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開会 午後 ２時０２分 

 

○臨時委員長（栗田成一君） 委員会条例第９条第２項の規定に基づき、私が臨時委員長の職

務を行います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  ただいまの出席議員は６名で、委員定数の半数に達しております。よって、一般会計決算

審査特別委員会は成立いたしましたので、開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  これより委員長選挙を行います。 

  お諮りいたします。委員長の選挙は指名推選にしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時委員長（栗田成一君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行

うことに決定しました。 

  お諮りします。指名の方法については、臨時委員長が指名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） 

○臨時委員長（栗田成一君） 異議なしと認めます。したがって、臨時委員長が指名すること

に決定しました。 

  委員長に、２番、内山愼一議員を指名します。 

  お諮りいたします。ただいま臨時委員長が指名しました２番、内山愼一議員を委員長の当

選人と定めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時委員長（栗田成一君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました２番、内

山愼一議員が委員長に当選されました。 

  ただいま、委員長に当選されました２番、内山愼一議員が本委員会に出席しておりますの

で、本席より告知いたします。 

  ２番、内山愼一議員に委員長就任の御挨拶をお願いいたします。 

○委員長（内山愼一君） それでは、私が委員長ということで指名されたわけですけれども、

決算の審査ということですから、質疑あるいは回答についても的確にやってもらいたいと思

っています。 
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  皆さんのお力添えで、スムーズに会議を進めたいと思っています。よろしくお願いいたし

ます。 

○臨時委員長（栗田成一君） これで私の役目は終了いたしました。御協力ありがとうござい

ました。 

  委員長には、恐れ入りますが、委員長席にお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０４分 

 

再開 午後 ２時０５分 

 

○委員長（内山愼一君） それでは、休憩を閉じて、再開いたします。 

  これより副委員長選挙を行います。 

  お諮りいたします。副委員長の選挙は指名推選にしたいと思いますが、御異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うこ

とに決定しました。 

  お諮りいたします。指名の方法については、委員長が指名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） 

○委員長（内山愼一君） 異議なしと認めます。したがって、委員長が指名することに決定し

ました。 

  副委員長に、13番、定居利子議員を指名します。 

  ただいま委員長が指名しました13番、定居利子議員を副委員長の当選人と定めることに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました13番、定居議

員が副委員長に当選されました。 

  ただいま、副委員長に当選されました13番、定居議員が本委員会に出席しておりますので、
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本席より告知いたします。 

  副委員長に就任されました定居議員は、副委員長席へお願いいたします。 

  それでは、再開いたします。 

  13番、定居議員に、副委員長就任の御挨拶をお願いいたします。 

○副委員長（定居利子君） ただいま、委員長より御指名をいただきました。 

  委員会におきましては委員長を補佐して、また、スムーズに進行できますように御協力の

ほう切にお願いを申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員長（内山愼一君） それでは、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０６分 

 

再開 午後 ２時１１分 

 

○委員長（内山愼一君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

  本委員会に付託されました議案第33号 平成25年度一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題とします。 

  これより質疑を行いますけれども、今日は先ほど委員会のほうで触れたとおり、歳入の関

係だけやって、歳出については明日の９時半といたしますので、よろしくお願いいたします。 

  それから、質疑の対象の範囲については、皆様のお手元に届いているかわかりませんけれ

ども、まず１款の町税、それから２款の地方税から12款の交通安全対策特別交付金、それか

ら３番目に13款の負担金から県の支出金、４番目に財産収入、それから町債についてを順次

行いますので、よろしくお願いいたします。 

  これより質疑を行います。質疑の対象を１款の町税といたします。 

  質疑ありませんか。 

○１２番（居山信子君） それでは、早速ですが、お伺いをしたいと思います。 

  この町税の中の……。 

○委員長（内山愼一君） ページ数を言ってください。 

○１２番（居山信子君） はい。10ページになりますね。 

  収入未済額、これは２億8,339万9,291円ということですけれども、これの内容ですね、そ
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れを伺いたいというふうに思います。 

○税務課長（正木三郎君） 町税の全体額で収入未済が２億8,339万9,291円ということで、町

税ごとの未済額の数字ということでよろしいでしょうか。 

○１２番（居山信子君） そうですね。はい。 

○税務課長（正木三郎君） 町民税収入未済額5,000万……。 

○委員長（内山愼一君） ちょっといいですか。 

  今のその内訳については、下のほうの未済額の欄の中にありますから、それを説明してい

ただいてもしようがないです。 

○１２番（居山信子君） そうですね。内容を伺いたいと申し上げましたけれども、はい。 

○委員長（内山愼一君） だから、この一つ一つの項目の内容を、主だったことだけで、よろ

しくお願いいたします。 

○税務課長（正木三郎君） そうですか。収入未済額についてですが……。ちょっと休憩、い

いですか。 

○委員長（内山愼一君） はい。暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時１５分 

 

再開 午後 ２時１７分 

 

○委員長（内山愼一君） 休憩を閉じて、再開いたします。 

○税務課長（正木三郎君） 収入については収納努力を行っておりますけれども、生活困窮で

あるとか分納であるとかそういうもので、完全に収納されない部分が収入未済額として現年

分で回っております。その分についても、滞繰りに回った以降も、引き続き収納努力をして

徴収に向け努力いたします。 

○委員長（内山愼一君） はい、ありがとうございます。 

  12番さん、どうですか、よろしいですか。 

○１２番（居山信子君） そうですね、今、やはり消費税が……。 

  まあ、そういう御説明であらまし理解をいたしました。いずれにしても、今回、この収納

率というのはどれくらいになるのかを伺いたいと思います。 

○税務課長（正木三郎君） 町税の収納率について御説明させていただきます。 
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  成果説明書の42ページに載せさせていただきましたけれども、町税の収納状況表一覧にな

っております。そこの右側の列、収納率、ここを随時読ませていただきます。 

  町民税収納率89.74％、固定資産税75.68％、軽自動車税92.8％、たばこ税100％、入湯税

98.39％となっております。 

○委員長（内山愼一君） はい、ありがとうございます。 

  よろしいですか。 

○１２番（居山信子君） はい、結構です。 

○委員長（内山愼一君） それでは、ほかに。 

○７番（栗田成一君） 今の関連だけれども、滞納整理というのは昔から健康保険だとかと一

緒にリンクしてやっているのかな。また、私は今、国保のあれをやっているものだから、あ

っちのほうも同じような関係なんで、そういうような連絡をしながら滞納整理をやっている

のかな、その辺。 

○税務課長（正木三郎君） 当然、町税でありますので、窓口に来られた方の両滞納がある場

合には、双方でお話をさせてもらうという場はあります。 

  あと、通常の収納については税務課、国保、別ではありますけれども、高額困難滞納者に

ついては、静岡滞納整理機構へ移管する事務については、うちで取りまとめを行わせていた

だいて一緒に送ると。それには、一緒の事務をさせていただいております。 

○委員長（内山愼一君） はい、ありがとう。 

  よろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） これは町税の中で、先ほどの話の中で出てきた入湯税の話もあるわ

けですよね。含まれて質問していいのかな、全般的にね。 

○委員長（内山愼一君） ページ数は何ページですか。 

○１０番（鈴木 勉君） ページ的には入湯税だから、見ていていただければわかると思うけ

れども。 

  金額的には、見ると、含まれるという意味ではわかるんですけれども、そこに出てくる金

額とかが少ないんですけれどもね。普通のこういう町税だとか固定資産税だとかというもの

と違って、入湯税というのは、あくまでも消費税と同じようにお客さんから預かるという仕

組みのものであるわけですよね。 

  ですから、今は新しくそういう方法どうですかということを言いたいのだけれども、消費

税も金額が大きくなると、４分割で分納するとかね、２分の１から始まるんですけれども。
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そういう高額的な金額を預かるようなところには、前払い入湯税というようなシステムとい

うのは考えることはできないんですか、ということを聞きたいんだけれどもね。 

○税務課長（正木三郎君） 入湯税について例年、御質問いただくわけですけれども、25年度

収入未済額についてもほとんどのものが廃業した事業所でして、以降、残りの営業されてい

て滞納になる部分は、決算後協議させていただいて、分納という形で今これくらいあったも

のがこれくらいの残額になっております。 

  ただ、その廃業したところについては、交付要求という形で町としては処理を行っており

ますけれども、収納については難しい状況にあります。 

  あと、先払いの入湯税というのも、お客が入って翌月の25日に申告納付ということで、な

かなか難しい問題ではないでしょうかと考えます。 

○委員長（内山愼一君） はい、税務課長、どうもありがとうございます。 

○１０番（鈴木 勉君） 法人税については、今言われた制度というのが導入されていると思

うのよね。だから不景気になってくると、還付という言葉で預かり過ぎていますから返しま

すといって不納欠損になって、逆にマイナスで処理されるような形があると思うのでね。 

  できれば入湯税も、そういうお客さんから預かる金額なんだから、できればそういう方法

もとれたらいいなという気持ちで話させてもらいましたけれどもね。 

○委員長（内山愼一君） 答えられる範囲で結構ですよ。 

○税務課長（正木三郎君） おっしゃることは大変よくわかりました。法人に対する前年度納

付に対しての予定納税、そういう形で入湯税も前年の実績で納めてもらったらどうだろうと

いう。 

  あれはまさしく預かり金でして、お客様が来てお泊りいただいて、お風呂に入っていただ

いて初めて150円という預かり金を納付してもらうので、なかなか難しいですね。お願いも

できないと思います。 

○委員長（内山愼一君） はい、ありがとう。 

  よろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） はい、結構です。 

○７番（栗田成一君） 今の入湯税は、前には誰かが、各旅館から預かっているという、今も

そういうシステムかな、納入の仕方。 

○税務課長（正木三郎君） 今も要綱上、３事業所。１つのホテル、１つの旅館が自分で納め

ると委託料という形は発生しませんね。旅館組合、稲取旅館組合だとか熱川、そこで取りま
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とめたものについて納めてもらうと、当然それに対しての委託料を支払っています。単独で

はお預かりしても、それは入湯税の納付だけで、委託料は出さないという感じです。 

○委員長（内山愼一君） はい、ありがとうございました。 

○７番（栗田成一君） そうすると、どこがどこかわからないわけだな。どこの旅館が……。 

○税務課長（正木三郎君） 旅館ごとの申告書は全部あります。それを取りまとめる機関があ

るかないかということで、旅館ごとの毎年の、毎月の入湯数は全て申告されます。 

○委員長（内山愼一君） ７番、よろしいですか。 

○７番（栗田成一君） それはそうなんだけれども、お金が、入湯税が100万あるんだけれど

も、それが80万しか入っていないという、それがどこかということがね。それを聞いている

んだけれども。 

○税務課長（正木三郎君） すみません。 

  当然、税務課は個人単位の収納を確認するものですから、どこが滞納して幾らであるかと

いうものは全て把握して、督促、催告、収納までの協議全て、当然行います。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

  それでは、ほかには町税の関係でありますか。 

○１０番（鈴木 勉君） 固定資産税で聞きたいんですけれども、固定資産税の全般の中で、

この滞納という繰り越し分というのがあるじゃないですか。その前に、その課税客体におい

て、俗に言う空き家だとか廃業してそのままあるとかいうホテルに対しても、これは課税対

象なるわけですよね。そういうときには、やはり不納欠損とか滞納とかいう、そちらの金額

が増えていくという、そういう形になるわけですか。 

○税務課長（正木三郎君） おっしゃるとおりでございまして、先日もお話のあった空き家の

関係の質問がございましたが、空き家であっても、相続がなされて、よそにいる息子さんで

あるとか親族の方がお持ちになれば、当然同じように課税をされる。廃業されたホテルにつ

いても、課税がなされて、通牒を送らせていただきました。でも、それが戻ることによって

公示送達でやるという形のものがありますので、そこが町としては厳しいところで、取れな

いところが課税されて、滞納に回って収納率を落とす、そういう形があります。 

○委員長（内山愼一君） はい、よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） 今と関連なんですけれども、空き店舗がありますよね。全く同一の扱

いですか、固定資産税として。 

○税務課長（正木三郎君） 空き店舗・空き家、全て同一の建築物・建物・家屋として、同一
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の課税がなされます。構造上、木造であるとか鉄筋であるとか、そういうものについてはま

た違ってきますけれども。そういう名目だけで税が変わるということはございません。 

○委員長（内山愼一君） ６番よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） はい。もう一ついいですか。 

  例えば、相続している方がいらっしゃる、それが例えば東京に行っているだとかね。おっ

しゃったような、送達して捕捉できないとかできるとかいうことになるかとは思うんですけ

れども、あと、例えばお亡くなりになってしまったような場合の扱いというか、その辺はど

うなるんですか。 

○税務課長（正木三郎君） そこが大変、毎年勉強会だとかそういうところで問題になるとこ

ろなんですが、うちは、相続は追える限り追っていくんですが。 

  よく稲取でもお住まいの方が亡くなられて、息子さんがよそにいたんだけれども、転居さ

れて所在がつかめないとか、そういうケースも多々あります。そういうものについては、謄

本であるとかそういうものから全ての追っかけをいたしまして、連絡がつくまでの作業をし

て、つかないところについては、それが先ほど言った廃業したホテル、旅館と一緒で、滞納

という形でなってしまうというのが実情でございます。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） はい。 

○１０番（鈴木 勉君） よろしいですか。 

  11ページなんですけれども、配当金の交付金が増えているわけですよね、この要因は……。 

○副委員長（定居利子君） まだ進んでいないですよね、町税だけです。 

○委員長（内山愼一君） 10番、今、町税までですから。この次の……。 

○１０番（鈴木 勉君） はい。わかりました。入湯税までな。 

○委員長（内山愼一君） はい、じゃ、町税の関係はほぼ出そろったようですけれども、これ

でよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） じゃ、第２款目の地方税の……。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３１分 
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再開 午後 ２時３１分 

 

○委員長（内山愼一君） 休憩を閉じて、再開いたします。 

  次の質疑については、２款の地方譲与税から12款の交通安全対策特別交付金までといたし

ます。 

  これより質疑を行います。質疑ありますか。 

  ページ数は11ページからですね。 

○１０番（鈴木 勉君） 私、今、聞いた話を続けさせてもらってもいいかな。 

○委員長（内山愼一君） 結構ですよ。どうぞ。 

○１０番（鈴木 勉君） はい。11ページと13ページにわたるんですけれども、11ページのこ

の配当金の交付という、この内容性をちょっと教えていただきたいなということと、13ペー

ジの株式等譲渡所得交付金というのは、当初予算に比べて非常に大きな金額が増えているん

だけれども、ここら辺の内容性についてわかりやすく教えていただければと思います。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） この配当のところですが、これにつきましては上場株式

等の配当について課税をされるということで、アベノミクスの関係で本当に株がいいもので

すから、その関係で増加しているというふうに考えております。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか、10番。 

○１０番（鈴木 勉君） それは11ページの話ね。今の答弁は11ページのほうの答弁ですか。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 11ページもそうですし、その……。 

○１０番（鈴木 勉君） 配当割交付金ということについてのお話ですか。 

○委員長（内山愼一君） 両方の話……。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） ４款と５款と……。 

○１０番（鈴木 勉君） ４款と５款を合わせての話になるわけですよね。 

  委員長、いいですか。 

○委員長（内山愼一君） いいですよ、どうぞ。 

○１０番（鈴木 勉君） これはあれでしょうか、株を動かしたときの利益についての、国へ

納める所得税いかんあるわけですよね。その中に、たしか住民税だとか県民税だとかという

項目があろうかと思うんですよ、所得税のほかにね。その中にある町民税の金額がこれに該

当されているという形になるわけですか。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 町民税云々ではなくて、これはあくまでも株の譲渡所得
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に対する課税ですから。 

○１０番（鈴木 勉君） え、ちょっとごめんね。委員長いいですか。ちょっとかけ合いにな

ってしまうんだけれども。 

  私たちがちょっと理解できないのは、それぞれの人がそれぞれの株を売買したときに納め

る金額というのが、もうけに対して２割というものになるわけじゃないですか。その２割の

内訳の中に、所得税と町県民税だとかという項目で恐らく税金が２割に合算されると思うん

ですよね。その中に入っている、この町に在籍する人の利益性がここに反映されるのか、そ

うではなくて、静岡県全部の人たちのもうけたものの案分がここに来るのかという話を聞き

たいわけですよ。 

○委員長（内山愼一君） 今の質問はわかりましたか、質問の要旨は。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） はい、委員長。 

  これは県に納められた配当割の収入額の64.6％を市町に割り振るんですが、その割り振る

率は町県民税の、うちの町の県に納めますよね、その各市町の割合で各市町へ案分されると

いう形でございます。 

○１０番（鈴木 勉君） そういうことね。はい。よかった。いい答えですね。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） はい。ほかに聞かせたいもんだな。 

○７番（栗田成一君） 休憩してもらいたいや。 

○１０番（鈴木 勉君） 休憩してもらいたいと。 

○委員長（内山愼一君） じゃ、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３５分 

 

再開 午後 ２時３６分 

 

○委員長（内山愼一君） 休憩を閉じ、再開します。 

  あと、どうでしょうか。 

○６番（藤井廣明君） 13ページのゴルフ場利用税交付金というのがあるんですけれども、こ

れは何か年々減っている傾向にあるんですか。傾向として見ると、どうですか。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） このゴルフ場の利用税につきましては、都道府県が収納
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したゴルフ場の利用税の10分の７に相当する額を、県から当該ゴルフ場の所在の市町に交付

するという形になって、うちの町の場合は稲取ゴルフ場が対象になりますが、これは当初の

ゴルフ場では、平成23年までは２級の950円という形になっておりましたが、24年から３級

の800円という形になりましたものですから、それで減額……。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） それから、あと利用の人数も減っていると。 

○６番（藤井廣明君） ああ、そうですか。等級も減って、人数も減った。 

○１０番（鈴木 勉君） 料金を安くしたとか……。 

○委員長（内山愼一君） それじゃ、ほかにありますか。 

○６番（藤井廣明君） いいですか。 

  この15ページに地方交付税があるんですが、これは大幅に何か増えていると思うんですが、

これに関する原因といいますか、なぜこういう大きな金額が増えたのかということを、いま

一度説明いただけますか。 

○委員長（内山愼一君） 11款の地方交付税ですね、増加の原因。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） これは基準財政需要額から基準財政収入額を引いて、不

足する部分を補塡するという、全国どこへ行っても国民の皆さんが同じような行政サービス

を受けられるようにということで配当されるわけですが、今回は基準財政需要額も減って基

準財政収入額も減ったということの中で、前年よりも収入額の減のほうが支出額の減より大

きかった。なので、その分の差が出るもので、足りないもんでその分が交付されたと。 

  歳入歳出でマイナスになった部分を補塡する形ですから、歳入も減って歳出も減ったんで

すが、歳入の減り方が大きかったので、その分大きく減ったと。歳入の減ったということは、

税だとかそういうものが、例えば固定資産税が減ったりだとか、そういう部分。 

○委員長（内山愼一君） いいですか、見込みがね……。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） あと、これにつきましては項目が3,800項目ぐらいある

んですよ。それを使っていない部分ももちろん各市町であるんですが、その中に全部数値を

入れていって、それを国へ渡して、国がそれで決めるもんですから、一概に今、私が簡単に

基準財政収入額と支出額と言いましたけれども、それを出すまでには3,800項目を埋めてい

った中での数字なんです。 

○委員長（内山愼一君） 簡単に言えば、見込みの収入が少なかったから、その分について県

が補塡してくれたってこと、そういう意味だよね。よろしいですか。 
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  ６番、よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） わかりますけれども、そうしますと、端的に言えば、貧乏になったか

ら少し補塡してくれたみたいな理屈になるじゃない、ね。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 残念ながら、そうでございます。 

○６番（藤井廣明君） そういうことですよね。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 休憩をいただいてよろしいですか。 

○委員長（内山愼一君） どうぞ。 

 

休憩 午後 ２時４０分 

 

再開 午後 ２時４１分 

 

○委員長（内山愼一君） 休憩を閉じて、再開いたします。 

  ほかにどうでしょうか。 

○１０番（鈴木 勉君） 18ページまで……。 

○１２番（居山信子君） 中途半端だよね。 

○委員長（内山愼一君） 12款までですね。 

○１２番（居山信子君） 何ページまで……。16ページ。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

  それでは、質疑がないとして考えてよろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） ちょっと委員長。 

  ちょっと質問じゃないけれども、委員長にお願いしたいんだけれども、この地方交付税と

それからずっと最後のほうにこう来て、聞きたいこの寄付金というのがあるんだけれども

……。 

○委員長（内山愼一君） その辺は、まだ入っていません。 

○１０番（鈴木 勉君） 違う、違う、そうじゃなくて。 

  ですから、これを関連して聞くことはできないんだよねという話。 

○１０番（鈴木 勉君） じゃ、休憩してくれる。 

○委員長（内山愼一君） はい。暫時休憩いたします。 
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休憩 午後 ２時４２分 

 

再開 午後 ２時４７分 

 

○委員長（内山愼一君） 休憩を閉じて、再開いたします。 

  それでは、第２款から12款までの関係はよろしいですか。質疑ありませんか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） じゃ、終了いたします。 

  それで、一応、休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ２時４７分 

 

再開 午後 ２時５４分 

 

○委員長（内山愼一君） それでは、休憩を閉じて、再開いたします。 

  次に、質疑の対象は、13款の分担金及び負担金から16款の県支出金までといたします。 

  質疑がありますか。 

（何事か言う声あり） 

○委員長（内山愼一君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時５５分 

 

再開 午後 ２時５５分 

 

○委員長（内山愼一君） それでは、休憩を閉じて、再開いたします。 

  13款から16款までの関係で、質疑はありますか。 

○６番（藤井廣明君） 分担金及び負担金の中の民生費の負担金なんですけれども、その中で、

16ページのほうに老人ホームの入所者徴収金というのがあると思うんですが、これは何人か

ら幾らぐらいの金額を徴収するのかということで、ちょっと伺っておきたいんですけれども。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 今、担当課がまだちょっと来ていないものですから……。 
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○委員長（内山愼一君） それでは、また後ほどということで。 

○６番（藤井廣明君） はい、了解です。次、いいですか。 

○委員長（内山愼一君） 次、よろしいですよ。 

○６番（藤井廣明君） 同じく分担金の中の土木費の負担金なんですけれども、その中で、18

ページになりますけれども、急傾斜地崩壊対策事業受益者負担金というのがあるんですが、

これ、どういう性格のものかということをちょっと伺っておきたいんですけれども。 

○１０番（鈴木 勉君） 担当がいないのか、担当は。 

○委員長（内山愼一君） ちょっとその関連はですね……。 

  ちょっと、今の質問についても担当がいないもので、後ほどお答えさせます。 

○１０番（鈴木 勉君） その間に、よろしいですか。 

  18ページの、墓地の永代使用料については、これは担当いますか。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） すみません、はい。 

○１０番（鈴木 勉君） います、はい。 

  その、今、永代使用料が36万円計上されているんですけれども、これ、１区画とか永代料

とかいうのは、何件、金額的には幾らぐらいなのか。36万円というのは内訳、どういう形で

すかというのを質問したいです。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） 永代使用料につきましては、１区画につきまして６万円でご

ざいます。６区画で36万ということでございます。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） これは、今、金額的なことはわかったんですけれども、この36件と

いうのは、新しく墓地を手に入れた方たちという意味でとってよろしいのですか。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） そのとおりでございます。永代使用料ですから、新しく取得

して、そのままずっと使えるということでございます。 

○１０番（鈴木 勉君） その36件という……。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） ６件です。 

○１０番（鈴木 勉君） ６件分ね。ごめんなさい。 

  この６件分については、どういう……。要するに、今見たとおりに、町営墓地にはなかな

か新しい墓地というのはないわけなんですけれども、そういう中で、この６件というのはど

ういう形で動いてきたわけですか。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） 返還される墓地がございますので、それをまたお貸しすると
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いうことで、今年につきましても、今、９区画残っておりまして。 

○１０番（鈴木 勉君） ９区画。まだ戻ってきていないの。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） ほかの貸し出しはまだしていないんですけれども、まだ貸し

出しをしていないんですけれども。 

○１０番（鈴木 勉君） 平成26年で切るということね。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） ８月１日で切れる。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） はい、わかりました。 

○委員長（内山愼一君） それでは、６番議員のほうでもう一回、先ほどの質問を改めてお願

いいたします。 

○６番（藤井廣明君） 分担金及び負担金という13款のところの16ページに、民生費の負担金

の中で老人ホーム入所者徴収金というのがあるんですけれども、これは何人の方に幾らいた

だいているのかなということを、ちょっと詳しく教えていただけますか。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） これにつきましては、賀茂老人ホームのほうに11名の入所

でございます。そのうち、９名からの徴収金ということでございます。２名につきましては、

低所得ということで徴収はしておりません。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） ６番、よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） はい。 

○委員長（内山愼一君） もう１点の質問を。 

○６番（藤井廣明君） もう１点は、次のページを開いていただいて18ページになりますけれ

ども、負担金などの土木費の負担金で、急傾斜地崩壊対策事業受益者負担金というのがある

んですけれども、この95万円の負担金についての性格といいますか、どういう内容なのかな

というのがちょっとわからないものですから、教えていただけますか。 

○建設産業課技監（高村由喜彦君） この急傾斜地崩壊対策事業受益者負担金というのは、片

瀬の龍渕院さんのところで今、急傾斜地事業をやっております。平成22年からやっていまし

て、今年いっぱいで終わるんですけれども、その中で受益者が６名、事業費に対して受益者

が５％、町が５％、10％の負担金を払うものです。 

  以上です。 

○６番（藤井廣明君） 関連して。あとの金額は県のほうということでよろしいですか。５％、
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５％で10％ですよね、あと90％が県ということになるのでは。 

○建設産業課技監（高村由喜彦君） そのとおりです。 

○６番（藤井廣明君） 了解です。 

○１２番（居山信子君） 22ページのところでお伺いしたいと思いますが、国庫補助金の中の

地域生活支援事業費補助金294万1,000円の内容について、お知らせいただきたいと思います。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） これにつきましては、障害者の移動支援事業、日中一時支

援事業、手話奉仕員の養成講座の委託料、それから重度心身障害者の日常生活の用具給付費、

障害認定審査会の委員報酬等に対する２分の１の負担金ということであります。 

○１２番（居山信子君） はい、了解です。 

○１０番（鈴木 勉君） 委員長。 

  16ページの保育ママから始まって、この中に滞納繰り越し分というのが含まれているんで

すけれども、こういうのは26年度には決済してくれるのかなという気持ちがあるんですけれ

ども、この事業自体は、住民からもっと増やしていただきたいとかいう要望は、この25年度

ではどうだったですか、要望的なものは。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） 25年度につきましては待機児童がないということで、要望

等は受けておりません。 

○１０番（鈴木 勉君） あ、そう。よかったね。 

○委員長（内山愼一君） 新しい職員の方も見えたから、もし質疑があれば。 

○７番（栗田成一君） いいかな。 

  16ページに、分担金及び負担金の中のここに、高齢者等緊急一時保護事業利用者負担金と

いうのがここにあるけれども、実際にこれはどんな事業。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） この事業につきましては、高齢者に虐待があったときに

緊急的に一時保護するために分離しているという、そういう事業でございます。 

○７番（栗田成一君） 虐待だけですか。一緒の家に住んでいて、何かそういうふうに……。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） あくまでも、虐待により命に危険があるような場合は緊

急的に対処する、そういう事業になります。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

  質疑ありますか。 

○６番（藤井廣明君） いいですか。 

  その分担金及び負担金の中の、16ページに保育所の保育料負担金というのがあるんですが、
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これがかなり金額で2,000万を超えているわけで、ちょっと大きいなと思うんですけれども。 

  その次のページの、例えば18ページに、幼稚園の使用料が200万台のようになっていると。

桁がちょっと違うような気がするくらい保育所の保育料というのが多いというような気がす

るんですけれども。 

  これはかなり、そうしますと、個人から額を多く取るような形なのかなというような気が

するんですが、町がやっている事業としてはどのくらいの金額を徴収しているのかというこ

とを、ちょっと承っておきたいなと思いますが、どうでしょうか。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） 保育所保育料の負担金ですけれども、これはもう、稲取保

育園のほうに定員90名の人間でございます。その御両親の所得によりまして、階層を分けた

中で徴収金という形でいただいておりますので、12カ月、2,000万からにはなるかなという

ことです。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。90人で、所得によって徴収するということで。 

○６番（藤井廣明君） そうしますと、平均で大体どのくらいになりますか。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） 徴収金につきましては、平均はなかなか出せないと思いま

すけれども、ここにあります規則の中で、３歳未満児につきましては3,000円から58,000円、

３歳児については2,500円から43,000円、４歳以上が2,500円から38,000円という形で、規則

で定められております。 

○６番（藤井廣明君） そうしますと、それの、親の収入によってということですが、前年度

収入で算定するのですか。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） おっしゃるとおりでございます。 

○６番（藤井廣明君） わかりました。ありがとうございます。 

○委員長（内山愼一君） ほかにありますか。13款から16款までですね。 

  もしなければ、これで質疑を終結いたしますけれども、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） では、これで終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０９分 

 

再開 午後 ３時１０分 
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○委員長（内山愼一君） それでは、休憩を閉じて、質疑を、17款の財産収入から22款の町債

までといたします。 

○１２番（居山信子君） ページで言ってください。 

○委員長（内山愼一君） ページは33ページから46ページまでです。 

  ちょっと休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時１０分 

 

再開 午後 ３時１０分 

 

○委員長（内山愼一君） それでは、休憩を閉じて、質疑を、17款のほうに入ります。 

  ページ数は、先ほど言った33ページから46ページまでですから、よろしくお願いいたしま

す。 

○１０番（鈴木 勉君） 36ページをお願いします。 

  先ほどの国だとか県からの金額のことでは聞きにくかったんだけれども、今度は聞きやす

いなと思って聞くんだけれども、このふるさと納税寄付金の93万円という金額があるんです

けれども、この間２名ほどから一般質問があったんですけれども、これは数字的には93万円

ですけれども、この金額をふやしていこうとかという、そういう議論というのはここではし

てはいけないんですか。そういう努力をすべきではないかという。 

○委員長（内山愼一君） それは当然、努力すべきだと思いますよ。 

○１０番（鈴木 勉君） いやいや、ここで質問してはいけませんかという、今、意見を聞い

ているんですが。 

○委員長（内山愼一君） 今、決算だから。 

○１０番（鈴木 勉君） いいですか。 

○委員長（内山愼一君） どうぞ、やってください。 

○１０番（鈴木 勉君） これ、担当課はどちらですか。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 総務課です。 

○１０番（鈴木 勉君） 総務課さん。これ、２人ほどこの間の一般質問で、ふるさと納税を

やはりふやすべきじゃないかという質問があったんですけれども、25年度は93万円という金
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額がこれ、計上されているんですけれども、これをもっとふやすべき努力というものが必要

であったのかなという、そういうことでお願いできますか。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 一般質問で町長の答弁がありましたように、来年度に向

けて今、検討を開始しております。その中で、やはり町のスタンス、結局１万円に対して

1,000円、2,000円のお礼にするのか、3,000円、4,000円の特産品を送るのか、まずそこから

だと思います。その方向性が決まった中で、今度は特産品としてどういうものを宣伝してい

くか、そういうような形で、現在検討を開始してございます。 

○１０番（鈴木 勉君） どういう特産品を送るかということよりも、一応26年度はもっと情

報公開も大きくして金額もふやしていきたいという、東伊豆町はそっちの方向に向かってい

るという答弁でいいんですか。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 今年度検討して、来年度からそういう形で、特産品等を

どうするかということで一応検討を始めているということです。 

○１０番（鈴木 勉君） そういうわけね。はい、わかりました。 

○１２番（居山信子君） はい、委員長。 

  それでは、38ページで伺いたいと思います。19款の繰入金の中で、介護保険特別会計繰入

金です。この内容について御説明をいただきたいと思います。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） これ、内容を言いますと、前年度の介護給付費に対して

町が12.5％というふうに決まっております、法定の繰り入れ分で。精算をいたしまして、も

らい過ぎた分をお返しする、一般会計に。予算でいただいていますので、足りるように予算

を組んでおります。決算は当然下回りますので、それの12.5％分、決算の12.5と予算の12.5

の差し引き分を精算ということでお返しした内容です。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○１２番（居山信子君） はい。 

○１０番（鈴木 勉君） 委員長、細かく聞いて申しわけないですが。 

  38ページの風力発電事業、これは補正額が800万という大きな金額になっているんだけれ

ども、ここら辺の内容性については、どの課ですか、説明していただきたいなと思いますけ

れども。 

○企画調整課長（向井青一君） すみません、811万の補正について内訳はちょっと、申しわ

けございません、ないのですが、全体の1,589万8,008円に対してなんですが、昨年、電気自

動車の購入をしまして、そちらに245万2,755円、太陽光の発電システムの設置補助金に135
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万1,000円、アースキッズ事業に23万6,000円、温泉熱発電整備事業に773万8,000円、急速電

気設置事業に対しまして100万円、エコリゾートタウン事業につきまして312万253円、合計

1,589万8,008円を繰り出しています。 

  今の繰入金につきましては、事業費から国庫補助金、県補助金、雑入等を引いた分のほと

んどが繰入金ということで、風力発電事業から繰り出しております。 

○委員長（内山愼一君） 今の回答というのは、新規の事業というか、太陽光とか電気自動車

とかそういう新しい事業が増えたから、その分が増えたとか増えるという解釈で。 

○企画調整課長（向井青一君） はい。 

○１０番（鈴木 勉君） 風車が稼いだのではないんだ。 

○企画調整課長（向井青一君） 風車会計から一般会計へ……。 

○１０番（鈴木 勉君） はい、わかりました。これは風車が稼いだのかなと思って、今聞い

たんだけれども。 

○委員長（内山愼一君） はい、よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） 36ページのところですね。 

  財産収入ということで、ゴルフ場のところを加森観光さんに貸していると思うんですけれ

ども、これは今、坪単価がどのくらいになっているのかということと。 

  それから、これは４区のほうも合わせた金額なのかと、6,000万という金額ですね。 

  それから、今後、町有地貸付料等の交渉とか、何か今そういう要求とか来ているのかどう

かとか、その辺ちょっと承っておきたいんですけれども。 

○企画調整課長（向井青一君） 加森観光の貸付分の坪単価ですが、ゴルフ場用地44万6,907

坪、こちらにつきましては75円で貸し付けてあります。その他ということで、アニマルキン

グダム、こちらが30万4,205坪、坪90円ということで貸し付けをしております。 

  あとは、町が全部かということですよね。 

○６番（藤井廣明君） 町が全部か、４区で分けてあるのか。 

○企画調整課長（向井青一君） 町の分だけ、特別会計……、４区の分については、４区のほ

うに支払いをされています。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○７番（栗田成一君） 38ページの介護保険特別会計繰入金というのがあるんですけれども、

この基準になるものというのは、どういう。あるのかな、何かそういうのが。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） 基準というか、これにつきましては……。 
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○委員長（内山愼一君） ちょっと。手を上げて。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） これにつきましては、介護給付費と地域支援事業事務費の

それぞれの給付費に対して12.5％の負担をします。この関係で、25年度の精算によって、今

回多くいただいた負担金を返還する内容でございます。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） わかりましたか。 

○７番（栗田成一君） 算出の仕方はわかったんだけれども、これを減らすというためにはど

うしたらいいか、考えたことはあるのかな。 

○委員長（内山愼一君） ７番さん、今、ちょっと質問の要旨がね、減らすとか増やすとかで

なくて、いずれにしてもこれは精算ですから。 

○７番（栗田成一君） 精算はだから、来年度減らすとかという、そういう努力はしないとい

うことでしょうか。 

○委員長（内山愼一君） いや、精算だから、あった分だけしかしないということだから。減

らすとか増やすとかそういう問題ではないから。 

  はい、じゃ、どうぞ。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） 減らすというか、給付費が当然減れば、負担金は減ります

から。そういうことですよ。皆さんが介護保険にかからなければ、当然、負担金は少なくな

る。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。今の回答で。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 今、栗田議員の質問ですが、要は法定負担率で予算を組

んだときの12.5％で、それは給付を見るものですから、足りるように組むものですから、ど

うしても精算したときに実績との差が出てくるということで、それはなるべく少なくなるよ

うにはもちろん努めますが、どうしても足りないとまたこれは困るものですから、そのよう

にご理解いただければ。 

○７番（栗田成一君） 了解しました。 

○委員長（内山愼一君） はい。 

○１０番（鈴木 勉君） 36ページの土地の売り払い収入27万6,000円という金額がここに計

上されているんだけれども、これの場所と、それからどういう坪なのか平米なのかちょっと

わからないんだけれども、そこら辺の内容がわかれば、説明お願いできますか。 

○企画調整課長（向井青一君） こちらにつきましては、稲取字百姓地2804の１で、7.5平米
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を１平米３万6,890円という単価で、伊豆太陽農協に売り払いをいたしました。 

○１０番（鈴木 勉君） 番地で今、言っていただいたんだけれども、もっとこうわかりやす

く、あそこだよとかという場所の指定はできないですか。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） すみません。農協がセレモニーホールを建てる関係で、

隣地に水路敷になっているんですけれども、そこを用途廃止した関係で、農協のほうに販売

したというのが。はい。 

○１０番（鈴木 勉君） はい、了解。 

○委員長（内山愼一君） どうでしょうか。 

○６番（藤井廣明君） 今と同じページなんですけれども、その上に温水売り払い収入とある

んですけれども、これはどこか源泉を売ったということなんでしょうか。それとも温泉水、

水そのものを売ったんですか。その辺ちょっと承っておきたいんですけれども。 

○企画調整課長（向井青一君） こちらにつきましては、白田にあります源泉から12名の方に

売り払いしている……。 

○委員長（内山愼一君） もう一度。温泉を……。 

○企画調整課長（向井青一君） 温泉を売り払い。 

○委員長（内山愼一君） 今の回答について、白田のどこの温泉を売っているか。 

○企画調整課長（向井青一君） 保健センターのところの源泉ですか、そこを12名の方に。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） はい、了解です。 

○委員長（内山愼一君） あとはどうですか。 

○１０番（鈴木 勉君） 36ページの上から２行目、加森観光の下に町有地の貸付料が六百何

万とかと計上してあるんだけれども、これは対象になる件数は何件くらいなんですか。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） 件数は、すみません、今、出ていないんですけれども、

東電の電柱ですとかＮＴＴの電柱…… 

○１０番（鈴木 勉君） 電柱。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） はい。その他下田警察署とかに貸し付けています利用

料ですとか、そういったものになります。 

  それとあと、町有地、町の駐車場の料金とかも含まれていますので。 

○１０番（鈴木 勉君） 駐車場ね。 

○委員長（内山愼一君） どうですか、10番。 



－26－ 

○１０番（鈴木 勉君） わかりました。 

○委員長（内山愼一君） それでは、どうですか、あとは何かありますか。 

（発言する人なし） 

○委員長（内山愼一君） それでは、質疑がないようですから、財産収入から町債までの歳入

分を終了いたします。 

  それでは、以上で歳入に対する質疑を終結いたします。 

  ありがとうございました。 

  明日は９時半から歳出のほうに入りますので、またよろしくお願いいたします。 

 

散会 午後 ３時２６分 
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一般会計決算審査特別委員会（第２日目）記録 

 

                    平成２６年９月１８日（木）午前９時３２分開会 
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開会 午前 ９時３２分 

 

○委員長（内山愼一君） それでは、ただいまの出席委員は６名で、委員定数の半数に達して

おります。よって、一般会計決算審査特別委員会は成立いたしますので、開会いたします。 

  これより直ちに本日の会議を開きます。 

  前日に引き続いて、議案第33号に対する質疑を行います。 

  本日は歳出のほうを審議いたします。 

  皆さんのところに昨日渡した歳出の関係のものがありますけれども、まず質疑の最初は１

款の議会費から２款の総務費までといたします。 

  それでは、質疑はありますか。 

○１０番（鈴木 勉君） 全般にわたってちょっと長いから、先にほかの人たちが考えている

間にちょっと質問させてもらいます。 

  56ページのアスド会館の管理費が約2,000万円計上されているんですけれども、この数字

的なものは毎年同じような数字がここに計上されるんだろうという憶測はつくんですけれど

も、その中で体育館に限っての維持管理費は、この2,000万円のうちにどれぐらいの率で体

育館のほうに維持管理費が占められているのか、わかったら教えていただきたいなと思いま

すけれども、そういう管理費の分離はしてないですか。 

○企画調整課長（向井青一君） 今の内容ですが、体育館の分につきましては光熱費が体育館

と本体と一緒になっていますが、その割合的なものは把握できておりません。 

○１０番（鈴木 勉君） 一番やはり僕たちが関心があるのは、アスド会館についてのちょっ

と皆さん方も御存じかどうかわからないんだけれども、あそこを舞台としたちょっと悪い事

件があって、それで、僕たちも一応それに参考人みたいな形の中で事情聴取を受けたりした

んですけれども、できればああいうものも早急に転売できれば転売させてもらいたいなとか

という気持ちもあるんですけれども、そういう中で、今一番肝心な町民のために利用してい

く体育館、この維持管理費にどれぐらいのものがやはりかかってくるのかという、そういう

ちょっと興味があるんですけれどもね。できれば本体のほうと体育館というものを分離した

ら、どれぐらいの率として体育館のほうの維持管理費がかかってくるのかなという、そうい

うことも含めているもので、ちょっと聞いてみたいんですけれども、分析ができなければそ

れで結構です。 
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○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） アスド会館の関係につきましては、体育館は体育館で維

持管理費を盛っております。４款のほうで、健康づくりのほうで維持管理費を盛っておりま

す。ただ、その中で電気、水道、これは昔の施設、いただいたときから一本でメーター器が

一つしかないものですから、そういう中で分類が、企画課長が言ったのは、そういう意味で

光熱水費の分類はできないけれども、それ以外のものについては維持管理費は別に盛ってお

りますので、４款のほうを見ていただければわかると思います。 

○委員長（内山愼一君） 質問がもしあったら、関連の質問で結構ですよ。 

○１０番（鈴木 勉君） 総務課というのはそういう全般のことだから、細部にわたっては別

なところにあるから、僕たちは聞きにくいからそこでわかってますから、いいんです。 

  それで、60ページ、ムーンロードのほう、600万円計上されているんだけれども、内容的

にちょっと聞こうと思ったら、これはやはり観光商工課のほうの商工費のほうに入っていま

すという、そういう意味になるわけですか。 

○企画調整課長（向井青一君） 今の600万の関係ですが、ムーンロードということで昨年、

県が実施しましたふじのくにエンゼルパワースポット、総選挙で行ってみたい部門１位とな

りまして、北川地区のムーンロードというところがなりましたので、その関係で宣伝という

形で600万円の内容ですが、ＬＥＤライトキーホルダー1,500個購入、ポスター印刷、あとリ

ーフレット、あと、はがき、広告宣伝やイベント等を行った内容でございます。この600万

は企画調整課のほうで支出した内容でございます。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） いやいや、だから問題を下へと下って細部にわたっていくと、さっ

きみたいに別な課でというほうへ行くのかな。ベージ数がまた変わったところでムーンロー

ドのところがありますよという形になるのかなという。 

○企画調整課長（向井青一君） これは企画調整課のほうで支出した内容です。 

○委員長（内山愼一君） だから、改めて、またその辺は…… 

○１０番（鈴木 勉君） という形になるよね。だから、今のところそれで結構です。 

○委員長（内山愼一君） そんなことでよろしくお願いします。そういう形のものがあったら、

十分また後ほど質問をしてください。 

○６番（藤井廣明君） 総務費の中で50ページなんですが、ちょっと上のほうにある行政改革

推進事業というの106万9,760円ですね。これついているんですが、具体的には成果表の中に

もちょっと出てはいますけれども、その後どうなっているのかとか、そういった成果、実際
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上事業仕分けなんかして、その後の行方といいますか、どんなふうに処理したかとか、その

辺ちょっと聞かせていただくとよかったんですが。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） この行政改革推進事業106万9,760円の内容ですが、主な

ものは委託料で99万7,500円ということで、これは今、藤井議員がおっしゃったように、事

業レビューの関係の委託料、有限会社パブリックマネジメントという神奈川大学の南先生の

ところの会社になりますが、そこへの委託料という形になってございます。前年５事業を事

務事業レビューしていただきまして、その結果につきましては各担当課のほうにお渡しして

ございますが、全部が要改善という中で、各担当のほうでそれぞれ話し合い等を持っている

と思います。ちなみに、昨年のときには健康づくりだったので、事業レビューの結果を受け

まして、ＰＲということで教育委員会のほうも冊子に載せていただいたり、あるいは健康づ

くりの保健センターの事業の健診の裏面に載せていただいたりということで、相互に機会が

あればＰＲするような形の内容で進めるように話し合いを持っております。 

  あとは担当課のほうでそれぞれ検討をしてくれていると思いますが、では、住民課長。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） 私どものほうは老人の関係で、宅配もあったんですが、社協

に委託して500万だったのを、民間企業に委託しまして、150万、350万減額しました。 

○委員長（内山愼一君） 総務担当課のほうは。 

○総務課財政係長（鈴木貞雄君） 例えばですけれども、メール配信事業というものがござい

まして、こちら防災の目的もあるということで、100％登録を目指したらどうかというお話

がありまして、この辺は防災訓練のときなどに周知をいたしまして、加入の促進に取り組ん

でおります。あと安全で安心なまちづくり推進事業におきましては、街路灯の関係になりま

すけれども、照度とか防犯灯の意味もございまして、照度、明るさの調査などをして設置場

所などについても検討を今している状況であります。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） ６番、よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） 例えば100％の登録を目指すというメールの場合ですが、目指すとい

うのはわかりますが、どの程度までそれが進んだかという行財政改革の結果として、進行状

態はどうでしょう。 

○委員長（内山愼一君） どなたでも結構ですか。 

  企画調整課、お願いします。おおむねわかる範囲で結構ですよ。 

○企画調整課長（向井青一君） すみません、今件数につきましては手元に資料がございませ
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んので。 

○委員長（内山愼一君） 今の状況の中で把握している数字で結構ですよ。 

  竹内さん、手を挙げて発言してください。かまいませんよ。 

○企画調整課長（向井青一君） すみません、現在の登録数はわかるんですが、昨年の伸び率

がわかりませんので、すみません、後ほど御報告したいと思います。 

○委員長（内山愼一君） それでは、よろしいですね、後ほどということで。 

○６番（藤井廣明君） はい。 

○１２番（居山信子君） 関連で今のメール事業なんですが、住民の皆さんの声で、出発当初

はかなり細かくいろいろなメールの配信もされていたようだけれども、このごろ情報が少な

くなったねというふうに、非常にその道にたけている方なものですから、ああ、そうなのと

いうふうに聞いて、よくよく考えたら、そうかな、そういえば前はもうちょっと細かくいろ

いろ入っていたかなというような気がするんですけれども、その辺はどうなんでしょうか、

実態は。 

○企画調整課長（向井青一君） 当初のころと比べて多いか少ないかということなんですが、

部門で各担当課のほうで発信しておりますので、その辺がちょっと企画調整課のほうでは担

当課がどの程度の発信をしているかという状況まで把握しておりません。申しわけございま

せん。 

○１２番（居山信子君） どこが総括かというと、やっぱり企画が総括でしているかというふ

うに思うので、メールの出し方、いろいろあろうかというふうに思うんですけれども、昨夜

の火事などはメールが入る前に、ああ、何か嫌な音が聞こえると思って目が覚めて、それ、

見に行こうというふうに思って支度して着がえているときに、ちょうどメールが入りました。

そんなことで、やはりそういう火災等の情報あるいは何かエキストラとかのそういうものと

か、あるいは雨が多くなって何とかだというようなことは当然入るわけですけれども、極力

そういう形で住民の皆さんにぜひこれはお知らせしたいというようなメール、特に急がなく

とも今回の福祉給付金などがこの10月２日に締め切りになるんですけれども、該当する方は

１万円ないし１万5,000円、子育て世帯についてはそれぞれにお知らせが行くわけですけれ

ども、この福祉給付金につきましてはなかなか周知がされていない。そしてまた、自分が該

当するかしないかもわからない、そういう状況とかがあるので、場合によったらメールを配

信して、もう秘密もないもので、御近所声かけて、皆さんでやっぱりうちの町の経済も上が

っていくわけですから、しっかり受け取るべきものを受け取っていただくというようなこと
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でのメールの配信ですね。そういうようなことも含めて大いに活用をしていただかないとも

ったいないんじゃないかなというふうに思いますので、各課でメール配信、余りうるさいこ

ともあるんですけれども、たんびに入ると。ですけれども、私たちはやはり仕事上そういう

ようなことをしっかりキャッチしていかなければなりませんもので、その点よく検討してい

ただく必要があろうかなというふうに思います。 

○委員長（内山愼一君） 答弁はできる。 

○企画調整課長（向井青一君） ただいまの御意見につきましては、各課にまたちょっと横の

調整を図りたいと思います。       

○住民福祉課長（遠藤一司君） ただいま御指摘の臨時福祉給付金の関係ですが、中では直接

届く方がそういう方に該当するかなどの意見もありましたけれども、こちらとしては全部で

きるような手段はとりたいと思っておりますので、指示はしてございますけれども、ちょっ

とまだやってないというようなことで。 

○１２番（居山信子君） よろしくお願いします。 

○１０番（鈴木 勉君） 先ほどもちょっと話があったと思うんだけれども、62ページの私設

街路灯の件ですけれども、ここに一応100万円という、これもこの間一般質問された方もい

るんですけれども、この街路灯の100万円という数字がここに計上されているんですけれど

も、この平成25年度においては、これを民間が管理していると思うんだけれども、そういう

民間の管理者のほうからは、町のほうに、この街路灯については何か要望的なものはあった

でしょうかね、お金のことだとかいろいろなことについて。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） その件につきましては一般質問でもありましたけれども、団

体の中の構成の商店が少なくなってきて、やはり負担が大きくなっているということもあり

まして、できれば消したいということであるとか、補助も増やしてもらいたい、あるいは防

犯灯として引き取っていただきたいというような、そういう要望があるのは確かでございま

す。村木議員の指摘にもありましたけれども、商店街で設置したにもかかわらず、一般の住

民の方も負担している、そういうところもございます。そういうこともありまして、それか

らどういう負担をしているのかということも調査することを私ども考えておりますけれども、

私設の街路灯ですけれども、防犯灯の意味合いもあるということなので、そこら辺も含めて

いろいろ考えている状況でございます。 

○１０番（鈴木 勉君） 今の街路灯と、この防犯灯との違いの中での街路灯の設置について

は、長年の経緯の中で僕たちも最初の立ち上げのときからそういうものにタッチしていたか
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ら、防犯灯でなくて商店街のための街路灯としての役割も担ってきた１人としていくんです

けれども、今の現状を考えると、商店街の非常に衰退と同時に、この町の灯が消えたときに、

この町全体のイメージのダウン、相当なイメージの低下につながってくるというものも今は

逆にこちら側から考えていくようになってくるわけですよね。維持管理をしていかなければ

ならないのが民間なんだけれども、それが今自分たちの負担の中での占める率が非常に大き

くなってくるから、何とか数減らしたりしていく。維持管理については努力はするんだけれ

ども、最低限の明るさになってしまうんでないかとか、もしかしたら撤退を余儀なくされる

とかという危機感もあるので、自分たちも今課長が言われたみたいに、この防犯灯と街路灯

とかという名称の違いはさておきながら、やはり東伊豆町としての要するに知名度だよね。

明かりをともさないまちづくりなんていうのは考えるわけにいかないんだから、これから先

26年度、27年度に向かっては、25年度はこういう皆さんの民間的な管理者の声をどう吸い上

げて対処していくという予定は考えているんですかね。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） 確かに委員おっしゃるように、うちの町は観光地ですので、

住民の方だけでなく、観光客の方に対してもやはり明るく安全な町にしていかなければなら

ないということもございますので、そういうことでいろいろ金銭的な面も難しいところもあ

りますけれども、商店街の方については観光サイドで県が３分の１、町が３分の１、地元が

３分の１ということでＬＥＤに変えたりとかしているところもございますし、燃料費の高騰

もあって、大分その負担が増えているということで、やはり水銀灯の大きいものから消費電

力の少ないＬＥＤに変えるとか、そういうことも考えていかなければならないと思いますの

で、そこら辺はうちのほうとしましても、なるべくいい形で存続ができるようなことでまた

知恵を絞っていきたいなとは考えております。 

○１０番（鈴木 勉君） 今の件についてはそれで結構でございます。 

  いいですか、委員長。ちょっと路線バスの話が、何ペーシですか。60ページですか、ごめ

んなさい。自分でメモっていながらわからなくなってしまった。この生活路線バスの委託管

理料がここに計上されているんですけれども、これの利用状況というのはどうですか。変化

は前年に比べてどういう状況でしょうかね。 

○企画調整課長（向井青一君） 25年度の利用者数ですが、４万9,823人。 

○委員長（内山愼一君） ちょっとゆっくりやってください。 

○企画調整課長（向井青一君） 25年度の乗車人員４万9,823人、24年度が５万9,313人、

9,490人の減となっております。こちらにつきましては乗降調査というものを年２回やって
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いるんですが、24年度につきましては、その２日間でのスーパーの売り出しの６のつく日に

実施をしておりましたので、乗降者数がその調査の段階で増えていったということなんです

が、東海バスのほうから言われまして、６の日というものは特売日に当たる日なので、平常

はそういう、通常の６以外の日は余りそんなに乗ってないよというような形で、６のつく日

２日間はやめてもらいたいという話で、25年度は６以外の日をしまして、その関係で乗降者

数が減になったというようなことなんです。それにつきまして、委託料のほうも24年度より

伸びているというのが現状です。 

○１０番（鈴木 勉君） つい先日の新聞なんかでも東海バスの再編成という話があって、稲

取の営業所も全部廃止されて、南伊豆の１カ所に統一すると言って、バスの配置も全部向こ

うへ持っていっているとかという、いろいろ東海バスの経営の変わり方が報道されていたん

だけれども、今の話の中では、一応利用者が減っても経費は同じようにかかっていきますよ

というのはそこに出てくる数字なんだよね。 

○企画調整課長（向井青一君） そうですね。 

○１０番（鈴木 勉君） 町の負担としたら。人数が少なくなったから、ここに計上されてい

る1,300万、この数字を少なくしなさいとかというのは難しい話なんだよね。 

○企画調整課長（向井青一君） 乗降者数が減れば、この出し方というのは経常経費から経常

収益を除いた分が町の負担というような形で委託料というような形になりますので、乗降者

数が減れば委託料のほうも増えてくるようなことになるかもしれません。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） もうならいいよね。 

○７番（栗田成一君） 今の関連だけれども、かなり今高齢者も伊豆急を使ってどこかへ行く

という人がかなりあると思うんだよね。そういう人のために、もっとこういう生活バスとい

うか、そういうものを何かうまく使えるような方法をしたらどうかという気がするんだけれ

ども、今の出るのはどういうコースになっているの、稲取の場合。 

○企画調整課長（向井青一君） 大川から志津摩間というような形で、１日11便ですか。11往

復運行されております。 

○７番（栗田成一君） そうすると、入谷の人たちが駅に来るとか、通いとかと、そういうの

には全く関係してない、利用はできないということだね。その中ではね。 

○企画調整課長（向井青一君） 入谷の方につきましては入谷口から乗っていただくというよ

うな形で、奥のほうまでは路線バスという形ではないです。 
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○７番（栗田成一君） いいです。 

○１２番（居山信子君） 今の関連なんですが、よくテレビの報道などを見てみますと、やは

り地域的に山間部とか、そしてまた人口減の状況の中で、各自治体で非常に創意工夫を凝ら

した取り組みをしているところがあるわけですね。関連の大手のこういうバス会社等のいろ

いろな経営の面とかも考えていけないかなというふうには思うんですけれども、やはり利用

者が減っているということは、先ほど課長のご説明で、亀の日の６の日にそれは調査をして

いたということは、これはどういうことなのかな、ちょっとわかりかねるんですが、毎月１

回ずつやって、亀の日に調査をしていたということで、これはでもトータルで年間の利用者

をこういうふうに出しているということなのか。 

○企画調整課地域振興係長（梅原 巧君） 乗降調査というのを５月、６月の利用がある程度

安定する期間の２日間だけ抽出をしまして調査をしております。それから年間の推計、実際

の利用客というのは東海バスさんでも乗りおりを全部把握しているわけではないものですか

ら、調査日からの推計の乗降者という形になります。それを２日間とも６の日ですとか、６

の日と水曜市が重なった日ですとか、そういったものに当たったのがたまたま24年でありま

して、そうなると、実情に沿わないことの利用者の増という形になってしまったわけです。

実際に委託料としましては、24年度というのは23年から比べると400万くらい減ったんです。

逆に24から25では300万くらい増えてしまったという形になるんですが、利用客が減れば委

託料は増える、利用客が増えれば委託料が減るという形になります。 

○１２番（居山信子君） そうすると、やはりバス会社の出してきた数字によって、こちらで

もそれなりの負担が増えたり減ったりということになってしまうわけですね。先ほどおっし

ゃっていたのは、そういうことで特定のそういう利用の多い６という日ではなくて集計をし

てほしいという要望を出したのか。それで変わったのかどうかは知りませんけれども、その

辺のところが今後の先行きの大きな課題になってくることかというふうに思いますけれども、

先ほども申し上げた各自治体でのいろいろな個別の、先ほど入谷、水下の皆さんがどうとか

というふうに言ったように、町内を巡回をさせて、ぐるぐるバスが絶えず動いているみたい

な、そんな状況で、それで運営をしていく方式とかというものも既に取り組みとしてはやっ

ているところがあるわけですね。そのことによって非常に住民の利便性が増す。そしてお出

かけするのにも、じゃ、ちょっと行こうかというようなことで気軽に行けるというようなこ

とと、これはもう将来的なことも含めて検討課題になっていくことかというふうに思います

ので、ぜひ先行きそこを見据えて事業の遂行をしていただきたいなというふうに思うところ
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です。ありがとうございます。 

○企画調整課長（向井青一君） それにつきましては、また研究等をしていきたいと思います。 

○７番（栗田成一君） ちょっとその関連なんですが、今バスの大きさというのはどのぐらい。 

○企画調整課地域振興係長（梅原 巧君） 時間帯によるんですが、もともとある大型の40人

以上乗れるバスと、小型の椅子的には20人ほどのバスと、小型というか中型ですね。２種類

走っておりまして、それは東海バスさんの都合で時間帯で入れかわったりします。 

○７番（栗田成一君） 実はこの話については大分前の話なんだけれども、直接東海バスへ行

って、５年前に出ないかという話をしたら、今のバスではないんだけれども、小型があるん

だってね。だから小型ならば可能だよと言われたことがあるんだけれども、今は小型という

のか大型というのか、どの分類に入っているのが運行しているのかな。 

○企画調整課地域振興係長（梅原 巧君） 役場のマイクロバスをイメージしていただくと、

あのサイズのものが通常は走っております。ですから、あのサイズでしたら、例えば入谷の

ほうの道でもある程度のところまでは行けるはずです。 

○６番（藤井廣明君） 総務費の中の地球温暖化対策費、62ページになりますけれども、右下

のほうに温泉熱発電実現化推進事業という2,503万等とあるんですけれども、これは具体的

にはどこの設備で、どんなふうな稼働をしているか、ちょっと伺いたいんですけれども。 

○企画調整課長（向井青一君） そちらにつきましては、熱川の駅に観光協会の横にあります

温泉熱発電ということで、今年の３月に完成したところです。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか、６番。 

○６番（藤井廣明君） この場合、私、それも見に行ったんですが、行ったときがたまたまそ

うなのか知りませんけれども、とまっているんですよね。全然動いてないんで、係の人に聞

いたら、これしばらく動いてませんというようなことだったんですけれども、これはかなり

の金額、2,500万余の推進事業費がのっている割には、効果といいますか、今まで何キロワ

ットぐらい発電したのか、その辺ちょっと把握していますか、昨年３月から。 

○企画調整課長（向井青一君） 資料がございませんので、また後ほど。 

○委員長（内山愼一君） 今の質問については後ほど資料を提供するそうです。 

○６番（藤井廣明君） 同じく次のページの64ページに、同じような温暖化防止ということで、

15節ですか、そこにエコリゾートタウン施設工事というのがあるんですが、それも550万

4,100円ですか、これは一体何をする事業か教えていただけますか。 

○企画調整課長（向井青一君） そちらにつきましてはけやき公園内にあります小型水力発電
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機ということで、500ワットの発電をする内容でございます。 

○６番（藤井廣明君） これも何か500ワットですか、出力。500ワットというと本当にその辺

の街灯１つ、２つつけると、もう終わりというようなことだと思うんですけれども、かなり

の金額いっているんですが、費用対効果といいますか、どんなふうに考えていますか。 

○企画調整課長（向井青一君） 現在、公園内の夜間の足元灯ですか、あの照明程度の内容で

す。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） いや。 

○企画調整課地域振興係長（梅原 巧君） 温泉熱発電と小水力発電なんですけれども、大前

提として地球温暖化対策としましてＣＯ₂ 削減ということで、自然エネルギーを活用した発

電を推進していこうという町のスタンスでやっておるんですけれども、ただ、費用対効果と

いうものだけを見ますと、発電したものを売っているわけではございませんので、その発電

機自体の収入というのは出てこないです。ただ、今推進をしています町の取り組みというの

が、いろいろなところで取り上げられまして、視察ですとか観光バスで来る方なども視察の

申し込みを結構してきまして、旅行代理店からの問い合わせも結構来ます。目に見えない費

用対効果といいますか、その方たちが宿泊してくれたり、風力を含めてなんですけれども、

そういったものというのが相当数ありまして、町の宿泊施設に宿泊して視察をしてくれる方

などがおりますので、効果が全くないというわけではなくて、そういった観光にも絡んでく

るんですが、東伊豆町がエコリゾートタウンとして進めていけば、そういう誘客もほとんど

伸びてくるという考え方で設置したものですので、環境の勉強をしてもらう施設としての役

割というものを見込んで、売電はしておりませんが、そういった効果、直接見えてこない効

果かもしれませんけれども、そういう視察ですとか、子供の環境教育ですとか、そういった

もののために設置したというのが目的の１つとして。 

○委員長（内山愼一君） ありがとう。 

○６番（藤井廣明君） 今の言葉で具体的な効果があるのではないかと言うんですけれども、

金額から言っても費用対効果を度外視してやっているということなんですが、例えば見学に

お見えになる観光客に説明できるといっても、現実には熱川の場合のように故障していると

か、あるいは水力発電としてこういったかなりの金額、577万5,000円ですか、550万ですか、

片方は250万。そういった金額の割には足元灯ぐらいしか役立たないということであれば、

逆に何だかこのエコというのは無駄なんではないかというふうなものが実際的に思われてし
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まうと思うんですよ。ですから、観光にも役立てるというふうなことはかなりちょっと言え

ば方便のような感じがしますので、これは大きなエコリゾートタウン推進事業で1,200万方

かかって、発電機も故障して、もとをとるのは何十年か何百年かわからないということであ

れば、逆に東京電力あたりから買ったほうがよほど足元灯でも安く上がるはずだし、やはり

この町の税金の使い方としてはいろいろ問題があるのではないかと思うんですが、いかがで

しょうか。 

○企画調整課長（向井青一君） ただいまの採算とれるかというようなことなんですが、この

温泉熱発電につきましては、事業費2,469万7,050円のうち1,700万弱が国・県の補助金とい

うことでいただいております。水力発電につきましては事業費624万253円のうち312万円、

２分の１が補助金でいただいております。 

  先ほど係長のほうから視察の関係でありましたが、視察につきましても、この９月５日ま

での内訳ですが、102名の方が３月の完成から訪れております。これはその３つの風力、水

力、地熱発電というような形の３カ所を見るという形での視察というようなコースとなって

おります。 

○委員長（内山愼一君） ちょっとそれ以上の関係は理念の問題があるもので、一応それでお

さめてください。 

○１２番（居山信子君） 58ページの交流・定住促進事業、一番下にありますよね。これにつ

いて事業の内容をお知らせください。具体的に教えてください。 

○企画調整課長（向井青一君） 内容につきましてですが、商工会に47万2,500円ということ

で委託をしておりまして、そちらにつきましては、東京で行いました合同企業ガイダンスや、

他に６月19日に東京むらからまちから館、10月３日のＩＺＵ食彩トレンドフェア、11月13日

のふじのくに交流会、11月21日から22日に行われました沼津市で行いました食と農のこだわ

りの逸品展等でポスターの掲示やパンフレットの配布等をしまして、若者とか、そういう方

に東伊豆町の案内をしたということで、あと残りの52万5,000円につきましては熱川温泉協

会に委託をしまして、こちらにつきましては伊勢原市と熱川ということで、道灌のつながり、

交流がありますので、熱川観光協会の方が伊勢原市を訪ねたり、また熱川の祭りに伊勢原市

の方を招いたりというようなことの交流ということで支出しております。 

○委員長（内山愼一君） 12番、よろしいですか。 

○１２番（居山信子君） 今、南伊豆がかなり活発であり、交流促進ということでやっている

かと思うんですが、かつてちょっと東京に行く途中で南伊豆の定住に携わっている方とお目
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にかかって、どこにいらっしゃるのと言ったら、こういうわけで今日は東京でイベントがあ

ると言うから、それはおもしろそうだね、じゃ、私、用事が済んだら行ってみるわと言って

行ったんですね。そうしましたら、やはりそれぞれのいろいろな方面からの出し物、ブース

があって、それで、そこに南伊豆の定住促進のブースもあるわけですね。いろいろなところ

に皆さんにお知らせをして、そこに来ていただくような御案内がすぐにされていて、その南

伊豆の売りを具体的にしているわけですよね。 

  もう一つありましたのは、甲府がそれに一緒に入っていたものですから、私もいろいろな

ブースを回りながら、これはなかなかこういう事業もありかなというふうに思いながら、ち

ょっと芳名録とかに書いておきましたら、絶えずいろいろな情報が甲府のほうからは発信さ

れてきまして、今こういうイベントをやっています。ぜひどうぞというような非常に積極的

な取り組み等をやっているわけです。若いそういう、この南伊豆におじいちゃん、おばあち

ゃんがいるというふうなことで、その担当者は南伊豆のそういう懐かしさに引かれて、今夫

婦で引っ越してきて、そして情報発信ということで今いろいろ御自分でなさっているんです

ね。そういう若いパワーを生かしていくということも必要ですし、今御説明いただいたこの

内容では、交流というふうなことでは何でも使えるわけで、ちょっと定住促進というような

ことで余りどうなのかなと。考え方によってはそこからまたいろいろな人脈が広がっていく

よと。定住してほしいというような働きかけもできるよというふうに言われるのかもしれま

せんけれどもね。これはもうどれくらい事業として続けているのか。何年目とか、その辺を

教えていただければと思います。 

○企画調整課長（向井青一君） こちらにつきましては補助金をいただいている事業ですので、

今年26年で２年目になります。また、先ほど居山議員さんから御指摘のありました甲府や南

伊豆町というのは、空き家バンクをやっている先進地という事情もあります。当町も来年度

から空き家バンクの開設をしようというような形で一般質問等にも答えておりますので、来

年になればもう少し事業の展開とかいろいろ合ったことができるのかなと考えております。 

○１２番（居山信子君） はい、了解です。 

○委員長（内山愼一君） どうでしょうか。ほかにありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） もしなければ…… 

○１２番（居山信子君） ちょっと待って。うしろのほうで聞くことがあったと思うので。 

○委員長（内山愼一君） 第１款、２款の関係は終了したいと思いますけれども。 
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○１２番（居山信子君） ちょっと待ってて、委員長。何ページまでだっけ、これ。 

○委員長（内山愼一君） 76ページまで。 

○１２番（居山信子君） 76まででしょう。後半部分、皆さん聞いてないけれども、大丈夫。 

（「これ以上聞くことないですよ」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） 質疑がなければ…… 

○１２番（居山信子君） じゃ、すみません、私伺いたいと思います。64ページ、地域の元気

臨時交付金についての御説明のほうをお願いいたします。 

○委員長（内山愼一君） 何ページですか。 

○１２番（居山信子君） 64ページです。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） これは平成25年度に国の補正がありまして、そのときに

手を挙げたところにいただけるということで、25年度にいただきまして、25年度に５事業を

やったんですけれども、その残りの金額を積み立てた内容でございます。ちなみに、事業で

すが、５事業というのが細野高原の観光施設整備事業、稲取漁港公園整備事業、文化公園イ

ルミネーション整備事業、ジオパークビジターセンター事業、消防ポンプの自動車を購入し

た事業で、それらの事業に8,276万2,000円を充当いたしまして、残りの3,658万6,000円を積

み立てた内容となっております。それを今年度また稲取高原とか、そういうところに割り振

るという形になります。今年度で終わる事業です。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○１２番（居山信子君） 今、５事業伺いました。残ったお金をそういう形で次年度にまた使

うということで、これは２年で使い切るとか、そういうようなことになっているわけでしょ

うか。ちょっと待ってください。そのことと、いずれにしても、これは補助ですけれども、

どれくらいの補助率だったのかを教えてください。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） この事業につきましては、25年、26年で終了という形に

なっております。 

  補助率につきましては財政係長のほうから御説明いたします。 

○総務課財政係長（鈴木貞雄君） そうすると補助率といいますか、まず交付の算定のもとに

なりましたのが、平成24年度の国の１次補正がスタートになっておりまして、その補正で手

を挙げた市町の事業費に対しまして、あと財政力に応じて配分がされましたけれども、うち

の町につきましては地方負担額で１億5,128万6,000円ございました。それに対して交付され

たのが１億1,934万8,000円ということで、交付の率が約79％程度となっております。 
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  以上です。 

○委員長（内山愼一君） ありがとう。 

  よろしいですか。 

○１２番（居山信子君） じゃ、別のを伺います。もう１点教えていただきたいと思います。 

  先ほども議論になっておりました定住促進なんですけれども、あわせて、その上にありま

した空き家バンクのこの取り組みについて伺うところですけれども、すみません、62ページ

の空き家調査事業、これについて一般質問でも再三なされていると同時に、私も二、三年前

に質問をして、調査をするよというふうに、当時の副町長中心にするというふうなことを伺

っております。その後の経過を詳しく伺いたいというふうに思います。469万7,872円ですね。 

○委員長（内山愼一君） 休憩します。 

 

休憩 午前１０時２４分 

 

再開 午前１０時２４分 

 

○委員長（内山愼一君） では、休憩を閉じて、再開いたします。 

  では、答弁をお願いします。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） やった内容ですか。 

○委員長（内山愼一君） ちゃんと指示に従ってください。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） 昨年やりました内容につきましては、係長のほうから。 

○住民福祉課地域係長（国持健一君） 住民福祉課地域係長です。 

  昨年度１年間をかけまして、町内全域の空き家ですね、別荘地等は除きます、の悉皆調査

をいたしました。それで、各地区ごとに調査を行いまして、調査戸数が5,979戸ありました。

そのうち空き家が856件、空き店舗が171件ありました。 

（「成果説明書の49ページです」の声あり） 

○１２番（居山信子君） そう言ってもらうといいね。 

○委員長（内山愼一君） 何ページか言ってあげてくれる。 

○住民福祉課地域係長（国持健一君） 成果説明書の49ページをごらんいただきたいと思いま

す。 

○１２番（居山信子君） 一応見ていますが。合計5,979、856の171ですね。 
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○住民福祉課地域係長（国持健一君） というような調査内容になります。 

○委員長（内山愼一君） 12番、それでよろしいですか。 

○１２番（居山信子君） これはすみません、委員長、関連で、この調査をした後どういうふ

うにするかというようなことが決まっているかと思うんですが、わかる範囲内で伺いたいと

思います。 

○企画調整課長（向井青一君） こちらにつきましては、この資料をもとに来年度から空き家

バンクを実施しようということで、現在、先進地である西伊豆町、南伊豆町等の要綱とか、

あと出張しまして担当者に内容を聞いております。また、今後も県内もしくは県外のところ

も視察等を検討している内容です。27年度に向けての検討をしております。 

○１２番（居山信子君） 了解です。 

○委員長（内山愼一君） どうもありがとう。 

  よろしいですか。 

○１２番（居山信子君） 了解です。 

○委員長（内山愼一君） では、あと質疑ありますか。 

  では、なければ、第１款と第２款の76ページまでのものを終結いたします。 

  それでは、10分間、10時40分まで休憩いたしますから、よろしくお願いいたします。 

 

休憩 午前１０時２７分 

 

再開 午前１０時３８分 

 

○委員長（内山愼一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  それでは、次に、質疑の対象を第３款民生費から第４款衛生費までといたします。ページ

数については75ページから104ページまで、そういうことでよろしくお願いします。 

  それでは、御質疑ありますか。 

○１２番（居山信子君） それでは、76ページ、社会福祉協議会助成事業71万円について…… 

○委員長（内山愼一君） ちょっと大きい声で。すみません、ちょっと耳が。 

○１２番（居山信子君） いつも大きい声なのに、委員長のほうがもそもそもそとして聞き取

りにくい。わかりませんか。 

○委員長（内山愼一君） 耳が聞こえない。 
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○１２番（居山信子君） じゃ、ちょっと、昨日から血圧が上がって体調が落ちておりますも

ので、まだ本調子でないので。 

○委員長（内山愼一君） 75ページですか。 

○１２番（居山信子君） 76ページです。社会福祉協議会助成事業771万円、これについて事

業の内容を伺いたいと思います。 

（「成果表にあるか」の声あり） 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） 成果表には載ってない。 

○１２番（居山信子君） 何もない。社協のことも。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） 社会福祉協議会の補助金としまして、内容としましては法

人の運営事業であったり、広報企画事業、ボランティア事業に対するものに対しまして、今

まで25年度、一定の額で補助はしていたという状況でございます。 

○委員長（内山愼一君） 12番、よろしいですか。 

○１２番（居山信子君） 以上ですか。 

  私も今回一般質問の中でちょっと指摘をさせていただいてあるんですけれども、社協とい

うことではないんですけれども、社会福祉法人ですよね、社協は。そういうふうなことで日

経の社説で指摘をしていたのは、全国にある２万からの社会福祉法人の内部留保金が非常に

多くて、本来の社会福祉としてのそういう使命を果たしていないのではなかろうかと。非常

に不正が多いところですので、静岡県の社協もそうなんですけれども、ここ２年ほど前から

さまざまな問題が出てきておりますので、ごく一部の人が会計を承知して何年も運営をして

いたときに、いろいろな問題が後から出てきて、それが今指摘をされているとか問題になっ

ている点で、何年も前から、どうも今の社協はということではなく、担当者はいろいろな担

当者が変わるんだけれども、何となく聞こえてくる声が、社協の会計は何だかよくわからな

いよねみたいに言うことが多くて、それも何でなのかと思いながら文教厚生の委員長で行っ

たときに、その予算、決算のあり方がすごく問題だなと。それを再三指摘したんですけれど

も、全然改めないですね。それはどういう点かというと、決算書、予算書をその場で渡すわ

けですよ。膨大な事業があるのに、結局集まった理事が、そこで予算、決算やって何の意見

が出ますかということです。集まる理事の皆さんの顔ぶれを見れば、もう本当に仲間内です

から、教育委員会委員長をやった人とか、何か教育長やった人とか、区長さんとか何とかか

んとかと、みんな仲間内。それだったらきちんとしたもののそういう精査なんかできないは

ずですよ。だから事前に配布をしなさいと。あるいはこんな小さい字ではとても見えないか
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ら、もうちょっと大きい予算書にしなさいよというふうに言ってもだめなんですね。でも、

そもそもそういうふうにもう閉鎖された状況の中でやっている事業ということは、非常に問

題が出てくると思うんです。 

  今私がここで指摘をしたいのは、ここ20年来議員にさせていただいて、福祉のことをずっ

と自分が中心に取り組んできたんですが、現場と、そして皆さんのお仕事のいろいろな状態

とかも実態も見ながらなんだけれども、一番どこに問題があったのかというと、結局福祉の

トータルで本当にこの町のための福祉を考えている人がいないという現状です。社協の局長

も折々に変わるわけですが…… 

○委員長（内山愼一君） 12番、社協の事業は外部事業ですから、その辺にしていただきまし

て…… 

○１２番（居山信子君） いや、それは困りますよ。社協の協議会の助成事業の771万をやっ

ているんです。その実情をちょっとお話をして、今後の改善にしていただかなければならな

いかと思っていますので、今ここで答弁はできなかったらできなくて結構です。委員会でこ

ういう意見が出たということをしっかり言っていただければいいので、委員長、そうやって

大事な意見が出ているときに話の腰を折るようなことを言うと、いい委員会の審査はできま

せんよ。 

○委員長（内山愼一君） 外部の事業ですからね。 

○１２番（居山信子君） 外部事業って委託事業でしょう。 

○委員長（内山愼一君） 担当のほうから答えられる範囲でやっていただければ結構です。 

○１２番（居山信子君） では、続けます。いずれにしても、問題点はそういうところにあり

まして、うちの町が発展しない、そういう原因はそういうところにあるというところを指摘

をしておきたいと思います。ぜひ社協の予算、決算につきましては、今言ったような改善を

私はしていくべきではないかなというふうに思うところで、この771万に対しても、先ほど

配食事業のことで成果表を見ても、社協のほうは500万で今まで委託を受けてやっていたわ

けですよね。この配食事業はもうちょっと関連ですので、社協の。もう本当に10年前から田

村又吉さんのときからこれを充実していくことが必要ですよということの提案もして、いっ

ときすごく利用が上がったんですけれども、年々減ってきたわけです。それは何でなのかな

と思ったら、結局あそこでできる範囲の仕事しかしないで、そしてそこで配達をしてもらう

ところで１食1,400円ぐらいかかっていたわけですよね。結果的に本当に必要な人のところ

にお弁当が届けられていなかったというふうなことです。 
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  私がなぜそこを指摘するかというと、それがひいてはやはり医療や介護のことに全部かか

わってくるんですけれども、残念ながら今皆さん、13％が年金がないから、介護保険払いた

くても払えなくて、いろいろな意味で不納欠損なり負債額なりというようなものが今介護保

険が出てきているわけです。今後増えていきます。さらに国保のほうもそうなんだけれども、

それもお医者さんに行きたいけれども、国保を払っていないがために医者に行けない。行け

ない、行けない状態で重篤になってしまって、結局費用がかかってしまうわけで、一番大事

な社協の福祉ということは、町から言うならば社会福祉法人として利益を…… 

○委員長（内山愼一君） 12番、だから、もう社協のものは外部事業ですから、そこの中でも

うおさめてください。それで、あと担当のほうからは答弁できる範囲で回答を言っておしま

いにしたいと思っています。よろしくお願いします。 

○１２番（居山信子君） 不愉快ですね。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） 社協については外部団体で民間企業ですので、我々が指導監

督というのはできませんけれども…… 

○１２番（居山信子君） できない、委託していても。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） 委託ではなくて、補助金なわけですので。 

○１２番（居山信子君） 委託事業もあるんじゃない。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） 委託事業はない。 

○１２番（居山信子君） ない。     

○住民福祉課長（遠藤一司君） そういう中で予算を組むときに、今まで向こうの予算書をど

うもそんなに精査はしてなかったようです。去年伺ったときに、私と係長とヒアリングに行

きまして、中身を全部見させていただいて、あとその項目を全部エクセルに入れて分類して

きました。その中で４つほどの事業がありまして、その中で、これは町が補助すべきものと

いうものを４つほど抽出して、それを合算しましたら1,507万になりました。それの２分の

１について補助しようということになりまして、今年の予算から786万になりました。その

ベースで今後はずっと推移していくということで、町長と会長とそういう取り決めになりま

したので、向こうが一生懸命町のためになる事業を増やしてくれれば、その分は補助金が増

えるという形で、今までは定額でやっていましたけれども、そういうようなことで精査をし

て金額を決めるようにはいたしております。 

  宅配サービスは向こうもやっていて急にということで働いている方もいらっしゃるのでど

うかなと思いましたけれども、移行する際に民間企業のほうで調理員の方と配達している方
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も、うちに引き取ってやってくださるということで、時間をかけずに次の配食事業も当初か

らできたという形で、一応そういうことも協議しながら利用者に喜んでいただけるようなも

のを提供していきたいなという気持ちでは仕事をさせていただいているつもりでございます。

答弁になったかどうかわかりませんけれども。 

○１２番（居山信子君） 十分になりました。 

（「ちょっと休憩してくれない」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） 休憩します。 

 

休憩 午前１０時５０分 

 

再開 午前１０時５１分 

 

○委員長（内山愼一君） では、休憩を閉じて、再開いたします。 

  ほかに質疑ありますか。 

○１０番（鈴木 勉君） すみません、また12番さんは後でやっていただく形にして、ちょっ

とその先に82ページの通報システム、これは成果表には79件の方たちが利用しているという

形があるんですけれども、この79件の中に老老家庭の方たちが何件ぐらい含まれているのか、

わかったらちょっと教えてもらえますか。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） 申しわけございません。資料が手元にございませんので、

後ほど調べまして示させていただきます。 

○１０番（鈴木 勉君） では、後日ね。 

  次に、敬老会の事業について伺いたいんですけれども…… 

○委員長（内山愼一君） 同じ82ページですね。 

○１０番（鈴木 勉君） 82ページです。これは敬老会のことについては成果表のほうには載

っていないと思うんですけれども、聞きたいのは、ここに敬老金の金額が表示されているん

ですけれども、敬老金の金額というのは、体育館でああいうイベントとしてやっていく老人

大会のセレモニーには参加しない人にもちゃんとお届けしてくれるという形は理解している

んですけれども、体育館に出向いてくれる、ああいうイベント事業に参加していく人たちの

推移、増減というものが、前年対比だとか、３年間ぐらいにおいてこういう数字の変動があ

りますよとかというのがわかれば教えていただきたいなと思うんですけれどもね。カウント
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してない。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） 毎年もちろん何人いらしたかというのはわかりますけれども、

その推移というのは今手元にないんですけれども、多分同じようなパーセンテージで来てい

ただいているとすると、毎年200人ぐらいずつ対象者が上がってますので、少しずつ増えて

きているのではないかなというふうに思います。 

  あと、割合若い方といいますか、対象になったばかりの方は、私はいいよと、年寄りでは

ないんだよという感覚でいらっしゃらない方も結構多いなという気がします。 

○１０番（鈴木 勉君） 僕たちもうおかげさんで毎年ああいう横の席に座らせてもらってい

るんだけれども、もう10何年前のおばあさんも亡くなったりしてしまって、もう非常に古い

顔が少なくなって、新しい顔も増えていかないというのを確認しているもので、何かだんだ

ん現場に来ていただける高齢者の高齢化が、また高齢化になってしまっているというので、

少なくなっているような気がしているんですよ。それで、もしできるんだったら、そういう

今言ったみたいに、格差ができた、年代間にね。若い人たちにもっと元気になっていただい

ている人たち、元気な老人の人たちにも、もう少し参加ができるような施策というものは施

しますかというのが聞きたい最後のところなんだけれどもね。 

○委員長（内山愼一君） どうぞ、答えられる範囲で結構です。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） 去年からちょっとみんなで歌を歌ったらどうかなということ

で、町の歌を歌詞を回して歌っていただいたりとかしていまして、もうこれ大分前の話なん

ですけれども、子供たちが踊りを踊ったりとかしますと、やはりおじいさん、おばあさんが

見に来たりとかということはありましたが、今年については去年と同じ内容で実施しますけ

れども、今後そういうことを考えて、やっぱり若い世代の対象者の方に来ていただくように

しなければなというように努力します。 

○１０番（鈴木 勉君） はい、わかりました。よろしくお願いいたします。 

  いいですか。６点ほどあるんだけれども、じゃ先にやって、どうぞ。 

○７番（栗田成一君） その敬老会のことなんですけれども、今の現状を見ると、年齢の引き

方が果たしていいのかどうかという気がするんです。というのは、自分自身ももう該当で75

だから、同じ年代の人を見ても１人か２人なんだよ。そして、たまたまその１人の人に会っ

てどうだと聞いたら、俺は代表で来たと言うんだな。おかしなことを言うなと思ったの、最

初は。そうしたら、そのとおりだ。ほかにいないんだから、そうジョークで言ったんだと思

うんだけれども、だから、やっぱり見直す時期ではないかと思いますけれども、年齢を。 
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（「80歳からにするとか」の声あり） 

○７番（栗田成一君） 80にするとかな。それはともかくとして、ほかの賀茂郡の状況と比べ

て、招待者のあれというのは郡下と一緒なのかな、年代のあれは。75歳。70歳以上。 

（「65歳」「65歳以上はないよ。だって招待状来ない。70歳以上」「70

歳から」「じゃ75歳以上からにすればいい」の声あり） 

○７番（栗田成一君） だから俺、今幾つかな。俺と同年配の人はいないんだ。 

（「それは呼びかけて、栗田さんも向こう側に参加しなくちゃ」の声あ

り） 

○７番（栗田成一君） だから、やっぱり郡下等よく見て検討したほうがいいんではないかと

いうのが質問の趣旨だからさ。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） 申しわけありません。郡下の状況等もまた調べた中で、こ

の町に合ったといいますか、どういうのがいいのかというのは、また検討していきたいと思

います。 

○７番（栗田成一君） お願いします。 

○６番（藤井廣明君） 82ページのわかるようなわからないような感じなんですが、20番に老

人保護措置費というのが2,200万あるんですが、これは具体的にはどういう事業の費用なん

ですか。保護措置費。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） これにつきましては、賀茂老人ホームのほうに、昨日も言

いましたけれども、11人の方の入所している中で、それにかかる措置費ということでござい

ます。 

○委員長（内山愼一君） ６番、よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） はい。 

○委員長（内山愼一君） どうですか、ほかにはありますか。 

○１２番（居山信子君） それでは、伺いたいというところですが、幾つかありますけれども、

とりあえず82ページの高齢者団体助成事業、この中でシルバー人材等々に助成がなされてお

ります。19節ですけれども、その中で、シルバー人材センターの運営費の補助金と単位老人

クラブの活動推進の補助金について伺いたいと思います。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） シルバー人材センター運営費につきましては、県からの補

助が51…… 

○１２番（居山信子君） ちょっと待って、何か成果表に載っていたって。何ページですか。
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ちょっとそれを見ながら。すみません。 

（「62ページ」の声あり） 

○１２番（居山信子君） 62ページ。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） 成果表の62ページ。補助金額は250万円ということでござ

いますけれども、このうちの51万円が県からの補助金で来ますので、それを差し引きました

199万円が町からの補助でございます。この県からの補助につきましては25年度で終了とい

う話でございますので、前参事、それから町長、それからシルバーの理事長と協議した中で、

27年度からは減らさせていただくよという話はしてあるということでございます。 

  それから、単位老人クラブの活動推進費の補助金130万円ですけれども、25年度につきま

しては13クラブございまして、１クラブ10万円で130万円の補助ということでございます。 

○１２番（居山信子君） シルバーのことはわかりました。 

  あと単位老人クラブなんですが、実際のクラブの実情は、クラブがもう既に名前だけあっ

て、実際の活動は２つあるよと言いながら１つしか活動ができなくてしているにもかかわら

ず、２つ分の補助金をしっかりいただいているというふうな実情がある中で、そこは改善す

る必要があるのではないかなと思って、東町の２つのクラブをつくり上げたわけですけれど

も、その運営についての民主的な協議がなされないままに、従来の形にまた戻ってしまって

いるのはとても残念なんですね。 

  今後、この老人クラブについての活動はもちろんさまざまな自主性に任せられるところは

あるんですけれども、しっかりやっぱり担当は社協ですので、社協で指導していく必要があ

るのではないか。社協も10万円各クラブから受け取ったものをしっかり２万円自分たちが何

らかの形で、連合会みたいな形で費用をとっていますので、クラブが運営できなくても、名

前だけでも数だけが上がっていれば、自分たちのほうの収益にもなるので、そのままになっ

ているのかなとか思いながら、50年も歴史のある老人会ですので、なかなか難しい点はある

んですけれども、やはり新しい時代の感覚で、民主的な運営ときちんとした会計の管理とい

うふうなことをして、事業対効果というふうなことを見ていきませんと、ごく一部の人が20

年もの間、そのクラブの中心になって、１人の人がその会計をずっと踏襲してきて、できな

くなったよといったときに、既に会計はゼロとして次に引き渡されている状況を見ますと、

やはり非常に硬直化している組織の実態というものは、仲間内でこういう小さな狭い町でみ

んな親戚縁者がいる中で、言いたくても物が言えない。私みたいにしがらみがないもので、

どこへでも思うことが言えるわけなんですけれども、そういう状況をやっぱり改善をしてい
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きませんと、老人会もこのまま先は見えるなというふうなことで大変危惧している点があり

ますので、その130万、単位クラブ推進の補助金につきましては、実際にクラブが本当に幾

つ運営しているのか。では、例会に何人の人が集まってきているのか。そしてまた、本来の

事業であるか何か、いきいきサロンなどへの支援とかというようなことで数字は活動として

上げてきてはいるんですけれども、それより何よりも老人クラブに来ない方々への取り組み

というものが本来やはり地域助け合いというようなのが老人クラブの活動の趣旨でもあるわ

けですね。だから、そういう活動をしっかりと皆さんに徹底して自覚を持って推進してもら

えるような指導、そういうものがなされていない実情というものを大変憂いております。御

答弁はできないかと思いますので、結構でございます。 

○委員長（内山愼一君） だから、参事、その辺も指導していただきたいということですから。 

○１２番（居山信子君） 実情を把握をしていただければ結構でございます。 

○委員長（内山愼一君） 中身のことについてはね。 

○１２番（居山信子君） 委員長、まだ私が発言していますから、発言が終わってから委員長、

言ってください。 

  以上で終わりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（内山愼一君） 発言が終わって、参事に御意見ないですかと、ないということで言

ったから。 

○１２番（居山信子君） まだしゃべっていたでしょう。しゃべっている後でかぶせることは

配慮が足りません、委員長として。不愉快です。 

○委員長（内山愼一君） だから、ちょっと待ってくださいよ。今、その辺の指導をまたよろ

しくお願いいたします。 

○７番（栗田成一君） ちょっと今の関連で確認をしたいんだけれども、田町区は老人クラブ

というのは１つだか２つだか、そういう数か何かになっているのかな。 

○委員長（内山愼一君） その辺もわかる範囲で。答えられる範囲で結構ですから。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） 田町区につきましては２つのクラブが存在しているという

ことであります。 

○７番（栗田成一君） 自分のことを言ってあれなんだけれども、60代のときにはよく近所の

おばさんがいっぱい来たんだけれども、実際にそろそろというときになったら来ないさ。だ

から、ないのかなと思ったんだけれどもな、田町区にね。合併するとかしないとかという話

をちょっと聞いたことがあるんですが、部落同士でね。いや、結構です。わかりました。 
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○委員長（内山愼一君） ほかにありますか。 

○１０番（鈴木 勉君） ４点ほどあるんだけれども、よろしいですか。 

○委員長（内山愼一君） はい、結構ですよ。 

○１０番（鈴木 勉君） では、１点ずついきます。ページ88の保育ママの件について伺いま

す。 

  成果表は63ページになりますから。この利用者数が大体ここに12人いるわけですね。それ

で、総額でいくと大体１人当たり50万円ぐらい、個人負担が６万5,000円という数字になる

んですけれども、その利用している人たちが、この６万5,000円についてどのような考え方

を持っているのか。高いとか、もっと安いとか、何かそういう要望的なものがあるのか。そ

れからまた、保育ママが４人ですけれども、この600万をちょっと割れば大体月15万円ぐら

いの１人当たりの月収になるんですけれども、そこら辺も、保育ママのほうからもこの金額

では妥当なのかどうなのかと、そういう要望的なものがありますか。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） 保育ママにつきましては、１人預かるごとで６万6,000円

の報酬というか、支払いをしておりますけれども、それにつきまして、もっと上げてくれと

かという話はありません。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） はい、いいですよ。 

  次の点にいきます。今度は90ページの子ども医療費、これも成果表64ページにあるんです

けれども、これも今中学校修了までが町のほうの補助対象になるわけなんですけれども、親

の気持ちとしたら、現状に対しては何か改善を要望しているような点というのはあるんです

か。何かもっと延ばしてもらいとかなんとかと、そういう要望というのは声はありますか。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） それについても要望は聞いておりません。 

○１０番（鈴木 勉君） 次、94ページの子宮頸がん、要するに、今一生懸命やってくれてい

ますインフルエンザから始まってのこういう予防なんだけれども、子宮頸がんの事業費がこ

こで計上されているわけなんですけれども、この子宮頸がんを利用した人数とか、そういう

人たちからの副作用とか、そういう報告とかという事故的なものがあったかなかったかとい

うのを聞きたいんですけれども、いかがですか。 

○健康づくり課保健予防係長（柴田美保子君） 保健予防係長です。 

  成果表の75ページをごらんください。子宮頸がんの予防接種の実施状況ですが、25年の６
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月に積極的な接種勧奨の差し控えということが厚生労働省からありまして、１回目、２回目

については47人、45人の方が６月前に行いましたので、接種済んでおります。３回目につい

ては半年後になりましたので、10月の実施の予定でしたが、希望をとった結果、10人のお子

さんが接種をされました。事故については報告はありませんでした。 

  以上です。 

○１０番（鈴木 勉君） よかったね。今度質問でなくて、この間、非常に全国的にこの子宮

頸がんの副作用については非常に社会的な問題としてクローズアップをされていますから、

我が町にとってそれがないということはすごくいいんですね。 

  すみません、次にいきます。96ページの成人健康診断の2,700万、数字のことで、すみま

せん、かかった経費のことでなくして、非常に今受診する町民の関心度がすごくグレードア

ップしてきたというんですか、利用率が関心が高まってきたような気持ちはするんですけれ

ども、受診する人が増えれば増えるだけ待たされたり、いろいろな弊害が出てくるのではな

いかなと思うんですけれども、そこら辺に対してはもっと受診率を上げていただきたい。結

構おかげさんでそこで初期的な再検査が出て、自分たちがそこへ行って早期発見につながっ

たよとかという声も聞いたりするから、僕は大事な事業だと思うんですけれども、そこを利

用する人たちが、何かもう少し利用する改善点とか、そういうものに対する要望はあります

か。 

○健康づくり課保健予防係長（柴田美保子君） それぞれいろいろな検診によって違うんです

けれども、皆さんがより受診しやすいような環境をつくりたいということで、今集団検診が

中心なんですけれども、がん検診についても個別検診がやれる体制を、来年度できたらいい

なということで調査をしているところであります。特に住民の方からは、乳がん検診のマン

モグラフィーの予約がなかなかとれないとかというような御意見はいただいていますので、

マンモグラフィーの検診日を今年度は増やしておりますし、来年度に向けては個別も視野に

入れて検討していきたいというふうには考えております。 

○１０番（鈴木 勉君） よろしくお願いします。 

  以上です。 

○６番（藤井廣明君） 98ページのこども未来支援事業は、具体的にどういった内容なんです

か。 

○健康づくり課保健予防係長（柴田美保子君） 成果表の85ページに示させてありますが、不

妊治療の助成事業のことです。 
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○委員長（内山愼一君） ６番、いいですか。 

○６番（藤井廣明君） はい、わかりました。 

（「成果表の何ページ」の声あり） 

○健康づくり課保健予防係長（柴田美保子君） すみません。85ページ。 

○６番（藤井廣明君） 85ページに３行ぐらいあるんだけれども。わかりました。 

○１２番（居山信子君） 関連で伺います。これは費用はどんなふうに支援がされているのか、

教えていただきたいと思います。 

○健康づくり課保健予防係長（柴田美保子君） 実際不妊治療にかかった経費に対しての助成

なんで、この11組、12回の振り分けはちょっと今手元に資料がないんですけれども、年間、

上限が30万円で交通費が５万円の、１組当たり35万円の助成を行っております。 

○１２番（居山信子君） これは１年間。継続が。 

○健康づくり課保健予防係長（柴田美保子君） はい、５年間継続。 

○１２番（居山信子君） １年間35万で５年間ということですね。すみません、もうちょっと

３回目になるかもしれません。これで生まれたよというようなうれしいお知らせとか報告は

入るんでしょうか。 

○健康づくり課保健予防係長（柴田美保子君） 報告は入っております。 

○１２番（居山信子君） 件数は。 

○健康づくり課保健予防係長（柴田美保子君） ちょっと今すぐ言えるのが、この11組のうち

２件ほどだったと。ちょっと正確な数字はすみません、また後ほど。 

○委員長（内山愼一君） 12番、よろしいですか。 

○１２番（居山信子君） それでは、96ページ、心の健康づくり推進事業について72万5,000

円の事業の内容、そしてまた、その効果等についてお知らせいただければと思っております。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。96ページの下から５行目の心の健康づくり推進事

業。 

○健康づくり課保健予防係長（柴田美保子君） 成果説明書の82ページの心の健康づくり推進

事業でありますが、72万5,638円の内訳は、自殺予防や鬱病など心の健康に関する正しい知

識の普及ということで、勉強会の実施と個別相談をしていただいています講師の先生への謝

礼と、あと普及啓発ということで健康福祉ふれあい広場で配りましたエコバッグ等の啓発グ

ッズの消耗品で24万9,220円、食料費については講師の先生と、あと家族会の皆さんと交流

を図るということで、懇談用の食料費を計上させていただいております。 
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○委員長（内山愼一君） ありがとう。 

○１２番（居山信子君） この心の健康なんですけれども、健康福祉で配ったエコバッグの中

は何だったのか、教えていただきたいんですけれども。 

  それと、今やはり全国的にも自殺者というのがやはり増えている状況の中で、うちの町も

ここ何年間か相当力を入れて取り組んでいただいて、かなり成果は出ているというふうに理

解をしております。かつて精神福祉士の資格を持っていらした保健師さんがやめてしまわれ

たわけですよね。今それについての補充ができているのか。そんな資格はないけれども、保

健師として補欠で入っているのかどうなのかを、この間議会でちょっと町長に聞きましたら、

入ったよというような感じでは伺っているんですけれども、その点を伺いたいことと、今後

やはり高齢者の鬱ということで、非常に閉じこもっていく状況というものも高齢になるにつ

け増えてくるわけです。非常に細かな状況というものを、やはり実態的なものの把握をして

いかなければならないんですが、介護保険等も含めて、私、再三指摘させていただいていま

すが、なかなかこの実態の把握というのができていないのが実情ではないかなというふうに

思いまして、高齢者だけに限らず、子供たちの言うならば不登校の問題からいろいろなこと

が重なって、やはり最終的には自殺にまで追い込まれてしまうというような状況、それのガ

ードキーパーでしたか。 

（「ゲートキパーパー」の声あり） 

○１２番（居山信子君） ゲートキーパーとかの講演会とかもやっていただいて、それにも参

加させていただいたんですけれども、やはりもう少し私たちが身近にいる人たちの言葉のか

け方一つで非常に言葉は刃物にもなるというふうにも言うことがよくありますけれども、お

互いが相手を気遣っていくというようなことが、とても必要になってくるんでないかなとい

うふうに思います。テレビの報道で女性に対する人権というようなことで結婚云々のことも

また都議会のほうで話題にはなっておりますけれども、非常にそういう面での人権教育とか、

そういうようなことも当然必要になっていくわけですね。非常に大事な課題だと思いますが、

その点精神福祉士の資格がある方がいるのかどうかということを先ほど伺いましたけれども、

その点、お願いしたいと思います。 

○健康づくり課保健予防係長（柴田美保子君） まず、健康福祉ふれあい広場で配布したエコ

バッグ、消耗品、啓発グッズについてですが、エコバッグに啓発の文字を入れて…… 

○１２番（居山信子君） バッグに文字が入っているんですか。 

○健康づくり課保健予防係長（柴田美保子君） はい、バッグにすぎのこ作業所のほうでつく
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っていただいたちょっと大き目のバッグと、あと、ふれあい広場が冬ですので、カイロに啓

発の文字を入れたものを参加者の方にお配りさせてもらいました。 

  精神保健福祉士のことですが、保健師で精神保健福祉士を持っている者は今までもいませ

んで、資格を取るのにかなりの研修期間が必要なものですから、保健師は精神保健福祉士の

資格はありませんが、保健師、今６人いますが、それぞれ自分たちで勉強したり研修会に参

加をして、ゲートキーパーの養成もできるような資格というか、勉強はしておりますので、

４月よりは新人の保健師入りましたが、そんなふうに今後もそういった研修に参加をさせて

いきたいというふうに考えております。 

  高齢者の鬱や閉じこもり、精神保健福祉士は包括支援センターの宮原が資格を持っており

ますので、高齢者の鬱や閉じこもりの方の対策についても、そういった包括支援センターと

協力しまして、同行訪問させていただいて、鬱の患者さんではないかとか、ちょっと鬱の疑

いがあるという情報をいただいたときには、すぐに対応できるように、保健師のほうも地区

担当をもって活動しております。 

○委員長（内山愼一君） どうもありがとう。 

○１２番（居山信子君） 何かまだある。 

○健康づくり課保健予防係長（柴田美保子君） ゲートキーパーの養成講座は引き続き今後も

やっていきます。 

○１２番（居山信子君） 委員長、ちゃんと話を聞いてあれしないとだめ。どんどん先に進め

ることばかり。不愉快です。答弁続けて。 

○委員長（内山愼一君） 答弁が漏れていれば。 

○１２番（居山信子君） 漏れていればって発言しているじゃない。 

○健康づくり課保健予防係長（柴田美保子君） 以上で。 

○１２番（居山信子君） だってゲートキーパーがまだ。 

○健康づくり課保健予防係長（柴田美保子君） ゲートキーパーの養成講座はまた引き続き今

後もやっていきますし、住民の皆さんから要望があれば出向いていくような準備もしており

ますので、また申し出ていただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） ありがとう。 

○１０番（鈴木 勉君） 102ページで２点ほど聞きたいから、お願いします。 

  １点目は、102ページのごみの収集委託業務費が3,000万という金額が計上されているんで
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すけれども、成果表のほうには別な形の52ページから54ページにおいて、これぐらいごみの

収集の量が減ったり、分別収集のあれでとかという推移があるんですけれども、この委託費

の3,000万円というのは、自分たちがかかわってきたということではないんですけれども、

知っている限り、路線の変更だとか町内の収集業者が入札で非常にとれなくなったとかとい

う収集費用の減額がなされてきたんですけれども、これは3,000万というのは、ここ四、五

年にかけての委託費の推移はどういう形になっておりますか。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） この収集につきましては、今３つのコースと粗大ごみという

ことで４つがあります。 

○１０番（鈴木 勉君） お金のことです。金額的な話。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） これにつきましては、平成22年につきましては2,800万、23

年につきましては3,000万、それから24年については同じく3,000万ですけれども、22から３

については燃料費の高騰で上がっておりますけれども、その後は大体同じような金額で推移

しております。可燃ごみです。 

○１０番（鈴木 勉君） 人件費だとかガソリン代だとか、いろいろな諸事情があるんだけれ

ども、今町民も非常に減量化というものに対しては協力してくれているんではないかなと思

うし、そういう点では、旅館のごみなんかは自分たちの収集業務のほうで処理したりすると

いうものがなされていると思うんですよね。できればそういうものも加味しながら、こうい

う収集委託料の、要するに業者の方たちには申しわけないんですけれども、3,000万以下で

入札していただけるような、そういう努力というものはしていく必要があるんではないのか

なと思うんですけれども、いかがですか。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） おっしゃることはわかるんですけれども、ごみの量で委託が

決まるわけではなくて、走行距離ということになりますので、加えて燃料費の高騰がありま

す。業者さんみんな努力はしてくださっているとは思いますが、そういうことでなかなかそ

ういうことを導入することは難しいかなとは思っております。 

○１０番（鈴木 勉君） 次の点ね。同じページなんだけれども、環境美化の推進事業、この

事業の中で成果表のほうを見ると、会員が298人いるわけなんですよね。それで、ここで聞

きたいのは、この中に総額的な中の27万円が花の会の補助金になっているんだけれども、こ

の298人に対して27万円という年間補助金額はちょっと小さいのではないのかなと、私、思

うんだけれども、会員のほうからは何かそういう声が出てきませんか。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） 各支部に17で割って２万だということなんですけれども、あ
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とは皆さん方の会費で賄っております。実際の花の苗については町のほうから支給してやっ

ておりますので、特に会費を上げてもっと補助をしてくれというような声は聞いていないと

いうことでございます。 

○１０番（鈴木 勉君） もちろんこの街道筋だとか町の中に植わっている花については、苗

木は町が買ってお願いしているということはわかるんだけれども、今のお話でいくと、この

27万円の助成費というんですか、補助金ですよね。町からその会に対する補助金が27万円だ

けれども、それ以外に運営費として会員の人たちから会費をいただいていると今話になった

よね。そこら辺についてもう少し町のほうとしたら手厚くその人たちに補助をしていくべき

ではないのかなと私は思っていますということで、どうですかという話ししたんですけれど

もね。声がありませんかというのを。ボランティアでやってもらって、なおかつ会費を払っ

ていくということが今現状ではないかというのですけれども。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） 月並みなことを言うようですけれども、町からの各団体に対

する補助につきましては全て減らしていくと、精査していくという中でございますので、そ

の精査した中でこの事業費が適正かどうか。その前からちょっと減らしてはおりますけれど

も、要望があれば、それについて精査して、必要であればつけることもありますけれども、

こちらから増やすというような考えはないというのが現状です。 

○１０番（鈴木 勉君） はい、わかりました。 

○１２番（居山信子君） 関連です。今、花の会のことは私も当初から、20年ぐらいですか、

ずっと見てきているんですけれども、やはり少し事業自体がもう硬直しているんではないか

なと。それはなぜならば、フラワーポットが当初配布されて、東町花の会とか、あるいはど

こどこ花の会みたない感じでプラカードをつけたり何かしているところもあって、そこにお

花の苗を年４回でしたかしら、３回になりましたかしら、植えたり何かしているんですけれ

ども、それ以外に個人で花の会の皆さんへ苗も支給をされるわけですね。それで自分の家の

周りに、そうすると、もうプライベートなあれになってしまうような感じなんですが、そこ

のちょっと境界がわからないのと、町全体でそういう取り組みをしているというのがなかな

か見えにくくなってきています。 

  これからぜひお願いをしたいと思うのは、フラワーボックスを用意をしてもらえれば、そ

こに植えられますし、そして、できるだけ目立つところにそこに置こうということで花の会、

東も27名ほどおりますので、皆さんで、じゃ、こことここにしようみたいなことでフラワー

ボックスを置かせてもらう。そして、そこに植えに行くというようなこと、そういうことの
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取り組みができるのではないかなというふうに思います。 

  あと、各支部への補助金みたいな形でおりてきますので、それで実際のところはボランテ

ィアで動いてくれた人にお弁当代ぐらいは支部長からお渡しできるような状況になっていま

すので、全く無報酬ではないというようなこと。おまけに会員になれば、確かに1,000円出

すんですけれども、それ以上に来る苗がありますもので、花の会というのは旅行もあります

し、大勢会員を増やして、単に美しくするということだけでなく、コミュニティづくりが大

きな目的にもなっているわけですので、そういう観点でしっかり組織をもう少し、言うなら

ば会長初め支部長の皆さんにも、会の運営のあり方等を町のほうで指導していただきながら、

今後活発に花の会ですみたいな形のアピールもしてもらいながら、そうなっていけば補助金

もまたもっと増やしていきたくなりますよね。そういうふうなことでのやっぱり教育が必要

ではないかなと思いますので、ちょっとその辺のところ、課長の御見解も伺えればと思いま

す。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） たしか20数年前、私も立ち上げのときにかかわっておりまし

て、居山さんと協力をさせていただいたこともあります。20何年ぶりに戻ってまいりました。

まだちょっとそこら辺の現状がはっきりしないところでございますので、いただいた意見は

参考にさせていただいて、また機会を捉えて、会長なり役員の方々とお話ししながらよりよ

い方向へもっていけたらと思っております。 

○委員長（内山愼一君） ありがとうございます。 

○６番（藤井廣明君） 102ページの浄化槽の関係なんですけれども、一番上のほうに設置整

備事業費で875万9,000円がついているんですけれども、成果表なんか見ても、ちょっと普及

率がどのくらいになっているのかわからないんですが、成果表の51ページを見てもちょっと

わからないところがありますので、お伺いしたいんですが、普及率はどのくらいになってい

るか、わかりますか。51ページから52ページ、普及促進でやっているはずなんだけれども。 

○住民福祉課地域係長（国持健一君） 普及率につきましてはちょっと今手持ちがないもので

すから、確認してからのお答えということで、合併処理浄化槽のみの普及率ということでよ

ろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） いや、町内全体の浄化槽の普及率。 

○住民福祉課地域係長（国持健一君） 浄化槽自体ですとみなし浄化槽も含めますと、ほとん

ど普及している状態なんですけれども、合併処理になりますと、ごくごくまだ一部というこ

とになりますので、そちらのほうでよろしいですか。 
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○６番（藤井廣明君） そうですね。 

○住民福祉課地域係長（国持健一君） では、すみません、お時間いただきたいと思います。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか、それで。 

○６番（藤井廣明君） よろしくお願いします。 

○１２番（居山信子君） 102ページの、これ誰か聞いたんだっけかな。勉さんが聞いた。ご

みの減量化対策は聞いたんでしたか。 

○１０番（鈴木 勉君） 僕が聞いたのは委託料です。 

○１２番（居山信子君） すみません、それでは、私が伺いたいのは、ごみ減量対策啓発事業

164万7,343円の内容について伺いたいと思います。 

○委員長（内山愼一君） お願いします。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） まず１番目に、町内のクリーン作戦が５月にありますけれど

も、そのときに各区に事業の協力の謝礼ということで１区３万円、９区で27万円のお支払い

をしております。それから、環境監視員さんの方にも謝礼が年間２万円ということで、31名

の方にお支払いしております。それから、資源ごみの回収の謝礼ということで、牛乳パック

を回収していただいて窓口に持ってきていただくと、30枚でトイレットペーパー１ロールを

差し上げるということで、それをやっております。それから、資源ごみの集団回収というこ

とで、各学校であるとか子供会の活動に関して47万4,150円ということで、その辺が主な内

容となっております。 

○１２番（居山信子君） ごみ減量対策ということで、今取り組みでいいなと思うのは、使わ

なくなった衣類あるいは靴等も、１階に大きなボックスを置いて何らかの形でそれを生かし

ていただけるリサイクルの仕組みをつくっていただいていることは、大変結構だというふう

に思います。まず家庭の中からそういう意味で、これからはとにかく要らないものをまず買

わないということと、あるものに磨きをかけて最後まで使い切ることと、そうした中でどう

しても不必要なものはそういう形でリサイクルに回していくという、そういう生活のパター

ンを今後もきちっと町民の皆さんに定着をさせていく必要があろうかなというふうに思いま

す。 

  あと、町内清掃キャンペーンのときに、一応区のほうに３万円の謝礼金が支払われている。

これは初めて認識をしたものですから、区の役員さん初め区を挙げて、やはりしっかりと取

り組んで、自分たちの住んでいる区域をきれいにしていこうというふうな心がけは必要では

ないかなというふうに思うんですね。 
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  それと、これは年に１回でしたかしら、２回ぐらいやるといいかもしれませんね。ただ、

費用的なものが同じように出せないということになるとあれかと思いますけれども、ちょっ

と別のところで、委員会かな、文教厚生の委員会で申し上げたんですが、岬の館の跡にお父

さん、お兄さん方がいつもあそこで井戸端会議をなさって、よし悪しもあるんですけれども、

ただ、居場所がないので、あそこの憩いの家がようやくきれいになって使えるものですから、

東町シニアクラブがしっかり仕組みをつくって、あのお父さん方をぜひあそこに移動させた

いなというふうに思っているんですけれども、岬の館が草ぼうぼうなんですね。裏もそうな

んですけれども、表も本当に草ぼうぼうでも、平気でお父さんたちはお話をしている。そし

て、眼下に広がる海を見ても、草がかなり生い茂ったところがあるにもかかわらず、それは

駐車場です。それにもかかわらず、誰一人草取りをしようかというように声かけする人がい

ないものですから、やはり管理はどこかと聞きましたら、町というようなことでもあります

ので、あちこち大変かと思いますが、そこもあわせて、そしてまたクリーン作戦のときに限

らず、極力やはり地域に住む私たちがその点は心がけて地域の環境美化に努めていかなけれ

ばいけないなと。御近所の声かけをして、その辺の心がけはしたいというふうに思いますが、

その点いかがでございましょうか。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） 実際の行動が大切なんですけれども、その前に居山さんおっ

しゃるように、美化意識の向上、そういう草がぼうぼうで平気で放っとくという意識から改

善するのが必要かなと思いますので、啓発活動を通して、そういうことを改善していけたら

と思っております。 

○１２番（居山信子君） はい、了解です。 

○委員長（内山愼一君） ほかにありますか。 

○６番（藤井廣明君） 84ページのいきいきセンターの利用人員というか、その辺はどんなふ

うな利用のされ方とか、お知らせてください。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） いきいきセンターの利用状況ということですけれども、健

康づくりのほうで週３回の利用と、ふれあいいきいきサロンを月１回利用している状況でご

ざいます。 

○６番（藤井廣明君） 人員は把握していますか。 

○委員長（内山愼一君） 人員の把握はどうでしょうか。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） 人数については把握してございません。 

○６番（藤井廣明君） これは要望として、例えばアスド会館で健康づくりのいろいろなこと



－63－ 

をやっていると思うんですが、それなんかと連携した形で、そこまで行けない方とか、なか

なかちょっと行くの大変だなとか、あるいはプールは苦手だけれどもとかと、幾つかあると

思うんですよ。そういった人なんかも気軽に歩いてでも行って、何か健康づくりに利用でき

るようなことを連携した形でやってもらうと、利用しやすいのではないかなという気がする

んで、ひとつ要望しておきたいと思います。 

○健康づくり課参事（鈴木嘉久君） 今、藤井議員のほうから、アスド会館のほうの事業と連

携をして、いきいきセンター等の利用をしながらというような形で、確かにアスド会館まで

行く手段がまず大変ということがあります。私どももそれは事業をやりながら感じていると

ころで、実際に今包括支援センターのほうで、高齢者のための教室をそこで行っているんで

すね。それから、あと筋力アップトレーニングというのを平成18年ぐらいからいきいきセン

ターを利用して使ってやっています。それから、夜間ストレッチ教室というのを設けていた

んですけれども、それも住民の方が自主的に私たち健康は自分たちでということで、あくま

で健康づくりのほうはそのサポートということで、場所の提供であるとか、そういうことに

対してお願いをして借りて、自主的な運営でやっていただいているというような形で、いき

いきセンターを使っての健康づくりについては、ある程度視野に入れて運営させていただい

ています。 

  以上です。 

○６番（藤井廣明君） はい、了解です。 

○１２番（居山信子君） 関連です。いきいきセンターということで今見ますと、やはり325

万ということで管理事業、これはたしかあそこの中にシルバー人材センターの事務所も入っ

ているんでしたよね。入っていますよね。それと全体的には社協に委託でしょうか。その辺

を確認が１点と、それと今ちょっと聞き洩らしてしまったんですけれども、いきいきサロン

は１回しかやってませんよね、月に。 

（「はい」の声あり） 

○１２番（居山信子君） 大体集まってくるのが多くて30人くらいかなというふうには思って

いるんですけれども、そんなに広くないので、もういっぱいいっぱいで、もう入り切れない

状況なんですね。あそこではとても手狭になってきていますので、ちょっと検討課題かなと

いうふうには思って見ているんですが、あと健康の何とかで月に３回やっているというのが

何が…… 

（何事か言う声あり） 
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○１２番（居山信子君） ストレッチ、それは後で、ちょっと聞き洩らしてしまったのでお願

いしたいと思います。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 週３回というのは、これは介護保険のほうの介護予防事

業の一次予防事業で使っている教室です。 

○１２番（居山信子君） 内容は。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 内容は河津から講師の先生を招いた…… 

○１２番（居山信子君） 斉藤先生。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） そうです。 

○委員長（内山愼一君） 今の御質問の中で回答…… 

○１２番（居山信子君） まだ答弁してない。 

○委員長（内山愼一君） だから、今言っているじゃない。 

○１２番（居山信子君） まだ答弁してないよ。 

○委員長（内山愼一君） 答弁をしてくださいと言っているんだよ。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） いきいきセンターの管理ということですけれども、これに

つきましてはシルバー人材センターのほうに指定管理をしています。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） 御質問はありますか。 

○１２番（居山信子君） もう１回聞きますね。そうしますと、シルバーが管理をすると。そ

れでいきいきサロンは月に１回しかやってなくて、それと、もう１回聞いてなかった。週３

回というのは何かというのを聞いてなかった。 

○健康づくり課参事（鈴木嘉久君） 先ほど総務課長のほうからも説明ありました。いきいき

教室、一次予防…… 

○１２番（居山信子君） 斉藤さんの講座を週に３回やって、三四、十二回ね。 

○健康づくり課参事（鈴木嘉久君） そうですね。あと利用としては筋力アップトレーニング

を週２回。 

○１２番（居山信子君） ２回やっている。 

○健康づくり課参事（鈴木嘉久君） はい。火曜日と金曜日に。 

○１２番（居山信子君） では、今、夜間のストレッチもやってくださったということですけ

れども、その辺のところが今使われていない状況ということです。シルバーのほうの事務所

があそこに置かれているということ、シルバーが管理をしているということで理解をいたし
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ました。それと、斉藤先生の講座につきましては、東町のシニアでも来ていただいて、非常

にいい講座だったんですが、80、90の方がいらっしゃる中では、ちょっとハードな部分もあ

ったかなというふうに後から伺ってはおります。大変人気の講座だというふうに今聞いてお

りまして、なかなか入れないというようなことのようですけれども、今後もその辺の一次予

防の中では、ぜひこれはやっていただけるとありがたいなというふうに思います。 

  いきいきセンター、大変大事な場所に、そしてまた、今後の介護予防というようなこと等

では、大いにあそこを活用をしていただく必要があろうかというふうに思いますもので、各

課こぞってさまざまな事業を練り上げるときに、あのいきいきセンターを活用した中で事業

を進めていただけることを望みたいというふうに思います。結構です。 

○委員長（内山愼一君） それでは、質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） なければ、質疑なしと認めます。 

  これをもって、３款民生費から４款の衛生費までの質疑を終結いたします。 

  それでは、時間がもうお昼の時間ですから、１時まで休憩して、１時から再開をしたいと

思っています。よろしくお願いします。 

 

休憩 午前１１時４６分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（内山愼一君） 再開します。 

  次に、質疑の対象について、５款の農林水産業費から７款の土木費ですね。それともう一

つ、10款の災害復旧費といたしますけれども、質疑、これについて意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） では、５款と７款と10款ということでよろしくお願いします。それ

で、ページについては皆さんの手持ちの資料の103ページから128ページまでのところと、そ

れから10款の関係で173ページから176ページまであります。その辺を参考にして質疑をやっ

ていただきます。 

  まず、質疑ありますか。 

○１０番（鈴木 勉君） いいですか、質問して。 
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○委員長（内山愼一君） はい、どうぞ。 

○１０番（鈴木 勉君） ７点ほど先にやらせていただきます。 

（「少しずつやって」の声あり） 

○１０番（鈴木 勉君） その間にどうぞ自分のこと考えておいてください。決してごめんな

さい、関連質問なんてこと言わずに、自分の独自の質問をしてやってくださいね。 

○委員長（内山愼一君） では、ちょっと今のところいいですか。もう一度確認しますけれど

も、一応今ページ数がお話あったけれども、できれば皆さんの回答するものについては、成

果表の何ページで参考に載っていますからということも含めて御回答をお願いいたします。 

  それでは、始めます。 

○１０番（鈴木 勉君） 108ページから入りたいと思います。108ページの鳥獣対策事業とい

うのがあるんですけれども、これについて、ここに一生懸命一般質問もされたりしているん

ですけれども、ここで結果としてこれだけの経費が計上されているんだけれども、これはど

うですか。成果というものとか、本当に私もお世話になってもう何十年もたつんだけれども、

もう何の変わりようもないような形の中で営々としてやっていくような気がするんだけれど

も、そこら辺について去年の25年度の結果を踏まえて、何か特別な方法論とかというものは

浮かんでこなかったものでしょうかね。どうですかね。これはどこですか。すみません。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） 今の御質問ですけれども、抜本的な対策というものは、や

はり時期的にも非常に問題になっている鳥獣害対策なんですが、一応鳥獣害被害防止の特措

法という法律に基づいて、３年ごとに市町が獲物を決めて、とる個数を決めてやっておりま

す。それなりに成果は上がっておりますし、農協さんもそれに追随して補助金をつけてくれ

ると成果は上がると思いますが、なかなか減っていかないのが実情でございます。 

○１０番（鈴木 勉君） わかりました。皆さんが一生懸命やっているということの努力につ

いては本当に僕らも理解していますから、それについての質問は一切ないんだけれども、や

はりみんなが努力した。汗かいても、その汗がなかなか実らないねというのが現状ではない

かなというのがわかるもので、そこら辺で、また新しい考え方というのが浮かんでこないの

かなとかという、そういう質問をさせてもらったわけですけれどもね。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） 御質問のとおり、なかなか成果が目に見えてあらわれるよ

うな策というのはないのが現状で、最終的には地域が広域で守る。それから、いろいろな諸

条件、耕作放棄地の問題ですとか、収穫残渣の問題ですとか、そういうものを総合的にやっ

ていかない限りは、やはり難しいのが現状でございます。 
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○１０番（鈴木 勉君） 次、同じページのけやき公園の管理維持費の事業費の中に、15節の

調理室の改修工事というのが計上されているわけなんですけれどもちょっとこの内容につい

てお伺いをしたいなと思うんですけれども、この調理室の改修というのはどういうところを

改修したのか。それと、保健所の許可申請についてはどういうところの許可をとってあるの

か。それから、ここを利用する人たちは何人ぐらいいるものなのかとか、それから、利用す

るのにはお金がかかるのかどうなのか、それを先にちょっと聞きます。そこまで。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） まず、内容でございますけれども、きぼうの館という建物

がありますが、そちらの倉庫に厨房施設を備えました。それは地元の奈良本の女性の会が複

数あるんですけれども、そちらの方々の地域の活性化をしたいという御要望に応える形で調

理室をつくらせていただきました。 

  ２点目の保健所の許可ですが、その方々のほうに保健所の許可は仕出しと総菜の許可をそ

の方々がみずからとっていただいております。 

  それから、そこの利用人数については後ほど課長補佐のほうから報告をさせます。 

  利用料金ですが、一応条例に基づきまして、午前、午後幾ら払うとかという形の条例が決

まっておりますので、それに基づいて料金を徴収する。そして、半公共団体については、免

除の規定もありますので、そうなってございます。 

○１０番（鈴木 勉君） ちょっとごめん、再質問ではないんだけれども、ちょっと答弁もら

う前にちょっと待って。ごめんね。保健所の許可内容は総菜と何をとったんだっけな。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） 仕出しです。 

○１０番（鈴木 勉君） ちらし。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） 仕出しです。 

○１０番（鈴木 勉君） 仕出しね。 

○建設産業課課長補佐兼農林水産係長（山田義則君） それでは、利用状況について御報告し

ます。 

  ４月については１回で11人、５月については11回で81人、６月については６回30人、８月

については２回で18人となっています。合計で20回で140人利用になっております。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） 10番、よろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） この許可内容、保健所からのいただいている許可内容によって、あ

そこでは製造できないんだという人が、つくりたいんだけれども、それは許可内容とは違う
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商品だから、そこでは製造できませんよという話をちょっと聞いているんですよね。だから、

今の形の中だと、総菜と仕出し、これ以外のもう一つの許可をとらないと、私たちはあそこ

を使えないんだけれどもという声があるんだけれども、その点については、これは去年の結

果だから、そこのとこら辺はごめんなさいね。26年度についてはそういうものについては何

か善処するとかというものはあるんですか。来年のことだから、答弁できなかったらいいで

す。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） 今の御質問ですけれども、我々のところにはそういう声が

ちょっとないものですから、今非常にうまくあそこを奈良本の女性の方々がみんなで利用さ

れているというふうには伺っているんですが、ほかの許可が欲しいというのはちょっと今初

めて聞いた状況なんです。 

○１０番（鈴木 勉君） では、そこら辺で、話は。 

  次いにきます。110ページ。 

（「途中に入れてもいいの」の声あり） 

○１０番（鈴木 勉君） いやいや、そうでなくて、私がやっている間に自分のことを考えて。 

（「考えているので、途中に入れては悪いかと」の声あり） 

○１０番（鈴木 勉君） 110ページの市民農園の整備事業に30万というお金がここで25年度

では決算されているんだけれども、この委員会の中でどういう議論がされたのかというのが

わかったら、教えていただきたいなと思います。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） この協議会の中で大きく分けて２つの議題になっていて、

推進協議会の中で協議をしていただいております。１つには、今もう現在工事が進捗してお

りますけれども、中山間地域総合整備事業で整備をしております日帰り型の市民農園の内容

について管理をどうしようかとか、値段をどうしようかとか、どういうふうな形でＰＲしよ

うかというのが、そちらの内容で１本大きな題目として協議していただいております。 

  もう一つにつきましては、町長のほうからも議会の皆様にはお計らいしたと思いますが、

滞在型と言われる、今度は実行すると町営の事業になるんですけれども、その滞在型の市民

農園がいいのか悪いのかを含めて、その内容の協議をしていただいております。 

  以上です。 

○１０番（鈴木 勉君） はい、わかりました。 

○委員長（内山愼一君） 10番、よろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） はい。委員長、まだいいかな。なければ、俺まだ続けるよ。 
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○委員長（内山愼一君） はい、どうぞ。 

○１０番（鈴木 勉君） 次、114ページをお願いします。ごめんね、19節の大川区のアマゴ

の放流事業40万円ということについてお聞きしたいんですけれども、現状を僕もこのアマゴ

祭りの開催の日には、現地に赴いて見学させてもらっているんですけれども、そこで大勢の

子供たちでにぎわって、非常にこの町としても地元の人たちも子供たちも喜んでくれるしと

いうイベントの成果は、非常に納得しているんですけれども、そこで、主催者とちょっと話

ししてみたら、非常に放流する魚にお金がかかりまして、ちょっと大変なんですよというお

話も聞いたもので、それで、40万というものが去年は決済されているんだけれども、開催す

る人間にとってはちょっと金額が足りないんだよなという声を聞いたもので、そこら辺はど

こか何か配慮できる形であるんですか。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） この大川の川につきましては、以前に白田川の内水面漁業

が設立されるときに、同じように大川も内水面漁業を起こしたらどうだという話がありまし

た。ただ、それがなかなか大川区の中で漁協がつくれないということの中で、じゃというこ

とでアマゴの保全をしていただきたいということで、川は県の管理の川なんですけれども、

そういう県のほうからの依頼といいますか、御指導もありまして、内水面漁業はできないけ

れども、アマゴの川として管理していこうという形で、ずっと大川区のほうが事業としてア

マゴのつかみ取りのイベントのためでなくて、あそこの大川川の向井田川のアマゴを守って

いくというような、そういう事業が目的でございまして、その一環として、夏にやられるつ

かみ取りというのは大川区で開催しております。 

○１０番（鈴木 勉君） ということは、私が今聞いた大川区の放流して子供たちにつかみ取

りをさせているあの事業と、この40万とは関係ありませんよという、そういう答弁でいいの

かな。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） 関係なくはないんですけれども、全体の事業からしますと

河川の清掃ですとか、禁漁の看板を立てるとか、そういうのをパトロールするとか、あとは

釣り愛好家にしていいときと釣ってはいけないときの周知をするとかという全体の事業の中

に、ＰＲ事業としてつかみ取りも観光協会等が入って一緒にやられているという実例で御理

解いただければと思います。 

○１０番（鈴木 勉君） はい、わかりました。いいですか。次は19節、同じものでごめんな

さいね。同じページの稲取漁港の巻き上げの補助金が290万ついたんですけれども、これは

どこをやったんですか。場所。 
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○建設産業課参事（鈴木伸和君） 稲取漁港のもともとあった５基を、今度４基にして、それ

で…… 

○１０番（鈴木 勉君） 何番目やったか。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） 一番東の奥というんですか、八百比丘尼公園側というんで

すか、上嶋クリーニング側を１基新しく新規に。 

○１０番（鈴木 勉君） 旭屋豆腐店さんの前にあるものをやったということか。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） そうです。 

○１０番（鈴木 勉君） レールのところに１個あるでないですか。そういうときは昔で言う

旭屋豆腐店さんのところに１個ある。それ以後の上嶋クリーニング屋さんのほうにはまだつ

くってないということだよね。それは25年度の決算でないということだよね。わかったわか

った。それ聞いてわかりました。 

  今度は116ページをお願いします。116ページのリフォームの補助金のことについてお聞き

したいです。難しい話ではないんです。この事業は非常に皆さん方が一生懸命やってくれて、

うちのほうも地元の建築関連業者も非常に助かっているという実績はすごく感じていますか

ら、お礼は申し上げたいなと思っておるわけですけれども、今非常に空き家対策という話が

議員の間でも出てくるんですけれども、これ空き家とは違うんですけれども、リフォームで

すから、そこに住んでいる人たちが申請するんですけれども、今同じ家の中で２世帯いて、

世帯主がお父さんから子供に変わるとかという、こういう世帯も出てくるんでないかなと思

うんですよ。 

○委員長（内山愼一君） 10番、担当課はあっち。 

○１０番（鈴木 勉君） リフォームはこっち。ごめんね。答弁者がこっちだと思わなかった

から。それで、そういう特殊な１軒の家で２世帯いて、お父さんから、今度子供に世帯主が

変わるとかといった、そういう人たちのときのリフォームの補助額というのが、特別的に金

額が増えるとかという、そういう施策というのはこういうものに対しては去年はなかったと

思うんだけれども、反省としては考えられなかったんですかね。 

○委員長（内山愼一君） 質問の趣旨はわかりましたか。 

○観光商工課観光商工係長（森田七徳君） 今の点なんですが、実は要綱改正を昨年の３月に

しまして、それまでは１戸の家に１回限りだったんです。ですが、お父さんがもし１回やっ

ていたとしたら、息子さんが相続した場合、息子さんのリフォーム事業は使えなかったんで

すが、いろいろなことを考えまして、世代が変わって所有者が相続等で変わった場合には、
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１回リフォームした家でも、持ち主が変わればもう１回できるということに要綱を改めまし

たので、そういう点ではより幅広く親子関係で相続があった場合、売買があった場合でも二

度目も使えるというふうに制度も拡充しておりますので、そういう要望には応えられている

のではないかというふうに思います。 

○１０番（鈴木 勉君） ありがとう。知らなかったからありがとう。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） はい。次いいですか。同じ116ページの利子補給のことについて質

問させていただきたいんですけれども、ごめんなさい、ちょっと字が小さくて見えない。幾

らになっている。ここにある金額が140万というのが計上されているんだけれども、これは

あくまでもずっと何年間という最初に借りた継続で借りている人の、これは補助額というこ

とですか。 

○観光商工課長（梅原裕一君） おっしゃるとおり、あくまでも災害等で借り入れを起こした

者に対する利子補給ということで、その返済が終われば利子補給が終わりというふうな形で

解釈いただきたいと思います。 

○１０番（鈴木 勉君） そうすると、もう募集した事業だから、それ以後の募集はしてない

から、新しく利子補給を申し込むという形はないという形になるわけですか。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 成果表の104ページ、105ページに記載のとおりでありまして、

こちらのほうに記載してあるとおり、あくまでも県の制度に対する利子補給ということで、

今回掲載してある内容について東日本大震災で直接、間接の被害を受けている町内の中小企

業者の資金調達を支援するという、そういったことが趣旨でございますので、そのための利

子補給ということで御理解いただきたいと思います。 

○１０番（鈴木 勉君） 制度のことについて質問しているつもりでなくて、新しく今言われ

たような条件になった人たちは申し込みができるんですかということを聞きたいんですけれ

どもね。 

○観光商工課長（梅原裕一君） ですから、あくまでも県の制度に基づいたものですから、そ

こで認定をされるというか、制度に基づいたものでなければ新規としては認められないとい

うような解釈です。 

○１０番（鈴木 勉君） 認められないという形ね。 

○観光商工課長（梅原裕一君） はい。 

○委員長（内山愼一君） 10番さん、その案件についてのみの利子補給ですから、そういうこ
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とだ。その案件のみについての利子補給だから、ほかのことについてのものは認めないとい

うことだな。 

○１０番（鈴木 勉君） ごめんなさい。ちょっと休憩してくれる。 

○委員長（内山愼一君） 休憩します。 

 

休憩 午後 １時２２分 

 

再開 午後 １時３３分 

 

○委員長（内山愼一君） では、休憩を閉じて、再開いたします。 

○１０番（鈴木 勉君） 最後の質問で一応終わりますけれども、120ページをお願いできま

すか、委員長。稲取漁港の整備公園事業で、この一部の中になるんだろうと思うんだけれど

も、八百比丘尼のところの公園ができましたよね。これはその中に含まれるんだろうと思う

んだけれども、2,700万の中に工事費も。あとの管理はどこがするんですか。草がすごく生

えているんだけれども。 

○観光商工課長（梅原裕一君） お尋ねの稲取漁港の公園整備工事ということで、その管理に

つきましては、観光商工課が管理というふうな形になります。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） 10番、よろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） はい、一応終わりです。 

○委員長（内山愼一君） ほかに質疑はありますか。 

○７番（栗田成一君） ちょっと確認をさせてもらいたいんだけれども、114ページの負担金

補助、稲取漁港整備事業地元負担金ということで、失礼、その上だな。町営漁港台帳整備事

業という、その台帳というのはどこで管理しているのかな。役場、それとも漁協。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） 台帳の管理につきましては漁港の管理者、町が４つの漁港

の台帳の管理をしています。 

○委員長（内山愼一君） どうですか。ほかに質疑はありますか。 

○７番（栗田成一君） ちょっと関連する事案なんだけれども、仮に港の一部をちょっと借り

たいという、一時的にね。そういう場合、どこへ言えば貸してくれるというか、だめだとか、

そういうことはどこに言うんですか。 
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○委員長（内山愼一君） では、答えられる範囲で。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） これ漁港を持っている自治体が占用条例等を持っています

ので、その漁港の管理しているところへ使用の申請をしていただければ。 

○委員長（内山愼一君） ７番、よろしいですか。 

○７番（栗田成一君） はい、わかりました。 

○委員長（内山愼一君） ほかに質疑ありますか。 

○６番（藤井廣明君） 観光費の中では116ページですね。15番に文化公園のイルミネーショ

ン整備工事というのが986万3,700円が出ているんですが、これの整備が終わって、自分たち

も目にするわけですけれども、その評判とか効果といいますか、どうでしょうか。つかんで

ますか、何か。 

○観光商工課長（梅原裕一君） この文化公園のイルミネーションの整備工事ということで、

これはどういう目的でつくったかといいますと、やはり近年雛のつるし飾りの来場者がピー

ク時の半分以下という大幅な減少の中で、今回ＬＥＤのイルミネーションの装飾点灯により

まして、夜の魅力というもの、宿泊客が全く外へ出てこないということの中で、お客様にい

かに外へ出ていただくかということと、それから地域への経済的な落とし込み、そういった

イベント期間中に、雛の館の夜間を開館して来場者の増加を図るというふうな目的がありま

して、なおかつ、このイルミネーションを点灯することによって、その近隣の飲食店あるい

は旅館等についてもイルミマルシェチケットというのを販売しまして、雛の館の入場券と、

それから温泉の湯めぐり、あるいはマルシェメニューということで、そういった特典が得ら

れるような、そういう仕組みを考えて、本当に雛のつるしが、非常にお客さんが減っている

ということの中のテコを入れてやらせていただいた内容で、その中でもお客さんが増えれば

いいんですけれども、なおかつ減っている状況で、また来年についても引き続きその辺の仕

組みをしっかりと、いかにしてお客様を呼び込むかということで、その辺を検討したいとい

うふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） 課長、ちょっといいかな。この工事費がこれだけかかっていたけれ

ども、補助事業だと思うけど、その辺のところ、補助金がどうなっているかちょっと教えて

ください。 

○観光商工課長（梅原裕一君） それでは、財源の内訳でございますけれども、観光施設整備

事業の県の補助が２分の１の490万、それから国の交付金が496万3,000円、一般財源につき
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ましては700円というふうな財源になっております。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） ６番、よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） はい、了解です。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 今、観光課長から説明がありました国の交付金が、先ほ

ど御説明しました地域の臨時交付金が入っております。 

○委員長（内山愼一君） ありがとうございました。 

○１２番（居山信子君） 116ページの地域観光振興対策事業の中でお伺いをしたいと思いま

す。 

  町観光宣伝委託料について、その効果、そしてまた今後の改善とか何か考えていらっしゃ

るのか、またその辺のところでお伺いをしたいというふうに思います。 

○観光商工課長（梅原裕一君） お尋ねの観光宣伝委託料の内容ですけれども、これについて

は町の観光協会を通じまして、各地区の観光協会に予算を配分いたしまして、各温泉地の特

性を生かした独自の誘客宣伝の実施を委託する内容でございます。それぞれ温泉の規模が違

いますし、それぞれ観光協会の考え方、それから捉え方が違うものですから、各観光協会の

内容としてはインターネットを活用した広告宣伝、あるいはホームページの維持管理費とい

うか、それから、あと各種のパンフレットの印刷、誘客キャラバンの実施というふうな内容

でございまして、その数字のどこに力を入れるかというのは各温泉場のほうに任せている内

容でございます。 

○１２番（居山信子君） パンフレット等は、どこに行っても目に余るほどたくさん山積みに

されているわけですけれども、これがどれだけ有効に使われているのかなとか思いながら、

非常に宣伝の難しさはあろうかと思いますけれども、今はインターネットを活用した広告宣

伝というふうなことで今御説明がありましたんですけれども、このネット活用の広告宣伝と

いうようなことは、具体的にどういう内容になっているのか、さらにお尋ねをしたいという

ふうに思います。 

  また、今申し上げた各種パンフレット類の印刷につきましては、私、かねがね指摘を申し

上げております旧稲取灯台についての表記が地図に一切ないというところが、とても残念に

思えます。町の有形文化財というようなことで約80万近い維持管理をシルバーに委託をして

やっていただいております。それをどういうふうに活用していくのか、これはまた別の角度

で伺う機会もあろうかと思うんですけれども、現時点で町にせっかくあるそういうものを何
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で地図に載せないのということは再三申し上げているんですけれども、ちっとも改善がなさ

れない。そういう点で、本当に何かやる気があってやっているのかしらというふうに思わざ

るを得ないところがございます。 

  灯台の場合も実際に行ってみますと、非常に内容がいいものですから、芳名録等から見る

と、感想とかにとてもいい刺しゅうを見せていただいて感動しましたというようなことを書

いてあるんですが、ただ、時々管理者がいなくなるものですから、誰もいない中で、あれ、

一体作品はどれだけ管理されているのかしら、誰か持っていってしまわないかしらと心配す

るところもあるんですが、いずれにしても、そういうものの町にあるせっかくの観光の目玉

になるものを地図におさめずにパンフレットをつくるというような、その神経が、全く私に

とっては、もう何年もですから、信じられない話で、みんな話を聞いているのかねという、

改善する気があるのかね、そしてまた、生かそうと思っているのかねというふうに思わざる

を得ないところがございますが、その辺はインターネットの活用というようなこともあわせ

てちょっと伺えればというふうに思います。 

○観光商工課長（梅原裕一君） ネットエージェントの関係ですけれども、これは宿泊予約の

今70％から90％がネット予約という、そういった現状を踏まえまして、特にこれは大手エー

ジェントのじゃらんですとか楽天ですとか、そういったものを活用して誘客宣伝を図ってい

るという内容でございます。そういったもの、それから、宿泊プランの増勢ということで、

特に閑散期の集客力アップということで、そういった形で活用されているというふうに受け

とめております。 

  それから、稲取灯台の関係でございますけれども、これにつきましては、先日、私もそこ

へ行ってきましたけれども、実は観推協のほうで今遊歩道をつくっておりまして、ちょうど

そちらのいわゆる稲取灯台のところからはさみ石へ行ける遊歩道を半分ボランティアの形で

稲取の観推協がつくっておりまして、ちょうど黒根のトンネルのところまで今来ておりまし

て、はさみ石の上から見られるような状況に整備をしておりまして、そんな中で当然稲取の

灯台というものが町の文化財ということで、非常に貴重な観光資源ということで私ども受け

とめておりますし、さらにはさみ石を海のほうから見たときに、しっかりと灯台が見えるん

ですね。小さいんですけれども、灯台がしっかり見えるということは確認いたしましたので、

そういった意味も含めまして、やはり地図に落とし込むということは居山議員御指摘のとお

り、来年度、その辺をしっかり受けとめて、観光資源として表記したいというふうに思って

おります。 
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  以上です。 

○１２番（居山信子君） すみません、３点目になりますけれども、ちょっとさっき言い忘れ

た点ですけれども、看板が灯台の駐車場のところにあったかと思います。畳１畳くらいのも

のなんですが、あれは萩原家でつくられたものなんですけれども、あの看板をもう少し手を

入れて、旧稲取灯台というような形でやはりきちっとＰＲをしたほうがいいと思うんですね。

その点は今後の課題かと思いますので、含んでおいていただければ結構でございます。 

  次伺ってもよろしいでしょうか。 

○委員長（内山愼一君） はい、結構ですよ。どうぞ、12番。 

○１２番（居山信子君） それでは、122ページをお願いしたいと思います。土木費の関係で

すけれども、これは道路橋りょう事務職員の人件費事業ということで約2,000万の事業を行

われております。この事業内容について御説明をいただきたいと思います。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） これは、役場の建設課の職員の給料ということでござい

ます。 

○委員長（内山愼一君） 12番、よろしいですか。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） これは各課ごとに細節90というのは職員の人件費になっ

ておりますんで、これは建設課の道路に関係する職員の給料でございます。 

○１２番（居山信子君） これは何人になりますか、そうしますと。 

○委員長（内山愼一君） 人員の質疑ですけれども。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 今ちょっと手元に資料がありませんので、後ほどまた御

提示させていただきます。 

○１２番（居山信子君） だって建設課でわからない。道路橋りょうということで何人という

のはわからないわけ。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 建設の中でも分かれているものですから。 

○１２番（居山信子君） なるほど。では、後刻お知らせいただきたいというふうに思います。 

○委員長（内山愼一君） では、後ほどまた委員のほうに上げてください。 

○１２番（居山信子君） 引き続いてよろしいでしょうか。 

○委員長（内山愼一君） はい、12番、結構ですよ。 

○１２番（居山信子君） 126ページの町営住宅の維持管理事業について572万7,042円という

ことで事業費が使われております。これにつきまして、細かくいろいろな項目は見てわかる

わけですけれども、改めてお伺いするところでございます。 
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○住民福祉課長（遠藤一司君） 主な支出ということでよろしいでしょうか。そうしましたら、

事業費の中で修繕料がございまして、町営住宅の住宅修繕ということで水回りの修繕、これ

は台所であるとかトイレ、ベランダ等、それから床の修繕ということで台所とか畳表、それ

から照明器具の修繕で164万7,131円になります。 

  それから、大きいのが工事請負費の中で、熱川の町営住宅のベランダの改修工事を行いま

した。これにつきましては熱川住宅のＡ棟の16戸についてベランダの手すりがかなり腐食し

ておりました関係で、それを工事いたしまして302万7,150円ということになります。同じく

工事のほうで、やはり熱川の住宅の中で経年による室内劣化が激しいというところがござい

まして、その方が退出したときに改修工事をいたしました。それが89万2,500円ということ

になります。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○１２番（居山信子君） それでは、再度お尋ねをしたいんですけれども、この間何かを読ん

でいましたときに、町営住宅の手すりが全部管理されているみたいな表現で何か書かれてい

たところがあったんですけれども、ちょっと私、ここ二、三カ月行ってないんですけれども、

この手すりにつきましては、例えば体の御不自由な方、目の御不自由な方、そういう方の要

望があるとようやくついたというふうに過去の経緯では理解をしておりますけれども、それ

以外、全て町営に手すりがついたのかどうなのかということを確認でお尋ねをしたいという

ふうに思います。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） 手すりというのは階段の手すりということでよろしいでしょ

うか。 

○１２番（居山信子君） そうです。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） それについては全部ではないです。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○１２番（居山信子君） 今後の課題として、ぜひ当然もう手すりはつけていただかなければ

ならないのではないかというふうに思います。 

  ほかの皆さんはどうでしょうか。 

○７番（栗田成一君） 118ページに雛のつるし飾りイベント事業補助金というのがあるんで

すけれども、この雛の事業がひところと比べて全然衰退をしているかなという気がするんだ

けれども、いずれにしても、ひところのあれとは全然違うんだけれども、この予算が当局の
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ほうに少ないからそうなのか、それとも時勢というか、そういう理解ではどんなふうになり

ますか。 

○観光商工課長（梅原裕一君） お尋ねの雛のつるし飾りのイベント事業費の補助金の62万

5,000円の内容ですけれども、これにつきましては地域コミュニティ活性化事業助成金とい

うことで、企画のほうの担当になるんですけれども、３分の２の補助金をいただいた中で、

この事業そのものは稲取向イの素盞嗚神社の階段に雛人形のつるし飾りを飾る事業でありま

して、そのイベントの告知用のＣＭも制作しまして同時に放映したということで、あくまで

もこれ新規事業ということで、先ほどイルミネーションの話もさせていただいたとおり、ピ

ーク時には25万人ほどいた、そういった来場者があったところが８万人台ということで、非

常に厳しい状況の中で、一つのてこ入れというふうな形で実施をさせていただきまして、２

月２日から16日までの９日間ですけれども、来場人員が2,380人ということで、短い期間で

したけれども、非常に手応えがあるということで、次年度以降もこの雛壇の規模をもう少し

大きくして、少しでもお客さんが来るような形の仕組みをつくっていこうというふうに考え

ております。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○７番（栗田成一君） はい。 

○６番（藤井廣明君） 私は商工費の中の118ページになりますけれども、ジオパークビジタ

ーセンターの設計委託料、それからジオパークビジターセンター整備工事費というふうに出

ているわけですけれども、これはどこにつくって、どういった形で運営しているのかなとい

うのを伺いたいと思います。 

○観光商工課長（梅原裕一君） ジオパークビジターセンターの関係ですけれども、場所につ

きましては伊豆急熱川駅の下の熱川温泉の資料館、その中に熱川の観光協会が入っていまし

て、そこを今回増築をしてビジターセンターの整備を実施をさせていただきました。この管

理運営については、熱川温泉の観光協会のほうでそういったジオパークについての説明等々

をお願いしてございます。 

  いずれにいたしましても、この世界ジオパーク認定に向けて各市町がビジターセンターを

設置しなければならないというふうなことになっておりまして、その関係で３分の２のかさ

上げの補助金をいただいて、なおかつ、国の元気の臨時交付金をいただきまして、財源内訳

につきましては国が230万円、県が420万円、一般財源が26万7,250円という内容でございま
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す。 

  以上です。 

○６番（藤井廣明君） そのような施設ができている割には、昨年、日本ジオパークに選定さ

れて、間もなく世界ジオパークに登録するんだという意気込みで各市町取り込んでいると思

うんですが、町の中に熱気がちっとも伝わってこないといいますか、このジオパークに取り

組む姿勢が、どういったことをやっているのか、ちょっとこの中身、内容がちょっとわから

ないんですが、ジオパークに関しては取り組みとしてはどうでしょうか。事業内容というか、

この施設以外の。 

○観光商工課長（梅原裕一君） あくまでもこのジオパーク、伊豆半島全体のジオパークを紹

介することと、それから東伊豆町のジオパークがどういったものがあって、それでその案内

というか、そういう内容の説明でございます。各市町とも非常にこのジオパークに関しては

温度差があるということで、藤井議員御指摘のとおりだと思いますけれども、いずれにいた

しましても、さきの新聞にも掲載されたとおり、ちょっと条件つきになりますけれども、北

海道のアポイ岳がナンバーワンで、２位が伊豆半島ということで、その辺で阿蘇がどういう

ふうになるかということで、世界に向けて申請を出してもらえるかどうかというのはちょっ

と条件つきになっておりますけれども、いずれにいたしましても、世界に向けて伊豆半島が

一つになるということになっておりますので、今後も引き続きそういった東伊豆町内のジオ

パークをお客様に理解していただけるような取り組みをしていきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） はい、了解です。 

  もう一つ別なところなんですが、その下のほうに19番ということで天城・三筋山遊歩道管

理運営協議会への負担金というのに48万円出ているんですが、これは毎年ずっとこの間払っ

てきて管理していると思うんですけれども、今現在、この天城遊歩道は通行どめになってお

りますよね。その辺でも同じ金額で、あるいはその通行どめしていることに関して何らかの

こちらでは言い分がないのかどうか、どんなふうな扱いになっているのか、その辺ちょっと

お聞かせいただけますか。 

○観光商工課観光商工係長（森田七徳君） 現在、風力発電所の建設ということで遊歩道のほ

うが通行禁止になっておりますが、この負担金の中の支出については、かなりの部分が、入

谷と見高の財産区に遊歩道沿いの草刈りを毎年お願いをしている関係での支出になっており
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まして、入谷区については現在通行どめで草刈りができない部分を細野高原内。これは駅ま

でずっと遊歩道の指定を受けていますので、別な場所に草刈りの場所を振りかえて草刈りを

やっていただいている関係で、遊歩道が通行どめであっても作業量に変わりはないというこ

とで、負担金のほうが特に変更にはなっておりません。あと昨年度については、三筋山の山

頂から三筋下の駐車場までの階段がかなり傷んできたことから、そこの修繕もこの中の負担

金でやっておりますので、そういったことで負担金の額に変更はないというのが現状でござ

います。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） ６番、よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） はい。今の件はわかったんですが、今後通行どめがずっと続くのかど

うか。あるいは風車がもう１基建ち始めたわけですけれども、そのまま通行どめをするのか、

それとも風車の下を通すのかに関しては、この補助金の関係でどうですか、今後は。 

○観光商工課観光商工係長（森田七徳君） この補助金とは直接関係はございませんが、この

運営協議会の中で、この遊歩道をつけかえられる部分と、今工事用道路で、工事の上を歩く

部分と、どういうふうに最終的にしていくかということを協議会の中で検討しておりますが、

かなりの部分は風車の建設用の道路の上を今後歩いていただくようになるものと思われます。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） はい。 

○１０番（鈴木 勉君） 再登場ですけれども、116ページの、成果表のほうを見ながらお話

をさせていただきたいんですけれども、熱川のこの夏のにぎわい創出事業ですか、これに

325万円を25年度にお使いになって、ここに書いてある内容性があるんですけれども、その

事業は例の場所も僕わかるんですけれども、単年度事業で終わりですか。25年度でやった、

今現状は閉鎖されていますよね。これについては例のメーンのところは年間を通じてはオー

プンしたいんだけれども、この継続性はあるんですか。 

○観光商工課観光商工係長（森田七徳君） この熱川温泉の振興事業委託料、これにつきまし

ては３年間の事業ということで、３分の２が地域協働促進助成事業ということで、企画のほ

うから３分の２の補助をいただいて実施している内容でございます。これについては御案内

のとおり、熱川温泉が非常に入湯客の減少に歯どめがかからないということで、地域住民が

熱川温泉の振興を図ることの目的として、工学院大学の西森研究室との共同によって、夏の
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にぎわいの創出イベントということで、特に夏の、場所は今回変わりまして、前は紫雲商事

のところでやったんですけれども、そこについては競売で落とされたものですから、その後

の持ち主の了解を得られなかった関係で、その中で熱川温泉の発祥の地と言われる道灌の湯

のところに会場を変えまして、ことしはそういう形で実施した内容でございます。昨年は紫

雲商事でやったということで、具体的な内容については住民参加のワークショップの意見を

もとに大学院生が中心となって企画をして、温泉街を中心に位置する空き店舗、セルフビル

ドということで、そういった内容でございます。 

○１０番（鈴木 勉君） はい、ありがとうね。継続してやっていくという事業だよね。 

  それと、118ページの稲取高原の、これも成果表もちゃんと見ながら話ししていますから、

1,200万の工事費、これは25年度でやった事業の内容をここに掲示してあるからわかるんで

すけれども、これは本当にさっきと同じような質問になるんですけれども、ごめんね、細野

高原です。細野高原のイベント事業補助金で1,200万計上してありますよね。それで、これ

で去年、駐車場の整備だとかいろいろなことをやってくれたことはわかるんだけれども、こ

の工事は、もうこの地区においてはこの25年度で終了ということになるんですか。それとも。

成果表の106ページで話ししてもらってもいいよ。 

○観光商工課長（梅原裕一君） お尋ねは工事の内容ですか、それともどちらのほうですか。 

○１０番（鈴木 勉君） 違う、違う。もう去年やった工事はああいう工事でできて、ここに

書いてあるとおりにそれなりの成果は出ましたよということは理解しています。それについ

て、今年はまだそれ以上にあれをもっと活用した26年度に向かっての整備の方向性はあるん

ですかと聞きたかったんです。 

○委員長（内山愼一君） 整備の方向性あるか。 

○観光商工課長（梅原裕一君） とりあえず観光施設整備事業をもって、これジオパーク、ジ

オサイトということで、３分の２のかさ上げが26年度で終了というふうなことになっており

まして、特に問題となっておりました駐車場と、それからアクセス道、それから遊歩道、川

を渡って向こうへ行くまで、そういったものは本当に大きな事業についてはひとまず終了と

いう形でございます。あとはそれだけそろった、今度は路線化をされましたんで、シャトル

バスを出さないで東海バスが路線化ということで、今後はソフト面を重視した形で、ＰＲも

含めてより多くのお客さんが来ていただけるような仕組みをつくっていきたいというふうに

考えます。 

  以上です。 
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○１０番（鈴木 勉君） 次、いいですか。 

○委員長（内山愼一君） いいですよ。 

○１０番（鈴木 勉君） その同じ、ごめんなさい、成果表にも同じところにあると思うんだ

けれども、大島航路があるんだよね。大島航路の…… 

○委員長（内山愼一君） 決算書のほうは何ページですか。 

○１０番（鈴木 勉君） 106ページの160万円で大島との交流をさせていただいたではないで

すか。成果表の106。こちらのページは118ぐらいでないかな。大島航路118ぐらいに入って

なかったか。160万円使って２回やったではないですか。これは町長の、私たちもそうなん

だけれども、大島航路のまた復活というんですか、そういうものを期待しながらの交流事業

だと思うんだけれども、これは25年度で終わりですか。 

○観光商工課長（梅原裕一君） お尋ねの大島航路の復活ですけれども、この稲取と伊豆大島

を結ぶ航路の復活というのは将来的な目標ということで、町長の施策の中にも掲げておりま

す。しかしながら、この大島航路を復活させるためには喫水が４メートルしかないというこ

とで、この航路については高速船については羽を上げてでないと稲取漁港の中に入れないで

すね。８メートルの喫水がないとだめだということで、今回議長さんにも乗っていただいて

おわかりかと思うんですけれども、羽を上に上げた形で、そうしますと、港の中に風が吹い

たときに、もう本当に木が浮かんでいると同じような形で、安定就航ができないということ

で、１月から３月に仮に就航したときに、非常に風が強い時期で、採算が合わないというこ

とで、そういった問題もありまして、それから、その就航させるためにその喫水が足りない

ということで、浮き桟橋を設置しなければならないということで、これについては5,000万

円ほどの予算がかかるということで、町といたしましても、その5,000万円を出すというの

は非常に財政状況厳しい中で、その辺を含めて東海汽船のほうから、やはり河津桜と雛のつ

るし、それから、ちょうど椿祭りと同じ時期でぜひ就航してほしいという要望はありますけ

れども、なかなかその辺で予算がかかるということで、あくまでもこれは試験的な形の就航

というふうな形で御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○１０番（鈴木 勉君） はい、わかった。 

  もう一つ、いいですか。今度はページ数は118ね。成果表のほうは107ページ、京の七夕の

雛のつるし飾りについてちょっとお尋ねしたいんですけれども、よろしいですか。この事業

は四、五年もう継続してやってくれて３年ですか、やってくれていると思うんだけれども、
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そろそろ私たちの期待というのは、この京の七夕、町長初め皆さんが行ってくれて、その成

果というものがこの町にあらわれていますかというのをもうそろそろお尋ねしたいなという

時期に来ているのではないかと私は思って、今質問しているんだけれども、その点はどうで

すか。成果というもの。皆さんが努力した成果が、今東伊豆町の宿泊施設にもあらわれてま

すよとかという、そういうものはありますか。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 京の七夕の成果について、これについて数字的にどれだけの

お客さんが来たかというのはなかなか観光のＰＲというのは非常に難しいものがありまして、

ただ言えることは、私ども今年で３年目なんですけれども、その中で京都の県人会の皆さん

の協力があって、あの京都でああいうイベントができるということは、やはりその県人会が

7,000人ほどいるんですけれども、その中で県人会の中でもＰＲ、そういった新聞も出して

いただいているということで、その辺を含めて、特に関西地区については大阪も含めて、そ

れから中部の名古屋も含めて第２東名が通ってから、観光案内所もパンフレットあるいは問

い合わせが非常に増えているということの中で、パーセンテージは非常に関西地区は低いん

ですけれども、マーケットとしては関東を増やすというより、むしろ関西のお客さんを増や

していくということのほうが、今後観光客を増やしていく一つの大きな鍵となるというふう

なことで思っております。ただ、やっていて思ったことは、雛のつるし飾りの発祥の地と言

われても、全然認知度がなくて、河津桜が本当に有名だということで、それはもっとももっ

とやっぱりＰＲしていかなければならないというふうに考えておりますし、また、今年３年

目ということで町長のほうからも伺っておりますし、一つの節目ということでお世話になっ

た京都の県人会への御恩返しもできたということで、一つの節目というふうに御理解いただ

きたいと思います。 

  以上です。 

○１０番（鈴木 勉君） 今の課長のお話を聞いて、もうそろそろ非常に要するに努力してい

く町長初め職員の方たちも、もう意識的にもそろそろ観光客というものに対して成果が欲し

いなというときが来ているというお話だろうと思うんだけれども、僕なんかは今そういう話

を聞いて、本当に素直に思うのは、来たあかしという形、今はどう来たかもわからない。ど

う数も把握していいかわからない、そういう事態があるわけではないですか。できれば東伊

豆町のほうから、もし東伊豆町を利用していただけるときには、こういう特典のある優待券

だとかそういうサービスができますよとか、どこに宿泊していただいたらどうのこうのとか

という特典つきのそういうサービスとかというものは考えてみたらどうかなと思うんだけれ
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どもね。そうすれば、使っていただいた方たちは何人来たかという数の把握もとれると思う

んだけれども、そこら辺どう、課長さん。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 確かに検証できる形のもの、例えば東伊豆にそういうサービ

ス券みたいな形をセットで出す形、それが何人来たかということの実数がわかるような仕組

みをやればよかったなというふうには思っています。しかしながら、今回観光キャンペーン、

圏央道の開通ということで、入間で今月キャンペーンをやるんですけれども、そういった中

にそういった無料券というような形で取り組んでありますので、本当に何人来たかというふ

うな実数がわかるような仕組みというものを、今後そういう観光のキャンペーンに取り入れ

ていきたいというふうに考えておりますし、実際そういう向きで進んでおりますので、御理

解いただきたいと思います。 

○１０番（鈴木 勉君） ごめんなさい、ちょっと余談的でいいですか、委員長。 

○委員長（内山愼一君） はい、どうぞ。 

○１０番（鈴木 勉君） これはごめんね、質問でないんだけれども、何人来たかが大事では

なくて、来たいなと思わせるのを僕は期待したいと思っているから、今課長が言ったような

プレミアつきのことでも何でもいい、特典があることでもいい、ぜひ何かおまけをつけると

か、頑張ってやってください。 

○委員長（内山愼一君） では、そんなことでよろしいですか。 

  あとはどうでしょうか。 

○７番（栗田成一君） 118ページ、海浜プールというのは計上されていて、このプールその

ものは町民のためというよりも観光客というような点の中で恐らくやっていると思うだけれ

ども、今の現状は観光にどの程度寄与しているのかと当局は認識しているのか。かなり修繕

費がかかるようだね。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 今、手元に町内と町外の割合というのは正確な数字はわかり

ませんけれども、しかしながら、大川の海浜プールについてはほぼ大川の小学校の生徒の授

業で使用しているということと、それから夏休み関係で、割合的には非常に大川は地元の子

供たち、それから白田のプールにつきましても、これは淡水ということで、熱川小学校のプ

ールは開放されてないということで、夏休みに子供たちが非常に多く来るということですね。

あと熱川と稲取については、稲取は砂浜がない関係で、ほとんど観光客が大半を占めている

ということと、熱川についても同様に、波の高いときとかですとか、台風が近づいていると

きも、そんな状況の中でもプールが非常にお客様に使われているというような、そういった
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内容でございます。 

○７番（栗田成一君） 今のことで大体了解しているんだけれども、アスド会館にずっと俺、

泳ぎに行っていて、子供がいるから、どこから来たと言ったら、河津だか何か、下田のほう

のプールが壊れたときに親と子供が泳ぎに来たと。かなり泳いでいたんだよな。東伊豆の子

供って余り聞いたことがないものだから、東伊豆の目的が観光客で最初つくったんだろうけ

れども、子供は利用しているんだろうけれども、学校の夏休みは開放されているのかな。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 先ほど申し上げたとおり、熱川小学校、稲取小学校も夏休み、

プールは開放していないというふうに思っております。ですから、子供たちはアスド会館の

話もありましたけれども、これはあくまでも親御さんが送り迎えをしなければならないとい

うふうな位置の関係で、非常に遠くにあるということで、歩いても行ける範囲内ということ

で、そんな形で大川と、それから白田の海浜プールについては子供たちが非常に多いという

ふうな現状でございます。 

○６番（藤井廣明君） 農林水産関係で110ページの、取水口改修工事とか、農業用水改良工

事というんですか、具体的にはどこなんですかね。中ノ平だけはちょっとわかりますけれど

も、場所的にもね。どこの取水口、どこの農業用水の改良なんだか、ちょっとこの辺を教え

ていただけますか。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） 今の取水口の改修測量設計業務委託の場所ということでよ

ろしいでしょうか。 

○６番（藤井廣明君） はい。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） これは白田の浄水場の200メートルぐらい、東京発電の前

にありますけれども、あそこから下の川から農業用水の取り口がありまして、臨時の場合は

水道事業のその水を取り入れ場に取るようなことになっていますから、そこの場所です。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） では、もう一つ。了解、わかりました。 

  あと111ページに森林整備加速化・林業再生事業というのがあるんですが、これは下の50

番のところには、また森林整備加速化・林業再生事業というものがあるわけなんですけれど

も、これは具体的には、どういうところでどんなふうなことをするものだか、ちょっと事業

内容を教えてほしいんですが。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） これはすぐその記載しております下の段に大川石神線とい
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うのがありますけれども、それらを踏まえまして、間伐の事業で25年については大川、奈良

本の15ヘクタールについて利用間伐ということで、国の補助事業の名前がこういう事業です

ので、それで記載させていただいています。 

○６番（藤井廣明君） 関連なんですが、今現在稲取のずっと上のほうで間伐をかなり大々的

にやっているんですけれども、その事業とは全然関係ないですか。そこではない。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） 今のお尋ねの内容は、細野高原のやや下側だと思うんです

けれども、あれは伊豆森林組合が地元の皆さんと協定を結んでやっている事業で間伐してい

ると思います。町の事業ではございません。 

○６番（藤井廣明君） 了解です。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） わかりました。 

○委員長（内山愼一君） あと質疑はありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） 質疑がないというようなことでいいですか。 

  それでは、質疑なしと認めます。 

  これをもって第５款農林水産業費から７款の土木費、それから10款の災害復旧費の質疑を

終結いたします。 

  20分まで休憩をとりますので、よろしくお願いします。 

 

休憩 午後 ２時０８分 

 

再開 午後 ２時２７分 

 

○委員長（内山愼一君） それでは、再開いたします。 

  次に、質疑の対象を８款の消防費から９款の教育費までお願いします。ページ数について

は127ページから、消防の関係が138ページ、それから教育費については139から174ページに

なりますので、お手元の資料をお示しいただいて質疑をお願いいたします。 

  それでは、質疑はありませんか。 

○１２番（居山信子君） それでは、130ページ、消防費の中の応急手当講習会等普及事業454

万4,888円の事業内容ですけれども、この第１号で、昨年私も講習を受けさせていただきま
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したけれども、これは年間でどれくらいの方が講習を受けられたのか。そのこととあわせて、

それ以外におきましてもＡＥＤ等の講習がもしわかりましたら、お教えいただきたいという

ふうに思います。 

○消防本部消防長兼消防署長（久我谷 精君） 成果表の134ページをごらんください。その

５というところに応急手当講習会等の普及事業の事業内容につきまして記載をしております。

年間の講習会の開催件数がそこに表に示されておりますとおり、120件、受講された方が881

名となっております。講習の種別は表の左の欄に１から６までありまして、応急手当の講習

種別の普通であるとか上級であるとか、それ以外の入門コース等の講習の内容となっており

ます。 

  135ページにはその他ということで、防火・防災教室を臨時で採用をした職員の方に、各

幼稚園で実施をしたという内容が記載されておりますので、そのとおりでございます。 

  以上です。 

○１２番（居山信子君） 了解です。 

○委員長（内山愼一君） どうですか。ほかに質疑ありますか。 

○６番（藤井廣明君） これは消防の関係で、常備消防、それから非常備消防という形で、か

なり…… 

○委員長（内山愼一君） ページ数を。 

○６番（藤井廣明君） 128と、それから非常備消防では132で町の消防を担っていると思うん

ですけれども、けさなんかも何か夜中にたたき起こされたような状態で、非常に何か最近そ

ういった消防の火災の案件がちょっと増えているんではないかと思うんですが、この辺はこ

の予算の範囲内でかなり増やしたり何かしなくても賄えるものなのか。それともそういった

案件が増えているから増やさなければならないというような感じをしているのか、その辺ち

ょっと大ざっぱになりますけれども、お答えいただければ。 

○消防本部消防長兼消防署長（久我谷 精君） 当初予算の範囲内で事業を賄えるかという御

質問でございますけれども、特に非常備消防の火災出動に関しましては報酬が支払われます。

当然回数が増加いたしました場合には、報酬が増えるという内容でありますけれども、それ

につきましては火災の発生都度、当初予算の費用が不足すると考えた場合には、補正予算で

対応させていただいております。職員につきましては、それらについては報酬がありません

ので、それらの心配はないということであります。そのほかにつきましては、特別大きな故

障であるとか、大きなものがなければ、その当初予算の中で賄えるという内容でございます。 
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  以上です。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） これは傾向として火災件数は減っているんですか、増えているんです

か。それともその原因なんかは把握されていますか。 

○消防本部消防長兼消防署長（久我谷 精君） 成果表のまず、129ページをごらんください。

１の（２）のところに火災の発生状況が記載されております。平成25年度中におきましては

12件の火災がありまして、これは年度によって火災の発生状況が変動がありますけれども、

平均して10件ぐらいの火災の発生件数がありますことを考慮いたしますと、若干平年よりは

増加をしているという内容でございます。 

  次に、131ページをごらんください。消防力の強化事業ということで、ここには火災以外

の出動の状況も記載しております。 

  次に、132ページをごらんください。一番下段の表が救急の発生状況を記載しております。 

  昨年度で768名の人員を搬送しておりまして、表に書かれておりますとおり、出動件数が

833件、前年度対比が24件減ということで、救急に関しましては若干の減少傾向が出ており

ます。 

  最後に135ページをごらんください。ここには非常備消防関係の火災出動の状況を表記し

ております。いわゆる消防団が出動したという火災でございます。先ほど12件という火災の

発生件数を御報告いたしましたが、そのうちの９件に消防団が出ておりますので、これらに

ついては出動報酬の経費がかかってくるというところでございます。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） ６番、よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） はい、了解です。 

○委員長（内山愼一君） どうですか。 

○６番（藤井廣明君） 続いていいですか。消防に関してなんですが、今現在は広域化が進ん

でおります。132ページに広域消防指令センターの整備事業というのがあると思うんですけ

れども、金額的には大した額ではないんですが、これ分担金といいますか負担金、これは今

現在どの程度まで進んで、金額はこの先増えていくんではないかと思われるんですが、その

辺、説明いただけますか。 

○消防本部消防長兼消防署長（久我谷 精君） この広域消防指令センター整備事業負担金に

つきましては、平成25年度中に当初消防指令センターの整備というものが沼津の南署に設置
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をするということで、全協等でも御報告させていただいたところなんですが、そこがいわゆ

る県の津波被害想定等で浸水区域に入るという中で、県の信用保証協会の沼津支店の土地建

物を取得して構築しますということに決定をいたしております。そこのいわゆる基本設計を

するための経費でございまして、総額が377万8,000円のところを、各市町の基準財政需要額

割の負担ということで、当町の予算額11万7,000円に対して決算額が11万6,189円という内容

でございます。ですので、建物自体はまだ工事はやっておりません。基本設計が終わったと

いう段階でございます。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） どうもありがとうございました。 

  ６番、よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） はい、了解です。 

○１０番（鈴木 勉君） ちょっとごめんね、ちょっと違うんだけれども、ページ数でいくと、

これは選手の派遣事業、成果表のほうで見ると157ページに金額的なものは掲上されている

んですけれども、ごめんなさい。157ページなんかを見ると、補助金と交付金との明細など

は書いてあるんだけれども、これはあくまでも結果だから、これについての議論は私は何も

しないんですけれども、そうでなくして、この間、一般質問でちょっとあったみたいに、非

常に今子供たちの派遣、旅費のそういう補助はあるんですけれども、そうでなくて、その一

歩手前の日常においての指導者的な人たちに対しては、こういう事業費の活用というのは認

められないのかなと思うんですけれども、これは教育委員会のこっちかな。よくあるではな

いですか。民間から教えてくれる、野球で言うと外部から来る監督だとか、そういうものに

こういう選手の派遣費という、名目はちょっと違うんだけれども、こういうものの内部活用

みたいな形はできないのかね。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ただいまの鈴木議員の御質問についてなんですが、外

部から選手らを指導してくれる人たちへの報酬といいますか、そういったものについては議

会のときに教育長が答弁いたしましたとおり、あくまでも現在はボランティアという形で、

それに対する報酬などは払われていないのが現実です。また、それについては、今後の検討

課題ではあるとは思うんですが、教育長答弁にもありましたとおりに、全ての人たちがお金

を欲しくてやっているわけではないというようなことの中で、それらをどう捉えるべきなの

かというところは今後考えていかなければならないところなんですが、現状ではそのような

状況です。 
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  以上です。 

○１０番（鈴木 勉君） はい、わかりました。そちらのほうは理解は、委員長、ごめんなさ

い。今答弁されたことについては十分私も理解はするんですけれども、今テニスの錦織選手

もそうなんだけれども、ああいう選手が出ると、その土地の子供たちも非常に学校の範囲を

外れたところの自分の自主的なクラブとしても行くとかという、そういうものがだんだん出

てくる。非常に有名な選手が出ると、そのスポーツが盛んになるというのがあるわけですよ

ね。そういうところに行くと、ましてや伊豆半島の中でもそうですし、東伊豆町の中でもそ

う。素質を持った子供たちも僕はいると思うんだよね。でも、指導者に恵まれないと花が咲

かないというのは、自分もそういう、申しわけないけれども、体育系だから非常に思うのは、

恵まれた指導者が欲しいなと思うのがあるわけですよね。だから、そういうものに対してこ

ういう成果表なんか見ると、そういうところに、先ほどボランティアでやっている人に失礼

だよという形は踏まえてわかっているんだけれども、そういう道も開けないかなと思ったり

するんだけれどね。答弁はいいですよ。これ無理な話だから。 

○１２番（居山信子君） 私伺いたいのは、このたび子供たちの学力テストですよね。それが

昨年は公開をされていないという中で、県の中での当町の位置づけ、教育関係の皆さんは御

存じだったとは思うんですけれども、それを受けた中で、今回この25年度の予算をちょっと

考えているんですけれども、そういう意味での何か協力的な支援が必要だということでこの

予算に計上されていたのか、いないのかということを、時期的になかったのかなというふう

にちょっと坂田局長になられてですもので、もしわかる範囲内で時期的にこれに入れるには

予算が遅かったのか、あるいは必要がなかったのか。そしてまた、このたびも今回は発表さ

れる中で、やはり当町の小学校、稲小のやはり子供たちの学力というものがちょっと心配な

状況が、かねてから心配なんですけれども、やっぱりなというふうな状況がある中で、その

辺をちょっと伺いたいというふうに思いますけれども、これに反映されているのかいないの

かということを、まず伺いたいと思います。 

○教育委員会事務局長補佐兼学校教育係長（村木善幸君） こちらの数字にはあらわれてきま

せんが、各町村のほうに現在指導主事という先生が配置されております。賀茂地区につきま

してはなかなか予算的な部分がありまして、配置されてない現状でしたが、ちょっとすみま

せん、25年度の決算なんですが、今年度から指導主事の先生が県費で配置されてます。現在

先生がこちらに来て、各学校の教育にかかわる先生方の指導ですね、そのような指導を行っ

ておる現状です。それで、こちらの決算書のほうの数字にはなかなかあらわれにくいんです
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が、正規の先生以外に、支援員という形で１人の正規の先生だけではなかなか手が回らない

部分がありますので、各学校に必要に応じてそれぞれ支援員という形で講師の先生等を配置

して教育に当たっていただいています。それが現在の状況です。 

  以上です。 

○１２番（居山信子君） それでは、この25年度の予算には反映はされていなかったけれども、

26年度の中で今賀茂地区の指導主事ですか、そういう方々が配置をされて教育の取り組みを

してくださるというふうなことで、その皆さん方に期待をしたいというふうに思います。 

  あと、子供たちの日常生活等、今大変難しいこういう時代に、自宅に帰ってから子供たち

がどんなふうに過ごしているんだろうか。また放課後児童クラブ等を利用している子供たち

はそれなりの指導員の皆さんの手も入ってくるわけですけれども、やはりトータルで教育力

を向上させていくということが町の課題かなというふうに思いますので、今後もやはりこの

教育関係につきまして、私どもは改めてまたさまざまな観点でみんなで総力を挙げていく必

要があるんではないかなというふうに感じました。別に御答弁はいただかなくても構いませ

ん。ありがとうございます。 

○７番（栗田成一君） 128ページの一番下に防災ヘリコプターの運航連絡協議会負担金とあ

るんだけれども、この中身は、金額がどうのこうのと言うんではなくて、こういう協議会と

いうのはどういう話というか、どういう内容の協議会か、ちょっとわかったら教えていただ

きたい。 

○消防本部消防長兼消防署長（久我谷 精君） 防災ヘリコプター運航協議会の負担金につい

て御説明をいたします。 

  これは県の消防防災ヘリコプターに係る各市町の負担金でございます。内容につきまして

は、ヘリコプターの運航や整備にかかる経費は県が負担しております。このヘリコプターに

搭乗して救助に当たる市町から派遣される隊員の人件費相当額を、33の市町で負担している

という内容でございまして、総額6,065万7,000円から県の負担金を差し引いた額を33の市町

の均等割17％と人口割83％により算出したもので、当町の金額がそこに記載のとおりという

内容でございます。 

  以上です。 

○７番（栗田成一君） この予算がなぜ計上されているかは十分わかりました。ただ、内容と

いうか、この協議会の中では、こういう場合については利用できるけれども、こういうとき

はだめだよとか、そういうようなことがその協議会の中では協議されたり何かしているんで
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すか。そういうふうに利用したいというときに。 

○消防本部消防長兼消防署長（久我谷 精君） 協議会は、あくまでも航空隊の運航方法であ

るとか隊員であるとかというものを協議する内容でございまして、実際県が行っている事業、

防災ヘリコプターの運行であるとか、それに係る業務に当たっては県のほうで行っていると

いう内容でございますので、各市町がそれに対してどういった負担金等を支払っていくのか

というものを協議する内容でございます。 

○委員長（内山愼一君） ７番、よろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） 164ページの青少年の主張大会の７万2,000円というのがあるんです

けれども、この金額のことでなくして、僕なんかも主張大会を聞かせていただいたりするん

ですけれども、今回も一般質問の中でもなされたと思うんだけれども、ここで発表していく

子供たちの思いとか、そういうのが過去もずっとあるわけなんですけれども、聞いていて去

年だっけかな、今年やったっけか。 

（「今年はまだです」の声あり） 

○１０番（鈴木 勉君） 今年はまだだよね。去年聞いたときに、心の貯金とかなんとかとい

う、ああいう子供が発表したりというものがあったんだけれども、ああいう何か子供たちが

訴えていく、主張していく内容性というものについて、町としたら、それを活用するとか参

考にして啓蒙運動をしていくとかという、そういうものについては今まで活動してきたんで

すかね。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 一応毎年冊子として子供らは毎年11名ぐらいの子らに

発表していただきます。それを冊子として作成し、会場に来ていただいた方々にお配りさせ

ていただきます。それをさらに一応我々の内部資料ということで、どういったことが書かれ

ていたかというのは歴代残してあるわけなんですけれども、それらについて町長ももちろん

それについてはお持ちなんですけれども、それが政策に生かされたというようなところまで

はちょっとできていないのが現実かとは思いますけれども。 

○１０番（鈴木 勉君） はい、わかりました。非常に実効性にそれがどこまでこうと言うの

ではないけれども、やはり物を考える大人の中でも、やはり昔で言う背負った子供に道を教

わるとかなんとかということわざがあるみたいに、やはりああいう小さい子供たちの目線の

中でも、すごくいいことを、大切なことを言っているなという僕らも共感を覚えるものもあ

るもので、やはりああいう主張する子供たちの意見も十分に反映できるようなまちづくりに

していっていただきたいなと思うんだけれどもね。 
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○委員長（内山愼一君） 答弁はよろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） 答弁は。今度質問のほうにいきます。 

  ごめんなさい、ページ数のここの奨学育英金、これ172ページと、それから成果表のほう

の155ページを見ると、ちょっとこの内容が私、質問する部分がちょっとぼけるのかなと思

うんだけれども、ここの数字の違いを教えていただきたいんだけれども、これは何かな、80

人の利子補給が150万なされているんだけれども、成果表の155ページに。それで、今度本当

のほうの教育費のほうの172ページには、奨学金の事業貸付事業として計上されているのが

300万のお金が計上されているんだけれども、これのごめんね、教えていただきたい。 

○教育委員会事務局長補佐兼学校教育係長（村木善幸君） 利子補給と奨学金というのは別の

制度になります。まず、利子補給につきましては、それぞれが借り入れたものに対して利子

の一部を補給するというもので、要綱のほうに要件がありまして、借り入れ先が株式会社の

日本政策金融公庫、こちらから借り入れた教育資金に対して利子補給を５年間、利子の

1.2％分を補給している内容です。成果表にあるとおり、平成25年度は80人に対して利子補

給を行っています。 

  もう一方、育英奨学基金につきましては、こちら町の基金を原資に貸し付けを行っている

もので、基金の原資が3,600万円ぐらいあります。そちらを活用した中で、限度額が一時金

50万とか、少なくて３万とかあるんですが、審査をした中で貸し付ける制度となっておりま

す。こちらの決算書に出ている内容につきましては、基金を原資としておりますので、貸し

付けにつきましては基金から取り崩さなければならないということで、結果的に25年度はな

かったんですが、こちら169万4,000円につきましては、貸し付けたものに対しまして返済を

していただいております。10名分から返済していただいたものを基金にまた積み立てるとい

うことで、こちらのほうに予算計上して支出している内容になります。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） 10番、よろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） ２つの違いは……ごめんなさい。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 今、育英基金の積立金ですが、これは決算書の歳入40ペ

ージをごらんください。 

○１０番（鈴木 勉君） 昨日のほうへ戻るということね。歳入。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 歳入歳出で言わないとわからないと思いますので、歳入

の40ページの真ん中辺に育英奨学金貸付金返還金というのが同額の169万4,000円ありますの
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で、これが貸した場合はここに返ってきているお金なもので、これをまた基金に戻して積ん

でいるというふうな内容です。それが今教育委員会の係長から説明があった10名分という形

になります。 

○１０番（鈴木 勉君） わかりました。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） ２つの今説明は十分理解したんですけれども、今の話の中で25年度

の利用者はゼロだというお話があったような気がしたんだけれども、その点についてちょっ

と触れさせてもらいたいんだけれども、僕たちは、今ほかのところから制度的なものを借り

て、その利息は補給しましょうとしてやってくれているというのが、この成果表の80人の人

たちの金額だと思うんだけれども、町のほうが用意している育英資金を借り手がいないとい

う現実は、やはり反省しなければいけないのかなという気持ちがあるんだけれども、そこら

辺の貸し付けの仕方に工夫というのか、何かもうちょっと一工夫がないと、せっかく町が持

っているそういう資金を借りることが難しいのか、もしかしたら利息がほかよりも高過ぎる

のかわからない。そこら辺わからないんで、何か原因があるのかなと思っているんだけれど

も、その点についてはどう。 

○教育委員会事務局長補佐兼学校教育係長（村木善幸君） 以前には、この特別委員会の場で

指摘がございました。まず、金額的な問題、それと制度的な貸し付けの内容、その辺検討を

いたしました。まず、金額につきましては県内と、あと近隣の町を調べた中で、特にうちの

町が低いという数字ではございませんでした。伊東市が２万円、ほかの町村軒並み２万、１

万5,000円もありました。一時金も、うちは50万あるんですが、ない町もあります。ですの

で、その辺はうんと研究する余地があると思うんですが、原資の問題もございますので、そ

の辺が妥当ではないかという一応判断を下しております。それと、貸し付けにつきましては、

やはり町の公金を貸し付けるものですので、やっぱり成績表と必要最低限なものはいただい

ていますので、これにつきましてもほかの町とほとんど変わらない状況です。 

  そういった現状ですが、貸し付けがない中で、教育委員会としましても募集は規則上４月

末までやっていますが、町長と協議して、貸し付け期間を１カ月延ばしたり、あとは広報な

りホームページで募集をかけた中、一応26年度につきましては申請者がありました。これを

きっかけに今回も大分問い合わせの高校生が来ていますので、今後増えるように、なお一層

の努力をしていきたいと思います。 

○１０番（鈴木 勉君） はい、ありがとう。 
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○委員長（内山愼一君） どうもありがとう。 

○６番（藤井廣明君） 消防の関係で136ページに、これは大きく予算をとった内容なんです

けれども、行政無線等の非常通信手段、そういう設備の維持管理をこのデジタル防災行政無

線システム共同整備監理委託料と、それから、その先の15番でデジタル防災行政無線システ

ム共同整備工事ですか、こういったもの。それから、デジタル無線機、機器そのものがある

わけですけれども、これは今までの方式と全然違ったものにするということでしょうか。そ

うしますと、それにおいてどんなふうなメリットがあるか。完全にしなければならなかった

ということなんですかね。その辺の説明をちょっとお願いしたいなと思うんですけれども、

どうでしょう。 

○総務課参事（竹内 茂君） このデジタル防災行政無線につきましては、国のほうで、ある

程度アナログからデジタル無線にしなさいということで今回整備をいたしました。これにつ

いては前々から全協等でも御説明してございますが、県と共同利用で移動局、要は同報無線

ではなくて移動局、要は災害現場に持っていく携帯型の無線機等の配備をしたところでござ

います。単独でいきますと大体４億から５億かかるものが、大分今回の整備で１億数千万の、

要は支出の抑制につながったというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） ６番、よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） 細かいことですが、周波数なんかは全然違うものなのか。 

○総務課参事（竹内 茂君） 周波数は全く違います。アナログの場合については400メガ帯

なんですが、デジタルについては260メガ帯という国のほうで定められた周波数になります。 

  以上です。 

○６番（藤井廣明君） はい、了解です。 

○委員長（内山愼一君） ６番、よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） はい。 

  続いて、同じページで恐縮なんですけれども、136ページの中で、もう少し下のほうで防

災施設等整備事業というのがあるわけですよね。それは異存ないんですけれども、その下に

祭祀料と書いてあるんですけれども、これはその施設をつくるときに神主さんなどが来て祝

詞あげるというようなよくあることかなと思うんですけれども、これ大丈夫なんですか。今

の憲法上の、なかなかこれはうるさい条項になりませんか。 

○総務課参事（竹内 茂君） これまでも、消防の蔵置場をつくったりとか、そういうときで
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も祭祀料というのは、町の施設をつくるときには祭司料というのは支払われていると思いま

す。今回につきましては、片瀬地区防災センターと、あと北川地区防災センターの竣工式に

かかった祭祀料という形で支払いをさせていただいています。その政教分離の関係だと思う

んですが、今までの中で支払われておった中で、特に問題等が出ていないと思いますので、

前例に倣ってうちのほうが支出している内容です。 

  以上です。 

○６番（藤井廣明君） だといいですけれどもね。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） はい。 

○１２番（居山信子君） それでは、何点かお伺いしたいと思います。 

  ただいまの関連でやりとりを伺う中で…… 

○委員長（内山愼一君） ページ数言ってください。 

○１２番（居山信子君） いや、先ほどの藤井さんの質問の関連でございます。さまざまな建

物ができたときの祭祀料ということで、ずっと慣例で町は来ていることかというふうに思い

ますけれども、これは周辺の市町を見たときに、同じような形で行われているのかどうか、

そこのところを御理解なさっているのかどうなのか。この場合には６万円の受け状がされて

いるわけですけれども、時に神様に乗り、時にまた大川の消防の施設ができたときには、あ

れは仏式だったと思うんですけれども、そういう形でやっているかというふうに思うんです

が、同じようにどこの市町でもそういう形で何かおはらいというような感じのセレモニー的

なことをやっぱりやっているのかどうなのか、ちょっと伺わせていただきたいというふうに

思いますのが１点でございます。136ページの関係で伺うということです。 

  続きまして、今ここに138ページにあります災害に備えた安心・安全なまちづくり事業と

いうことで、２億7,350万というようなことでここに記載がされているとおりなわけですけ

れども、建物が設置される場所が、結局片瀬等を見ていきますと、やっぱり津波の浸水区域

ということにはなっていない。そうですか。それならばやむを得ないかなというふうには思

うんですけれども、今後稲取、東町もというようなことでのお話もちょっと出てくる中で、

やはりせっかくのものを建てても、そういう危険区域に建てたんでは何もなりませんもので、

この辺のところ、災害に備えた安心・安全のまちづくり事業ということで計上されている、

この根本的な考え方がしっかりそういうふうに吟味されて推進をなされているのかどうなの

かということを、確認の意味でお伺いを、あなたに聞くのか、どこか。それぞれ、あなたね、
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もうきょろきょろするから誰か伺いたいと。 

  では、最初に、その祭祀料のほうの関係。 

○総務課参事（竹内 茂君） 祭祀料につきましては、支払いの状況等は各近隣の市町に確認

はしてございません。ただ、要は起工式、それから竣工式を県におきましても、先ほど稲取

の派出所ができたんですが、そういう形で県でも行っておりますので、そういう儀式的なも

のは行われていると思います。ただ、今言いましたように、近隣の市町で祭祀料の支払いに

ついては調べた経緯はございません。 

  それから、災害に備えた安心・安全なまちづくり、これは再三全員協議会でも御説明させ

ていただきまして、国交省の事業でありまして、津波対策という名目のもとに今回整備をし

てございます。その中で、当然これは建物をつくる場合については浸水区域外につくるのが

基本となっておりますので、基本的にはそういう危険を回避したところに設置をするという

ふうな方向づけで計画を上げておりますし、事業を推進しております。 

  以上です。 

○１２番（居山信子君） そうしますと、現状、東町の方なんですけれども、あの東の公民館、

たしか11か12メートルだったと思いますけれども、さまざまな第４次の被害想定とかなんと

かいろいろ出てきておりまして、津波が何メートルとかというのはいろいろ出てくるたびに

ちょっと変わってくるわけですけれども、あの東町の場合には参考までに、もしあそこにあ

のまま建てた場合に、この国交省の条項に外れるというようなことがないのかどうなのか。

あそこに建てても大丈夫なのかしらという、今ちょっと区民の中でも話題に上がっておりま

すので、お知らせいただきたいと思います。 

○総務課参事（竹内 茂君） 計画で、うちのほうで今国交省に上げている内容でいきますと、

現状の場所については11メートルで、今南海トラフ第４次被害想定が出ています津波高にお

きましては、東のほうで大体９メートルという想定になっております。ですから、浸水区域

外に一応今のところ公民館に関しましてはなっておりますので、その場所に建てることは可

能だというふうに考えています。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） 12番、よろしいですか。 

○１２番（居山信子君） 結構です。 

○６番（藤井廣明君） 教育関係で140ページですね。語学指導委託事業というのがあるかと

思うんですが、これは多分外国の方を雇っている、今までもやってきた事業かなと思うんで
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すが、これ例えば具体的に何人で、その任期はどのぐらいかとか、教えていただけますか。 

○教育委員会事務局長補佐兼学校教育係長（村木善幸君） ただいまの御質問ですが、成果表

の142ページのほうに４番（２）ということで、これの資料です。ＡＬＴ派遣事業というこ

とで、回数等につきましてはこちらのほうで説明をさせていただきます。 

  現在、お願いしている英語指導助手につきましては、２名の方にお願いをしてございます。

それぞれ年間委託契約を結んだ中でお願いをしているということです。 

  以上になります。 

○６番（藤井廣明君） それでわかったんですけれども、これは国際化とか、あるいは町なか

でもいろいろ外国の観光客を呼ぼうとか等々の動きがある中で、以前によく来てくださった

方に町の社会教育なんかにも出てもらって、語学なんかを教えていただいたような経過もあ

るはずなんですよね。そういったことに例えば本人にお願いして、町のそういったものをや

っていただくようなこともちょっと考えられないかどうかということはどうでしょうか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） すみません、私が今知り得ている限りの情報では、過

去にそういった事業が行われているのかもしれませんけれども、それを外へ発揮できるとい

ったような方が育っているという情報を得ておりませんもので、その辺はちょっと難しいか

なと。ただ、生涯学習の講座の中で近隣にそういう方々がいれば、１つは初心者の中国語教

室なんていう講座を打っているんですが、それは地元の方に講師をしていただいたりだとか、

ですから、そういった人材が確認できれば、そういったことに大いに力を発揮していただき

たいと考えております。 

○６番（藤井廣明君） 了解です。 

○１２番（居山信子君） すみません、それでは、教育費の関係を伺いたいというふうに思い

ます。 

  すみません、ちょっとお待ちください。やってくださる。今ちょっと閉じてしまって。 

○１０番（鈴木 勉君） では、いいですか。先に私のほうをやらせてください。 

  ページ数というのはちょっと無理なんだけれども、教職員の健康管理に対する人間ドック

の補助金だとかというのが計上されているんだけれども、本当に皆さん方にも健康には十分

気をつけて頑張っていただきたいという思いは同じなんですけれども、こういうところで計

上されている負担金で、十分先生たちの健康管理が賄えたんですか。どうですか。不足する

ようなことなかったですか。 

○教育委員会事務局長補佐兼学校教育係長（村木善幸君） 先生という捉え方でよろしいでし
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ょうか。児童…… 

○１０番（鈴木 勉君） 職員全員の話です。 

○教育委員会事務局長補佐兼学校教育係長（村木善幸君） 全員ですか。それぞれ児童の指導

の先生につきましては、法定によりまして一応健康診断というものが定められてありますの

で、それに基づいて実施をしている内容でございます。もちろんその結果によりまして、悪

い結果が出る方につきましては、学校医もございますので、そういった個別の一応相談とい

うか、対応はさせていただいている状況です。 

○１０番（鈴木 勉君） 予算が足りなくて、もう少し健康管理をしたいんだけれどもとかと

いう、そういうことは起きなかったんですかね。それは大丈夫でしたか。 

○教育委員会事務局長補佐兼学校教育係長（村木善幸君） 必要な経費につきましては予算要

求をして、全ていただいていますので大丈夫です。 

○１０番（鈴木 勉君） はい、わかりました。 

  では、もう１問。136ページの一番下にあります防災用の器具備品というこの560万につい

てですけれども、よろしいですか、竹内参事。この内容はどういうことかちょっと教えてい

ただきたいんです。 

○総務課参事（竹内 茂君） 成果表の12ページをごらんください。一番下の表になります。 

  成果表の12ページの一番下の整備した資機材主なものという形で翌13ページも載ってござ

いますが、防災倉庫、これは東区にプレハブの倉庫を整備しました。それと投光器、それか

ら発電機については町のほうの倉庫に配備をしてございます。あと防災用システムのパソコ

ン、これは県が富士山システムというのを運用しているものですから、それが扱えるパソコ

ンを導入してございます。それと、自主防に配備した衛星携帯電話、これを購入している内

容でございます。あと各地区に、要は街頭等に置いていただいている消火器、これは各地区

に古くなったものを入れかえるということで配備をしてございます。 

  以上です。 

○１０番（鈴木 勉君） はい、わかりました。 

○委員長（内山愼一君） 12番、よろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） はい。全然ページ数が違うんだもの。 

○１２番（居山信子君） それでは、何点かお尋ねをしたいと思います。 

  せっかく図書館のほうで館長が来ておりますので、お伺いをしたいと思います。 

  成果表にありましたら、成果表のどこにあるよと言っていただけるとありがたいと思うん
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ですけれども、当初建設当時から移動車を走らせてというようなこともあったわけですけれ

ども、現状では稲小の中にミニ図書室があるというふうなことで、私は子供たちの学力の差

が大変心配にはなっていたんですけれども、熱川小の子供たちはただいまという感じで図書

館の中に入ってきて、とても教育環境としては恵まれているなと。お母さんとかと待ち合わ

せとかということではありましても、やはり家の中に本がないというのは文化がないような

ものだというふうに言われるごとく、やはりそういう環境というものによって子供たちの学

力が向上するということになりますと、これは当然差が出てきて当たり前かなというふうに

は思うんですが、もしここでわかりましたら、運営上、子供たちの利用の状況は、小学校の

子供たち、熱小、それから稲小、ミニ図書室のほうの現状と、もし分析したものなどがあり

ましたらお教えいただきたい。ただ、ここで無理ならば、また後刻御報告いただくというこ

とで結構なんですけれども、本当にわずかな本の数の中で児童が本を読む。そういう学力に

対する意欲が湧くのかなと。本離れとかというようなことも指摘はされておりますけれども、

やはり今読み聞かせというようなことが子供たちだけでなく、高齢者の認知症の予防とかに

も大変いいということで、11月には講座も図書館で開催してくださるというふうなことも伺

っている中で、やはり図書館にある紙芝居、それから大きな文字の本、そういうものを高齢

者初め、それから小中の子供たちにも触れていくような、そういう機会をやはり持っていく

ということが必要ではないかなというふうに思いますもので、その点、もし無理でしたら後

でということでも結構でございますが、稲小、それから熱川方面、稲取方面の小学校の子供

たちの利用状況ということが伺えればというふうに思います。それが１点でございます。 

  ２点目には、これは166ページでもお伺いをしている図書館施設整備の1,190万という内容

でございますが、その上の旧稲取灯台の管理業務委託料ということで、これは78万9,600円

予算が使われておりますけれども、シルバー人材センターへの委託ということで、先ほど担

当がいない中でちょっと問題提起をさせていただいております。シルバーの皆さんが大変よ

くやってくださっていて、草取り等、またしてくださっているのはよくわかっておりますが、

せんだって土日に開館しているということで、時々伺いますときに、雨の後、ちょっと風で

もって竹が刺繍館のほうに倒れている状況で、多分あれはもう直してくださっていることか

というふうに思いますけれども、委託をした先でさまざまな事情があったとしても、私は願

わくば、たしか９時から３時というふうに聞いておりますので、その時間帯は必ず人がいて

ほしいなというふうに思うんです。 

  ２回行きましたけれども、２回とも留守だったものですから、完全にエアコンが故障して
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いる大変暑い中で無理ないなと。もしかしたら御自宅に食事に帰られたかなというふうにも

思ったんですけれども、ちょっと作品を数えますと、122点あるんですが、ひょいと誰かが

持っていっても、すぐにはわからない状況にありますもので、その辺の管理が大変心配です。

そこも含めて今後その委託する上で、また担当課としてどのような配慮をしてくださるのか、

今のエアコンの問題。水道の問題は、この間局長にもちょっとお話を耳に入れましたように、

それは戻っておりまして、水道もちゃんと出るようになっておりましたけれども、エアコン

の関係。 

  それと、今後あれを維持管理していくのに相当やはり今後も費用もかかり、する中で、あ

る程度まとまったお金があるものですから、このお金の使い道を今映画製作を支える会の皆

さんで検討をしておりますが、ぜひ町も含めた上で今後の委託あるいは管理というようなこ

とで検討をしていただくようになっていくんではないかなというふうに思いますので、その

点をちょっと伺いたいというふうに思います。 

  もう１点でございますけれども、164ページの中にあります学校支援地域本部事業という

ことなんですが、この事業について私も社会教育委員ですので、あらあら事業の内容は私も

承知をしております。皆さん大変よくやってくださっているというふうに理解をしておりま

すけれども、さまざまな支援の方法があるかと思いますが、今回の子供たちの学力の向上と

いうようなことにつきまして、この地域支援本部というようなことでの取り組みがどのよう

に活用されているのか、活用してこられたのか伺えればというふうに思いますし、もしそれ

が既に実施されているんでしたら、今後もさらなる皆さんの御支援をいただきながら、子供

たちの安心と安全と、そして学力の向上に何としても寄与していただきたいというふうに思

いますもので、この点お伺いをしたいというふうに思います。 

○委員長（内山愼一君） 今３点ほど質問がありましたけれども、順次お答えください。 

  図書館のほうから利用状況。 

○教育委員会図書館係長（内山淳子君） 居山議員さんの質問に対しまして、成果表の152ペ

ージの中ほどより各下に、ただ、これは一般と児童と両方合わせた数字を載せてありますの

で、後ほど児童だけというのをお知らせしますが、現在、利用状況としましては、本館が貸

し出し冊数５万9,938冊で、稲取小学校の前にありますミニミニ図書館が1,823冊、これは一

般も含んでいる数であります。 

○１２番（居山信子君） ５万9,938…… 

○教育委員会図書館係長（内山淳子君） 冊の貸し出しになります。 
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  下にある視聴覚は本館が9,774点で、稲取のミニミニ図書館が168点、延べ利用者数、これ

は１回でも貸し出しした人なんですが、本館は１万6,224人、稲取ミニミニ図書館は3,681人

と、やはり奈良本地区にあるとうい関係で、奈良本の貸し出しのほうが多い状態になってい

ます。児童と一般を分けた統計はあるんですが、今稲取地区の児童、熱川地区の児童という

ふうにちょっと分けたのは、図書館に戻ればありますので、後ほど御報告いたします。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ２点目の旧稲取灯台の管理に関してなんですが、一応

居山議員さんからおっしゃられましたとおり、シルバー人材センターのほうへお願いし、灯

台、あと旧萩原邸の周辺の草刈り、さらに土日の萩原朝子さんがつくった刺しゅうだとかご

ざいますので、その辺の一般への参観といいますか、そういったことをシルバーのほうへお

願いしております。それで、施設の中の備品等についての補償だとかそういったことについ

ても、我々のほうでちょっと確認はしておりますが、水道についてはちょっと直した状況な

んですが、エアコン等についてはちょっと修繕をしなければというところなんですが、そこ

ら辺は行うようちょっと努めて進めておりますので、御承知おきいただいきたいと思います。 

  続きまして、学校支援の関係なんですけれども、一応当町では学校支援地域本部事業とい

うことで、ボランティアの方々に町内各大川小、熱川小、稲取小について放課後の子供たち

の見守りというようなことで実施しております。それは各学校からの要望などもありまして、

大川小学校については毎週水曜日の子供たちの見守り、熱川小学校については月、木、金で

すかね、そこら辺でちょっと不審者と思われる方が数年前より出ておりまして、その辺の見

守り活動で、最後に稲取小学校なんですけれども、居山議員から学力の向上を目指したとい

うようなことがありましたが、そこまでのちょっと支援はできないかと思います。ただ、稲

取小学校ではそういった宿題だとか、そういったことを見るという学習、サポートといいま

すか、先生方につくっていただいたドリルだとか、そういった宿題だとか、それを１教室を

使って行い、そこにボランティアの方々が入って、ちょっと面倒を見るというような活動は

行われております。 

  以上です。 

○委員長（内山愼一君） ありがとうございました。 

○１２番（居山信子君） 今、図書館のほうからの御報告もいただきまして、また改めて成果

表を見ていく中で、図書館の歴史が、あれは平成４年でしたかしら、ちょうどもう20年過ぎ

て非常に内容も充実をし、そして職員の皆様の資質も向上していることで、大変充実をして

いるというふうに思います。これをさらにどう生かすかというふうなことで、かつてシニア
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クラブでは大きな紙芝居を館長のほうからアドバイスをいただいて、例会で皆さんに見てい

ただいた経緯がございます。活用するものがたくさんありますので、今後もさまざまなイベ

ントでそういうようなものを活用して、有効に皆さんに使っていただくということを心がけ

ていただきたいというふうにも思います。 

  あと、それでは、数字につきましては後刻報告をいただくことにいたしまして、あと灯台

のほうの関係を、今局長から御報告をいただきました。エアコンについてはちょっと検討し

ていただけるということでございますし、また、今後大いに町の観光のためにお役に立つよ

うに、私ども支える会というものもつくって活動を進めておりますもので、萩原朝子さんが

６月25日にお亡くなりになりましたもので、その志を受けて、大いに支えていきたいという

ふうに考えております。 

  あと、学校支援のほうの関係では、今御報告がありました大川小、熱川小の取り組み、さ

らに稲小のそういう宿題を見ていくというようなこと、学習のサポートとか、そういうよう

な努力が、今回昨年よりも少し成績が上がっているんではないかなというふうに思います。

やはりもう真剣に親が、また教育関係者が取り組んでいく中で、子供たちはやっぱり伸びる

芽はたくさん可能性を秘めているわけですので、私たちが子供たちに期待を、そしてまた希

望を与えながら励ましながら、学力の向上をまず大人の私たち自身のレベルの向上を図りな

がら、教育力にあふれた、そういう子供たちをつくり上げていってほしいというふうに思い

ます。そういう点で何か御答弁がいただけるんでしたら、いただきたいというふうに思いま

す。 

○委員長（内山愼一君） では、答弁ないそうですから。 

○１２番（居山信子君） はい、結構です。 

○６番（藤井廣明君） これは全般的なことで何ページというふうにちょっと言えないんです

が、教育関係で、これは先般発表されたうちの町の小学校、中学校の算数、国語等の成績が

余り芳しくないということで、ちょっと心配しているわけなんですけれども、これは今年度

の決算なんかを見ますと、かなり減額しているわけですよ。教育費自体がね。これはどうい

うことで減額しているのか。そんなこともあって子供たちにしわ寄せでも行ったんではない

かなと思うんですけれども、成果表の中の17ページに決算の総務でまとめてくれていますけ

れども、教育費が金額的にも昨年度よりも減額するし、パーセンテージでも10.7％ですか、

減っているという点で、これは本当に教育なんていうのは、これからの子供たち、この町を

しょっていくところで一番重要なところではないかと思うんですけれども、そこが減額され
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ているということで、これに関しては教育委員会なんかが、この原因なんかはどうなってい

るのかなということで、ちょっとお教えいただくと助かるんですけれども。 

○委員長（内山愼一君） ちょっと今の質疑については大きな問題ですから、答えられる範囲

で結構です。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 予算の中での減額の主な要因としては、やはり工事費

だとか修繕費だとか、そういったものが例によって行われるもの、行われないもの、そうい

ったところでの金額での差が大きいかと思います。子供らの事業に関する費用とかについて

は、こういう数字にはちょっとあらわれにくいところなんですけれども、やはり町が厳しい

状況であるというところの中で、何もかも修繕ができるというところはやはり間違った考え

方かなと思いますので、我々のほうも我慢できるものはしというようなところをやって取り

組んでおります。また、稲取小学校の体育館だとか、そういったところの差とかそういった

ものが大きいかと思いますので、御承知いただきたいと思います。そのように認識しており

ます。お願いします。 

○教育委員会事務局長補佐兼学校教育係長（村木善幸君） 24年度と25年度比較で4,900万ほ

ど減額となっておりますが、24年度は稲小の備蓄倉庫を整備してございます。その事業費が

多額でございましたので、その影響がこの数字にあらわれているのではないかと思います。 

○委員長（内山愼一君） ありがとうございます。 

○１０番（鈴木 勉君） 図書館のほうで１つだけ聞きたいんですけれども、166ページに施

設警備委託料５万6,700円というのが計上されているんですけれども、これの内容と委託先

を教えていただけますか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 図書館のこの施設警備委託料ですが、夜間などの警備

ということでセコムさんに委託をお願いしております。 

○委員長（内山愼一君） 10番、よろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） いやいや、まだまだ。もう１回させてください。今度この平成26年

度の補正で防犯カメラの設置というのが議会でも可決されて通ったんですけれども、もし間

違っていたら後で訂正してください。非常に今世間的にも新聞の中で出てくる不審者に対す

る防備をやはり図書館の中ではどうしていくのかなという形の中で、今度防犯カメラを設置

しようという話になったと僕は理解しているんだけれども、そういうことに対しては、この

平成25年度のそういう予算を執行する中では、やはり思いつかなかったのかなという点を聞

きたいんだけれども。 
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○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 平成25年度の段階では、やはりそこまでのちょっと考

えはなかったというのは事実なんですけれども、この25年度の予算は、あくまでも図書館が

無人になったときの警備というところでセコムをお願いしております。このころから少しず

つちょっと不審者というものがあらわれ始め、本年に入り３月、６月、８月と、そういった

ことが起きましたもので、その抑止のためにもということで防犯のカメラ設置を補正でさせ

ていただきました。 

○１０番（鈴木 勉君） もう１問、最後です。 

  図書館のほうは一応防犯カメラの設置場所については説明を受けたつもりでいるんですけ

れども、今度小中学校、幼稚園からの全般にわたっての話なんですけれども、この東伊豆町

の中には、非常に町の中には商店の中によく都会のところに行くと結構防犯カメラがあって、

犯罪が起きると、それを利用してとかと、犯人の追跡をするとかとあるんですけれども、こ

の町にはそういうシステムを備えた場所というのはないわけで、ほとんど皆無に等しいんで

はないですか。そういう中であの広い校庭や教室だとか学校を管理していく教育上の問題の

中で防犯カメラというのは非常に経費がかかるんだけれども、監視カメラというものの設置

とか、そういうことについては、去年の予算の中には入ってないんだけれども、考え方とし

たら、要望していくとかというような気持ちはありますか。子供たちの安全を守るために、

聞いたら防犯カメラというのは非常に経費がかかるんだけれども、自分のところのテレビで

職員室で見ていく監視カメラ、危ないところなんかを監視できるとか、そういうものの設置

とかというんであれば、もっとお金もかからないんではないかなという気持ちがするんだけ

れども、その必要性についてはいかがですか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 現段階では、幼稚園、小学校、中学校等で、鈴木議員

のおっしゃられることもわかるんですけれども、そのような報告はございませんもので、先

生方もそういったところには十分気をつけた中で学校生活が送られているものと思いますの

で、現時点ではそのようなちょっと予定はございません。 

○１０番（鈴木 勉君） 現場から要望がないものな。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） はい、結構です。 

○委員長（内山愼一君） ほかに質疑は。 

○６番（藤井廣明君） 質問というか、ちょっといいですか。短い時間です。要望といいます

か。 
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  成果表の12ページに一番上のほうに、危機事案状況というのが書いてあるんですけれども、

これは私、別にけちつけているわけではなくて、心配しているわけで、これでいいのかなと

思うんですけれども、４行目に、また人的災害の危機事案として国民保護法に基づく北朝鮮

によるミサイル発射への対応を図ったというふうに書いてあるんですが、これ具体的に国名

なんかを入れてしまうと、ちょっと対外的にまずいことになるのではないかなという気がす

るんですけれども、その辺は国民保護法という法律の中には、まさかこういった言葉はない

と思うんですよ。これは具体的に国を想定してしまってこういうふうに入れると、一応これ

も公文書扱いになると思うんで、対外的に非常に大丈夫かなという気がするんですけれども、

その辺どうでしょうか。老婆心で言うんですが。 

○委員長（内山愼一君） 今のことは６番議員から質疑ではないということを言いましたから、

質疑でないということで。 

○６番（藤井廣明君） では、雑談でも。 

○委員長（内山愼一君） だから、一旦休憩の中で。休憩しますから、その中で発言をお願い

します。 

○６番（藤井廣明君） 了解。国名入れるの絶対まずいと思うよ。 

○委員長（内山愼一君） では、質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） なかったら、第８款と第９款の質疑を終結いたします。 

 

休憩 午後 ３時３８分 

 

再開 午後 ３時５０分 

 

○委員長（内山愼一君） それでは、時間が経過したので、次の質疑の対象を第11款の公債費

から12款の予備費までといたします。 

  質疑ありますか。 

  ページ数は175ページから178ページですね。 

○１２番（居山信子君） すみません、少々休憩をとっていただけますでしょうか。 

○委員長（内山愼一君） 休憩します。 
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休憩 午後 ３時５１分 

 

再開 午後 ３時５６分 

 

○委員長（内山愼一君） 休憩を閉じて再開いたします。 

  質疑はありませんか。 

○１２番（居山信子君） すみません、お伺いをしたいところがございます。 

  まず、21ページ、成果説明書を見ていきますと、一般会計の地方債の借入先別現在高の調

書がここにございます。これはやはり25年度の地方債の借り入れ、さらに償還元金とここに

数字が述べられて記載されているとおりかというふうには思いますし、25年度末の地方債残

高が52億8,866万4,757円。前年度の残高は50億4,598万6,202円というふうなことで、まずこ

の増加の金額について、確認の意味で御答弁をいただければというふうに思います。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 増額になりました要因といたしましては、やはり先ほど

防災のほうでも御説明いたしましたデジタル行政無線システムの整備ですとか…… 

○１２番（居山信子君） ちょっと大きい声でお願いします。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） デジタル行政無線の整備ですとか、北川、片瀬地区の防

災拠点施設の整備、また奈良本地区とか稲取地区の防災対策の代替施設などの設計費とか、

このようなものがやはり起債をしておりますので、そういうところで増加していると。ただ、

確かに今年度財政安定化でもお話ししましたが、将来負担比率が61.4ということで若干伸び

ました。確かにうちの財政状況から言ったら厳しい部分もありますが、ただやらなければい

けない仕事は当然借金してでもやらなければいけないという中で、一応今後も身の丈に合っ

たような管理をしていきたいなというふうには考えております。 

○委員長（内山愼一君） ちょっと、12番さん、今指摘してくれたように、意見書の13ページ

に、今総務課長が説明してくれた内容がありますから、22款の町債６億4,754万円、その中

で今総務課長が説明したようなことを言ってくれました。それを参考にしてください。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） ただ、この52億8,800万のうちに臨財債が28億9,141万

9,376円ありまして、これを差し引きますと、残高といたしましては23億9,724万5,381円と

いうことで、大分半分以下になってしまうと。この臨時財政対策債というのは、起債は起債

なんですが、本来は交付税としてくれるお金なんですよ。国にお金がないものですから、と

りあえず借りてくれと。20年かけて全額返します。交付税措置で戻しますよという、本来で
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あれば毎年もらわなければいけないお金なものですから、それを起債としてとりあえず起こ

して、後からいただく。そのお金が28億9,000万もありますので、それを差し引きますと、

本年度末の残高は23億9,700万というふうな金額になるということでございます。 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。 

○１２番（居山信子君） 明快なる御答弁をいただきました。ありがとうございます。 

  さらに蛇足でございますけれども、22ページの成果説明書を見ていきますと、各５年間の

町債発行額等の推移がここに記載をされております。皆様ごらんになったとおりでございま

して、町債の残高は、21年当初からしますと約８億でしょうか。増えている現状でございま

す。この間、私どもも、さまざま決算、予算ということで責任あるこの委員会の審議をさせ

ていただいてまいりましたけれども、当初は、多分21年ころは、過去の大型事業がもう償還

が終わって、非常に財政としては割とやりやすい状況になっていたことと相まって、言うな

らば3.11の大震災から国からのさまざまな事業がこの間投げかけられていて、一般財源が持

ち出しがないからというふうなことでの事業が幾つかできたということは、町にとっては大

変ラッキーだというふうに思います。 

  しかしながら、今後やはり大型事業というものがそろそろ控えております。また道路、橋、

老朽化に係るところのその修繕等を今後事業として取り組まなければならないことも当然出

てまいりますもので、そういう意味から、今後の町債の残高の伸びというものはしっかりと

やっぱり抑制していかなければ、いざ大きな災害がありましたときに、今起債の残高が約８

億でしょうか。ごめんなさい、財調ですね。財調残高８億というふうなことで…… 

（「７億です」の声あり） 

○１２番（居山信子君） ７億ですか。ちょっと８億が減ってあれですものね。繰り入れをし

ているから。そんな財調が７億数千万というふうなことでは、決してほかの市町からすると

賀茂郡下は多分最低レベルの段階はクリアできていないと思いますので、やはりその辺のと

ころを大変心配をいたしますもので、今後の町債の残高、起債ということにつきましては、

慎重にしていくべきだというふうに、また臨財債についての御説明もいただきましたけれど

も、国とても相当な借金がある中で、20年で交付税を返すというものも返ってきたらの話で、

これはもし両親が亡くなったら幾らもらえるよみたいな、そういうようなものではないかな

と思うくらいで、ぜひその辺のところ、財政担当につきましては十分なる検討をしていただ

く必要があろうかと思います。御答弁をいただければと思います。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 町債の発行につきましては、21年当時のように、発行額
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よりも償還額のほうが大きくなるような形でいくのが一番ベストと思います。なかなか厳し

い部分もあるんですが、最近の３年間ぐらいを見ますと、この中には先ほど言いました臨財

債が大体３億ぐらい入っているものですから、ですから、本来３億引くと大体25年度でも３

億4,700万に対して４億7,000万の返済ということで、本来借金が減っていくはずなものが減

らなくなってしまっている部分もあるんですが、その辺も含めまして、今後また気をつけて

借り入れにつきましてはやっていきたいと考えます。財調につきましても郡下では一番少な

いのは確かなことですから、一応財政係との話の中では、10億円を目指して何とかやってい

きたいということで話はしているんですが、なかなか国の指導のとおりにはいかないもので

すから、以上です。 

○委員長（内山愼一君） ほかはどうですか。質疑ありますか。 

（発言する人なし） 

○委員長（内山愼一君） 質疑なしとみなしてよろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） では、質疑なしとして考えます。 

  これをもって第11款公債費から第12款予備費までの質疑は終結いたします。 

  以上で支出に対する質疑を終結いたします。 

  これをもって議案第33号に対する質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時０４分 

 

再開 午後 ４時０６分 

 

○委員長（内山愼一君） 休憩を閉じて、再開いたします。 

  これより議案第33号に対する討論に入ります。 

  討論ありますか。 

（「ありません」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第33号を採決いたします。 
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  本案は原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり認定いたします。 

  以上で議案第33号に対する審議は全て終了いたしました。 

  当委員会に付託された議案に対し、委員会の総意として希望意見や要望事項がありました

ら、附帯決議を付したいと思いますが、いかがですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） 意見なしと認めます。 

○６番（藤井廣明君） 委員長、附帯つけないんですか。 

○委員長（内山愼一君） つきません。今御意見がないということですから。一応これで全部

の議案が終結して、あと附帯決議もありませんけれども。 

○１２番（居山信子君） 藤井さん、何かあるの。 

○６番（藤井廣明君） 私は先ほど一番最初に…… 

○委員長（内山愼一君） 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時０７分 

 

再開 午後 ４時０９分 

 

○委員長（内山愼一君） 休憩を閉じて、再開します。 

  今のものを正式に諮るために、もう一度６番さんのほうから御意見を言っていただいて、

それでそれを皆さんで了解をしたことにしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○６番（藤井廣明君） それでは、申しますが、我が町が先般発表された県の学力テストの結

果によりますと、成績が余り思わしくないということで町民が大変心配している。これに関

しては教育費の増額も含めて、いい教育環境をぜひ整備していただきたいということでお願

いします。 

○委員長（内山愼一君） 今、６番議員のほうからそういうふうな御意見が出ましたけれども、

どうでしょうか。 

○１２番（居山信子君） 県の学力テストとおっしゃったかと思う。全国学力テストでしょう。 

○６番（藤井廣明君） ああ、そうね。全国学力テストで県から発表されたと。県が発表した
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と。 

○委員長（内山愼一君） では、今それを訂正して、全国学力については県が発表されたとい

うことでなおして。 

  皆さん、では、それについては意見を述べさせていただいてよろしいですか。 

（「結構だと思います」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） では、皆さんの全員の了解を得たということでよろしくお願いいた

します。ありがとうございました。 

  それでは、今日は本当に長い時間、慎重審議していただきまして、意見も本当に活発に出

て、回答のほうも、職員のほうも、かなり今日の支出に対する的確な回答をいただきまして、

そういう点で本当にありがたいなと思っています。 

  また、それでは、これはまた委員長、副委員長で一応まとめさせていただきまして、26日

の金曜日午前９時30分から、皆さんにまとめたものをお諮りして、御了解していただいた中

のものをまた提出したいと思っていますので、よろしくお願いします。 

（「26日何時から」「９時半です」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） それでは、文書は今まで慣例で出してないそうですから、記録にと

どめて各自忘れないように、文書を出しませんから。 

（「26日の９時半」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） ９時半ですね。 

（「了解です」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） よろしくお願いします。 

  すみません、ありがとうございました。 

  お疲れさまでした。 

 

延会 午後 ４時１２分 
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一般会計決算審査特別委員会（第３日目）記録 

 

                   平成２６年９月２６日（金）午前１０時３９分開会 

 

出席委員（６名） 

     ２番  内 山 愼 一 君      ６番  藤 井 廣 明 君 

     ７番  栗 田 成 一 君     １０番  鈴 木   勉 君 

    １２番  居 山 信 子 君     １３番  定 居 利 子 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（なし） 

 

議会事務局 

書 記 木 村 昌 樹 君   
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開会 午前１０時３９分 

 

○委員長（内山愼一君） それでは、ただいまの出席者が６名で、委員定数の半数に達します。

よって、一般会計決算審査特別委員会は成立いたしますので、開会いたします。 

  これより直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事は、決算審査に伴う委員長報告書の検討についてを議題といたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３９分 

 

再開 午前１０時４１分 

 

○委員長（内山愼一君） 休憩を閉じて、再開いたしますけれども、今、休憩中に居山さんか

ら御意見があったように御意見は確実に入れてもらいたいということがあれば、順に言って

ください。先ほど、冒頭申し上げたように、一応毎年載っているような質疑と応答について

はできるだけ省くということと、それから成果表だとか中で載っているこの形、そういうも

のの数字もあったものですから、議会のほうとしてどうかなということがありまして削除し

た分がありますから、それらの一つ一つ、歳入から一つ一つ読みますから、ここは確実に入

れてほしいとかって御意見は十分に言ってください。できるだけ出すような形にはいたしま

すから。 

  そんなことで会議の内容だとかそういうものについて省きます。 

  まず、第２の質疑の要旨、当局の意見を交えての質疑の要旨は、次のとおりでありますと

いうことであるけれども、歳入からいきたいと思っています。 

  まず、１款の町税については、そこにある第17款の関係まで３本載せましたけれども、皆

さんの手元には皆さんから言っていた御意見についてもきちっとこの予算でそこの中で考え

ればこれはぜひ入れてくださいということがあれば述べてください。よろしくお願いします。 

  まず、歳入の関係全般でお願いします。 

○１２番（居山信子君） 委員長、休憩にしてください。 

○委員長（内山愼一君） はい、じゃ、休憩いたします。 



－115－ 

 

休憩 午前１０時４２分 

 

再開 午前１０時５１分 

 

○委員長（内山愼一君） 休憩を閉じて、もう１回歳入のほうからこれをぜひ入れたらどうか

ということの御意見がありましたら、文言についてはまた訂正をいたしますけれども。 

  ６番。 

○６番（藤井廣明君） この町税の②のものを町税の中に入れてもらいたいと思います。 

（「異議なし」の声あり） 

○６番（藤井廣明君） それと、ずっと言っちゃいますけれども、14款まで全く何もないとい

うのも、５款に株式、その他の質疑の対象となった事項で入っていますけれども……。 

○委員長（内山愼一君） 具体的に述べてください。何を入れてくれということで。 

○６番（藤井廣明君） ７款のゴルフ場利用交付金も、大幅にこれ減っているということで、

こういったものが新しい事態なのでこれ入れてもらいたいですね、７款。 

  それから、11款の地方交付税、これ今年かなり大幅に増えたんでどういうことなんだろう

という疑問があると思うんで、これも入れてほしいなというふうに思います。 

  それから、17款の財産収入の加森観光の貸付分については、これは例年変わっていないこ

とですけれども、その分担とか配分というか４区のほうにどのように行っているのかという

ふうなことをわからない人もいっぱいいると思うし、この辺もやっぱり数字的な問題ですか

ら入れておいたほうが私はすっきりするんじゃないかなと思います。 

  それから最後に、18款の寄付金に関して、これに関してはふるさと納税についてという、

こっちのその他の対象になった事項にありますけれども、これも同じようにどちらでもいい

ですから非常に関心の高い問題だと思いますので、タイムリーな意味でこれも入れてほしい

なというふうに思います。 

○委員長（内山愼一君） ６番の御意見は賜りましたけれども、あと、ほかに入れていきたい

というところのものはありますか。歳入についてですね。 

（発言する人なし） 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。もし御意見がないようでしたら、今の藤井さんの

ほうから、６番のほうから御意見があった町税の②収納率の云々、それからその次の⑦入湯
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税の関係のもの、それから11款の地方交付税、普通交付税について……。 

（「入湯税なし」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） ゴルフ場の利用税の関係、これの１だっけ。 

（「両方」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） ゴルフの利用交付税についての関係と、それから普通交付税につい

てが出されました。 

  それから、あと17款の財産収入の加森観光の貸付分についてのもの、それから18款の寄付

金のふるさと納税について、それを入れていただきたいということですけれども、どうでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○６番（藤井廣明君） もし、18款がその他質疑の対象となった事項というふうに書いてふる

さと納税についてということで入れていただいても、それはそれで18款は今のところは寄付

金というふうにやらなくてもいいと思います。 

（「その他のほうでね」の声あり） 

○６番（藤井廣明君） その他のほうで。 

○委員長（内山愼一君） 今の藤井さんの御意見を言ったものは全部入れて、それから載せな

かったものについてはその他の質疑の対象となった事項ということで全部入れますか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） はい、じゃ、全部入れましょう。 

  それでは、歳入のほうについてはこれで終了いたします。 

  それでは、支出のほうの関係です。 

  まず、第２款の総務費の中で今５つばかり入れられますけれども、そのほかに皆さんの手

元にほかに御意見出たものがありますから、それらを含めてこれを入れてほしいということ

があればおっしゃってください。 

（「委員長、休憩してください。休憩中にちょっと見ます」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） 休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５６分 

 

再開 午前１１時０２分 
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○委員長（内山愼一君） 再開いたします。 

  御質疑ありますか。 

  10番。 

○１０番（鈴木 勉君） 総務費の形の中でも、形によっては僕は②だとか④は削除して、そ

の他の質疑した項目のほうに内容を捨てて、表題だけもう一個持っていってもいいんじゃな

いかなとは思いますけれども。 

  あとは、我々が、自分たちが質疑した形についても、こういう形については要点的には質

疑をしましたよという形の中で、①アスド会館についても維持管理費が大変だということも

わかっていますから、そういうことについても質疑のほうさせてもらったし、交流とか定住

促進についても、それから生活の路線バス、この運用とか東海バスに委託する管理費につい

ても、それぞれの自治体でももう考える時期が来ているという形についても質疑をしました

し、それから何とかして町の定住、交流人口を増やしていきたいとかということについても

審議しましたから、そういうのはその他の質疑の事項として載せていただければ結構充実し

たものになるんじゃないかなと思いますけれども。 

○委員長（内山愼一君） 基本的には掲載しないものに、ほかのものについては質疑の中に入

れるということで考えていますから、まずどこを入れたいということの御意見のほうが貴重

だと思うのでそれをお願いします。 

  12番。 

○１２番（居山信子君） 私がお願いをしたいのは、①の行革推進事業の中で報告をされてお

ります下のほうのメール配信事業では云々とこうあるところなんですけれども、たたき台に

なっている歳出の１ページのところの②、その配信事業の数字的なものが掲載をされており

ます。ここでぜひ入れていただきたい点なんですけれども、26年４月１日時点で2,350名と

いうふうなこの数字ですが、その場ではわからなかったんですが、これは後刻報告されて先

ほど書記が言われたように入れてくだすった内容だと思います。こういうやりとりはとても

大事だと思うんですね。単なる多いとか少ないよとかというだけでなく、本来ならばあの場

で数字をもらわなければならないわけですので、もらってきたものに対して幾ら増えたよと

いうことで数字をぜひ入れていただきたいというふうに思います。 

○委員長（内山愼一君） はい、わかりました。とりあえず……。 

○１２番（居山信子君） 25年４月からという云々、この辺もぜひ記載をお願いしたいと思い
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ます。 

○委員長（内山愼一君） はい。 

○１２番（居山信子君） もう１点、伺いたいというか意見なんですけれども、ここにはあり

ませんが、先ほど議長が指摘された内容をちょっとよく把握ができなかったのでちょっとか

ぶさるかあるいは違うのかあれなんですが、生活路線バスの運行管理事業というようなこと

で、一番最後には私、指摘をさせていただいた山間部の利用者が減っている自治体でいろい

ろ工夫を凝らしているよというようなことで、今後研究、検討していくというふうに答弁も

なされているわけですけれども、わかりますか、委員長、たたき台のほうの２ページ、３ペ

ージにまたがる問題です。 

  ですけれども、決算のやりとりの中で大切なのは、やはり将来を見据えて現状問題点を洗

い出し、なおかつ今後に投げかけて、職員の言うなれば今後の政策形成というようなことを

一つの議会としての、議員としての問題提起みたいな形でのやりとりというのが私は望まし

いというふうに思っていますので、そういう観点からこの路線バスのこと伺ったわけなんで

すが、今後当然検討していかなければならない課題で遅かれ早かれだというふうに思います

ので、できましたらこの辺のところちょっと触れていただきたいというふうに思いますが、

いかがでしょうか。さっき、議長がおっしゃった内容がちょっとよくわからないんで言って

いてごめんなさいですけれども。 

（「発言していいですか」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） はい、どうぞ。 

○１０番（鈴木 勉君） 今の居山さんの内容は、これは決算でなくて予算のほうですよとい

う言葉にとられやすいんですよ。将来はこうしていきなさいという形は。 

  決算というのはそれまでに行ったものの事業の中で審議すべきだという必ず横やりが入っ

てきますから、だから、ごめんなさい、話は飛ばしたくないんだけれども、我々の今の状況

の決算と当初予算とのやりとりの中での形の中で、これ当初予算でやるべき問題じゃないの

といったときに、これをだから決算のときにこういう質問したのに何でかなというのを質問

できないというのが僕は行革すべきじゃないかなというちょっとした案があるんですよ、気

持ちが。だからこれは今の将来はこうすべきだという形は、なかなか使っていくと反論が出

てくる言葉だよということ。 

○委員長（内山愼一君） だから、それは言い回しの問題だよ。だから居山さんは実際にはど

こを載せたいんですか。具体的に言ってくれますか。 
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○１２番（居山信子君） 言うならばこれ２ページのところの一番下です。山間部の利用者が

減っている自治体でいろんな工夫をしているよというふうなことを指摘しているんですね。

３ページの頭のところ、今後のバスの運行についてのそういうものが必要になってきますね

という決算に基づくところの課題を指摘しました。それに対して、今後研究をしていくとい

うふうな答弁があったわけですけれども、私は決算というのはそういうものもありかなとい

うふうに思っているんです。当然、決算でこうだったからこうだということではなく、次の

予算編成に係るところの一つの問題提起、そういう事業のそういう執行についての費用対効

果がないじゃないかと、こんな事業はやはり今後検討していく必要があるななんていうこと

は当然議員として指摘をしていかなければならない課題だというふうに認識をしていますの

で、発言をしています。 

  ですので、……。 

○委員長（内山愼一君） はい、わかりました。いずれにしても、25年と24年を比べた場合に、

利用者が下回るから、それを利用者が減っている格好があるからほかの地域、ほかの自治体

を参考にしてこれから検討していくということね。そういうことでしょう。 

○１２番（居山信子君） そうです。実際の答弁は６の日にバス会社が都合よく調査をして、

膨らませて報告をしているわけです。 

○委員長（内山愼一君） だから、いいじゃん。それは今言ったように私が言ったような格好

で直せばいいでしょう。 

○１２番（居山信子君） そうです。それで結構です。細かなことは、もし大綱質疑をやった

人の中で、それはどういうやりとりがあったのかといったときには、ここをベースができて

いるので、委員長はこれに基づいて言ってもらえばいいわけです。答弁してもらえればいい

わけです。 

○委員長（内山愼一君） わかりました。じゃ、それは居山さんの御意見だね。そういう中で、

まず考えて。また後で皆さんに決をとりますから。 

  あとは、ほかにありますか。総務費の中。 

○１２番（居山信子君） このたたき台の４ページの11というのが何も触れていない……、触

れているわけだよね。触れていますね。元気の交付金管理事業。これたたき台をそのまま持

ってきていますか。はい、結構です。 

  その下の丸はどうなのかな、この黒丸。 

（「丸は入れていないです」の声あり） 
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○１２番（居山信子君） 入れていない。ちょっとこの辺も入れてもらうということはどうで

しょうか。この元気臨時交付金基金というのは金額的にもかなり大きな金額になるんじゃな

いかと思うんですね。数字的なものが。細かないろんな取り組みも当然しているわけですけ

れども……。 

○委員長（内山愼一君） はい、わかりました。 

○１２番（居山信子君） ぜひ、ポイントを押さえていただきたいと思います。 

○委員長（内山愼一君） ほかに入れたいという御意見ありますか。 

  ７番。 

○７番（栗田成一君） この３番の空き家バンクの、３ページ、空き家、これも視察も行うん

じゃなくて視察も検討するとか何かの、これじゃ必ず権限があるみたいだけれども、視察も

行うというけれども。 

（「どっちのほう」「こっちのほう、本文のほう」「本文のほうに入っ

ていないでしょう」「それちゃんとしてください」の声あり） 

○７番（栗田成一君） はい、わかりました。結構です。 

（「混同しちゃだめだよ」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） どうですか、今、空き家のほうの関係は、本文を見てくださいとい

うことで。 

  今、居山さんのほうからは行政無線のまず１ページの行政無線の関係の数字を載っけてほ

しいということと、それから生活路線のバスの関係については25年と24年を比較した場合に

利用者は減少しているから、ほかのところのことも山間部だとかそういうところの場合につ

いては他の自治体がちゃんと研究しているからそういうものをやってくださいということだ

ね。 

○１２番（居山信子君） はい。 

○委員長（内山愼一君） それとあとは最後の４ページの交付金の関係についても具体的に性

質がわかったらいいということで、今ご意見ありましたけれども、この３つを入れてよろし

いですか。皆さんのほうで異議がなければければ入れさせてもらいます。 

（「よろしくお願いします」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） あとのことについては、その他の意見ということであれしますから、

よろしくお願いします。 

○６番（藤井廣明君） ２款の総務費の中で削るところもあるわけですか。この５番まで出て
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いるわけですけれども。 

○１２番（居山信子君） ２と４を削ると言わなかったですか。 

（「その他の質疑に入れてくださいということ」の声あり） 

○１２番（居山信子君） 議長が言ったんですか。 

（「２と４はその他の質疑した項目の中に入れたらどうですかと言って、

本文は削ったらどうですかと言ったんです」の声あり） 

○１２番（居山信子君） 藤井さん、あれですよね、４番藤井さんの指摘でどうなんだろうと

いう疑問は投げかけていましたよね、やりとりで。 

○６番（藤井廣明君） エンゼルパワースポットの関係でさっき、栗田さんもどこの温泉だか

わからないじゃないかというふうにおっしゃっていたと思うんだけれども、北川温泉でそう

いったことが行われたということは何かかなりこれは重要なあれなんですよね、宣伝で、プ

ラスになることでしょう、この町に対してそれが採用されたということで。 

○１２番（居山信子君） ただ、これ委託金て、県からの委託金でしたか。ほとんど町からの

は出ていないんじゃないですか。 

（「そうです。トンネルみたいなの」の声あり） 

○１２番（居山信子君） トンネルだから……。 

（「県からもらったんです」の声あり） 

○１２番（居山信子君） 藤井さん、ここに報告があるようにこんなようなものに使ったよと

いう話なわけです。 

○委員長（内山愼一君） 藤井さん、数字に対しての答弁だけれども、このエンゼルパワース

ポット事業というのは新しい事業だから、決算の中に出てきたものとしてやっぱり要因とし

て載せなければいけないと思ったわけです。それで、どこの温泉場でやっているということ

についても、初めの質疑の後、そういうものが載っていなかったもので、北川温泉というこ

とをはっきり載せてやるってことで理解してください。 

○１２番（居山信子君） それじゃ、削らないと。 

○６番（藤井廣明君） 私も２と４は入れてもそんなに問題ないと思うので、これはいい文章

だと思うのでこのまま載せたらどうでしょうか。 

○１２番（居山信子君） それならそれでもいいんじゃないですか、別に。載せてほしいとい

うことなら採用して。 

○委員長（内山愼一君） 今、そういう御意見がありましたから、２と４についてはそのまま
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掲載するということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） それでは、次の３款の民生費、これも１点しかありませんけれども、

原稿のほう見てもらって先ほどと同じようにこれはぜひ入れてくれということがあれば御意

見賜ります。よろしくお願いします。 

  12番。 

○１２番（居山信子君） ④を入れてほしいです。といいますのは……。 

○委員長（内山愼一君） ちょっと、もう一度お願いします。 

○１２番（居山信子君） たたき台５ページの④を入れてください。シルバー人材センター。 

（「これは入っています」の声あり） 

○１２番（居山信子君） どこに入っていますか。 

（「それだけ入っている。それ以外が入れていない」の声あり） 

○１２番（居山信子君） 大事なところですね。 

  それとあと、ちょっとやりとりが不十分かと思うんですが、ちょっと民生費がこれだけと

いう、当然その他質疑の全部出てくるとは思うんですけれども、もうちょっと出さないとち

ょっと恥ずかしくないですか、報告書として。何をやったんだと。 

（「質疑に対して出てこない。書いていない」の声あり） 

○１２番（居山信子君） 一応、だけど⑧まである。 

（「ないということ」の声あり） 

○１２番（居山信子君） 中身がないわけ。 

（「実際にやりとりしたことしか載せていないもので、それ以外を出し

ちゃうとやりとりないのに……」の声あり） 

○１２番（居山信子君） やりとりないのにつくれないよね。つまりたたき台では⑧まである

じゃないですか。だけど、内容がちょっとお粗末で恥ずかしいなと。やりとりが民生費がこ

の程度じゃ、ちょっと本当に恥かく思いがするんだけれども、ちょっともう少し何とか、言

わないことは載せられないけれども。 

（「そうなんです。それがちょっと厳しい」の声あり） 

○１０番（鈴木 勉君） やっぱり、これを今言ったみたいに箇条書きでその他の質疑の中に

入れてくださいと言って……。 

○１２番（居山信子君） それは入れてもらうけれども、もうちょっと何とかならないの。 
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（「入れていないよ」の声あり） 

○６番（藤井廣明君） 社協に関しては大分議論をしたんじゃなかったですか。 

○１２番（居山信子君） だから、入れてほしい。社協。 

○６番（藤井廣明君） じゃないかと思った。俺は。多分。 

○１２番（居山信子君） つまり、社協の運営のあり方については私、途上ということではな

く、ちょっとあえてぼかして社会福祉法人云々というふうなやりとりの中で、内部留保金を

ため込んで本来の福祉的な事業が十分なされていないという指摘をしたつもりなんです。言

葉はやわらかく。ですので、そこをここにはちょっとまとめられていないんだけれども、ち

ょっと皆さん触れないほうがいいんじゃないかなとか、触れてほしくないなとかそういう部

分もわかるんですが、あえて言っておく必要はあるかなと。言いましたので私。入れていた

だきたいなと。 

○委員長（内山愼一君） ６番。 

○６番（藤井廣明君） ①はそのまま残したらどうですか、これ。民生費の１番、町社会福祉

協議会補助金について、補助金の770万円の内容はと始まってそこに答えが書いてあると思

うんですけれども、これじゃだめですか。 

○１２番（居山信子君） いいでしょう。はい、いいと思います。とりあえず、それを入れて

いただくことで何か議論がなされたなというところのニュアンスが出ればいいと思います。 

○委員長（内山愼一君） 居山さんの言っていることも十分わかるから、ここの決算だけれど

も、だからそういうことを監督をよくしてくれるということを入れればいいじゃん。 

○１２番（居山信子君） ほかの決算じゃなくて770万、補助金出していることについて言っ

ているわけだから。 

○委員長（内山愼一君） そうじゃない、そういうことじゃなくて、あなたが言いたいことの

話しているの。だからほかの社協の場合については、剰余金をためているから云々ですとか

そういうことがあって、その辺の監督がちゃんと知らないということを載せればいいという

ことでしょう。 

○１２番（居山信子君） そうです。お願いします、ぜひ。 

○委員長（内山愼一君） わかりました。民生の関係はほかのところは載せるにはちょっとね。

だから、その他質問事項の中でそろえたいと思っています。よろしくお願いします。 

○１２番（居山信子君） すみません、不勉強で。 

○委員長（内山愼一君） その次のちょっとあれですけれども、次、衛生費の関係です。ここ
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らは両方見ていただいて、４款の関係で御意見は出ておりますけれども、その辺のところで

皆さんのこれを入れたらどうだというのがあれば。 

○６番（藤井廣明君） 衛生費はいいんじゃないですか、これで。 

○１２番（居山信子君） ちょっと悲しくて寂しいわ。 

  何だったっけ、これ、気がついたんだけれども、報告書の６ページの②だけれども、子ど

も未来支援事業というのはちょっと事業の内容がわかりにくいので、不妊治療というような

ところをちょこっと入れたほうがいいと思うんですね。やりとりにはなかったかと思うんで

すけれども、通常私たちこういう報告書まとめる段階で、これは幾ら幾らの治療が何回でき

てどうなんだというような説明とかも報告書にはよく入れてあったと思うんですね。今回全

体的にそういうものがないので、単にふうんという感じで見過ごされちゃうわけですけれど

も、やはり聞いている人が町がそういう事業を支援をしていて、何回までやって、幾らの補

助がなされていて、そしてその成果として11組の夫婦が使って４人が妊娠したよというとこ

ろに本来はつながっていくほうが、ちょっと中身がよく理解ができるんじゃないかというふ

うに思うんですが。 

○委員長（内山愼一君） 今の12番さんのはっきり８ページのところにその内訳が書いてある

もので、そこらも含めて入れて、文章を直します。それでよろしいですね。 

○１２番（居山信子君） ８ページにはここに書いてあることしか……。助成額とか、そうそ

う、この辺ね。 

○委員長（内山愼一君） これを盛り込んでということね。 

○１２番（居山信子君） そうです。助成額を入れてください。 

○委員長（内山愼一君） わかりました。 

○１２番（居山信子君） それと名前も入れてね。不妊治療ね。助成事業……。 

（「どういう事業かということですね」の声あり） 

○１２番（居山信子君） そうです。 

  あと、すみません、合併浄化槽の補助事業で、ちょっとせんだって住民の皆さんとのいろ

んなやりとりをする中で、言うならば久々に孫を連れて海に行ったら、うんと海が汚かった

ということで下水道のその問題が、30年前の議論が噴き出してきたんですけれども、ここに

浄化槽の普及率がこの程度のわけですよね。やっぱりそこを今も議論ができない状況にある

のはよくわかるんですけれども、やはり住民の立場になると海が汚れているというふうに嘆

きの言葉もありまして、補助事業についてのこの辺をちょっと衛生費の中でせっかく議論が
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出ていますので、膨らませられないんですか、これだけのやりとりでしたか、普及率。 

（「そうです、普及率聞いただけだから」「聞いただけで再質問なかっ

たよね」の声あり） 

○１２番（居山信子君） そうか。 

○６番（藤井廣明君） 短かったから。逆に言うとこの普及率だけでも載せてもらうと大体問

題のあり方。まだ、そんなに低いのかとか……。 

○委員長（内山愼一君） わかった。 

（「新築だけだから」の声あり） 

○１０番（鈴木 勉君） 今まで建てた家の5,000軒はやらなくてもいいんですよ。それやっ

たら大変な金がかかるからみんなやらないの、個人的には。それで自分の建っている屋敷で

はもう悪いけれども、50坪以上ないとつくれないんです、この合併浄化槽というのは。 

○１２番（居山信子君） でも、そうは答弁してくれなかったものね。聞かなかったからね。

今、議長が言ってくれたことが答弁でなかったから。 

○１３番（定居利子君） 再質問で聞いてくれればよかったのに。新築が何軒で、旧の浄化槽

の取りかえは何軒あったんですかということを聞いてくれれば、そういう答弁はちゃんとあ

るわけさ。 

○６番（藤井廣明君） 個人浄化槽がどうで、合併浄化槽がどうかっていうふうなことを聞い

て。 

（「成果表には載っている」の声あり） 

○１０番（鈴木 勉君） 僕が言ったのは、小さい家に住んでいるから……。 

○１２番（居山信子君） 成果表に出ている。何ページに出ていますか。 

○議会事務局書記（木村昌樹君） 成果説明書の50ページに事業の内容で載っていますけど。 

○１０番（鈴木 勉君） 隣近所で１カ所集中浄化槽をつくって、そこに持っていけば平米数

が少ない住宅地でも兼用できるということなんです。１軒ずつにこれしなさいという法律だ

から、古い人たちは全部乗れないんですよ、家を改築するときに、新築ができないんですよ、

ほとんど。もう平米数の関係があってね。 

○委員長（内山愼一君） わかりました。今、12番が言ったような若干のものをつけ足して、

余分なことは言わないけれども、新築をした場合のときの補助金がこうであって、今のスペ

ースがこうだってそういうぐらいのことは入れますから。 

○１２番（居山信子君） はい、すみません。 
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○委員長（内山愼一君） あと、ほかにありますか。 

  衛生費についてはこれで終了いたしますけれども、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） 今の話のほうは、不妊治療の関係、それの数字も含めた格好のとこ

ろ、合併処理の関係のところを載せることにしました。よろしくお願いします。 

  第５款の農林水産費、その関係をお願いします。 

  どうでしょうか。 

  12番。 

○１２番（居山信子君） まず、１点ですが、たたき台の10ページのところにありますけやき

公園の維持管理事業、これを本文は非常にコンパクトになっていますが、この辺をもう少し

膨らませて指摘された事項等何かちょっと入れていただくということはできませんでしょう

か。利用人数ぐらいでいいでしょうか。利用人数とかちょこっと入れてください。 

○委員長（内山愼一君） そうだね、だから惣菜がどうだとか向こうがやっていることを載せ

てもしようがないから、利用人員ぐらいは載せるようにしましょうか。 

○１２番（居山信子君） はい。 

（「ほとんど利用していないということだ」の声あり） 

○６番（藤井廣明君） その他の事項でいいですか。11番にあります市民農園整備事業につい

てというのと漁港の整備事業についてというのは、かなり重要なものですからその他の質疑

内容についてのことで結構ですので、入れてもらったらどうですか。そういったことも議論

はされたということで。 

○１２番（居山信子君） その他事項はみんな入るでしょう、だってこれは。 

○６番（藤井廣明君） その他は全部入るんですか。 

○１２番（居山信子君） みんな入るから、そうではなくて、もう少しここを本文のところを

ちょっと膨らませて何か入れたほうがよくないですか。少な過ぎませんか。 

○委員長（内山愼一君） 基本的にはみんな入れてしまえばいいんじゃないですか。 

○１２番（居山信子君） 入れてしまえばいい。実際に質疑したんだから。それで、もし聞か

れたらこれをこのまま読めばいいんだから。 

○委員長（内山愼一君） 報告するときはその他の項目については、これは下記のものは質問

がありました、見てくださいということでやります。 

  今の市民農園の関係と漁港の整備の関係はどうでしょうか。 
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○６番（藤井廣明君） はい、いいです。 

○委員長（内山愼一君） これは継続してやっていくのかどうかということを聞かないと……。 

○１２番（居山信子君） 何をですか。 

○委員長（内山愼一君） 例えば、漁港の巻き上げ機の補助金の云々があるじゃん。これが漁

港の整備事業の中で八百比丘尼公園のところが終わったのかどうか、それから巻き上げ機に

ついてどうかということがないとおかしいものね、これ。 

（「そうだね」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） それでそういうものを使ってやれるのに。だから補助金の持って行

き先だよ、これ、補助金の。 

  それと市民農園については、これももうちょっと表現を、だからこういうことを研究して

いるぐらいの格好のものをやったほうがいいでしょう。 

（「そうだね」の声あり） 

○１２番（居山信子君） 大事なところだからね。何の議論もなかったんではね。 

○委員長（内山愼一君） 例えば市民農園協議会でどこまで話が進んでいるのかということを

聞いて、それに対して今、どこの視察いくとか、新たなことをやって、それから運営のこと、

そういうものについても検討している段階だということで。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） もっとほかにありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） よろしいですか。農水の関係はこれでおしまいにします。 

  それから、商工費の関係お願いします。どうでしょうか。 

  12番。 

○１２番（居山信子君） すみません、ちょっと小さなことかもしれませんが、たたき台の14

ページのところに⑦旧稲取灯台、これは私の質疑なんですが、やりとりがあります。今後ぜ

ひ観光資源として活用していく必要があるということで質疑をさせていただいておりますけ

れども、この部分を少し答弁も含めて記載をしていただきたいと思います。 

○委員長（内山愼一君） 12番、いいですか。これちょっと……。 

（「下の教育費のところに」の声あり） 

○１２番（居山信子君） 教育委員会のほうにありますか。 

（「教育委員会は管理事業だけしか」の声あり） 
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○１２番（居山信子君） そこに入っていますか。何ページですか。 

（「６ページの下」の声あり） 

○１２番（居山信子君） 本文ですか。ここに入っているんだ。管理人のシルバーのその辺の

関係ですね。管理について、何でここで……。 

○委員長（内山愼一君） 居山さん、これは教育費のほうの中でそういう観光整備の中へ上手

に使ってくれということでいいですか。それとも観光の中へ入れたいですか。これを観光の

中へ入れると答弁がとんちんかんな答弁になってくるよね、これ。だから、もしあれだった

ら教育費の中に観光的にも利用できるところだから、そういうパンフレットとかそういうも

のもちゃんとした格好の中で整備をしてやってくれということの話でいいですか。 

○１２番（居山信子君） 教育費の中にその今おっしゃったところをちょっとつけ加えていた

だければと思います。 

（「旧稲取灯台についてという感じで」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） そうだね。それでいい。管理も含めてという、今言ったように観光

的にも観光資源になるからちゃんとパンフレットだとかいろんなものを活用しながらやって

くださいということですね。 

○１２番（居山信子君） はい。 

○委員長（内山愼一君） どうでしょうか。皆さん、気になるところがあれば。どうですか。 

  ６番。 

○６番（藤井廣明君） 質問なんですが、地域商品券について質問は出なかったんでしたか。 

○委員長（内山愼一君） 出なかった。 

○６番（藤井廣明君） わかりました。 

○委員長（内山愼一君） 12番。 

○１２番（居山信子君） たたき台の13ページのところの下に④があります。広域観光がジオ

パークのやりとりでこの時点ではまだ認定があれだったんですけれども、やはりそういう話

題の一番大事な沸騰しているときに一応議論はしたよというようなところもアピールしてい

く必要もあろうかと思いまして、やりとりの内容はちょっとよくわからないんですけれども、

どうでしょうか、あんまり中身があれでしたかしら。それならばそれで結構です。選ばなか

ったのにはそれなりの理由があったかと思う。やりとりが。 

○６番（藤井廣明君） 質問を私したんだけれども……。 

○委員長（内山愼一君） 回答が熱川の会館の中にあるとか、そういうことではね。 
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○１２番（居山信子君） 全体的な取り組みが求められるみたいなそんなのではあれだったの

かしら。 

○委員長（内山愼一君） 具体的にどことどこがジオパークのものを取り上げているとかそう

いうものの回答があればいいんだけれども、これだと何だか世界ジオパークの認定に向けて

伊豆半島全体がなんて言っているわけだから、何だかよくわからない。 

○１０番（鈴木 勉君） やっている対応がお粗末なんだよ。１坪のところにパネルがあって

写真があって、あれは対応の仕方が。そんなこと言っては悪いけれども、ジオパークは伊豆

半島にとってどこまでみんなそれぞれ自治体が県からの補助金をもらうために頑張ってやっ

ているんだけれども、見にきた人間が写真展を見にきたみたいなものなんだ。現地の案内だ

とかはそういうのはこれからだろうとは思うんだけれども。 

○委員長（内山愼一君） 今この文面をちょっと変えて、もう少し力を入れて、せっかく世界

のジオパークに認定されるようなことがあるからもっとしっかりやりなさいというものを入

れてやるようにします。 

○１２番（居山信子君） 入れておいたほうがいいと思う。 

○委員長（内山愼一君） わかりました。 

○議会事務局書記（木村昌樹君） 総務経済さんの所管事務調査、これが指摘事項で議会で報

告がありますので、かぶっちゃうかもしれないけれども、それでもよければ載せます。 

○１２番（居山信子君） なるほど、やはり私たちとしてもそこはしっかり注目しているとい

うところは必要なので。 

○委員長（内山愼一君） 今、議長が言ったようにそんな小さい坪数でやらないで、ちゃんと

これを観光の目玉にするんだったらもっとしっかり従業員を増やして、ちゃんとしなさいと

いうことの話にしたほうが。 

（「そうですね」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） そんなことでこれを入れます。 

  あとはどうですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） 商工観光については、今のジオパークをつけ加えることでよろしい

ですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） そんなことでお願いします。 
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  それから、土木費、土木の関係、すみませんが、この報告書にはありませんけれども、皆

さんの御意見は15ページの７款土木費の中に入っています。これは町営住宅の関係について

が入っています。 

  ７番。 

○７番（栗田成一君） 今これ出ているんですけれども、土木費の階段に手すりを設置したの

でということで答弁が全ての箇所には設置していないというんだけれども、この表現をもう

少し、何か……。 

（「載せていないよ。本文のほうに」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） ７番、もしこれを載せるとすれば今の表現ぐらいは直したいと思い

ます。 

○１２番（居山信子君） ほかにないならば入れてください。とにかく町営に手すりがないと

いうことはもう大問題なんです。体の不自由な方が入るとそこまで手すりをやるけれども、

もう４階とかでも手すりがないところとかがあってこれは絶対に必要なところなので、そう

いう意味での指摘をしたつもりなんです。 

○委員長（内山愼一君） その辺のことを踏まえて、ちょっと加えてみます。それで、ほかの

ところにも全部設置するような考え方をしているということも入れて。 

○１２番（居山信子君） そうです。 

○委員長（内山愼一君） その上のほうはいいでしょうか。主な事業というところは。この修

繕費で水漏れを直したとか、これも一緒にしてやりますか。 

○１２番（居山信子君） そうですね。 

○委員長（内山愼一君） 両方含めた格好で今言ったような形を入れるようにします。 

  それでは、一応そういうことで。 

  それと、８款の消防についても報告書にはありませんけれども、16ページにあります。 

○１２番（居山信子君） ごめんなさい、８款の消防費。 

○委員長（内山愼一君） ８款です。報告書のほうには何もないです。だからどこか入れたい

ということがあればご指摘ください。 

○１２番（居山信子君） 本当ですか。まずかったね。報告書にないってまずくないですか、

やっぱり。何か拾わなくては。 

○６番（藤井廣明君） ４番の広域消防指令センター整備事業についてあたりを入れたらどう

でしょうか。 
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○委員長（内山愼一君） 広域消防ね。 

○６番（藤井廣明君） これからのことで重要だし。 

○委員長（内山愼一君） これも載せるとすれば、沼津に本部を置くというそういうことをや

っていかないと。 

（「質疑されていない」の声あり） 

○１２番（居山信子君） 私たちは承知しているからそこまで議論がなかったわけだけれども、

本当だったらやはり住民にきちんと知らしめていくということでは報告書の中に……。 

○委員長（内山愼一君） 消防指令センターの整備推進協議といっているから、そうなると回

答としてこれじゃ本当に不足なんだ。 

○１２番（居山信子君） そうしたら、消防指令センターはどこどこに設置になるけれども、

というふうに入れればいいじゃないですか。 

○委員長（内山愼一君） だから、そういうふうに完全な形で。 

○１２番（居山信子君） どこどこに整備だがというふうに。 

○委員長（内山愼一君） あとはどうでしょうか。 

（発言する人なし） 

○委員長（内山愼一君） もしなければ消防費については、そういう関係で今６番の御意見に

あったような格好でまとめたいと思います。よろしくお願いします。 

○６番（藤井廣明君） 行政無線に関してこれはかなり金額が莫大にかかっている事業なんで

すよね。周波数なんかは別に興味なければ関係ないし要らないと思うんですけれども、この

現場に持っていく移動系の無線を整備したというあたり、これ150台だとか何かとたしか台

数も言ったように思うんですけれども。 

○委員長（内山愼一君） それじゃ、金額と台数を入れて。 

○６番（藤井廣明君） ええ、入れてもらって、周波数は削ってもらっても結構だと思うんで

す。 

○委員長（内山愼一君） じゃ、そんなことでよろしいですか。あと、なければ消防について

はこれで終了いたします。 

  それから、その次に第９款の教育費、この関係でお願いいたします。 

○１２番（居山信子君） 報告書は９款はこの１つのこれしかなかったんですか。灯台の管理

についてだけ。 

  例の教育費全般について学力テストが何とかみたいなのはどうですか。たたき台の19ペー
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ジの⑨ですが、どんなものでしょうか。 

○委員長（内山愼一君） これは、19ページについては決算のものから浮かび上がってこない

ことなんです。浮かんでこない。学力テストというのは、新聞だとかそういうもので見たこ

とであって、ここで言っている藤井さんが質問したときは教育費の減額についてはどうなん

だということの話と、それで学力テストということの話をしたんだけれども、実際に教育費

の減額されたのは小学校だとかそういう整備が終わったから減額されたということであって、

学力云々について関係ないわけです。だからそういう点でいくから、学力テストについては

決算の中に浮かび上がってこないもので、こういう質問についてはできれば一般質問でやる

べきかと、十分やってほしいということで藤井さんにはそういう話をしたんです。 

○１２番（居山信子君） あの場でやったんですか、そういうふうに委員長がおっしゃったん

ですか。 

○委員長（内山愼一君） いいえ、それは……。 

○１２番（居山信子君） 後から。後からおっしゃったんだったら、質疑の中にはないわけで、

それはやはり委員長、見解の相違です。というのは、増えたか減ったかというこの時点だけ

で学力がどうとかと論じられるものではなくて、当町の長年にわたる教育行政のあり方の一

つの結果として出てきているものですから、これはそういう観点で今回の質疑の中にもやは

り結果として出てきたものをどう今後、教育行政の中で改善を図るとかということも含めて、

大事なこの決算の質疑の中に当然入るべきだと思います。 

○委員長（内山愼一君） だから、学力テストというのは関係ないということです。だから、

学力テストの問題は、何度も言っているように決算のものから見えてこないから、それは御

意見としては構わないんだけれども、今、教育費の金額が出た中でその辺が出てくれば十分

載せられるんだけれども、学力テストということについては別の観点で考えるから。 

○１２番（居山信子君） 質疑で出されている内容がこういうふうにおっしゃっているという

ことであるんならば、今委員長のおっしゃるとおりだというふうに思います。結構です、そ

れでは。 

○６番（藤井廣明君） それに附帯してですけれども、委員長、いいですか。 

  あの日にこの委員会で附帯意見みたいにしようじゃないかということをみんな納得したと

思うんです。だけれども、それは今言った委員長の考えで、これは学力テストとは直接関係

ないと、これは一般質問等でやるべき問題で、あの時点でも学力テストの件に関してはまだ

わかっていないこともあって、予算・決算の問題にはそぐわないから、附帯決議として扱い
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は今回は差し控えたいというふうに説明があったわけで、そのことを皆さんに言っていただ

かないと。 

○１２番（居山信子君） 意見は当然あるんでしょう。 

○委員長（内山愼一君） それは意見のことについては、報告書では載せないということの話

は今、藤井さんにはしたんだけれども、皆さんにはこれから求めると、そういうことです。 

○６番（藤井廣明君） 了解です。 

○１２番（居山信子君） 藤井さん、それで先ほどおっしゃったことは納得なわけですか、ご

自身で。 

○６番（藤井廣明君） 知り得た知識だからその時点で、学力テストの件も頭にあってこれは

ひょっとして教育費の全般的な低下と関連があるんじゃないかと自分は思ったわけで、ただ、

今言ったのは校舎の改装とか何かがなくなったから減ったんであって、直接学力テストとは

関係ないと。またその件が決算書にあらわれていないので、学力テストのことはちょっと度

外視したほうがいいんじゃないかということで意見を言わないということになりました。し

ようがないですよ。 

○委員長（内山愼一君） ６番さん、ちょっといいですか。 

  今の意見書の関係のものと今ここに載せて意見が、藤井さんが言った意見、これについて

の学力テスト云々ということについては別に構わないと思いますよ。 

○１２番（居山信子君） どこですか。それはたたき台の何ページですか。 

○委員長（内山愼一君） たたき台の19ページ。その他教育全般についてということの中で御

意見ありましたよね。それに対しての答弁を26年度よりこういった格好で支援員を多くしま

すとか、そういうことがありましたよね。だからこういう形で載せることは構わないんだけ

れども、意見書の委員の意見として最後に意見として載せるということについては、学力テ

ストということは決算の内容とは別だから、だからそれについてはどうかなということで載

せなかったということです。だからこの御意見を載せるということであれば、載せてもらえ

ばいいと思いますよ。 

（「19ページだけに限って」の声あり） 

○１３番（定居利子君） そうそう、そういうこと。 

○１２番（居山信子君） 委員長、それであれですよね、開会をされて今意見書をあのときに

はもう可決したわけだから、今この時点でまたそれをひっくり返すわけだから、きちんと議

事録に載せていかないとまずいと思います。 
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○委員長（内山愼一君） だから、後で意見書云々というときに、皆さんにもう１回説明しま

すから。 

  ６番。 

○６番（藤井廣明君） そうであれば、今議長おっしゃってくれたように、その他教育全般に

ついてということでこれ、入れていただいたらどうでしょうか。 

○委員長（内山愼一君） どうでしょうか。 

（「結構です」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） 今、御意見があったことについて無視するということじゃありませ

んから、そういう形で載せるような関係でお願いします。 

  あとはどうでしょうか。 

○１０番（鈴木 勉君） 委員長、内容性は要らないんだけれども、その他の質疑の中に学校

の監視カメラ、これ非常に、今子供が、僕もすごくこの間も言った形の中で、要望が学校か

らないから、していないということは答えは要らないんだけれども、こういうことについて

も質疑したとかというのはその他の事項で、学校施設への監視カメラの設置はどうかという

そこら辺だけでいいんですけれども、載せていただくことはできませんか。 

○委員長（内山愼一君） それはその他の項目で載せるけれども、もしあなたがちょっとこれ

は答えになっていないけれども……。 

○１０番（鈴木 勉君） 答弁は要らないよ。答弁はやりたくないんだから、学校側も当局側

も。でも議会にしたら、子供たちの安全のためにそういうことも考えているんだということ

は載せてくれればいいということです。 

○委員長（内山愼一君） わかりました。そういうことでよろしくお願いします。 

  教育の関係はこれで終了いたします。 

  あとは、11款の公債費です。これは質疑が１つで回答も１つということで載せておきまし

たけれども、これはこれでよろしいですね。 

  10番。 

○１０番（鈴木 勉君） ７ページのこの公債費の内容性を資料のほうの20ページのところに

ある公債費の内容と差しかえてもらいたいです。前文でいいです。最後の締めが、20ページ

の結論を見ていただけると、財政運営をしていきたいと考えるのではなくて、との答弁があ

ったという形で結んでくれれば、文章が長くなるので申しわけないんだけれども。最後に、

との答弁があったという言葉で結んでくれれば。 
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○１２番（居山信子君） 同じ意見です。 

○委員長（内山愼一君） はい、わかりました。 

○１０番（鈴木 勉君） 考える、はやめてね。 

○１２番（居山信子君） 本当だったらちょっと数字を入れてほしいなは思うんですが、先ほ

どもお話ししたように成果表のほうの数字がここにあって……。 

（「それは読むのは大変だよ。グラフも入っているから」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） そんなことでよろしいですか。 

（発言する人なし） 

○委員長（内山愼一君） 一応公債費まで全部終わりましたけれども、これをまとめたものを

……もう１回確認するけれども、今新しく挿入した部分のほかの質問事項についてはその他

の質疑事項で全部載せるということでよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） それで、先ほども言いましたけれども、質問事項については全部載

せますけれども、それは報告するときは下記のもので質疑ありましたけれども、見てくださ

いということで、わかりますから。納得しない意見はありますか。 

（発言する人なし） 

○委員長（内山愼一君） 12時になりましたけれども、これを……。 

  それで、次はこれは皆さんのほうで御審議していただいてまとめたわけですけれども、特

別この委員会として審査した意見について述べますか。 

（発言する人なし） 

○委員長（内山愼一君） なしでよろしいですか。かなりものを載せてありますから、何か去

年のものを見ても、委員長の主観みたいな格好でしか書いていないもので、逆に私は皆さん

のほうから出た質疑だとか回答のほうが重要だと思って、意見したものについては今回はや

めたらどうかと思うんですけれども、どうでしょうか。 

（「僕は賛成です」の声あり） 

○委員長（内山愼一君） どうでしょうか。賛成ということでしていただければ、意見はない

ということで終了したいと思います。よろしくお願いします。 

  これ、まとめたものはどうしましょうか。今日はもうお昼の時間になってしまったんです

けれども、これを……。 

○１０番（鈴木 勉君） 当日でいいんじゃない。 
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○委員長（内山愼一君） 当日でよろしいですか。じゃ、９時半だから９時に来ていただいて、

皆さんに見ていただいて、どうしようと、ここ訂正するということがあれば訂正したいと思

います。 

○１２番（居山信子君） ９時半に間に合いますか。 

（「訂正なし。誤字、脱字あるだけで確認をとるだけでいい」の声あ

り） 

○委員長（内山愼一君） そういうことで訂正させていただいて、皆さんに目を入れてもらう

ということで了解してもらってよろしいですか。お願いします。 

○１２番（居山信子君） もうちょっと早くしますか。８時45分とか。 

○議会事務局書記（木村昌樹君） 皆さんよろしければ、今日中にまとめれば今日送るなりし

ます。事前に送ったほうがいいですよね。 

○１０番（鈴木 勉君） ファクスのある人はファクスでいいから、それで本文だけでいい。

郵送のほうがいいか。 

○議会事務局書記（木村昌樹君） 結構量が多いから持っていくかどちらかにします。今日中

にはやります。 

○１２番（居山信子君） 家でしっかり見てきます。万一、誤字とか、みんなの目で。 

○委員長（内山愼一君） これでもって、決算審査特別委員会を終了したいと思います。 

  今言ったように、当日は、29日は９時に集まっていただいて、もう一度御意見等があれば

言ってくれますか。基本的には事務局が直せないということですから、もし早いうちにわか

れば電話で事務局のほうにしていただいて、こういうところは直してほしいということをつ

け加えてくれれば、また……。 

○１２番（居山信子君） もう言いませんよ。 

○６番（藤井廣明君） 明らかな誤字、脱字があったら、これちょっと変だぞというところだ

け。 

○１２番（居山信子君） 大変ですけれども、事務局。 

○委員長（内山愼一君） これで委員会を終いたします。 

 

 

閉会 午後 ０時０２分 

 


