を自分がしていきたいのか、まず家族に語り

ながら、エンドレスノートとかそういうようなものを書いて、自分の最期はこうしてほしい

と、ついでに遺言状なんかも書いて、家族の中にトラブルが起きないようなそういう取り組
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みも、家族の健康の上からも必要になるのではないかというふうに思います。話があちこち

に広がって恐縮でございますけれども、その点について御答弁をいただかなくても結構でご

ざいます。私の個人的な勝手な見解でございまして。 

  いずれにしても、このレセプトのデータベース化というふうなことは、とても大事だと思

います。医療関係の皆さん方も人間ですので、時にさまざまなミスもございます。そして、

そのミスも担当の皆さん方が怖いよと時々ツイッターをなさいます。それを聞くのは、何年

かしてから、実は多かったとか少なかったとかと、ドバッと請求されたり戻ってきたり、戻

ってくる分にはいいんですけれども、本当に担当は肝を冷やす思いでお仕事をされているの

ではないかなというふうに思います。レセプト点検につきましても、必要以上に患者が医療

費を支払わされているというような現状も間々ございます。かつては１万円以上については、

わかれば、ちゃんと医療機関に請求して返してもらうというふうなことがたしかなされてい

たはずだというふうには伺ってはおりますけれども、その辺の背景について、ちょっと事実

関係がどうなのかというふうなことが、もしわかりましたら伺えるお話でしょうか。 

  一応、このレセプト点検についてのそういう問題について、前々から一度聞いておきたい

なというふうに思いまして、お医者さんというのは、そういう意味で皆さんの命を預かり、

尽くしてくださっていることかと思いますけれども、私ども人間としてミスがあるというふ

うなことから、間違ったものについてはきちっと返していただく患者としての権利というも

のが、たしか１万円以上で法の上で定められているというふうなことも、私承知をしている

ところですが、その点について確認で伺いたいと思います。いずれにしても、レセプトの点

検、さらにその方がどういう病院にかかったかというふうなことによりまして、そのデータ

を見ますと、重複して受診をしているとか、必要以上に薬がある意味出されているとか、い

ろいろなことがデータとして一目瞭然になっていきますもので、大事な点は保健師が一軒一

軒そういうお宅を訪問しながら、押しつけではなく、いろいろお話を聞きながら保健指導を

していくというふうなことの体制が、果たしてどうなのでしょうか。今後、このような流れ

の中で担当を初め、町長の御見解を伺うところでございます。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 現場のほうは現課のほうから説明させます。その中でうちの町は、呉

市が先進的と言っております。それ以上とは言いませんけれども、そのぐらいのことはとい

う言い方、人口規模が違いますけれども、その辺のことはやっているということは、課から

聞いております。 
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  まず、学べるものは、さっき言ったように、ジェネリック医薬品の利用促進通知、２つ目

として居山議員が言った重複、頻回受診、この辺のあれです。それで、一番、私が喜んだの

は、今まではなかったけれども、来年度以降の国保のほうからこの健康管理システム、これ

が県のほうから来年保健福祉センターのほうに設置、パソコンが来るというもので、これと

さっき言ったように特定健診受診データは、またデータのつけやすさなど増えれば、よりよ

いものになるんじゃないかと考えておりますもので、その辺はまた来年度以降はさらにレベ

ルアップしたものができるのではないかとは自分自身は感じております。 

  あとのことは現課のほうで説明させます。 

○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） レセプト点検につきましては、静岡県の国民健康保険団

体連合会のほうへ委託をしています。それとは別に、一応担当者が月々のレセプトの内容を

確認しまして、例えば資格が社会保険になっているのに、請求については、国民健康保険に

請求が来たと。そういった場合のチェックもちゃんとやっております。また、１万円を超え

る自己負担額が発生した場合については、通知をすることになっています。しかしながら、

昨年度はその対象の件数は１件もございませんでした。 

  最近の５年間では、２回くらいだと一応考えております。また、平成23年９月から静岡の

国保団体連合会のほうで、チャットシステムというものを作成しまして、それにのっとりま

して、重複とか多受診の内容がはっきりとわかりまして、そういった内容を保健師のほうが

把握しまして、各家庭等を訪問しまして、保健指導のほうを実施しています。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第３問。私の過去の質問、提案からその後の防災対策はを許し

ます。 

  12番、居山議員。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 済みません、過去の質問は防災関係でも、たしか、もう町長20回ぐ

らいしていますもので、実は９月の定例会でもう言うのやめたというふうに思って、後はみ

んながやってくれるだろうというふうに思ったんですけれども、だが待てよと思いまして、

小川和久軍事アナリスト、静大の特任教授ですかを呼んでくださって講演会に伺いましたら、

また火がつきまして、これはやはりやらなくてはいけないというふうに考えました。町民の

命をどう守るかというふうなことを日常的にやはり皆さんと語りながら、そして提案をさせ
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ていただいたり、検討をさせていただいて、おのずから我が町の防災対策がアップしていく

のではないかなというふうに思います。一応、富士の国、防災市でございますので、勉強し

たことを生かさなかったら、本当に申しわけないなというふうに、なかなか生かせてなくて

申しわけないんですけれども、そういう観点で、私、３問目、私の過去の質問、提案からそ

の後の防災対策をお尋ねするところでございます。 

  その１点目、９月の第１日曜日を「家族防災会議」というような名称で、また、３月11日

を「ごきんじょ防災会議の日」というふうにしていくお考えがないかどうか。これは過去に

伺って、検討するよというふうに言われている内容で、もう２年ぐらいたっているかと思い

ます。 

  ２番目に防災士等、資格取得に助成をしていただく必要があろうかと思いますので、その

点と、さらに町の防災委員に報酬が支払われていないというふうなことから、やはり皆さん

お忙しい中、ボランティアとしてやってくださることは、重々承知はしておりますけれども、

自主防会長さんのほうからちょっとその点についての─やはりツイッターが私の耳に聞こ

えてきまして、パソコンではなく、時々皆さんの本音がつぶやかれるのを心にとめるもので

すから、防災委員さんに報酬があるといいなというふうにおっしゃっておりました。半年く

らい前のことですけれども、それについて、３月くらいの定例会で質問をしておりますけれ

ども、御答弁をいただきたいと思います。 

○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） 居山議員の第３問、私が過去の質問、提案からその後の防災対策はに

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９月の第１日曜日を「家族防災会議」、３月11日を「ごきんじょ防災会議の日」

とする考えはについてですが、居山議員の質問、提案をいただきました家族防災会議につき

ましては、９月１日が「防災の日」となっており、町では、地域の自主防災会を中心に住民

の皆様に参加していただく中、毎年総合防災訓練を実施しております。この日につきまして

は、町としても学校、広報を通じ、家族で防災を考えるとして、家庭内で災害に遭った場合

の避難場所の確認や連絡方法などについて話し合っていただくよう、周知を図っているとこ

ろであります。 

  また、３月11日のごきんじょ防災会議につきましては、３月11日前後の休日に、東日本大
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震災を教訓に、県内、町内において津波避難訓練が行われております。町では津波被害が想

定される地域におきましては、共助による避難対策が重要と考え、地域における防災対策の

検証、検討、実践をお願いしているところであります。 

  ９月の第１日曜日及び３月11日を防災の特別の日としていくことにつきましては、地域の

防災対策の中心であります自主防災会などの意見をお聞きして対応してまいりたいと考えて

おります。 

  次に、２点目の防災士等資格取得に助成、町の防災委員に報酬はについてですが、防災に

関する資格取得につきましては、県などと協力し、防災に必要な講座の開催、県が主催する

防災講座、研修への参加など、自主防災会を中心に実施していきたいと考えておりますので、

助成については考えておりません。 

  次に、防災委員の報酬につきましては、近隣等の市町の状況を踏まえ、対応していきたい

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） 割と後ろ向きの答弁で、大してお金もかからないのに、町長何を考

えているのだろうというふうに、今一瞬思いました。再三申し上げますように、３．11、あ

の被災地に立って町長、何を感じられたのですかというふうな質問をしましたときに、ハー

ドではだめだというふうに思われたと、そういうふうにこの耳の奥のほうに、しかと町長の

お声が残っております。そうしましたら、やはりハードです、これが手間暇かかり、厄介な

ので、もう避けて通りたくて、やれ何かが建ったよとか、こういうふうにしたよと形になる

ものというのは手っ取り早いのですけれども、私は町長が本当にあの被災地のあの場で感じ

られたように、私たち議員も、少なからずボランティアをさせていただいた中で、何て人間

の営みというのははかないのだろうと。営々と築き上げて、一生、80年、90年、100年生き

たところで、あの世に持っていけるものなんて何もないんだと。じゃ、この世に残すものは

一体何なのというふうなことを思い知らされたわけでございます。当然、自分の思うこと、

口で言うこと、行動すること、これしか残らないのだなというふうなことをつくづくと思い

知らされたわけでございます。 

  私はなぜこの点を提案したかといいますと、やはりまず、家族の防災会議とかというふう

に周知をしているとはいうものの、どこまで皆さんに徹底されているか。当然、回覧板も約

1,000所帯のお宅には届いていない、防災のさまざまな行政サービスが届かないところもあ
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る。なおかつ回覧板も１軒で３，４人いたとしても、代表１人しか見ないで、次に回してし

まうということが往々にして多いです。それを見た人が家族全員に伝えるかというと、なか

なか伝え切れないです。本当でしたら、全て１軒のうちに１枚ずつくだされば、それを置い

ておいて家族に見せるということができますもので、今後、もしでき得る限り、回覧板など

は回覧板に１枚ということではなく、所帯に１枚ずつ取ってもらって、きちんと大事な情報

が全戸に漏れなく、そして家族全員に伝わるような、そういう取り組みをしていただく必要

があるのではないか。そしてまた、それがあれば、御近所の自主防災会に入っていないお宅

のところにその紙を持っていって、回覧板はもう隣に回していますので、これこれこうで、

ああでこうなんだよと。そしてうちにコピーができますもので、そのコピーをしてその方に

差し上げる。いただいた回覧板をコピーすればいいんですけれども、そういうような形でで

きるだけ御近所の情報のない方にそれをお伝えしていくというようなこともできるのではな

いかと思います。非常に紙が増えてしまいます。担当も大変かと思いますけれども、もしで

きればそういうようなことで、今言われた周知をしているということにつきましては、その

改善が必要ですので、町長の御見解を伺うところでございます。 

  これはぜひ、先ほど自主防に意見を聞いて対応していくというふうなことの御答弁ですの

で、その前の９月１日のこれのでしたので、周知は図っているということですけれども、そ

この問題点です。 

  そして、３．11を「ごきんじょ防災会議」というふうにしていくお考えということにつき

ましては、もうとにかく平成７年から近所で助け合うしかないから、隣組のそういう組織を、

会議を開いてほしいということを、町長だけでなくて、もう平成７年の石原さんから田村さ

んから片野さんから、みんなにたしか言っていたはずです。なかなかこれが実現できなくて、

とても残念なんですけれども、東伊豆町のほうは幸いのことに防災隣組という組織を防災会

長がつくってくださって、一応それが今、機能しておりますけれども、全町にはなかなか広

がっていかない。そういう状況がございます。これ、再三町のほうから訴えていただくと、

皆さんの中に意識として定着しますので、お金がかからないことですので、防災担当大変お

忙しいと思いますけれども、ぜひこれもう一度自主防の意見も聞いていただきながら、早い

時期にぜひ実現をしていただきたいなというふうに望むものでございます。その点お伺いし

たいと思います。 

  さらに防災士の資格取得ですけれども、私が行きましたときには、静岡にも何回か行かな

ければいけない、そして下田の賀茂支援局のほうでいろいろ講座も受ける、かなりもうハー
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ドな内容で10時から４時くらいまでとか、そして実際に救急救命の実践的なものも必要なの

で、消防署に行くとか、本当に時間とお金が必要です。そして、心がないと、なかなかこれ

に参加ができない。誰かやればいいやというふうに思っていたのでは、防災士はなかなか増

えないと思いますし、せっかくできている防災士も、きちっと町のほうで何らかの形で掌握

をし、そしていろいろなイベントのときにその方々に具体的に企画をもらうなり、参加して

もらうなり、そしてその方々を上手に活用して、自主防災の中でも自主防災会長を支えなが

ら防災士がそこでもって、何かちょっと「防災士」みたいな腕章でも何でもいいんですけれ

ども、そんなのがあれば、皆さんに理解もしていただけますもので、この人材の活用という

ことがまず大事です。それが河津あたりでは、たしか何か前に伺ったときには既に助成をし

ているというふうなことで伺っていますし、近隣のそのような状況がもしわかりましたら伺

いたいと思います。 

  さらに、防災委員につきましては、役員をやりました方が次に防災委員にお願いしますみ

たいな、それぞれの区の取り組みが違うようですけれども、意外にこういう方々もやはり本

人の意識がどうしても低くなってしまう、防災の区の役員さんだけで、ある意味いろいろな

避難訓練なり防災訓練なりの企画を立てられて、防災委員さんにちゃんと連絡が行っている

のかなと、企画の段階から。それとあるいは富士の国防災士にしてもそう、またあるいは町

の職員の皆さんにしても、今回かなり東のほうも大勢の職員の皆さんが訓練に参加してくだ

さっておりましたけれども、やはり地域の状況というものを平時から見ていただきながら、

もちろん非常時はこの役場に来ての対応になろうかと思いますけれども、その辺をしっかり

我が地域の実情もきちんと把握していただきたいというふうなことから、取り組みを期待を

したいと思いますし、防災委員をもう少し町も自主防に働きかけて、こういう形で何として

も報酬を出すので、きちっと活動できるような体制をというような指導をしていただくとい

うふうなことでのご答弁を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） まず家族防災とごきんじょ防災会議、これの中で９月１日に関してと

か年間を通じて回覧板の枚数を増やしてやったらどうかという提案でございます。これは大

分いい提案ではないかと、やはり班に入っていない人にやること、枚数がありますもので、

それはちょっと検討させていただきたい。これはできればやっていきたいなということは考

えました。 

  さらに９月１日、３月11日、これをごきんじょ防災会議の日、これは基本的には私は東区
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が中心になっております防災と同じですね。これを重視させれば、これで私は別に設けなけ

れば、私は自分自身の考えなです。と申しますのは、今回反省した中で、東区におきまして

は、自前のやった中で、これでは毎年やっているからつまらないという中で、防災隣組さん

を集めた中で、避難地区を八幡神社では危ないから静岡銀行のところにしましょうと、これ

が本当に実践的なあれだと思うんです。そういうこともこれから、そのことを全９区の区長

さんにも聞いておりますもので、この防災隣組に関しては、東区が実践していることをやっ

ていただければ、９区の自主防災の会長さん、ああ、なるほどなという中でやっていきます

し、また、町としてもこれはいいことだからやったらどうですかと、これは投げかけていき

たいと考えております。この防災もごきんじょ防災会議、これはちょっとまた検索というか、

また検討をさせていただいてり、自主防の皆さんと相談しながらやっていきたいと思います。 

  次に、防災士、これは居山議員が言った心が私は大事だと思うんです。やはり１回きりで

衝動的に防災委員をとりたいという中で、当人はこれはとったらもう極端な話、死ぬまでと

いうか、ずっと現役生活が続く限り防災委員として、町が助成する場合はやっていただきた

いそういう考えでございます。まず、心など本当にやりたいという方たちが町のほうに要望

書か何かを上げてきた場合は、それは検討してもいいと思います。ただ、こういうやつがあ

るもので、町がつくったからどうとかといった場合、当初はやはりこういう時代ですから、

来ると思いますけれども、これが未来永劫、ある程度10年か20年で続くかとなると、やはり

自分たちがやりたいからやって、こういうお金を助成してほしいと言えば、これは町が考え

て、町がやった中で、そうすると意気込み、心というものが違うと思うんです。その辺を十

分理解して、やることはやぶさかではありませんけれども、やはりそういう心を大事にしな

ければだめで、下から沸き上がった中で、自分たちはもう町のためにやりたいから、ぜひと

もやるのを手助けをしてくれと言えば、それはやぶさかではありませんもので、その辺はそ

のときは検討をしていきたいと思います。 

  防災委員の報酬につきましては、近隣のことを調べさせてもらいました。河津町のことを

居山議員から言われましたが、私は相馬町長から、こういう防災委員の各地区のやつがある

よという中で聞いたもので前回言いました。その後調べておりません。と申しますのは、私

はやはり心というものが大事なもので、町から積極的にお金を助成する中で防災費を取って

くるではなくて、あくまでも下から上がってきた段階で、町はそういう手助けをしていきた

い、そういう考えでございましたもので、河津町のほうは調査しておりませんもので、今後

ちょっとその辺は調査していきたいと思います。御理解願いたいと思います。 
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  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、どうしますか。３回目になります。質問。 

○１２番（居山信子君） 了解です。いいです。 

○議長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

  次に、第４問、県の「男女共同参画の視点からの防災手引書」より伺うを許します。 

  12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） それでは、第４問に移ります。 

  静岡県の男女共同参画の視点からの防災手引書よりお伺いをいたします。 

  その実物はこれでございます。防災担当を初め自主防にもたしか25年６月付の県からの手

引書が既に配付をされているというふうに聞いております。それに付随するものとして、こ

のダイジェスト版も一緒にあったかと思いますけれども、これの内容についてお尋ねをする

ところでございます。 

  男女共同参画といいますと、副町長は教育委員会の事務局長も今も昔もどうだったのかあ

れですけれども、そのトップのときに、再三副町長とはこれについての議論をさせていただ

き、そして我が町の男女共同参画プランが既にでき上がっておりますけれども、時代ととも

に見直す必要、そしてまた現場、現場でその取り組みがどうなされているのかということの

検証も、今求められてくることかというふうに思います。 

  残念ながら、日本におきまして女性の社会における地位というものが、先進地では非常に

低く112、110……、いずれにしてもちょっと100何番というふうなことで非常に不名誉な状

況がございます。これは国会議員の中に占める女性の割合が減っているというふうなことと

か、もちろん地方議員もそうなんですけれども、社会のあらゆる場で活躍をする女性の立場、

またあるいは割合というふうなものが、約20年近く、男女共同参画法なるものも15年くらい

になりますか、法ができてからたっておりますけれども、進んでいないという状況がござい

ます。 

  しかし、いざというときの災害、このときに、やはり女性のそういう持つ力を、そしてま

た従来のような社会の枠組みの中で、男性中心に男性が全てを決めて、そして取り仕切って

いくというようなことでは、いろいろな点に不具合が生じているということが現実、災害が

起きたあの現場の中で問題点として浮かび上がってまいりました。その取り組みは、この手

引書の後ろのほうにございます。各団体の活動紹介というのが34ページにあるわけですけれ
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ども、さまざまなＮＰＯのそういう組織がいろいろな活動をしていく中で、この冊子のもと

になるようなデータ、そしてさまざまな事例等々をもとに問題点を洗い出して、いざ災害の

ときにどういうふうにしていかなければいけないのか、また、どういうふうにしていったら

いいのかというふうなことが、提言としてまとめられているところでございます。 

  実は、私ども公明党のほうも、災害直後に女性の防災会議というふうなことを、県の議員

の中で結成をいたしまして、再三町の担当者にいろいろな観点からのご質問もさせていただ

きましたし、また、プロジェクトチームもほかにございましたので、非常に細かな観点での

質問をさせていただきました。実は、昨日それをパラパラめくりながら、よその町との比較

が全部わかるわけですけれども、あっ、よくよく考えたら、うちは頑張ってやってくれてい

るというふうなことを、改めて認識をしたところなんですけれども、そうは申しましても、

それが決して十分ということではない、人と比べてどうではないということなんですけれど

も、いずれにしても、それがこの手引書がどこから出てきているかといいますと、地道な議

員活動の積み重ね、さらに議員のネットワークですね、そういうようなものを通して、この

手引書の提案も県会議員が提案をし、なおかつ女性の県会議員が、再度その答弁を求めた形

でこれができ上がってまいりました。 

  そういうことから、今後もこの点を重点的に取り組んでいただきたいと思いますもので、

質問をさせていただくようになろうかと思いますので、御承知置きいただきたいというふう

に思います。 

  まず、この冊子のほうは、担当の皆さん、市町の担当者向けの内容ということでございま

す。こちらのほうのダイジェスト版のほうは、自主防を初め住民に対するダイジェストのこ

の中の取り組みというふうなことで理解をしていただく必要があろうかというふうに思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

  それを前置きにいたしまして、１点目として、避難場所の運営の管理、女性への配慮事項

というものをどう進めていくのかということをお尋ねするところです。 

  ２点目は、県から示されましたこの手引書、この指針の中から特筆する町の取り組みが何

なのかをお尋ねしたいというふうに思います。 

○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） 居山議員の第４問、県の男女共同参画の視点からの防災手引書より伺
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うについては、２点からの質問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の避難場所の運営管理、女性への配慮事項をどう進めるかについてですが、避

難所の運営管理につきましては、ＨＡＧなどの図上訓練を通じ、自主防災会を中心に、トイ

レ、更衣室、洗濯物干し場など、過去の震災の事例を参考に、女性に配慮した場所の選定、

周知など対応を図っているところであります。また、女性特有の日用品の備蓄等につきまし

ては、以前にも一般質問でお答えいたしましたが、備蓄に要する経費、場所の確保など、負

担が大きいため、流通備蓄により対応を図るべく企業との協定の締結など、対応を図ってい

るところであります。 

  ２点目の県から示された指針の中からの特筆する町の取り組みはについてですが、町では、

何をということではなく、防災訓練、講座において災害時における女性や乳幼児など弱者対

策について、住民の皆様にも考えていただくよう、また女性も防災や災害対応の担い手とし

て、日ごろから地域の防災活動への参加、協力をお願いしているところであります。さらに

各自主防災会において女性の活用、配慮については対応を進めていただいているところであ

ります。 

  町では、県の防災担当部局及び男女共同参画担当課と連携し、男女がともに支え、助け合

う防災体制について、県の男女共同参画センター交流会議のメンバーと研修会開催に向け協

議を進めているところであります。 

○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） ご答弁いただきました点につきまして、避難所の運営ということで

は、ＨＡＧ、１回だけですけれども私は経験する中で、いやあ、一体どうなるんだろうと、

そしてまた稲中なり稲小なり避難する方が殺到して、そして早い者順でその避難場所を占領

してしまって、本当に必要な人がそこに入れないというようなことも出てきたりなんかした

場合に、医療面の取り合い事ではありませんけれども、そこでもって入る前からその方の避

難の状況、被災されている状況とかを聞きながら、では、どうぞというふうな形で入れてい

くのかどうなのか、ああ、もう考えたら頭が混乱してしまうほど大変な状況が想定をされる

わけでございます。考えたくないので、今まではとにかく津波から逃げることだったんです

が、もう逃げた後、どうやったら孤立するこの東伊豆町、伊豆半島が３日ないし１週間くら

い、食糧も何もないみたいなそんなことで生き延びなければならないことを言われまして、

ようやく、では、我が家に少し食糧も余分に備蓄しようよというふうなことにはなりました
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けれども、ついに高台移転を諦めまして、もう海抜４メートル、ここで死ぬしかないという

ふうな決意を３人で固めました。 

  あそこがもうなくなってしまえばしょうがないんですけれども、その後どうしようかとい

うようなことですけれども、町長、笑っているけれども、高台にいる人は、そういう私たち

の思いはわからないのでございます。今回、防災課長はよくわかってくれるね、同じような

立場におりますので。いずれにしても、こうやって笑ってお話ができて、こんな対策のこと

をやりとりできるというのは幸せなことでして、来年どうなっているかわかりません。また、

来年もまた今ごろ、町長、少しは進んだわね、マルよ、バツよ、三角よというふうに点数を

つけさせていただきたいと思いますけれども、とにかく命を守るための対策をお金をかけず

にやれることを、全力挙げてやっていただきませんと、町長、きっと後で後悔されると思い

ます。居山があんなに言っていたのに意地悪しちゃったなと、それは御自分が胸に手を当て

ればきっとわかると思いますので、どうぞ余り意地悪なさらないで、前向きな御答弁をいた

だきたいというふうに思います。 

  いずれにしても、被災地で避難をしている状況の中では、女性や子供や高齢者がトイレの

問題、また更衣室、あるいは授乳の問題、そして洗濯物を干すことから、あるいは女性が必

要なそういうものを取りにいく場合に、担当者が男性でして、それをもらいに行くのにも途

中で帰ってきてしまった人とか、いろいろなことが避難所ではあったようです。そこにも、

とにかくもうみんな生きるか死ぬかですから、とてもそんなことまで気遣っちゃいられない

よ、衝立なんか必要ないよとか、用意してあるにもかかわらず、そんなの要らないなんてい

う男性もいたり、さまざまな修羅場だったようでございます。 

  一度、ああいうことを経験をしている私たちは、では、あの状況があったときに、少なく

とも、言うならば男性からの暴力を受けるような、そういうような女性がないように、ある

いは子供も虐待を受けるようなことがないようにする対策とか、そして治安面もそう、それ

からプライバシーの問題、さまざまな困難を克服していくために、今から準備をして用意を

していくということが最大の防災に対しての減災の取り組みになろうかと思います。現実、

その避難生活の中で亡くなられる方がたくさんいらっしゃって、本当にストレスに強い人と

か、健康な人とか、心臓がでっかい人とか、ずうずうしい人とか、もう自分の感情をもろに

出して発散できる人というのは生き延びるかもしれませんけれども、そうでない方というの

は弱い人から、だんだんやはりそういう悲惨な状況にもなりますし、ここに被災１カ月後の

避難所の様子が５ページにもありますけれども、１カ月たってもこんなような現状があった
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というふうなことに驚かされます。写真でもあります。 

  いずれにしましても、これが全て即座にということを望むものではありませんけれども、

できることからやっていただくというふうなこと、女性に配慮したそういう場所、あるいは

福祉避難所、これは今、介護施設とか、そういうものを利用している方は、その場所がある

意味福祉避難所になると。では、行っていない人たちは、介護保険までの適用はないけれど

も、そういう方々、あるいはペースメーカーを入れている、あるいはどこか体のぐあいが悪

いというような病気を持っていらっしゃる方とか、そういう方々に対しての福祉避難所とい

うものも、当然この避難所の中にスペースとしてつくらなければならないわけですね。それ

を各避難所できちんと決めてあるのかどうなのかというふうなことも、これは大事な点です

ので、確認をさせていただきたいと思います。 

  さらに、日用品の備蓄、費用の面とか、いろいろあるので、流通というふうなことで、そ

こと契約を結んで、協定を結んで、そこからの対応をお願いをするというふうなことになっ

てはおりますけれども、幸いこれだけの小さな町で、わずか１万3,000人の町ではあります

が、そのときに震度６、７あるいは津波、あるいは土砂災害、そういうようなものの中で、

幾ら近くても、そこまで行けない状況というのは、私たちも53年、大島近海のときのあの体

験で既に白田あたりはもう孤立をしていましたし、いろいろなことから考えて、やはり要所

要所それぞれの区の防災倉庫に、食糧並びに女性に関するものや何かを最低限置いておくと

いうふうなことは必要ではないかと思います。 

  一番心配なのは、過去の質問の中でも、防災倉庫の中には食糧は一切入っていませんと聞

いておりますし、防災訓練のときに、ふふーんと、こうのぞいて防災倉庫を見ましても、や

はり何もないやと。昔の30年もつという宇宙食のシチューとかそういうようなのが、食べら

れるかしらとかというふうに思うようなのも、若干ちょっと残っていたりなんかしないわけ

ではないですけれども、本当に食糧の備蓄を各区にしておかなくても大丈夫なのかなとか、

いろいろ心配になるようなこと等もございます。 

  すみません、この問題からはちょっとかけ離れてしまったかもしれませんが、防災の問題、

それから女性のその辺のことからお伺いさせていただきます。 

  ２点目のほうの町の特筆する取り組みというふうなことでは、ちょっとページをあけてい

ただきますと、既にいろいろな、これは24年12月あたりに県から調査項目が来て、それに基

づいて各市町が報告を出しております。28ページなんですけれども、これは男女共同参画の

視点を入れた防災関係のマニュアル、パンフレット等の策定状況ということにつきましては、
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うちの町はこのように報告をされております。「検討中」ですと。ぜひ検討中ですから検討

をしていただかなければならないのと、３月くらいには検討していただいたものをどうなさ

るんですかというふうに伺いますので、もうこれ、去年の12月にそう言っているんですから、

当然３月にはもう明確に、そしてこのたびの予算などにも入らなければならないかなという

ふうに思います。これは男女共同参画の視点を入れた自主防の運営体制ということです。さ

らに避難所運営等男女共同参画の視点を入れた自主防運営体制というものを「検討」という

ふうに言われております。 

  もう１点、29ページなんですけれども、これはどういうことかといいますと、この計画の

見直しの取り組みについて、東伊豆町はこうしますよという内容です。平成25年度県防災計

画に基づく町・地域防災計画の見直しに伴い、男女共同参画の浸透及び地域防災力の強化を

図ると、これはちょっと言葉だけの羅列ですので、具体的にどういうふうにされているのか

ということが、もうありましたらお伺いするのと同時に、男女の比率を、防災会議の中で女

性の比率を上げてほしいというふうにお話をして、お願いをしてあります点について伺いた

いというふうに思います。これにつきましては３割しなさいというふうに目標としては設定

をされております。参考までに申し上げます。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） いろいろなことで、また答弁漏れがありましたら、よろしくお願いい

たしたいと思います。 

  まず最初に、居山議員には意地悪しておりませんので、その点だけは御理解願いたいと思

います。 

  次に、体育館と避難所の関係、これ今回、実際に宮城で生まれた人のことも聞きました。

本当に悲惨だったらしいです。それなので、これから町長言わせてもらいますよということ

を言われましたもので、これはやはりその人が体験した中で本当に悲惨なことがあったらし

いですから、さまざまな意見を考えた中で、この避難所のことはやっていきたいと思います。 

  まず最初に、この前も言ったように、避難所が体育館になってくるもので、その体育館は

教育委員の関係で、とりあえず今は町当局の部局に移してほしいということでやっておりま

すもので、町部局になれば、こうしたいろいろなことがまたできますもので、それは教育委

員会と話した中で、一応事務局になったらで、体育館の避難所の整備をしていきたい、こう

いうふうに考えておりますもので、御理解願いたいと思います。 

  やはり男性にはわからない女性特有のそういう品物を取り扱うときも、確かに男性がいた
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ら恥ずかしいなということも十分考えられますもので、その辺はまた女性の皆さん方の意見

を聞きながら、そういう受け渡しはどういう人がいいかとか、当然きめ細かなことは考えて

いかなければならないと思います。最低、避難所の治安、安全、快適さだけは守っていかな

ければならないと思っているし、そう考えておりますもので、そういう体制でやっていきた

いと、そう考えております。 

  備蓄に関しましては、やはり自主防災会長のほうからも食べ物、この備蓄はしてほしいと

いう要望がありますもので、この辺は自主防災会の会長さんと話をしながら、できるものな

ら多少の備蓄はしていきたいなと事務所は考えております。これは自主防災会の会長さんの

ほうからそういう要望がありますもので、これは検討をさせていただきたいと思います。 

  次に、今度は特筆する町の取り組みの中で、いろいろ言われています。まず、県のほうか

らの防災計画ができた段階で町の防災をつくる、これはもう御存じのとおりで、まだ県のほ

うが遅れておりますもので、なかなか町は進んでいない。そういう中で、委員としては最低

私は一般とＰＴＡか何か、何かしら両地区、稲取地区、城東地区と最低３名は入れていきた

いという、そういう答弁はした記憶はございます。その主義でいきたいと思います。今、居

山議員から３割ということをうたわれていると聞きましたもので、またそれは検討をした中

で、最低３人は入れるということだけ、それは事務所もそういう考えでいるもので、それは

御理解願いたいと思います。 

  あとは、ちょっとまた何か答弁漏れがありましたら教えていただけますか。 

（「議長さんに聞いてください」の声あり） 

○町長（太田長八君） ちょっと暫時休憩してくれますか。 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時３２分 

 

再開 午後 ２時３２分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 福祉避難所に関しましては、町ではそういう施設とは災害協定を結ん

でおります。そういう中でそういう方たちとの中で、また今、居山議員がやっているような
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ことがあった場合は、またそれは当然考えていかなければならないと考えておりますので、

災害協定を結んでいる中で、現状では大丈夫ではないのかなと私は考えておりますけれども

……。 

（「それは介護施設ということですか。私はそうは聞いていないので」

の声あり） 

○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） 先に最後に答弁していただいた福祉避難所の件、私が伺いたいのは、

今、介護サービスを使っている方はそこの使っているところが福祉避難所というふうになる

というふうに私は理解しているんですが、それで正しいのかどうなのかですけれども、もう

１点伺ったのは、病気の人、そしてあの避難所でとても対応が無理な体の不自由な方、そう

いう方々への福祉避難所というのも、避難所の中のあるコーナーかあるいは別の教室なり何

なりというふうなことで必要になっていくというふうに思います。その点が検討をされてい

るかどうかというふうなことを伺いましたので、御答弁をお願いしたいところです。 

  あと、防災委員のことなんですけれども、これはＰＴＡの役員さんとかそういうのではな

く、専門的な例えば看護師さんとか、あるいは介護の職員の専門の方とか、あるいはきちっ

とした防災士でもいいです、そういう勉強をしている方とか、あるいは災害ボランティアの

関係の方とか、そういうある程度専門的な勉強をしている人でないと、ＰＴＡの役員さんを

これに１人ずつ出てくださいみたいなことでやってしまうと、ちょっとこれはどうかなとい

うふうに思いますので、人選につきましてはくれぐれも丁寧に、私は嫌だわなんていう人に

は余りお願いしなくて、大変ですけれども、やらせていただきたいと、やらせていただきま

すという人を選んでいただきたいと思いますので、その辺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） 福祉避難所の件に関しましては、今、居山議員が言ったのは町はまだ

検討をしておりませんもので、これは検討をさせていただいた中で、そういう人たちもより

治安のよい方向でまたやっていきたいと、そう考えておりますので、これは御理解願いたい

と思います。 

  最後の防災委員に関しましては、私が言ったのは、とりあえず、まず政治者の人、そして

ＰＴＡと言いましたのは、ＰＴＡの父兄たちの意見がいろいろあると思うんです。子供に対

してはこうしてほしいとか、そういう中でＰＴＡの役員の中から１人、親御として一応避難
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所の生活で、こういうことは困るからこういうことをやってもらいたいとか、そういうこと

を願っておる中で、さらに今言われたように、防災委員とか災害コーディネーター、これを

選ぶのはやぶさかではありません。また、そういう専門的な知識の女性もまた必要ではなか

ろうかと思いますもので、その辺は検討をさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○１２番（居山信子君） ありがとうございました。 

○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。 

  この際、２時50分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３６分 

 

再開 午後 ２時５０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９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８号）） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第２ 専決承認第９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８号））を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました専決承認第９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、去る10月15日から16日にかけての台風26号並びに10月26日

の台風27号の影響による被災箇所について、早急に復旧対応をする必要が生じたため、平成



－156－ 

25年度東伊豆町一般会計補正予算（第８号）を処分したものであります。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（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９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８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８号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ129万8,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ50億721万6,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページをお開き願います。 

  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129万8,000円を

追加し１億1,899万6,000円といたします。１節財政調整基金繰入金、細説１財政調整基金繰

入金129万8,000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

を補填措置いたした内容でございます。 

  次に、３、歳出について説明いたします。 

  今回の補正における歳出につきましては、全て台風26号並びに台風27号の影響による被災

箇所の復旧費用となっております。 

  10款災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧費、１目農業用施設災害復旧費、補正前の

金額に14万7,000円を追加し36万9,000円といたします。事業コード１、農業用施設災害復旧

事業、15節工事請負費、細説１災害復旧工事14万7,000円の増は、農道白代湯ケ岡線の倒木

処理に要する工事請負費であります。 

  ２項公共土木施設災害復旧費、１目道路橋りょう災害復旧費、補正前の金額に99万8,000

円を追加し、372万5,000円といたします。事業コード１、道路災害復旧事業、15節工事請負

費、細説１災害復旧工事99万8,000円の増は、町道11路線の路面清掃、倒木除去、崩土除去

などに要する工事請負費であります。 
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  ２目河川災害復旧費、補正前の金額に６万9,000円を追加し、46万9,000円といたします。

事業コード１、河川災害復旧事業、15節工事請負費、細説１災害復旧工事６万9,000円の増

は、坂下川における倒木除去に要する工事請負費であります。 

  ３目都市計画施設災害復旧費、補正前の金額に８万4,000円を追加し、８万4,000円といた

します。事業コード１、都市計画施設災害復旧事業、15節工事請負費、細説１唐沢汚水処理

施設災害復旧工事８万4,000円の増は、唐沢汚水処理施設における倒木除去に要する工事請

負費であります。 

  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50億591万8,000円に129万8,000円を追加し、50億721万6,000

円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額50億591万8,000円に129万8,000円を追加し、50億721万6,000

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、簡単ではありますが概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありません。 

（「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。討論ありません。 

（「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９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８号））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。 

 

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

 



－158－ 

◎日程第３ 専決承認第１０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９号）） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第３ 専決承認第10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９号））を議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました専決承認第10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、台風26号の影響により甚大な被害を受けた大島町へ職員を

派遣し復旧作業を支援するため、平成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第９号）を処分し

たものであります。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（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10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９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９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90万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ50億811万6,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページをお開き願います。 

  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90万円を追加し

１億1,989万6,000円といたします。１節財政調整基金繰入金、細説１財政調整基金繰入金90
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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、不足額を補填措置

いたした内容でございます。 

  次に、３、歳出について説明いたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正前の金額に90万円を追加し、４億

3,832万3,000円といたします。事業コード17、被災地支援事業、９節旅費、細説１普通旅費

90万円の増は、台風26号の影響により被災した大島町へ職員を派遣するための増額措置であ

ります。 

  恐れ入りますが、２ページをお戻りください。 

  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50億721万6,000円に90万円を追加し50億811万6,000円といた

します。 

  次に歳出ですが、補正前の額50億721万6,000円に90万円を追加し50億811万6,000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、簡単ではありますが概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いしま

す。 

○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） これは要するに災害協定を平成何年かに結んでありますよね。こ

れはやはり理由のところに、平成何年何月災害協定を結んだためとかそういうふうに細かく

書いてもらいたい。 

  それと、あと、これ今、漠然と何人という数字は出てこないし、個々の個人個人の１人当

たり幾らくらいかかるからという見通しのあれで予算を盛り込んだと思うんですけれども、

その内容をお聞かせ願えますか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは山本議員が言ったように、災害協定を結んだ中での支援でござ

います。そういう中で大島町とは災害協定を結んであるけれども、大島は東京都なもので特

別いいでしょうと言われましたけれども、隣町でありますから、幾ら相手が遠慮をしたとし

ても、町としてはそれなりの援助はということで今回やらせていただいた内容でございます

もので、この災害協定を結んだという一言が入ればそれは入ったほうがよほどいいと思いま



－160－ 

すが、そういう事情なものですから、その辺は御理解願いたいと思います。あくまで災害協

定を結んだ中で、大島町さんは遠慮した、いいですと言いましたけれども、うちの町といた

しましては、やはりすぐ隣町でございます。いつこういう状況になるかわかりませんもので、

ある程度町のほうから積極的に行ったということは御理解願いたいと思います。 

  あと、１人当たりのことは総務課長より答弁させます。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） これにつきましては、町の旅費規程に基づいた形の中で

まずは算出してございます。５日間で１泊２日で１班８人という形で40人の職員を１泊２日

の形で計画をした形でございます。１人頭２万2,000円ほどかかった内容でございます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

  これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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10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９号））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） 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４ 議案第６５号 大規模災害からの復興に関する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例の制定について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第４ 議案第65号 大規模災害からの復興に関する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 



－161－ 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第65号 大規模災害からの復興に関する

法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 

  大規模災害からの復興に関する法律の施行に伴い、関係条例の条文整備を図るものであり

ます。 

  詳細につきましては総務課長から説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いい

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65号について、御説明を

申し上げます。 

  大規模災害からの復興に関する法律が、６月21日に公布されました。この中で市町村の復

興計画の作成等のために、国や他の地方公共団体から当町へ派遣された職員に対し災害派遣

手当を支給するためのものです。 

  改正する条例は、東伊豆町職員の給与に関する条例及び東伊豆町公営企業職員の給与の種

類及び基準に関する条例となり、災害派遣手当を支給することができるという内容を加える

ものでございます。 

  なお、施行日は公布の日からとさせていだきたいと思います。 

  以上、簡単ではございますが説明にかえさせていただきます。御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありません。 

（「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65号 大規模災害からの復興に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定についてを採決します。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第５ 議案第６６号 延滞金の割合の見直しに伴う関係条例の整備に関する

条例の制定について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第５ 議案第66号 延滞金の割合の見直しに伴う関係条例の整備

に関する条例の制定についてを議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第66号 延滞金の割合の見直しに伴う関

係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 

  分担金、使用料、加入金、手数料及び科料その他の町の歳入に対する延滞金の額等につい

ては、地方自治法第231条第３の規定により、条例の定めによって延滞金を徴収することが

できるとされており、地方税の滞納処分の例により処分することが適当とされております。 

  地方税法の改正により、平成26年１月１日から地方税に係る延滞金の割合を見直すことに

伴い、東伊豆町税賦課徴収条例と整合性を保つため、関係する東伊豆町税外収入督促等に関

する条例、東伊豆町国民健康保険高額医療費資金貸付条例及び東伊豆町後期高齢者医療に関

する条例の条文整備を図るものです。 

  詳細につきましては、担当課長、参事より説明をいたさせますので、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、ただいま提案されました議案第66号中、東伊

豆町税外収入督促等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、お手元に配付しまし

た説明資料に基づき御説明いたします。 

  まず、説明資料の１ページ目ですが、今回整備を図る３件の改正の目的及び改正の概要に

つきましては、町長が申し上げた内容となります。 

  （１）のアンダーラインを引いてございます東伊豆町税外収入督促等に関する条例の一部

を改正する条例につきましては、附則第３項を新設する内容でございます。 

  条例（４条）の表をごらんいただきたいと思います。 

  改正前の表となります。期間ですが、納期限後１カ月以内の延滞金の割合は7.3％、納期
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限後１カ月経過後の延滞金の割合は14.6％でございます。 

  次に、附則第３項の表をごらんいただきたいと思います。 

  改正後の表となります。期間ですが、納期限後１カ月以内の延滞金の割合は、特例基準割

合に１％を加えた割合で上限が7.3％となります。特例基準割合とは、改正の概要と太字で

書かれた３行目、米印でお示ししてございますとおり、国内銀行の新規で１年未満の短期の

貸出約定、平均金利の前々年10月から前年９月までにおける平均に１％を加算した割合で、

仮に特例基準割合を２％とした場合の延滞金の割合は３％となります。また、納期限後１カ

月経過後の割合は特例基準割合に7.3％を加えた割合で、上限が14.6％となり、特例基準割

合を２％とした場合の延滞金の割合は9.3％となります。 

  施行期日として、この条例は平成26年１月１日から施行するものです。また、適用区分と

して改正後の附則第３項の規定につきましては、延滞金のうち平成26年１月１日以後の期間

に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例に

よるものとなります。 

  以上、東伊豆町税外収入督促等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、簡単で

すが説明にかえさせていただきます。 

○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、東伊豆町国民健康保険高額医療費資金貸付条

例の一部を改正する条例及び東伊豆町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、お手元に配付しました説明資料に基づき御説明いたします。 

  説明資料の２ページをごらんください。 

  （２）の東伊豆町国民健康保険高額医療費資金貸付条例の一部を改正する条例については、

附則第２項（延滞金の割合の特例）を新設する内容であります。 

  条例第14条の表をごらんください。改正前、延滞金の割合は7.3％となっております。 

  附則第２項の表をごらんください。改正後、延滞金の割合は、特例基準割合に１％を加え

た割合で上限が7.3％となります。特例基準割合を２％とした場合の延滞金の割合は３％と

なります。 

  附則ですが、施行期日として、この条例は平成26年１月１日から施行するものです。また、

適用区分として、改正後の附則第２項の規定は、延滞金のうち平成26年１月１日以後の期間

に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例に

よるものとなります。 
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  説明資料の３ページ目をごらんください。 

  （３）の東伊豆町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例については、附則第

４項（延滞金の割合の特例）を改正する内容でございます。 

  条例第６条の表をごらんください。改正前、納期限後１カ月以内の延滞金の割合は7.3％、

納期限後１カ月経過後の延滞金の割合は14.6％でございます。 

  次に、附則第４項の表をごらんだくさい。納期限後１カ月以内の延滞金の割合は、改正前、

延滞金の割合の特例により4.3％でしたが、改正後、特例基準割合に１％を加えた割合で上

限が7.3％となります。特例基準割合を２％とした場合の延滞金の割合は３％となります。

また、納期限後１カ月経過後の割合は、改正前、延滞金の割合の特例により14.6％でしたが、

改正後、特例基準割合に7.3％を加えた割合で上限が14.6％となり、特例基準割合を２％と

した場合の延滞金の割合は9.3％となります。 

  附則ですが、施行期日として、この条例は平成26年１月１日から施行するものです。また、

適用区分として、改正後の附則第４項の規定は、延滞金のうち平成26年１月１日以後の期間

に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例に

よるものとなります。 

  以上、簡単ですが説明にかえさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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66号 延滞金の割合の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第６ 議案第６７号 東伊豆町地域の元気臨時交付金基金条例の制定につい

て 

○議長（鈴木 勉君） 日程第６ 議案第67号 東伊豆町地域の元気臨時交付金基金条例の制

定についてを議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第67号 東伊豆町地域の元気臨時交付金

基金条例の制定について、提案理由を申し上げます。 

  この基金の制定につきましては、国の緊急経済対策により交付される地域の元気臨時交付

金を基金に積み立て、来年度実施する公共事業の財源に充てるため、新たな基金条例を制定

しようとするものであります。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（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67号 東伊豆町地域の元

気臨時交付金基金条例の制定につきまして、御説明申し上げます。 

  町長からの提案理由のとおり、国の緊急経済対策として交付される地域の元気臨時交付金

を基金に積み立てし、来年度実施する公共事業の財源に充てるため、新たな基金条例を制定

しようとするものであります。 

  地域の元気臨時交付金とは、国の平成24年度補正予算（第１号）に計上された追加公共事

業を実施する自治体に対し、財政力に応じて交付限度額を算定される交付金であります。当

町におきましては、国の防災安全交付金を活用し、本年度繰り越しで実施しております片瀬

地区防災拠点施設、奈良本地区避難地整備、稲取地区防災対策本部代替施設整備などの事業

がこの交付金算定の対象となったことで、これらの地方負担額１億5,128万6,000円に対し約

79％に当たる１億1,934万8,000円が交付限度額として示されたところであります。 

  この交付金を本年度実施事業であります細野高原観光施設整備や稲取漁港公園整備、文化

公園イルミネーション整備、ジオパークビジターセンター整備並びに第６分団消防ポンプ車

購入費の補助に全額充当いたします。これら本年度の地方単独事業に充当した差引残額を基

金へ積み立てし、来年度事業の財源とするため、新たな基金条例を制定しようとする内容で
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ございます。 

  以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたしま

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。 

（「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67号 東伊豆町地域の元気臨時交付金基金条例の制定についてを採決しま

す。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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７ 議案第６８号 東伊豆町緊急地震・津波対策基金条例の制定について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第７ 議案第68号 東伊豆町緊急地震・津波対策基金条例の制定

についてを議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第68号 東伊豆町緊急地震・津波対策基

金条例の制定について、提案理由を申し上げます。 

  県が公表した第４次地震被害想定に基づき地震・津波対策の実施を促すため、本年度から

３カ年の市町における事業計画に基づき一括して交付される資金を基金に積み立て、県の基

準に応じ事業費に充当するため、基金条例を制定しようとするものでございます。 

  詳細につきましては総務課長から説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いい

たします。 



－167－ 

○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、議案第68号 東伊豆町緊急地震・津波対策基

金条例の制定につきまして、御説明申し上げます。 

  県が公表しました第４次地震被害想定に基づき、今年度から３年間、地震対策等を重点と

した事業、主に防災センター建設、ハザードマップ等の作成、資機材整備などの早期実施を

図るため、例年実施しております大規模地震対策等総合支援事業補助金制度をこの間凍結し、

市町が３年間に実施予定の事業計画に基づく事業費に対し、県の補助率をもとに算定した補

助額を市町に一括交付するもので、市町は交付金を基金に積み立てるものでございます。 

  市町は、毎年事業実施状況を踏まえ補助率に応じた額を基金から取り崩し充当できるもの

とし、最終年度において精算後、余剰金が出た場合につきましては、県へ全額返納しなけれ

ばならない内容となってい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。よろしく御審議のほどお願いい

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。 

（「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68号 東伊豆町緊急地震・津波対策基金条例の制定についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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８ 議案第６９号 東伊豆町防災センターの設置及び管理等に関する条例

の一部を改正する条例について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第８ 議案第69号 東伊豆町防災センターの設置及び管理等に関

する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 
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  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第69号 東伊豆町防災センターの設置及

び管理等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  改正内容は２点でございます。 

  まず、北川地区防災センターの位置である地番の変更、次に、片瀬地区防災センターの新

築により甲の施設の設置及び管理等について条文の整備を図るものであります。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしく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、ただいま提案されました議案第69号、東伊豆

町防災センターの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明

申し上げます。 

  まず、北川地区防災センターの位置でありますが、同防災センターは３筆から成る土地に

建てられていることから、建物に係る面積が最も大きい地番に位置を改める内容でございま

す。 

  次に、片瀬地区集会所の老朽化に伴い、同地区の津波対策等の防災拠点として建築してお

ります片瀬地区防災センターの設置及び管理について、東伊豆町防災センターの設置及び管

理等に関する条例でこれを定めるため、条文の整備を図る内容でございます。 

  それでは、朗読をもって説明とさせていただきます。 

  東伊豆町条例第 号。平成年月日。 

  東伊豆町防災センターの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例。 

  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18年東伊豆町条例第19号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条の表中「名称、位置、田町コミュニティ防災センター、東伊豆町稲取352番地の１、

北川地区防災センター、東伊豆町奈良本1009番地の１」を「名称、位置、田町コミュニティ

防災センター、東伊豆町稲取352番地の１、北川地区防災センター、東伊豆町奈良本1011番

地、片瀬地区防災センター、東伊豆町片瀬584番地の１」に改めるものでございます。 

  附則、この条例は、公布の日から起算して６カ月を超えない範囲内において規則で定める
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日から施行するということで、改正内容につきましては、新旧対照表のほうで明記してござ

いますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○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。 

（「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69号 東伊豆町防災センターの設置及び管理等に関する条例の一部を改正

する条例についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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９ 議案第７０号 東伊豆町火災予防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９ 議案第70号 東伊豆町火災予防条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第70号 東伊豆町火災予防条例の一部を

改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  消防法施行令の一部を改正する政令第88号が公布されたこと等に伴い、東伊豆町火災予防

条例について所要の改正を行うものであります。 

  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） ただいま提案されました議案第70号 東伊豆町火災予防条例の一
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部を改正する条例について、御説明いたします。 

  改正の目的は、消防法施行令等の一部改正法の施行による条ずれに伴い、引用条項の修正

を行い、本条例の整備を行うものであります。 

  新旧対照表により御説明いたします。新旧対照表をごらんください。 

  改正内容につきましては、建築基準法施行令で規定する避難階の条項及び消防法施行令に

定める検定対象機械機器等の品目の見直しにより、消防用ホース等に使用する結合金具等を

規定するほうが削られ、条例で引用している火災報知設備等の感知器等を規定するほうが繰

り上げられたことから、その整合を図るため、東伊豆町火災予防条例の一部を改正するもの

です。 

  表の左側、旧条例の第29条の３第１項第２号の下線部分、「第13条の３第１号」を「第13

条第１号」に、また、「旧条例の第29条の４第４項の２、２行目下線部分、「第37条第７号

から第７号の３まで」を、「第37条第４号から第６号まで」に改めるものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は、平成26年４月１日から施行とするものです。 

  以上、簡単で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70号 東伊豆町火災予防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１０ 議案第７１号 東伊豆町消防団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10 議案第71号 東伊豆町消防団条例の一部を改正する条例に
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ついてを議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第71号 東伊豆町消防団条例の一部を改

正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  地域防災体制のかなめである消防団において、分団定数の確保が困難となっている地区が

生じていることから、東伊豆町消防団条例について所要の改正を行い、地区消防力の維持を

図るものであります。 

  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71号 東伊豆町消防団

条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。 

  改正の目的は、消防団条例に規定する団員の資格要件において、分団定数の確保が困難な

地区が生じております。これは北川地区を管轄区域とする第２分団ですが、改正によりまし

て分団定数を確保するものでございます。 

  新旧対照表により御説明いたします。新旧対照表をごらんください。 

  改正内容につきましては、消防団条例第４条第１項第２号で規定する年齢要件につきまし

て、消防団の運営上、任命権者が特に必要であると認めた場合に特例を認めるものとするも

のでございます。 

  表の左側、旧条例第４条第１項第２号、「年齢18歳以上45歳以下の者であること。ただし、

女性消防団の年齢は18歳以上55歳以下とする。又団長、副団長、本部長及び指導部長にあっ

ては年齢はこの限りでない。」を、「年齢18歳以上45歳以下の者。ただし、消防団の運営上

任命権者が特に必要があると認めたときはこの限りでない。」に改めるものでございます。

また、これ以外の改正につきましては、字句の修正等について、今回の条例改正に合わせて

改正する内容であります。 

  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものとするものでございます。 

  以上、説明とさせていただきます。御審議を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。質疑ありませんか。 
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  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 説明で北川等の地区の名前も出てきましたけれども、解釈として、

特に必要と認める場合ということの解釈が拡大解釈されるのか。この言葉の解釈の仕方につ

いては、いろいろ出てこようと思うんですが、具体的にどういうことを想定されているのか。

当然今の改正前と後の関係からすると、団長を初めとした消防団の幹部というのは、当然必

要だということの認識がされるんだと思いますけれども、そのほかの部分では、今までの女

性消防団のところを外しているという点もありますし、北川なんかの場合での具体的な適用

のあり方というのは、どのように解釈をされていますか。 

○議長（鈴木 勉君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） 現在、消防団条例に年齢要件が定められております。その中で、

これから５年、10年先に、消防団の運営がどうなるのかという検討をした中で定数を定めて

おりますけれども、それが10年先に定数が確保できるかどうかというのは明らかなところで

はありません。将来的には分団の統合ということも考えていかなければならないと思うんで

すけれども、地区の要望もございまして、現在２分団が10名を割ってきているという中で、

45歳以下では確保ができないというところで、やはり北川という特性、地区の状況も考えま

して、任命権者が判断をして、地区の消防力を維持するためには必要であるというところで

改正をする内容でございます。当然消防団本部の年齢要件につきましても、これまでとは変

わっておりません。女性消防につきましても、45歳以下を55歳以下というところで改正をし

た内容がございますけれども、現行の運用の中では45歳以下という中で、年齢は入っており

ますので、それらを含めて、任命権者が特に認めるという内容で改正をするということでご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） そうしますと、当然今後の問題からすると、年齢の引き上げをしな

ければならない状況とか、いろんな形が出てこようと思うんですけれども、今、当面の問題

では、特に必要だというのは、北川に限られているという解釈でよろしいかどうかというこ

とと、もう一つは、そこで特に必要ということについていえば、団員を確保するということ

ですから、今まで30代、40代だった方が抜けていくという状況の中で、今まで消防団の活動

に参加された方がそのまま残っていただくということを前提にしているんだろうと思うんで

すけれども、当然、場合によっては、ああいう地区ですから、45歳以上で帰ってきて消防団
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に入るよというような場合もあろうかと思うんですが、これらに対する対応はどういうふう

になりますか。 

○議長（鈴木 勉君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） 分団に関しましては、規則のほうで定数が定められております。

現状２分団を見ますと、いわゆる18歳以上45歳以下では定数が確保できないとすると、年齢

を45歳以上の退団された方に再度入っていただくことによって、定数を確保するという方法

でございます。当然、若い方が増えてくれば、地域の消防力というものは、若い方が入って

いただいたほうが、消防力の向上につながるということがありますので、若い方が戻ってく

るという中では、その各分団において、定数を調整していくということになろうかと思いま

す。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 質疑ありませんか。 

（「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71号 東伊豆町消防団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１１ 議案第７２号 静岡県市町総合事務組合規約の変更について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第11 議案第72号 静岡県市町総合事務組合規約の変更について

を議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 
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○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第72号 静岡県市町総合事務組合規約の

変更について、提案理由を申し上げます。 

  今回の変更は、静岡県市町総合事務組合の構成団体である小笠老人ホーム施設組合が退職

手当事務から脱退することに伴う所要の変更を行うものであります。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（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72号 静岡県市町総合事

務組合規約の変更につきまして、御説明申し上げます。 

  地方自治法第286条第１項の規定により、平成26年３月31日をもって、小笠老人ホーム施

設組合が市町職員退職手当事務から脱退することに伴い、規約を変更するものでございます。 

  内容につきましては、小笠老人ホームが指定管理者制度の導入に伴い、組合専任職員が不

在となり、退職手当事務が不要となるため、組合規約第３条第１項の市町職員退職手当事務

から脱退するもので、施行日は平成26年４月１日とさせていただく内容でございます。 

  以上、簡単ではございますが、内容にかえさせていただきます。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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72号 静岡県市町総合事務組合規約の変更についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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１２ 議案第７３号 平成２５年度東伊豆町一般会計補正予算（第１０ 
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              号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第12 議案第73号 平成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第10

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73号 平成25年度東伊豆町一般会計補

正予算（第10号）について、提案理由の説明を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に２億8,617万6,000円を増額いたしまして、

歳入歳出予算の総額を52億9,429万2,000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、町税におきましては厳しい経済状況の影響を受け、固

定資産税並びに入湯税については減額措置をさせていただきました。 

  また、国庫支出金では、国の緊急経済対策として創設された地域の元気臨時交付金の交付

限度額が示されたことに伴い、本年度実施の観光施設整備事業並びに消防本部自動車整備事

業に活用することとし、町の持ち出しがない形となりましたので、町債との財源更正をさせ

ていただいております。 

  県の支出金では、県が市町の地震津波対策を拡充支援するための緊急地震・津波対策交付

金制度が創設され、当町の３年間の事業計画に対し配分されることとなりました。基金を新

設し、一旦全額を積み立てした後、各年度の事業量に応じて一般会計へ繰り入れし、活用す

るものであります。 

  次に、歳出の主な内容を申し上げますと、ただいまの２つの交付金を基金へ積み立てする

ための増額補正。また、最終処分場の回転円板装置取替工事費に係る本年度実施分の増額や、

商工会が事業主体となるプレミアムつき地域商品券発行事業への補助金を補正措置いたしま

した。 

  さらに、民生費における扶助費関係につきましては、本年度実績に基づき増額とさせてい

ただいております。 

  最終処分場の回転円板装置取替工事につきましては、工事が２カ年に及ぶため、継続費の

追加補正を措置いたしました。必要な財源配分を行った後に、財政調整基金からの繰り入れ

措置をさせていただきましたので、御理解をお願いいたします。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし
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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73号 平成25年度東伊豆

町一般会計補正予算（第10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10号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億8,617万6,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52億9,429万2,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  （継続費の補正） 

  第２条継続費の追加は、「第２表継続費補正」によります。 

  （地方債の補正） 

  第３条地方債の変更は、「第３表地方債補正」によります。 

  恐れ入りますが、８ページ、９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。 

  １款町税、１項町民税、１目個人、補正前の金額に1,250万円を追加し、４億1,125万

2,000円といたします。１節現年課税分、細節１個人町民税普通徴収現年課税分350万円の増、

並びに細節２個人町民税特別徴収現年課税分900万円の増は、課税実績に基づく増額でござ

います。 

  ２項固定資産税、１目固定資産税、補正前の金額から2,200万円を減額し12億2,502万

9,000円といたします。１節現年課税分、細節１現年課税分2,200万円の減は、収納額の減収

見込みによる減額措置でございます。 

  ６項入湯税、１目入湯税、補正前の金額から1,200万円を減額し、１億2,798万1,000円と

いたします。１節現年課税分、細節１現年課税分1,200万円の減は、入湯客数の減少に伴う

減であり、入湯客数の見込みを85万人とさせていただきます。 

  11款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税、補正前の金額に161万6,000円を追加

し、９億7,191万7,000円といたします。 

  １節地方交付税、細節３震災復興特別交付税161万6,000円の増は、交付決定に基づく増額

措置でございます。 
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  13款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金、補正前の金額に290万6,000円を

追加し3,048万7,000円といたします。２節児童福祉費負担金、細節２保育所保育料負担金

273万2,000円の増は、入所児童５名の増と本年度所得の確定に基づく増額でございます。 

  10ページ、11ページをごらん願います。 

  15款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、補正前の金額に2,256万円を

追加し、２億4,488万6,000円といたします。１節社会福祉費負担金、細節２障害者自立支援

給付費負担金2,029万9,000円の増は、障害者自立支援事業及び障害者自立支援医療事業の実

績に基づく増額措置でございます。２節児童保護措置費等負担金、細節１保育所運営費負担

金145万1,000円の増は、先ほどの保育料負担金と同じく入所者の５名増と所得確定に基づく

国庫支出金の増額であります。 

  ２項国庫補助金、８目総務費国庫補助金、補正前の金額に１億1,934万8,000円を追加し、

１億3,144万8,000円といたします。１節総務費補助金、細節２地域の元気臨時交付金１億

1,934万8,000円の増は、国の平成24年度補正予算（第１号）に計上された追加公共事業を実

施する自治体に対し、財政力に応じて配分される交付金であります。昨年度からの繰り越し

で実施しております災害に備えた安心・安全なまちづくり事業などが算定の対象となり、先

日交付限度額が示されたことから増額措置するものであります。 

  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1,127万8,000円を追

加し、１億6,649万4,000円といたします。１節社会福祉費負担金、細節３障害者自立支援給

付費負担金1,014万8,000円の増は、国庫負担金と同じく、実績に基づく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、補正前の金額に613万4,000円を追加し、2,256万

5,000円といたします。１節企画費補助金、細節６避難所等発電設備導入推進事業費補助金

577万5,000円の増は、図書館並びに消防署への太陽光発電システム設置に係る設計委託料に

対し、補助率10分の10の再生可能エネルギー等導入推進基金事業の採択を受けたことにより

増額措置するものでございます。 

  ２目民生費県補助金、補正前の金額に434万5,000円を追加し4,968万1,000円といたします。

１節社会福祉費補助金、細節８子ども医療費助成事業補助金271万4,000円の増につきまして

は、本年度実績に基づく増額であります。細節13保育対策等促進事業補助金163万1,000円の

増は、子ども子育て支援制度のシステム構築委託料に対する県補助金の増額であります。 

  ７目消防費県補助金、補正前の金額に１億5,177万3,000円を追加し、１億6,852万8,000円
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といたします。１節地震対策費補助金、細節２大規模地震対策等総合支援事業補助金1,222

万7,000円の減は、緊急地震・津波対策交付金への移行に伴う減額措置でございます。細節

５緊急地震・津波対策交付金１億6,400万円の増は、当該交付金が新たに創設され、町が予

定する今後３年間の事業計画に基づき、本年度一括交付されるものであります。この交付金

は、一旦全額を基金へ積み立てし、各年度事業費に応じて基金から繰り入れ措置することと

なります。 

  18款寄付金、１項寄付金、３目一般寄付金、補正前の金額に80万9,000円を追加し、1,325

万4,000円といたします。１節一般寄付金、細節１一般寄付金80万9,000円の増につきまして

は、財団法人静岡県市町村福祉協会の解散に伴う精算として70万8,617円と静岡町村会の収

益の一部として10万円をそれぞれお寄せいただいたものでございます。10目ふるさと納税寄

付金、補正前の金額に20万円を追加し83万円といたします。１節ふるさと納税寄付金、細節

１ふるさと納税寄付金20万円の増につきましては、東京都武蔵野市在住の竹内幸夫様から10

万円、千葉県松戸市在住の小山 悟様から10万円、それぞれ寄せられました御浄財でありま

す。なお、このお二方は６年間連続で御寄付をいただいておりますことを申し添えます。 

  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3,643万4,000円

を追加し１億5,633万円といたします。１節財政調整基金繰入金、細節１財政調整基金繰入

金3,643万4,000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後の不足額を

補填措置いたした内容でございます。３目緊急地震・津波対策基金繰入金、補正前の金額に

1,222万7,000円を追加し、1,222万7,000円といたします。１節緊急地震・津波対策基金繰入

金、細節１緊急地震・津波対策基金繰入金1,222万7,000円の増は、大規模地震対策等総合支

援事業補助金から交付金への移行分を、新設した緊急地震・津波対策基金から繰り入れるも

のであります。 

  14ページ、15ページをごらん願います。 

  21款諸収入、４項雑入、２目雑入、補正前の金額に222万6,000円を追加し5,821万4,000円

といたします。９節雑入、細節29こども通院医療費助成事業交付金100万円の増は、交付決

定に基づく増額措置であります。 

  22款町債、１項町債、１目農林水産業債、補正前の金額から370万円を減額し、1,520万円

といたします。１節水産業債、細節１稲取漁港整備事業360万円の減は、本年度予定してい

た事業を24年度に前倒しして実施したことによる減額であります。 

  ２目商工債、補正前の金額から5,260万円を減額し０円といたします。１節観光施設整備
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事業債、細節１細野高原観光施設整備事業3,840万円の減、細節２稲取漁港公園整備事業

1,050万円の減、並びに細節３文化公園イルミネーション整備事業370万円の減につきまして

は、全て地域の元気臨時交付金を活用することにより、一般財源の持ち出しがない形での事

業執行となったため、町債を減額するものであります。 

  ３目土木債、補正前の金額から1,210万円を減額し、2,640万円といたします。１節地方特

定道路整備事業債、細節１地方特定道路整備事業1,210万円の減は、湯ケ岡赤川線の路盤舗

装が社会資本整備総合交付金の対象となったことに伴い、起債メニューが変更となったため、

全額減額するものであります。 

  ２節土木債、細節１湯ノ沢草崎線法面対策事業120万円の減、並びに細節２入谷天城１号

線整備事業170万円の減につきましては、事業費見込みに基づく町債の減額措置であります。

細節３湯ケ岡赤川線整備事業290万円の増は、先ほどの地域特定道路整備事業債から公共事

業等債へ変更になったことによる増額措置であります。 

  ４目消防債、補正前の金額から840万円を減額し、１億5,020万円といたします。１節消防

債、細節１消防ポンプ自動車整備事業840万円の減は、観光施設整備事業債と同様、地域の

元気臨時交付金を活用することに伴う町債の減額措置であります。 

  ６目衛生債、補正前の金額に1,200万円を追加し、1,200万円といたします。１節清掃債、

細節１回転円板装置取替事業1,200万円の増は、最終処分場の回転円盤装置取替工事に伴う

起債となります。 

  次に、３、歳出について主なものを説明いたします。 

  18ページ、19ページをごらん願います。 

  ２款総務費、１項総務管理費、10目自治振興費、補正前の金額に338万2,000円を追加し、

4,484万9,000円といたします。事業コード３生活路線バス運行管理事業、13節委託料、細節

１生活路線バス運行委託料216万4,000円の増は、乗降調査の実績に基づく増額措置でありま

す。事業コード５安全で安心なまちづくり推進事業、11節需用費、細節４光熱水費126万

2,000円の増は、街路灯に係る電気料について、電気料金値上げの影響により増額するもの

でございます。 

  12目地球温暖化対策費、補正前の金額に577万5,000円を追加し5,068万3,000円といたしま

す。事業コード１地球温暖化対策推進事業、13節委託料、細節１図書館太陽光発電システム

設置工事設計委託料262万5,000円の増、並びに細節２消防署太陽光発電システム設置工事設

計委託料315万円の増につきましては、補助率10分の10の避難所等太陽光発電設備導入推進
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事業費補助金を活用し、図書館並びに消防署への太陽光発電システム設置に係る設計委託を

行うものであります。 

  16目地域の元気臨時交付金基金費、補正前の金額に3,634万8,000円を追加し、3,634万

8,000円といたします。事業コード１地域の元気臨時交付金基金管理事業、25節積立金、細

節１基金積立金3,634万8,000円の増は、地域の元気臨時交付金を来年度実施する公共事業の

財源に充てるため、新設した基金へ積み立てするものであります。 

  20ページ、21ページをごらん願います。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、２目障害者福祉費、補正前の金額に4,228万3,000円を追加

し２億7,313万5,000円といたします。事業コード１障害者自立支援給付事業、22ページ、23

ページをごらん願います。20節扶助費、細節２自立支援給付費2,947万5,000円の増は、歳入

と同じく本年度実績に基づく増額措置でございます。事業コード４自立支援医療事業、20節

扶助費、細節１身体障害者更生医療費1,179万3,000円の増は、生活保護受給者の人工透析２

名増などに伴う増額措置であります。 

  ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、補正前の金額に1,485万4,000円を追加し、１億

5,516万8,000円といたします。事業コード１児童環境づくり事業、13節委託料、細節６子ど

も子育て支援電子システム構築業務委託料367万5,000円の増は、支援システム導入のための

委託料の増額であります。４保育園事業、13節委託料、細節１保育所入所委託料589万円の

増は、歳入と同じく入所者５名の増と所得確定に伴う増額措置となります。 

  24ページ、25ページをごらん願います。 

  事業コード７子ども医療費助成事業、20節扶助費、細節１子ども医療費扶助費506万2,000

円の増につきましても、歳入と同様、本年度実績に基づく増額であります。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、７目保健・福祉センター費、補正前の金額に521万7,000円

を追加し、3,179万円といたします。事業コード１保健・福祉センター維持管理事業、11節

需用費、細節５修繕料177万5,000円の増は、非常用放送機器の制御盤故障に伴い、非常時の

安全を確保する必要が生じたため、今回増額措置させていただく内容であります。 

  26ページ、27ページをごらん願います。 

  ２項清掃費、３目最終処分場管理費、補正前の金額に1,670万7,000円を追加し、2,817万

3,000円といたします。事業コード１最終処分場維持管理事業、15節工事請負費、細節３回

転円盤装置取替工事1,600万円の増は、最終処分場の水処理装置故障により取りかえ工事を

行うものであります。工期の都合により２カ年の継続事業として、今年度支出見込み額を計
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上させていただく内容であります。 

  28ページ、29ページをごらん願います。 

  ５款農林水産業費、３項水産業費、４目漁港建設費、補正前の金額から660万円を減額し、

364万6,000円といたします。事業コード１漁港整備事業、19節負担金補助及び交付金、細節

１稲取漁港整備事業地元負担金660万円の減は、本年度予定していた事業のうち24年度に前

倒しで実施した事業費を減額するものであります。 

  30ページ、31ページをごらん願います。 

  ６款商工費、１項商工費、２目商工振興費、補正前の金額に480万円を追加し3,502万

1,000円といたします。事業コード１商工振興事業、19節負担金補助及び交付金、細節１商

工会補助金480万円の増は、町内景気対策として商工会が事業主体となるプレミアムつき地

域商品券発行事業に対し補助するものであります。 

  ７款土木費、２項道路橋りょう費、３目道路新設改良費、補正前の金額から726万7,000円

を減額し、9,512万3,000円といたします。事業コード１道路新設改良事業、15節工事請負費、

細節１湯ケ岡赤川線改良工事496万7,000円の減、並びに細節３湯ノ沢草崎線法面対策工事

230万円の減につきましては、社会資本整備総合交付金の交付決定に基づく減額措置であり

ます。 

  32ページ、33ページをごらん願います。 

  ８款消防費、１項消防費、１目常備消防費、補正前の金額に174万6,000円を追加し、２億

5,479万万5,000円といたします。事業コード１常備消防事務事業、11節需用費、細節８被服

費115万円の増は、来年度新規採用職員２名分を増額するものであります。 

  34ページ、35ページをごらん願います。 

  ３目消防施設費、補正前の金額に201万円を追加し、2,484万2,000円といたします。事業

コード１消防施設・設備整備事業、15節工事請負費、細節８白田ドクターヘリ離着陸場整備

工事200万円の増は、現在ドクターヘリの離着陸場として利用しております白田地区の駐車

場に舗装工を施工し、周辺への粉じん飛散防止を緊急地震・津波に図るため、工事費の増額

措置でございます。 

  36ページ、37ページをごらん願います。 

  ５目緊急地震・津波対策基金費、補正前の金額に１億6,400万円を追加し、１億6,400万円

といたします。事業コード１緊急地震・津波対策基金管理事業、25節積立金、細節１基金積

立金１億6,400万円の増は、緊急地震・津波対策交付金を一旦全額基金へ積み立てするもの
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であります。 

  恐れ入りますが、３ページへお戻りください。 

  第２表継続費の補正でありますが、最終処分場維持管理事業における回転円盤装置取替工

事について、２カ年で事業実施するため、継続費を追加するものであります。 

  ４ページ、５ページをごらん願います。 

  第３表地方債の補正でありますが、農林水産業債の稲取漁港整備事業で360万円、森林空

間総合整備事業で10万円、商工債の細野高原観光施設整備事業で3,840万円、稲取漁港公園

整備事業で1,050万円、土木債の地方特定道路整備事業で1,210万円、湯ノ沢草崎線法面対策

事業で120万円、入谷天城１号線整備事業で170万円、消防債の消防ポンプ自動車整備事業で

840万円、文化公園イルミネーション整備事業で370万円を減額し、土木債の湯ケ岡赤川線整

備事業で290万円、衛生債の回転円盤装置取替事業で1,200万円を追加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ございますので、御確認願います。 

  ６ページ、７ページをごらん願います。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で、ただいま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50億811万6,000円に２億8,617万6,000円を追加いたしまし

て52億9,429万2,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額50億811万6,000円に２億8,617万6,000円を追加いたしまし

て52億9,429万2,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国県支出金が３億1,609万6,000円の増、地方

債が6,480万円の減、その他財源は1,634万8,000円の増、一般財源は1,853万2,000円といた

します。 

  以上、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。質疑ありませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） まず、15ページの地域コミュニティ活性化事業助成金とその下のク

ロカンの物件移転費の内容をちょっと教えていただきたいというのが１点。 

  ２点目に、31ページの商工振興事業で商工会との話し合いについてその後どのような進展

があったのか、お伺いをしておきたいと思います。 

  次に、その下に地域観光振興対策事業ということで、町観光協会の補助金52万5,000円と、

雛のつるし飾りイベント事業補助金で22万5,000円ございますが、この辺のちょっと内容を
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御説明いただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 私のほうから、地域コミュニティ活性化助成金ですが、これ

は既に熱川地区の石曳き道灌で66万6,000円ほど補填しておったんですが、１市町村への限

度額が100万円という中で、３分の２の補助率で市町村振興資金より助成があるということ

で、受け入れは私どものほうでしましたが、歳出のほうでは、稲取の素盞嗚神社の階段への

雛のつるし飾りへの補填ということになります。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） まず初めに、商工会の補助金の480万円につきまして、商工

会がどういった取り組みをするかということですけれども、まず、私どものほうから、今回

の補助金につきましては、地域経済の活性化にしっかり効果を上げるようにといこうとでお

願いをしてきました。それには商工会を含めて、商工業者の皆さんのそれぞれの創意工夫に

よる取り組みがその効果を高めるということで、そんなことでお願いをしてまいりました。 

  その一つの取り組みといたしましては、それぞれの商店が町内の店舗の各商店が率先して

目玉商品をつくっていただいて、それが一つのプレミアムということで広告を発行するとい

うこと。それから、各抽せん会場で、これは同時にガラガラの抽せん会をやるんですけれど

も、抽せん会場でお買い物のアドバイスコーナーを設置するということ。それから、クリス

マス・アンド・ハッピーニューイヤーミニライブを抽せん会場で実施するということで、ま

ずは町内のお客様にできるだけ喜んでいただくというふうな目玉商品をつくっていただくと

いうことでございます。 

  続きまして、町の観光協会への補助金52万5,000円の増につきまして、これにつきまして

は、長野の誘客キャンペーン事業ということで、ＳＢＣ、長野県の信越ラジオのラジオＣＭ、

諏訪地方、松本地方を中心としたＣＭ、それからラジオの番組のインタビュー、全県放送を

いたします。それから、ＳＢＣのラジオの生ワイド番組、週間リスナープレゼントというこ

とで実施をいたします。 

  あわせて、この東伊豆エリアに１泊２日のバスツアーを催行いたしまして、これはラジオ、

新聞等で募集をすると。ちょうど桜が終わる時期に実施をいたします。さらにこの町内に日

帰りのお買い物ツアー、バスツアーも年３回を予定をしております。 

  続いて、細節10の雛のつるし飾りイベント事業費の補助金22万5,000円の内容でございま
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すけれども、これについては、事業費全体で52万5,000円なんですけれども、これは稲取の

旅館組合が事業主体ということで、この内容については、雛のつるし飾りのコマーシャルを

展開をいたしまして、９月補正で既に準備を進めております文化公園のイルミネーションを

一つの目玉ということで、あわせてＰＲと。来場者の大幅な減少に歯どめをかけたいという

ことで、事業費全体52万5,000円ですが、うち稲取の旅館組合が30万円を負担し、残りの22

万5,000円を補助させていただくという内容でございます。 

  以上です。 

○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） 15ページのクロカン広場物件移転補償の関係ですが、対象

の物件といたしましては、クロカン広場の芝生広場用に水道を引いてございますが、そのメ

ーター器が県営の農道事業エリアからみかんワイナリーにかけてやっておりますが、その関

係で一緒になって補償いただきました。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） わかりました。 

  それでまず、商工振興事業の関係なんですけれども、やっぱり私一番懸念されるのは、こ

の事業が一部旅館等の利用に供されているのではないかと。これ何回も言っていて、これが

僕はおさまらないということ、直らないというか、是正の兆しが余りないということは、日

展でさえあるようですけれども、やっぱりある程度もう最初から旅館の従業員なんかに、何

人分に当選者を発注するような、もう何かそういうことでもしていない限り、旅館の関係者

が、いわばプレミアムで２万円のもの、２万4,000円ですから、２万4,000円以上の買い物、

使用はできないわけですよ、本来。しかし、そのことがいつまでも問題になるということは、

もうあらかじめ例えば1,000人の枠に対して、どこどこ旅館何軒とかというような割り振り

があって、確実にその旅館の従業員がこの制度を利用できるというような配分を商工会がさ

れているのではないかというふうに私は疑問を感じるわけですよ、疑問として。だって一向

に商工会はこの問題に対して真剣な対応をとっているとは思えないし、いつまでたったって

こういう旅館関係者等でこういうことがあるんではないかという疑念の声が、町民の中に出

てくるということに対して言うと、なぜなのかということを考えると、何かそういう、でも

これ実際いえば、はっきり言えば、観光協会なんかやっていましたからね。100本のハワイ

旅行なんというと、旅館あてに何本ずつなんて割り振ってやるというようなことをやってい
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ましたから、いまだにもしかすると商工会でも、そういう事前に関係者割り振りをするよう

なことがなされているのではないかと。そうでもない限り、なぜここまで商工会はこの事業

に対して本当に公平に公正にやるということについて担保できないのか。これはもう私１人

苦情を言っているということにとられてしまうんですが、やっぱりこれは事の性格は、公に

公表をして、町民からこのプレミアムの方を募集をしてやっておるわけですから、不当景品

防止等の法律に反する行為ということになってくるんですよね、もし商工会が適切なことを

やっていないということになれば。これは真剣に問題に対応していただかないと、私はこの

制度自身の信頼性、町民の皆さんに対する信頼というものが確保できないんではないかと。

でも完全にその点を商工会はしっかりやっていただくということが、事業実施に対して適切

な対応なんだと思うんで、いつまでもこういうことが出るということ自体、恥ずかしいこと

です。それが対応されないということですから。ここのことをしっかり担保すると、町とし

ても。そうしないと、こういう事業に対しては、不満や不平が生まれる事業になってしまう

ということについて、私は前回も委員会でも指摘をしたんですけれども、３年ぐらいこんな

ことを言っているんですけれども、しっかりとした対応を見せていただく。本当にそのこと

をお願いしたいと思います。商工会なりの対応はいかがなんでしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、山田議員からそのような疑念が。私はそういう疑念は絶対ないと

思っておりますし、また商工会もそこまで来ていないとは感じております。 

  そういう中で、毎回、買った人はチェックした中で名前を書いております。そういう疑念

があるならば、もう今回は商工会に言いまして、明らかなことで、商工会だよりでも何でも

いいですから、そういう疑念を払拭するような形、これはやっていきたい。商工会にはその

ような、こういう議会の中でそういう疑念があるということを言われたもので、その疑念を

払拭するようなことをやってくれということは、一応商工会には言っていきたいと考えてお

ります。 

  ただ１点、今回、第１の10月にやったときに、もう午前中に売り切れてしまったもので、

そういう不満の声はありました。今回12月やるんですけれども、基本的にはもう第１回に買

った人は御遠慮いただきまして、これは当然名前も書いてありますもので、その辺はもう第

１回に買った人は基本的には買えなかった人を優先的に買わせる、そういう方向で町は指導

しております。 

  今、山田議員言われた、その疑念があるならば、これは商工会に言いまして、その疑念を
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払拭するような形で、何かしら公表させ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。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 町長、そうしますと、この間のやつで言うと、やっぱり各世帯とし

てダブらないというようなことだったと思うので、その世帯ということと、旦那さんがこの

間買って、今度は奥さんはということではなくて、あくまで世帯ということでしょうから、

その枠をやっぱりしっかりしていただくということと、使用に対していえば、プレミアムを

含めたら２万4,000円以上の使用ということはあり得ないわけですから、そこはやっぱり徹

底していただく必要があるんだと思うんですよ。そういうことがもし、私は商工会が徹底で

きないとすれば、疑惑の目で私は商工会をこれからチェックしなければいけないというふう

になります。また当選者に対して何らかの便宜があるというふうに見られても、私は仕方な

いと思うんですよ。ですから、そういうことはないというふうに思うんで、そういう点では、

最低でもその世帯ということがダブらないということと、１回の使用については２万4,000

円、プレミアムをつけた金額以上の使用はできないと。またあり得ないわけです。町長が言

われるとおりのことであれば、２万4,000円以上を一度に使用するなんということはあり得

ないわけですから、そういうことについて、しっかりとして指導を徹底をして、この取り組

みをしていただくということが私は大事だと思いますので、今後の取り組み、今年の事業取

り組みを通じても、そういう疑念が、声が出るということのないように、そういうことを徹

底していただければ、ああだこうだ言うことはありません。悪かった場合は、今後商工会が

そういう法律に反するんではないかという、私は疑念を持つわけですから、そういうことで

お願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、山田議員が言われた、一般の町民たち、そういう疑念が生じない

方向、これは町は指導していきたいと考えております。もしも仮に万が一そういうことがあ

った場合、これは是正しなければならないんでございますから、山田議員が言ったような方

向で、１世帯の方が２万4,000円以上使うのは、確かにおかしいことでございますから、そ

の辺はまた商工会のほうには指導していきたいし、そのようなことがないような方向で、商

工会を指導していきたい。そういうこと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。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 
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  １番、須佐さん。 

○１番（須佐 衛君） 19ページのところなんですが、委託料ということで、太陽光発電シス

テムの関係があります。これ参考までにお聞きしたいんですが、どれぐらいの、何キロワッ

ト程度のものの発電のものなのでしょうか。 

  それと、これは売電する形でしょうか。自分のところで使っていく形なのか、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） 企画調整課長。 

○企画調整課長（吉野竹男君） これはあくまでも設計費用を計上したものでありまして、そ

の辺を今から設計をしていくということになります。基本的には、避難所対策ということで

すから、これは蓄電池も備えろという条件がついております。その要領につきましても、当

然設計の中で検討していくということになろうかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありますか。 

  ７番、栗田さん。 

○７番（栗田成一君） 31ページなんですけれども、ここに雛のつるし飾りのイベント事業費

として計上されているんだけれども、この時期にこういうものが上がってくるというのは、

特別な何か理由があるのかどうか、それを教えていただきたい。 

○議長（鈴木 勉君） 栗田さん、マイクを真っすぐ使っていただけませんか。 

○７番（栗田成一君） すみません、聞こえなかった。 

○議長（鈴木 勉君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 先ほど山田議員に御説明させていただいたとおり、雛のつる

し飾りの、文化公園にイルミネーションが今月の20日過ぎに完成するということで、それに

合わせて、県内においてコマーシャルということで、非常にここ数年、二十数万人おった雛

の館の来場者、10万人ということで、ましてむかい庵のほうは３分の１に減っているという

ことで、その辺のてこ入れをしたいということで、緊急に補正をさせていただいた内容でご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

（「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。 
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  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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73号 平成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第10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１３ 議案第７４号 平成２５年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算 

              （第２号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第13 議案第74号 平成25年度東伊豆町介護保険特別会計補正予

算（第２号）を議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第74号 平成25年度東伊豆町介護保険特

別会計補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に172万8,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ12億6,363万8,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では、保険給付費の増額補正に伴う国県の支出金、支払

基金交付金、一般会計繰入金をそれぞれ法定負担率において増額するものであります。 

  歳出につきましては、利用者の増により保険給付費の増額補正と保険給付費の増額に対す

る保険料分等の財源充当のため、基金積立金を減額するものであります。 

  詳細につきましては健康づくり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） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） ただいま提案されました議案第74号 平成25年度東伊豆町

介護保険特別会計補正予算（第２号）について、概要を説明させていただきます。 
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  平成25年度東伊豆町の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところにより

ます。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ172万8,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ12億6,363万8,000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。 

  歳入の主な内容について説明をいたします。 

  ５款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、補正前の金額に63万8,000円を追加し、

３億4,713万8,000円といたします。 

  １節現年度分交付金、細節１第２号被保険者介護給付費交付金63万8,000円の増は、介護

予防サービス給付費及び介護予防福祉用具購入費220万円の増額補正に対する支払基金の法

定負担分63万8,000円を追加するものでございます。そのほかに国庫負担金、調整交付金、

県負担金、一般会計繰入金につきましても、各法定負担分を増額いたします。 

  ５ページ、６ページをごらんください。 

  次に、歳出の主な内容について説明いたします。 

  ２款保険給付費、２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス給付費、補正前の

金額に209万円を追加し、2,766万2,000円といたします。 

  19節負担金補助及び交付金、細節１介護予防サービス給付費保険者負担金209万円の増は、

介護つき有料老人ホームの利用者が当初の見込みより増加したことにより不足が生じる見込

みのため、２名分を増額補正するものでございます。 

  ４款１項基金積立金、１目介護保険給付費準備基金積立金、補正前の金額から57万2,000

円を減額し、710万7,000円といたします。25節積立金、細節１介護保険給付費準備基金積立

金57万2,000円の減は、介護予防サービス給付費、介護予防福祉用具購入費の増額補正の保

険料負担分47万2,000円と、保険料過誤納還付金補正分10万円の財源充当のため、減額補正

をするものでございます。 

  ２ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を、歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してございます。 

  まず歳入ですが、合計で申し上げます。 
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  補正前の額12億6,191万円に172万8,000円を追加いたしまして、12億6,363万8,000円とい

たします。 

  次に歳出ですが、補正前の額12億6,191万円に172万8,000円を追加いたしまして、12億

6,363万8,000円といたします。 

  次に補正額の財源内訳ですが、特定財源は、国県支出金が81万5,000円、その他が63万

8,000円、一般財源は27万5,000円といたします。 

  以上、簡単ではありますが概要説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い

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。 

（「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74号 平成25年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第２号）を採決し

ます。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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１４ 報告第６号 平成２４年度教育委員会自己点検・評価報告書の提出

について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第14 報告第６号 平成24年度教育委員会自己点検・評価報告書

の提出についてを議題とします。 

  報告書につきましては、事前に配付したとおりであります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 何回も読んだんですけれども、はっきり言ってよくわからない。例
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えば一番最後に「食育・子育て支援活動をしているが、地域全体の教育力が向上しているこ

とを感じる。」というふうに書いてあるんだけれども、これ具体的にどういうことで地域の

教育力が上がったというふうな評価をしているのか、何も書いていないわけさ、こういうこ

とについて。 

  それでほかにもあって、例えば伝統文化のことで、稲取の三番叟のことに触れているんだ

けれども、教育委員会の中では、当然三番叟については、稲取４区が保存会を立ち上げたと

いうことを書いてあるわけ。だけれども、この11ページの最後のところを読むと、「無形文

化財の保存には憂慮される」と。稲取子ども三番叟のように保存会を立ち上げ、地域ぐるみ

で取り組んでいることは評価したいというふうに書いてあって、これだと教育委員会がこの

保存会等をリードしたのかなというようにも読めるわけさ。これはあくまでも教育委員会の

活動としてそれを点検するということが目的でつくられているものだろうというふうにして

読むと、教育委員会がどうかかわったのか。そういう点で見ると、何か内容が非常にわかり

にくい。今回多少いじめとか不登校のことも書いてあるんだけれども、まだどうも十分でな

いという印象はある。それは評価としてそうなのかなと思うんだけれども、別に全部教育委

員会の責任だとは思わないけれども、しかしポイントポイントのことが教育委員会が何をや

っているのかという問題と、そのことを評価しているということの内容が非常にわかりにく

いなというふうに、私はこれ読み取れるんですけれども、教育長。教育委員会が何もやって

いないとかではなくて、三番叟のことも、いろいろな表彰をして認定をしているよというこ

となんかは、教育委員会やっているということは理解しておりまして、当然それはそうだと。

だけれども、保存会の立ち上げとかというのは、教育委員会が直接かかわった事業ではない

わけだし、そういう点では、教育委員会としての活動の評価、自己点検の部分では、こうい

うふうにされてくるのもいかがなものかなと思うし、こういう地域教育力が向上していると

いうのが、例えば食育を通じて、欠食児童が減ってきましたよとか、いろんな事例も挙げら

れて評価されることなら、その内容はわかるんだけれども、具体的な事例の紹介も何もない

中で、ざっくりと地域力向上していますよという評価というのは、僕は理解できないんです

よ。どうですか。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） すみません。これは評価委員さん方にいただいた評価、知見といい

ますか、自己点検評価への知見ということで、評価委員さんからいただいた内容をそのまま

載せてあるという形でございます。おっしゃっていることがよくわからない部分があります
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ので。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 評価というのは難しいと思うんですけれども、こういう事例があっ

た。こういうところに改善点が見られたとか、今後具体的な表記をしていただいて、我々評

価をして、我々最終的にいえば、教育委員さんが任命され、そのまた再選される場合に、議

決する責任があるわけでして、その働き方というのは、この評価報告書というのは一つ参考

にさせていただくということになるんだと思うんですよ、最終的に我々もその責任負わなけ

ればならないわけで、そういう点では、評価については、もう少し具体的な事例等、教育委

員会の評価というのは、何か今は教育も含めてこういう形なんでしょうけれども、具体的な

形で我々に理解できるように、今後の表現をしていただきたいというふうに要望したいと思

います。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） 今おっしゃられたことに対して、評価委員さんのほうにまた一緒に

検討していく中でお願いをしていきたいというふうに思っておりますが、よろしいでしょう

か。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

（「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。 

  以上で報告を終わります。 

 

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

 

◎会議時間の延長 

○議長（鈴木 勉君） お諮りします。本日の会議時間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。 

  したがって、本日の会議時間は延長することに決定いたしました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第１５ 陳情・要望書等の審査について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第15 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） お手元にあります陳情・要望書等審査報告書を朗読をまずさせてい

ただきます。 

  平成25年12月５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、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、129号。 

  付託年月日、平成25年９月10日。 

  件名、「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保」のための意見書。 

  審査結果、不採択。 

  受理番号、145号。 

  付託年月日、平成25年９月10日。 

  件名、道州制導入に反対する意見書について。 

  継続でございます。 

  129号につきましては、上越市議会等を事務局にする議員連盟のほうからの提案でござい

ましたけれども、県内でも広がりもなく、情報が十分でないため、当面不採択と決した中身

でございます。 

  145号につきましては、全国議長会及び県の町村議長会では反対の決議をされているとい

う状況でしたけれども、現在行われております臨時国会においては、当面の政治課題という

ふうになっていないということで、今後の開かれる国の１月からの通常国会等の状況を検討

した上で再度判断するということで、この問題については継続するという結果になっており

ます。 



－194－ 

  以上です。 

○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不採択１件、継続１件です。 

  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１６ 総務経済常任委員会視察研修報告について 

◎日程第１７ 文教厚生常任委員会視察研修報告について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第16 総務経済常任委員会視察研修報告についてと、日程第17 

文教厚生常任委員会視察研修報告についてを一括議題とします。 

  各常任委員会の視察研修報告につきましては、お手元に配付した報告書のとおりでありま

す。 

  これより一括質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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。 

  お諮りします。ただいま一括上程され議題となっております総務経済常任委員会視察研修

報告について、文教厚生常任委員会視察研修報告についてを採決します。 

  本件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） 
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○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。 

  よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 

 

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

 

◎日程第１８ 議会運営委員会の閉会中の所管事務調査について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第18 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26年第１回定例会までに調査することにしたいと思い

ます。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。議会運営委員会所管事務調査については、議会

運営委員会にこれを付託し、調査することに決しました。 

 

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

 

◎閉会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） これをもちまして、本定例会に付議された案件の審議は全て終了しま

した。したがって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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４回定例会を閉会します。 

  皆様御苦労さまでございました。 

 

閉会 午後 ４時３４分 

 


