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平成２６年第４回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                   平成２６年１２月８日（月）午前９時３０分時開会 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 

日程第 ５ 一般質問 

    １． ３番 飯 田 桂 司 君 

     １）町長の政治姿勢について 

    ２． ６番 藤 井 廣 明 君 

     １）水道料金について 

     ２）伊豆東部総合病院について 

    ３． ５番 村 木   脩 君 

     １）人口減少問題について 

     ２）イベントについて 

    ４． ２番 内 山 愼 一 君 

     １）人口減少対策について 

     ２）高齢者医療・介護等の充実について 

     ３）経済活性化と住民生活の安定について 

     ４）ふるさと納税制度の活用について 

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

出席議員（１２名） 

     １番  須 佐   衛 君      ２番  内 山 愼 一 君 

     ３番  飯 田 桂 司 君      ５番  村 木   脩 君 

     ６番  藤 井 廣 明 君      ７番  栗 田 成 一 君 

     ８番  森 田 禮 治 君     １０番  鈴 木   勉 君 

    １１番  山 本 鉄太郎 君     １２番  居 山 信 子 君 
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    １３番  定 居 利 子 君     １４番  山 田 直 志 君 

欠席議員（なし） 

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

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 太 田 長 八 君 副 町 長 鈴 木 忠 一 君 

教 育 長 金 指 善 郎 君 総 務 課 長 
兼 防 災 監 鈴 木 利 昌 君 

総 務 課 参 事 竹 内   茂 君 企画調整課長 向 井 青 一 君 

税 務 課 長 正 木 三 郎 君 住民福祉課長 遠 藤 一 司 君 

住 民 福 祉 課 
参 事 

齋 藤   匠 君 健 康 づ く り 
課 長 

鈴 木 秀 人 君 

健康づくり課 
参 事 

鈴 木 嘉 久 君 観光商工課長 梅 原 裕 一 君 

建設産業課長 鈴 木   孝 君 建 設 産 業 課 
技 監 高 村 由喜彦 君 

建 設 産 業 課 
参 事 鈴 木 伸 和 君 教 育 委 員 会 

事 務 局 長 坂 田 辰 徳 君 

消 防 長 久我谷   精 君 水 道 課 長 山 口   誠 君 

会 計 課 長 兼 
会 計 管 理 者 

鈴 木 敏 之 君   

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

職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 石 井 尚 徳 君 書 記 木 村 昌 樹 君 

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

 

◎開会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 皆様、おはようございます。 

  平成26年第４回定例会の開会に当たり、議員の皆様におかれましては年末を控え大変お忙

しい中、御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

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

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

よう切にお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。 

  ただいまの出席議員は11名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成26年東伊豆町議会第４回定例会は成立しましたので、開会します。 

  なお、13番、定居さんからは、一身上の都合により本日午前の会議を欠席するとの届け出

がありましたので、御報告します。 

 

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

 

◎議会運営副委員長の報告 

○議長（鈴木 勉君） 議会運営副委員長の報告を求めます。 

  ７番、栗田さん。 

（７番 栗田成一君登壇） 

○７番（栗田成一君） 皆さん、おはようございます。 

  議会運営委員会より平成26年第４回定例会の運営につきまして御報告いたします。 

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

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

また、質問通告者の中で、６番、14番議員より掲示板の使用願が出されております。 

  本定例会の提出案件といたしましては、専決承認が２件、条例の制定案が５件及び一部改

正案が４件、指定管理者の指定が１件、補正予算案が６件、人事案件が２件、合計20件が、

それぞれ日程に組み込まれております。さらに、議会からは、委員会の研修視察報告及び議

会運営委員会所管事務調査を上程します。 
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  なお、議案第41号と42号、議案第43号と44号、議案第45号から49号、各常任委員会の研修

視察報告につきましては一括議題とし、一般会計補正予算の説明につきましては、おおむね

100万円以上、特別会計補正予算につきましては、おおむね50万円以上で説明すること。ま

た、条例の制定及び一部改正案の説明には、新旧対照表または資料等を用いるなどにより概

要説明とすることが協議決定されましたので、当局の皆さんもよろしくお願いをいたします。 

  閉会中に提出されました要望書等につきましては、議会最終日までに担当常任委員会にて

審査をお願いすることとなりますので、御承知願います。なお、この結果によっては意見書

案が日程に組み込まれますので、御留意願います。 

  以上の内容を踏まえまして、本定例会の会期につきましては、本日から12月11日までの４

日間とさせていただきます。 

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

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

続調査といたしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

  議員各位には、活発なる御審議と円滑な議会運営を切にお願い申し上げまして、議会運営

委員会からの報告といたします。 

  以上でございます。 

 

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

 

◎開議の宣告 

○議長（鈴木 勉君） これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

ます。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

○議長（鈴木 勉君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、７番、栗田さん、８番、森田さんを

指名します。 

 

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

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（鈴木 勉君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。今定例会の会期は、本日から12月11日までの４日間としたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、会期は４日間と決定いたしました。 

 

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

 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（鈴木 勉君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

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

は、既に送付しました。 

  陳情・要望書等の付託につきましては、お手元に一覧表を配付しました。 

  付託案件の審査につきましては、12月10日までに担当常任委員会にて審査し、報告をお願

いすることになりますので、御承知願います。 

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

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

  なお、10日の定例会終了後に全員協議会を開催しますので、御承知ください。 

  これで諸般の報告を終わります。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第４ 行政報告 

○議長（鈴木 勉君） 日程第４ 町長より行政報告いたします。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 皆さん、おはようございます。 

  平成26年第４回議会定例会を招集申し上げたところ、議員各位には何かとお忙しい中、御

出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

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

町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  さて、先月25日に発表されました月例経済報告によりますと、国内景気は、個人消費など

に弱さが見られるが、緩やかな回復基調が続いており、先行きについては、消費マインドの

悪化や海外景気の下振れなどのリスクに留意する必要があるとしております。 

  このような状況の中、当町の主幹産業であります観光関係ですが、４月から９月までの入

湯客数を見ますと、49万2,369人で前年に比べ、7,311人、1.5％の減少となりました。第１

四半期におけるチェ－ン旅館の大幅な落ち込みに加え、大型旅館を含む３軒の旅館の休廃業

により、大変厳しい状況にありましたが、夏の繁忙期の８月及び９月においては、国内旅行

が堅調に推移し、さらに天候にも恵まれたことで、２カ月連続で前年実績を上回りました。

特に９月におきましては3,032人、5.1％増となり、緩やかな回復傾向にあることをかいま見

ることができますが、先行きはまだまだ不透明であり、今後も行政と観光協会等の諸団体が

一体となりまして、誘客対策を講じていかなければならないと考えております。議員各位に

おかれましても、新たな観光政策や事業についての御提案や御提言をいただきますよう御協

力をお願い申し上げる次第であります。 

  現在、平成27年度当初予算の編成時期を迎えておりますが、極めて厳しい予算編成作業と

なることと思われます。既に10月末には職員に編成方針を通知し、厳しい要求基準を示した

ところではありますが、概算要求において５％の削減が見込まれる地方交付税や師走の総選

挙の影響により、政府予算案が年明けにずれ込む可能性があることから、歳入の推計が困難

となり、予算編成作業に支障が出る状況に置かれております。 

  27年度予算においても、自主財源の根幹をなす町税は、消費税増税後の景気回復のおくれ

などにより、減収は避けられないことが予想され、歳入環境は一層厳しいものと考えており

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

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

ばならない見通しとなっております。しかしながら、住民の皆様が求める行政需要は山積し

ております。特に防災対策の充実、少子化対策や子育て支援の推進などの住民福祉の充実、

農林漁業の振興、生活環境基盤整備、町内経済活性化対策等には積極的な対応を図らなけれ

ばなりませんので、財源確保に最大限の努力を払うとともに、限られた財源の有効配分に徹

するため、慎重な調整をしてまいりたいと考えております。 

  このような財政環境の中、11月24日に今年で３回目となる事務事業レビューを実施し、町

民の皆様にも傍聴していただく中、８件の補助金と１事業を外部有識者に評価していただき

ました。結果は、不要・凍結が２件、要改善が７件という厳しい評価結果となりましたが、

準備の段階から事業の目的や効果、効率的な進め方等、改めて事業を見直すよい契機となり

ました。 

  今後はこの結果を真撃に受けとめ、より一層の行財政改革に取り組んでまいる所存であり、

これらを踏まえ、来年度予算編成につきましては、全職員が一丸となって、事務事業内容や

効果等を十分に精査した上で見直ししてまいりたいと考えております。 

  それでは、行政諸般の報告をさせていただきます。 

  まず、防災関係でありますが、住民の皆様も新聞報道等で御存じのことと思いますが、９

月10日に首相官邸において、防災功労者内閣総理大臣表彰式が開催され、大川区自主防災会

が表彰されました。日ごろの防災活動が認められ、このたびの受賞となりました。 

  また、11月９日には沼津市において、静岡県自主防災活動推進大会が開催され、東区自主

防災会が実施している隣組防災会議などの活動が認められ、地域防災活動知事褒賞を受賞さ

れました。大川区自主防災会、東区自主防災会の役員並びに区民の皆様には心からお祝いを

申し上げます。 

  また、昨日、突発地震を想定し、地域の実情を踏まえた地域防災訓練が行われました。当

日は、応急手当、負傷者搬送、避難行動要支援者の避難支援などの訓練が行われました。今

後も引き続き、地震、土砂災害などの災害に備え、住民１人１人の防災力の向上と共助によ

る地域の防災力の向上をお願いするものであります。 

  また、本年度、津波対策の一環として計画した津波監視カメラにつきましては、先月、工

事がほぼ完了し、今月には供用開始となり、インターネット上で海岸の状況を確認できるよ

うになりますので、住民の皆様には利活用をお願いします。 
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  10月24日には、クロスカントリーコース内芝生広場周辺が、静岡県の「内陸のフロンティ

アを拓く取組」の中で、防災・減災対策と地域振興の両立を図る取り組みの第２次推進区域

として、「稲取高原特色を生かした観光地づくり推進区域」に指定されました。平時の際に

は住民のレクリエーションの場や滞在型観光の拠点となる憩いの場となり、交流人口の拡大

を図るとともに、有事の際には仮設住宅や自衛隊の宿営地等に活用することで、地域防災力

を高めてまいります。 

  次に、税務関係ですが、今年度も県職員の短期派遣を依頼し、滞納整理の強化に努めまし

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

啓発を行い、納税のお願いをしております。期限内に納税した方との公平性を保つため、悪

質な滞納者に対しましては、財産調査を行い、差押などの厳しい滞納処分を実施しておりま

す。 

  さらに、町では初めてとなる公売をインターネットで実施したところ、差し押えた７物件

に対しまして、全国から141件の申し込みがありました。今後も広報誌に掲載するなどして、

滞納抑止、納税義務意識の向上による収納率の上昇を図ってまいりたいと考えております。 

  去る11月13日には、下田税務署及び伊豆下田税務協議会による納税表彰式がサンワーク下

田で開催され、当町からも税務行政に貢献した２名の方が受賞されました。 

  また、11月11日から17日までの「税を考える週間」の一環として募集をした、「税に関す

る作品」を町民文化祭の会場及び役場ロビーに展示し、納税意識の高揚に努めたところであ

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

げます。 

  次に、住民福祉関係ですが、高齢者の方々への感謝と長寿をお祝いするため、10月４日に

稲取小学校体育館において敬老会を開催いたしました。70歳以上の対象者3,857人のうち478

人の方が出席され、当日は75歳以上の方に敬老祝い金を、さらに88歳の方に記念品を贈呈さ

せていただきました。第一部の式典に続き、第二部の演芸会では、稲取幼稚園児や民生委員

による「金目の大将」の踊りや、あじさい学級生による歌体操等が披露され、会場内は拍手

喝采でにぎわいました。このような光景を拝見し、子供から高齢者まで、お互いを尊重しな

がら未来への夢と希望を持って生きられる豊かなまちづくりを目指していきたいと、改めて

感じた次第であります。敬老会を盛り上げていただきました皆様並びに運営に御協力をいた

だきました関係者には感謝申し上げます。 

  国の施策であります「臨時福祉給付金」につきましては、支給対象となる多くの町民の皆
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様に受給していただくため、12月25日まで申請受付期間を延長いたしました。これにより、

現在も多くの方から申請をいただいておりますが、まだ手続がお済みでない方は、期限内に

申請していただけるようお願いいたします。 

  次に、健康づくり関係ですが、町では、10月から高齢者定期予防接種として、インフルエ

ンザ予防接種に加え、高齢者肺炎球菌の予防接種が新たに加わりました。対象者の方には、

既に郵送で通知しておりますが、ぜひ多くの方に接種をしていただき、疾病予防に役立てて

いただきたいと思います。 

  また、本年度もインフルエンザ流行の時期を迎えました。感染拡大を抑えるために、日常

生活での予防やワクチン接種を受けることが重要であります。住民の皆様方には、流行前に

予防措置を講じ、感染が蔓延しないよう心がけていただきたいと思います。 

  健康イベント関係でありますが、10月26日に奈良本区と町の共催により、奈良本ヘルシー

ウオークを開催したところ、ウオーキングには62人の方が、また、奈良本公民館での健康イ

ベントには、延べ130人の方が参加されました。参加された皆様は、骨強度測定や血糖検査

等で体のチェックを行い、栄養士会による健康相談でアドバイスを受け、日ごろの健康づく

りの一つとして、役立てていただけたことと思います。 

  11月16日は、町民の皆様に健康について興味を持っていただき、健康状態や生活習慣病を

見直すことを目的に、第14回の健康福祉ふれあい広場を保健福祉センターにおいて開催いた

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

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

には心から感謝申し上げます。 

  次に、建設関係ですが、10月に接近した台風18号及び19号の影響により、町道14路線の倒

木等による被害がありました。復旧工事に早期着手すべく、補正予算を専決処分させていた

だいたところであり、本定例会に提出してございますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

  ホテル、旅館などの耐震診断の義務化建築物の状況でございますが、国の補助制度を活用

し、本年度１件のホテルが耐震診断を行っております。診断にかかる所有者の実質費用は６

分の１となっておりますので、その他対象となるホテル等につきましても積極的に活用して

いただきたいと考えております。また、木造住宅の耐震化対策につきましては、本年度も無

料の耐震診断の受け付けをしております。耐震補強助成制度もございますので、あわせて町

民の皆様には有効に活用していただきたいと考えております。 
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  次に、産業関係ですが、鳥獣被害対策関係では、河津町と対応しておりました東河の有害

鳥獣対策協議会を本年度に解散をすることにいたしました。今後につきましては、東伊豆町

有害鳥獣対策協議会で細やかな対応を実施し、伊豆地域有害鳥獣被害対策連絡会で広域の対

策協議を充実してまいります。 

  次に、中山間地域総合整事業についてですが、奈良本農道１号及び片瀬集落道におきまし

ては、全ての用地買収・物件補償が終了し、工事が着工となりました。 

  市民農園の整備事業につきましては、造成工事、管理棟の工事ともに順調に進んでおりま

す。 

  なお、昨年度より協議をしていただいております市民農園推進協議会から11月に中間報告

が提出されました。今後、議会の皆様にも内容について御報告させていただきますので、よ

ろしくお願いします。 

  次に、林業関係では、森林空間総合整備事業により、稲取ふれあいの森の周辺の除間伐と、

作業道の開設を発注いたしました。平成24年度より実施させていただいております、今年度

で最終年度を迎え、案内看板の設置、駐車場の整備、林内歩道の整備、作業道の開設、除間

伐と町民から広く親しまれている稲取ふれあいの森周辺の里山がリニューアルされます。現

在実施中の観光施設整備事業の充実とあわせ、稲取高原全体が良好な森林空間の再整備によ

り、新たな利用者の拡大が図られると同時に、来場者の利便性や快適性の向上も図れること

と思います。 

  次に、水産関係におきましては、昨年、特許庁の地域団体商標登録されました稲取キンメ

のブランド力向上を目指し、次のステップとして、ロゴマークの商標登録に向けて、伊豆漁

協稲取支所・静岡県水産技術研究所とともに創作協議を始めました。漁協では、今年度中に

ロゴマークの作成をし、商標登録の申請をする予定でございます。 

  次に、観光関係ですが、このほど伊豆半島の６市町の首長が、10月10日から14日まで台湾

を訪れ、トップセールスを実施いたしました。台北市内で聞かれた温泉博覧会への参加とと

もに、日本と台湾の実質的外交窓口である公益財団法人交流協会及び亜東関係協会を初め、

台湾観光協会、台湾旅行業組合などを訪問し、代表者との意見交換や情報交換を通じて交流

を深めることができました。さらに、現地の大手旅行エージェント11社との商談会も実施し、

今後ますます増加が見込まれるアジア圏からのインバウンドの重要性を再認識するとともに、

伊豆地域が一つになり広域連携のもとで誘客に取り組むことが必要であるとも感じました。 

  10月１日から11月９日まで、細野高原では秋のすすきイベント「知られざる絶景散歩」が
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開催され、県内外から１万1,700人を超える来場者でにぎわいました。特に日曜・祝日を含

む悪天候による中止や中断が延べ14日にも及んだにもかかわらず、前年を上回る実績が得ら

れたことは大きな成果であり、今後はさらに創意工夫を加えた上で、全国へ向けて本格的に

情報発信を図ってまいりたいと考えております。 

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

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

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

  次に、10月３日から10日まで、月光が照らす月の道ムーンロードを新たな観光資源として

昨年から活用し、町内６観光協会が主催となり、東伊豆町温泉郷謝月祭を開催いたしました。

北川温泉では、ケーナとサンポーニャの南米音楽のライブコンサート、さらに片瀬温泉では、

勇壮な手筒花火による炎艶美、大川温泉では、トヨダミュージックサロンでのお月見コンサ

ート、熱川温泉では、海沿いの遊歩道でのキャンドルナイト、稲取温泉では、音と光の幻想

的なレーザーショーがそれぞれ開催され、地域住民や観光客を魅了いたしました。11月15・

16日は県内外から82名の参加をいただき、第26回パラグライダーフェスティバルＩＮ東伊豆

2014、が、三筋山の山頂から細野高原を会場に開催され、壮大なすすき原を舞台に熱戦が繰

り広げられました。さらに、英国発祥のアドベンチャーレース、オリジナル・マウンテン・

マラソン（ＯＭＭ）が29、30日の両日、細野高原と周辺の山岳地帯で行われました。日本を

含むアジア圏では初の開催となり、北海道から九州までの全国から269組538名が出場し、オ

リエンテーリングとトレイルランニングを組み合わせた競技に大きな注目が寄せられました。

初日はあいにくの雨模様で、三筋山山頂付近は濃い霧に覆われるなどの悪条件でしたが、２

日目は天候も回復し、絶好のコンディションでのレースとなりました。当日はマスコミ各社

からの取材を受け、当町の豊かな自然をアピールするよい機会となりました。今後のイベン

トとしましては、12月21日から24日まで、熱川温泉ではクリスマスファンタジアが開催され、

初日の21日には石曳き道潅まつりが行われます。さらに初春のイベントとして、稲取温泉雛

のつるし飾りまつり等が開催されますが、昨年を上回る来遊客が訪れることを期待するとこ

ろであります。 

  次に、消防関係ですが、10月２日、総合グラウンドにおいて消防署と静岡県消防防災航空

隊との合同訓練を実施いたしました。機体誘導訓練や資機材取扱要領の実施により、航空隊

が行う水難・山岳救助や空中消火等の活動が、迅速かつ効果的に行える体制が構築され、災

害発生時の地上支援消防隊としての救助技術の向上を図りました。 
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  秋の全国火災予防運動ですが、11月９日から15日までの７日間実施されたことに伴い、初

日早朝に消防団の火災防御訓練を行いました。稲取漁港周辺において広範囲な延焼火災の想

定により、消防団員220名が参加し、分団相互の連携強化に努めました。また、火災予防思

想の普及により、火災からとうとい命と貴重な財産の損失を防ぐことを目的として、町内防

火パレードにより「火の用心」を呼びかけました。11日は町内小学校において女性消防団員

が、低学年の生徒を対象にした防火教室を開催し、火災の危険性や火災発生時の自分の身の

守り方について指導を行い、子供たちの防火意識の高揚を図りした。これから火災の発生し

やすい時期を迎えるに当たり、町民各位におかれましでも火災予防になお一層の御注意と御

協力をお願いいたします。 

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

児、児童、生徒らが印象的で、すばらしい思い出となったことと思います。11月13日・14日、

町内各幼稚園年長児、３園合わせて51名の七五三のお祝いが、それぞれ行われました。将来

を担う子供たちの健やかな成長を願うところであります。10月18日には、とうきゅうカップ

東伊豆クロスカントリー大会2014が行われ、1.5キロメートルのキッズランから10キロメー

トル一般男女までの16種目に、幼児から高齢者、障害をお持ちの方まで1,279名にエントリ

ーしていただきました。御協力いただきました各種団体の方々に深く感謝申し上げます。 

  11月２日、３日の２日間、稲取小学校体育館で、第38回町民文化祭が開催され、すばらし

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

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

民の皆様の御活躍に期待いたします。 

  11月22日には、第30回青少年主張発表大会を開催し、小、中、高校生の11名が、地域や人

とのつながりや防災、当町の未来などをテーマに、それぞれの主張を町民の皆様に紹介して

いただきました。貴重な提言等がございましたので、前向きに検討したいと感じたところで

あります。 

  次に、水道事業関係ですが、水道料４期分を前年同期と比較いたしますと、料金収入で

9.7％の減となっております。また１期分から４期分までの累計におきましても、5.6％の減

となり、依然として大変厳しい事業運営が続いている状況であります。水道施設における動

力費などが増大する一方、ホテル、旅館、別荘分譲地など大口使用者の使用水量が大きく減

少しております。この減少状況は今後も続くと予想されますので、事業損失はさらに拡大す

るものと大変危倶しているところであります。 
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  このように経営環境が著しく悪化している中、経費削減に努めてまいりましたが、水道料

金を改定せざるを得ない状況となり、10月28日に第１回水道料金等審議会を開催し、水道料

金の改定について諮問いたしました。現在、審議委員によりまして御審議をいただいている

ところであります。安全で安定した水道水を供給するためには、健全な水道事業運営が不可

欠でありますので、水道使用者の皆様方の御理解をお願い申し上げます。 

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

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

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

 

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

 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（鈴木 勉君） 日程第５ 一般質問を行います。 

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

ので、御協力をお願いいたします。 

 

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

 

◇ 飯 田 桂 司 君 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さんの第１問、町長の政治姿勢についてを許します。 

  ３番、飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 皆さん、こんにちは。 

  12月に入り、大変寒くなりました。予定していたのか突然なのか、衆議院が解散となり、

２日公示、14日の投開票となったわけですけれども、職員の皆さん、大変忙しい中ですけれ

ども、議会のほう、ひとつよろしくお願いします。 

  今回１問を通告をしてあります。一答にてお願いをいたします。 

  町長の政治姿勢について伺います。 

  １点目、各種団体への補助金対応について。 

  ２点目、新規及び継続事業の内容は。 
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  ２点について伺います。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 飯田議員の第１問、町長の政治姿勢については２点からの質問ですの

で、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の各種団体への補助金対応についてですが、平成26年度当初予算における補

助金並びに補助金的性格の委託料も含めた総額は１億7,200万円で、75件の被補助団体に対

して交付しております。平成22年度以降、震災後の町内経済活性化や観光振興対策のため、

増加傾向にあるのが現状であります。 

  町の財政状況が年々厳しくなっている中で、健全な財政運営を維持していくためには、被

補助団体におきましても、これまで以上に自主的運営や経費の効率的運用に取り組むことで

補助金を抑制していく必要があると考えております。 

  今年で３回目の開催となりました先日の事務事業レビューでの指摘事項や提言も真撃に受

けとめまして、補助の公益性や必要性を改めて見詰め直し、効果の分析や補助基準の明確化

に取り組むなど、厳しい財政状況に応じた見直しを行ってまいりたいと考えておりますので、

御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の新規及び継続事業の内容はについてですが、現在、新年度に向けた予算編

成作業を進めており、本定例会終了後には、事務査定、町長査定を予定しているところであ

ります。これから個々の事業内容を精査していく段階でありますので、あくまで計画してい

る内容としてお答えさせていただきます。 

  まず、新規事業につきましては、稲取漁港公園整備事業を計画しております。次に、継続

事業についてですが、重点施策として取り組んでおります防災対策事業として、稲取地区の

防災センター建設事業並びに奈良本地区避難地整備事業などを計画しております。しかしな

がら、事業規模が大きくなることや、起債による後年度負担の増加が避けられないことから、

財政の健全性を保つためには、その他の事業や経常的経費の抑制が必要であると考えており

ます。これから行う予算査定におきまして、歳入歳出のバランスを見た中で、事業の必要性

や優先順位、また財政支援の内容なども考慮しながら、事業を選定してまいりたいと考えて

おりますので、よろしく御理解をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さん。 
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（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 今、町長から答弁をいただいたわけですけれども、冒頭行政報告の中

でも出てきた中で、27年度の予算編成において、大変厳しい自主財源をなす町税が大変厳し

いなということで、景気回復等も含めて、減収は避けられないなということでお話があった

わけですけれども、そんな中で、冒頭お話をしたように、２年前ですか、平成24年の12月の

４日の日に公示となり、16日ですか、衆議院の選挙が行われたわけです。その間、消費税等

が上がり、大変国民の負担が多くなり、厳しい状況になってきたということは、御案内のと

おりかと思います。 

  そんな中で、10％の消費税は見送ろうと。これが一つの問題として解散になったのかなと

いうことで、個人的には考えるわけですけれども、１年８カ月ほど先送りをするよというこ

とで、消費税は見送られたわけです。 

  そんな中で、今、町長も言われたように、先般11月に事務事業レビューの評価作業が行わ

れたわけです。私も含めて、議員も全員いなかったわけですけれども、そんな中で、ちょっ

と傍聴していく中で、一番後ろにいて見たわけです。大変寂しいなと。これから補助金の関

係についてお聞きするわけですけれども、大変あの席に座っていて、聞いていただいた方、

一番の町の補助金として大変大きな額をなす観光関係の方、ただ１人ですよ。どういう御案

内をしたかわかりませんけれども、本当にただ１人。そして大変真剣に聞いておったなとい

う団体は、遺族会、それからシルバー関係の福祉センターの関係、この方たちは本当に真剣

に聞いておりましたよ。 

  そして職員が説明をする、評価をされる。コーディネーターの方たちが評価をするわけで

すけれども、観光の方１人。町長、それから課長含めて、もう既に観光関係の補助金は決ま

っておるのかなと。補助金じゃないですよ。新年度の予算について、今、いろいろ要望が上

がってくる中で、観光関係を含めて、いろんな団体、諸団体があろうかと思いますけれども、

もう既に各課ではもう補助金の関係については、金額的なものも決まっておるのかなと。行

く必要はないよと。話は聞く必要がないよと。そういう感じであったのではないかなと。町

長、これ答えてくださいよ。 

  今日もこういうことで観光関係の方に言っておきました。こういうことでやるぞと。だめ

なら町長、補助金なんて要らないですよ。余分な補助金は、ちょっと声高らかになりますけ

れども、やはり一般公開をする、傍聴ができるということで、新聞報道もされたわけです。

そしてふたをあけてみたら、議員10名、職員、課長さんを含めて皆さん聞いておられるわけ
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です。真剣に聞いているわけです。しかし、一番の補助金団体として受ける団体の関係者の

方が来ていない。これは何だと。それで議会へと、もう今日の資料の中にも、商工会等が補

助金のあれが来ていますけれども、やはり町として、町長として、課長として考える中で、

やはり考えていただきたいのは、町の今、町長が言ったように、自主財源の根幹をなす町税

が減ってくるということでお話がある。だから、今日も何度も繰り返すように、今日の私の

観光の関係のことをちゃんと聞いていろよと。町長、何と言うか、そういう話もしてきまし

たよ。 

  そういうことで、やはり今回のレビューの評価について、本当に寂しいなということでお

話をするわけですけれども、町長、それを一つ答えてください。 

  それから、次に、新規及び継続事業においてです。 

  現在、先般も話がありましたけれども、調整基金、６億1,000万ほどじゃないかというこ

とで、私は数字的なものはちょっと疎いですけれども、６億1,000万ぐらいかな、今基金が

あるのが。現在、基金が。事業として、今後新旧及び今、町長、後から聞きますけれども、

新規事業、それから継続事業について、この基金が必ず取り崩されていくと思うんですよ。

そしてその中で聞きたいのは、今話が出ました稲取漁港公園整備、これについて詳しい説明、

これは津波対策等、防災対策がちゃんとできている中での事業なのか、それも一つお答えく

ださい。 

  それからもう一つ、継続としてなっております奈良本地区、今ちょっと奈良本地区避難地

ですか。その事業についても、担当課でもいいですから、詳しく説明してください。 

  よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、補助金関係、これは全然一切白紙です。これから新年度予算に

つきましては査定いたしますので、もう決まったということはございませんので、その辺は

御理解願いたいと思います。 

  その中で、観光関係者が事業レビューに対して、職員、協会の方が１人いましたけれども、

いなかった、これは遺憾だと。これはまさしくそのとおりだと私も感じておる。しかし、昨

年、今年と２年間やりました。そういう中で昨年はほとんどの方が来ました、観光関係の方。

そういう中で、この１年かけて観光関係団体は、その事業レビューに沿った中で対応してい

る、予算も対応している、そういうことだけは理解していただきたいと思います。 

  当日、観光関係事業者がいなかったこと。これは観光関係の事業レビューにあった中で、
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これは飯田議員のように、これは遺憾だと思いますけれども、前年やった事業レビューに対

しまして、観光協会はそれに沿った形の中で事業を行っていくことだけは理解していただき

たいと思います。これは飯田議員が言ったように、今回いなかったことは遺憾、これは私も

そのとおりだと感じております。しかしながら、飯田議員にも御理解していただきたいのは、

昨年事業レビューをやったので、事業レビューの方から、いろんなことを言われた中で、そ

れを参考にした中で、本年度やっている、それだけは理解していただきたいと、そう思いま

す。その点につきましては、補助金はもう既に決まっているから来た、来ない、そういうこ

とではございませんもので、補助金関係につきましては、これから原課から上がってくる中

で、町長査定でやっていく中で、これは真剣にその内容を精査した中で、当初予算、新年度

予算に反映していきたい、今はそういう考えでございますので、飯田議員が言った、補助金

が決まったから来なかった、そういうことではございませんので、その辺は御理解願いたい

と思います。 

  確かにこの選挙におきましては、アベノミクスが争点になっている中で、本当、この10％

に上げなかったことは、町としても大変これから財政運営上は厳しくなってきておりますの

で、これは国の考えでございますので、町といたしましては、選挙をしないでそのままやっ

ていただければ、財政上大変よかったなとは、自分自身のこれは感想でございますので、そ

の辺よろしくお願いいたしたいと思います。 

  次に、新規事業の防災関係、新しく稲取漁港、これは本当に私、これは個人的な感じで、

当然命を守ることはその中に入ってくるか、どういうことになってくるかは、これからでご

ざいますけれども、1000年に一度の、それだともうまちづくりはできません。その中で町民

の皆さん、理解していただきたいのは、まず大きな地震が来たら逃げる。これはもう再三再

四言っている中で、第１次の被害、津波。これに対しては、町としても十分対応していきた

いと考えておりますので、２次被害に対しましてのことを考えますと、もうまちづくりは一

切できませんもので、その点は飯田議員も理解していただきたいと思います。 

  その中で、まだまだ稲取漁港周辺施設の公園整備。これはまだまだ全然白紙でございます。

たまたま前回、工学院大学の学生たちが、稲取漁港の周辺の計画した中の一環として、今回

考えているのは、東海汽船の新堤防の横に駐車場がありますよね、そのあたりをちょっと公

園整備していきたいな、そういう考えでございますので、まずその平面図とかそういうのは

一切白紙でございますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  奈良本地区の詳しいことは担当課から説明いたさせますので、よろしくお願いいたしたい
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と思います。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） 飯田議員の質問にありました奈良本地区避難地整備について御

説明させていただきます。 

  奈良本地区の旧大東館ロイヤル、寄付を受けましたその跡地に今建物が建っておりますが、

その建物を壊しまして、そこを避難、要は海岸から海水浴客等が避難できるように公園整備

をする予定でございます。それにあわせまして、建物、防災センターの計画を今後していき

たいというふうに考えております。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） すみません、答弁漏れがございました。 

  財調の関係でございます。財調につきましては、現在本当に６億ぐらいになっております。

しかしながら、私が受けたときはもう３億でございました。その中で徐々に積んだ中で、や

っぱり７億まで行って財調を崩して。この事業というのは多少財調は崩すようなことになる

と思います。やはり財調はできるだけ積んでおく、いざ災害のときのために積んでおきたい

もので、財調の取り崩しはできるだけ少な目にやっていきたい。しかし、財調を取り崩さな

いということはできませんので、財調は取り崩すと思います。そういう中で、財調の繰り入

れはできるだけ低い方向の中で予算的にやっていただく、事業は遂行していきたい、そうい

う考えでございますので、御理解願いたいと思います 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 今、町長から、補助金の関係について一応。それから稲取公園整備、

それから奈良本地区。これについて、これから新規、それから継続となっていますから、そ

こも検討していく中でないかなと思いますけれども、補助金の関係で、新年度予算も含めて、

やはり今、町長、私が受けたときは３億で、以前ある課長がいるとき、町長10億、11億ため

るんだなと、そんな話も出たことがあります。やってくれよと、増してくれよとたんかを切

ったことがありますけれども、やはり減る、増えるじゃないですけれども、あるこの６億の

基金をいかに有効に使うかなということが一番大事じゃないかなと思います。それと補助金

も、前から町長言っているように、開口一番言っているように、一生懸命やるところには補

助金をつけるよと。どこがどの基準で一生懸命やっているのかということで、わからないわ
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けですけれども、やはり補助金について、やはりつけていく段階についても、各団体、もう

去年もらったから、俺は今年ももらわなきゃだめだよと、そんなことがないように、ぜひお

願いをしたいなと思います。 

  そしてちょっと戻りますけれども、先月行われた事務評価の中で、コーディネーターあた

りから政教分離だとか、そういう話も出ました。物事、担当課が説明する中で、やはり中身

の俺は問題だと思うんですよ。ただ政教分離だとか、そういうことを言っていること。これ

は絶対切って切り離せないものが、行政でなく各地域、家庭も含めて、こういうものが必ず

ついて回ると思うんです。お金のことが絡んでくるから、やはり政教分離なんてことを言っ

てくるかと思いますけれども、それやはりしっかりと町長、各担当課にちゃんと指導してい

ただいて、補助金の関係についても、ちゃんと上げるときに、使うときにも出すときにも、

ちゃんと説明をしていただく。これが一番遺族会あるいはシルバー、福祉関係についても、

しっかりと指導していただくことが、私は絶対大事でないかなと思います。 

  そんな中で、ちょっと観光商工課の関係で聞いてみたいなと思うんですけれども、観光商

工課、補助金について、1,350万ほどの予算がついている中で、決算で1,751万4,000円、大

変多く、これは25年の関係を、ちょっと資料見たわけですけれども、そんな中で、地域商品

券、大変気になる地域商品券が20％ほど使っているわけですよ。そしてリフォーム等の振興

事業、決算あったわけですけれども、リフォーム件数が68件、補助金1,192万9,000円、大変

すばらしいなと、使われておるなと。このリフォームについては、今後もやはり一般町民の

中からリフォームをやりたいよと、これをつけてくれないかなということで、補正でまた上

がってくるかと思いますけれども、このリフォームについては、私はいいなと思うんです。 

  ただ、そこで伺いたいのは、地域商品券についての利用状況についてを課長にちょっと伺

いたいんですけれども、ここに地域商品券の商店の一覧表があるわけです。もう既に地域商

品券を求められてお買い物をする、そういうところが出てくると思うんです。そして必ず買

った商店から抽せん券等をいただくわけなんです。前にもお話をしたように、やはりこの地

域商品券のあり方、商工会ですよ。要するにガラガラポンだと思いますけれども、見たこと

がないからわかりませんが、ガラガラポンだと思いますけれども、当たるわけです。そうす

ると、品物がない。町長、聞いていてよ。行ってバスに乗って、商店で買った。品物を買っ

た。そうすると抽せん券をもらえるわけなんです。そして農協前ですか。どこかで抽せんを

やる。これも補助金が出ているんですよ。そして当たる。「飯田さん、行ったけど品物がな

いだよ。ちょっと乗せてって」と。「何で。何が当たったの」と言ったら、懐中電気。冗談
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に、「いや、懐中電気は重いからさ、運ぶに大変だったんじゃないの」と、私冗談言いまし

たよ。そしてまた私乗せて行ってきましたよ。それは去年の話。今年もあると思いますよ、

今のままでの現状なら。課長知っていると思うんですけれども。品物がないの。当選したけ

れども、品物が置いていないの。要は間に合わないとかって。 

  そういうところに補助金をつけている。しっかりしてくださいよ、これ。商工会にちゃん

と言ってくださいよ。商工会の職員がやっているのか、誰がやっているのかわかりませんけ

れども、やはりこれについて、地域商品券。そういうことで、ぜひこれ商工会へお金を出す、

補助金額が幾らになっていますかね。1,751万4,000円、大変多くのお金が出されておる。そ

れについて、課長、ちょっと御答弁ができたら、ひとつお願いします。 

  それから、２点目の事業について、今お話がありましたけれども、いろいろな事業をされ

る中で、新規あるいは継続事業において事業がされる、補助金が出されていく、これは本当

にありがたいなと。そして基金を町長、取り崩しをしていく。これはしようがないなという

わけですけれども、やはり一番考えてみたいのは、ただ単に補助金を使う、そんなことはな

いかと思います。しかし、町民の理解を得て、長期でもいい短期でもいい、事業として、こ

れは必要だなと、町として絶対この事業は必要だなということを、町民の理解を得て基金を

使っていく事業、これから本当にこれが一番問われることではないかなと思います。町長は

そんなことわかっているよと、言われなくてもわかっているよということであろうかと思い

ます。ぜひ計画性のある事業実施をしていただくことをお願いをして、私の質問を終わりま

す。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、ちょっと訂正をさせていただきます。 

  事務事業レビューの中で、観光関係は去年、今年と言いましたが、１年置きましても、今

年と24、26としたもので、それをすみません、訂正させていただきたいと思います。 

  その中で、補助金関係ありきで当然、もうこれだけ毎年もらうと、そういうことはもう絶

対今させておりません。もしかしたら、そういうことであったならば、厳しく言いますし、

そういう団体に対しましては必要性の中で上げてくれば、それはありますけれども、当然去

年もらったから、これはもう今年ももらえると、そういう甘い考えはありませんので、その

辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに、今言った、多分それは歳末大売り出しのことだと思うんです、ガラガラは。その

中で確かに商品がなかったということは、確かに最初の準備段階で、それは商工会には申し
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入れしていきたいと考えております。 

  商工会におきまして、今回補正の中で、ちょっと議会のほうにはお願いしてあります。当

初、それよりか大きな内容で、町に対して歳末大売り出しの助成をお願いしたいと言いまし

た。その中で、去年のことを反省した中で、これはやっていないとだめだと、この減額をし

たのが現状でございますので、今回歳末大売り出しに対しまして、議会に皆様とお願いして

ありますので、商工会から上がった予算よりか、これは減額してあります。そういう中で、

やっぱり町といたしまして、こういう財政厳しい中で、幾らかやるということはなかなかで

きないもので、去年の反省を踏まえた中で、これはいかがなものかなという中で、今回補正

を上げてありますので、その補正のときも、またひとつよろしくお願いいたしたいと。 

  その商品がなかったということは、これは商工会のほうには十分、今年はそういうことが

ないようなことで指導していきたい、そういう考えでございますので、御理解願いたいと思

います。 

  リフォームとかそういうのは、本当は町の経済の活性化になっておりますもので、町とし

ても今後やっていきたい。 

  そういう中で、財調に関しましては、本当、当初私はもう国のほうから、この町は最低10

億をためなきゃ、いざというときは大変ですから、10億最低ためる方向でやってくださいと

言われたもので、10億を目標にやった中で、今度はまたさらにそれ以上のことを国のほうも

言っていますもので、基本的には10億やっていて、いつも７億8,000万ぐらいいった中で、

やっぱり財政が厳しくなってきておりますもので、財調は崩しておるのが現状です。自分の

頭の中では、あくまでも10億を目標に財調はやってきて、そういう気持ちは変わりませんも

ので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  当然計画性、今自分が一番感じているのは、やっぱりいざ災害が起きたときに、町民をい

かに守るか、その施策に対しましては力を入れていきたいと考えておりますもので、やっぱ

りあくまでも自分の中では、災害に強いまちづくりの中で町をやっていく。そういう中で計

画性の中で、また住民の方たちと相談しながら、順次それをやっていきたい、そういう考え

でございますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で３番、飯田さんの一般質問を終結いたします。 

  この際、10時40分まで休憩いたします。 
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休憩 午前１０時２９分 

 

再開 午前１０時３８分 

 

○議長（鈴木 勉君） 再開前に御報告いたします。 

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

を許可いたします。 

  休憩を閉じ再開いたします 

 

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

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に６番、藤井さんの第１問、水道料金についてを許します。 

  ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） それでは、通告しておきました順番に従って質問させていただきます。 

  第１問ですが、水道料金について、これを伺いたいと思います。 

  先日、伊豆新聞にも大きく取り上げられておりましたので、町民の方からもいろいろ問い

合わせがあるかと思いますが、非常に水道会計が現在赤字であると。3,000万を超える赤字

を昨年度は出したということもまた議会で報告されました。そういった内容について、しか

し水道は人間生活の根幹でありますので、１日たりともおろそかにはできない、非常に重要

なインフラでございますので、これを不安のない安定した供給を永久に続けてもらいたいと

いう思いで、私も質問させていただきます。 

  １番に、水道会計の赤字の原因は何か。 

  それから、水道料金の値上げはいつ、どのくらいの幅を考えているか。 

  ３番目に、水源調査の経過と今後のビジョン。それから、住民生活への影響はということ

でお願いしたいと思います。 

  ２問通告してありますが、２番目は伊豆東部総合病院についてお伺いしますので、また一

問一答でよろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 第１問の答弁をお願いします。 
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  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第１問、水道料金については、４点からの質問ですので、

順次お答えいたします。 

  まず１点目の水道会計の赤字の原因はについてですが、平成25年度の料金収入は、給水人

口の減少やホテル、旅館、別荘分譲地など大口使用者の使用水量の大幅な減少により、前年

度対比2,875万1,000円、6.7％の減収となりました。 

  一方、費用面では、電気料金の高騰により、動力費が前年度対比696万9,000円、10.8％も

増加しております。このように給水収益の大幅な落ち込みと費用負担の増加により、25年度

決算では3,000万円を超える大きな損失になったものと考えております。 

  次に、２点目の水道料金の値上げはいつ、どのくらいかについてですが、行政報告で申し

上げましたが、10月28日に第１回の水道料金等審議会を開催し、水道料金の改定について諮

問いたしました。現在13名の委員により審議を重ねているところであります。 

  御質問の改定する時期と改定率ですが、時期は27年度から、改定率は30％で諮問しており

ます。改定率の求め方につきましては、水道事業の健全な運営を確保するため必要とされる

営業費用と資本費用を加えた総括原価方式により算定いたしました。この方式で算出いたし

ますと、改定率は37.8％となりますが、水道使用者の負担が大きくなることから、改定率を

30％とさせていただきました。 

  ３点目の水源調査の経過と今後のビジョンはについてですが、平成23年度に奈良本地区、

三井大林分譲地の東側及び西側において電気探査を行いましたが、取水可能な水量は少ない

という調査結果でありました。平成24年度は稲取地区、細野高原において電気探査を行った

ところ、地下水が存在する可能性が高いという調査結果が得られましたので、25年度には熊

口水源南側を深さ300メートルまで掘削しましたが、地下水は発見されず、大変残念な結果

となりました。 

  本年度は稲取地区３号井付近において試掘調査を行う予定でありましたが、厳しい事業運

営が予想されることから、本年度の執行を取りやめ、来年度へと先送りさせていただきまし

た。 

  以上が23年度から26年度までの水源調査に係る経過でございます。 

  今後のビジョンにつきましては、水源の分散化を図り、災害時の断水区域の最小化や水道

施設の維持管理費及び動力費の削減を図ることが可能となりますので、基本計画に基づき水
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源調査を実施してまいりたいと考えております。 

  ４点目の住民生活への影響はについてですが、水道事業は、平成19年度に料金を改定して

以来、現行料金を維持する中で事業運営を行ってまいりましたが、特に東日本大震災以降は

使用水量が大幅に減少したため、水道事業をめぐる経営環境は逼迫した状況となっておりま

す。 

  このような状況により、水道料金等審議会へ料金改定について諮問したところであります。

住民の皆様には御負担をおかけいたしますが、引き続き安全で安定した水道水の供給に一層

の努力を払ってまいりますので、御理解をお願い申し上げます。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） ただいまお答えいただいたんですけれども、人口減少と、これ観光客

の減少がかなり進んでいるということで、昨年は6.7％の給水収入が減ったと。結果的に電

気代等も上がっておりますので、3,000万を超える赤字を出してしまったと、こういった内

容だったかと思います。 

  その前の年ですと、24年は若干の黒字だったかと思います。58万9,000円でしたかね。そ

の前の年が1,700万くらいの赤字だったかというふうに記憶しております。その内容的には、

これはもう既にこの前の値上げのときの、たしか平成19年に値上げしたと思うんですが、

18.8％値上げした段階で、人口減少とか観光客の減少というのは、もうこれはわかっていた

わけですね、ある程度。ですから私は、こういうことでもし値上げすれば、また遠からず人

口減少、観光客減少はとどまるところを知らないといいますか、であればまた遠からず値上

げせざるを得ないんだろうと。この繰り返しでは、私は非常に町民の生活が圧迫されるとい

うふうに思っております。 

  ここで根本的に改定したいというようなことで、今回30％の値上げを考えておるというこ

とで諮問している。これが伊豆新聞にも大きく取り上げられた内容かと思うんですけれども、

しかし私は、水道料金の値上げに関しては、提案してくるのはそれなりにわかります。今、

理解できないことはない。しかしながら、この間私はその原因について、赤字の原因につい

ては、重大なやはり町のほうの経営上の誤りがちょっとあったんではないかというふうに思

っておるわけです。 

  １つには、写真で示しておりますけれども、白田から稲取に抜ける道、あそこの道のとこ

ろに、第二ポンプ場、新稲取第二ポンプ場、正確には稲取系第二中継場でしょうか、町の水
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道課というふうになっております。これがありまして、これが平成24年３月24日に破損した

わけです。その破損の原因がメーターの故障と。この故障を見抜けなかったということで、

これがオーバーフローしまして、一気にたまった水が抜けて、タンク及びその下のほうの地

主さんの方に大変迷惑かけたと、こういった事故が発生したわけです。それに関しては、こ

の９月の議会の段階で、既に決算で、これは処理終わったというような報告もありました。

ですから、私はそういったことが１つ、やはり水道会計を圧迫している原因ではないかとい

うふうに、一つには考えております。 

  それからもう一つは、水源探査を先ほど行ったというふうにおっしゃいました。２度行っ

たけれども、２度とも残念ながら水が出なかったというふうにおっしゃったわけです。しか

しながら、私ちょっと不思議だなと思うのは、専門の会社が電気探査を行って、300メータ

ー下ほどには水層がありますよと。水脈というですか、という写真が、業者さんの写真、自

分たちも配付されて、いただいたわけですよ。町長もこれは非常に有望だと。水脈であるか

ら、地下も流れているので、かれることはないんだというようなお話だったかと思うんです。

それがこの春、３月の議会では、そのように今年はやるぞというふうにおっしゃったんです

が、現在は財政状況なんか見て、それはやらないというふうにおっしゃったわけです。 

  私は、以上２点の件が、どのぐらいの金額になっているかといいますと、その水道タンク

の第二ポンプ場の破損事故に関しては、ポンプ場を直すだけで約１億円かかっておるわけで

すよね。それから補償に関しては、11件の方に補償したと。その中で、11件のうちの６件で

既に3,530万円。あとの５件に関しては、これは100万円以下だから、議会に諮らなくてもい

いというか、金額が今日ちょっと、私たちには示されないので、わからないわけですよ。 

  補償に関しては、これ私どもにも配られたわけですけれども、11件、こういうふうに下の

ミカン畑からずっともう、そうですね、かなり下の道路の近くまで水があふれて、破損した

ということで、これは当然弁償しなくちゃならないということで、弁償したわけですよ。こ

の緑に塗ってあるところが100万円以上で、一件一件示されたわけです。この黄色い部分は

100万円以下で、これは議会報告なくてもよろしいということで、私は正確にはわからない。

この緑の部分だけで、さっき言いましたように3,530万円ですか。 

  私は、こういうタンクを全部やって擁壁をきれいにやりました。それに約１億円かかりま

したというふうなこと、これは町の当局で発言しておるわけですよ。25年９月の決算特別委

員会の報告にもありますよ。何かちょっと納得できないようなあれでいるので、ちょっと読

み上げますと、新稲取第二中継ポンプ場の復旧費は、１款建設改良費の１億5,605万の中に
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含まれていると。それから、賠償は、これは25年９月の同じく決算委員会の認定報告の中に

もあるわけですけれども、復旧費用の総額は、測量設計費や土地購入費も含めると約１億円

になるというふうに町当局が答えているわけですよ。それ以上だったかわかりませんけれど

も、私どもがそういう数字、そのぐらいかかったんだろうと思うわけです。そうしますと、

合わせて１億3,500万円以上、約１億4,000万ぐらい。先ほど黄色く示したところは100万円

以下で、ちょっと正確なところわからないので、大体１億4,000万ぐらいかかったというこ

とだそうでございます。 

  それから、水源探査に関してですが、水源探査に関しては、これは私どもちょっとわから

ないところいっぱいあるので、お伺いしたいと思うんです。 

  水源探査というのは、これはやったけれども、どのぐらいかかるんですかと、これも私、

質問した経過がございます。課長が議会で4,095万、一つかかったというふうにおっしゃっ

ています。これは調査費、資本的支出の中の調査費という項目の中に、1,260万と、次の年

が2,070万、それから4,100万というふうに書いてありますので、大体その4,095万というの

と、調査費の4,100万というふうに計上されているので、大体イコールなんで、これがやは

り調査費だったんだなというふうにわかるわけですよ。 

  私は不思議だというふうに言ったのは、このように専門の業者が電気探査もやりました。

ここには水があるようですよということでやって、結果、しかし２カ所とも出なかったとい

うことは、これはちょっと本当に不思議だなと思うんですが。というのは、町長、これは随

意契約で契約結んでいらっしゃいますよね。違いますか。これらに関しては。町長、これは

随意契約でやったということは、行政報告で両方とも言っているんです。24年９月には、上

水道の安定供給を目的として、昨年度ということは23年度ですね―から実施しております

地下水源の探査事業ですが、本年度24年度は稲取地区の熊口水源周辺と３号井周辺を調査い

たします。先般、応用地質株式会社と契約が提携されというふうになっておるわけです。 

  もう一つの奈良本のほうは、23年６月１日に、同じく応用地質株式会社というところと契

約をいたしましたというふうにおっしゃっているんです。そういう意味で両方とも応用地質

株式会社というところと契約してやったと。私どもにもボーリングの様子とか、あるいは予

定とか、あるいは水脈の方法、ありかとかいうものがあるんではないかというふうな期待で

やったわけですよね。ところが残念ながら出なかったと。これに関しては、どんなふうな調

査をして、今までどういった報告をしたのか。報告書等々を、一つにはお願いしたいなと思

うわけです。 
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  それから、どんな会社だったのか。応用地質さんという会社ですね。応用地質という会社

が専門的な会社だということなんですが、２回とも探査して出なかったということで、これ

は稲取のほうだけで4,100万かかった。奈良本はちょっと幾らかかったか、報告ちょっとな

いんでわからないんですが、そんなにはかかっていないよと。探査だけだったら1,000万前

後じゃないかというふうに言うんですが、それでも23年度の調査に1,270万計上しているの

がありますので、これかなという気がするんですけれども。 

  いずれにせよ、どれぐらい水源探査にかかりますかと聞いたときにも、4,000万から5,000

万くらいの金額がかかるんだというふうにおっしゃっているわけで、これも発言されていま

すよ。井戸を掘って、探査、ボーリング含めて１個。そういうふうに言って、現実には掘っ

たわけですよ。しかし出なかったということなんですよね。そうしますと、探査も含めて、

ボーリングも含めて5,000万以上かかったということかと思うんです。 

  そうしますと、こういったことが、私は水道会計に全く影響は与えなかったということは

あり得ないと思うんです。会計の方式が、これは２条会計とか３条会計で時々あれされます

けれども、いずれにせよ収益的収入とそれから資本的収入、それから留保資金という形で中

日やりくりしているということですよね。ですから、その中で、やっている中で、両方合わ

せてどうですか、１億9,000万くらいの赤字になるわけです、２つ合わせれば。 

  こういうことが、今、町長の今回の行政報告の中でも何も語られていない。私は水道を

30％上げたいんだというのであれば、これはこういったことも全部明らかにして、そしてそ

れについて町民の皆さんに、ある意味では税金を使ってやったわけですから、結果的には出

なかった、あるいは破損して１億4,000万方の損害を与えたということに関しては、税金と

いうことは町民の血税ですから、やはり何らかの形で私はおわびして、そしてそれまた町民

の皆さんに水道料を上げるに当たっては、こういうことがあったけれども、これはよかれと

思ってビジョンでやったんだけれども、残念ながらこういう結果だったということも言わな

い限りは、私は納得は得られないんじゃないかと思うんですよ。 

  町長、首ひねっていらっしゃいますけれども、例えば5,000万くらいの金かけてボーリン

グ調査やったんだけれども、出なかったんですよと言って、町民の皆さんが、ああそうです

かなんていうふうに簡単に納得するでしょうか。これはやっぱり、それだけの大金を使って

将来にわたっての事業をやるのであれば、いいですか、随意契約ということは、この会社な

ら間違いないと。米倉涼子さんのテレビじゃないけれども、「私、失敗しませんから」とい

うような形の、何らかの絶対大丈夫だという会社、あるいはこれだけのメリットがあるとい
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うところであるから、ある程度任せるんじゃないかと思うんですよ。それが残念ながら２つ

とも出なかった、だめだったと。ああいう図面まで配付して、ボーリングやったんだけれど

も、全然だめだったというふうに言われるのも心外だし。 

  また逆に、３号井を、周辺やめるというふうにおっしゃったというんですが、それも、こ

れは既に契約を結んだというふうに言っているわけですから、契約結んだのに簡単にそんな

にやめられるのかなというふうに思うわけです。普通は契約結んだ場合には、どんなふうな

契約だったのかもちょっと両方ともお知らせいただきたいなというふうに思います。 

  また、簡単にやめるんであれば、１回、２回目、それも本当に慎重にやったのかどうか、

その辺も考えなければならないことかなというふうに思いますよ。これは全体的に水道ビジ

ョンをこれから先も見直すのかどうかです。つまり、今ポンプアップして白田のほうから引

いているから、動力費がいっぱいかかるんだと。だから逆に熱川の山の上、あるいは稲取の

山の上、そこから水源を求めて自然流下方式で配水すれば、これは非常に安くつくんじゃな

いかという構想でやったと思うんですよ。私はこれはすごくいい考えだなと思って、非常に

期待していたんです。だけど残念ながら、そういった結果だったという。出なかったという

ような話なんで、しかしそれに関しては、３号井も含めて、あのとき私、言いました。３号

井周辺、いわゆるアニマルキングダムの近く、あれに関しては、３号井というのは地下水を

掘っているわけだから、その地下水の周辺でやって大丈夫ですかというふうに伺ったことが

あるんですけれども、大丈夫だと。それはもう地下水脈というのは、いわば無尽蔵にあるか

ら大丈夫だ、無限という言葉を使っていらっしゃいますけれども、そんなふうにおっしゃっ

ていますよ。だけど結果的にはそれをやめた。こういうような事業のあり方で、私はいいの

かどうか。 

  今、こういったことを細々聞きますけれども、決算の中にもそういったものが反映されて

いるわけですが、これは一番最新の、この前の９月議会のときにも、水道事業費用は前年対

比幾ら幾らの赤字になったというふうに言っていますが、水道事業の当年度の赤字が3,095

万1,000円だと。資本的支出においては、新稲取第二中継ポンプの事故復旧工事の負担がな

くなったと。なくなったということは、軽くなったというふうにおっしゃっているわけで、

つまりこの年まで負担が重かった。水道会計に負担だったということを認めていらっしゃる

わけですよ。当たり前ですけれども、同じ会計の中ですから、収益的収入であるとか資本的

収入、あるいは留保資金の中で行ったり来たりさせているわけですけれども、これは当然同

じ会計の中ですので、負担だったということが、やはりこの間の水道事業会計を圧迫したん
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ではないかと。私は町長がおっしゃる一つの人口減少やら、給水量の減少と同時に、こうい

った大きな事故が２つあって、それが約２億円近い金額を赤字になっている。このことがや

はり水道事業会計に大きく負担になっていたんではないかというふうに思うわけで、この点

に関しては、率直に町民の皆さんに説明して、30％値上げしたいというのであれば、それな

りの私は措置を、責任を明確にしてからでないと難しいんではないかと思うんですよ。これ

はもう町長のために私は申し上げますけれども、本当にそういう真摯なお願いするという態

度でいかなければ、町民の非常に苦しい生活の中から、これから月1,000円でも上がってい

くということになれば、これは大変な事態だと思うんですよ。 

  そういう意味で、町長これは、こういった事故に関しては、どういった責任とられたんで

すか。その辺も含めまして、全くないのかどうか含めまして、私はお伺いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、水道料金、これは平成18年度のとき18％上げた。本当はもっと

上げたかったですよ。基本的にはある議員の方、もう50％以上、上げたほうがいいですよと

いうことを言われた。しかしやっぱり、住民の生活を考えた中で、当時は18％。その中で、

今、藤井議員は、そのときに50％上げていれば、それは当然、このような状況ではありませ

ん。しかしながら、町といたしましてはできるだけ、大体水道料金というのは、どこを見て

も５年から10年で改定していますよ。そういう中で、やっぱり町も、今回も三十何％上げた

いんだけれども、やっぱり住民生活を考えた中で30％。当然これはこの先上がっていきます。

そういう中で、バランスという言い方はおかしいですけれども、やっぱり住民生活の中で、

今回はそれが自分たちの思ったように37.8％上げた場合は、当然1,000円以上の負担になり

ますもので、それはやっぱりこういう状況の中で、住民生活をなるべく抑えたいために、最

低30％、これは諮問しております。この諮問した中で、これが30％いくかわかりません。こ

れはもっと諮問委員会の方がもっと下げろと、いや、もっと上げたほうがいいと。それはあ

くまで町としてはこれでやりたいと諮問したとき、あと水道料金の中で、委員さんの中で一

応議論していただいた中で、当然答申が来ますもので、町はそれに沿ってやっていきたいと

考えておる。やっぱり町としては、ある程度十分に上げたい。しかし町民生活を考えれば、

やっぱりそれまで上げざるを得ないという中で諮問している。これだけは理解していただき

たいと思います。 

  さらに、結構一般の町民は誤解しますもので、まず、この水道タンクの事故に関しまして
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は、補償金に関しましては町は一切出しておりません。補償金までを町の一般財源から出し

たと町民がそういうことを理解しているならば、それは困りますもので、補償金に関しまし

ては、補償会社と地権者、これはやっぱり当然、地権者に対しても町は大変御迷惑かけまし

た。これはおわびいたしますけれども、補償金に関しましては、町は一切出しておりません

もので、この辺、町民の皆様は御理解願いたいと思います。 

  今の藤井議員のあれでは、補償金までも町が面倒を見た、そういうあれではありませんも

ので、町民の方はぜひともその辺は御理解願いたいと思います。 

  やっぱりこの一般質問というのは大変大事でございます。間違った情報を流しますと、町

民も間違った情報になりますもので、その辺は藤井議員はちゃんと調べた中でやっていただ

きたい。この補償金に関しては、私は議会に対しても、一応補償会社等でやっていることは

説明したつもりでおります。そういう中で、藤井議員がそう言うのは、私は全く遺憾でござ

います。町民を全く混乱させるもとでございますもので、それは藤井議員も一般質問すると

きには、十分調査した中でやっていただければ、町はありがたいと思います。よろしくお願

いいたしたいと思います。 

  そういう中で、責任という言い方があります。いろいろな数字的な責任はありますけれど

も、申しわけなかったと、これははっきり言ったつもりでございます。基本的にはもう前か

らの施工の段階で、果たしてこの計画、要するに白田浄水場から揚げた中で稲取へ持ってく

る。これは当時の町の責任者の考え方でございます。しかし、私自身としては、その考えが

正しいかどうかということは思いますけれども、現在、それをやっている中で町は運営して

いかなければなりませんので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに、はっきり言いまして、この白田浄水場、これを新設すると40数億かかります。し

かし、水源探査をやればその差が30億以上、これは試算でございます。30億以上の水源探査

ができれば、30億以上、町民に対して負担が軽くなるんですよ。そういう中で町としては、

今後も引き続き、言ったように、水源探査を調査した中で、町民の負担を低くしていきたい。

この30億というのは、町民に対しても、水道料金に対しても、すごいはね上がっていますよ。

やっぱり今の白田浄水場を改修すると49、これは出ております。水源探査、これがうまくい

ければ、その差額ですね。30億以上なんですよ。藤井議員、そういう場合はやっぱり水源探

査へ行くじゃないですか。今回残念ながらちょっと２カ所出なかった。 

  そういう中で、随契ということが出ました。まず、奈良本地区におきまして、その会社。

これはプロポーザルでやったとか思っています。そういう中で、やっぱり同じ地区でありま



－36－ 

すから、やっぱり電源探査につきまして、同じ会社、随契いたしました。しかし、工事にお

きましては、違うところがとったんでしょうね。違うところがとったの、稲取においては。

やっぱり自分は、そこの会社がとるかなと思ったんだけれども。工事に関しましては、電源

探査やったところと違うところがとりました。その上で、工事した人も、これはある程度要

望ですので、言った中で、掘った、そしてああいう結果になりましたけれども、やっぱり電

源探査、それだけのものと言い方はおかしいですけれども、あくまでも推測でして、これが

100％出していくことはないらしいです。奈良本地区の場合は、もう電源探査やったところ

で水源がないかということでやめた中で、稲取地区におきましては、藤井議員も御存じのよ

うに、この図面を通した中で、多分可能性が高いですよという中で、町はそれを、高いです

と言えば、それを信じた中で、また出ればいいことですから、掘削した中で、大変残念な結

果になったということが現状ということで、町としても、引き続きそういう中でやっている。 

  それで、今回なぜやらなかったのかという御質問でございます。それと契約のことも言い

ました。これは一切契約はしておりません。契約をしていない中で、一応財政上の理由、ま

た議会の皆さん方も、そういうことまで指導を受けましたもので、今年度はいろいろ検討し

た中で、また引き続きその水源調査やっていきたい。そういう考えでございますもので、御

理解願いたいと思います。 

  基本的には、この工事がパンクしたこと、これが水道料金の値上げではないかと言います。

私はそうではない。あくまでも先般言ったように、使用水量の大幅な減少、さらには電気料

の値上げ、これが主な原因でありまして、この工事、これが水道料金の値上げの直接の原因

ではない、私はそう考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

  それと、水道ビジョンの話は、最初に言ったように、これはあくまでも、各地水源調査し

てやっていきたい。なぜならば、要するに新設すれば49億、水源調査のままいけばその差額

が30億以上となれば、当然町としては水源探査をやっていった中で、町民への負担を少なく

していきたい、そういう気持ちでございますもので、ビジョンへの変更はございません。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） ただいま私が質問した中で、補償は、これは保険会社から補償したん

だというようなことだったかと思います。ただ、私どもにこの議案、この前の24年10月議会

で議案何号というふうに来るわけですよ。そうしますと、私はこれは当然、町の負担になっ
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たのかなというふうに思いました。それであれば、これは3,520万の補償はなかったという

ことで了解しました。私ももう少し、町長おっしゃるように一度確かめて、それから質問し

たいと思います。大変失礼しました。 

  それはいいんですが、でも、いずれにしましても、ただ、ここで直したことに関しては、

１億円かかったわけですよね。その点に関しては、これはやはり同じように、町長最後のほ

うに、これは水道会計のほうに影響を与えなかったんだというような言い方されますけれど

も、私は同じ、家庭内でいえば財布が３つあるみたいなものですよ。収益的収入、あるいは

資本的収入。資本的収入というのは、インフラといいますか、大きなタンクとかパイプを取

りかえるとか、浄水場を直すとかいうところに使うものかなと。それから留保資金という形

で回しているので、全く１億円からの損害を出して水道会計に影響なかったというのは、私、

これはちょっといかがなものかというふうに思います。 

  それでまた、今回30％値上げする場合には、消費税のアップの時期ともまたちょっと重な

るわけです。ですから、今回は消費税というのは10％に上げないというふうなことでしたけ

れども、これは当然また10％になるわけですよ、27年度あたりから。そうしますと、これと

同時に、この水道料金もまた上がった上にさらに消費税がかぶってくるということで、こう

いったことは、町民生活、やはり非常に苦しい中でみんなやっているわけですから、ぜひ考

えていただきたいと思うわけです。 

  その上で、何らかの責任をおとりになったんですかということですが、申しわけなかった

というのは私も聞きました。しかしこれは、私はそれでは普通済まないんじゃないかと思う

んです。やはりこれだけの１億円からの事故を起こし、水源探査は残念ながら出なかったと

いうことで、約１億5,000万過多の、いわば会社でいえば放漫経営だったんではないかとい

うふうに思うので、こういうアクシデントに関して、管理責任というのはあるわけですよ、

管理責任者ですから。すみませんということで済むんだったら、これは本当に子供の使いみ

たいなもので、私はやっぱりこういうときには、言われるまでもなく減給何カ月であるとか、

あるいは―いやこれは私は言いたくないですよ、こんなことは。ですから、どういう責任

とられたんですかと。すみませんと謝ったというんですけれども、常識的には、やはり責任

のとり方というのは、そういうことではないかというふうに思うんですよ。今までされなか

ったら、これからでもいい。まだ値上げの30％前であれば、住民によく説明して、これこれ

で自分は管理責任者として、町長、副町長ぐらいは、これは減給なり期末手当の返上なりく

らいはするよという言葉がなければ、町民は私は、簡単に30％値上げ、ああ、そうですかと
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いうふうにいかないと思うんです。それが物事の順序じゃないかと思うんですけれども。 

  そのほかにもまだ聞きたいことございます。この値上げの背景に、やはり、例えばこうす

れば値上げしないでも済むんではないかなというふうに思うこといっぱいあるんですが、例

えば百山荘の跡地の処分考えているとおっしゃいましたけれども、これこの前、インターネ

ット公売にかけたんですか。インターネット公売、空き家の物件ではかけたというふうに、

先ほどおっしゃいました。いろんな努力しないといかんと思うんですよ、赤字を減らすため

に。それはインターネット公売にかけたのかどうかも伺っておきたいと思います。 

  それから、先般町長も行政報告の中で、事務レビュー、いわゆる事業仕分けで、これは９

案件かけて２件が不要、凍結と。７件が要改善というふうに言われたとおっしゃっていまし

たけれども、私はやはりまだまだ一般会計の中でも、財政改革の必要があるんじゃないかと

思うんですよ。そういうことがやはり水道の事業に、先ほど40億ぐらいかかるんだというふ

うにおっしゃっていましたけれども、浄水場改定、あるいはパイプの引き直しとかいうこと

であれば、そういったものを見越してやはり積み立てをしておくというようなことも、当然

必要なんじゃないかと思うんです。 

  もう一つには、例えば、風力会計が最近は幸いなことに黒字ですよね。という点では、こ

ういう他会計からも繰り入れるということは必要なわけ。 

○議長（鈴木 勉君） 藤井議員、ただいま質問中ですけれども、今の質問の内容は通告書の

範囲を超えているという、そういうところがございますので、本来の水道のほうだけにお願

いできませんか。 

○６番（藤井廣明君） いや、これは水道値上げという重大な問題に関して、こういったとこ

ろに無駄があるんではないか。反対に、今まで一般会計のほうには風力から繰り出している

わけですよ。これまで5,100万繰り出したと言っているわけですよ。じゃ、なぜ水道会計に

は繰り出せないのか。これはおかしいわけでしょう。ですから、そういう点に関して…… 

○議長（鈴木 勉君） 藤井議員、通告書の通告の仕方が、やはり水道料金だけになっており

ますから、よろしくお願いしたいという、そういうことでございます。 

○６番（藤井廣明君） わかりましたよ、議長。 

  細かいことはともかく、私はかつてあった事実と、それから現在進行形の会計のあり方に

ついて、やはり上げないで済むような方策はないのかと。あるいは30％という大きな幅では

なくて、もう少し穏やかになるような方法は、何らかの形で努力してもらえないかという思

いで言っているわけですよ。そうでなければ、静岡県で私らの町は、県民所得は下から５番
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目なんという、非常に低い町民所得であるわけですよ。本当に苦しい生活の中から、やはり

水道料が上がるということに関して、これはやっぱり大きな影響あるというふうに私は考え

ています。 

  また、同じく旅館さん、ホテルさん、大口にところにも、やはり影響が来ると、ますます

これは観光の衰退にもつながりかねないというふうに思いますので、そういう意味では、こ

れは慎重の上にも慎重にお願いしたいなというふうに思っているわけです。 

  これに関しては、住民の方々に真剣に説明するという意味で、説明会なんか開く構想はお

持ちでしょうか。ぜひ私、膝突き詰めて、料金審議会に任せたという、ぽんと任せたんじゃ

なくて、こうこうこういうわけで必要なんで、何とかお願いしたいというふうなことで、や

はり説明するくらいの真剣なお願いの仕方のほうがいいんじゃないかというふうに思うんで

すが、そういった考えはないかということです。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず第１点目、減給はいたしません、はっきり言っておきます。町長、

副町長、いたしません。自分ところの給料の減給ですよ。なぜ今やるかわからない、はっき

り言って。私はこの事故が、前回、そのとき、藤井議員から減給ということであれば、その

とき考えます。しかし、なぜ今減給か。この事故が水道料金には直接影響はないと考えてお

ります。その中で、今私は減給する必要はないと思っておりますので、私初め副町長は減給

いたしません。減給というなら、その事故の当時言っていただきたいと思います。 

  私はこの事故が、今回の水道料金には一切関係ない、私そう考えております。藤井議員が

何を根拠にこの事故に対して１億何千万かかったか。トータル１億何千万と、この事故に対

してそんなにかかっておりませんよ。これは後で水道課から説明させます。藤井議員が言っ

たら、町民はみんな、ああ、１億かかったのか、かかったのかと思っています。これはかか

っておりません。それだけは後から水道課のほうで言わせます。私はそういう考えでござい

ませんもので、一切減給は考えておりません。 

  その中で、インターネット公売したかといえば、インターネット公売はしておりません。

と申しますのは、この買った金額があるんですよね。町としては、この買った金額以下に売

ることはなかなかできないんですよ。そういう中で、現状の中で、この時代背景の中で、当

時買った金額以上で買ってくれる企業はありません。できれば私としては、赤字になっても

いいから、売ったらどうかといいます。やはり企業会計上、買った金額以下には売れないと

いうのは原則でございますから、それは町といたしても、できるだけ早く百山荘の跡地を売
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却した中で、このことをやっていきたい。そういう考えでございますもので、百山荘に関し

ましては、引き続きやった中で、インターネット公売というのは、最低制限はここですから

という中で、これはやる価値はあると思いますので、そのことに関しましては、税務課は違

います、インターネット公売の中で最低価格を決めた中で、ここはひとつ検討させていただ

きたいと思いますけれども、あくまでも買った金額以下に売れないということだけは理解願

いたいと思います。 

  さらに、水道、一般の方からも、これだけ赤字ならば、基本的には一般会計から繰り出し

できないかと言われた中で、これはできないのは現状です。基本的には独立会計ですから、

一般会計からやることは町は考えていないことは理解願いたいと思います。 

  さらに、再三再四、町としては町民に対して、安全、安定した水道水の供給、これはもう

義務でございます。そういう中で、今回この水道料金を改定しなければ、これは守れません。

町民がそれでいいといえば、それはそうでしょうけれども、町としては、この安定した水道

水を供給する義務がありますもので、今回、町民の皆様には負担かけますけれども、ある程

度の負担を願いたい。その中で、町が計算したら37.8％を上げなれば、ある程度安定した水

道経営というのはできませんけれども、こういう時代の中で町民の皆様の生活を考えた上、

諮問したのが30％でございまして、この30％、基本的には確定した、あくまで町としてはこ

のぐらい上げたいもので、水道審議会の皆さん方に今審議してもらうのが現状でございます

ので、その辺、御理解願いたいと。 

  さらに、住民説明会。これはやった中で、今は水道審議会が一生懸命やっているのが、町

としては水道料金に対する住民説明会、考えておりません。これをやった場合、それもまと

まらないと自分は考えております。この町民説明会をやった場合、当然町民としては、もう

こういう現状の中でなるべく抑えていく。上げないでくれといった中で、町の現状を説明い

たしても、町民はわかります。やっぱり藤井議員が言ったように、これは上げないのが一番

ですから、やっぱり住民説明会開けば、当然現状のままでいってくれということは言われる

のは間違いありません。そうなると、かえって町を混乱させます。今まで水道料金等審議会

の中で、住民説明会を開いたところはどこもございませんし。というのは、やっぱりそうい

う開いたときの質問、町の混乱というのは大変大きくなりますもので、これは当然、水道審

議会の方々たちに審議してもらうのが、私は一番いいんじゃないかと考えておりますので、

住民説明会に対しましては考えておりません。 

  あとは水道課のほうから説明いたさせます。 
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○議長（鈴木 勉君） 水道課長。 

○水道課長（山口 誠君） 藤井議員から、水道会計を圧迫している原因として、第二中継ポ

ンプ場の事故の費用、あるいは水源調査に係る費用が圧迫している原因ではないかという御

指摘がありましたけれども、では私のほうから、水道事業会計の仕組みについてちょっと説

明をさせていただきますけれども、３条予算で定めております収益的予算と４条予算で定め

てあります資本的収支予算、水道事業会計にはこの２つの予算がございます。 

  損益計算を行うには、この３条予算であります収益的収支予算、これの主な収入が料金収

入ということで、費用につきましては、人件費とか動力費あるいは修繕費があります。この

予算の中で損益計算を行って、赤字経営なのか黒字経営なのかということを算出いたします。 

  先ほど来、圧迫している原因を、事故あるいは水源調査ということで言っておりますけれ

ども、これは４条予算であります資本的収支予算のほうの予算で行っております。建設改良

費の中で第二中継ポンプ場の事故の復旧とか、あるいは水源調査の費用につきましても、こ

の建設改良費の中で行っております。したがいまして、先ほどから町長が説明していますよ

うに、ここの予算で経営を圧迫しているわけではありませんので、御理解をお願いいたしま

す。 

  それから、事故にかかった費用でございますけれども、今、手持ち資料がございませんの

で、詳細についてはわかりませんけれども、復旧費用で7,000万円ぐらいかかったのかなと

いうふうに思っております。あとそのほか設計費、用地費あるいは現場管理費等々含めます

と、それなりの金額になりますけれども、１億円まではかかっていないというふうに認識を

しております。 

  それから、下側の農地等への損害賠償につきましては、町長から説明をしたとおりでござ

います。全額保険で対応させていただきました。 

  このようなことから、圧迫している原因としては、使用水量の大幅な減少、収入が大幅に

減少したのが大きな原因というふうに認識をしております。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、伊豆東部総合病院についてを許します。 

  ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） それでは、第２問目の伊豆東部総合病院についてお尋ねいたします。 

  これは何度も議会にかかって、他の同僚議員も何度も質問したことなんですけれども、非
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常に現在、建設がおくれているということで、町民の皆さんもちょっと不安も持っているわ

けですよ。町長も今までも町の死活問題であると、病院建設は。というふうにおっしゃって、

力を入れてきた経過がありますので、これは非常に、内心じくじたるものがあるんじゃない

かなという気がするんですけれども、いずれにしましても、町もそういう形でかなり積極的

に支援してきた。測量費等々も町が負担したり、あるいは町の土地も提供したというような

ことで、協力的であったわけですよね、この間。それがここに来て、建設着工がたしか26年

ぐらいで、27年ぐらいにはもう完成だみたいな話で自分たちも承っていたんですけれども、

それが一向にその形が見えない。これに関しては、どういった進捗状況だというふうに把握

されているのか、承っておきたいと思います。 

  また、それについて、今後どういったふうに進もうとしているのか、いくのかということ

を、今後の見通しについてまたお尋ねしたいと思います。 

  ３番目として、町といろんな契約結んでいると思うんです。一部私どもも開示していただ

いたものもございますけれども、この先どういった内容で進むのか。例えば土地の売却等々

に関しても、契約関係はもう済んでいるのかどうか等々含めて、開院までの道のりをどんな

ふうに考えていればいいのか、その辺を承っておきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第２問の伊豆東部総合病院については、４点からの質問と

なっておりますので、順次答弁をさせていただきます。 

  まず、１点目の進捗状況をどう把握しているかについてですが、本年１月23日に第１回目

の入札が執行されましたが、応札業者がゼロ件であり不調であったと伺っております。その

後、設計内容及び予定工事費などが見直され、これまでに、６月27日及び10月31日の入札も

含め、都合３回の入札が執行されましたが、いずれも不調で終わり、現時点で建設業者を決

めるまでには至っていないと伺っております。 

  次に、２点目の大幅におくれている原因を伺っているかについてですが、医療法人康心会

の見解といたしましては、マスコミ等の報道にもあるように、東日本大震災の復興工事や東

京でのオリンピック開催の決定等もあり、建築材料費や専門職の人件費の高騰が続いており、

公共工事を初め予想以上の環境の厳しさが影響し、その上に伊豆半島の地理的に不利な面が

さらに拍車をかけたと分析されております。 
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  設計内容及び予定工事費等については、当初、静岡県の建築一式工事にかかわる建築工事

入札参加資格の条件を満たす業者が応札できることとなっていたとのことですが、入札での

不調を受け、県内での営業拠点の条件について緩和措置がとられるなど、早期着工へ向けた

取り組みも講じられてきました。しかしながら、公共工事を初め予想以上の環境の厳しさが

影響し、落札には至らなかったとのことであります。 

  次に、３点目の今後の見通しはについてですが、次回の入札日程等は未定であるとのこと

で、しばらく環境好転の様子を見ることとなると伺っておりますが、同病院は医療救護計画

に基づく救護病院として、当町における地域医療の拠点病院でありますので、地域医療の停

滞を招く事態が起こらないよう、早期着工を働きかけてまいりたいと考えております。 

  次に、４点目の町との契約関係はについてですが、昨年の９月定例会において議決してい

ただいた財産の無償譲渡については、いささかの影響もないものと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） これは町民の期待が大きいだけに、非常にどうなったんだと、みんな

心配しているわけです。議会のほうも、これはかなり協力的に、自分たちも検討したり、い

ろんなアイデア出してきたりしたんじゃないかと思うんです。その中で、例えば今、町長も

おっしゃったように、今周り、近隣にも大きな病院が幾つか新設されたと。例えば下田の下

田メディカルセンター、これもそのちょっと前ですができた。それから、今井浜にもできた。

それからさらに伊東にも250床を持つ市民病院というのが開業されたということで、そうい

う意味での医療関係も変わってきている。 

  それから、もっと根源的には、人口減少なんかも、この賀茂地区はどんどん減って、2005

年くらいには７万8,500人くらいだったものが、2015年、それから10年たった年には６万

8,000人くらいになるということを言われているわけです。ですから、これで１年に、どう

ですか、これ。すごいスピードで、年5,000人ぐらいの率で減っているんじゃないかという

ふうに思うんです。こうなってくると、医療の需要はどうなんだということは、みんな心配

しているわけですけれども、この中で、ただ人口は減っても老齢人口なんが多くなるので、

かえって逆に病院にかかる人は増えるんじゃないというような見通し示されたこともあるん

ですけれども、いずれにしても、そういった環境がかなり変わってきている。 

  それから、今、町長の御説明では、入札を３回ほどしたんだけれども、不調だった。それ

は東北の復興に相当人手、資材とられる。さらに最近ですと、オリンピックということで、
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これはそれについて、また大幅に資材の高騰、人件費の高騰とか人材不足が起こっていると

いうことは、私どもの耳にも入るわけで、そういった環境が激変しているのかなと。そのこ

とが３回ほどの不調だというんですが、そういう点で、わからないことでもないんですが、

いずれにしましても、このまま、それじゃ４回目も不調か、５回目も不調かということでい

くわけにもいかないと思うんですよ。これは町がやるわけじゃないから、何とも言えないと

ころもあって、歯がゆい思いされているんじゃないかと思うんですけれども、そういう中で

も、町はこの間、先ほども申しましたように、さまざまな協力をしてきたと。そうであれば、

これはやっぱり強い行政指導を持って、やはり要請するなり指導していくなり、やはり町の

土地も無償提供しているという関係もあります。住民の9,400人ほどの人が要望している案

件でもありますので、これは本当にこういう老齢化を迎えて、みんな不安も持っていますの

で、ぜひ建設を促進するようにしていってもらいたいなというふうに思うわけです。 

  さまざまな提案をしたというふうに言う中で、私はひとつしたことはあるんですけれども、

この医療をあちこちに同じような医療施設、皆さんすばらしいですよ。それぞれ今井浜さん

も、下田メディカルさんも、それから伊東病院さんもね。そういう中で新しく後発でいく場

合に、やはり何らかの特徴的なものがなければ、これはなかなかドングリの背比べになって

しまって、いいところ同士がみんなだめになってしまうみたいなところかあるんじゃないか

と思うので、私は先端医療をやるような病院に要望してはどうかと。この先端医療というの

は、例えば放射線治療、重粒子を照射して、当てる。そうするとメスを入れるより、がんの

除去なんかは物すごく速い。あっという間に、これは時間も短くて、しかも再発ほとんどし

ないということが言われているわけですよ。まだ国内に６病院しかない。そういう病院をぜ

ひとも誘致してこられるような体制はとれないかというふうに提案したことあるんですよ。 

  こういう、医療ツーリズムといいまして、また国内だけじゃなくて、海外からも、日本の

すぐれた先端医療を目指してくる可能性もある。これは例えばあのときもちょっと言ったん

ですが、タイなんかとか、年間120万人を超す人が欧米から来ると。医療を目当てにですよ。

シンガポールなんかでも、68万人の人が来ていると。まだ日本はその当時でも200人ぐらい

しか来ていないということで、こういう先端のやはり医療を持った病院をぜひ誘致してはど

うかと。というのは、うちの町はまたたくさんの温泉と、それから旅館に恵まれているわけ

ですよ。ですから、そういった人たちが来て、治療の前後滞在してくれるということに関し

ては、非常な効果があるんではないかというふうに思うので、これはぜひそういったものも

働きかけて、それは相手あってのことですから、財団法人の康心会さんがどういうふうに言
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うかわかりませんけれども、あのとき町長はたしか、そういう提案のときに、話ししてみま

すというふうに言ってくださったんですよ。ですから、そういう提案をされたどうか、また、

町長自身、そういった考え方で、これから望むような意向があるかどうか等々も含めて、今

後の進捗状況なんかもまた見守っていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお

願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当にこの件に関して、私はもうじくじたる思いで、本当に東部総合

病院に関しましては、もう町民9,400近くの方、また議会からのぜひとも残せという中で、

全権任された中でやったので、今回は３回とも入札が不調に終わったと。非常に残念でござ

います。そういう中で、こういう状況でございます。１月に入りましたら、平塚の康心会の

ほうに行った中でお話をしていきたいと考えております。 

  それで、何回も言っているように、これはそういう町民の要望でございますもので、これ

は早期着工、これを強く訴えていきたい、１月には訴えていきたいと考えております。たし

か現状の環境を考えた中で、厳しいことは十分私も理解しておりますもので、その辺は理解

したと言いましたけれども、やっぱり町民の要望が強いという中でやっていきたい。 

  一番怖いのは、やっぱり撤退じゃなくて、計画どおりやってくれるかということを、電話

では頼んだので、この計画は絶対変更はないという強い気持ちを持っております。そういう

中で、１月に行った中で、その辺、康心会の理事長から、そのときは電話でございました。

電話とか文章のあれでございましたもので、１月行った段階では理事長からその辺の力強い

言葉はもらってくるつもりでございますもので、これは本当、町から病院がなくなるという

ことは、これは町がなくなるというのは全く等しいことでございますから、そういう中で早

期着工やってきて、そういう中で、医療ツーリズムを提案したかという中で、まだ提案して

おりません、ごめんなさい。これに関しましては、まず病院をつくってもらった中で、そう

いう中でできた段階で、じゃ、こういう方向もあるじゃないですかと提案していきますもの

で、現状、康心会さんのほうの医療ツーリズム、これはたしか藤井議員が提案されたことは

私の頭の中に残っておりますもので、この辺はできた段階で、そこの医療ツーリズムはどう

かと考えております。 

  しかし、がんの最前線。これは本当にお金かかりますもので、この辺は大変、これは国立

病院でも私立病院でも、全く大学病院でも、大きなところが、これは本当にできれば伊豆半

島で、これは画期的なことで、確かにお客は呼べると思いますけれども、これは相当な費用
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がかかりますので、一朝一夕になかなかできないことではないかと私は考えております。 

  何しろ、東部総合病院に関しましては、本当になるべく早く早期着工、これはもう町とし

ても強く訴えていきたいと思います。これは町民の安全安心を守るために絶対必要でござい

ますもので、町としては引き続き強く要望していきたい。そういう考えでございます。その

点、また議会のほうからも、その辺の御支援、後押ししていただければ、町としても大変あ

りがたいものですから、その辺はよろしくお願いいたしたいと思います。 

  ごめんなさい。何か康心会の本部を平塚と言いましたが、これは茅ヶ崎の間違いでござい

ますもので、その辺はちょっと御訂正していただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） 町長の熱意が伝わってくる答弁なんですが、残念ながらいろんな点で

まだ思うように進行していないようだということで、何度も接触はしているんだということ

のようでございます。 

  また、私は、ここの地域もそうなんですが、賀茂地域も非常に医師は少ない。それから静

岡県自身も、全県的に見ると、これは非常に少ないと言われているわけです。県のランクで

すと40何番目くらいにランクされるらしいので、かなり下のほうです。 

  そういう中で、やはりこの地域で、病院はたくさんできてきたのはありがたいんですけれ

ども、やはり近くに病院がないということで不安を持っている人もいるわけですよね。この

県の第二保健医療圏ですか。この中でのベッド数なんかも決まっていると思うんですけれど

も、幸いなことにこの前、東部総合さんもベッドが増床したと。今まで139だったものが21

増えて160になったというふうな経過があります。これは非常に喜ばしいなと思っているわ

けです。実際新しい、もしできるとすれば、大体何床ぐらいを目指す考えでいるのかを把握

しているのかどうか。ベッド数なんかを、ひとつ現在160は与えられているということです。

このままでいくのかどうか。 

  それからもう一つ、あのときの言葉で、たしか160になったくらいの段階で、現在の伊豆

東部総合病院の今使っていないベッド、そういったものも使って、しばらくはこちらを優先

にといいますか、いわば通常に医療業務やって、その中で新しいほうを、これはつくってい

くんだと。新しいのを完成した段階で、これは現在の病棟等々は壊していくんだというふう

な答弁だったと思うんですけれども、これがそのままになるんではないかというのは一つあ
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れなんですが、現在の直している状況といいますか、160床の中で大体どのぐらい利用され

ているかどうかというふうな、前のときから、139から21床増えて160になったわけです。こ

のまま新しい体制に移行するまで、今の現在のところを直すんだというふうに、たしかおっ

しゃっていたものですからね。そういう点での、どのぐらいの程度で直して、160床くらい

の中で医療業務をやっているのかどうか、その辺は把握しているかどうか、伺っておきたい

なと思うんです。そうでないと、このままずるずると、そのまま置かれちゃうような可能性

もなくもないんじゃないかという不安もちょっとありますので、その辺ちょっと承っておき

たいなと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 自分が理解しておるのは、この160というのは、あくまでも新病院に

おける160床でありまして、現状におきましては139まで。いろいろ相談、医療のほうやった

ら、139あるけれども、120幾つしか使えないという中で、139の現状使えるような改装じゃ

ないかと私は理解しております。160床はあくまでも私は新病院における新計画の中で160床

はできる。そういうふうに理解しております。 

  さらに、計画的に今まで変更はなかった。ただ一つ変更あったのは、やっぱり入札に応じ

ないもので、とりあえず、じゃ、病院棟と看護師の寮、これを一応計画した中で、ちょっと

入札に応じないもので、じゃ、看護寮を今回外してやってみようかという中で、それも不調

に終わったように聞いておりますもので、やっぱり病院側としても、できるだけつくる方法

をやっておりますもので、町としても、皆さん方の強い要望がありましたら、これは１月行

ったとき、そのあたり、また早く着工してほしいということは考えております。 

  その中でやっぱり一番町としても危惧するのは、病院がずるずるいった中でやらないとい

うのは一番困りますもので、これは強く言っていきたいと思います。160床に関しましても、

当時は町も議会の皆さんも、あなた方で160床、東部さんのほうで確保いたしましたもので、

これは東部さんのほうには真摯に言った中で、町もこれだけもう頑張っているので、東部さ

んもできるだけ頑張って、早期着工をお願いしたいということは、１月に行った段階では言

っていきたい。やっぱりこれは町民の要望でございますし、またいい病院ができるというこ

とはあれだし、やっぱり一番私今回、病院が撤退しなかったことがまず第一のことでありま

して、この東部さんがまず残ってもらったのがうれしかったし、その中で新しい病棟もつく

るということを当時言ってくれましたもので、町といたしましては、それに沿った中でさら

に引き続き粘り強く相手方と交渉していきたい、そういう考えでございますので、御理解願
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いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で６番、藤井さんの一般質問を終結いたします。 

  この際、午後１時まで休憩します。 

 

休憩 午前１１時４９分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 村 木   脩 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に、５番、村木さんの第１問、人口減少問題についてを許します。 

  ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） それでは、今回２問の通告をしてございます。答弁については一問一

答にてお願いをいたします。 

  まず１問目、人口減少問題について３点にわたり伺います。 

  今、全国の自治体において、この問題は喫緊の課題であり、究極の仕事であると感じてお

ります。 

  １点目、少子化対策について、２点目、定住化対策について、３点目、今後の行政の方向

性について、町長に伺います。よろしく御答弁お願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 村木議員の第１問、人口減少問題については、３点からの御質問です

ので、順次お答えいたします。 

  １点目の少子化対策についてですが、新生児１人当たり５万円の出産祝い金や子ども医療
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費助成事業として中学生までを対象に一部負担金を除く医療費の全額無料化、こども未来支

援事業として不妊治療にかかわる費用の助成、給食費の一部の助成、放課後児童クラブの開

設、ブックスタート事業、当町での子育てをするビジョンを持ち妊娠・出産・子育てへの不

安を取り除き、夢や希望を持っていただくための家族手帳交付事業などを実施しております。 

  ２点目の定住化対策についてですが、25年度より移住・定住促進ＰＲ事業として、町商工

会へ委託し、首都圏において若年層を対象にＵ・Ｊ・Ｉターン事業を展開し、就職及び当町

での起業・移住勧誘等のＰＲ宣伝を行い、交流・定住人口増加に努めております。 

  また、都会の田舎暮らし志向が高く、空き家情報の相談も受けている状況です。それらを

踏まえ、27年度に空き家バンク開設を計画し、先進地の視察や仕組みづくりの検討などを行

っているところでございます。 

  なお、総務省が推進しております、都市地域から住民票を移動させ、自治体から委嘱を受

け一定の期間地域に居住し、地域活動に従事する地域おこし協力隊を、定住・定着の有効策

として先進地視察や研修会に参加し、当町への導入の可能性を調査研究しているところでご

ざいます。 

  次に、３点目の行政の方向性についてですが、人口減少への対応としましては、出生数を

増加させるための子育て支援など、少子化対策はもちろんですが、それと同時に今後の人口

動向を左右するのは、転出入による社会増減であり、転出を抑制し転入を増加させるための

取り組みも必要であります。人口の定住や増加は、雇用などの生活基盤、交通、教育、福祉、

医療などのさまざまな視点からの住民の総合評価の結果であり、特定の施策を講じることに

よって短期的な効果を期待することは難しく、中長期的な視点で着実な取り組みを積み重ね

ていくことが重要であると考えております。 

  国も地方の人口減少問題を喫緊の最重要課題と位置づけ、衆院選後には、まち・ひと・し

ごと創生法など地方創生法案の具体的戦略となる総合戦略の策定を予定いたしております。

国や県の情報を的確に把握した上で、財政面も考慮しながら少子化対策、定住対策を進めて

まいりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） ただいま町長のほうから答弁がございました。 

  １点目の少子化対策については、大体児童福祉費の中でかなり、そういった保育ママ事業

ですとか子ども医療費の問題。こういったものは実施しているわけでございます。給食費も
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500円の補助と。したがいまして、こういうところで教育委員会からまた児童福祉のほうへ、

多岐にわたりましてのいろいろな助成事業があるわけでございます。そしてこういう中で、

子供たちが増えていかない。これはどこに原因があるのかなと。 

  大体この児童福祉費の費目を見ますと、大体他市町村もみんな同じようなことをやってい

るわけです。そうしますと、そこに何か東伊豆町の特徴があるかというと、500円の給食費

の補助、ここらがよそとある程度変わってきているのかなと。そういった中で、東京の港区

などは幼稚園の使用料は２人目からは無料だと。あそこらは金がある区でございますから、

それはできると思います。うちの町は２子、３子は半額になっているという状態でございま

す。 

  こういったところで、どうやってほかの市町村と差別化をしていくのか、そこのところが

一番の大事なところなんだろうと。そしてこれは、今のやり方で見ていくと、費目が児童福

祉ですとか教育委員会ですとか、そういうところにまたがっている。これらを全部一本に一

回拾い出してみて、そして他市町村との違いを鮮明に打ち出していくと。その辺のＰＲもも

う少し行政的にＰＲしたほうがいいのではないかと。これが三種の神器みたいにこれから子

育て支援ですとか国のほうも本腰を入れて、こういった少子化対策はここ10年が正念場とい

われているわけです。 

  ですから、ここでやはり国より先手を打って、町としてどういうＰＲをしていくのか、こ

れらが情報としてマスコミ等へ乗っていけば、あの町のほうが子供の子育てをしやすい環境

にあるなと。これは子育てのそういった全てを含んだ中での状況、環境、そういったものが

今、長泉がこの辺では一番整っているというようなことで、あの辺は随分そういった人口が

増えているところでございます。そういったところも少し勉強をして、その辺からアイデア

をいただくというか、そういったところで研究をしてみるというのも、一つの方策だと思い

ます。今の状況で、若干子供の出生率が増えているのかというような気もするんですけれど

も、増えないですか。だからその辺をもう少し環境を整えてやるというようなことも必要な

んだろうなという気がします。 

  また、ＡＬＴなども、今度は小学校上がるとずっとつなげていく。今度は小学校５年生か

ら義務教育化される英語授業、そういったものも我が町は幼稚園、その後少し金かかっても

いいから、ずっとつなげていくというような、町の教育としての方針、これらも一つには子

育ての重要なファクターになるんじゃないかと。そういうような気がいたします。そしてま

た学童保育ですとか、そういった場ももう少し充実させていくというようなことも必要なん



－51－ 

だろうと。ですから、そういったことを一つ一つ拾ってみて、ここで一つでこういう事業に

していこう、子育て事業を、東伊豆町として特徴ある子育て事業をやられたらどうかという

ふうに考えております。この点について、この環境づくりということについて、再度伺いた

いと思います。 

  そして次の２番の定住化対策については、これは大分県ですとか、東京から大分の遊休耕

作地等を借り上げて住むというところと、またちょっと条件も違うのかなという気はします

けれども。そして長野県の下條村ですか、ああいうところもちょっとこの辺と状況が違うな

という気がいたします。 

  そういう中で、この定住化対策については、いろいろな空き家対策ですとか遊休農地との

組み合わせ、そして起業者に補助を出したりして、１年間家賃を面倒見てやったりして、空

き店舗対策ですとか、そういった組み合わせをるるしていって、やはり起業者に来てもらう

というのが一番手っ取り早いのかなと。一番早いのは企業誘致ということなんでしょうけれ

ども、この半島の利便性、そういうことを考えますと、なかなかこの企業誘致は難しいなと。 

  四国ではＩＴ産業、あれは県の光ファイバー網の整備とか、そういったことでやっている

ことでございますから、そういった中で、雪の影響で、昨日あたりのニュース見ていると、

ＩＰ電話が通じないとか、そんな不便さもあるようでございます。 

  そういった中で、やはりこれらもこの前、ホテルに東京の若者が就職して、そしてみんな

帰られたということなんでございます。それはやはり若者の住みにくい環境というものがあ

るんではないのかなと。ですから、そういったこともやはり行政の中において、これからの

若い人たちがどうしたら住みやすい環境になっていくのか、その辺も一つの行政の課題かな

という気はいたします。それらについて、その１番、２番を、その環境づくり、これらにつ

いて町長に再度の御答弁を。 

  そして３点目の行政の方向性について。ここがやはり一番今言っている環境づくりの問題

だと思うわけでございます。そしてやはり、ＵターンですとかＩターンですとか、いろいろ

ありますけれども、なかなかＵターンさせることそのものが難しいなということです。そう

いった中で、漁業をやりたい人には、他の海辺のまちでやっているように補助を出したりし

て、漁師の見習いみたいなことをやらせたり、そういうことをしているわけでございます。

ですから、こういったものに対して、農業、商業、また職人の育成とか、この町にあるもの

で助成をしたりして、そういった働き手を呼ぶと。60を回った人たちも、まだ漁師をやりた

いなんていう人はかなりいるようでございます。ですから、そういったものも全て含んだ中
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で、人口減少をある程度食いとめていくような方策を考えていただきたいなというふうに思

っております。その点について、やはりこの方向性についても、再度町長にお伺いをいたし

ます。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に長年の懸案事項であります。そういう中で今１点、長野県の下

條村が出ました。私、これは一つは基本的にはなるのかなと。 

  まず、第１の違いは、下條村ですか、これには後背地に企業があるということを、この前

テレビでやっておりました。そういう中でいろんな施策、村営住宅を建てた中で、家賃を安

くしたり、また子育て支援におきましても、１子、２子、３子に対しましてはお金をやる、

また小学校の入学時、中学校の入学時、お金かかるときはまた町の支援をする、そういうこ

ともやっていった中で、企業がある、ないの違いだけでございますもので、その辺はまた参

考にしながらやっていきたいと考えております。 

  基本的にはやっぱり、このうちの町、企業が、村木議員が言っている企業誘致がなかなか

厳しい点もありますもので、そういう中でやっぱり、観光関係の中で、そこが契機になって、

観光関連に従事する人が増えた中で、まちづくりをやっていくということの中で、今指摘さ

れたような、Ｕ・Ｊ・Ｉターンの中で、都会の若い者たちにこの町に来てもらい、１・２カ

月したらすぐ帰っていくようなことも聞いております。やっぱりその辺なぜかということを、

やっぱり検討した中で、そこの人たちができるだけこの町に住めるような、そういうまちづ

くりをしていかなければならないかなと考えておりますので、またいろいろ提案がありまし

たら、また言っていただければ、そういった中でやっていきたいと思います。 

  また、行政の方向性、またいろんなことを言っています。先般も言ったように、地方創生

会議の中で、いろんなプランが出ている。その中の予算を使った中で、この町に合った、そ

ういう今、村木議員から提案されました業務用、１次産業の人たちに対するそういう助成と

か、いろんな面がまた考えられますが、うちの町に合った中で、その方向性というか、その

方向でやっていって、とりあえずこの選挙も終わりまして、国がどのような、地方創生会議

の中で、そういうまち・ひと・しごとの関係につきまして出てくるか。それをアンテナを高

くした中で、このまちづくりを今後やっていきたい、そういう考えでございますので、御理

解を願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 
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（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） 今の考えを聞いてみますと、やはり創生会議、またこれらも、どちら

かというと金太郎あめみたいになってくるのかなという気はいたします。 

  そういった中で、やはり東伊豆町独自の特徴を出していくということが一番大事なことで、

国が振り向くような案を出していかないと、なかなかこういった仕事というのは、ともかく

こういったものについては町が発信するんだと、国に対して発信するんだという気持ち、こ

こが一番大事なところで、これは非常に私はその辺を皆さんに求めるところでございます。

これはお金を使うことだけではなくて、こういう案でと。この間の手帳なんかもそういうこ

とであろうし、そういった中で、常々そういうことを考えていないと、国がやっぱり補助金

を向こうから受け取ってくれるぐらいの、やはり仕事を考えていくというのが一番の大事な

ところであろうと思います。 

  そしてその若者に住まわせるというんですけれども、これがまた難しい話で、これがやは

り帰られた人たち、ホテルへ勤めて。そういう人たちに本来聞くのが一番早いなという気が

します。都会の人に聞くと、こっちの人に聞くとじゃ違うとか、いろいろあるんだろうと。

そういった中で、今度は仕事終わったら行くところがないとか、そういった声も聞きますし、

そういう中で、全く私たちも見ていて、都会から来て、釣りの好きな人はそれでいいと。そ

ういうやはり違うものをどこかつくっていくんだと。これが都会にあるものをそっくり持っ

てきてもだめだろうし、そこのところがいろいろな観光ですとか、そういうものでも、やっ

ぱり一番考えていくべきところがそうなんだろうと。 

  今いろいろなチェーン店のホテル等ができていますけれども、そういう中で、やはりホテ

ルもそういった自分のところの特異性を出して、みんな商売して頑張っているということで

ございます。ですから、これが河津町は人口減少については問題がないとかいわれています

けれども、じゃ、なぜ河津はそうなんだろうと。先ほどの下條村もそうですし、周りに企業

があるとか、それは一番の大事な要素でございますが、それに対してやはり区画整理をやっ

た住宅地、そういった優良住宅地、そういったものがやはり下條村でもそういったことをや

っていると。そういうことを考えますと、いろいろな他市町村、地方を見ていると、いろい

ろなアイデアが出てくるんじゃないのかなという気がします。 

  それについて、やはり東伊豆町もこの自然とやっぱり海あり、山ありのこの環境をどう生

かして、どのようにこれからの若い人に住んでいただくには一番いい方向になるのか。それ

には当然、お子さんができてくれば教育の課題も出てくる。やはりそこらが一番の課題であ
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りますので、やはり子育てしていくには、医療費助成ももちろんそうですが、やはり最終的

に教育というものがかなり重要な要素を占めてくるわけでございます。 

  そして、定住化をされるに、今、稲高生なんかがやっていますような、高校生たちにお願

いして、町の中で商売してもらい、掛川とか向こうのほうでも何かやって大盛況だったとい

うふうな、高校生がプランニングをして商店街を活性化させるんだというようなこともやっ

てございます。ですから、そういったものをまず１回研究してみると。そして商店街も活性

化させて、あれぐらいなら商売できるんだとか、そういった一つの目安も、やはり高校生の

ときからこの町になじんでもらって、この町に住んで、卒業したら帰ってきて、こんな商売

やりたいよとか、そういう人も中にはいるでしょう。そういった地道なやり方が、将来少し

ずつ実を結んでくると。そして今、一番この町が適齢期の人口が一番少ないということです

から、ここにやはり人口減少、少子化の問題もあるんだと思います。ですから、その辺の人

口がまず住みやすい町をつくり、そして子育てのしやすい町をつくるということが、まず一

番の大事な部分だろうというふうに思います。 

  それでは、もう一度その辺について、町長の御答弁をお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） ちょっと順番が逆になると思いますけれども、まず、町独自のまちづ

くり、やっぱり地方創生会議の補助金、国から助成、その作文を書く中に、やっぱりこの町

独自のものを上げなければ助成はしませんよという、そういう国の姿勢がありますもので、

これは当然真摯に考えて。本当に一番いいのは、村木議員が言った手帳なんか、本当、職員

が独自に考えてやったあれですから、これに関しても職員がみずからいろんな考えを上げた

中で、そこに提案した中で、お金をもらいたい、そういう考えの中で町独自の方向性、これ

は打ち出していかなければ、そのお金はもらえませんもので、その辺は十分考慮して国の助

成を受ける、そういう考えでいますので、御理解願いたいと思います。 

  さらに、子育て支援に関しましては、本当、いろいろな中で、大変自分も重要な問題だと

考えております。やっぱり若い母親、お父さんたちは教育に関する熱意は大変高いもので、

やっぱり教育に高いところは、長泉なんかも大変教育関係に力を入れていますもので、それ

は当然、子育て支援に対しましては、今後教育関係には力を入れていかなければならないと

考えて、今まで以上に力を入れなければと考えたいと思います。 

  ですので、１点目、まずいろいろなことを検証したらどうかと言われました。これは当然、

検証することが必要ですもので、その辺の検証はしていきたい、そう考えておりますので、
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よろしくお願いをいたしたい。 

  その中で、今一番苦労しているのは、これは商工会とも先ほど東部さんでも言っていまし

た。東京のほうが景気が大分よくなってきたもので、今まで結構旅館で働く人もいたので、

なかなか旅館で働く人も、そういう雇用のほうの今大変厳しいということを聞いております。

そういう中で今回、東京でやったことでも、以前と違う、大分厳しさということを聞いてお

りますもので、その辺はやっぱり、この東伊豆町独自の魅力あることがなければ、そういう

人たちもこの町に来ないと考えておりますもので、それはそういうまちづくりをしていかな

ければならない。 

  そういう中で、今空き家なんかを調査しておる中で、稲高ボランティアのことも出ました

が、その辺は考慮した中で、やっぱり自分はもう職員だけで考えてもだめだから、いろいろ

な大学等に頼んでおりますもので、そういう人たちの知恵もかりまして、この空き家に対し

ましては、そういう施策を打っていきたいと、そういう考えでございますし、やっぱり若者

がこの町に住んで、また戻ってきたいよう、そういうまちづくりをしなければ、本当に適齢

期の子がなくなるのは、本当に2040年に危惧するような、そういう状況になりますもので、

それはぜひとも町としては、そういう方向には行っていけないもので、やっぱり2040年にも

生き残っているような、そういう施策をしていきたい、そういう考えでございますので、ま

た村木議員、いろんな御提案があれば、御提案していただいた中で、また取り入れるものは

取り入れていきたい、そういう考えでございますので、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、イベントについてを許します。 

  ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） それでは２問目のイベントについて、２点にわたり伺います。 

  年間イベントが相当数行われます。その理由はいろいろにぎわい創出や町内の活性化など、

理由や目的がそれぞれ違います。そういった中で、１点目、このイベント事業の検証につい

て。そして２点目、今後の方針についてと、この２点にわたり御質問をさせていただきます。

これは決してイベントを否定しているとか、そういうことではなくて、そういった多数ある

中でのこの２点ございます。 

○議長（鈴木 勉君） 第２問の答弁を求めます。 
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  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 村木議員の第２問、イベントについての１点目、事業の検証について、

２点目の今後の方針については関連がございますので、一括してお答えいたします。 

  当町のイベントにつきましては、１人でも多くの来遊客にお越しいただくための観光イベ

ントを初め、スポーツ、健康づくり、地域活性化等、各種イベントを年間を通じて実施して

おります。町といたしましては、予算ヒアリング時に各課のイベント内容の確認、事業効果

について説明を受けた中で、予算措置を行っておりますが、長年続いているイベントもあり

ますので、各イベントの目的、内容、効果、対象者、周知方法を初め、時期や時間帯等も含

め再検証した中で対応していきたいと思いますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） このイベントの目的、これらについては、お客さんに対してのもの、

住民に対してのもの、いろいろ目的が違うんだろうと。その予算ヒアリング時の検証という

のが、どうしても時間的に無理なんだろうという気はいたします。 

  そういった中で、この町のにぎわい創出ですとかＰＲですとか誘客ですとか、そして住民

のためですとか宿泊者のためですとか、いろいろな目的があると思うんですね。その中で、

このイベントの大変さというところは、まずエネルギーが必要だ。そしてそのマンネリ化と

いうことが一番事業効果として検証をしなければいけないと、そこがやはり一番難しい、ま

た怖い、そういったところでございます。 

  そして、これをやっぱり破っていくのは、イベントの検証に基づく企画だと思うんですね、

内容。毎年毎年同じことをやっていても、中には２度目、３度目というお客さんもいると思

います。そういったところをやはりテーマを持って企画で変えていくということ。そしてこ

の職員というのは、なかなかイベントに関して優秀ですから、形をつくってやり遂げるとい

うことは非常に役場の職員は優秀です。どんなイベントをやっても、それは完全に形にする

んです。しかし、その中で一番時間がないのが、この検証というところで時間がないんだと。

これが予算ヒアリング時だけの検証ではまず無理だろうと。 

  これはやはり事業仕分けで、この間の事業仕分けではありませんけれども、これは課の中

で、ここのところはこうだったとか、それから関連の課に集まってもらったりして、そうい

う中で、今年の場合はこうだったとか、いろいろ意見を出していただいて、それを来年に生
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かすと。多分今年のを終わって来年ということに対しては、まず時間がないと思います。し

たがって、その効果だけでも見直して、そしてもう何十年も続いているものある。そういっ

たものの中で、マンネリ化して、もう効果も薄いと、参加者も少ないと、そういうものはも

うこの際、廃止していこうとか、そして今また月の関係でイベントが増えてきた、そういっ

た中で、そっちへ切りかえていくとか、そういうことを検証して、みんなで検討をしていく

ということをしていかないと、これ行政報告を見ても、イベントの報告が物すごい多いです。 

  そういった中で、やはりこれだけと本来の行政としての仕事より、こっちのほうにエネル

ギーが行き過ぎちゃっている、イベントのほうへ。土日出て、平日当然代休はとります。そ

うすると、平常の仕事がやはり時間がなくなってきたりするわけでございます。そういった

ところで仕事が回らなくなると、やはり行政としてはマイナスになると。それでついついま

たイベントのほうも、いいや、去年こうやったから、こうしようという話になっていくのが、

今の現状ではないかなと。 

  月のイベントなども、非常に効果はあるわけですね、全庁的にいくわけですから。だから

そういうものを全庁挙げて、ちょっとＰＲが足りないかなという気はしますけれども、そう

いったものをやはり新しいものに変えていく、この作業も必要なんだろうと。特に私らは見

ていて、町民大会も何十年も続いているけれども、やはり稲取の人口が少なくなってくる中

で観客も減ってくるとか、これはやはり競技の内容も変えなきゃいかんだろうとか、いろい

ろなそこでアイデアが出てくるんだろうという気はいたします。そういったどんなイベント

でも、やはりずっとやっていることによって、お客が毎年変わっていくものはいいんですが、

同じことをやっていても、お客が毎年入れかわるものは、多分そのままでも大丈夫なんです。

ですから、そこのところが、今、花火をやったり何をしても、やはり住民の方もかなり花火

を楽しんだりしますので、ですから、そういうところでそういう話も多分出てくるだろうと

いうことでございます。 

  そういう中で、町長のこれからいろいろなイベントについて、町長もこの前、白田の保健

センターで行き会ったときには、多分これだけ開会式が続くと大変だろうなという気がいた

します。だからそういう中で、細野高原のイベントを、高原イベント、稲取高原含めた中で、

じゃ、高原イベントとして、何月何日からここまでは続き、そしてその中にこれもあります、

これもありますというようなことをやって、もう最初の１回で開会式をやっちゃって、役員

だけ集めて、あとは行きませんとか言わないと、町長も多分土日出っ放しになるような状況。 

  クロカンの場合には、町長からの町長杯ですとかいろいろありますから、そういったもの
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もあるんでしょうけれども、今のやり方を見ていると、そこへ携わる職員も大変だし、そし

てもしやるんであれば、町の人間がアイデアを出してやったんであれば、途中から実行はも

うそちらの組織でやってくださいと。そのすみわけも必要なんだろうと思います。そういっ

た中で、数あるイベントを一回整理して、もう一度見直しをしたらどうでしょうかというの

が質問の内容でございます。それについて町長の御答弁をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長 

○町長（太田長八君） イベントに関しましては、職員は本当大変でございます。私いつも、

１カ月に１回朝礼やります。そのときには必ず前に「イベントでやった職員さん、御苦労さ

ん。また次のイベントよろしくお願いします」、必ず言っております。それだけやっぱり職

員、イベントに対する苦労は大変、並大抵なものでないことだけは理解しております。 

  そういう中で、検証した中で、できるものはやめる、またはやる方向、そういう中で、自

分が思うのは、やっぱり実行委員会を立ち上げた中でやっていくのが、町は一番いいと考え

ておりますもので、このイベントを検討した中で、これは実行委員会でいくとなると、それ

は実行委員会を設置する方向でやって、できるだけ職員のエネルギーを減らすような方向で

やっていきたいと考えております。 

  そういう中で、やっぱり再三、村木議員が言ったように、町民大会、やっぱり話題が出て

きます。やっぱりこういう人口減少の中で、はっきり言って城東地区におきましては、もう

北川地区ができるだけはできるんだけれども、やっぱり参加できない種目も出てきておりま

すもので、その辺は区長さんたちの中で話し合っていただいておりますし、また稲取地区に

おきましても、種目いろいろ変えた中で検討している中で、これが将来果たして続けられる

かどうか、またこれも疑問でございますもので、やっぱり人口減少していく中で、そういう

町民大会の運営の仕方、また今後も変わっていくのかなということは重々考えておりますけ

れども、この辺は基本的に区長さんたちにお願いしている中で、やっぱり区長さんたちの意

向が大分強いものとなってきますもので、その辺はまたいろいろ話し合った中で今後やって

いきたい、そう考えております。 

  さらに、稲取高原と細野高原、一括したらどうかという、そういう提案を受けました。基

本的には稲取高原のほうは桜が中心です。春でまた細野高原のほうは秋という中で、やっぱ

り当然、細野高原のほうも春の山菜狩りもありますもので、そういう一括した中で稲取高原、

細野高原、これも一つの考えでございます。１年に１回やった中で、秋はススキがあります

もので、よろしくお願いしますよと持っていきますし、その辺はちょっと検討させていただ
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きたいと思います。 

  やっぱり職員のそのエネルギーをできるだけ少なくする方向でやっていきたいし、そうい

う中で検証、大変難しい予算ヒアリングもたしか村木議員は当然ＯＢでございますから、そ

の点は十分理解していると思います。やっぱりヒアリングの中ではそれは十分できませんも

ので、これは日常的からやっていななければならないことでございます。再度徹底した中で

やっていきたいと考えています。よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） 町民大会については、これは一つの事例として出したことでございま

す。町民大会はこれで競争ですとか、そういうことがなければ、別の形でまた続いていくん

だろうというふうには思いますし、一つのコミュニティーの場として、これは別にほかの形

に変化していってもいいんだろうと。 

  そして、エネルギーはやっぱり職員は通常の仕事に使ってもらうというのが一番のことで

ございます。そして予算ヒアリングの時期だけでは当然無理ですから、役場の中にそういっ

た一つの委員会を何人かでつくって、検討されてもいいのかなというふうに思います。その

中にほかの団体の方が入ってもいいだろうし、やはりそれを１年に一遍ぐらいやってみたら

どうかなという気がします。 

  せっかくお金を使うんですから、やはり税金を使っている以上は、効果のあるイベントに

して、そして当然、ＰＲもなされるということが一番の効果だということでございます。 

  ススキも結構、電車の中につるしの広告。ですから今、稲取でいえば、この長期的につる

し飾りと雛のつるし飾りとススキですか、これが２大イベントになってきているわけですね。

その合間にいろいろなものが入ってくるわけで、特に秋などはもう大変イベントラッシュで、

一般の方は行かなくてもいいよという話になれば、それはそれでいいんですけれども、やは

り職員はそうもいかない部分もあると思いますし、その辺のやはり整理というか統合という

か、それらも再検討をしたらいかがかなということでございます。 

  そして、１つには、検討委員会なるものをつくって、ぜひ新しい時代に合ったイベントに

していけたらどうかなという提案でございます。 

  その２点について、町長の。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 
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○町長（太田長八君） このイベントの見直しは必要だと思う。それではまず、このイベント、

これは実行委員会ができるか、これは町の中でできないか、まずこれを分類していきたいと

思います。そういう中で、町がやる中では、これは庁舎内の中でそういう検討委員会を設け、

また外部からも入ってくると、そういう方法でやっていきたいと、そう考えております。 

  一番自分がちょっと危惧しているのは、やっぱりつるし飾りなんです。村木議員が言った

ように、町のイベントは細野高原のススキ今力入れてます。さらに今言ったようにつるし飾

り。つるし飾りは気楽な方向に行っている中で、やっぱり結構町におんぶしてくるのが、今

すごく大変見受けられますもので、それは１、２年は面倒見てもいいかと思うけれども、そ

れでも変化しなければ、当然つるし飾りの実行委員会に対しましては、町は厳しく対応して

いきたいと思いますし、今後そのような形は、町は一切面倒見ませんよと。その辺の強い覚

悟でいますもので、１、２年ちょっと町が結構面倒見ていくことは理解していただいて、そ

れはもうその対応を見た中で、町は今後対応していきたいと考えておりますもので、またい

ろいろ御提案いただければ、その方向でやっていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で５番、村木さんの一般質問を終結いたします。 

  この際、２時まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４４分 

 

再開 午後 １時５８分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に２番、内山さんの第１問、人口減少対策についてを許します。 

  ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） それでは、今日は４問質問を提出してありますけれども、回答につい
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ては一問一答でお願いいたします。 

  まず、第１問の人口減少対策について。 

  2040年時点で523の市町村が消滅する可能性が高いと指摘されて危機感が広がっています。

それに対して、人口減少対策をどのように考えるのか、伺います。 

  先ほど先輩議員から同じ質問があったものですから、簡単でよろしいですから、①の人口

の定住化をどのように進めるのかどうか。その辺の御回答をお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第１問、人口減少対策についての１点目、人口の定住化を

どのように進めるのかについてですが、人口の定住化策につきましては、先ほど村木議員に

もお答えいたしましたが、昨年度より移住・定住促進ＰＲ事業として町商工会へ委託し、首

都圏において若年層を対象にＵ・Ｊ・Ｉターン事業を展開し、就職及び当町での起業、移住

勧誘等のＰＲ宣伝、27年度の空き家バンクの開設など、人口の移住定住の促進につながるも

のと考えております。 

  なお、今後の国・県の動向を注視し、できる限りの施策展開を図っていきたいと考えてお

りますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 私は前回もちょっとこの質問をさせてもらいましたけれども、先ほど

の御回答で、今、町長のお話がちょっと抽象論でありますから、もう少し具体的に、この間

もちょっと言いましたけれども、人口の定住化を進めるにどうしたらいいかどうかというこ

とをお話ししましたけれども、まず、住居の提供するようなことも必要なわけですけれども、

まず一番初めは、行政のほうでやっぱり目標を立てていくことが大事だと思うんです。例え

ば何年までに働く世代の人たちをどのくらい増やすのかどうか、あるいは子供さんをどのく

らい増やすのかどうか、それから高齢者をどのくらい増やすのかどうか、そういうふうなこ

とをはっきり数値にしてやっていかないと、なかなか増加するということはありません。 

  基本的にはやはり、ここの町に住居変更してもらうといいますか、住居を置いてもらう、

そのことがやっぱり定住化につながるから、それに対する促進策をどうするかということだ

と思うんです。そういう中で、定住させるための住居の提供だとか、あるいは住居を提供す
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るに当たっては、住居を構えることによる支援金だとか、そういうことも必要だと思います

し、それから、定住化について、後でまた説明しますけれども、私今度、この10月に島根県

の邑南町というようなところに行ってきたんですけれども、ここの町については、具体的に、

こういうふうにどこの課が何年までにどういうことをやる、そういう形のものがあるんです。

だから、これをまた全部お話しすると、１時間半の持ち時間も足りなくなりますから、また

後で見ていただければと思います。 

  そういう中で、やっぱり大事なことは、今言った就職のあっせんだとか、それからあと子

育ての支援、そういうことが必要だと思うんです。 

  それからもう一つは、出会いの場所だとか、それから結婚をするようなことの相談、そう

いうものをいつまでに何課がやってくるのか、そういうものをやっぱり捉えていくべきだと

思うんです。そういう中で、一つの邑南町の例だと、町長はいろいろ今、子育て支援のこと

から、それから定住策についてもいろいろやっていますけれども、ちょっと盛りだくさんあ

るんですけれども、重さがないんです。もっとめり張りつけて。そこの邑南町の場合は、保

育所の保育料は全部ただなんです。それから１子目はたしか６割でしたか。６割補助するけ

れども、２子目からはただ、無料なんです。それから、保育料の関係についても全部無料、

もうそういうことをきちっと打ち出しているんです。だけれども、ほかのことは、町長もち

ょっと聞いてくださいよ。ほかのことは全部無料じゃありませんよ。一つの目玉として、保

育園の保育料は無料、それから保育園の給食は全部無料、そういうもので、あとのものは、

先ほど町長がおっしゃったような形の医療費の一部助成とか、そういうことについて、それ

から不妊治療だとかいろんなことがあります。だから、もう少し世間にアピールするような

目玉のものをつくって、ほかの予算を大きくするとかじゃなくて、そこのものはきちっとす

る。 

  それからここの町は、やっぱり子育てをする。それから就職だとか、女性が就職するにつ

いて、幼稚園はありません、全部保育園なんですね。保育園が９つあって、９つのうちの３

つが公営で、それから７つが民営なんです。それはみんな社会福祉法人でやっているんです。

だから、子育てを含めて、親が働ける場所というか、当然、幼稚園の場合は朝に終わっちゃ

う。それが夕方までやって、もっといえばここの町の周りはもっと先まで面倒見てくれる。

それから病院なんかについても、子供さんがいつも何かあったときに待機できるような、そ

ういう形のものを取り入れているんです。 

  ぜひそういう形のものを、先ほど言ったように、これをお話しすると長くなるもので、ま
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たこれは当局のほうに提供しますから、これを見て、実際に何課がいつの時期までにどうい

うことをやるのか、そういうことを含めて考えていただきたいと思っております。当然、先

ほど村木議員が言ったように、せっかく農業だとか、あるいは漁業がありますから、そこの

促進もここの町がやっていたわけなんです。そういう捉え方をして、ぜひここなんかに就職

した人たちにも、そういう支度金みたいなものの制度。 

  それからもう一点大事なのは、今、観光業に、この間あたり観光課長さんとも話したとき

に、観光業界に人材が入ってこなくなっちゃった。昔は確かに、今の有名になっている一部

の稲取の旅館あたり、それはもう大卒が大勢入ってきたんです。そういう形のものをもう一

度構築していかないと、観光業も潤ってこない。それから、そこに勤めて、そういういろん

なメリットが出てくれば、たくさんお金がもうかるということになれば、定住化が促進でき

るもので、ぜひその辺についてはお願いをしていきたいと思っています。よろしくお願いし

ます。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） その資料は後ほど見せていただきたいと思います。 

  そういうことで、町は前期を終了して、今度は後期になりますもので、後期の中でいろい

ろ検証していきたい、そういう考えでございますので、御理解願いたいと思います。 

  そういう中で、これは本当、議会ともかかわるものですが、先ほど言った長野県の下條村、

これは本当に当時の村長がはっきり言っているように、財調も３分の１ぐらい崩したらしい

ですよ。それで村営住宅を建てた中で、村営住宅の家賃を安くしてあげたり、また子育て支

援として２子、３子の方に祝い金をあげたり、そしてさらに小学校入学時、中学校入学時、

これも祝い金をあげる、そういうことをやった。 

  これは当然、財政的にある程度、そこの村は私は一番の我が町との違いは、後背地に企業

がいたので、若い者たちは、その企業に勤めた中で、その町に定住してくれる。うちの町も

そういう企業があれば、当然そういう施策もできます。先ほど村木議員が言ったように、企

業誘致はなかなか厳しいですから、そういう中で、やっぱり観光を主体にした中での産業の

振興、これをやった中で、そういう定住策をしていく中で、その中で、今言ったように、な

かなか観光関連に関しては、働くという人が少なくなる、勤める人がなくなる。これはやっ

ぱり先ほど村木議員にも言ったし、またその前の藤井議員に言ったように、何しろ都会のほ

うが大分景気がよくなってきたもので、このほうにもう就職する人がなくなってきた、これ

はもう何度も商工会長が言ったように、何とかこれをしなければならないという中で、託児
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所的なものが欲しいねということも言われております。そうなると当然、新年度に関しまし

ても、その辺のことも考慮した中で、この町にそういう働き手が来るような、そういう施策

も打ち出していかなければならない、そう考えております。 

  そういう中で、一つの目玉といいまして、そこの町は保育料全面無料化してという中で、

保育料の無料化に対しても、言うのは簡単です。やっぱり今、財政を預かっている者として、

それはそういうことができればいいんですが、それをやると、町の運営がなかなかできなく

なっている。 

  そういう思い切った、それを財調の皆さん方が崩した中でそれをやりなさいといっても、

こういう状況の中で、財調を積み立てるのは大変厳しいもので、それを継続的にやっていく

ことは今、厳しいと考えております。町独自のそういうことができればいいんですが、それ

は当然、財調を切り崩した中でやっていかなければならないし、それを継続的にやっていく

となると、財調がゼロになるようなことも考えられます。財調がゼロということは、この町

にとっていざ災害、いろいろな面とかで、これはとても避けなければならないし、また当然

国・県から、うちの町は10億円ためなさいと言われているという、ある程度のことを言われ

ておりますもので、それは当然国・県からの指導が出てくると思いますもので、ある程度そ

ういうこと、独自性を出したいんだけれども、要するにそういう、財政的な面も言っては怒

られますけれども、そういうことがなかなか厳しい町の状況であるということは、御理解願

いたいと思います。 

  町といたしましては、そういう独自性のあることをやった中で、定住促進をやっていく。

それでなおかつ選挙がありました、この地方創生会議があります。そういう中で、一回この

町独自のそういうまちづくりをしなければ、そういう助成金はあげませんよと言われており

ますもので、職員一同、そういう知恵を絞って、この町独自のそういうまちづくりをやって

いった中で、この町を再生していきたい、そういう考えでございますもので、御理解願いた

いと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 今、町長言うように、私も全部というようなことではないんです。だ

から町長、一番初めのときに、学校の給食費を無料にします、そういう迫力のある格好で、

ほかのことを全部やるということじゃなくて。それから、私は町営の住宅みたいなものを新
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しく建てるということについては、余り好ましいとは思っていません。むしろ、空き家があ

りますから、そういうところに促進するための支度金をやるとか、そういう形のもの。それ

からやっぱりここの産業というのは観光が中心ですから、そこの産業を潤わせるについては、

ある程度お金を使って、従来、優秀なところの旅館が伸びたように、大卒の人が大勢来るよ

うな格好のものを、私の町は促進しますよと、そういうことで、経済も両面として、子育て

とか定住化の側面としてやってもらいたいということですから。 

  だから、今、町長のことについて、私も財源があるなんてことは思っていません。だから

やりくりの中でやることですから、一つきちっと目玉を、今言ったように、給食費なら給食

費でも構いません。それから、定住促進の中でしたら観光だとか、そういう産業を育てると

いうのも一緒の中で、一つそういうものをつくって、それからきちっと数値目標をつくって

やっていただければ、立派な町になってくると思うのです。そういうことで、よろしくお願

いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 内山議員の提案はわかりましたもので、それに沿ってやっていきたい。 

  何しろ本当に当初予算を組み立てるのに大変厳しい状況でございます。財政のほうからも、

大分厳しいことを言われておりますもので、そういう中で、できるだけのことはそういう方

向でやっていきたいと思いますもので、なかなかこれをやれば、じゃこっちの支援はやめな

ければならないかなと、そういう、あれもこれもじゃなくて、どれか１つになりますと、ほ

かのことを犠牲にしなければなりませんので、それは十分検討した中でやっていきたいと考

えておりますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、高齢者医療・介護等の充実についてを許します。 

  ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） それでは２点目の、この関係については、うちの町の高齢者の人口が、

もう38％を超えて、もう40％近くなります。そういう点で、医療だとか介護の誘致策を伺う

ということで、まず第１点については、特別養護老人ホーム等の待機者の状況は。また、誘

致を考えているのかどうか。 

  それから、第２点目は、伊豆東部総合病院の建設がおくれているが、完成の見通しはとい

うことで、２つの質問についてよろしくお願いします。 
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○議長（鈴木 勉君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第２問、高齢者医療・介護等の充実については、２点から

の御質問ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の特別養護老人ホーム等の待機者の現況は、また誘致を考えているかについてです

が、町内にある特別養護老人ホームの待機者につきましては、毎年静岡県が実施している特

別養護老人ホームの入所希望者の状況によりますと、平成26年１月１日現在では、実人数62

名で、このうち県の入所指針に照らして入所の必要性が高いと判断される方が７名となって

おります。 

  特別養護老人ホームにつきましては、誘致ではなく計画に盛り込んだ中で公募をすること

となっておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の伊豆東部総合病院の建設がおくれているが、完成の見通しはについてです

が、先ほど藤井議員の質問でもお答えいたしましたが、入札が不調に終わった原因につきま

しては、建築材料費や専門職の人件費の高騰などが原因として考えられると伺っております。

今後の見通しにつきましては、次回の入札日程等は未定であり、しばらく環境好転の様子を

見ることになるとのことですが、早期着工を働きかけてまいりたいと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 今、町長のほうから、特別老人ホームについては、待機者が62名で、

どうしても先行して入ってくるのが７名と言いましたけれども、１つは、これは大きくまた

法律が変わってきまして、新たな入居者については、原則要介護の３以上に絞られて、それ

から一定の所得があれば、自己負担が１割から２割になる、そういうようなことの法律改正

というか、そういうもの。 

  それから、もう一つ私は逆に心配するのは、要介護度が低い要支援の施設、そういうもの

でなくて、自宅で介護をしろというような、そういうことが軸足で、国のほうで決めてきて

いるわけです。市町村のほうにサービスを移すというか、そういう形になると、当然もう家

庭の負担が相当なものになると思うんです。だから、従来入居できた方たちが入れなくなる。

そういう中で、ちょっと誘致という言葉が不適切だったかわかりませんけれども、私は計画

であれば、町が計画を立てて、そういう形のものをとっていくことが必要かなと。だから、
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重い程度の要介護者については特養の関係にする。それから、介護の程度の軽い人たちにつ

いては、今、グループホーム、熱川のほうにグループホームの老人ホームがまたできました

けれども、そういう形のものを、できるだけ地元の中へこしらえていただけるような格好、

そういう計画づくりを当局のほうでしていただいて、やってはどうか。 

  そういう中で、それをやる上で、今度の提案は、今、特養でもよろしいし、それからグル

ープホーム等についても、熱川は隣接するところにまた新しくつくって、もっと規模を大き

くしてやってくれるそうですけれども、同じようなことを考えるのであれば、今、しょっち

ゅう議会などでも問題になるアスド会館についても、あの会館は無償でいただいた会館です

から、今やっているものもありますけれども、例えばあそこに特養を建てるとか、あるいは

老人ホームを建てるとか、そういう形のものを考えて、無償とは言わないにしても、今の価

値でいえば、あそこを提供してやっていくぐらいの形のものを、そういう養護老人ホームと

いうか、そういうものを含めて考えていくことができないかどうか。 

  それから、先ほどの水道の関係で、藤井さん中で質問した百山荘の跡地、あそこも町長、

基本的には買収した値段で売りたいということですけれども、実際には今、そんな値段では

売れないと思うんです。極端にいえば、あそこの場合だと、不良債権と一緒だと思うんです。

不良債権であれば、買った内容か半分とか３分の１とか、そういうものの中で、譲渡として

もよろしいと思うんです。それは水道の独立会計のこととして考えれば、そういうことにな

るかわからないけれども、不良債権をただ買ってくれなんていうことはありませんから、経

済ですから、商行為ですから。そういうことを考えれば、百山荘跡地なんかも、近隣に白田

の老人ホーム、特養がありますから、そういうことも考えれば、一つの立地条件としては当

てはまるのかな。 

  そういうことで、そういうものを町として計画に入れて、あらゆる手を検討していただい

て、ほかの民間の企業の方と一緒になって計画して、国・県に働きかけをする意味でして、

それで地元の高齢者の皆さんの、最終的にそこでお世話するといいますか、そういうことを

考えていくことができるかどうか、その辺をお伺いいたします。 

  それから、２点目の伊豆東部については、先ほど来の藤井さんの質問でしたか。実際に私

もしょっちゅう質問していますけれども、950人の本当の署名。それからやっぱり、160床の

ものを建てて、産婦人科等もできて総合病院ができるということで、世間の皆さんに聞いて

も、本当に楽しみにしているといいますか、ちょっと病院だから、楽しみというのはちょっ

と言葉がどうでしょうか。そこもありますけれども、そういうところがおくれているような
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ことの現象がありますから、先ほど来、入札の不調でなかなかできない。逆にいえば、そう

いうことも含めて、町のほうでもっと協力ができることがあれば、随分、今までやってきた

わけですから、せっかく最後のときにどんでん返しを食らって、町長、心配しているように、

撤退してしまうと困るわけですから、もし例えば、金銭的な面だとか、そういう入札が不調

になるような格好の中で、幾らもかからないようなことであれば、極端に言えばフォローし

てあげるようなことも考えていくようなことも考えることができるかどうか、そこについて

は、町長のまた判断ありますけれども、私は950人の署名ということは相当大きいと思うん

です。それから十分皆さんが病院をお待ちしているというようなこともあります。 

  もう一つ不安なのは、ちょっと最近、東部総合病院については、病院の質といいますか、

お医者さんなんかが、従来順天堂さんから来ていただいて、相当優秀な医療ができたような

こともお聞きしたんですけれども、ちょっとここ何年か、医療の部分が甘いのかなと。そう

いう声を、行っている皆さんから聞いたりもするものですから、その辺についても、もう一

度町長のほうから後押しをお願いしたいと思っています。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、第１点目の件です。 

  アスド関係につきましては町が管理いたします。耐震とかいろいろな関係が出てきますも

ので、基本的には町が関係した中でやる考えはございません。それが民間とかの中でやれば。

しかしながら、これをつくることによって、介護保険料がはね上がることが、一番町として

は困ることですから、その辺をやるとしたら、当然住民とのコンセンサスをとった中でやら

なければならないと私は考えております。 

  アスド会館につきまして、今、内山議員から提案されましたけれども、町としては一切か

かわることはしたくない。と申しますのは、町がある程度かかわれば、耐震性に関しまして

もやらなければならない。いざ災害が起きたとき、万が一人身事故が起きた場合、それが建

物の欠陥によることなどと言われれば、これは当然、町としても大打撃でございますので、

そういうことで町がかかわることはなしと。民間にやってもらう中で、それはアスド会館は

企画のほうでやっておりますもので、そういう町とのある程度の意思疎通ができて、また住

民が納得していただければ、それはそれなりに、そういう方向でやっていってもいいかなと

は、私自身は考えております。 

  さらに、一番いいのは、熱川につくったそういう小規模グループがやっていただければ、

これはまだ国の助成があるもので、そういうところでやっていただければ、町は積極的にそ
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の辺は支援していきたい、そういう考えでございますもので、御理解願いたいと思います。 

  次に、２点目の伊豆東部総合病院につきましては、内山議員に言っておきます。そういう

金銭的なことは、町はやる考えは今のところございません。これをやると、ある程度民間の

事業ですから、そうなるといろいろなところからまた上がってきますもので、そういう支援

は町は一切考えておりません。それ以外に支援できることは、町としてはやっぱり町民

9,000近くの、あと議会の皆さん方のあれがありますので、町は真剣になってやっていきた

いと考えます。町ができる支援はしていきたいと考えておりますけれども、金銭的な支援に

ついては、今のところ自分の考えということはないです。何しろ早期着工を目指して１月に

ちょっと茅ヶ崎の康心会のほうへ行ってきますもので、今回の議会の模様も相手方に伝える

中で、これだけ町民は東部総合病院に対して熱い思いを持っているということだけは、真摯

に相手方に伝えていきたい、そういう考えでございますので、御理解願いたいと思います。 

  百山荘の形がありました。基本的に本当、不良債権ということは言っていただきました中

で、今のところ基本的に百山荘に関しましては、買った金額以上で売らなければと考えてお

ります。そういう中で今、内山議員が不良債権ということの中で、それが可能かどうかとな

ると、検討した中で、またいろんな方と相談しながら、それができれば、町としては一刻も

早く売った中で、少し資金提供していきたい、そういう考えでありますので、御理解願いた

いと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 私、特養の関係も介護保険等もあるのも、十分承知しますけれども、

それで私、アスドについても、町が耐震のことだとかそういうものがあるので、あくまでそ

れは民間に無償譲渡するから、あんた方でやってくれ、それでやりますよということの中で

ＯＫが出ればやっていく。 

  それから、それが今特養でなくても、熱川のグループホームみたいな格好でやっていただ

くようであれば、それも一つの手段ですから、そういうことの考え方であるから、柔軟に考

えていただいて、できるだけこれから先、あと10年、20年たつときのことを考えれば、当然

一緒だと思いますから、それは住民にも御説明をして理解していただくようなことも、当然

なきゃいけないんですけれども、そういう姿勢を持ってやっていただきたいというようなこ

とですから、よろしくお願いします。 
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  それから、東部については、十分わかりますから、ぜひよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 内山さん、町長の答弁は。 

○２番（内山愼一君） もしあれば。 

○議長（鈴木 勉君） 必要なしですか。 

○２番（内山愼一君） なければいいです。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第３問、経済活性化と住民生活の安定についてを許します。 

  ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） まず、私は今、円安の関係で、地場産業だとか住民生活を圧迫してい

るということの対応をお聞きしますけれども、今、選挙もやっていますけれども、私もアベ

ノミクスがある程度まだ期待感というか、まだ半ばだと思うんです。だけれども、今の円安

の影響等で、逆にうちの町、地方の場合は影響があるもので、それに対応するものを町で考

えるかどうか、その辺の質問ですから、よろしくお願いします。 

  まず１点目は、燃料高における漁船やハウス農家への影響や仕入れ燃料高による各産業へ

の影響とその対応については。 

  第２点目は、生活必需品の値上げ。電気料やガソリンの高騰への対応。そして４月から軽

自動車の増税で生活者の負担が重くなるが、その対応についてはどうなのか。 

  そして第３点目については、観光客の誘致対策と受け入れ態勢の整備について、その３点

をお聞きいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第３問、経済活性化と住民生活の安定については、３点か

らの質問ですので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の燃料高における漁船やハウス農家の影響や仕入れ燃料高による各産業への影

響とその対応はについてですが、当町の１次産業にかかわる燃料としましては、漁船用の軽

油、施設園芸用の重油や電気が使用されております。これらの燃料費価格の高騰は、生産コ

ストのアップとなり、生産者を圧迫しますが、鮮魚や農産物はともに販売方法の仕組みとし

て、燃料費価格の上昇分を販売価格に上乗せすることができません。燃料費価格の決定方法
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や生産物の販売方法等、主に国や市場による施策、制度によるものですので、その対応につ

きましては、町が特別な個別対応はしていないのが現状であります。 

  次に、２点目の生活必需品の値上げ、電気料金やガソリンの高騰への対応。４月から軽自

動車の増税で生活者の負担が重くなるが、その対応はについてですが、政府は、長引くデフ

レからの脱却を目指し、大胆な金融緩和と積極的な財政出動により、国内経済の活性化を図

っております。株価が上昇し、輸出関連を中心に企業業績は回復してきておりますが、賃上

げの動きは広がらず、円安により輸入に頼る食品や生活用品、燃油関連の高騰による電気・

ガス料金値上げなど、日常生活においての家計負担が重くなっているのは御指摘のとおりで

あります。円安やそれに伴う物価高などに関しましては、根本的には国の施策に委ねること

になりますので、御理解をお願いいたします。 

  ３点目の観光客の誘客対策と受け入れ態勢の整備はについてお答えいたします。 

  今年度の誘客対策の主な取り組みにつきましては、当町の地域資源を最大限に生かした細

野高原すすきイベントや大川竹ヶ沢公園ほたる鑑賞の夕べの開催により、閑散期の平準化を

図るべく、長期イベントとしての誘客対策に成果を上げております。 

  さらに、国の成長戦略の柱の一つとして位置づけられているインバウンドは、当町におい

ても外国人旅行者が急増していることから、台湾へのトップセールスやファムトリップの実

施、さらにタイの国際旅行博覧会への出展参加により強化を図ってまいります。 

  また、圏央道の開通を大きなチャンスと捉え、北関東や埼玉方面からの集客力の強化を図

るために、県から補助を受けまして、河津町との合同による観光キャンペーンや番組制作を

実施し、雛のつるし飾りまつり及び河津さくらまつりの開催に合わせて大々的な観光ＰＲを

行うこととなっております。 

  次に、受け入れ態勢の観光基盤等の整備につきましては、内山議員には以前にも答弁させ

ていただいているとおり、細野高原や稲取高原等、観光施設整備事業の大型事業がほぼ完了

となり、今後は八尾比丘尼公園やポケットパーク等の稲取漁港周辺エリアの整備とともに、

文化公園エリアを魅力ある観光拠点として整備を進めてまいりたいと考えております。 

  また、熱川地区におきましては、来年度に着工が予定されている奈良本地区の避難地整備

事業との連携によりまして、旧ロイヤルホテル跡地周辺を観光誘客の拠点として整備を図る

とともに、観光客が楽しみながら温泉街を散策、回遊できる町並み整備を推進してまいりた

いと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 
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（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 第１点の燃料高における漁船だとかハウス農家の関係ですけれども、

これもつい最近は、原油が値下がりをして、ここの地域では、今ガソリンが159円ぐらいで

すか。この間までは160円を超えていたんですけれども、それでもまだまだなかなか高いと

いうか。そういう中で、今日のまた議会の終了後に、軽油の取引税に関する特別措置法があ

ったわけですけれども、それについての延期を要請するようなものが、伊豆漁協から来てお

ります。 

  こういう中で、相当前に鳥取あたりのイカ釣り船が出漁できないとか、同じような現象が

出てくるじゃないかということで、私もキンメ船のことも随分心配をしたわけです。それで

ここのところまた、先ほども議長とも話していたら、キンメの漁も少ないと。そうすると、

キンメの漁が少ないで、燃料使ったら、全然採算とれないわけです。そういう中で、何か町

として協力できることがあるか。この意見書を出すことも一つのことですけれども、何か１

件の漁船について云々はできないかもしれないけれども、漁協を通じてそういう援助案がで

きないかどうか。 

  それともう一つは、やっぱりここの地域の地場のミカンだとかイチゴだとか、花卉農家の

温室があるわけです。そういうところも相当重油だとか軽油を使っているような形のものが

見受けられます。そういう皆さんにも、農協あたりを通じて、何かそういう支援策を考えて

いくことができれば、ちょっと教えていただきたいと思いますし、国・県も、今これらにつ

いては相当力を入れて施策を講じるような形のものを考えていますけれども、町としての考

え方、そこらをお願いします。 

  それから、生活必需品についても、パンは値上がりする、しょうゆは値上がりする、何は

値上がりするということで、家計のやりくりがなかなか大変になってくるんです。それで、

これからまた、先ほどもあったように、水道料についても、当然やっぱり値上げをしていか

なければならない状態が来ると思うんです。 

  そういう中で、北海道とかそういうところでは、暖房代の支給だとか、あるいはうちの町

も、商品券事業というのが最たるものだと思うんです。そういう中で、低所得者だとか、あ

るいはそういう今の産業がなかなか思うように動かないと。そういう理由の中で商品券事業

があるから、当然それも一つの方法だと思うんです。 

  もう１点、そういうことが、暖房代みたいなことと同じように支給ができるかどうかとい

うことと、それから、今度は４月からは逆に、消費税とセットで４月から軽自動車の増税が
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始まるということだったんですけれども、消費税だけとまってしまって、軽自動車税のもの

だけはそのまま突っ走ると思うんです。それで年7,000円のものが１万800円になって、1.5

倍上がることがほぼ決まっております。そういう中で、町のほうの税収としては、当然いい

ことなんですけれども、こういうものを財源にして、逆にこの税収が増えることについて、

多分次年度、町予算に見込んでいると思うんですけれども、そういうものの一部を、今のよ

うなものに使えるかどうか。軽自動車を持っている方に、その逆に持ち主にガソリン券を支

給するとか、そういうことがもしできるのかどうか。これは町長、為政者の考え方の問題が

ありますけれども、財源については、軽自動車の自動車税が上がるわけですから、そういう

ものができないかどうか。あるいは経営が苦しくなっているガソリンスタンドについても、

そういうことを行うことによって、いい面が出てくるのかなと。そういうふうに受け取って

います。その辺について、対応をお願いします。 

  それから、第３点目ですけれども、観光客の誘客の対策と受け入れ態勢の整備ということ

ですけれども、実際にハード面については、先ほどソフトの面も含めて、細野高原はこの数

年の中で、非常にお客さんが見えるところになりました。それから、来年度も予定している

港の付近の港湾の公園。実際に整備されて、今度新しく今の駐車場のところが整備ができれ

ば、すばらしいところになってくるのかなと。 

  それからまた、稲取の場合は、今、協議会のほうで検討していただいている市民農園、そ

ういうものもでき上がって、あらゆる点で、ここの地域にはこういう観光施設だとかそうい

うものがありますということの提供がされると思うんです。そういう中で、私もう一つ前か

ら言っているように、先ほどの質問と同じようなことになりますけれども、やっぱり観光地

ですから、一つのスポットというか、百年の大計を持つようなスポットをつくるようなこと

も、町長、考えてみてもらったらよかったことで、一つの例で、黒根の周辺の整備と、はさ

み石の整備というか、あそこの整備というようなことについて、百年の大計がとれる観光地

になれるかどうか、そういう検討をちょっと始めていただくことができるのかどうか。 

  それからあと、ソフト面では、円安で、先ほど町長も言ったように、外国人が10月までに

1,100万人が旅行に来ているということなんです。それでもうこのままいくと、うまくいけ

ば1,500万人ぐらいの人が押し寄せてくる。そういう中で、台湾の方あたりが一番多いとい

うことで、先ほど行政報告の中でも、首長さん方が台北へ行って、そういう誘客についてを

皆さんにやってきたと。非常に大事なことだと思うんです。そういうことで、観光客の受け

入れについても、私は中国語、それからハングル文字だとか、主要な、あと英語だとか、そ
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ういうものの案内板だとかパンフレット、そういうものもちょっと検討していく時期に来た

のかなと。 

  それからもう一つは、旅館さんにも、今まで外国人が余り来なかったもので、毛嫌いして

いるわけじゃないと思いますけれども、なれないから、そういう教育といいますか、町とし

てどこかそういう教育機関といいますか、講習等もあると思うんです。そういう中で、旅館

業の経営者、それから従業員の方にも、そういう外国人になれていただくようなことをして、

体制を整えて、それから通訳ができるような方についても、全体でできなければ観光協会に

置くとか、そういうことも考えてみる必要があるのかなと。 

  もう一つは、逆に円安によって、今まで海外旅行に行っていた方が、国内旅行に目を向け

ると思うんです。逆にいえばチャンスだと思うんです。だから今まで年間３回行った海外旅

行について、円安だから逆に地元、国内の旅行に行こうかと、そういうようなこともあると

思うんです。そういうことを逆利用するような施策を考えていくことも、一つの方法かな。

それはほかのところでやってくるようなことがあると思うんですけれども、一つの例で、海

外旅行へ行ったパスポートをこの二、三年の間に持ってきた方については、割引券だとか旅

館の宿泊券だとか、あるいは商品券みたいなもののサービスができるようなことが、観光協

会あたりでできるのかどうか。 

  あるいは今、車のナンバー等も、新しいナンバーがどんどんできていくわけです。この間

も、世田谷のナンバーだとか、平泉だとか、川口だとか、奄美大島というようなそういうナ

ンバー、新しいナンバーが出てきましたけれども、そういうところの人を中心に、じゃ、今

言った割引のような制度するとか、あるいはもっといえば、神奈川県のどこどこの県だった

ら、中心的に町として、今年は東京のナンバーを誘致しようとか、あるいは来年は神奈川の

ものを誘致するとか、そういうことなんかも一つの例として考えていただいて、海外旅行に

行っていた人たちが国内旅行へ行くチャンスですから、そういうことも含めて、十分産業団

体だとか観光協会を通じて考えていただくようなことができるかどうか、その辺についてあ

わせてお伺いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この活性化につきまして、今、私の考えの中で、国・県の施策

でございますもので、町単独での金銭支援、これは考えておりません。これが国・県が多少

そういう金銭的な支援やれば、当然町も負担しなければならないもので、国・県がある程度

やった場合は、町は考えていきたいと思いますけれども、町独自の金融支援は考えておりま
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せん。 

  しかしながら、言ったような意見書とか、そういう町ができる要望書、これは積極的にや

っていきたいと考えております。そういう中で、側面的なことをやっていけると思いますし、

また漁協さん、また農協さん、当然そういう事業者のためには、当然そういうことは考えて、

この前農協の理事長と話したときは、多少その辺は、原油も安くしなきゃいけないのかなと、

そんなことを言っておりましたもので、そういう農協、漁協独自の支援策はあると思います

が、町独自のそういう金融支援は今のところ考えておらないことは理解していただきたいと

思います。 

  さらに、今度は観光でございます。町といたしましても、やっぱり今、135号線が町の外

を走っておりますもので、何とかそれを町の中に引き入れたい、そういう考えでございます。

そういう中で今、内山議員が言ったはさみ石がいいか、またほかのことがいいのか、その辺

は十分考慮した中で、今後のまちづくりの中で、そういうことはやっていきたい、そういう

考えで御理解願いたい。何しろ町に入れる、そういうハード的なことは一つやっていきたい

なと考えます。何せ町を素通りしていくのが一番困りますので、町へ何とか引き入れた中で、

入ってくれば当然活性化になりますもので、その辺はまた考えていきたいと考えております。 

  今いろんなこと、パスポートとか、円安になったので、そういうことを考えたらどうかと

いう中で、今提案されたもの、すぐこれできるとか、そんなことは言えませんもので、これ

今、内山議員から提案されましたもので、これは商工会いろんなところで、こういう提案が

あった中で、できるかどうかということは検討していきたい、そういう考えでございます。 

  軽自動車のことも、軽自動車の人に対する助成。これちょっと今考えておりませんもので、

その辺は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） １番目についても、今、国・県のほうも何とかしようというようなこ

とでやっていますけれども、気持ちの上では、先ほど言ったように、漁協を通じたり、ある

いは農家は農協を通じて、そういうような気持ちを持っていただきたいということです。 

  それから、２番目についても、今後また水道料等が上がるものですから、住民の生活のこ

とを考えているんだけれども、こういう円安の関係で値上がりしているものについては、申

しわけないということの気持ちを持って対応していただけるんじゃないかと思うんです。そ
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ういう考え方とすれば、軽の人なんか今までの1.5倍になるわけですから、そういうことも

十分考えていただいて、軽を持っている人たちからたくさん税金をいただくんだなというよ

うな気持ちを皆さんで持っていただくようにしていただければと思います。 

  それから、観光の問題については、先ほど奈良本地域でも、さっき言った避難地について

も、十分表向きについては当然避難地ですけれども、公園的な形になるところですから、そ

こを利用した熱川地域のイベントだとか、あるいは拠点にして、いろんな形のものを考えて

いただければと思っています。 

  もう一度、はさみ石のところについては、ぜひ検討しているかどうか、その辺もう一つお

聞きしたいことと。それから、先ほど当然、首長さん方わかっているとは思いますけれども、

本当に朝市あたりで見受ける人たちも、みんな我々と違う言葉をかけてくるんです。やっぱ

り誰かというと台湾人です。そういう点で、その辺のところもちょっとターゲットにして誘

客をするようなことを、ぜひよろしくお願いしたいと思っています。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、はさみ石の件でございますけれども、これはボランティアだの

道路をつくっておりますよね。やっぱりその発想、道路をつくるということは無理にできま

せんもので、その辺に対する、下まで行けるかどうか、それに対する環境整備に対しては、

町は多少お手伝いしていきたい、そういう考えでございます。 

  はさみ石というのは、やっぱり稲取、伊豆全体の奇岩となっておりますので、当然これは

観光資源となっているというふうには考えておりますもので、その辺の整備はしていきたい

し、またそれ以外、何しろ町としては稲取町内に車を入れて、経済の活性化をしていきたい、

そう考えておりますので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに、今言ったインバウンドの関係、台湾、朝市に行っても台湾の人が大変多いと。や

っぱり当然、パイが限られた中で、国内だけのパイはもう奪い合いですから、当然海外に向

けてインバウンドもやらなければならないと考えております。そういう中の一つのターゲッ

トとして台湾、当然これはもう富裕層とかいろんな面でマナーもいいように聞いております

もので、これは一つのターゲットだと考えておりますもので、町としても台湾に対しまして

は力強く誘致の方向でいきたい、そういう考え方でございますので、また御理解願いたいと

思います。 

  以上です。 
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○議長（鈴木 勉君） 次に、第４問、ふるさと納税制度の活用についてを許します。 

  ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） それでは、税収の見通しが明るくない中、収入を上げる最適な方法と

いいますか、そういうことの中で、制度活用をどう考えているかどうか、それについてお伺

いします。 

  １点は、ふるさと納税制度を積極的に活用すべきじゃないかということで御質問します。 

○議長（鈴木 勉君） 第４問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第４問、ふるさと納税制度の活用についての、ふるさと納

税制度を積極的に活用すべきではないかについてですが、ふるさと納税制度の状況につきま

しては、今年度11月末日現在で15名の方から89万4,000円の御寄付をいただいております。

９月定例会での一般質問後に、管理職会議の中で制度活用の方向性等について協議をしてま

いりました。御礼の品として町の特産品をお贈りすることは、広く全国に町をＰＲするよい

きっかけになること。また、町内の経済活性化にもつながることと考えております。 

  その反面、最近は各自治体間で御礼の特産品競争が過熱ぎみになっていると感じておりま

す。御礼がなくとも、制度が始まって以来、毎年高額な御寄付をいただいている方々もおり

ますので、その気持ちを大切にした中で、現在検討しているところでございます。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 私、ふるさと納税で心配したのは、前回の一般質問の答弁で、町長の

ほうから、善意の寄付行為がふるさと納税であるということで、本当に、実際にそうなんで

すけれども、その辺のことを強調したもので、ちょっと心配したんです。それでその後、ど

うなっているかということで、今、お答えをもらった中では、今日私が質問するようなこと

を十分網羅してやっていてくれますから、あれにしますけれども、いずれにしても、ふるさ

と納税制度については、私はあくまで税収でなくて、税金の行為でなくて寄付の行為である

から、地方交付税についての配分については影響はないんですよね。だからそういう点で、

もろに自分の町のものとして使えるというか、そういうことが一つの特典ですから、これは

多く分捕るほうがやっぱり勝ちだと思うんです。 
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  今そういう、町長心配しているようなことがエスカレートしていることについては、逆に

もらうほうはいいんだけれども、出されてしまっているほうはなかなか大変だということで、

今、総務省だとか、あるいは菅官房長官あたりが、そういうところについては別の今度は交

付金をやるとか、そういうことを考えていますから、もっと盛んになると思うんです。そう

いう意味では、時流に乗った形のものを考えていくことが、やっぱり得策だと思うもので、

これを進めていくことを十分にしていただくことが必要かなと。 

  いずれにしても、確かに町長言われるように、エスカレートした部分があるけれども、こ

れを県内のふるさと納税の特典表といいますか、こういうのがあって、これを見るとやっぱ

り、何か大きなものをくれているところのほうが、例えばお返しじゃないけれども、香典だ

とか、いろんな結婚式なんかのお返しというのは半返し。例えば半返しのところについては、

相当やっぱり件数も金額も増えているんです。そういうことで善意で来るんであるんだけれ

ども、やっぱり見返りが多いところに寄付が集まるということが人間の心情といいますか、

そういうことで、去年のあたりの例を見ますと、これ25年ですか、磐田市あたりが3,877件

で寄付額は4,049万4,000円。それから三島市あたりが576で1,228万3,000円、そういう形の

ものをやっているんです。そういうところはかなりいいものというか、半返しでやっている

ようなもの。 

  それから、おのおのやっぱり自分のところで勧める地場産品といいますか、そういうもの

を重ねてやっているようなことがあると思うんです。逆に去年あたり、西伊豆の例を後で話

ししますけれども、去年あたりは17件の248万5,000円。だから私言うのは、やっぱり今度は

西伊豆が、この間の26年11月12日水曜日の伊豆新聞に載ったんですけれども、これは10月末

で、件数で5,000件、それから金額でふるさと納税が１億円を突破した。そういう中で、こ

れは町ぐるみで本当に取り組んで、１つの課の職員が出っ張りでやっていると思うんですけ

れども、こういう努力をされて、実際に5,000件で１億、そういう大きな金額を確保してい

るので、それで西伊豆の場合は、宿泊施設で使える納税感謝券、旅行券だとか、それからと

れたての海の幸、特産物を礼品に23種類をラインナップしているといいますか、そういう形

の中でやっているんです。来年度は宿泊施設や遊漁センターだとか、それからあと町なかの

飲食店だとかガソリンスタンドでも使えるように、利便性を高くした商品券を考えていきた

いと、そういうことが出ているんです。 

  そういうことで、これをやることによって、今、納税でなくて、ふるさとの寄付が増える

ことによって、どういう効果があるということは、先ほど町長が言ったように、地場の産品



－79－ 

の宣伝にもなるし、それから地場産業の育成にもつながるし、それから観光地である東伊豆

町を知っていただくといいますか、そういう効果があると思うんです。だから私もこの間の

一般質問のときの町長のお答えを聞いて、十分理念というか理想はわかります。しかし、だ

けれども、また違った経済面だとか考えた場合については、観光の誘客が増えるとか、ある

いは地場の産業が育つ、そういう意図も持って、表裏があるということの中で考えていただ

いて、先ほどのお答えの中でそういう発言があったから安心しましたけれども、ぜひ、とり

あえずは西伊豆町を目標に考えていただけるような格好のことができればと思っていますが、

よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは先般、１番議員さんですか、ふるさと納税に対して議論をしま

した。その中で私は言いました。たしか官房長官とか総務省が交付金なり言っていますけれ

ども、その反面、総務省は警鐘を鳴らしているんです。今このふるさと納税の方向性がよい

かどうかと思えば、それはちょっとやり過ぎな面もあるということをはっきり言っておりま

す。私も現実にそう思っております。 

  内山議員は西伊豆を参考にしたらどうかと言います。私は西伊豆を参考にする気持ちは毛

頭ありません。基本的には、やっぱり特産をＰＲすること、これは確かにふるさと納税に対

する意味があると思うので、そこは考えておりますけれども、それによって、いろんなきめ

細かにやった中で、もうマスコミもはっきり言って悪いですよ。一応こういうところがある

から、これ行けば得しますよとか、そういう言い方をやっています。全くふるさと納税の意

義に反した中で、またマスコミもこれをあおっているもので、やっぱりそれに対して私、果

たしてそれはいかがなものかという中で、これは１番議員さんといろいろやり合った中で、

しかしながら、町のＰＲ、特産品に対することは必要であるという中で、今検討させており

ますけれども、自分としては、西伊豆のようにそこまでやることは、今のところは考えてお

りません。 

  そういう中で善意でやってくれたこの15名の方に、今後町はこの方向でいくと思います。

これは当然理解得た中で、今後のふるさと納税の特産のＰＲはしていきたいと考えておりま

す。やっぱり本当にこの町を思ってくれた方が15名の方です。この15名の方は、本当に、こ

のお金を東伊豆町発展のために使ってほしい、これは本当に頭の下がる思いでございます。

やっぱりそういう人たちの気持ちを大切にした中で、町としても特産品のＰＲ、これは考え

ていかなきゃならないと思います。まず15名の方に御理解を得た中で、このふるさと納税を
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やっていきたい、そういう考えでございます。今のところ西伊豆町さんまで私がやる考えは

ないということだけは、ここで明言しておきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 町長がそこまでかたくなに、この間の１番議員さんの質問がちょっと

悪かったのかなと俺は思っていましたですけれども、あのときはもう、くそみそにありまし

たからね。だからそういう点で私心配したんです。だから、姿勢はわかりましたけれども、

やっぱり違う意味で、経済を考えたときに、やっぱり表裏一体ですから、一面で考えれば私

もそうですよ。何もやらないで、１万円でも５万円でもくれたほうがいいんです。だけどや

っぱり気持ちとしてあげる。それなんだから、半返しなのかどうかということも疑問もあり

ますよ。 

  それからもう一点、私は地場の産業を育てるというか、産業を育てることだとか観光に結

びつけることを考えれば、これはやっていくことのほうが絶対得じゃないかなと、そういう

ふうに考えておりますから、ぜひまた職員の皆さんとも十分話し合いをして、できれば担当

の人にもきちっとつくっていただいて、やっていただければと思っています。よろしくお願

いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、内山議員から担当職員１人と言いましたけれども、町でその考え

はございませんので、やっぱり担当職員はほかの仕事をやったほうが、よほど町民のために

なりますもので、そのふるさと納税に対する担当職員を１人置くという考えは毛頭ございま

せん、今のところは。 

  そういう中で、いろんな面で財政のほうが検討しております。やっぱりこれは町としても

そういうやる方向で、当然15名の方の理解を得た中でやるという方向で今検討しております

もので、それが西伊豆みたいに相当、地元にあるものに限ってやろうかなと考えております

もので、そこまでは。当然そういうことは主張でございますもので、このもう半年間か３カ

月かけた中で結論を出していきたいと考えておりますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で２番、内山さんの一般質問を終結いたします。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  なお、議員の皆様にお知らせいたします。 

  ３時20分から常任委員会を開催いたしますので、委員会室にお集まりください。各委員会

の看板が出ておりますので、それに従っていただきたいと思います。 

  本日は御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時０２分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成26年東伊豆町議会第４回定例会第２日目は成立しましたので、開会いたしま

す。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

ます。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（鈴木 勉君） 日程第１ 昨日に引き続き一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 須 佐   衛 君 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さんの第１問、コミュニティＦＭの導入についてを許しま

す。 

  １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） おはようございます。 
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  ２問通告させていただいておりますので、一問一答で御回答をお願いいたしたいと思いま

す。 

  まず１問目としまして、コミュニティＦＭの導入についてということです。 

  東日本大震災より、災害時におけるＦＭラジオの活用が進んでいるが、次の点について伺

う。 

  当町において、コミュニティＦＭ導入の話を聞くが、進捗状況はいかがか。 

  ２番目として、広報や観光面にどのような利点があるかということです。お願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） おはようございます。 

  須佐議員の第１問、コミュニティＦＭの導入については２点からの質問となっております

ので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の当町においてコミュニティＦＭ導入の話を聞くが、進捗状況はいかがかにつ

いてですが、コミュニティＦＭの導入につきましては、莫大な経費がかかる同報無線のデジ

タル化の代替として活用できないものかと考え、検討を進めているところであります。現在、

整備費用、ランニングコスト、運営方法、活用方法などについて、緊急時、災害時の放送、

平常時の放送等、他の導入事例を調査研究しているところであります。 

  導入に当たって課題となるのが事業主体であります。直営、または民間の事業者が行う、

現在運用しているＦＭ局に委託するなど、町の財政負担とならないよう、費用対効果も含め

慎重に検討していきたいと考えております。 

  次に、２点目の広報や観光面にどのような利点があるのかについてですが、広報、観光面

の利点につきましては、各家庭、車載のＦＭ放送が受信可能なラジオであれば情報を入手で

きることが最大の点と考えます。現在運用している同報無線は防災用であるため、専用の受

信機や屋外スピーカーによる情報伝達のみとなっており、町の行政情報やイベントなどの観

光情報の放送は、同報無線の本来の活用ではないため、放送内容等において制限があります。 

  それに対しまして、ＦＭ放送は、町の行政情報、町内で行われている観光イベント情報な

ど、住民を初め当町に来町する観光客の情報源として、また東日本大震災では情報伝達、安

否確認、被災者の心のケア等に役立ったことなどを考えますと、コミュニティＦＭは災害等

を含め、大きな役割を果たすものと考えております。 
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○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） ありがとうございます。 

  今、御回答いただいたことについて、また議論を進めていきたいと思うんですけれども、

私、当選しましてすぐの６月議会だったと思います。被災地を少し見させていただいた中で、

コミュニティＦＭの非常に重要性というものを見ました。その中で、あの当時、６月の議会

で一般質問させていただいたんです。そのときの町長の御回答は、必要性を認めつつもコミ

ュニティＦＭの開設、運営に当たっては、有識者を配置しなければいけない、国の許可を得

なければいけないというような問題、そして、民間やリスナー企業などから出資運営してい

る例、そういったものを検討していくというような回答だったと思います。今お話を聞きま

して、あれから３年、４年近くたちまして、少しコミュニティＦＭの重要性というものに理

解が進んできているのかな、そういう認識を受けました。 

  ただ、アンテナを設置するとかそういう機材の面とか、今回答にありましたように、さま

ざまな問題というのがある。１つそのアンテナをつくるのにも多額な費用がかかってくると

いうことがあると思うんですけれども、重要な部分としていえるのは、町が単独でそのＦＭ

局を開設するのか、あるいは近隣の市町と一緒にやっていくのかというようなことが１つあ

るんじゃないかというふうに思うんです。もちろんこれは当局のほうで調べられていると思

いますし、また私たちも車に乗っていまして、国道135号を走っていきますと、伊東、それ

から熱海、湯河原まで、ＦＭ局を開設されて、その情報が入ってくるわけです。 

  例えばエフエム伊東さん、伊東でやっているエフエムさんの場合は、防災の面でも観光の

面でも、やはり東伊豆町の入り口に当たるということから、非常に一緒にこの伊東さんとや

るということが有利な部分というのもあるんじゃないかというふうに思うんです。単独でや

らない、一緒にほかのところとやるということに関していいますと。 

  伊東ＦＭさんの場合は、公共性、公益性の面から、市が出資しているというふうに伺って

います。額を聞きますと650万ぐらい市が出資してやられているということなんです。１日

に４回、１回約10分間の市の行政報告を流しているということを聞きました。緊急性かつ確

実な情報伝達手段として非常に重要だということを聞いております。 

  また、熱海市と湯河原町の間では、エフエム熱海湯河原という形で運営されているわけで

すけれども、こちらも災害時における緊急放送に関する協定というものを結んでいるという

ことです。当然有事の際には、優先してそういう形の防災情報、津波情報、そういったもの
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を流していくということになると思うんです。 

  今、うちの町の状況を見ますと、情報伝達に関して、同報無線という形で、この間も防災

訓練が行われていますけれども、私もよく近隣の民家を回ったり、あるいはリゾートマンシ

ョン等を回ったりするわけなんですけれども、そうした際に、この間ちょっとリゾートマン

ションを回らせてもらったときに、やはり同報無線が聞こえづらいという状況が、ボーボボ

ーとかといってうまく聞こえない。そういう状況があるんで何とかしてもらえないかという

ふうに言われたこともございます。 

  お伺いしたいのは、やはりこの同報無線の網羅状況です。どこまで網羅できているのかと

いうことを、まず１点お伺いしたいというふうに思います。デジタル防災無線を150台です

か、約１億円かけて配置しているということもあると思うんですけれども、こちらのほうも

前回の議会で問題になったのは、うまくデジタル防災無線が活用できないのではないかとい

うような問題点も指摘されたと思うんです。そのデジタル防災無線でどこまでそれが網羅で

きるのかというような問題等もちょっと一つ伺っていきたいと思います。 

  これから先、ＦＭについて検討が進められていくということですけれども、形として、ど

ういう形がいいのか、ちょっと見えない部分もあると思いますけれども、その辺のところの

町長のお考え等もお聞きできればというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） この点に関しましては、以前、須佐議員と議論したところでございま

す。そういう中で、ＦＭについては必要性を認めるが、当町はまだとりあえずやるか、ここ

に来まして、広報の同報無線のデジタル化が浮上してきました。それで大変予算が、莫大に

費用がかかるもので、それにかわるコミュニティＦＭ、それを代替にできないかというので

今調査検討している内容でございます。その詳しい内容は、また原課のほうから説明いたさ

せますが、それを検討中という中で、当時、須佐議員から言われた中で、伊東の業者がうち

に来た中で、やった中で、いろいろ周波数とかいろんな問題がある中で諦めた経緯もありま

すもので、その辺もちょっと具体的なことは原課に説明させますが、これからできれば同報

無線が相当な費用がかかるもので、費用的な、こちらが安くなれば、コミュニティＦＭのほ

うで町はやっていきたいと考えております。と申しますのは、やっぱり広報、また観光面、

いろんな面で活用できるとなれば、同報無線以下でこのコミュニティＦＭのほうが活用でき

れば、その辺、よっぽど費用対効果が大きいものですから、町といたしまして、費用がこち

らのほうが低ければ、当然コミュニティを、それで災害等への面で対応していきたい、そう
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いう考えでございますので、御理解願いたいと思います。 

  今の進捗状況、どこの市に行って、またどのような研究しているかということは、原課の

ほうから説明させますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） それでは、須佐議員の御質問がありましたコミュニティＦＭに

ついて、今の進捗状況について説明させていただきます。 

  現在のところ７月にＦＭながおかにお伺いしまして、コミュニティＦＭ、長岡市のほうへ

お伺いしまして、あそこについては同報無線が整備されておりません。情報伝達をどうした

らいいかということで、コミュニティＦＭ、要はＦＭながおかを活用しているということで、

そこに伺っていろいろお話を聞いてきております。先月の11月にはコミュニティＦＭながお

かの社長の脇屋さんも来ていただいて、講演等をしていただいて、今後のコミュニティＦＭ

の導入についていろいろお話を聞かせていただきました。 

  その中で、町としましては、先ほど町長も言いましたように、デジタル防災行政無線にな

りますと、同報系になりますと、大体今の試算でいきますと、うちの町で大体８億円近く経

費がかかる試算になっております。今の国の補助制度ですと８億円かけても実際に入る町の

補助金については、消防防災施設整備の無線の整備の補助金ですと大体2,000万円ぐらいし

か入りません。ですから、どうしても町の負担が増えるということで、先ほど町長が言いま

したように、ＦＭ放送をうまく準用できないかということで調査をしてございます。 

  これについては、先ほど町長も言いましたように、直営でやるのか、それとも民間のどこ

か事業者がやっていただくところに業務委託的にやるのか。それとも、先ほど須佐議員も言

いましたように、コミュニティＦＭをやっています伊東市のなぎさ放送に委託をするのかと

いう幾つか選択肢はございますが、伊東との話ですと、どうしてもうちの町でやる場合につ

いては当然アンテナを新設をしなければならないと。当然放送の内容がどちらを優先という

部分で考えますと、町のいろいろな情報を流すに当たって、その情報量をどこまで利点があ

るのかというのをまた精査をしていかなければならないかなというふうには思っています。 

  コミュニティＦＭについては、先ほども町長言われましたように、経費をとにかくかけな

いで何かできないかということで、今調査をしておりますので、また進捗状況等を含めまし

て、もしわかる範囲で、御質問があればまたお答えしていきたいというふうに思っておりま

す。 

  先ほどの同報無線の網羅状況になりますが、町内70局をスピーカーを設置してございます。
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これについては、山手のほうについては分譲地、それから、山手については設置がほとんど

されていないのが状況です。分譲地については過去の経緯で、分譲地の管理事務所にうちの

ほうの同報無線の受令機を置いてございまして、そこから情報伝達等をお願いしてございま

す。 

  先ほどデジタル防災行政無線を昨年度までに整備したという内容ですが、これも以前から

お話をさせていただいていますが、昨年度まで整備したのはあくまでも移動系といいまして、

トランシーバー型の無線でやりとりをする情報の収集をするための設備なものですから、こ

れが一般の方への情報伝達のための整備ではないということをちょっと御理解をいただきた

いというふうに思っております。 

  今のところ町長も言いましたように、今現在は調査中ということで、実際にどの方法が町

にとっていいかというのは、今後もっと煮詰めて検討していきたいというふうに考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） ありがとうございます。 

  今８億という額を聞きまして、そしてまた移動系ということで、それがきちんと情報伝達

という形のものではないものであるということを改めて認識をしたわけなんですけれども、

そういった形の中で、より一層、そうしますとＦＭラジオというものの導入というものが考

えられていくと思うんです。 

  受令機、私のところにも受令機、置かせてもらっていますけれども、非常に雑音が多くて、

しっかり情報が入ってくるのかなというような不安もあります。そしてまた、今御説明があ

りました同報無線も山の手のほうにないということで、やはり分譲地、別荘地に住んでいる

方も多くいる中で、またここは観光地でありますから、もちろん住民の生命、財産、これは

大切なことなんですけれども、観光でこちらに来られた方たちの生命、それも大変重要な問

題であるというふうに認識するわけなんです。そうした中で、ラジオにおける情報を伝達す

るということが非常に重要であるというふうに思っています。 

  今日、こちらのほうを持ってきたんですけれども、「ラジオは君を救ったか？」という米

村秀司さんという方が書いた本なんですけれども、この中の資料をちょっと見まして御紹介

しますと、アンケート調査をやられているんです。 
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  仮設住宅にお住いの方の調査と、ふだんインターネットなんかを使っている方の調査と２

つございまして、大津波情報、これは東日本大震災で、もちろん被災地の方を対象にしたア

ンケートなんですけれども、大津波情報を何で聞きましたかという形の質問です。幾つでも

回答できる中で、その中で仮設住宅にお住いの方、やはり海岸から避難、家がなくなられた

方になるわけですけれども。仮設住宅の方はラジオ、カーラジオも含むということで聞きま

すと、21.4％の方がラジオだったということです。インターネットをふだん使っているユー

ザーの方というのは40％の方がラジオを聞いたということになるんです。ちなみにテレビで

この情報を得たという人は、仮設住宅の方が9.1％、ネットユーザーの方が38.9％、テレビ

で情報を得たと。防災無線、野外の拡声器であるとか受信機、今話にも出た受令機のような

ものです。それですと、仮設住宅の方が49.5％、ネットユーザーの方が27.8％という回答で

した。さらに地震、津波から避難するのに実際に役立った情報源をお聞かせくださいという

質問に対しては、ラジオであったという方は仮設住宅の方が29.2％、ネットユーザーの方が

69.3％、防災無線ですと21.6％、これが仮設住宅の方です、21.6％、ネットユーザーの方が

17.1％。やはり家族だとか隣人、友人、周りの人たちという回答が仮設住宅の方が43.6％、

そしてネットユーザーの方が53.3％、さらにテレビを見たという人は仮設住宅の方が12.4％、

ネットユーザーの方が46.9％、こんなような結果が出ています。やはりこの結果を見まして

も、ラジオの有効性というのはあるのかなという形のものがあります。 

  先ほど観光客という話もさせてもらいましたけれども、ふだんの情報ということにおいて

も町の広報等を広く伝達する手段、あるいはこの地域の観光客というのは、やはり熱海方面

から来る方が多いですから、その情報を東伊豆町内で流したんじゃ遅いわけです。熱海や伊

東から徐々に流していく、雛のつるし飾りがありますよとか、ホテルの宿泊の情報ですとか、

そういった形の中の情報を十分に流せるという点、広告の収入源ということも、もちろんラ

ジオですから、広告などもやっていく。広告の収入源ということも考えられますし、町の十

分なＰＲというものもしていけるということの利点もあるのではないかというふうに思いま

す。 

  さらに、観光協会がこの地域一つになるという話を聞く中で、この話というのは、広くこ

の伊豆観光圏に向けて話が進められていく、ちょっと大きな話になりますけれども、広く伊

豆観光圏に当たって、話を共有して、情報を共有してラジオを広めていくというような話に

もつながってくるんじゃないかな、そんな期待感も持っているわけです。 

  その辺の形の中で、今、私もばたばたとこう話をさせていただきましたけれども、今ラジ
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オというそのものを、下田市さんなんかはラジオを購入してもらって情報を流す、余りその

効果がなかったという話もある中で、きちっと局を設けて、民間の人たちと一緒にまちづく

りの感覚も含めて、民間の活力といいますか、地域を盛り上げていく。それこそ今商店街が

非常に元気がないですから、そういう空き店舗を利用して局をつくるとか、そういう可能性

も見えてきますし。そのような状況があると思います。いま一度、町長のお考えというもの

をお聞きしたいというふうに思いますが。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当、須佐議員のことを聞けばもういいことだらけと思いますけれど

も、しかし、これですが、伊豆市か伊豆の国でやって挫折した経緯が最近あるんです。その

辺、やっぱりコミュニティＦＭのいいところはある、しかしデメリットもある。その中で、

最近始めた伊豆市のほうは、やっぱり費用とかいろんな面の中で大変厳しいということは聞

いたこともありますし、それもちゃんと検討した中でやらなければならんとうちは考えてい

ます。この有効性も確かにわかっております。そういう中で、今本当に同報無線ですか、こ

れのデジタル化によって本当にお金がかかりますもので、その代替としてこのコミュニティ

ＦＭ、これが費用以下におさめれば、町としては当然その方向でやっていきたいと考えてお

ります。 

  その有効性に関しましては、須佐議員とそれは全く考えは同じです。やっぱりデメリット

という面も、果たして須佐議員が言うように広告とか、そういうのが果たしてどれだけの企

業が乗ってくるか。やっぱり町が収入にするために広告塔とかいろんなことをやった中で、

一件も集まりませんでした。やっぱりうちの企業の中でなかなかそこまでやるような企業は

ないもので、うちの町がコミュニティＦＭを開設、その企業さんを集めたときに、どれだけ

の企業さんが来るかなというのは、やっぱりちょっとその辺はまた疑問視しますし。広告収

入をやるために広告を集めるというのが一件でもあれば、それはそれなりにまた努力すれば

あれです。努力したにもかかわらず広告のときに一件の企業もなかったとか、やっぱりこの

町はそれだけまだまだ企業的にはあれかなという中で、例えばさっき言ったようにコミュニ

ティＦＭをやったときに、収入、そういったものの収入とかはちょっと厳しいかなというの

は今考えております。 

  その中、先般、須佐議員が前回質問した、あと直後に、やっぱり伊東市さんから来ました。

そのときに費用的な面も言った中で、費用も相当かかります。そしてさらに周波数の関係も、

何かこっちのほうが弱いもので、周波数の関係もいろんなことを聞きました。そういう中じ
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ゃ、やっぱりいろいろクリアすべき点があるんだなという中でやった中で、そのときは余り、

これはもうコミュニティＦＭは、町はやる気はなかったんですけれども、デジタル化に関し

ましては、デジタル化が相当金額がかかるもので、これは真剣にコミュニティＦＭを考えた

中で、それが有効性があって、まして費用が少なければ、当然そういうことが出ます。 

  そして、また先ほどこの全町網羅という言い方を、やっぱり今言ったように、同報無線の

欠点もありますので、その辺の欠点をクリアするのも、ラジオをやれば欠点もクリアできま

すもので、それは今後また検討していきたいし、これは今検討段階でございますもので、ま

た正式に決まりましたらば議会の皆さんにも、一応この方向でいきたいということはまた言

った中で、また協議していただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、公共交通のあり方についてを許します。 

  １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 第２問、公共交通のあり方についてということです。 

  高齢化や人口減少に伴い、地域における公共交通のあり方が問われているが、次の点につ

き伺う。 

  １、先日、事務事業レビューにおいて、生活路線バスのあり方が問われたが、今後の運営

方針について伺う。 

  ２、委託方式のデマンドバスの運行が各地で進んでいるが、利用しやすい生活路線バスを

検討すべきではないか。 

  ３、大川・北川地区の小中学生は、公立学校でありながら自費で公共交通を使い学校に通

っている。交通費補助を検討されているかということです。 

○議長（鈴木 勉君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 須佐議員の第２問、公共交通のあり方についての１点目、先日、事務

事業レビューにおいて、生活路線バスのあり方が問われたが、今後の運営方針について伺う、

２点目の委託方式のデマンドバスの運行が各地が進んでいるが、利用しやすい生活路線バス

を検討すべきではないかについては関連がありますので、一括してお答えいたします。 

  生活路線バス運行管理事業につきましては、住民の皆様の生活路線確保を目的とし、路線
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バス運行事業者が撤退した路線、大川公民館から稲取志津摩の間を１日11便5.5往復の運行

をし、県の補助を受け委託している内容であります。先般の事務事業レビューでは、高校生

主体の運行なので、それらを考慮し、運行形態、料金水準、ほかの手段、例えば病院、旅館

バス等の活用の再検討を行うべきとの評価者の意見をいただき、評価結果は要改善となりま

した。この結果を真摯に受けとめ、今後改善に向けての検討を図っていきたいと考えており

ます。 

  次に、３点目、大川・北川地区の小中学生は、公立学校でありながら自費で公共交通を使

い学校に通っている。交通費補助を検討されているかについてですが、昨年の12月議会定例

会でも同様な質問が須佐議員からありました。そのときには、平成24年度末に熱川小、熱川

中のＰＴＡ会長とともに、通学距離など具体的な検討を行わせていただきましたが、その折

に、熱川地区だけではなく稲取地区もあわせて話し合うようにお願いし、町内ＰＴＡ会長の

皆様の検討結果を待って、改めて相談していきたいといった内容の答弁をさせていただきま

した。しかし、その後特に進展していない状況であります。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） この間の事務事業レビュー、私もずっと聞かせていただきました。そ

の中で、仕分け人の方から厳しい発言もあったと思います。例えばその210円というのが安

過ぎるのではないかとかというような話もあって、私は、ええ、そうなのかなというふうに

思った次第です。確かに、その距離で考えると、大川から志津摩まで210円という形のもの

を考えると、そうなのかなというふうに思ったんですけれども、またその高校生の足として

使われているという話があったんですが、それについても、ちょっと金額的にどうなのかみ

たいな話を。 

  私はその話を聞いて、やはりこの町は子供の数もどんどん減っていますし、非常に子育て

を大切にしているという町でありながら、なかなか子供の数も増えていかない中で、これは

しっかり守っていただきたい部分である。この自主運行バスというのは、たまに私も利用し

ているんですけれども、この間も日中乗ったときには、観光で来ている方もいたし、やはり

買い物の足として使っている方もいて、私が利用したとき、結構満員だった、そんなような

ときもあったんです。 

  実際に事務事業レビューの中で、バスをシェアというんですか、バスシェアの話もありま

したよね。例えばその旅館なんかであいている時間にそのバスを利用するとか、それから、
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病院の送迎バスを利用するとかという話もたしかあったと思います。その辺のところの検討

もしていく必要もあるのかなというふうに思ったわけです。ただ、民間でやられているバス

を借りて利用するということの難しさ、そういうこともあるものですから、ちょっと難しい

かなという面も感じたわけなんです。 

  ただ、実際に今、その委託先の東海バスさんの話でいきますと、この間こういうようなチ

ラシが新聞に入っていました。東海バスの稲取支所が閉鎖撤退するという話があったわけな

んです。ちょっと不安に思ったわけです。これから先、自主運行バスがどうなっていくのか

なというような形を私も受けたんです。事業所が撤退するということだけならいいんですけ

れども、実際にその利用に対して不便なことがあると、町としても非常に困るんではないか

と、住民も非常に困るという状況が生じてくると思うんです。 

  その一方で、私はちょっとびっくりしたんですけれども、この裏面なんですが、ダイヤ改

正のお知らせということで、下田方面から稲取高校の系統の路線を新設しているという内容

なんです。何かというと、下田あるいは吉佐美、南伊豆のほうから稲取高校に通う子供が増

えているといった形の中で、今まで乗りかえてでしか行けなかったバスが直通で朝２本出て

いる、新たに新設したという話なんです。吉佐美のほうの出発が、車庫を出発が６時２分と

いうバスですと、稲高の上に７時16分、６時37分の南伊豆の車庫を出発したものは稲高に到

着するのが７時51分ということで、この２本が直通で出ているということになるんです。 

  これは、利用者が多いということで、民間がそういう便を増設しているということになる

と思うんですけれども、南のほうから稲取高校に通う子供が増えているということは、逆に

例えば熱川中学の卒業生は、稲高に行く子もいますけれども、下田高校に行く子も多いわけ

です。もちろん稲取からも下高に行かれている方は多いと思います。そういった面で考える

と、交通費ということで考えてもそうなんですけれども、こちらから下田高校に行く子たち

の何か方策も考えてあげなければいけないのじゃないかというふうに思います。電車の定期

など金額を聞きますと、定期を買うと１回10万かかるといったような話、これが毎年何十万

も交通費にかかっているんだよという話の中で、非常に家庭に重たい負担をかけているとい

うことになってくるわけです。 

  これは、いろいろ難しい問題もあると思うんですけれども、やはり学生、子供たちを守っ

ていく、これから子育てというものを充実させていくことを考えていったときに、将来的に

そういう子供がいなくなっては困るわけですから、この辺のところの検討も進めていかなけ

ればならないのかなというふうに私は思っています。 
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  今、御回答をいただいた中で、デマンドバスの回答がちょっといま一つ不明確だったかな

というような感じもするんですけれども、やはりこれも、私もこの公共交通の話をさせても

らうと必ずこういう話になるんですけれども、この地域は、中山間に住まわれている方が多

いですよね。農家の方にしても、やはり分譲地の方にしても多い。今後もっと高齢化が進ん

でいくと、ダイレクトに運んでいく、要するに需要がある、デマンドバスですから、需要が

あったときにそういう形で足になるような公共交通を考えていかないと、今後だめなんじゃ

ないかなというふうに思うわけです。もちろんその費用がかかるということもあるわけなん

ですけれども、その最初の投資というものは大きいかもしれないんですけれども、軌道に乗

っていけば、そういった公共交通というのは有効であるというふうに私は考えているんです

けれども、その辺のところはいかがでしょうか。 

  それとあと、実際問題、大川や北川の子供たちは通学費を払って、今、大体電車で通って

いる人が多いみたいです、聞きますと。そうすると、その負担もある。公教育、公立学校に

通っているにもかかわらず、そういう形で今負担があるということを考えますと、これは今、

町長のお話ですと、去年12月に私質問しましたけれども、話が進んでいないということは、

これはどうしてなのかなというふうに思います。町長もこの点に関しては、公教育なのに実

際この通学費を払っている、これはおかしいというふうにおっしゃっていましたですから、

この辺のところを改善していかなければいけないのと、あと、ちょっとその距離的にいえば、

例えば分譲地に住んでいる子供がいたりとか、今、稲取の例が挙げられましたよね。稲取の

ほうですとどういう状況があるのかということをちょっと私も聞いていなかったものですか

ら。具体的にどういう方面から通ってくる子が大変なのか、距離的に難しいのかということ

をちょっと１つお聞きしたいというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず公共交通のあり方。私も下田・稲取間が新設されたと知りません

でした。これは推測でございます。これは基本的には稲取の事業所がなくなったことによっ

て、車が配置できなくなりました。この車の配置が下田か修善寺なんでしょうね。そういう

中で、当然今、稲高生を運んでいるバスは黒字です。それで、空で運ばせて来るよりも、下

田からその区間、どうせ車の配置が、下田から空で運んでくるものですから、当然会社側は

そういう中で、下田から当然配置するならば、下田・稲取間の黒字路線をやったほうが会社

は経営上いいという中でやったんだと。これを単純に今まで稲取に事業所があったのなら、

当然それは下田でやれば赤字になりますから、当然そういう考えになると思います。自分が
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社長ならば、当然稲取事業所がなくなって下田に車が配置になったもので、空で運ぶならば、

稲取、稲高の朝の路線は黒字ですから、当然空で運ばせるより下田から定期的にやったほう

が、これは無難でしょう。そういう中で今回稲取事業所が廃止したから下田・稲取間の新設

ができたと私は推測します。 

  そういう中で、やっぱり今やった稲取か、それじゃ下田北高、これをやったらどうかと。

これは当然もう金額も大幅になりますし、車の配置も違うところになってきますもので、そ

れは費用的にはとんでもない私は通学定期代、それになると考えておりますもので、今、須

佐さんが言いましたけれども、それは今ちょっと不可能じゃないかと考えています。 

  この事業に関しましては、稲取の営業所がなくなったからそういうことになったと私は推

測いたしますが、それはまた東海バスの社長には聞いてみます。どうして今回新設下田・稲

取間ができたということは、これは確認していきたいと思います。もしそれが本当にそんな

ことが、本当に純粋にやったならば、当然そういうことがあれば、やっぱり稲取の営業所が

あった状況でも私やっていると思うんですよね。それが稲取の営業所がなくなった段階でこ

ういうのができたということは、私も初めて聞きましたが、それはそういう根拠じゃないか

と私は考えております。 

  その中で、デマンドバスに関しましては、やっぱりこの事業仕分けでも結構デマンドじゃ

ないですけれども、分譲地の方とかそういう人の運び方といった中で、事業仕分けの方は、

ある程度地域の人が負担した中でやったほうが、それが普通ですよと。町が全部見るのは、

その辺はどうですかねと言われました。ましてや自分自身の考えは、事業仕分けということ

は、職員の意識改革の中でやるという中で、不要・凍結、要改善、いろいろ出ます。それは

当然出るでしょう。しかし、私のやっている一番の目的は、事業仕分けによって職員の意識

改革ができれば一番いいんじゃないかと考えておりますもので、そういう中で事業仕分けを

やっていると理解していただきたい。 

  やっぱりその210円というのは、確かに一般に比べれば、事業仕分けさんに言わせれば、

それは当然おかしいじゃないかという意見は出ますけれども、それは施策でございますから、

それは事業仕分けさんがおかしいじゃないかと言われても、町は、いや、そうではなくて、

こういう考えでやっているという中で、ある程度やれば、それは事業仕分けさんとは当然意

見は違っても私はいいと考えていますし、不要・凍結が出ましても、それは事業仕分けさん

のそういう考えでございまして、町は町としての考えがありますもので。やっぱりちょっと

考える一つの意識改革、そういう中で事業仕分けをやっていることだけは理解していただき
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たい。それが全てではないということだけは、須佐議員もちょっと確認していただきたいと。

210円が当然安すぎると言われても、町はそれなりに検討はしますけれども、それはそれで

いいんじゃないかと思っていると。検討した中でまたその辺は決めていきたい、そういう考

えであります。 

  デマンドバスに関しましては、やっぱり多少地元の人たちが負担した中で町もやっていく。

全て町が負担する、そういう考えはございませんもので、また理解していただきたいと。 

  私も東海バスの運行に関しましては、町が相当出している中で、東海バスに任せていいも

のかどうかは疑問に思っております。ということは、バスも小さくしたらどうかといっても、

なかなか営業所を、あの大型を走らせるよりバスを小型化した中で経費削減したらどうかと

いう提案をしても、なかなかそれもやりませんし。それなりに、これまではそういう中で、

そうであればもっときめ細かな、町なかに入るような算段もできる中で、一応事業仕分けの

中で出したもので、またこれは再検討、検討した中で、どの方向が一番よいかという中で、

またこれはちょっと検討させていただきたいと思います。 

  次に、小中学校に関して、やっぱり先般言ったときには、義務教育の中で交通費を出して

いるのはおかしいと、これははっきり私も言いました。そういう中で検討している段階で、

同じキロ数の中で稲取地区においては歩いている方もありますもので、その辺から不平不満

が出るんじゃないかと心配した中で、ＰＴＡさんたちに集まってもらった中で、これは城東

地区でやりたいんだけれども、稲取地区において不満が出ないような方向でちょっと話し合

いをしてくれといった中で、その後ＰＴＡさんのほうからの回答が出てこないという今現状

を迎えております。 

  基本的には、唐沢とかいろんなところの人とか、そういう人があるという中で、バス通学

もしかしてやる可能性もあると。そういうところはどういうふうに対応したらいいかとか、

いろいろ検討した中で、やっぱり自分は不平不満が出ない方向でそういうことをやりたいと

考えておりますもので、その辺は御理解願いたいと。ＰＴＡがある程度の結論を持ってきた

ならば、それはそれなりに町は対応していきたい、そういう考えでございますんで、よろし

くお願いいたしたいと。 

  以上です。 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） 下田からの電車通学の補助ですか。それは一切もう考えていません。

基本的にはもう下田になりますと、高校になりますと、これはもう義務教育じゃなくて、こ
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れはもう本当の自分の、義務教育化していますけれども、義務教育じゃないですから、それ

はやっぱり下田高へその電車通学への町の助成、それは一切考えていません。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 事務事業レビューの中で、毎年何人の方が利用されているのかという

調査の結果があったと思います。平成25年度においては、４万9,823人の方が利用されてい

たという情報があったと思います。また、１日にどれぐらいの方が利用されているのかとい

う調査もあったと思うんですけれども、この調査も１回ぐらいですか、２回ぐらい、２日間

ですか。綿密なその調査というものもちょっとやっていく必要があるのかなというのと、や

はり利用者の声をしっかり聞くということも大切になってくるのではないかなと。例えばこ

の時間にあるといいなというのと、逆に空で走っているような時間帯もあったりとかという。

バスのダイヤを組むのは大変なんでしょうけれども、その辺のところを検討していくことも

必要ではないかと。 

  私もこれを再三再四言っていて、またここで申し上げるのも何ですけれども、稲高に通う

朝のバスが大川７時だということで、ちょっと早いんじゃないかということです。稲高に到

着するのが７時20分とか25分とかそのぐらいの時間で、もう一本、８時前後ぐらいの時間に

あれば、毎朝送っていくわけです、朝、車で。あそこのところで渋滞が起きたり、そういう

ような状況があって、非常に一軒一軒が送っていくのも無駄なんだなというような気もする

わけなんです。その辺のところのダイヤをうまく検討すれば、もっと多くの学生が利用する

のではないかというふうに思うものですから、その辺のところの調査もしっかりやられたら

どうかなというふうに感じております。 

  それから、バスシェアのことについてもちょっと先ほど聞きましたけれども、今後の検討

課題になっていくのかなというような感じもするわけです。 

  この間、下田市議会のちょっと傍聴に行ったときに、下田でも公共交通の問題が今問題と

してあって、地域公共交通会議というような会議を設置して、どういった形がいいのかとい

うのを検討しているみたいなんです。そのちょっと資料を見ますと、30人ぐらいいるんです

かね、委員の方が。県の土木事務所も入ったり、それから静岡県のバス協会の方も入られた

り、もちろん下田市の観光協会とか商工会とか老人クラブ、社会福祉協議会ですとか、東海

バスはもちろん入っていますし、それで町の関係する課の課長さんあたりも入って、30人ぐ
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らいの検討会議みたいなものをやられているようです。 

  これも、先ほどのＦＭなんかの話もそうかと思いますけれども、これも市町で一つ考える

問題を飛び越えて、先ほどの南伊豆からバスが来たということを考えるのも、この地域全体

で考えていく問題になってくるんじゃないかというふうに私も思います。 

  そういった意味では、広域行政とかという話になって、大きな話になっていってしまうん

じゃないかと思いますけれども、先ほど町長が言われた下高に通う子供たちの通学のそうい

ったものは非常に厳しいという話があることは聞きましたけれども、地域のこの今の景気の

現状ですとかそういったことを考えますと、やはり行きたい高校に行く、そして義務教育じ

ゃないですけれども、その辺のところの少し負担を軽減してあげるような方策というものも、

これから考えていってもらいたい部分であるというふうに思いますので、その辺のところを、

先ほど回答いただきましたけれども、また御回答いただくのと、この町において公共交通会

議等の設置をどうするのか、この地域の活性化のために、どういう形で設置していくのか、

検討されるのかということについてまたお伺いしたいと思うんです。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず高校生への助成、これは本当に、自分たちはもう本当に昔の人は

歩いてでも行ったんですよね、北高とかそういうのを。それを今、電車があるから電車も助

成したらどうかとか、どうのこうのと。それは果たしていかがなものかと私は考えておりま

すもので、そこはやっぱり自分が向学心で行きたいという中で行っているんですから、それ

はやっぱり自己責任、努力の中でやっていただきたい、町はそういう考えでございますもの

で、その辺は御理解願いたいと思う。 

  さらに地域公共交通会議、これはもう各行政、24年３月か、ここにもう設置されておりま

す。うちの町でも去年やりました。そういう中で、料金改定の中で今まで200円だったのが

消費税の関係で、じゃ、とりあえず８％だか10％上げようかと、いろんな中で、今この210

円というのが決まっている状況でございます。これがこれから設置するじゃなくて、もう24

年３月にうちの町も設置していますし、下田も設置している。そういう中で、基本的には地

域の交通をどういうふうにやるかという中で、もうこれは設置していることは理解願いたい。

でも、最近もまた12月の何日かに、この地域公共会議をうちの町でも開きます。だから、も

う既にあるということは理解願いたいと思います。 

  次に、やっぱりバス時刻、これは須佐議員は高校生という、当時中学生からも当然そうい

う要望がありました。やっぱり中学生は義務教育の中で、ある程度そういう時間的な、クラ
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ブとかする中で、町が一応東海バスさんにお願いした中で、このバス時刻をちょっと変更し

てほしいという中で変更いたしました。たしかそのときはちょっと高校のことは考えていま

せんでした。その中で中学生のほうからそういう御要望がありましたもので、それは時刻変

更した記憶がありますけれども。８時というと、この東海バスさんも稲取北駅前から稲高ま

でのものは黒字路線でございますから、城東地区からのバスが黒字ならば、そういうことを

やると思いますけれども、現状ではいろいろ把握した中で、そういうバス時刻をやっている

と思いますもので、これはなかなか厳しいのかなという中で、一応バスの時刻変更を町とし

てはお願いする気持ちはございません。と申しますのは、やっぱり義務教育と高校とは違い

ますから、教育事情も違いますもので、その辺は、町といたしましては、やっぱり義務教育

の中学校のほうを大事にしている。当然高校も大事ですよ。しかしながら、町としては義務

教育のほうの中学生、それに重きを置いていきたい、そういう考えでございます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で１番、須佐さんの一般質問を終結いたします。 

  この際、10時40分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２５分 

 

再開 午前１０時３９分 

 

○議長（鈴木 勉君） 再開前に御報告いたします。 

  14番、山田さんより一般質問で掲示板を使用したいとの申し出がありましたので、これを

許可いたします。 

  休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◇ 山 田 直 志 君 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さんの第１問、細野高原の利活用についてを許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 
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○１４番（山田直志君） まず、細野高原の利活用について質問いたします。３点についてで

ございます。 

  町長、行政報告でもイベントで大変人が増えてきたと。イベントだけじゃなくて、年間通

じてかなり私は人が来ているんじゃないかなと。そういう中から３点質問をさせていただき

ます。 

  １つは、山野草などの活用についてどう考えるかと。現在景色を見ていただく、ススキの

景色であったり、島、または天城の山系を見ていただくというところにとどまっているんで

すが、そういうことだけじゃなくて、山野草の利活用というのはどう考えるかということ。 

  ２つ目に、利用者が増えてきたという状況の中で、私非常に目にしているのは、ペットを

持って上がってくる方が増えているんです。イベント期間中も３割ぐらいいるんじゃないか

なと思うんですけれども、イベント期間中は割とちゃんとこう縄で、リードというんですか、

つないでいるんですけれども、夏とかそうではないときだと、割とイベント広場を放し飼い

にする方というのはいるんです。結構見たら注意はするんですけれども、地元の人でもそう

いう人がいるんですけれども。 

  やっぱりこれだめだという話にもなかなか、全体的に管理規則上はペット放し飼いも含め

てできないんですが、これだけ多くなってくると、この問題についてそのままでいいかどう

かということについては考える必要があるんじゃないかということ。特にあと今年非常に目

立ったことは、鹿とイノシシが細野高原に非常に出没をする。今までも鹿なんかはイベント

期間中の夜なんかも、青いホタルだなんていうぐらいあったんですけれども、今年はちょっ

とひどかったんじゃないかなという面を考えてみると、今後この辺の対策というものが必要

じゃないかというふうに私は考えておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第１問、細野高原の利活用については３点からの質問とな

っておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の山野草などの活用をどう考えるかについてですが、細野高原すすきイベントでは、

体験型プログラム、稲取細野高原ガイドウオークによる、散策しながら海、山などの絶景や

高原内に自生する植物観賞を行っております。御存じのとおり、細野高原には県の指定天然

記念物である桃野、中山、芝原の湿原を擁し、観賞価値のある山野草が数多く自生している
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ことから、今後も来遊客の増加が期待されるところであります。 

  ２点目の増加しているペット愛好家への対応はについてですが、細野高原に犬などのペッ

ト同伴で訪れる来場者が年々増加していますが、これまでにこれといった大きな苦情やトラ

ブルがあったという報告は受けておりません。しかしながら、今後来場者の大幅な増加に伴

い、モラルの低い飼い主へは厳しい対応が必要であると認識しております。 

  ３点目の鹿、イノシシの対策が必要ではないかについてですが、国有林に隣接する細野高

原は、そのうちの一部、稲取自然観察の森16ヘクタールが鳥獣保護区となっておりますが、

それ以外の区域は狩猟に関する規制はかかっておりません。狩猟期間にオリジナル・マウン

テン・マラソンのコースとして細野高原の一部が利用されるということで、事前に東伊豆猟

友会の会長や鳥獣保護員の方に現況を伺ったところ、狩猟期間の前までに県の許可により駆

除が実施され、今のところ生息は確認されていないとの回答でしたので、これ以上特段の対

策は必要ないと思われます。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長のお手元にもありますけれども、この一番上の写真は、熊口の

上から中ノ段のトイレから下ってきた展望スペース、あそこのところなんです。あそこのと

ころでさえ、足の踏み場がないぐらい鹿のふんだらけなんです。これはガイドツアーをやっ

ている方にも聞いたんですけれども、ビューポイントと言われるようなところに、本当にお

客さんが座る場所がないんです。それくらい鹿のふんがあちこちにあるんです。その事実で

す。 

  そういう状況だと、先ほどイベントに参加している方が歩いて、じゃ、どこかで休憩して

弁当食べようかという、食べようというところに鹿のふんだらけなんです。そういう状況を

まず私は考えていただく必要がある。 

  それで、この下のものは中山１号湿原です。これも湿原の中にイノシシが入って、湿原の

中を荒らしているわけで、餌をあさっているんです。もうこれ今行ったって見られますけれ

ども。だから、そういう事態が、湿原自体にも進行していると。芝原あたりでも鹿が入った

りして食べているような形跡もあるわけです、足跡があるんで。やっぱりこの辺のことを、

実際しっかり見ていただいて対策を立てないといけないと思います。 

  これが今年、今までもあったんだけれども、何で増えたのかというのがわからないところ

があって、それは例えば今風車の工事をやっていて、その工事による影響なのか。それが、
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風車の工事が終わったら減るのか、また来るのかというのはわからないけれども、ただ一般

的な動物の習性からいけば、一度餌を食べに来て、水を飲みに来てということからすると、

来年また同じような形でそこへ戻ってくるということは考え得るわけなんです。 

  一番困るのは、景色が見られないとかだけじゃなくて、鹿やイノシシがどんどん入ってく

ることによってダニや何かを落としていくと。こういう問題が出てきて、今後やっぱりイベ

ント自体の存続に影響するような、あそこへ行ったらダニにやられましたなんていうことが

今ネットで一発出れば、イベントがもう恐らくできなくなるんじゃないかと、そういうぐら

い深刻な事態です。 

  細野だって、白田の日東と同じで、もう昼間だって平気で鹿を見るわけですから。７月、

８月に平気で見られる、それだけやっぱり増えていて、この状況でこの細野のイベント、イ

ベントと言っても、本当にこれでいいのかなと。当初私はイベント期間、特にマムシや何か

が心配だなというふうに思っていたんですけれども、マムシよりも今はこの鹿やイノシシに

よって、細野の高原自体が、また湿原自体が被害を受けているということに対して、深刻な

問題として考えないと、私はいけないんじゃないかなというふうに思っています。 

  ペットの問題について言うと、特にイベント期間中は、やっぱり好きな人、嫌いな人いる

ので、でもそれでも一応リードをしてくれたりしているから、何とかしているんですけれど

も、それ以外はそうではない状況があるんです。小型犬だけじゃなくて大型犬もかなり多く

て、規制する、禁止するという対策だけでいいのか、やっぱり観光客の方も、夏場見ていま

すと、放して、犬にも開放的で、生々と走らせたり、そういうことをしているのは実際なん

です。そうすると、スペースの端なり、またどこかのところで、例えば僕はイベント広場の

あの裏の埋め立て地みたいなところがあるわけですけれども、一定放し飼いができるスペー

スというのがあってもいいのか、いわばそういうペット、愛犬家の方々の部分と一般の来ら

れた方ともある面、共生できるというのか、競合しない形で考えるということも一つの考え

じゃないかなというふうには私は思っています。 

  非常に多いということ、また年間通じてそういう方がいらっしゃるということ。特に夏場

なんていうのは、下のほうで暑くても、やっぱり上へ行くとそこそこ、普通にいるとそんな

に暑くなかったりするんで、犬を放し飼いにしてあげたいという気持ちはわからないわけじ

ゃないんですが、そういうことなんかをやっぱり全体の中で、当然財産区運営委員会の皆さ

んとも相談が必要なんですけれども、そういうことも考えていく必要があって。やっぱり今

後、年間での利活用というものが検討されていくんじゃないかなというふうに思います。 
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  一番最初の山野草の関係なんですけれども、町長が言ったのは確かにそのとおりなんです

けれども、私も今年は５月と７月にやりました教育委員会のイベントに参加をしてまいりま

した。非常に高山植物と同じように山野草、小さかったりして、なかなかわかりづらいんで

すが、非常にまた座ってその花を見ていると、非常に小さいけれども、可憐できれいなもの

というようなものがたくさんあるんですが、イベントに参加した人ということでいえば、例

えば毎週土曜日なりの土日のイベントだということになると、そこでいうと20人、30人の

方々しかその状況というのは対応できないわけなんですよ。 

  湿原以外のところにいろいろ咲いているものや何かについても、ちょっと標識があったり

して説明があると、やっぱりただそこを通り過ぎるだけじゃなくて、ここにあるこの花、こ

んな花なんだというようなことで足をとめて見ていくような部分もあるし、私ども10月に視

察、同じジオパークということで北海道のアポイ岳を中心としたジオパークを進めている様

似町というところにも行ったんですが、そこではやっぱりアポイの山、そしてそこに、これ

は国の天然記念物ということですけれども、高山植物が盗掘等々でなくなっていく中で、そ

れを再生していこうと、こういう取り組みもしているわけです。 

  このジオパークという一つの考え方の中には、そういうこともあってしかるべき、当然湿

原に大きく手を入れるということはできない部分というのがあるわけですけれども、しかし、

その周りにいろいろ自生しているもの、またそこにある、細野高原自身にも絶滅危惧に近い

ようなものもたくさんあると。そういう中で、そういうものについて利活用というのか、も

っといろいろ、それは増やすという問題もあるかもしれないし、またそれをもっと、アポイ

なんかの問題でいえば、それをキャラクター商品にして販売していくだとか、いろんなやっ

ぱり利活用をして、そのアポイ岳の魅力というものをお客さんにアピールしているわけです。 

  ですから、そういう点、特に今後イベントというものは一時期ですから、一時期じゃなく

て、年間通じて、当然道路もつくった、駐車場もつくった、年間通じて人が来るようになっ

てきたわけなんです。ということを考えると、いろんな仕組み、仕掛け、対応と。まして今

後は世界ジオパークというようなことも含めていくんであれば、トータルでそういう問題を

考えていくということが私は必要ではないかと思いますが。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点目の山野草、これは本当、山田議員の言うとおりだと思いま

す。その中でアポイのことを視察へ行った、アポイの状況を聞いた中で、ジオパークで認定

されているのはこれからやっていく中で、そのジオパークの補助事業とかそういうものが使
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えれば、これをあと再生していきたい。それはそういう方向でいければ、私も細野高原はも

う年間を通じて活用すべきところだと考えておりますもので、そういう中で、基本的には私、

それに関しまして、山田先生が結構中心的なやくわり、山田先生に相談しながら、また当然

運営委員会もありますし、その辺も相談しながら細野高原をもとの、変にいたずらしないで

自然の再生、そういう方向でやっていきたいと考えておりますもので、またいろいろな面で

またよろしくお願いいたしたいと思います。 

  次に、ペットの問題、これは確かに年間通じて、今イベント期間中はトラブルはありませ

んけれども、年間通じた中で気温も大分違いますもので、夏はそういう人が多く、この辺も

また運営委員会と相談した中で、やっぱり町独自ではできませんもので、今、山田議員から

提案、そういうことを言われたもので、運営委員会の中でまた話し合って、いい方向でやっ

ていきたいと考えています。 

  さらに、イノシシと鹿の問題、今初めて、ごめんなさい、私もなかなか行かないもので。

そういう中で、ビューポイントにふんがこんなにいっぱいあっては、本当、来た人に対しま

して、そこで弁当を食べたりすることができませんもので、この辺は何とか対応していきた

い。座ってもいいような方向にできればいいのかなと。ましてこの湿原の中にこんなにある

とは、私も初めて知りましたもので、これは早急に対応していかなければ湿原がだめになる

と考えますので、何らかの対応は、これは図っていかなければならないと今認識いたしまし

たので、これはやっていきたいと考えております。 

  鹿の問題は、また今後、狩猟期間中に聞いた中で、猟友会の方は、その方は言っておりま

したけれども、今、山田議員が言われたように年間を通じてどういう影響が出ているかと、

これは今後検討していければなと考えております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 確かに山野草の活用についてはいろいろあるんで、私も山田先生の

お話も、確かに手を入れないということの部分も大事な部分と、やっぱり一定の魅力の中で、

私は景色だけじゃなくて、そこにあるいろんな特徴であったり、いろんな花の魅力というの

もありまして、そういうもの、また例えばクロモジの木があって、これがいいんだよねとか、

ジュンサイがあるよねとか、いろんな部分もあって、確かに手を入れてはいけないものと、

やっぱり、しかしそこへなくなろうとする部分というのもあるわけで、昔あったいろんなラ
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ンの種類の系統なんかはほとんどなくなってきたり、モウセンゴケだとか食虫植物も、ゼロ

じゃないんですけれども、非常に少なくなったとか。いろいろやっぱり今までのままであれ

ば、またそういうものもどんどんなくなってしまうおそれというのもあるんで。人が入るこ

とによってプラスもある反面、やっぱりこういうマイナスの部分も出てくるので。しかし、

それをただマイナスのまま放置しないという点では、何らか保全、保護していくという意味

合いのものが必要になってくると思います。 

  町長、湿原の問題でいうと、湿原の問題、部分は、完全に町のエリアになるということな

んです。イノシシだけ考えると、今ある擬木にネットとかいろんなものを張るだけで、イノ

シシであればいいのかもしれないんですけれども、鹿についてみると、やっぱりちょっと通

り道を特定をしていく。大半の場合でいうと、遊歩道であったりとかけもの道というところ

があるわけなんで、行って、例えばこれは私も見てきたんですけれども、南牧村かな、長野

のほうなんかだと、もう町全体を、前、町長ともお話ししましたけれども、コンクリートの

メッシュみたいな鉄筋で囲ってあるようなところもあるんですが、そういう形がいいのか、

ある程度けもの道のところへ、例えば超音波の撃退器みたいなものを設置するのか、何らか

していかないと、イベント期間中はもしかしたら少ないかもしれません。でも、夏の間にも

うどんどんこういう形で入ってきて、本当にふんまみれというようなところになってしまっ

たら、やっぱりイベントは興ざめするし、ダニとかの危険性というものが増大するわけなの

で、よくこの辺は調査して対応をしていただきたいなと。 

  いずれにしても、この今回のやつは、やっぱりイベントの一定期間の問題ということより

も、年間通じて、今、人が来始めたということに対して町が適切に対応しないと、これは大

変な事態が起きるということからでございますから、町のほうで十分、今まで認識がなかっ

たということであれば、現状でもこの鹿のふんであったり、湿原がイノシシに荒らされてい

る状況というのはあるわけですから、しっかりやっぱり、イベントをやって終わりじゃなく

て、イベントの中で、この地域にどういう問題点が出たのかしっかり把握していかないと、

次につながっていきませんので、どうぞ現況を確認した上で、今後の対策は立てていただき

たいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当、町といたしましても、細野高原、大変すばらしいですから、こ

れはやっぱりススキだけじゃなくて、年間を通じた中で活用していきたい、そういう考えで

ございますもので、これからいろいろ検討した中で、細野高原をいい方向にやっていきたい
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と思います。その他またいろいろ御提案、御提言いただければありがたいと思いますんで、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 次に第２問、防災対策についてを許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 防災対策について、３点についてお伺いをいたします。 

  特に今回は、今年は８月31日に総合防災訓練をやりまして、そういう訓練等を通じて私が

感じたことについて、特に３点ぐらい質問をしたいと思っております。 

  まず１点目は、避難所、仮設住宅の設営についての課題というものをどういうふうに町の

ほうでは考えているのか。 

  ２つ目に、災害ボランティアセンターの設置運営ということについて、どういう課題があ

るというふうにお考えか。 

  ３点目に、津波に対する避難路や避難ビルの整備状況及び家屋の倒壊、また火災に対する

対応という点で、町として特にどのようなお考えを持っているのか、まずお伺いしたいと思

います。 

○議長（鈴木 勉君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第２問、防災対策については３点からの質問になっていま

すので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の避難所、仮設住宅設営の課題はについてですが、避難所につきましては、原

則公共施設と考えており、各地域の防災センター、公民館などについては、一定の機能を備

えていると考えておりますが、学校の体育館などについては人が生活を送るための施設では

ないため、長期間避難生活を送るために非常電源の確保を初めどこまで整備していくかが課

題であると考えております。 

  仮設住宅設営におきましては、現在配水池が隣接する町営総合グラウンドの野球場を位置

づけておりますが、東日本大震災を教訓に、被害が少なく、居住が可能な民間の賃貸アパー

ト、ホテル、旅館の借り上げなど、民間施設の活用も含め、関係者と協議検討していきたい

と考えております。 

  次に、２点目の災害ボランティアセンター運営の課題についてですが、災害ボランティア
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センターにつきましては町が設置し、運営は社会福祉協議会と災害ボランティアコーディネ

ーター等で組織する災害ボランティア協議会が行うこととなっております。町といたしまし

ては、現在防災訓練等において、社会福祉協議会、災害ボランティア協議会、自主防災会と

連携した設置運営訓練の実施をしておりませんので、今後検討していきたいと考えておりま

すので、御理解をお願いいたします。 

  次に、３点目の津波に対する避難路や避難ビルの整備状況は、浸水地域における家屋の倒

壊や火災への対応はについてですが、津波に対する避難路につきましては、現在各地域にお

いて調査検討をお願いしているところであり、最終的には避難路地図を作成したいと考えて

おります。また、整備が必要な避難路につきましては、対応を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

  また、避難ビルにつきましては、町が避難ビルを建設することは考えておりませんので、

海岸に近いホテル、旅館の協力を得て、避難ビルとして避難者の受け入れの協力をお願いし

ているところであります。 

  津波による家屋の倒壊、火災につきましては、耐浪性の低い木造住宅などについては倒壊

を防ぐことができないと思われますので、当然のことながら、平常時からガスボンベ、ボイ

ラーの灯油タンクの固定、地震が発生したら火を消すことを励行していただくなど、火災の

発生原因をなくす取り組みが最も大切なことであると考えております。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、まず避難所と、災害ボランティアセンターの場合もそうなん

ですけれども、今のところで問題はまず、そこはいいんですよ。僕、その次を言いたいのは、

避難所の訓練、私も今年やったんですけれども、実は避難者台帳、避難してくる方の台帳は

自分たちでつくりました。おかしいじゃないですか、これはと私は思ったんですけれども、

なかったんです。どれを使ったらいいのということで。 

  やっぱり、ボランティアセンターもそうだし、避難所だってそうなんですけれども、確か

に今それは基本的に自主防や、さっき言った社協や何かが運営していくんだけれども、やっ

ぱりそういう、変な話ですけれども、非常時に避難してくる人の台帳を、何で自分でつくる

のかなと。後で考えてみて、おかしかったなとちょっと思ったわけです。 

  やっぱり今、賀茂郡の中でも各市町、災害ボランティアの名前はいろいろ違いますけれど

も、社協なり、お互い訓練をしているとかいう状況で来ているんですけれども、やっぱりあ
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る面、統一したものをある程度つくってもらっておいて、つくってもらった避難者台帳であ

ったりとか、それに対して当然そこに個別の高齢者や障害者や妊婦さんであるとか、いろん

な個別避難者に対する情報データであったりとか、いろんなものをやっていかなければなら

ない。こういう基本のものは、僕は町が基本的に整備しておいてくれるんじゃないかなと。 

  大体災害があって、自分たちで避難者の台帳をつくって避難所を設営するなんていうこと

をやっていたら、避難所はいつまでたったって設営できないわけです。例えば稲取中学校で

あったら、そこに行けば避難者台帳がありますと。必要な資材が全部あって、それをあけて

使えばいいという状況じゃないといけないと思うんです。 

  だから、場所は決まっているんです。そこはいいんです。だけれども、それが避難所とし

て機能するためには、避難者台帳であったり、いろんな物を最低限準備しておかなかったら、

避難所というのは運営できないわけですよ。今回訓練のために、私は自分たちでつくった。

防災委員の方々とそういうものをつくらなければ訓練できなかった。これは、やっぱり統一

して、町が基本的に設置するわけだから、そういうものをちゃんと町が基本的にはもうつく

って、それで自主防であれ、社協なりもちゃんと訓練をしていくということにならないと、

訓練になっていかないんじゃないのかな。 

  また、去年なりのあれじゃないですけれども、西伊豆へお手伝いに行くという場合もある

だろう。そうすると、やっぱり同じような中身のもので、訓練をしていくということがない

とできないわけです。だから、場所は決まっているんだけれども、機能させるための最低限

の準備というのは、そこまでは少なくとも私は町が用意しないと、避難所やボランティアセ

ンターが機能しない状況に今ありますよと。ここはやっぱり早急に直さなければいけない、

改善していただかないといけない問題だと思っています。 

  仮設住宅の点等々では、町長の答弁で私いいと思うんですけれども、ただ、私も何件か旅

館の方々にお話も聞いたんですが、東日本大震災で旅館で提供して活用をされたところもあ

る。ただ、避難所の設営が非常に時間がかかったがために、非常に長い期間、旅館を活用す

る。そうすると、やっぱり夜来て朝帰るという人と違うということがあって、毎日掃除する

わけじゃなくて、半年、１年、その旅館で寝泊まりをするということになると、生活臭とい

うものがついてしまう。そうすると、それは旅館としてその後の使用に耐えられない。旅館

としての快適性というか、そういうものを最低限維持するためには、じゅうたんをかえなけ

ればならない、部屋のクロスや何かを張りかえなければならない、畳を張りかえなければな

らないというような、その後の再建に対する資金というものが必要になって、中には廃業し
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たところもありますよねということを旅館の方々も知っているわけです。 

  今、町長が言ったように話し合いをするということの中で、大事なことは、旅館を活用す

るのも大事なんで、問題は、前から町長にも言っているとおり、仮設住宅にめちゃくちゃの

金がかかるわけです。１棟をつくって、また解体をして。やっぱりある程度の資金をそうい

うところに提供できるような、国や県がそういう災害時、そういう仮設住宅を建てるよりも、

使ってもらったほうがお金かからないから、じゃ、協定結んで使ってくださいよという、こ

の流れをはっきりつくらないと、旅館のほうへ行ったって、せっかく生き残ったんだけれど

も、後で営業の再開ができませんよという話になれば、これは元も子もない話ですから、そ

このところまでの準備をしっかりしていただくということが非常に大事になっているんじゃ

ないかなというふうに思います。 

  町長、あともう一つ言われた避難ビルの関係ですけれども、この間、県と日本土木学会と

いうのが土肥のほうで津波防災についての講演会をやって、そこでいろいろ聞いてきたんで

すが、土肥のほうの旅館というのは、今、伊豆市との間で津波に対する緊急避難施設に関す

る協定書というのを13の施設で締結をしています。非常に旅館組合の方が避難施設なんてい

う張り紙をしたら、非常にマイナスじゃないかというふうに危惧したということは言ってい

ましたけれども、逆にそれを張ってもらってよかったと。ここは市が避難できる場所だとい

うことを言ってくれているんだと。だから、避難ビルという一つの枠組みの中には、全部は

適合しないけれども、建物が安全だから、そこへ逃げていい場所だということをお客さんに

はわかってもらえているんだということから、やっぱり伊豆へ来る、当然お客さんも津波の

ことというのはどこか頭の中にはあるんでしょう。そういうときに、私たちの旅館は町から

こういう協定を結んで、そのときはもうどんどん逃げてきてくださいねと、こういうやっぱ

り、ウエルカムでお客さんに対応していると。それはお客さんにも安心感をつくっています

と、こういう話でした。 

  だから、旅館といえ、旅館じゃなくても、海岸周辺のある程度のビル、当然新耐震じゃな

ければいけないと、新建築基準法の規定でなければいけないということになるんでしょうけ

れども、やっぱり必ずしも避難ビルという形で絶えず外の人が非常階段を使って屋上にどう

こうとかという、そのところの枠のところまでいかないにしても、ある程度耐震性のあるも

のについては、活用をしていくんだということで、現実的な対応を伊豆市あたりもとってい

るわけで、ぜひそういう点では参考になるわけですから、町長、たしか前、例えば稲取も津

波があれば、避難タワーというようなお話も、当然検討はされるんだと思うんですけれども、
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しかし、南伊豆にできたものを見ますと、なかなかあそこは砂防林の中にあるからまだ目立

たないかなと、色も多少、焦げ茶色に塗ってあるんで、目立たないかなと思いますけれども、

あれを見ると、あれが例えば稲取のこの東町あたりの真ん中にどでんとそびえ立ったらどう

なのかなというような感覚もあります。 

  そういう点で見ますと、やっぱり現実的な問題です。例えば津波ということで、海岸に隣

接している東町であれ、田町であれ、西町もそうだし、片瀬や白田でもそう、あと熱川でも

そうです。やっぱりそういうものについて、こういう協定を使って積極的に活用する。お客

さんにも当然わかりやすいようにしていただく。中でも、玄関を入ることはできるわけです

けれども、当然階段の場所から２階、３階へとより安全な方向へ逃げていただくような指導

なり、対応をちゃんととってもらうと。こういう考え方を早急に導入していただければ、む

やみにあちこちに何をつくらなくても、活用できるものは活用するということがあるんでは

ないかなというふうに思います。 

  ただ、避難ということで考えると、例えばこの東町なんかの問題で見ますと、家の倒壊も

あるんですけれども、前から言うように、ブロック塀があったりして、そこが避難路として

使えるのかなという心配というのはなくならないのかなと。また東町で万が一火事がという

ようなことを考えると、これは東町にとどまらないで、稲取地区、恐らくかなりの部分が延

焼する、山田町の例みたいに、津波の被害よりも、やっぱり火災の被害で町が苦しんだとい

う状況があるわけなので。 

  このガスボンベだとか灯油の問題については、たしか国のほうも総務省か何かの審議会等

で議論されているというふうには聞いたんですけれども、結論がまだちょっと私も出たとい

うところまでは聞いていませんけれども。しかし、我が町独自の問題としても、考えていか

ないといけない要素があるのかなというふうに思いますので、これらについて、ぜひ対応を

図っていただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず避難者の避難者台帳、山田議員は、町が最低限の整備は、台帳の

整備はしなければならない。担当がどのような経過の中で、自主防災のほうにお願いしたか、

その辺の経過をお聞きした中で、当然これは避難者台帳も町がやらなければならないといけ

ないと考える、これは当然町が整備していくと考えておるもので、担当の考えを聞かせても

らった中で、これはやっていきたいと考えていますので、御理解願いたいと思います。 

  次に、避難ビルの件、本当に避難ビルとなると、相当ハードルが高いもので、今言ったよ
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うに協定を結んだ中でできれば、伊豆市さんをちょっと参考にした中で、見せてもらった中

で、町としてはその方向でやったほうが、当然避難ビルはハードルが高いもので、避難協定

書を結んだ中でそういう津波に対する防御をやっていきたい。今そういう考えでございます

もので、早急に伊豆市さんのものを取り寄せた中で、これはすぐに検討していきたい。もう

時間がないもので、これはすぐに検討していきたいと思いますので、ちょっとその資料があ

りましたら、また見せていただければ、これはすぐに対応していきたいと、そういう考えで

ございます。 

  さらに、今の火災の関係、防火。消防庁からそういう結論が出ないという中で、町独自の

中で、とりあえず町といたしますと、固定していただいて、発生したらまず火元を消しても

らうということは、これをまず徹底していきたいと思います。またこれは今後、山田町を考

えれば、それが全町に広がっている中で、津波プラスの火災の問題が後の復興に対して大分

問題になっていますので、これはやっていきたい、町独自でまた検討していきたい、そうい

う考えでございますもので、御理解願いたいと思います。 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） 当然これは旅館に対する賃料というか、これは当然、山田議員が言っ

たもので、これは当然国のほうに、町といたしましても、仮設住宅を建てる費用的な面で、

現状にある旅館とか利用できるのはよほどいいことですから、それは町に対して積極的に、

町としては要望活動はしていきたい、なるべく早くそういう方向でいっていけば、大変あり

がたいものです。それはいい提案をしていただいたと思うんで、それは早急にいろいろ国会

議員さんとかそういうところには町として要望していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） ぜひ訓練ということで、やっぱり私、避難所についてもそうだし、

ボランティアセンターなんかも、ある程度訓練をしていくのは当然それに携わる人たちなん

ですけれども、資機材のところはもう町のほうでぜひ準備していただいて、そこで訓練を積

み重ねないと、一々というのではいけないというふうにちょっと思っております。 

  町長、あとその民間の旅館等の活用なんですけれども、これはやっぱり三連動の地震等の

場合でもそうだと思うんですけれども、東海岸というのは基本的に被害というのは少ないと

いう地域ですよね、東海岸は特に。そういう面で考えると、これは伊豆半島ということ全体
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の中で見ても、神奈川県西部地震に対応する状況に対してもそうだし、これだけの旅館等が

あるということで考えると、また逆に町内で仮設をそんな建てる場所もないという、いろん

な面を考えると、伊豆半島全体の問題で、どっちの地震に対しても、やっぱり活用できる民

間の宿泊施設等々というものは、活用していかないといけないんだろうと思うんですね。 

  東日本大震災のときに静岡県が遠野にセンターを設けて、あそこはそういうあれじゃなか

ったですけれども、遠野から、やっぱり体育館から、ボランティア、またいろんな形で人が

行った。この三連動の地震でも、津波の大きさ、震度から考えると、例えば伊豆半島でも西

部の関係、西海岸のほうが非常にそういうものの被害というのが大きいというものが想定さ

れているわけで。 

  また伊豆の国市、函南あたりのところも、非常に液状化を含めて震度というのは大きいも

のが想定されたりしているということで考えると、この例えば三連動に対しても、東海岸に

あるこの旅館施設というのは、仮設住宅や何かとしての活用、また災害に支援に入る人たち

にとっても一定の宿営地として活用できるというような、いろんなやっぱり、この建物があ

るということの条件は活用されてしかるべきだと思うし、また活用しなければ、そんなに広

い、いろんな宿営をするような場所等々というものは、そんなにはこの山地にはないわけで

すから。いろんな活用をしていただく、そのためには、国・県ともこの伊豆半島にとって活

用するために何が必要かと。利用するについての利用であり、補塡であって、その旅館が被

災後立ち上がって商売ができるような一定の補償というものをしてあげるということを想定

をしていかないと、伊豆半島のところが災害から復興していくと、立ち上がるということが

できなくなる。ここのところが非常に大事な点だというふうに私は思っておりますので。 

  考えはいいと思うんで、問題はこれ町だけでないですよね。そういう点では、町長よく言

われるように、伊豆の全体の首長会議を含めて、ぜひ国や県を動かして、これが本当に活用

していただいても、民間の旅館の方々等も、貸しても、借りてもらえば、しっかり自分たち

が今まで耐震化を整備してちゃんとして借りてもらえば、その後何とか商売続けられるなと、

こういう見通しや展望が持てるような対応を図っていかないと、万が一のときには大変困る

ということの課題だと思いますので、ぜひその対応をお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に今、山田議員が言ったのは、現状７市６町の首長会議がありま

す。その中で今やっているのは、観光部会と道路部会が設置されて、道路部会のほうは大変

厳しいもので、観光部会を設置しようかという方向の中で、これは一つの提案として、本当
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にいざ地震が起きたとき、生き残りの中で、やっぱり旅館の生き残りの中で、後方支援とか

そういうことを活用したことを何か考える。これは一応７市６町のほうでちょっと自分自身、

東伊豆町で提案を考えていきたいと思いますので、その辺はよろしくお願いいたしたいと思

います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第３問、環境問題についてを許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 特に今回２つの点について質問をさせていただきます。 

  １つは、特に今年増大をしている松くい虫への被害への対応ということについて、まずお

伺いをしたいと思います。 

  ２つ目に、町内このいわゆる防風林、風影、風影とか言ってきましたけれども、防風林と

か、町内あちこちに樹木が大きくなり過ぎまして、危険木といいましょうか、そういう言葉

で表現しなければならないようなものがあちこちに出てきたという感じがしております。こ

れらについて、町としてどのようなお考えをお持ちか、まずお伺いします。 

○議長（鈴木 勉君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第３問、環境問題については２点からの質問ですので、順

次お答えいたします。 

  まず１点目の今年増大している松くい虫被害への対応はについてですが、今年の夏も雨が

少なく、高温が続き、異常気象と呼ばれる中、伊豆半島の各地で松くい虫の影響と思われる

松枯れが見受けられます。ここ数年の異常気象によりまして、夏場のマツノマダラカミキリ

の羽化が活発となりまして、南関東沿岸部各地でその被害が特に顕著にあらわれていると思

われます。 

  町内の松の木は各所に存在し、その多くが町の風情を醸し出しております。これら優良な

景観を生む松の木に対しましては、樹木医と相談しながら春先の活動期を前に薬剤による予

防のための地上散布を実施しております。また、松枯れしてしまった樹木は、冬場に伐倒駆

除を実施し、幼虫を死滅させるようにしております。毎年の予算の範囲内におきまして、町

有地を中心とした優良景観樹木に対してのみの対策となるため、民有地の被害や近隣市町の
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松枯れ防止対策実施の有無も被害増大に影響しているものと思われます。 

  いずれにいたしましても、広域的な問題として認識をしておりますが、引き続き予算の許

す限り、町の優良景観樹木の松の木は、保存に努めてまいりたいと思っております。 

  ２点目の大きくなり過ぎた樹木、危険木等への対応はについてですが、その樹木が個人の

敷地内にあるのか、公共用地内にあるのかによって対応が違ってくると思います。個人が所

有する樹木の場合、所有者の責任におきまして樹木を管理するのが基本となります。町では、

道路内に張り出し、また道路の管理上危険な状態にある樹木につきましては、区長会や町の

ホームページ等を通じて、個人の管理責任を果たしていただくようお願いをしております。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） まず町長、松くいの問題なんですけれども、たしか審議はこれから

ですけれども、既に配付されている補正予算等でも一定の予算が確保されているというふう

に思うんですけれども、確かにいろんな敷地の問題、いろんなところの松くいでもあるんで

すけれども、これで大丈夫なのかなというのが一つの問題として、今年のものだと、国道だ

け、また生活エリアの中にも、相当やっぱり松くいの被害というのがあるんじゃないかなと

いう感じがしまして、何か補正予算の金額からすると、ちょっと少なくないかなという感じ

が実はしています。 

  それと、いろいろそういう造園業者の意見や、いろいろまた松くい虫のことについて調べ

ますと、やっぱりこういう松くい虫が同在したときに伐採するという、今はこれはこれでい

いわけですけれども、どうも問題は春先、５月、６月ごろにもう既に産みつけたりしたであ

ろう卵が羽化するような、この時期に消毒等での駆除をやっておかないと、カミキリムシ、

松くいの生活エリアといいますか、その半径100メートルとか200メートルのエリアの中に卵

を産みつけたりしている可能性というものがあって、その１本出たところの周りを予防する

と。これは林野庁や何かでも大体そういうふうなことが書いてあるんですけれども、予防し

ていくということについては、こういう大量に松くいが出たら、当然伐採をする。だけど、

そのエリアのある程度の範囲を広い範囲に、初夏にそうした駆除のための消毒散布等をして

おかないと、木が１本やられただけじゃなくて、もう既に周りに卵等を産みつけて、被害の

前兆がもうそこに潜んでいるわけですから、そういう両面の、今年、今、木が枯れたものを

伐採するのは当然だけれども、しかし、そのことは来年度の初夏の段階での一定の消毒散布

をさらにそこでやらないと、被害を未然に対応するということにならないと。今回みたいに
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爆発的に増えたという中では、そこをちゃんとやっておかないと、この松くい虫のサイクル

を絶つことができないというような指摘というのは、林野庁だとかいろいろ見て、お話を聞

くと、あるみたいなんで、来年の初夏の段階での対策が非常に重要なんだろう。 

  今やっているところもあるんだけれども、今回伐採するような被害が出た松の周辺で、や

っぱりそのエリアから外れるところというのは、当然にこの春先に一定の消毒というのが私

は必要になるんじゃないかなと。そうしていかないと、この松くい虫の被害のサイクルを断

ち切れないかなというような思いがしております。 

  町長、２つ目に、危険木というか樹木の問題で、これは町長、今本当に頭が痛いところで、

いろんなところで住民は頭が痛いんです。昔のように誰、ある程度の所有者というのが木に

登って、のこぎりじゃなくて、もうチェーンソーを持ってでも木を切るということが普通に

できた時代は、そんな時代はこういう問題が起きなかったと思います。ただ、今所有者のほ

うも年をとってくるし、また年をとってくると、なかなか年金生活等々でこういうものに費

用を負担しようというのはなかなか困難になる。ただ、実は例えばここにあるような木もそ

うなんですけれども、相当でかくなって、もう電気や電話等々の線よりもかなり高いところ

まで木が行くんですが、問題は、いわば腐りが起きて、どんどん枝が落下をすると。そうす

ると、道路や周辺の自宅にも、これが影響をしてくるわけです。 

  町長言われたように、こういう問題についての道路管理者として行ってできることと、や

っぱりもう一つ、今度はね、私こういう大きいものについては、危険木としての判定みたい

な形のものも導入していく必要もあるんじゃないかと。というのは、木ですから、普通にこ

れ見ているだけだったら、枝張りもあっていいなというふうに思ってしまうんだけれども、

やっぱり今、そういうものに機械を当てていくと、中が腐食、腐敗しているのか、ちゃんと

した成木で元気なのかというのはわかるそうです。そういう判断をして、危険木、危険なも

う腐って、もう危険木ですよというものについては、そういう指定をして教えてあげること

を通じて、その対策を所有者の方にも考えていただきまして、町道の道路近辺にあるところ

については、そういう形もしないと、万が一の事故等々も含めて、道路の通行に支障も出る

というようなことにもなってきかねないなと。 

  なかなか個人で対応できないから、じゃ、地域住民が対応できるかといっても、なかなか

高所作業車、クレーン車、またダンプカー、そうしたかなり総合的な重機を活用できないと、

これは地域の住民でもどうしようもないというようなことがかなりありますよね。多少、先

ほど町長が言ったように、道路に樹木が張り出しているとかということでは、さっき町長が
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言ったように、それは注意して、何とかその道路に出ている枝を切ってください、こういう

注意でも対応できるかもしれませんけれども、町内にはそうでないかなり大きなものがあっ

て、それが日常生活、また道路に支障を与えかねないようなものが、そのままたくさん残っ

ているという状況で、これも少子高齢化で対応できなくなった。だから、昔と違って町長、

やっぱり元気なときは生コン支給で道路をどんどんつくりなさいということを町としてやっ

てきたんですけれども、今は、逆に言うと、この今ある施設を、道路なりを守っていくとい

うことに対して、もっと町が関心を持っていただかないと、町が維持できないのかなという

ように私は感じておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず松くい虫に関しまして、今言われた、これ本当に一番松くいで困

るのは、民地と町の土地、町の土地は今、山田議員が言ったことは対応できる。民地となり

ますと、なかなか町の予算を導入できないもので、やっぱり松くいに関しましては広域でや

るのが一番でございます。民地の所有者とのこの協力がなければ、なかなかこの松くいを絶

滅することはできないと考えております。 

  今、山田議員が言ったように、町有地に関しましては、そのように伐採する措置とか、こ

れは対応していきたいと考えております。これは民有地との境界がありますもので。やっぱ

り一番残念なのは、地名を言っていいかどうか、赤沢のこの一本松、あれが本当に松くいの

跡が非常に残念だなと自分としては考えておりますし、これは広域的な問題でございますも

ので、これもいずれ７市６町の首長会議の中で、松くいに対しましては何とかしようと。一

番大きなのは、四国に視察に行ったときに、もう本当に四国は松くいで松が枯れたんで、本

当にみすぼらしいという言い方はおかしいですが、あそこまでだと、もう本当に、この伊豆

の景観を台なしにするもので、その辺はまた７市６町の中で話かけていきたい、そう考えて

おります。 

  さらに、この危険木に関しましては、確かに高齢化の中で大変厳しいところも、今までや

った中じゃ、一例といたしまして、雲野さんのところの防風林が、結構こっちへはみ出して

大変危険という中で、それは一応区の方たちが一致協力しながらやっていただきました。さ

らに奈良本におきましても、結構木が育った中で、その土地所有者が自己負担なんかでやっ

た中で、今そういうことも大変多く考えると確かに高齢化、そういう前例がある中で、これ

を今度は町がやると、やっぱり一応区長さんたちと相談した中で、今の現状こういう状況に

なったので、今後どういうふうに対応していくかという中で、今までに何しろ民地に関しま
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しては、また民地の人の努力の中でやっていただいておりました中で、今後そういう道路に

面したところに関しましては、一応区長さんたちと相談しながら、今までにそういう中で全

部個人にもお願いした中で、今、山田議員から提案されましたものもありましたので、そう

いう危険なところに関しまして、一応区長さんに相談した中で、今後は町が対応していきた

い、そう考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、松くいの広域的なものもあるということ、確かにそうですか

ら、それはそれでひとつ対応を。 

  この危険木というのか、さっき町長が言われたように、道路に枝が張り出しているという

ぐらいだと、軽トラであったり２トンのトラックや何かにある程度、高所で作業できるよう

にして枝を払ったりというような、この程度のことは地域住民でもできるんですよ。ただ、

余り大きな木になると、とてもじゃないけれども、地域で対応できないものがあるんで、や

っぱりそこで木ということですから、問題は生きている木なのか、いわば死んでいる木なの

かと。こういうことを、もうこの木はだめなんだというようなところから対応しましょうと

いうような、私はきっかけづくりというのも必要なんじゃないかと。 

  確かに地域でやっていくとなると、今、町長が言われたように、奈良本もたしかそういう

ことをやっていた、田町もやっていた、私も見たこともあります。だから、できる範囲とい

うのは枝を払うという、何とか道路に出ている部分を最低限やるぐらいのところはできるん

です。ただ、非常に１本でも大きくなり過ぎたものということの対応になると、なかなか地

域で区の役員さんなんかにもできる話じゃないし、しかし、こういうのが台風だとか地震や

何かのときには非常に危険なものになっていくよなという心配があるわけなので、私はぜひ、

まず入り口としては、何とかそういう危険木判定みたいなことのきっかけづくりもして、そ

れのことから所有者やまた地域の方々にそのことを対応をいろいろ考えてもらう、まず入り

口ぐらいがないとこれは進んでいかないかなというように思っております。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、山田議員から一応提案されました、これは検討していきたいと思

います。 

  やっぱり奈良本の場合は、本当、はっきりいってカネヘイさんの前のところだって伐採し

た、覆いかぶった大きな木もありました、危険なところも。それも個人にやらせたもので、



－121－ 

みんな個人がやったもので、そういう中で、これからその危険、まして高齢化の中でできな

いとなれば、それはひとつ山田議員が提案されたのを、これは今後検討していきたい、そう

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第４問、墓園管理についてを許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 墓園管理ということで、なぜ質問するかという点でいうと、やっぱ

り旧墓地には管理されていない墓所が増えてきた。逆に新墓地の部分で見ると、恐らくほと

んど購入されているんですけれども、活用されていない墓所がたくさんあるというようなこ

とから、この問題について幾つかの点で考えてみたいなと思っています。 

  まず町長、１点目は、現在の使用者の把握状況と条例整備についての取り組みについての

考えということをまずお伺いしたいということと、２点目に、清掃管理などへの対応につい

て、町はどのように対応しているのか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 第４問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第４問、墓園管理については２点からの質問ですので、順

次お答えいたします。 

  １点目の使用者の把握状況と条例整備の取り組みはについてですが、稲取上野墓園の区画

数は、旧墓地で1,510区画、新墓地で329区画ございます。新墓地は、昭和59年から段階的に

開園したため、全ての使用者が把握できておりますが、旧墓地では80％強の使用者について、

住所、氏名を把握している状況です。 

  条例整備につきましては、昭和59年に墓園条例を制定しております。制定に際しては、当

時の議会観光民生常任委員会に付託し、修正案について議決をいただいたものです。その後、

新墓地の設置に伴い、使用者の資格要件、使用料の改定など、４回の条例改正を行い、現在

に至っております。 

  ２点目の清掃管理などへの対応はについてですが、清掃管理委託により、草刈りを６月、

８月、11月の３回、園内清掃を毎月の末、３月、９月のお彼岸前、５月のゴールデンウイー

ク後、７月のお祭り前、８月のお盆前、そして年末に行っております。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 
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（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、使用者が旧墓地の場合、当然昭和の稲取町ぐらいの時代から

あったんでしょうから、把握できていないというのもあるんですが、同時にこれはやっぱり

普通では考えられないことなんですけれども、この上野墓園についていうと、管理料を取ら

ないという形なわけですから、把握できなくても、町としては何も痛くなかったんです。そ

ういう意味では、ちゃんと管理料を払うという仕組みがないから、誰が使っているのか、普

通の場合は払わなくなったらどうしたのと声かけもできて、いや、亡くなって今度は私が管

理することになりましたというのがすぐわかるんだけれども、今の東伊豆町の今までの管理

の仕方、それができなかった。 

  私もかなり前というか、もう20何年前ぐらいに、管理料を取らなくていいんですかと。普

通民間の墓地であれば、例えば今、町内のお寺の墓地だって、水道料やいろんな管理代で

1,000円、2,000円ぐらいの管理料というのはどこでも取っていると思うんです。民間の業者

がやっているような墓地だったら年間２万円ぐらいの管理料を取るなんていうのが当たり前

なんです。取らなくていいんですかという話を、時の町長にしたことがあるんですけれども、

いや、町のために尽くした人だから、そんなもの別に金なんか取る必要がないという話があ

ったのは事実です。 

  ただ、その当時は婦人会や同志会という組織もあって、非常に活発で、掃除もそういう

方々がかなりしてくれたので、管理料を町が取らなくても、墓地全体は手が入って整備され

ていたし、その当時ではそんなに管理できないというようなものなかったんです。 

  しかし、どうも時代が変わったということと、結論からいうと、今の条例は昭和59年にで

きたということで町長は言っていますけれども、地元の人間がそこに定住していることを全

て想定をして条例というのはできているんじゃないかなというふうに、今の条例は。ただ、

今はそういう時代じゃないだろうということですよね。維持している、何とか維持してくれ

ているけれども、その人が町外にいる場合だってたくさんあると思いますし、今後そこがど

うなっていくのかなということを考えている人もたくさんいらっしゃいます。 

  そうすると、やっぱり今の時代に合わせた条例整備というのが必要になるんだろうと思い

ます。そういう時代に、ある面でいうと、先祖のものを維持するというだけじゃなくて、あ

る面でいうと、墓地、墓園としての一つのビジネス的な観点で見れば、ちゃんと管理できる

ような形にしていくというようなことも必要になってくるのではないかなと。 

  例えばそういう点で、現状の条例でどういうところが問題があるのかなというと、やっぱ
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り管理料がないことから、町が把握できないまま、よほど新しく墓石を直したいとか、いろ

んな持って出るんだけれどもとかいうような相談が来た段階で、今の状況では偶然に把握で

きるという以外、把握できないんだと思うんですよ、この条例で見ると。 

  そこのところが一番大きい問題としてあるんじゃないかなということと、私、この間偶然

お伺いしたのでは、新墓地を購入したと。けれども、どうも子供たちもこっちへ来ないし、

墓地を建てないまま返そうかと思ったけれども、無料だというから返さないよと、返したっ

てしようがないよというような話があった。ただ、これも使用料の返納というのが条例上、

第11条にあるんですが、この返納について、２年に限っては50％返納するよというような条

項があるんですけれども、僕はちょっとこの辺の条項については、もう少し見直して、弾力

的に対応するということも考えられていいんじゃないかなと。 

  というのは、今、新墓地を見ましても、半分ぐらいは使っていません。使っている、既に

墓石が建っているような墓所でも、ちょっと草が生えたままとか、そういうところがかなり

ある。やっぱり生活実態、息子さんがよそで働いているとか、いろんな生活環境の変化から、

買ったけれども使わないとか、要らなくなっているというケースはあるわけですから、そう

すると、この例えば２年に限り還付金という対応だけじゃなくて、ちゃんともう少しこれを

長くするなり、返してもらったら、建てていないんだったら、じゃ、50％、建てたところを

返納するときも、場合によっては多少還付するというような形で、還付金を目当てにという

わけじゃないですけれども、返していただいたりするということをある面促進して、また使

用者を特定するというような考え方があってもいいのではないかなというふうに思うんです、

この使用料の還付という点から考えると。 

  もう一つは、やっぱり町長、13条で使用許可の取り消しという項目があるんですけれども、

今の条例と対応のままでいくと、（３）にある墓所を第三者に譲渡して使っても、ある面で

いうと、町は余りこの条項の部分をチェックしづらい状況にあるんじゃないかなと。という

のは、使用者が特定できていない墓所もたくさんあるわけですから、それを簡単に第三者に

貸すということについてのまたその転貸しというようなことも含めて、いろんな形が出てく

るんじゃないかなと。 

  例えばその下なんかでは、許可を受けた者が使用なく死亡したり、また２年以内に相続し

て、その後使用の継承の申し出がなければ、使用を取り消すんだというような条項も、条項

はあるんですけれども、恐らくほとんどこれは対応はできていないと思うんです。さらにも

っとひどいのは、（５）で、使用を許可された者が、これを使用することなく所在不明とな
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り３年を経過したときは使用許可を取り消すことができると。 

  だから、町長、ここにあるような、もう墓地の中が草まみれで管理できていない墓地とい

うのは、本来この条項を適用すれば、本来はあり得ない、ないしまた、ごくわずかなはずな

んです、ごくわずかなんです。だけど、実際の問題でいうと、これについては恐らくそうい

う形のものがそう行われたというふうには思っていません。 

  やっぱりそうすると、この使用許可を取り消した場合、取り消すという手続においてどう

するのかという問題があると思うんです。条例においてちゃんと、本当に活用しない場合は

取り消すんだとか、その撤去費用等々をどうするんだ、またそれを所有者がわかっている場

合においても注意喚起を促す。例えば墓所に看板を設置して、管理してください、管理がな

い場合には、いついつかまでにちゃんとした対応がない場合については撤去しますよとかと

いう予告行為とか、一定の使用権というものを認めているわけだから、その使用権を制限を

し、消滅させるための手続を条例、要綱でちゃんとうたっておかないと、これは条例不備だ

ということで、逆の場合もあります。まして、そこにあるのが一つの人間の骨ということに

なるわけですから、その対応について、軽々には取り扱えないと。 

  いずれにしても、現状の条例のままでは今の墓地管理というのは適切ではないと私は思う

ので、全面的な改正及び充実をして、現在の事態に対応できるように見直す必要性があるん

じゃないかと思うんです。 

  恐らく事業仕分けでいけば、現状管理費というのは50万ぐらいしかかかっていませんけれ

ども、一定どこでも水道代等々、掃除等に人がかかわっているわけだから、1,000円、2,000

円ぐらいの管理料を取るということなんかも含めて、事務的な仕事が増えるかもしれません

けれども、やっぱり適切な管理をしていく。使わないものは返してもらっても私はいいと思

うんです。また、それは逆にちゃんと貸し付けるということでの対応もできるわけですから。 

  ただ問題は、ただ返して原状復旧ということを当然やっているんですけれども、墓地を建

てるよりは金がかからないんですけれども、場合によってはそれを撤去するためには15万と

か20万とか、そういう費用がかかってくるわけです。そうすると、使用料の還付という形で、

そういうことを一定お金が返ってくるんだ、じゃ、それを促すというような形を含めて使用

料の還付なんていう考え方があってもいいんじゃないかなと私は思うんです。 

  それで、全体の費用は、管理料が出てくる中で、全体で運用していくということもあるの

ではないかというふうには思うんですが、なかなか今のまま、この条例のままでは、管理で

きていない墓地、また現状で、新墓地だって町長言われたように300からあっても、現状も
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うほとんど墓地が建っていないわけです。それはもう買った人がつくることを現状ためらっ

ている、もう要らないなというふうにも思っているんだけれども、もう２年も切れているか

ら、返還したって何の還付も受けられないから、そのままにしていくと。こういうことで言

えば、買われたものがそれこそ塩漬け、どぶ漬け状況ということにもなるので、そういうも

のを動かしていく、活用を図るというような点で考えると、そういう考え方があってもいい

のかなと。 

  町外の方も30％の割り増しで利用できるということもあるんですけれども、その辺も含め

て、町内だけで人口が減っていくから活用というものが、活用し切れないよということを考

えれば、そういう考え方だって、今後十分検討されていってもいい問題もあるのかもしれま

せん。全体としては非常に公共用の墓地としては金額も安いし、非常に墓参に来るについて

も便利な場所にあるわけですから。そういうことについて、ぜひ抜本的に見直しを検討され

ていく必要があるんじゃないかと。 

  現状の条例からしても、こういう管理ができていないところについては、注意喚起をする

なり、またもうぜひそういうものが返納できるような仕組み、システムをちゃんと条例、要

綱で整えていただきたい。そうしないと周りの方々が迷惑するという問題もあります。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、山田議員から大変いいことを言われました。本当に申しわけない、

私この墓園の条例を見させてもらったんですが、平成12年が最後で条例改正している中で、

これをちゃんと読んだことが僕はございません、すみませんです。その他いろいろなことが

あった中で、取り消しの中で、本当にこのような状況であるならば、当然、町は、これを見

れば３年以上経過したような感じが見られますと思うんで、これでまたこの条例が今の時代

に即しているかどうかを、また副町長を中心になった中で検討させていただきたいと思いま

す。 

  やっぱり基本的には、私ももう昔のことを言うと、町営墓地も昔からあったもので、当然、

町がやらなければなと考えていました。委託料とかも30万近くもかかっておりますもので、

それはまた副町長と相談した中で、また議会のほうにも投げかけたいと思います。よろしく

お願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第５問、観光振興についてを許します。 

  14番、山田さん。一般質問を続けてください。 

（１４番 山田直志君登壇） 
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○１４番（山田直志君） 第５問、観光振興についてということで、町長、町内の観光をどう

見るかということなんですが、私は、本当に観光はもう衰退期だと。過去の町長とも衰退し

ているんじゃないかという話をして、そういうやりとりもしてきたんですけれども、私はい

まだ衰退期を脱していないんじゃないかというふうに思っておりますが、町長、この辺のお

考えはどうでしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 第５問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第５問、観光振興についての町内観光は衰退期を脱してい

ないと思うが、課題はについてお答えします。 

  当町の観光産業の現状は、依然として非常に厳しい状況であると認識しております。平成

20年から25年のわずか５年の間に入湯客数はおよそ４分の３に減少し、これにより控え目に

見積もっても30億円以上の経済的損失が発生していると推計しており、就業者全体の約28％、

さらに女性に限って言えば、およそ３分の１が宿泊、飲食業に就業している雇用の面から見

ても、これ以上大きく観光客が減る事態は何としても避けなければならないと考えておりま

す。 

  御質問の課題についてですが、ホテルや旅館の営業努力により宿泊施設の競争力は他の観

光地に引けをとらないことは、旅行代理店などの関係各位から評価をいただいているものの、

観光振興計画策定の際に実施いたしましたアンケート調査の結果によれば、観光客が不満に

思っている項目は、多いほうから順に、飲食店の種類や数が不足している、温泉以外に楽し

めるものが不足している、魅力あるイベントが不足しているとの結果となっています。また、

町への要望につきましては、道路渋滞の解消、町なかを散策できる環境づくり、道の駅など

の休憩施設の整備が上位を占めており、これら全て当町の課題であると考えております。こ

のほか若い世代における町内６温泉郷の認知度が他の有名温泉地と比較して非常に低いこと

や宿泊施設における労働力不足等も今後の課題であると認識しております。 

  今後これらの課題を少しでも改善していくために、観光産業従事者のみならず、町民の皆

様全体が町外から訪れる方に対しまして歓迎の気持ちを共有することが非常に重要だと考え

ております。 

  なお、８月以降は前年同月比で入湯客数が増加していることや宿泊単価が上昇していると

の情報もあることから、引き続きよい流れを持続させられるよう、町といたしましても努力
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してまいりたいと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、私は言葉は悪いが、衰退期というふうにもう見ているんです

けれども、やっぱり今の東伊豆の観光の状況が、いわゆる町及び民間の施設もそうですけれ

ども、今の観光というものを目的とするお客さんとの間でずれがあるんだと思うんです。だ

から、やっぱり私は衰退期だというふうに思っているんですが、ただ、例えば最盛期、平成

２年の191万人から今、昨年が82万7,000、23年間で56％の減。平成18年度の108万8,000人か

らだと25％の減と。この減少率の状況で考えますと、20年から30年先にはゼロになるんだと、

減少率で考えれば。これは国の偉い方もそういうことを言うわけですから。 

  だけど、実際問題とすると、経営が成り立たなくて閉めている旅館がお客さんが減ってく

るたんびにどんどん出てくるわけですから、あながち来たいという人がいたとしても、施設

として産業として維持できなくなれば、そういう状況が来るということだと私は思うんです。 

  じゃ、この全体、東伊豆町の問題は本当にどうなるのかなと考えると、県の観光客の宿泊

数のデータで見るんですが、ちょっとうちの町のほうは入湯客数で見ているんで数が違うん

ですけれども、一番よかった平成３年比で考えると、東伊豆町の現状というのは37.85％で、

あと賀茂郡ではどうかなというと、河津が27.7とか、南伊豆が32.3、松崎23.9、西伊豆58.0

とか。あと伊豆市が37とか、30％を切るというのは伊豆市と東伊豆とこの河津、南伊豆と、

こういう賀茂郡と、やっぱり伊豆市が非常に落ち込みが大きくて、伊豆全体で見て52％です

から、熱海は59、伊東が58.5ということで、バブルのころよりも、ほかのところは６割ぐら

いのところで何とか踏ん張っているんだけれども、確かに道路の問題もあるでしょう。しか

し、今までそういう熱海や伊東のおこぼれをもらってきたという面であるこの伊豆半島南端

部分でいえば、そのお客さんが県のデータでは50％どころか、もう３分の１というようなレ

ベルまで落ち込んでいるんだという状況だと思うんです。 

  そういう面では、私は何か町長の行政報告では、景気が悪かった、地震が来た、何が来た

という問題じゃなくて、深刻に減少しているものは、その時々の経済の動向だけじゃなくて、

本質的には、観光ニーズにもう適合していない観光地になっているということがずっと課題

としてあると思います。 

  時間のほうもあれなものですから、町長、１点、特にお伺いしたいのは、観光振興計画の

中で実行力のある組織をつくってこれを推進していくと言っているんですけれども、まだそ
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の組織なるものができてきていないんじゃないかなという思いがします。どうもあの中で、

全て町がつくった観光振興計画の中では、いろんな問題はあるんだけれども、最終的にそう

いう組織をつくって、いわゆるチェックもして推進していこうと。だけど、ここができない

ままいろんなものをやっていくと。私に言わせればですよ、私に言わせれば、例えばああい

うイルミネーションが観光振興計画から見たら適合するのか。あの謝月祭でレーザービーム

をやって行事をやるのが、本当にこの観光振興計画に適合しているのかなんていうふうに私

は疑問に思うんです。 

  だから、もし本当にこの観光振興計画で観光をもっと大きく、町の観光のあり方を変えて

前へ進めていこうということであれば、どうしたってこの計画を早く組織をつくって、いろ

んな出てくる提案をチェックしていかなかったらいけないと。前は観光政策審議会なんかあ

ったんですけれども、今は野放し状況だということだと思うんです。本当にそういう観光振

興計画の視点に立っていろんな補助や企画をチェック、吟味するような機関としても早くつ

くる必要があると。これができていないということについてどのようにお考えですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず入湯客数につきましては、私はもう平成３年度には絶対戻らない

と思う。というのは、もう旅行形態が変わっております。旅行形態はもう団体から個人にな

っておりますもので、もう自分としては100万行けば上等だと思うわけです、自分としての

頭では考えておりますもので、その辺は認識していただきたい。 

  また、観光振興計画の実行、これは基本的には、私は観光振興計画をつくった人がその実

行組織をつくった中で、それを検証していく。その中でやっぱり予算というのもかかってき

ます。今回９月の補正で200万いただきました。本当はもう最初からそういう予算をつくっ

た中で、この観光振興計画にのっとった中で町がちゃんとやっていくかどうかです。やっぱ

りそのつくった人に実証してもらうのが一番でございますから、その辺は議会の皆さんが理

解していただければ、これは予算化をした中で、そういうことを観光振興計画、これは実証

していきたいと考えておりますもので、それは御理解願いたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で14番、山田さんの一般質問を終結いたします。 

  この際、１時まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ０時０２分 

 



－129－ 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◇ 居 山 信 子 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に、12番、居山さんの第１問、観光振興についてを許します。 

  12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 皆様、こんにちは。私、本定例会、３問についての質問を通告させ

ていただいておりますので、ただいまより質問をさせていただきます。 

  ちょっと振り返りましてもそろそろ20年になりますもので、いろいろな思いがこの中には

込められております。町長にはぜひその辺を酌んでいただきながら、前向きな御発言、御答

弁、期待をさせていただきたいというふうに思います。 

  まず１点目、観光振興についてということでお伺いをさせていただきます。 

  これにつきましては、今、山田議員、またほかの方々からもさまざまな提案、また提言あ

る中で、本当に私たち、この町にとっては死活問題の大事な課題かというふうに思います。

私も約78回ぐらい一般質問をさせていただくわけですけれども、一番苦手な観光振興、一番

やってこなかった問題ではありますけれども、ここへ来て、視点としては狭い視点で、再三

過去にもお伺いしている点でございますけれども、あえてお尋ねをしたいし、そしてまた町

の財産を、今あるものをどう磨き上げ、物に限らず、住んでいる住民、そしてまた自然、さ

まざまなものを新たな視点で見直していくことによって、そこに大きな何らかの意義、そし

てまた価値、そしてまたそこにありがたさを感じながら、今、私たちが気づかなかった足元

の、そういう観光振興というものもあるのではないかなというふうに感じるものでございま

す。そういう点から伺う点が３点ございます。 

  まず、旧稲取灯台というふうなことで、安沙刺しゅう館もその横にはあるわけですけれど

も、町民の皆様で知っている方は何人かはいらっしゃるかと思いますが、まだまだ地図にも

なかなか、旧稲取灯台、あるものはありますけれども、安沙刺しゅう館というようなことも

町の施設となってから、そういうような記載とかも一切ないものですから、訪れる方は限ら
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れているかなと、案内看板、また案内図等もございませんので、そういうような観点から、

今後のこの旧稲取灯台、安沙刺しゅう館をどのように活用をなさるお考えなのか。 

  これは町制50周年のときに、沼津にお住いの故萩原朝子さんから、また一族の方々から周

辺の土地が寄贈をされ、そしてまたお住まいだったところを刺しゅう館として、約123点ほ

どの刺しゅう絵が展示をされております。灯台の歴史だけではなく、東伊豆町の戦没者の皆

さんのお名前が全てあそこには刺しゅうで刻まれ、なおかつ仏画なども刺しゅうですばらし

いものが展示もされている中で、ふらっと立ち寄った方が本当にお一人お一人感動されて、

芳名録等にさまざまな感想を述べられておられます。約10年間ぐらいになろうかというふう

に思いますけれども、数百名の全国からの方々が、知る人は知る、そういう状況でございま

す。 

  こういうネット時代でございますので、これからはもっともっとそういう意味でインター

ネットでの発信等々も、町としてもそんなにお金のかかることではないわけですから、当然

考えておられることかというふうに思いますが、まずその１点として、今後の活用というこ

とを、もう何年になりますかしら、５年くらいになりますでしょうか。町長のそのお考えを

伺いたいと思います。 

  さらに、町には文化財というものが幾つかあろうかというふうに思います。予算書、また

決算書などを見ましても、それぞれの文化施設に補助がなされている中で、補助金等、それ

ぞれ状況によっては４万4,000円、大事な横ヶ坂の松、大家の松、鳳凰の松とか補助金、そ

れからまたシダレザクラ、さらにそれぞれのぼなき石なりホルトの木とか、いろいろな文化

財に補助金もつけられております。そういう観点から、この町の文化財を生かした取り組み

について伺うのが２点でございます。 

  さらに、観光振興ということでは、先ほどの御指摘にもありましたように、本当にみんな

で衆知を集めてこの難局をどう乗り越えていくのかという切実な課題がこの観光施策かとい

うふうに思います。観光関係の皆さんももう全力を挙げて取り組んではおられると思います

けれども、時代の流れとともに、さまざまなところで新幹線が開通等、あるいはオリンピッ

ク等々のことも踏まえて、日本全体が観光地化していく中で、かつての伊豆半島のにぎわい

というものが薄れていく中で、どうしていったらいいのだろうかというふうな思いは、１万

三千数百名の我が町の町民の皆様の本当に心の中にある大きな課題かというふうに思います。

ぜひ明年の新たな施策として、ダイナミックな施策の展開を期待する視点から、お伺いをす

るところでございます。御答弁をお願いいたします。 
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○議長（鈴木 勉君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 居山議員の第１問、観光振興については３点からの質問ですので、順

次お答えいたします。 

  １点目の旧稲取灯台、安沙刺しゅう館の今後の活用についてどうお考えかについてですが、

町の指定文化財の旧稲取灯台とそれに関連する施設である旧萩原邸の安沙刺しゅう館には、

萩原氏が制作した旧稲取灯台にまつわるすばらしい刺しゅうを初め多くの作品が展示されて

おり、年間を通しまして、毎週土曜日、日曜日に開館し、訪れる人々に楽しんでいただいて

おります。今後もこれまで同様、両施設の維持管理を行うとともに、開館を継続し、観光振

興にもつながるよう、関係機関と連携していきたいと思います。 

  次に、２点目の町の文化財を生かした取り組みについてですが、現在、東伊豆町には静岡

県指定のものも含め29の指定文化財があります。しかし、これは多くの文化財価値の高いも

のの一部にしかすぎません。文化的価値の高いものには、有形文化財、無形文化財、記念物、

文化的景観等があり、総称して文化財と呼ばれています。これらのものは、祖先の残してく

れた貴重なものであり、大切に受け継ぎ後世に伝えていかなければならないことであると考

えております。 

  我が町の宝である文化財を保護、保存、継承することは、我々の使命でありますが、これ

を利用し、観光振興につなげる取り組みもまた必要であると考えております。その取り組み

として、細野高原秋のススキイベントやボランティアガイドによる文化財を紹介するツアー、

雛のつるし飾りや江戸城の築城石を題材としたイベントが実施され、多くの誘客につながっ

ております。 

  ３点目の明年の新たな施策はについてですが、現在、平成27年度予算編成作業を行ってお

りますが、税収の大幅な減少とともに扶助費や特別会計への繰出金、さらには公債費等の増

加に伴い、以前にも増して大変厳しい状況にあります。国内旅行需要の低迷や旅行者の人口

減少の中で、訪日外国人旅行者につきましては、国の成長戦略の一つとして年間1,300万人

前後に達する見込みとなりました。 

  当町におきましても、年々増え続ける傾向にあることから、現時点での新たな施策の一つ

として、インバウンド対策の強化とともに、受け入れ態勢の整備充実を図ってまいりたいと

考えております。 
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○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） ただいま町長からは、今後の活用につきましては、これまで同様の

維持管理というふうなことの御答弁でございました。正直ちょっとがっかりしたなと。今ま

での管理のあり方があれでいいのだろうかというふうに疑問を持っておりましたし、折々に

予算、決算等の議論の中で、この点も担当の職員に私は指摘をさせていただいておりますも

ので、当然、やはりそこのところも見直しをされていることを期待をしていたわけですけれ

ども。 

  できましたら、この維持管理につきましては、今シルバー人材センターでしょうか、管理

をしてくださっているのは。予算を見ますと、ちょっと古い資料はなかったもので、25年度

が約83万円、26年度が多分60数万円というふうなことで予算も削られておりました。来館者

がいないよと、来ないよというふうに言われるかもしれませんけれども、やはりこれだけの

税金をあの施設に投与して、そして観光施設として、あるいは町の文化財として広く小中高

の皆さん方にもその歴史、日本初の女性灯台守の萩原すげさんの物語を、刺しゅう画を通し

て、刺しゅう絵を通して、本にもなっておりますし、「遠い海までてらせ！」というような

子供たち向けの本も出版をされております。それとまた刺しゅう絵も、１冊の見事な装丁の

本になって、萩原家で全てそれは出版をしてこられたものでございますけれども、この町民

の皆さんも灯台100周年のときの田町公民館でのイベントに高齢の身を押して萩原朝子さん

が全て刺しゅう絵を田町の公民館に、何人かの方のお手を借りて展示をし、そこには町長も、

当時の副町長もおいでくださったわけですけれども。多くの皆さんが田町の公民館でそれを

ごらんになっておられますし、芳名録、全て私、萩原さんから預かっているんですけれども、

住所とお名前、そしてまた町外の方々もいろんな刺しゅう館にお越しくださったときの記録

もきちんと刺しゅう館には残っております。 

  そういう意味で、広くこれをもう少し発信していくというふうなことで、当初、萩原家の

皆さんの思いの中に、いろいろこの本もできたし、童話もできたし、そして安沙刺しゅう館

のあの竹林の場所をきれいに整備をして、チャリティーのコンサートを３回ほど、竹取物語

というようなことでのすばらしい笛の演奏から始まって、それからまた東京からのバンドネ

オンの演奏の方々をお呼びして、地元のダンスの先生が見事なタンゴをそこで披露をしてく

ださったり、あるいは「稲取灯台思い出話」という当時のうずもれていた歌をママさんコー

ラスがそこで発表をしたり、町長もたしかお忙しい中、駆けつけていただいているので、御
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存じかというふうに思います。 

  そういう３回のコンサートを通して幅広くあの場所が多くの皆さんにも理解して、認知し

ていただけたかというふうに思ったんですが、その後、萩原朝子さんからの御要望で、時々

お手紙をいただいて、お目にかかりたいというふうなことで伺うと、映画をつくりたいとい

うような御意向がありましたもので、私、できる限り何とかお力になりたいと思って段取り

を整え、突然知り合った方でしたけれども、映画監督にその制作を依頼したところ、劇映画

が１つ企画書としてできたわけでございます。 

  しかし、私ども素人にとっては、１つの映画何億円という世界がなかなか理解できないも

のですから、ましてドキュメンタリーというふうに当初は考えておりましたので、やはり監

督との考えの相違もございましたし、さまざまな問題点から今それは保留にはなっておりま

すけれども、萩原朝子さんがこつこつとその思いを刺しゅうに込めて御協力いただいた方々

に御支援をいただきながら集めた原資がございます。それを私ども映画制作を支える会とし

て、会長、副会長をお願いをし、そしてまたメンバーを募る中で何回か会議を重ね、さあど

うしようというふうなときに、突然萩原朝子さんが亡くなってしまわれたわけでございます。

でも、その思いは私はしっかり受けとめて、天国できちっと見守ってくださっていると思い

ますので、何としてもこのドキュメンタリーの映画を制作ができればなと。そしてお預かり

している原資をどういう形でそれを生かしていけるのだろうかというふうなことが今課題と

なっておりまして、その点について、町長、ドキュメンタリー映画制作については、町長と

のやりとりも何回かございましたが、今回公の場で町長の御見解を明確にしていただく中で、

私どもの支える会も、今後の活動のあり方が明確になっていくものですから、御答弁をいた

だければというふうに思います。 

  先ほど第１問のときに伺いしました案内看板の設置ということについていかがお考えでし

ょうか。 

  そしてまた、地図等に、私が知らなかったら、前回の質問のときに、この稲取温泉の案内

図のこの中には、ちゃんと旧稲取灯台というふうなものがあるよというふうにおっしゃって

いただきまして、見てみれば確かに稲取旧灯台と、右の上のほうですけれども、ございます

が、やはり安沙刺しゅう館などは当然出ておりません。それと、ほかの観光パンフレットに

は、旧稲取灯台というのは載っていないわけです。私もちょっと旅をしたときに、灯台とか

というと何となく行ってみたいなみたいな思いがして足を運ぶわけですけれども、そういう

ことからしますと、やはりせっかくあるものを地図にちょこっと記すだけで観光客にも目が
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とまる、行ってみようかなというふうな気持ちにもなりまして、今、稲取高原としてさまざ

まな取り組みをなされている中で、この旧稲取灯台、安沙刺しゅう館、そしてまた今後、今、

ボランティアの皆さんが道をつくってくださっているという、はさみ石も含めたトータルな

観光の目玉として、もう少し手を入れられたらいかがかなというふうに思うものでございま

す。 

  萩原邸もたしか昭和53年の地震の直前に何か建ったよというふうなお話で、その後手も入

れたり、また刺しゅう館として町に寄贈してくださるのには、相当心配りもされて、あれが

全て町の財産としていただいたわけでございます。本当に残念だったのは、萩原朝子さんに

その活用についての御報告が明確にできなかったというふうなことが私は今悔やまれてなり

ません。体調がすぐれなかった昨年、ちょうど11月ごろ。にわかに結成をした支える会の皆

様方20数名だったんですけれども、会長、事務局長を中心に、お元気だった萩原朝子さんを

囲んで出発をいたしました。 

  そのときに、さあ、町の中に皆様の善意を何とかいただけるような取り組みとかいろいろ

考えておりましたし、それとまた国の文化芸術振興基金によるところの映画制作への補助金

も、私も当時の副町長がいろいろ資料を下さったものですから、それを見ながら、よし、６

月までに何とか目鼻をつけて、これに計画を上げて、３分の１くらいの補助がいただけるよ

うですので、何としても間に合わせたいというふうに思いましたところ、泉悦子監督が何か

とてもすてきな映画をつくられて、「みんな生きている」という動物愛護のそういう映画で

して、今全国で上映会をなさっています。この映画制作のこと、それとまた上映会のこと等

もございましたので、泉監督はこちらのことはちょっと保留になっている状況ですけれども、

近いうちに今後のことで御挨拶に伺う予定でおります。いずれにしましても、町長のその辺

の御見解を伺えればありがたいというふうに思います。 

  それと、町の文化財29あるというふうなことで、これらを利用した観光振興は必要だとい

うふうなこと、今、町長が明言をしていただいたこと、大変意を強くいたしました。さまざ

まあるその文化財をどう生かすかというふうなこと、そして、訪れる観光客の方々の心にど

う訴えていくかというふうなこと、少ない私どもの町のさまざまな文化財かもしれませんけ

れども、その中で、今回のこの萩原朝子さんの刺しゅう館、あるいは旧稲取灯台のあの萩原

すげさん、初代灯台守ですけれども、若干17歳のうら若き乙女が、やはりこの灯台守の難し

い勉強にわらじを２足履き潰して下田まで勉強に通われた。 

  それこそ３時、４時に足を運んで、帰ってくるのはもう夕方だったというようなこととか、
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本当に御苦労話を聞くにつけ、ぜひそういう物語を町の中に広めていくことは、観光客の皆

さんの心にもやはり残るものではないかと思うんです。当時約10人くらいのお子さんを産ん

でいるようです。その中何人かは亡くなられたというふうなことも聞いておりますけれども、

一介の主婦、乙女から結婚してその方々、お子さんたちを産んで、家事、育児をしながら灯

台守としての本当に困難の多いお仕事に御自分の使命を感じて全うをされたと。 

  そしてまたそこには、家族で支え合う態勢もあったというふうに伺っております。家族全

員が一つの目標に向かって町のともしびをともすというふうなこと、それは、やはり稲取灯

台の歌にありますように、これはうれしいことに町長が当時、町制50周年のときに、私も敬

老会とか東町のお祭りとかでその歌を披露させていただきましたもので、いい歌だから、今

回50周年記念のＣＤに町の歌をつくるけれども、その裏の面に「稲取灯台思い出話」の歌を

入れてくださるというふうなお話で、それは早速でき上がって、たくさん萩原宅にも郵送も

していただいたというふうに伺っております。ぜひこの歌は、何とも素朴な、心が本当に清

らかになるとてもいい歌でございますので、これからも機会があれば皆さんに口ずさんでい

ただきたいというふうに思う歌でございます。 

  いずれにしてもこの文化財を利用した観光振興というふうなこと、ぜひ、お忙しいかと思

いますけれども、その方向性をもう一歩深めていただきたい。そしてまた関係機関と連携す

るというふうに先ほど御答弁をいただきましたけれども、具体的に関係機関はどういうとこ

ろが、こことここというふうに明確に教えていただければ、私もその方々に直接さまざまな

資料を持ってお話に行ったり、あるいは原資もございますので、さまざまなお金の生かし方

もあろうかというふうに思いますので、御答弁をいただきたいというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず映画についての考えでございます。これはもう再三再四この議場

で言っているように、映画に関しましては実行委員会を立ち上げた中で、気運が盛り上がっ

てくれば、町としてもそれは支援する用意はありますよと、そういう考えでございます。そ

ういう考えに一切変わりはありません。 

  しかしながら、前回不幸にもこの朝子さんが亡くなったことを聞きました。やっぱり朝子

さんを含めた中で、あの一帯を町に寄贈してくれたもので、それに対しては、萩原すげさん

から朝子さん、もう灯台に対する歴史をＤＶＤにした中で後世に残しておきたいなというこ

とは町は考えております。その方向で町はやっていきたいもので、映画制作がどのようにな

るかわかりませんけれども、その映画制作に関しましては、今回ちょっと作成したいもので、
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そっちのほうのは、映画制作に関しましてはちょっと支援できないかな、そういう考えでご

ざいます。基本的にはそのＤＶＤをつくった中で、すげさんからの文書でなくとも未来永劫

その歴史が、灯台の歴史が残るような、そういう書面ではなくしてＤＶＤとかそういう中で

残しておきたい。町はそういう考えでございますもので、その辺御理解願いたいと思います。 

  さらに、委託料が83万から63万に減ったという中で、内容的にはちょっとまた教育委員会

に確認いたしますけれども、多分その委託内容につきましては変更はしたのかな。していな

いですよね。変更していない中でただ金額が減ったというだけで、その委託内容は変更あり

ません。その中で83万から減ったという中で、その辺は仕事量を減らしたから減ったという

ことじゃないことだけは、居山議員も理解していただきたいと思います。 

  その委託料につきましては、後で教育委員会のほうから答弁させたいと思います。 

  さらに観光関係機関、当然これは観光協会になっているし、文化的な文化協会があります

よね。やっぱりその辺にも投げかけた中で、基本的には町観光協会関係、そして文化財の方

も当然入ってもらった中で、観光振興についてはこれから考えていきたい、そういう考えで

す。 

  看板に関しましては、案内看板は国道にやるのは大分厳しいもので、一応このパンフレッ

トの中に、これは一番新しいパンフです。しかし、やっぱり今言ったように、確かに稲取で

ちょっとこっちに書いてある思うんで、これをちょっとこっちへ寄せまして、旧稲取灯台と

安沙刺しゅう館もそれは書いていない。今ボランティアさんがちょうどここからはさみ石の

ほうで道を整備しております。その整備している道からはさみ石が見えるようなことを町と

してもやっていきたいもので、それはちょっと新年度は間に合うかどうかわかりませんけれ

ども、そういう中で、この旧灯台と安沙刺しゅう館はこのマップの中に入れていきたいと思

っています。旧稲取灯台の改定に合わせて、それはもう少しわかるような方向でやっていき

たいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） それでは、居山議員からの稲取灯台、また関連する安

沙刺しゅう館の管理費の金額の件の内容でございますが、平成22年度から管理が始まってお

りまして、シルバー人材センターのほうへ、25年度は78万9,600円という委託料、それにつ

け加えまして、危険木の伐採だとか、あとちょっと転落防止を図らなければならないなとい

うところの柵を施工したりした関係で26万円ほどの費用がかかっております。これらをトー
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タルした中で居山議員はごらんになられたのかと思います。ちなみに26年度のシルバー人材

センターへの委託費は81万2,160円となっております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 今の御答弁の内容では、22年からの管理をしていただいているとい

うふうなことですけれども、その管理の内容ですけれども、たしか10時から４時だったか、

９時から４時だったか、ちょっと始まりはわからないんですが、シルバーの皆さんが刺しゅ

う館をあけてくださって、空気をかえたり、あるいは周辺のお掃除もしてくださったりとか、

あるいは竹林が本当にこう迫ってくる関係で、大変な作業とかも当然あるというふうには思

っておりますが、ちょっと気になる点は、あの安沙刺しゅう館をあけたとき、人がいなくな

る時間があるようでございます。１人でいらっしゃるから、いろんな状況で無人になってし

まうということが心配なので、私は行くたびに、もう１、２、３、４、５、６、７、８と、

たくさんある作品を数えて、今回も123あったというふうにするんですけれども、朝子さん

がお元気なときも本当に価値のある一番大事なものが１点盗まれております。盗まれても今

の状況でも誰もわからない。朝子さんならば、あそこにこうした刺しゅうがなくなってしま

ったというふうなことがわかるわけですけれども、私は数で今確認をしています。できたら

無人にはしないでいただきたいなと。それにはもう少し管理費をつけなければ、この管理費

では無理というふうなことならば、やはりそれはお願いをしたいというふうに思います。 

  もしどうしてもあける場合でしたら、やはり閉めていただくとか。ただ、土日開館という

ふうにうたっておりますので、あけておいていただければ、誰かひょいとこう訪ねていく。

それともう一点、できましたらシルバーの方々の中で、安沙刺しゅう館のことを少しお勉強

をしていただいて、来た方々に簡単なボランティアガイドをしていただけるような取り組み

ができないのかどうか。そのためのあれでしたら、もう少し予算をそのためにつけていただ

いて、そしてきちんと対応する。案内看板があり、そしてまたそういう行ったときにきちん

と人がいて、そしてボランティアがいろんな形でガイドをしてくださるというふうなことに

よって、より施設に対する理解も深まっていくというふうに思いますので、万一火災等にな

ったときには、もう一瞬にして燃え尽くしてしまうわけです。そういう意味の防火対策とい

うのはどうなっていますか、その点もあわせて伺わせていただきたいというふうに思います。 

  あと、今、町長はちょっと非常にＤＶＤがどうとかで、映画はどうとかとちょっとわかり
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にくいか、言いにくいかどうか知りませんけれども、当初はドキュメンタリー映画を100万

町が寄付してくださる、その関係で何としてもつくるというふうに伺っていたものですから、

それで理解してよろしいでしょうかね。ＤＶＤというふうなことかもしれない。映画みたい

なそんなことでなくても、いずれにしても当初お話ししてくださったことで対応をしてくだ

さるのかどうなのか。 

  場合によりましたら、原資をそれにプラスしてもう少し重厚なものにしていただくとかと

いうふうなことも、今後私たち支える会の皆さんと相談しながら、町のきちんとしたお考え

を伺えれば、私たちも動きようがありますし。ある意味、そうでないと機運は盛り上がらな

いのでございます。関係する方々というのは、実際には萩原さんとの接点というのは少ない

方々なんですけれども、やはりあの作品のすばらしさと物語を、ああいう歴史を通して、じ

ゃ、応援するよというふうに言ってくださっている方々で、実質のところはまだホームペー

ジもつくっておりませんし、そして全国発信というのも、もししていくならば、今ある原資

でとりあえずやるしかないかなと。ただ、町の施設でありますので、そういうふうなＰＲの

面も、町はどういうふうにお考えなのか、その点を明確に伺いたいというふうに思います。 

  ちなみに土地周辺の面積ですけれども、一体どれくらい寄贈されているのかというふうな

ことが確認で御答弁をいただきたいというふうに思います。 

  あとは、活用の検討、一体どこが中心なのかということをまず１点、確認です。 

  あと伺いましたのは、関係機関というのは観光協会だけですか。文化協会と観光協会、こ

の２つということですね、窓口は。じゃ、恐れ入ります、活用の検討と今申し上げた点につ

いての再々質問をさせていただきました。御答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まずＤＶＤの件、私、寄贈されたときから、やっぱり町としては何か

しらの形で記録を残さなければいけない、そういう考えでいました。そういう中で、今、紙

じゃ無理ですから、そのＤＶＤというか、そういうすげさんですか、すげさんから、要する

に今に至る歴史、この歴史的なものをつくりたいなと考えていた中で、突然映画の話が出て

きたもので、その予算的なもの、大体100万ぐらいのお金ですかね、その辺の感じで、じゃ、

ある程度そういう映画の制作が実行委員会で盛り上がったならば、それはＤＶＤはやらない

でそちらのほうにつくった中で、残していただければいいかなと考えて。その中で、今回大

変厳しいことを言われておりますし、まして朝子さんが亡くなったと聞いておりますもので、

町といたして、新年度にそういうＤＶＤ、灯台の歴史的なものはつくっていきたい、そうい
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う考えでございますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  そういう中で今、実行委員会がまだあるという中でいろいろ検討していますけれども、町

としてはもう明確にちょっと、実行委員会の方に申しわけないですけれども、新年度、その

歴史的なすげさんから今の現在、灯台に歴史的なこの流れの中で、そういうＤＶＤをつくっ

ていきたい、そういう考えでございますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに、一番私は、安沙刺しゅう館、本当に大変すばらしいものでございます。できれば

町といたしましては、この町のほうに持ってきた中で、皆さんに見てもらいたいのが一番で

すけれども、要するに萩原さんの意向があそこの中でやっていただきたいと言われておりま

すもので、それに沿って、建物も大分古いです。だから、そういう面で防火的な面でも全然

多分なっていないと考えております。その中で１点、エアコンに関しまして１基だめになっ

たから１基をなおす、そういうことはやっていきますし、やっぱりあそこの中で開館を維持

するのは大変厳しいもので、町としてはできれば移転して、多くの方に見てもらいたいとい

うのがあれですけれども、萩原さんの意向がありますもので、その意向に沿った中で、今後

町はまたやっていきたいと考えておる。 

  さらに、無人の関係も出てきました。やっぱりせっかく来た中で、観光客が見えないとな

ると、これはまたマイナスイメージになるもので、ただ、土日開催している中で、またその

予算的な面もありますもので、それはちょっと検討させていただきたいと思います。 

  さらにボランティアの説明、これも本当にそうすれば大変すばらしいんですけれども、そ

れは一応シルバー人材さんにも投げかけますけれども、すぐそれができるかどうかわかりま

せん。一応投げかけた中で、そういう方向でできればなということは今、私も感じておりま

す。 

  土地の面積は、すみません、今ちょっとわかりませんもので、後で居山議員にお知らせし

ていきたいと思います。 

  防火対策、やっぱり今言ったように、今の現状のあれじゃ大変古いものですから、その対

応はしておらないのが現状だと考えております。 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） ＰＲのほうも、言ったように、さっきのマップの中でやりますから、

その辺は検討していきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、社会教育のあり方を許します。 
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  12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） それでは、第２問に移らせていただきます。 

  社会教育のあり方についてでございます。 

  これは私、かなり長い期間、社会教育委員として活動させていただきまして、勉強させて

いただきました。非常に私自身も勉強が不十分でして、その任を全うできたかは本当に課題

でございますけれども、その活動の中で、平成３年に生涯学習大綱というものがつくられて、

そのままになっていたというふうなことを何人かの皆さんと、これはちょっと問題じゃない

かしらみたいなことで委員会の中での発言、あるいは多分この場でも申し上げたのかあれで

すけれども。いずれにしても、平成18年に教育基本法が60年ぶりの改正をする中で、生涯学

習のあり方、社会教育委員としての役割、またさまざまな法の見直しがされて、今、私たち

がこの現代における地域課題というようなものに対して、社会教育を通し、生涯学習を通し、

地域の皆さんで自分たちの地域の課題を見つけ出し、なおかつその課題解決のための生涯学

習、社会教育というふうなことでの転換だったかなというふうに思います。 

  この生涯学習大綱が、その生涯学習推進委員の皆さんを初め社会教育委員で検討もされ、

一昨年でしたでしょうか、完成をし、今、皆さんの御家庭にも、それがダイジェスト版とい

うような形だったかもしれませんけれども、配布もされております。この東伊豆町生涯学習

推進大綱というようなもので、「心ゆたかな人をはぐくみ みんなが主役のまち東伊豆」を

目指してということで、特に、学び、つなぎ、生かすという、こういうことがメーンに掲げ

られています。 

  私、この大綱というものを前の質問のときにも教育長にもちょっと伺ったわけですけれど

も、すごいいいものができ上がっているんですが、できた当座は私も広げましたけれども、

正直申し上げて、ちょっと後は眠っている状況だったんですが、やはり、じゃ、この推進大

綱が一体いつまでにどのようにしていくかというふうなことになりますと、なかなか数値に

はあらわし切れないものがありますので、その辺が非常に難しいところかというふうには思

いますが、やはり見ていくと、とても大事な点が指摘をされております。 

  そういう意味で、お手元にございますでしょうか。この12ページのところ、特に生涯学習

のその観点について、後ほどお伺いをさせていただきたいというふうに思いますけれども、

この質問の中ではまず３点、①としての生涯学習の大綱がどう生かされているのかというこ

と。２点目では、町民への啓発、あるいは周知ということがどうなされたのかということ。
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さらに、その後の改善すべき点というものをいかがお考えなのかということを教育長にお尋

ねをしたいところでございます。よろしく答弁をお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 第２問、社会教育のあり方は、教育委員会の関係も、教育長より答弁

させますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 

（教育長 金指善郎君登壇） 

○教育長（金指善郎君） 居山議員の第２問、社会教育のあり方については３点からの質問で

すので、順次お答えいたします。 

  １点目の生涯学習大綱はどう生かされているかについてですが、議員が先ほどおっしゃい

ましたように、平成の初めに国の方針として、誰もが生きがいを持って生活ができるように、

いつでも、どこでも、誰でも学習できる生涯学習社会の構築を目指して各市町村に生涯学習

大綱の策定を義務づけました。それに伴い、当町では平成３年に生涯学習大綱を策定、完成

いたしました。 

  平成18年には、約60年ぶりとなる教育基本法が改正され、その中の第３条には、生涯学習

の理念が新設され、さらには家庭教育、幼児期の教育、学校、家庭及び地域住民等の相互の

連携協力など、生涯学習及び社会教育に関する見直しがなされました。 

  このような社会状況の変化を踏まえまして、平成24年度に当町にふさわしい生涯学習推進

大綱の作成に着手いたしました。策定には、生涯学習推進委員、社会教育委員、教育委員の

皆様に御協力いただき、さらにはパブリックコメントを実施し、新しい生涯学習推進大綱が

完成いたしました。 

  そこで、平成25年度からは、この新しい大綱に基づき、基本理念である「心ゆたかな人を

はぐくむ」を目指し、生涯学習を初めとする社会教育事業の企画、運営を行うよう努力して

いるところでございます。 

  ２点目の町民への啓発、周知についてですが、生涯学習推進大綱につきましては、各委員

の皆様を初め文化協会加盟団体等へ配布し、残りは図書館に保管して、自由に閲覧できるよ

うにし、必要に応じてはお配りもしております。また、町のホームページに掲載して、いつ

でもごらんいただける環境の整備に努めております。さらには、生涯学習推進大綱の精神を

生かした具体的な取り組みの御案内として、「生きがいの道しるべ」という生涯学習推進事
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業案内を、これは全戸配布して周知啓発に努めております。 

  ３点目の改善すべき点はいかがお考えかについてですが、この大綱に基づく生涯学習、社

会教育の運営から約２年が過ぎようとしておりますが、生涯学習、社会教育というのは、す

ぐに目に見えて効果があらわれるというものではないと認識しております。ある一定の期間

をかけて町民の皆様とともに地道な学習活動を続けていくことにより、少しずつ成果として

あらわれるものだと思っておりますので、今の時点での改善すべき点というのは考えており

ません。 

  ただ、教育委員会の力だけでは、「心ゆたかな人をはぐくむ」と掲げた基本理念や目標の

達成は難しいと思いますので、町民の皆様の御理解と御協力をここに改めてお願い申し上げ、

当町の生涯学習の推進に努めてまいりたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 御答弁ありがとうございました。 

  社会教育委員として、時に皆さんに耳の痛いこととか、そしてまた、余り普通の人なら言

わないだろうなというようなこともあえて申し上げてきて、うるさい居山で多分通っている

かなというふうに思います。 

  しかし、最近読みました本に、「嫌われる勇気」というようなタイトルの本があって、あ

る方が私にプレゼントしてくれました。それを読んだら、なるほど、やはり時には自分の思

っていることもやっぱり言っていかなければいけないんだな、言わなければ何も変わらない

なというふうに思いまして、多分、私をずっと20年見守っていた方が、いいよと。あんたの

それキャラクターだから、そのまま行くしかないよというふうに言ってくれたような気がし

ました。 

  余談になりましたけれども、今、私とても男女共同参画ということを叫び続けた平成７年

から今日まで、計画はできるんだけれども、やはり現場に徹底が難しい。そして、それがど

こまで推進できているだろうかということになると、その検証も難しいし、していないと。

幸いなことに、まず唯一我が家は男女共同参画が20年かかって実現しまして、よかったなと。

そうでなければとても私みたいな不器用な人間は、20年近くこうして仕事をさせていただけ

なかったというふうに、家族に感謝しているんですけれども。いずれにしても、まだまだこ

の町の中で不用意に発言をすることが多いのではないかなと。非常に言葉で人を傷つけてし

まうというようなことがありまして、再三申し上げるんですけれども、刃物で人を傷つけれ
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ば、傷の深さで、血の出方で痛みはわかる、深さはわかる。ところが、言葉で投げかけたも

のは何も表面にはあらわれないんですが、その方の心の中にずさっと生涯に残る傷があるわ

けですね。 

  そういう意味では、私たちもこういう時代ですので、人権の尊重、そしてまたその人の置

かれた状況というものを本当に踏まえた上で、心ゆたかなというふうなこと、私も20年やっ

ていて、一体どうなのというふうに言われると、本当に寂しい限りなので、自分自身もまず

心ゆたかな人をしっかり目指そうというふうに今日は実は、心にひそかに決意をしたところ

でございます。20年ぐらいたったときに、居山さん、ようやくあんた人間らしくなったじゃ

ない、とげがとれたよと、丸くなったねと褒めていただけるように頑張りたいなというふう

に思います。 

  今、教育長の御答弁されたことなんですけれども、どう生かされているかというふうなこ

とでは、確かになかなか難しいわけでございますけれども、先ほどこの社会教育関係の予算

の一覧表を私も改めて見てきたんですけれども、多いか少ないかはいずれにしても、これ平

成13年からのいつもの社会教育の委員会の中でのデータなんですけれども、補助金の推移が

あるわけです。時に見直しもされ、減っているところもありますけれども、金額にかかわら

ず、それぞれに補助金が与えられている中で、やはりぜひその効果というものは、いただく

人が真摯に自分なりに検証をして、町に多少報告するような、そういうシステムみたいなも

のができないのかどうなのか。 

  例えば松などの文化財とかそういうのに対しての補助金なども、何年何月にこういう消毒

をやりましたとか、いろいろなことの報告とかを町が受けているのかどうなのかなんですけ

れども。ある大事な松をお持ちのお母さんのおっしゃっていたことが印象に残っているんで

すけれども、何せこの松は道楽息子が１人いるようでお金がかかるんですとおっしゃってい

ました。とてもこんな補助金では済まない管理がなされているのではないかというふうに思

いますが。 

  あとは、生涯学習の中での取り組みですが、担当の皆さん、一生懸命やっていてもなかな

か人が集まらない。そして、子供たちもだんだん少なくなってきている。もういろいろ苦し

みながらの事業の推進かなというふうには思うんですが、そういう場合には、思い切っても

う一回事業の見直しをしていくということも必要ではないかなというふうに思います。 

  特にスポーツ関係等、いろんな資格のある方が担当してくださっているものですから、人

数の多い少ないにかかわらず、これとて決して十分な補助金ではないとは思いますけれども、
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いずれにしても、生涯学習のあり方、一生懸命取り組んではいますが、限られた人たちが、

やはり私も含めて、結構長いスパンでずっとやってきて、そして次に移行していかないとい

うことがあるんですね。 

  できましたら、ちょっと話が前後して教育長、恐縮なんですが、改善点としては、私、こ

れぜひシニアクラブに皆さん移行するように、こういう生涯学習をやった方々が地域の中に

入っていただいて、そして生涯学習で取り組んだものとか、あるいは御自分の特技やまた研

究されてきた、つくり上げてきたものをぜひシニアクラブの中で大勢の高齢者の皆さんと楽

しみながら、しかもその方の持っている才能が大いに生かされるような仕組みとして改善を

していただければなというふうに思います。 

  教育長、今、町民の理解と協力をというふうにおっしゃったように、もっともっとこの生

涯学習推進大綱を改めて読んで、おのおのが自分を反省して、また、一体、私自分に何がで

きるだろうかというふうなことで、地域を生き生きとしていく、その取り組みをしていけた

らなと。つきましては、何かその勉強する機会とかフォーラムみたいなものとか、何か一工

夫できないものなのかというふうなことを検討していただきたいというふうに思います。 

  特にこの12ページの中にあります生涯学習拠点の整備とか充実ということにつきましては、

私どもは公民館というものが従来の公民館の館長がいてのものとは違う中で、やはり一歩ほ

かの地域とはおくれてしまいます。それは小さな町であるがゆえに、残念なことではあるん

ですけれども。 

  しかし、図書館の司書が幅広くいろいろな情報も、そして勉強もしているわけです。ぜひ

図書館司書を活用した生涯学習講座の取り組みについて、今もされているかとは思いますけ

れども、意外に子供たちへのそういう取り組みという、人形劇とかそういうもので終わって

いるような気がしないでもありません。図書館フェスティバルとかいうのもやっていらっし

ゃるかと思いますけれども、もう少し大々的に、この時代で皆さんが求めている、特に団塊

世代が多く退職をしてきておりまして、その受け皿となるものが少ないというふうに思いま

す。 

  シニアクラブでは、とても俺はまだ、私はまだ老人クラブとかでは入りたくないと。若干

名前を変えてシニアクラブというふうにして、奈良本とか東町、若干取り組みをしています

けれども、受け皿がないというところはとても残念だし、もったいないというふうに思いま

すので、またいきいきセンターの夜間の活用等についても、あれは介護予防施設等でありま

すけれども、補助金等、国からのしがらみもそろそろとれているかというふうに思いますの
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で、この辺の活用についての可能性を町長、伺いたいというふうに思います。 

  あと、「生きがいの道しるべ」のお話が出ました。これ大変立派なものを毎年、各戸配布

になっていますよね。ただ３分の１は回覧板が届いていない我が町におきましては、３分の

２しかこれは見ていないわけです。こういう「生きがいの道しるべ」、さまざまなものは用

意はされていますけれども、知らない方が多いわけでございます。じゃ、どこでどういうふ

うにＰＲできるのよと、町長にもさんざん突っかかりました。回覧板を何とか改善してくだ

さいということも再三申し上げておりますけれども、難しい課題ではあります。 

  いずれにしても、せっかくの税金を使ったこういうものが、幅広く大勢の皆様の目に触れ、

そしてその中から個々に自分のやりたいことが選択ができる、そして長く続けられるという

のが生涯学習の本旨かというふうに思いますので、教育長が先ほど御説明された法の解釈か

らしても、そういうことかというふうに思います。 

  さらに今大事な点は、やはりボランティアということの養成もございます。これは60代か

ら、今90代の団塊世代を含めた方々のシニアクラブの組織の改革というものも求められてい

くのではないかと思います。国からは、たしか680億ぐらいこの予算はおりてきて、県と町

に補助金がおりているわけでございます。そしてまた、区からもシニアクラブにはいろんな

補助金も来ています。これをきっちりと有効に活用してもらうために、民主的な運営がなさ

れなければなりません。長く１人の方が御苦労してやるということよりも、任期が２年とか、

最高４年とかというふうなことで、新しい方にどんどん役員がかわっていけるような、そう

いう体制も生涯学習のこの視点から、老人クラブ、シニアクラブに任せっ切りではなく、こ

こが非常に盲点だというふうに私は考えておりますので、高齢者の皆さんの本当に生涯にわ

たる大きなスキルを町に今いただかなくては、私たちはこれからこの町が存続は難しいので

はないかというふうに思います。 

  さらに町長、ボランティアをやっていた場合のポイント制度ということもあわせて、介護

保険のほうに限らず、もう少しダイナミックな取り組みを生涯学習という視点から、ゆたか

な人をはぐくむ、そしてまたみんなが主役の町ということでは、ダイナミックな施策が求め

られるわけでございます。ぜひ大幅な見直し、取り組み、そしてまた新しい人材、よそから

引っ越してこられたマンションにいらっしゃる、あるいは別荘にお住いの方々からも非常に

いいアイデアを今いただいておりますので、そういう方々も、私もよそ者です、よそ者と若

者とばか者と３つがないとまちづくりはうまくいかないということを大先輩からお話は聞い

ておりますので、教育長が言われたように、みんなでまず心豊な町をつくることによって、
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観光客の皆さんが気持ちよくうちの町を訪れてくれる。 

  ちょっと皆さん、挨拶下手ですよね。さっきぱっとすれ違った人、私わかんないけれども、

おはようございますと言ったら、向こうは何も言わなかったの。あれ、誰だったっけかなと

思ったら、顔がわかったんですけれども。そう言ったときに、ヤッホーと、やまびこだった

ってヤッホーと返るわけですので、努めて自分が挨拶をされた声と同じくらいの大きさで挨

拶を返していただきたいな。それは町民の皆さんから、役場に行ったら、私はおはようござ

いますと言ったのに、その人は頭を下げただけで寂しかったと言うんです。やっぱりおはよ

うございますと言ったらおはようございますと返してほしかったわというのが町民の方のお

声でした。 

  私たちは、町民と接する中で、１人１人の小さな声をここでお伝えをして、職員の皆さん

の意識の改革と、それから行政マンとして、町民の皆さんへのサービスの向上に努めていた

だきたい。小さな出来事かもしれませんけれども、それは多くの皆さんが同感だわと。役場

というのは無愛想で、非常に敷居が高くて、みんな上から目線だわというふうに思っておら

れる住民が多いのではなかろうか。ぜひ職員の皆さんみずからが心ゆたかな人になってお仕

事に励んでいただく、豊かな東伊豆町の建設を私は心から望むものでございます。町長の御

答弁を、教育長の御答弁もいただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 町民の方はいろいろいます。その中で、私も朝礼では挨拶は必ずしろ、

必ず毎月言っております。そういう中でまた自分の管理責任がまだ足りないのかなと思って

おりますけれども、以前よりは少しよくなったんじゃないかと自分は思っています。まだま

だ、それはわかります。今、その一般町民の方は最高を求めてきますもので、とにかく挨拶

運動と電話での応対はよろしくお願いしますと毎回言っておりますもので、もう少し長い目

で見てほしいということはおかしいですが、これは、また何かあったらこっちに言ってきて

もらえれば、これは再三再四また言っていきたい。やっぱり挨拶運動が町おこしの原点だと

私は思っておりますもので、挨拶運動のできない町はだめだと思っていますんで、それはも

う率先してやっていきたい、そういう考えでございますので、よろしくお願いいたしたいと。 

  いきいきセンターのこの活用の方法。やっぱり今、補助金の関係がありますもので、補助

金が切れた段階でまたいろいろな活用方法が出てくるんじゃないかと考えておりますもので、

その補助金の関連との中でいきいきセンターを活用していきたい、そういう考えでございま

す。 
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  シニアクラブ、これは内容とかいろいろなことを言いましたが、その内容まで果たして町

が立ち入っていいかどうか、その辺はまたいい方向でいっていただければいいと思いますし、

シニアクラブが本当に活性化していただけることは、老人会も、町としても大変ありがたい

ことでございます。これからそういう世代が大変多くなってくるもので、そういう中でまた

いい方向でいければ大変ありがたいと思います、よろしくお願いいたします。 

  ほかのことは、事務的なことは教育長のほうから答えさせます。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） 生涯学習大綱につきましてですけれども、昭和の終わりが生涯学習

じゃなくて生涯教育だったですね。それが生涯学習というのに変えるという国の方策があっ

て、そのときに生涯学習大綱というものをつくると。今回は20年ぶりの見直しということで、

生涯学習の大綱ではなくて、私どもはあえて生涯学習推進大綱という名前にいたしました。

生涯学習を推進していくということを考えて、その根本の理念にしようということで、この

大綱を作成いたしました。これは、前回から20年たってつくり変えましたので、これも四、

五年ですぐつくり直すというようなものではなくて、もっと10年先、20年先をにらんで一番

理想的なところを上げてみようじゃないか。それに基づいて一歩一歩近づいていくことがま

ちづくりにつながっていくのかなと、そんな意識を持ってつくりましたものですから、ここ

に書いたから、よし、来年はできるぞという、その辺がまだちょっと弱いところがございま

す。 

  それから、社会教育委員会の中で、居山さんも社会教育委員としてやってくれております。

そこの中で何度か心にぐさっというようなことがございましたけれども、それがいいことだ

というお話でした。 

  あと、質問の中で、補助金の効果とかそういうことは報告を受けているかということです

けれども、それにつきましては、補助金をこういうふうに使っているというようなことで、

全部報告は受けてございます。ただ、松の木とかいろいろある生き物を管理する管理費、石

を管理する管理費、いろいろな難しさがあって、ほとんど、ほんの微々たる補助金であると

いうふうなことで、もうほとんど全てお願いをして指定させていただいているということが

ございますので、補助金の割には何もやっていないじゃないかというようなことは全くない

というふうに思っております。 

  それからあと、生涯学習事業の中でといいますか、教育委員会が特にやっている講座、教

室関係については、社会教育委員会の中でも少し見直したほうがいいよというような御指摘
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を受けていまして、それについてはスポーツ推進委員の皆さんと一生懸命検討は重ねている

という、そういう状況でございますけれども、そういうスポーツ、学習に参加できる人間と

いうようなところで、１つにはＰＲが下手だというようなこともございますけれども、生涯

学習そのものが町民のどうでしょうね、７割ぐらいの人はもうまだそこまではいかないと。

自分の生きるための生活のための働くこと、そういうようなことで一生懸命であると。それ

はそれですばらしい生き方だと思います。ただ、人間ある時期が来て、子育ても終わって、

仕事も一段落して、あるときぽっとこう自分の時間が余ってしまったときに、多分私も数年

先にはそんな時期が来るのかなと思いますけれども、そういうようなときに、あ、自分何を

やりたいのかな、こんなことをやってみたいなというときに、町の中に、こんなところへ行

けばこんなことが一緒にやれるよとか、そういうような場所が少しでも多くできたらいいな。

それがまた一つ社会教育のほうの仕事になってくるのかな、そんなことを思っております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 御答弁ありがとうございました。 

  私もう一つ、ぜひ提案申し上げたいのは、人材バンクということでございます。これは、

今回初めてではなく、別の質問のときにも申し上げているんですが、町民の皆さんからぜひ、

私はこういうことができる、こういうことをやりたいと。何かのときにはお手伝いができま

すとかというような、その人材バンクをつくっていただいて、いざというときにはあの方、

この方とお声かけをしながら、講師を見つけたり、あるいはまた新しくどんどん新陳代謝し

ていく意味でも、同じ方がずっとというのは、やはりどうしても、どんな組織もそうなんで

すけれども、活性化できない状況にどうしてもなってしまいます。その方に力がないという

のではないんですが、やはり新たなことで、新たな視点で取り組んで、人がかわると随分状

況が変わるというふうなことはございます。 

  そういう意味で社会教育ということの重要性をここ数年来、私は非常に感じるものですか

ら、私も今、入らせていただいている友路学級の皆さんとその前のなんでも学級ですけれど

も、もう十四、五年になりますでしょうか。こういうことも係長だった坂田係長からもいろ

いろと御指導を受けて、その友路のメンバーも勉強して、私たちは自分が楽しむだけではな

くて、地域課題を見つけ、そしてその課題克服のためにみんなで話し合って、こういうふう

にやっていこうといこうということで、それに一つ一つ自分たちが実践をしていくと、町の
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ために何ができるのかという、その視点を生涯学習の中にきちんと位置づけていくというこ

との大切さが今回の教育基本法の基本にもなっていることかというふうに思います。自分だ

けがよければいい、自分だけが幸せならばいいなんていうことは、今のこの日本全体の災害

の状況を見たときには、決して対岸の火事ではありませんし、この東伊豆町の住民は運命共

同体ですので、お一人お一人が自分の持てる力を100％、120％にも発揮して、いざというと

きに力を合わせ支え合えるような、その地域づくりをしていくためにも、お互いにこういう

ことを通して考え方を変えていかなければいけない。考え方を変えれば世界が変わるという

ふうに吉川英治から学ばせていただきました。 

  これが大きな私はポイントかというふうに思いますので、その意味では、まず自分が変わ

っていく、心ゆたかな人を目指していきたいというふうに思いますが、御答弁をいただけれ

ばというふうに思います。教育長、よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） 先ほどちょっと申し忘れました。教育委員会で開いている教室につ

きましては、理想的には３年やったらそのグループは、その教室から卒業して、自主運営を

してクラブ化していくというのが教育委員会が求めている理想なんですけれども、実際にこ

うやってみて、なかなか３年で自分たちだけで運営ということはできなくて、もう少しもう

少しというようなことで伸びているというようなこともございますけれども、早くひとり立

ちしていただきたいなという思いはございます。 

  それから、人材バンクにつきましては、生涯学習サポーターというようなことで、教育委

員会としても募集をしております。そんな中で、ほかの町から東伊豆町へ移り住んだ人の中

で、私こんなことができますから、もしよろしかったら使ってくださいと言っていただいて

いる方も何人かおりまして、ただその数がまだまだ少ないものですから、ぜひそういう自分

がこんなときがあるよ、ちょっと皆さんに教えられるよというようなことがある人は、ぜひ

教育委員会のほうまでお知らせいただければ大変ありがたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第３問、防災対策を許します。 

  12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 大変長くなりまして、議員の皆さんにお叱りを、早く終われと言わ

れそうでございますが、しゃべるのが私ども議員の仕事でございますので、あと20分、最後

の防災対策について質問をさせていただきたいというふうに思います。 
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  まず今回、我が稲取東地区で、うれしいことに区長さん初め会計さんが伊豆新聞で報道を

されましたように、知事褒章をいただくことができました。この東伊豆町稲取東地区自主防

というふうなことでございますけれども、町長を訪ね、受賞を報告した模様が新聞に報道さ

れておりました。 

  かねてより私はこの隣組単位でとにかく話し合いをしていくことがどんなに大事か、必要

かというふうなことをもう十数年前から提案をさせていただいて、そしてまた東京都で防災

関係の専門家の方が、もうこの取り組みをされたということを何年か前に聞きまして、その

名前が防災隣組というふうなことでした。 

  議会の場でも提案もさせていただきましたし、また同じく区長さんもこの取り組みに賛同

をしていただき、非常に面倒くさい作業だったかと思うんですが、区民の838人、そしてま

た375世帯、これを約四、五世帯の隣組の単位をつくって防災隣組というふうにしていただ

いてから、たしかもう三、四年たっているかと思います。そのスタート時には、やはりちょ

っと意識もしっかりあって、話し合いをしたり、もっとも３・11の後だったものですから、

みんなそれは必死だったわけですけれども、残念ながら、やはり少しずつ薄れてきてはいる

んですが、こうした取り組みが評価をされたわけでございます。 

  また、安否確認とかリヤカー搬送とかをして、一人でも多くの命を守りたいというふうな

ことでの取り組みに対する表彰で、このときの岡田区長のお話が新聞にも報道されておりま

して、防災隣組は、向こう三軒両隣を基本にした災害時には互いに声をかけ助け合い、被害

を最小限に抑えるようにしたいというふうにおっしゃっております。 

  組織はもうできておりますので、やはり呼びかけとして、私はこれを全町に、全区にまず

組織はつくっていただいて、そして町のほうでしっかりと防災の会議を、防災隣組単位でや

ってくださいというふうな呼びかけの日を１日、３・11の日でもいいんですけれども、必ず

そういう話し合いの会議を持ってくださいというふうな訴えを町からしていただくと。それ

について、区でまだ組織ができていないところは、場合によったら隣組でもうちょっと大き

な世帯になるかもしれませんけれども、隣組単位、防災隣組単位での防災会議のその呼びか

けについて、町がリーダーシップをとっていただきたいということについて、町長から御答

弁をいただきたいというふうに思います。 

  大川区の皆さんの取り組みも行政報告の中でありました。見事な以前からの取り組みが評

価もされたようでございますし、何と首相官邸においての防災功労者内閣総理大臣表彰式と

いうようなことで、大川区の皆さんの取り組みも大きなお手本になっていくものかというふ
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うに思います。あるいは西町もかつては黄色いリボン運動等で、その防災、今もやっていま

すか、今もやっているようで安心しましたけれども、やっぱり叫び続けないと、いつの間に

か運動というのはそのまま消えてしまいますので、毎度毎度誰かが黄色いリボン運動、防災

隣組というふうに叫び続けていくことによって、皆さんの意識の中にきちんと定着をしてい

くことかというふうに思います。 

  その観点で私がお伺いしたい点でございますが、前座が長くなりましたけれども、まず今

回の防災対策のその１としましては、この東町の取り組みを全町に広げ、命を守る防災対策

を進めるお考えについてお尋ねいたします。 

  また、２点目は、防災対策の見直しで特筆すべき取り組みについてお尋ねするところでご

ざいます。御答弁お願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 居山議員の第３問、防災対策については２点からの質問となっており

ますので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の東町の取り組みを全町に広げ、命を守る防災対策を進めるお考えはについて

ですが、行政報告でも報告させていただきましたが、東区自主防災会がこのたび地域防災活

動知事褒章を受賞されましたことに心よりお祝いを申し上げますとともに、今後も引き続き

地域の防災力向上をお願いするものであります。 

  東区の取り組みである防災隣組による防災会議の開催でありますが、各区におきましては、

東地区の方法とは若干違いますが、隣組単位を中心として、防災訓練時において話し合いを

していただいている地区もあると伺っております。 

  東区が先進的に隣組単位での防災会議に取り組まれておりますので、会議の開催方法、ま

た利点、課題など、東区の開催状況を参考にしながら、各自主防災会へ情報提供により働き

かけていきたいと考えております。 

  次に、２点目の防災対策の見直しで特筆すべき取り組みを伺うについてですが、東日本大

震災を教訓に、県の被害想定など津波対策の強化が全国各地で進められていることは御存じ

のことと思います。 

  当町におきましても、郡内の市町に先駆け、平成24年度から津波対策の一つとして、国の

補助金を活用し、津波危険地域に位置する公共施設等の移転、建てかえ、もしくは代替施設
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の建設など、住民の生活、命を守るための施策を進めているところであります。 

  また、町と自主防災会が情報共有、連携した取り組みを進めてきたことにより、総合防災

訓練や地域防災訓練、津波避難訓練を通じ、津波危険地域の自主防災会を中心に住民の皆さ

んの避難に対する意識の向上、いわゆる自助、共助による防災対策が向上していると感じて

おります。 

  さらに、津波以外においても、地震動による家屋の倒壊や土砂災害に対する避難など、

年々大規模化する自然災害に対し、率先した自主防災会の本部開設、避難場所の開設など、

対応が図られてきておりますことに、町といたしまして、着実に実を結んできていると考え

ております。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 町長、ぜひ今御答弁をくださいましたように、今回の東町の防災隣

組の会議の開催の方法等を確認をしていただいた上で、各自主防へ働きかけてくださるとい

うふうなことのとても心強い前向きな御答弁をいただきまして、本当にうれしく思います。

本当に、ソフト面ではありますけれども、やはり町がリーダーシップをとりませんと、各区

で思い思いにいろんな対策はとってはいても、トップがかわって、また役員さんがかわれば、

そこがなかなか続いていかないわけでございます。最終的には、やはり町の防災担当の皆さ

ん方のより高いノウハウを持ったところの指導性というものが各自主防にも求められるんで

はないかなというふうに思いますもので、その辺を期待をさせていただきたいというふうに

思います。 

  あと、東町の公民館を防災センターにするみたいなお話がある中で、せんだって班長さん

とか組長さんとかという方々を中心に、区長さんを中心に、東町での話し合いがなされたよ

うでございますが、私は参加をしておりません。町長、その辺の考えについて、前も東町公

民館の防災センター云々というようなことを御答弁としていただいておりますもので、どう

いうふうな状況になっているのか、伺えればというふうに思います。 

  私は、この防災対策の見直し、当初避難タワー、あるいは避難ビルの指定等々叫び続けて

まいりましたけれども、これはなかなか難しかったです。結果的に静銀さんがああいう形で

避難ビルを、脇に避難タワーを設置してくださったことによって、今回初めての東町の訓練

でそれを使わせていただいたわけでございます。あわせて、言うならば私たちのこの津波の

危険な区域に住む東町の皆さん方の命を守る施策として、かつてシェルターですよね、これ
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をどういうふうにお考えかというふうなことも町長には質問をさせていただいております。

その辺の経過も伺えればというふうに思いますので、御答弁をいただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点目のこの防災対策、これ今、東町は防災隣組、さらに北川と

かは、まずは稲取の西町地区、北川地区、黄色いハンカチで安否確認をやっております。そ

ういう中で、壇上で言ったようにこの東区の取り組み、大変いいと考えておりますもので、

内容的な開催方法、利点、課題など、聞いた中で、各区に働きかけていきたい。これはもう

壇上で言ったとおり、その方向で町はやっていきたいなと考えております。 

  さらに、防災の東区の関係、これはやっぱり自分も考えて、津波に関しては一番東区が危

ない、危険地域だなとはもう前々から言っております。そういう中で、区長、自主防災会長

さん、そういう場所がありましたならば、次の整備はもう東区さんでいきますよということ

は言いました。 

  その中で先般、基本的には隣地の所有者の許可とかそういった面が得られれば、現在の公

民館、それを建てかえて防災センターを建設したい、そういう方向で町に報告が来ました。

その中で、町も財政が大変厳しくありますから、できればそういうことがまとまれば、平成

29、30年で東区の防災センターをやりながら、東区民の命を守っていきたい、そういう答弁

をいたしました。 

  現状ではそういう状況なので、あとは隣地との所有者との話し合いがどうなっているか、

それがうまくまとまれば、現公民館のところに新たに、取り壊した中で公民館建設、防災セ

ンター建設、そういう方向でいきたいということは、自主防災会長からそういう報告は受け

ております。それ以上のことは、東区の区民にどんな説明をしたかわかりません。町の報告

は一応それで受けておるのが現状でございます。 

  シェルターに関しましては、やっぱり自分自身、避難タワーはちょっと東区には場所もな

いし、景観も悪いもので、津波シェルター的なものは１基とりあえず実証実験的にできれば、

まだ許可を得ておりません、子供が集まるところに設置したいと考えておりますけれども、

その強度的にまだその辺はちゃんとわかっておりませんので、その強度が実証されたならば、

町としても１基ぐらい、そこに設置はしていきたい、その考えにはもう変わりありませんの

で、その辺は御理解願いたいと思います。 

  町のリーダーシップは、基本的にはさっき言ったような防災対策に関しましては、東区さ

んの中を聞いた中で、そういう方向でいったらどうかと、リーダーシップというか、それは



－154－ 

投げかけていきたいと考えております。要するに基本的には、それに対しまして各区の考え

が、西町と北川地区におきましては黄色いリボン、それで防災対策をやっておるし、東区さ

んは隣組をやっています。皆さんがいい方向でやっている中で、東区さんのことをいろいろ

聞いた中で、これがよくて、また課題も少なければ、当然町としてはその辺はリーダーシッ

プをとって、それはやっていきたいと考えております。以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） これで最後の質問になりますが、町長の今いただきました御答弁を

しっかり心にとどめ、そしてまた議会だよりの中にもきちんと記録をとどめていきたいとい

うふうに思います。 

  いずれにしましても、津波シェルター、これはどこにどういう形でということはあろうか

と思いますけれども、やはり正定寺の子供たちが何かのときにとても間に合わないだろうと

いうふうなこともありますので、場合によったらその園庭とか、そしてまたとりあえず１基

導入する中で、ほかに緊急で何とか設置できるようなところは広げていただくと。シェルタ

ー、タワーが無理ならば、せめてそういうような形での対応を望むものでございます。 

  もう一点、東町の公民館については、現状の場所でいいのかどうなのか。あそこはたしか

12メートルか13メートルくらいかというふうに思います。３・11のときの岩手の、御存じの

ように鵜住居の防災センターで200人からの住民が毎回そこに避難訓練で避難をしていた関

係で、そこに逃げ込んだところが、もう海抜わずか十数メートルのところだったものですか

ら、多くの被害者を生んでしまったことは、先般我が町に来てくださいましたその当時の岩

手の防災担当の課長から、本当に苦しい胸のうちを語っていただきました。 

  ですので、それは今後数十年先も見据えた上で、絶対大丈夫なのかというふうなことも含

めた上での東町の防災センター建設についてよろしくお願いをしたいというふうに思います。 

  御答弁をいただきまして、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） シェルターに関しましては、基本的には自分の考えの中で、子供をま

ず第一に守りたいという中で、まだ相手先の全然理解も得ていませんもので、名前は伏せて

おりますが、何しろ１基は実証実験でやっていきたい。これはそういう考えでございます。 

  次、防災センターに関しましては、基本的には地元の考えを町は優先したいと考えており

ます。当然東区民全部をその防災センターに逃げた中で、助けることはとてもこれはもう面



－155－ 

積的に無理でございます。そういう中で、当時来たときは、全然構想でありまして、当時の

建物は２階建てで、３階に行けば当然もう20メートル以上になるもので、その第二次災害、

十何メートル以上のあれに対しても大丈夫だということは聞いている中で、そこの現時点で

公民館をやりたいと。しかし、全ての区民を助けることは、それは当然無理なもので、それ

以外のところには当然避難場所とか、そういうことは当然また、それができたから終わった

じゃなくて、それ以外の避難場所に対しても、当然整備していかねばばならないということ

は、そう考えておりますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○１２番（居山信子君） ありがとうございました。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で12番、居山さんの一般質問を終結いたします。 

  この際、２時45分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時２８分 

 

再開 午後 ２時４３分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◎日程第２ 専決承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年 

              度東伊豆町一般会計補正予算（第６号）） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第２ 専決承認第４号 専決処分の承認を求めることについて

（平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第６号））を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 専決承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（平成26年度

東伊豆町一般会計補正予算（第６号））。 

  ただいま上程されました専決承認第４号 専決処分の承認を求めることについて、提案理
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由を申し上げます。 

  地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

  この専決処分につきましては、去る10月６日の台風18号及び10月14日の台風19号の影響に

よる被災箇所について、早急に復旧対応する必要が生じたことから、平成26年度東伊豆町一

般会計補正予算（第６号）を処分したものであります。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） ただいま提案されました専決承認第４号 専決処分の承

認を求めることについての平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第６号）について、概要

を説明いたします。 

  平成26年度東伊豆町の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ263万6,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ49億8,824万円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページをお開きください。 

  ２、歳入について御説明いたします。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額に263万6,000円を

追加し、１億7,828万2,000円といたします。１節財政調整基金繰入金、細節１財政調整基金

繰入金263万6,000円の増は、今回の補正におきまして歳入予算及び歳出予算調整のため不足

額を補塡措置いたした内容でございます。 

  次に、３、歳出について御説明いたします。 

  10款災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧費、２目林業用施設災害復旧費、補正前の

金額に51万1,000円を追加し73万3,000円といたします。事業コード１、林業用施設災害復旧

事業、15節工事請負費、細節１災害復旧工事51万1,000円の増は、ふれあいの森展望テラス

の屋根スレートなど破損箇所の復旧に要する工事請負費であります。 

  ２項公共土木施設災害復旧費、１目道路橋りょう災害復旧費、補正前の金額に133万9,000
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円を追加し218万1,000円といたします。事業コード１、道路災害復旧事業、15節工事請負費、

細節１災害復旧工事133万9,000円の増は、台風18号による被災箇所14路線、台風19号による

被災箇所５路線の倒木除去などに要する工事請負費でございます。 

  ３項文教施設災害復旧費、１目公立学校施設災害復旧費、補正前の金額に78万6,000円を

追加し78万6,000円といたします。事業コード１、公立学校施設災害復旧事業、15節工事請

負費、細節１熱川小学校災害復旧工事78万6,000円の増は、校庭の倒木除去並びに倒木によ

り破損した遊具の復旧に要する工事請負費でございます。 

  恐れ入りますが、２ページへお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で、ただいま御説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず歳入ですが、補正前の額49億8,560万4,000円に263万6,000円を追加し、49億8,824万

円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額49億8,560万4,000円に263万6,000円を追加し、49億8,824万

円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、全額一般財源といたします。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより専決承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（平成26年度東伊豆町一

般会計補正予算（第６号））を採決します。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第３ 専決承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年 

              度東伊豆町一般会計補正予算（第７号）） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第３ 専決承認第５号 専決処分の承認を求めることについて

（平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第７号））を議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 専決承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平成26年度

東伊豆町一般会計補正予算（第７号））。 

  ただいま上程されました専決承認第５号 専決処分の承認を求めることについて、提案理

由を申し上げます。 

  地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

  この専決処分につきましては、来る12月14日に執行される衆議院議員総選挙及び最高裁判

所裁判官国民審査に要する経費について早急に予算措置する必要が生じたため、平成26年度

東伊豆町一般会計補正予算（第７号）を処分したものであります。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） それでは、ただいま提案されました専決承認第５号 専

決処分の承認を求めることについての平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第７号）につ

いて、概要を御説明いたします。 

  平成26年度東伊豆町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ859万6,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ49億9,683万6,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページをお開きください。 

  ２、歳入について御説明いたします。 
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  14款国庫支出金、３項委託金、１目総務費委託金、補正前の金額に859万6,000円を追加し

881万円といたします。２節選挙費委託金、細節２衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官

国民審査委託金859万6,000円の増は、今回の国政選挙に係る事業費に対する国からの委託金

であります。 

  次に、３、歳出について御説明いたします。 

  ２款総務費、４項選挙費、12目衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費、補正

前の金額に859万6,000円を追加し、859万6,000円といたします。事業コード１、衆議院議員

総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査事業の内容につきましては、選挙管理委員会委員や投

開票管理者、立会人等の報酬並びに選挙事務従事者の手当、またその他事務的経費をそれぞ

れ計上いたしております。 

  恐れ入りますが、２ページへお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で、ただいま説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず歳入ですが、補正前の額49億8,824万円に859万6,000円を追加し49億9,683万6,000円

といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額49億8,824万円に859万6,000円を追加し49億9,683万6,000円

といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、全額国庫支出金といたします。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより専決承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平成26年度東伊豆町一

般会計補正予算（第７号））を採決します。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第４ 議案第４１号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例について 

◎日程第５ 議案第４２号 東伊豆町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条

例の一部を改正する条例について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第４ 議案第41号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例について、日程第５ 議案第42号 東伊豆町特別職の職員で常勤の者の給料等に

関する条例の一部を改正する条例についてを一括議題といたします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま一括上程されました議案第41号から議案第42号まで、順次提

案理由を申し上げます。 

  議案第41号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてですが、本

年８月の人事院勧告を受け、国家公務員の給与法の改正が10月７日に成立し、これに準じた

措置を講ずるため、当町職員の給与条例を改正するものでございます。 

  改正内容につきましては、若年層に重点を置いた給料表の改定と勤勉手当0.15カ月分の引

き上げであります。 

  次に、議案第42号 東伊豆町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部を改正

する条例についてですが、議案第41号の内容に準じ、常勤の特別職の期末手当を0.15カ月分

引き上げる内容であります。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） それでは、ただいま一括提案されました議案第41号 東

伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び議案第42号 東伊豆町特別職の職

員で常勤の者の給料等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、お手元の資料によ

り概要を説明させていただきます。 
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  まず、議案第41号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の概要につい

て御説明いたします。 

  議案第41号説明資料の１ページをごらんください。 

  本年８月７日に国家公務員の給与に対する人事院勧告がなされ、10月７日に国会において、

国家公務員の給与法の改正が成立しましたので、これに準拠いたしまして、当町の給与条例

を改正するものでございます。 

  改正の内容でございますが、給料表につきましては、民間給与との格差0.27％を埋めるた

め、初任給、若年層に重点を置き、平均0.3％の給料月額引き上げとなっております。また、

期末勤勉手当につきましては、民間の支給割合に見合うよう現行3.95月分を4.1月分に引き

上げるもので、勤勉手当0.15月分を12月期に上乗せして支給する内容となっております。 

  なお、給料月額につきましては、本年４月に遡及して支給し、勤勉手当につきましては12

月期支給分の0.675月に0.15月を上乗せして0.825月分の支給とします。さらに平成27年４月

からは、今回上乗せした0.15月分の半分0.075月分をそれぞれ６月と12月の勤勉手当に割り

振り、従来の0.675月分を0.75月分支給する改正内容でございます。 

  詳細につきましては、説明資料の２ページに表にしてございますので、ごらんください。 

  また、再任用職員の勤勉手当につきましても0.05月分を上乗せし、12月は従来の0.325月

から0.375月に改正、平成27年４月以降は、今回上乗せした0.05月分をそれぞれ６月、12月

の勤勉手当に割り振り、従来の0.325月から0.35月に改正する内容でございます。 

  実施時期ですが、月例給の俸給表につきましては平成26年４月から適用、勤勉手当につき

ましては平成26年12月１日から適用とし、平成27年度以降の勤勉手当につきましては平成27

年４月１日から適用となります。 

  次に、議案第42号 東伊豆町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部を改正

する条例について説明いたします。 

  議案第42号説明資料をごらんください。 

  東伊豆町特別職の期末手当につきましても、一般職の改正に準じて現行3.95月分を4.1月

分に引き上げるもので、期末手当0.15月分を12月期に上乗せして支給する内容となっており

ます。平成26年12月支給分の2.1月に0.15月を上乗せして2.25月分とします。また、平成27

年度分以降、今回上乗せた0.15月分の半分0.075月分をそれぞれ６月と12月の期末手当に割

り振り、６月は従来の1.85月分から1.925月分へ、12月は2.1月分を2.175月分とする改正内

容でございます。 
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  実施時期ですが、平成26年12月１日から適用とし、平成27年度以降の期末手当につきまし

ては平成27年４月１日から適用となります。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお

願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） これより議案第41号及び議案第42号の一括質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 数字的な問題じゃないんですけれども、考え方をお伺いしたいんで

すけれども、いわゆる職員及び常勤者の給与改定ということになります。町長これで、今役

場というのも臨時職員等も増えておりますけれども、こうした臨時職員等に対する対応とい

うのは、条例には出てきませんけれども、基本的な町長の考え、対応としてはどういう対応

をなさるお考えですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 臨時職員の考えでございます。そういう中で当然上げてきたもので、

それは考慮していきたいと思いますが、今その考えはございません、財政当局のほうに聞き

ましたら、そういうことの考えもないという中で、臨時職員のほうの遡及は、そのほうは考

えておりません。そういう状況でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） ただ、例えば我々議員の場合は非常勤職ということになっていると

思うんです。ただ、臨時職員の場合、もうほとんど常勤で、同じように皆さんと仕事をされ

ているという状況だと思うんです、職員と一般と。当然その中に一時金等々の支給等々の問

題もあるので、この金額というのは大した金額ではないと思うんです。やっぱりいわゆる一

定の経済的な状況、これがアベノミクスの効果かどうかは知りませんけれども、一定の上げ

る要因があったにもかかわらず、だけれども自分たちは上げるということについて受け入れ

るけれども、非常勤のところは関係ないよということで、これは果たして同じように、常勤、

ほとんど勤務しているという人たちが給食センターにもいれば、役場庁内にもいる、またほ

かの部署にも、今たくさんいるという中では、私は今後検討されるべきだと思います。非常

勤の者はいいんですよ、だけれども、常勤で一緒に働いているわけですから、そういう点で

は、大したこれは金額じゃないと。しかし、ちゃんと反映をしてあげるべき方たちではない

のかなと思いますが。 
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○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、山田議員からそういうことを提案されました。ちょっと近隣を調

べた中で対応していきたい。そういう中で、今回は、言っていいかどうかわかりませんけれ

ども、今回一応上がりますけれども、また４月以降はまた数字がまた下がってくるんですよ。

だから今回上げないほうが職員はいいと言っております。それが現状でございますもので、

その辺をまた、アルバイトに関しましては、臨時職員に関しましては、近隣のあれを考えた

中でちょっと検討させていただきたい、そう考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありますか。 

  ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） これは第41号のほうはそのまま私はよろしいかと思うんですが、第42

号のほうで、これは特別職の職員、町長、副町長等にかかわるかと思うんですけれども、こ

れに関して、同じように、職員と同時に上げるということに関しては、今財政がかなり逼迫

していると、こう折に触れて町長は言っているわけで、また、先ほどの補正なんかに関して

も、これは財政調整基金等を取り崩して使っているというような状態かと思うんです。そう

いった中で、やはり上げるということに関して何らか問題ないかどうかということに関して

どうでしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 私は、それ以上の仕事をしていると自負しております。もう町民のた

め、もうそれ以上のことをしている。私は自負しておりますもので、今回のあれは、このあ

れは引き受けるつもりでございます。仕事をしていなければ、当然私は辞退いたしますけれ

ども、私はそれ以上の仕事をしていると自負しておりますもので、この点は今回上げさせて

もらった。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） これをもって質疑を終結いたします。 

  これより議案第41号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての

討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第41号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを

採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続いて、議案第42号 東伊豆町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部を改

正する条例についての討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

  ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） 私は、これに関しては、いわば使う者と使われる者の立場はちょっと

違うと思うんです。会社で言えば、いわば町長、副町長は社長、副社長に当たるんではない

かと。その中で、先ほど言いましたように、財政を非常に逼迫させてきていると。それは一

生懸命仕事をするのは、これは当然でございますけれども、中でも人口減少、観光減少、税

収の減少と、ありとあらゆるところから数字が悪いのが並んでいると。と同時に、先日一般

質問でも通告しまして質問いたしましたけれども、水道料金等も今30％上げようとしている

と。こういったときに、やはりこの町のかじ取りである町長、副町長がこのまま期末手当、

例えば手当というのは一般の会社で言えばボーナスに相当するわけです。相当の成績がいい

ということであればこれは当然ボーナスも上がって当然なんですが、それをこのまま上げる

ことに、全然一生懸命やっているからいいんだというようなことは、私はちょっと、これは

余りにも無遠慮過ぎるんではないかということで、私はこれに関しては反対したいと思いま

す。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、本案に賛成の議員の発言を許します。 

  11番、山本さん。 

○１１番（山本鉄太郎君） 私はこの議案に対しては賛成として討論させてもらいますけれど

も、今６番議員が言われました、財政は逼迫しています。それは私ども全て認めていますけ

れども、町長、副町長、教育長の要するに特別職だけここのところで反対する前に、我々議

員が去年だかおととしだか、要するに引き下げるのを引き下げないような例がありました。

ですから…… 

（何事か言う声あり） 
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○１１番（山本鉄太郎君） 下げていません。 

  ですから、そのまま私は、こういう時代にのっとって、町長は、私は自負していますなん

て言うけれども、それは言わないほうがいいですけれども、やっぱりこれはこれなりに、人

事院の勧告を十分な調査という形で受け取って、この提案に私は賛成いたします。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） これで討論を終結いたします。 

  これより議案第42号 東伊豆町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部を改

正する条例についてを採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。 

  賛成者の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（鈴木 勉君） 賛成者の起立のほうが多数でございます。本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 

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

 

◎日程第６ 議案第４３号 東伊豆町指定介護予防支援の事業に係る申請者の要件 

             並びに人員及び運営に関する基準等を定める条例の制 

             定について 

◎日程第７ 議案第４４号 東伊豆町地域包括支援センターの人員及び運営に関す 

             る基準を定める条例の制定について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第６ 議案第43号 東伊豆町指定介護予防支援の事業に係る申請

者の要件並びに人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について、日程第７ 議案

第44号 東伊豆町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の制定に

ついてを一括議題といたします。 

  町長より順次提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま一括上程されました議案第43号から議案第44号まで順次提案
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理由を申し上げます。 

  議案第43号 東伊豆町指定介護予防支援の事業に係る申請者の要件並びに人員及び運営に

関する基準等を定める条例の制定についてですが、今回の条例制定は、介護保険法第59条第

１項第１号、第115条の22第２項第１号並びに第115条の24第１項及び第２項の規定に基づき、

指定介護予防支援の事業に係る申請者の要件並びに人員及び運営に関する基準等を定めるも

のでございます。 

  条例制定の背景といたしましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律、通称第３次地域主権一括法等の成立により、従来

介護保険法や厚生労働省令で定められていた基準を条例といたすものでございます。 

  詳細につきましては、後ほど健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議

をお願いいたします。 

  続きまして、議案第44号 東伊豆町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を

定める条例の制定についてですが、今回の条例制定は、介護保険法第115条の46第１項の規

定に基づき、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定めるものでございます。 

  条例制定の背景といたしましては、議案第43号と同様に通称第３次地域主権一括法等の成

立により、従来介護保険法や厚生労働省令で定められていた基準を条例といたすものでござ

います。 

  詳細につきましては、健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） それでは、ただいま一括上程されました議案第43号 東伊

豆町指定介護予防支援の事業に係る申請者の要件並びに人員及び運営に関する基準等を定め

る条例の制定及び議案第44号 東伊豆町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準

を定める条例の制定につきましては、事前にお配りいたしました説明資料等により概要を説

明させていただきます。 

  説明資料をごらんください。 

  まず初めに、議案第43号 東伊豆町指定介護予防支援の事業に係る申請者の要件並びに人

員及び運営に関する基準等を定める条例について御説明をいたします。 

  条例制定の背景といたしましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律第３次地域主権一括法の施行に伴い、介護保険法の
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一部が改正されました。これにより厚生労働省令等により全国一律に定められていた指定介

護予防支援の事業に関する事業及び運営等の基準について、平成27年４月までに地方自治体

が定めることとなりました。 

  １の基準の分類ですが、東伊豆町が基準を条例で定めるに当たっては、国の基準が次の表

の２つに分類されており、町はこれに応じながら条例を制定することになります。 

  表の基準の分類の従うべき基準ですが、基準の内容につきましては、条例の内容を直接的

に拘束する必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に

応じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないものと

なっております。 

  従うべき基準の項目ですが、従業員の員数、管理者等人員に関する基準、内容及び手続の

説明及び同意、サービス提供拒否の禁止、秘密保持等、事故発生時の対応となります。 

  参酌すべき基準ですが、基準の内容につきましては、地方自治体が十分参酌した結果とし

てであれば、地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許容されるものとなっておりま

す。 

  参酌すべき基準の項目ですが、従うべき基準以外の基準となります。 

  ２の町の条例の考え方ですが、町では介護保険法、厚生労働省令などで定める全国一律の

基準に基づき、介護予防支援の事業の運営等に係る指導を行ってきました。今回の条例を作

成するに当たり、国の基準を上回る内容や異なる内容を定めるほどの特段の事情、地域の特

殊性は認められないと考え、上記表の従うべき基準及び参酌すべき基準について政令どおり

国の基準を引き続き採用します。 

  なお、追加基準として、申請者の要求につきましては、介護保険法施行規則第140条の34

の２、法第115条の22第３項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとするを採用

し、また暴力団関係者の排除につきましては、指定介護予防支援事業者は、その運営につい

て暴力団関係者、東伊豆町暴力団排除条例第２条第１号から第３号に規定する暴力団関係者

の支配を受けてはならないを加えるものでございます。 

  続きまして、議案第44号 東伊豆町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を

定める条例の制定につきましては、朗読をもって説明させていただきます。 

  １枚おめくりください。 

  東伊豆町条例第 号。平成 年 月 日。 

  東伊豆町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例。 
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  （趣旨） 

  第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第115条

の第46第４項の規定に基づき、東伊豆町地域包括支援センター（法第115条の46第１項に規

定する施設。以下同じ。）の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。 

  （基本方針） 

  第２条 地域包括支援センターは、次条第１項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を

実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24

条第２項に規定する介護給付費等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、

権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣

れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。 

  第２項 地域包括支援センターは、東伊豆町地域包括支援センター運営協議会（東伊豆町

地域包括支援センター運営協議会設置要綱（平成17年東伊豆要綱第17号）第１条に基づき設

置された機関。以下同じ。）の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなけれ

ばならない。 

  （職員の員数及び人員配置基準） 

  第３条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第１号被保険者の数がおおむ

ね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原

則として次のとおりとする。 

  第１号 保健師その他これに準ずる者１人 

  第２号 社会福祉士その他のこれに準ずる者１人 

  第３号 主任介護支援専門員（介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第140条

の68第１項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。）その他これに準ずる

者１人 

  第２項 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に

一の地域包括支援センターを設置することが必要であると、東伊豆町地域包括支援センター

運営協議会において認められた場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、該当す

る区域における第１号被保険者の数に応じ、それぞれ次の表に定めるとおりとする。 

  表の担当する区域における第１号被保険者の数がおおむね1,000人未満の人員配置基準に

つきましては、前項の第１号から第３号までに掲げる者のうちから１人又は２人、おおむね

1,000人以上2,000人未満の人員配置基準につきましては、前項の第１号から第３号までに掲
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げる者のうちから２人（うち１人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。）、おおむ

ね2,000人以上3,000人未満の人員配置基準につきましては、専らその職務に従事する常勤の

前項第１号に掲げる者１人及び専らその職務に従事する常勤の前項の第２号又は第３号に掲

げる者のいずれか１人となります。 

  なお、附則ですが、両条例とも平成27年４月１日から施行いたします。 

  以上、簡単ではありますが、内容説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いし

ます。 

○議長（鈴木 勉君） これより議案第43号及び議案第44号の一括質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 特にこの議案第43号の関係ですけれども、これは、この６月にとっ

た地域医療及び介護の統合法案との関係で、特に介護度数の軽い要支援や何かの人たちが今

後、やっぱり町の事業になってくるということに関連しているように思うんですけれども、

この辺の考え方を１点伺いたい。 

  それと２点目に、地域包括支援センターの問題でいくと、そのまま移行していくというこ

とになると思うんですけれども、この中で言われているように、新たにもう一つ、今後高齢

者等の増加によって別個にもう一つ、言えば今の地域包括のほかにもう一個つくる必要性

等々があるのかないなのか、そういうことについてはどのようにお考えなんですか。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） ただいまこの43号の関係ですけれども、これはあくまでも

今現在、地域包括支援センターが介護予防支援事業をやっている内容、それが今まで国の基

準でしたのが町にただ基準がおりてきたという内容でございます。今やっている地域包括支

援事業といいますのは、介護予防計画とか、そういったことの運営内容を決めるものでござ

います。 

  それから、この44号の包括支援センターの内容、これも国の基準で、包括支援センターが

行う事業が幾つかあります。包括的支援事業等々、あと介護予防、この事業もあります。こ

の人員の配置基準ということで、今回、国の基準をそのまま移行したものでございます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 今、14番議員のほうからの御質問ですが、圏域につきま
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しては、これは町のほうの計画の中で決めることでありまして、現在、うちの町は１圏域と

いうことになってございますので、１包括支援センターということで。運営協議会のほうで

２つが必要となれば、２つ目の包括支援センターを整備するという内容でございますので、

今のところ１圏域という形でやってございます。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） そうしますと、これは子ども・子育て支援センターや何かのところ

でもそういう関係があるんだけれども、国基準で運営していたものが、国基準が今度、町で

基準を設けて運用するということになった場合の、当然これは責任も出てくるんですけれど

も、その費用に対する負担等々に変化、変更はありますか、具体的な内容の問題について。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） 特に費用とか問題はありません。今までどおりと、同じで

ございます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより議案第43号 東伊豆町指定介護予防支援の事業に係る申請者の要件並びに人員及

び運営に関する基準等を定める条例の制定についての討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第43号 東伊豆町指定介護予防支援の事業に係る申請者の要件並びに人員及

び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続いて、議案第44号 東伊豆町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定め

る条例の制定についての討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 
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  これより議案第44号 東伊豆町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定め

る条例の制定についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第 ８ 議案第４５号 東伊豆町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事 

              業の運営に関する基準を定める条例の制定について 

◎日程第 ９ 議案第４６号 東伊豆町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する 

              基準を定める条例の制定について 

◎日程第１０ 議案第４７号 東伊豆町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に 

              関する基準を定める条例の制定について 

◎日程第１１ 議案第４８号 東伊豆町保育の実施に関する条例の一部を改正する 

              条例について 

◎日程第１２ 議案第４９号 東伊豆町放課後児童クラブの設置及び管理等に関す 

              る条例の一部を改正する条例について 

○議長（鈴木 勉君） 議案第45号 東伊豆町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の制定について、日程第９ 議案第46号 東伊豆町家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、日程第10 議案第47

号 東伊豆町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につ

いて、日程第11 議案第48号 東伊豆町保育の実施に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、日程第12 議案第49号 東伊豆町放課後児童クラブの設置及び管理等に関する条例の

一部を改正する条例について、以上５件を一括議題といたします。 

  町長より順次提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま一括上程されました議案第45号から議案第49号まで、順次提

案理由を申し上げます。 
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  議案第45号 東伊豆町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の制定について。 

  今回の制定は、平成24年８月に公布されました子ども・子育て関連３法に基づき、平成27

年４月から子ども・子育て支援新制度の施行に当たり、子ども・子育て支援法第34条第２項

及び第46条第２項の規定に基づきまして、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定めるものであります。 

  詳細につきましては、後ほど住民福祉課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議

をお願いいたします。 

  続きまして、議案第46号 東伊豆町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について。 

  議案第45号で申し上げました子ども・子育て支援新制度の施行に当たり、児童福祉法第34

条の16第１項の規定に基づきまして、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

るものであります。 

  詳細につきましては、後ほど住民福祉課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議

をお願いいたします。 

  続きまして、議案第47号 東伊豆町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について。 

  議案第45号で申し上げました子ども・子育て支援新制度の施行に当たり、児童福祉法第34

条の８の２第１項の規定に基づきまして、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定めるものであります。 

  詳細につきましては、後ほど住民福祉課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議

をお願いいたします。 

  続きまして、議案第48号 東伊豆町保育の実施に関する条例の一部を改正する条例につい

て。 

  子ども・子育て支援法の施行に伴い、関係条文の整備を図るものでございます。 

  詳細につきましては、後ほど住民福祉課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議

をお願いいたします。 

  最後になりますが、議案第49号 東伊豆町放課後児童クラブの設置及び管理等に関する条

例の一部を改正する条例について。 

  子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に
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関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、

関係条文の整備を図るものでございます。 

  詳細につきましては、住民福祉課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

  以上、一括上程されました５件の議案の提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（鈴木 勉君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） それでは、ただいま提案されました議案第45号から議案第

49号までについて順次御説明させていただきます。 

  まず初めに、議案第45号 東伊豆町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例について、お手元の資料により説明をさせていただきます。 

  議案第45号の資料をごらんください。 

  条例制定の趣旨でございますが、町長の提案理由にもありましたとおり、平成24年８月に

公布された子ども・子育て関連３法に基づきまして、来年４月より新制度がスタートいたし

ます。新制度では、学校教育法、児童福祉法等に基づく認可を受けていることを前提に、施

設、事業者からの申請により、子ども・子育て支援法に基づく給付の対象施設、事業である

かを町が確認することとされており、その確認に当たっての運営基準について条例を定める

ものでございます。 

  根拠法令ですが、子ども・子育て支援法の第34条第２項で、特定教育・保育施設の設置者

に対し、また、第46条第２項で特定地域型保育事業者に対し、それぞれ市町村の条例で定め

る基準に従い、特定教育・保育及び特定地域型保育を提供しなければならないと定められて

おります。 

  ３番の認可と確認についてですが、表をごらんください。 

  左側の教育・保育施設とは、幼稚園、保育所、認定こども園のことであり、地域型保育事

業とは、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の４

事業のことでございます。 

  右側の網かけをしてあります部分が子ども・子育て支援法を根拠とする町が確認を行うと

ころでございます。 

  町の考え方でございますが、基本的に国の定める基準に従い、条例を制定するものであり

ますが、当町の独自基準の追加といたしまして、暴力団関係者の排除にかかわる規定を設け

るものでございます。 
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  続きまして、議案第46号 東伊豆町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例について、お手元の資料により説明をさせていただきます。 

  議案第46号の資料をごらんください。 

  条例制定の趣旨でございますが、新制度におきまして、地域型保育事業は、児童福祉法に

基づく町の認可事業として新たに位置づけされたものでございます。その認可を行うための

設備及び運営に関する基準について条例を定めるものでございます。 

  根拠法令ですが、児童福祉法の第34条の16第１項で、市町村は、家庭的保育事業等の設備

及び運営について条例で基準を定めなければならないとされております。 

  ３番の認可と確認についてですが、表をごらんください。 

  左側の教育・保育施設の幼稚園、保育所、認定こども園の認可につきましては県の認可と

なっておりますが、新制度におきまして、地域型保育事業は新たな枠組みとして位置づけら

れ、児童福祉法を根拠に町の認可事業とされたものでございます。 

  町の考え方でございますが、基本的に国の定める基準に従い、条例制定をするものであり

ますが、当町の独自基準の追加といたしまして、暴力団関係者の排除にかかわる規定を設け

るものでございます。 

  続きまして、議案第47号 東伊豆町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例について、お手元の資料により御説明させていただきます。 

  議案第47号の資料をごらんください。 

  条例制定の趣旨でございますが、子ども・子育て関連３法に基づき、児童福祉法の一部が

改正され、地域における子ども・子育て支援の充実を図るため、放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準について条例を定めるものでございます。 

  根拠法令でございますが、児童福祉法の第34条の８の２第１項で、市町村は、放課後児童

健全育成事業の設備及び運営について条例で基準を定めなければならないとされております。 

  ３番の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準でございますが、表をごらん

ください。 

  従うべき基準につきましては、職員に関する基準で１クラス２名以上とされております。

また、参酌すべき基準といたしましては、従うべき基準以外の基準とされております。 

  町の考え方でございますが、基本的に国の定める基準に従い、条例制定をするものであり

ますが、当町の独自基準の追加といたしまして、暴力団関係者の排除に係る規定を設けるも

のでございます。 
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  続きまして、議案第48号 東伊豆町保育の実施に関する条例の一部を改正する条例につい

て、朗読をもって説明とさせていただきます。 

  東伊豆町保育の実施に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 

  次のページをお開きください。 

  東伊豆町条例第 号。平成 年 月 日。 

  東伊豆町保育の実施に関する条例の一部を改正する条例。 

  東伊豆町保育の実施に関する条例（平成10年東伊豆町条例第15号）の一部を次のように改

正する。 

  第２条第７号中「町長が認める前各号に類する状態にあること。」を「前各号に類するも

のとして町長が認める事由に該当すること。」に改め、同号を同条第11号とし、同条第６号

の次に次の４号を加える。 

  第７号 就学していること。 

  第８号 求職活動を行っていること。 

  第９号 虐待やＤＶのおそれがあること。 

  第10号 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である

こと。 

  附則といたしまして、この条例は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）の施行

の日から施行するということで、詳細につきましては、新旧対照表をごらんください。 

  続きまして、議案第49号 東伊豆町放課後児童クラブの設置及び管理等に関する条例の一

部を改正する条例について、朗読をもって説明とさせていただきます。 

  東伊豆町放課後児童クラブの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

ように定めるものとする。 

  次のページをお開きください。 

  東伊豆町条例第 号。平成 年 月 日。 

  放課後児童クラブの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例。 

  放課後児童クラブの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例（平成19年東伊豆

町条例第20号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項を削り、同条第２項を同条第１項とし、同条第３項中「指導員」を「支援

員」に改め、同項を同条第２項とする。 

  第４条第１号中「１年生から３年生」を削る。 
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  第８条に次の１項を加える。 

  第２項 児童クラブの設備運営基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例（平成26年東伊豆町条例第 号）に従う。 

  附則。 

  第１項 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律（平成24年法律第67号）の施行の日から施行するということで、詳細につきまして

は、新旧対照表を御参照ください。 

  以上、簡単でございますけれども、説明にかえさせていただきます。よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） これより議案第45号から議案第49号までの一括質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） ちょっと２つ、例えばの懸念事項がありまして、大体のことについ

ては、全員協議会等で説明されているので。 

  １つは、この全体の制度の中で障害者というものが対象になるケースがあろうかと思うん

ですけれども、これに対する考え方はどうなっているかということと、あと、具体的な問題

で、放課後児童クラブの問題なんですけれども、通常ですと大体３時間ということでいくと、

３時から６時になろうかと思うんですけれども、この時間でも親御さんの働き方によっては

６時に間に合わないと、こういう今、父兄がいらっしゃるようです。そうすると、現状例え

ばおじいちゃん、おばあちゃんがいて何とか対応できるケースもあるんですけれども、そう

いうことじゃなくて、なかなかこれが利用できないケースもある。この辺について言うと、

３時間以上を３時間というふうにしているということについては、これは意味があるんです

けれども、この辺については、個々の問題についていろんな今働き方があるので、事情を今

後十分対応していただく必要性があろうかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 放課後児童クラブの考え方、３時から６時。今確かにいろんなケース

が出てきます。これは当然、指導員さんとの中でまた検討していきたい。今即座に答えは出

ませんもので、そこはちょっと検討させていただきたいと思います。 

  障害者の考え方、ちょっと原課のほうで、その辺はちょっと。 
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○議長（鈴木 勉君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） 障害者につきまして、家庭的保育事業の中で居宅訪問型事

業というのがございます。これにつきましては、障害者と疾病を持っている子供等に１対１

で保育をするという事業がございますので、そちらが参入されてくれば、対応するようにな

ろうかと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより議案第45号 東伊豆町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の制定についての討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第45号 東伊豆町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の制定についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続いて、議案第46号 東伊豆町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定についての討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第46号 東伊豆町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続いて、議案第47号 東伊豆町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定についての討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 



－178－ 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第47号 東伊豆町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続いて、議案第48号 東伊豆町保育の実施に関する条例の一部を改正する条例についての

討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第48号 東伊豆町保育の実施に関する条例の一部を改正する条例についてを

採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続いて、議案第49号 東伊豆町放課後児童クラブの設置及び管理等に関する条例の一部を

改正する条例についての討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第49号 東伊豆町放課後児童クラブの設置及び管理等に関する条例の一部を

改正する条例についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１３ 議案第５０号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町奈 

              良本けやき公園） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第13 議案第50号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題



－179－ 

とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第50号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて（東伊豆町奈良本けやき公園）の提案理由を申し上げます。 

  東伊豆町奈良本けやき公園の指定管理者に特定非営利活動法人Ｇｏｏｄｙ’ｚを指定する

ものです。 

  詳細につきましては、建設産業課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） ただいま上程されました議案第50号 公の施設の指定管理

者の指定について（東伊豆町奈良本けやき公園）について、朗読をもって説明させていただ

きます。 

  公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町奈良本けやき公園）。 

  東伊豆町奈良本けやき公園の設置及び管理等に関する条例（平成17年東伊豆町条例第２

号）第５条第１項の規定により、東伊豆町奈良本けやき公園の指定管理者を次のとおり指定

する。 

  施設の名称、東伊豆町奈良本けやき公園。 

  指定管理者所在地、東伊豆町稲取918番地、名称、特定非営利活動法人Ｇｏｏｄｙ’ｚ。 

  指定の期間、平成27年４月１日から平成30年３月31日まで。 

  以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。また、あらかじめ参考資料をお手元に配

付させていただいておりますので、御参照ください。よろしく御審議をお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 委員会のときも申し上げたんですけれども、まだできて１年ぐらい

の法人ということですよね。やっぱりその活動実績が長くあるというわけでもないという点、

そういうことを考えますと、ＮＰＯ法人を育成しようという考え方はあるとは思うんです。

ただ、逆に町として、法律や条例を的確に遵守していただく、公の施設の運営ですから、こ

れはそこの団体にくれたり貸し付けたりするという性格のものじゃないわけです。こういう
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指導がちゃんとできないと、公の施設として適切性を欠く運営がされることというのもある

わけですから、そういう意味では、この法律、条例等に即した管理、指導する必要性という

のがあろうかと思うんです。普通の団体、今までみたいにいいよということで貸し与えると

いうだけでは、私はこの運営が適切にいかないんじゃないかと思いますが、どう対応されま

すか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） これはもう再三再四、議会のほうからその懸念は危惧されております

中で、当然第１回目の副町長を中心の指定管理の時、そのＧｏｏｄｙ’ｚが責任者、代表者、

数名来てもらいまして、町のことを言いました。さらに当然また年間を通じて活動報告も出

していきます。その辺でまた守っていなければ、それは十分注意していきたい。 

  その中で一番危惧するのは、やっぱり自分勝手というのが一番困りますもので、その管理

におきまして、地元の方にちょっと入ってもらった中で、その運営についても管理していき

たい、町はそういうふうに考えておりますもので。何しろ法令遵守を守らねば、当然もう指

定管理は打ち消すと、そういう強い姿勢でやっていきたい、そういう考えでございますもの

で、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第50号 公の施設の指定管理者の指定についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎散会の宣告 
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○議長（鈴木 勉君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでございました。 

 

散会 午後 ３時４９分 
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平成２６年第４回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

                   平成２６年１２月１０日（水）午前９時３０分開議 

日程第 １ 議案第５１号 平成２６年度東伊豆町一般会計補正予算（第８号） 

日程第 ２ 議案第５２号 平成２６年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第 ３ 議案第５３号 平成２６年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

             号） 

日程第 ４ 議案第５４号 平成２６年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第 ５ 議案第５５号 平成２６年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ６ 議案第５６号 平成２６年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第 ７ 同意案第３号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第 ８ 同意案第４号 東伊豆町教育委員会委員の任命について 

日程第 ９ 陳情・要望書等の審査について 

日程第１０ 意見書案第７号 農林漁業用に係る軽油引取税の課税免除措置の恒久化を求める 

              意見書について 

日程第１１ 陳情・要望書等の審査について 

日程第１２ 総務経済常任委員会研修視察報告について 

日程第１３ 文教厚生常任委員会研修視察報告について 

日程第１４ 議会運営委員会所管事務調査について 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成26年東伊豆町議会第４回定例会第３日目は成立しましたので、開会いたしま

す。 

  なお、本日の会議終了後、全員協議会を開催いたしますので、議員の皆様は御承知くださ

い。 

  なお、建設産業課長は、一身上の都合により本日の会議を欠席するとの届け出がありまし

たので、御報告いたします。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

ます。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 議案第５１号 平成２６年度東伊豆町一般会計補正予算（第８号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第１ 議案第51号 平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第８

号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 皆さん、おはようございます。 
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  ただいま上程されました議案第51号 平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第８号）に

ついて、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に5,070万9,000円を増額いたしまして、歳

入歳出予算の総額を50億4,754万5,000円とするものでございます。 

  歳入の主な内容でございますが、町税におきましては、入湯客数の実績に基づき入湯税を

減額としております。 

  また、国庫支出金では、福祉関係給付費の伸びに伴い、国庫負担金等を増額しております。 

  寄付金につきましては、ふるさと納税寄付金、一般寄付金、都市計画費寄付金、合わせて

７件の御浄財が寄せられましたので、それぞれの目的に沿って有効に活用させていただくこ

とといたしました。 

  次に、歳出の主な内容ですが、福祉関係の給付費や医療費等の増額措置並びに町内経済対

策としての商工会補助金、また観光振興対策としての観光協会補助金を増額措置いたしてお

ります。 

  必要な財源配分を行った後、財政調整基金からの繰り入れ措置をさせていただきますので、

御理解をお願いいたします。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） ただいま提案されました議案第51号 平成26年度東伊豆

町一般会計補正予算（第８号）について概要を御説明いたします。 

  平成26年度東伊豆町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,070万9,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ50億4,754万5,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  （地方債の補正） 

  第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」によります。 

  恐れ入りますが、７ページ、８ページをお開きください。 

  ２、歳入についてご説明いたします。 
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  １款町税、６項１目入湯税、補正前の金額から1,200万円を減額し、１億2,300万1,000円

といたします。１節現年課税分、細節１現年課税分1,200万円の減は、入湯客数の減少に伴

う減であり、入湯客数の見込みを82万人とさせていただきます。 

  12款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金、補正前の金額に193万6,000円を

追加し、3,194万2,000円といたします。２節児童福祉費負担金、細節２保育所保険料負担金

148万7,000円の増は、稲取保育園入所児童８名の増に伴う増額措置でございます。 

  14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、補正前の金額に1,727万6,000

円を追加し、２億4,612万6,000円といたします。１節社会福祉費負担金、細節２障害者自立

支援給付費負担金1,356万7,000円の増は、障害者自立支援事業及び障害者自立支援医療事業

の実績に基づく増額措置でございます。２節児童保護措置費等負担金、細節１保育所運営費

負担金370万9,000円の増は、先ほどの保育料負担金と同じく入所者の８名増に伴う国庫負担

金の増額であります。 

  ２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金、補正前の金額から382万2,000円を減額し、

5,404万1,000円といたします。１節社会福祉費補助金、細節１地域生活支援事業費補助金

382万2,000円の減は、国の予算の範囲内での交付ということで、近年、年度途中で頭打ちと

なり減額措置するものでございます。 

  ９ページ、10ページをごらん願います。 

  15款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、補正前の金額に969万5,000円を追加

し、１億6,673万円といたします。１節社会福祉費負担金、細節３障害者自立支援給付費負

担金678万3,000円の増は、先ほどの国庫支出金と同じく実績に基づく増額措置でございます。

細節５後期高齢者保険基盤安定負担金105万8,000円の増は、保険料の軽減分確定に伴う基盤

安定負担金の増額であります。２節児童保護措置費等負担金、細節１保育所運営費等負担金

185万4,000円の増は、国庫負担金と同じく入所者の増に伴う増額措置でございます。 

  ２項県補助金、２目民生費県補助金、補正前の金額から179万円を減額し、8,168万5,000

円といたします。１節社会福祉費負担金、細節９地域生活支援事業補助金191万1,000円の減

につきましては、国庫補助金と同じく予算の範囲内での交付ということで減額措置するもの

であります。 

  ３項県委託金、１目総務費委託金、補正前の金額に112万6,000円を追加し、3,131万4,000

円といたします。３節選挙費委託金、細節５静岡県議会議員選挙費委託金112万6,000円の増

につきましては、来年４月執行予定の静岡県議会議員選挙委託金内示により計上するもので
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ございます。 

  17款１項寄付金、３目ふるさと納税寄付金、補正前の金額に28万4,000円を追加し、89万

4,000円といたします。１節ふるさと納税寄付金、細節１ふるさと納税寄付金28万4,000円の

増につきましては、東京都武蔵野市在住の竹内幸夫様から10万円、千葉県松戸市在住の小山

悟様から10万円、東京都小平市在住の飯田弘様から５万円、東京都新宿区在住の稲葉徹様か

ら２万4,000円、奈良県の匿名希望の方から１万円、それぞれお寄せいただきました御浄財

であります。なお、竹内様、小山様のお２人は、７年間連続で御寄附をいただいております

ことを申し添えます。 

  11ページ、12ページをごらん願います。 

  ４目一般寄付金、補正前の金額に10万円を追加し、10万円といたします。１節一般寄付金、

細節１一般寄付金10万円の増につきましては、静岡県町村会の災害共済事業事務受託費の一

部として10万円をお寄せいただいたものでございます。 

  ７目土木費寄付金、補正前の金額に10万円を追加し、10万円といたします。１節都市計画

費寄付金、細節１都市計画費寄付金10万円の増につきましては、株式会社徳造丸様から寄せ

られました御浄財でございます。なお、寄付者の意向といたしまして、稲取の町並み景観確

保を希望されておりますので、稲取高校下の景観維持対策に活用させていただきます。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、１目育英奨学基金繰入金、補正前の金額から216万円を減

額し、86万円といたします。１節育英奨学基金繰入金、細節１育英奨学基金繰入金216万円

の減は、本年度の貸付者が確定したことによる減額であります。 

  ２目財政調整基金繰入金、補正前の金額に5,563万9,000円を追加し、２億3,392万1,000円

といたします。１節財政調整基金繰入金、細節１財政調整基金繰入金、5,563万9,000円の増

は、今回の補正におきまして歳入予算及び歳出予算調整後の不足額を補塡措置いたした内容

でございます。 

  21款１項町債、２目農林水産業債、補正前の金額から1,890万円を減額し、170万円といた

します。１節農業債、細節１中山間地域総合整備事業1,890万円の減は、本年度予定してい

た事業について県営事業での対応可能となったため、歳出の減額に伴う起債の減額措置であ

ります。 

  13ページ、14ページをごらん願います。 

  次に、３、歳出について主なものを御説明いたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、５目財産管理費、補正前の金額に235万9,000円を追加し、
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5,422万9,000円といたします。事業コード１庁舎維持管理事業、15ページ、16ページをごら

ん願います。11節需用費、細節４光熱水費250万円の増は、電気料金値上げの影響により増

額するものでございます。 

  ９目企画費、補正前の金額に126万4,000円を追加し、580万7,000円といたします。事業コ

ード７友好都市交流事業、19節負担金補助及び交付金、細節１大島航路町民号補助金108万

円の増は、大島航路復活に向けた取り組みの一つとして３月に予定する東伊豆町民号を就航

するための増額措置であります。 

  10目自治振興費、補正前の金額から55万2,000円を減額し、3,825万2,000円といたします。

事業コード３生活路線バス運行管理事業、13節委託料、細節１生活路線バス運行委託料131

万6,000円の減は、乗降調査の実績に基づく減額措置であります。 

  21ページ、22ページをごらん願います。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、２目障害者福祉費、補正前の金額に3,112万円を追加し、

２億8,284万4,000円といたします。事業コード１障害者児自立支援給付事業、20節扶助費、

細節２自立支援給付費2,604万1,000円の増は、歳入と同じく本年度実績に基づく増額措置で

ございます。事業コード４自立支援医療事業、20節扶助費、細節１身体障害者更生医療費

109万4,000円の増は、人工透析など医療費増加分の補正であります。事業コード６地域生活

支援事業、13節委託料、細節１移動支援事業委託料115万2,000円の増は、移動支援サービス

の利用増に伴う委託料の増額であります。細節３日中一時支援事業委託料110万の増は、サ

ービス利用者の増加に伴う委託料の増額であります。 

  ３目老人福祉費、補正前の金額に172万1,000円を追加し、２億4,409万円といたします。 

  23ページ、24ページをごらん願います。 

  事業コード６後期高齢者医療特別会計支援事業、28節繰出金、細節１後期高齢者医療特別

会計繰出金141万1,000円の増は、歳入と同じく本年度実績に基づく増額措置でございます。 

  ８目介護保険費、補正前の金額に264万4,000円を追加し、１億7,549万6,000円といたしま

す。事業コード１介護保険特別会計支援事業、28節繰出金、細節１介護保険特別会計繰出金

184万9,000円の増は、介護保険給付費の増や、制度改正に伴うシステム改修に係る特別会計

への繰出金の増額であります。 

  ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、補正前の金額に1,077万6,000円を追加し、１億

6,135万3,000円といたします。事業コード４保育園事業、13節委託料、細節１保育所入所委

託料1,013万3,000円の増は、歳入と同じく入所者８名の増に伴う増額措置となります。 
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  29ページ、30ページをごらん願います。 

  ５款農林水産業費、１項農業費、５目農地費、補正前の金額から1,849万7,000円を減額し、

868万7,000円といたします。事業コード１中山間地域総合整備事業、17節公有財産購入費、

細節１用地取得費505万3,000円の減は、歳入と同じく用地取得についても県営事業で対応可

能となったため減額するものであります。19節負担金補助及び交付金、細節２中山間地域総

合整備事業負担金1,125万円の減は、本年度事業費の確定に伴う減額措置であります。細節

３中山間地域総合整備事業共同施行分負担金303万円の減は、用地取得費と同様に県営事業

での対応が可能となったため減額するものであります。 

  31ページ、32ページをごらん願います。 

  ３項水産業費、４目漁港建設費、補正前の金額から228万4,000円を減額し、431万3,000円

といたします。事業コード１漁港整備事業、19節負担金補助及び交付金、細節１稲取漁港整

備事業地元負担金228万4,000円の減は、本年度事業費の確定に伴う減額措置であります。 

  ６款１項商工費、２目商工振興費、補正前の金額に103万5,000円を追加し、3,302万1,000

円といたします。事業コード１商工振興事業、19節負担金補助及び交付金、細節１商工会補

助金100万円の増は、町内景気対策として商工会が事業主体となる歳末大売り出し抽選会事

業に対し補助するものであります。 

  ３目観光費、補正前の金額に269万円を追加し、１億5,395万7,000円といたします。事業

コード１地域観光振興対策事業、19節負担金補助及び交付金、細節１町観光協会補助金214

万円の増は、観光協会の実施する誘客対策としてのＣＭ放送や、雛のつるし飾りまつりでの

休憩所運営費に対する補助金の増額措置であります。 

  35ページ、36ページをごらん願います。 

  ８款１項消防費、１目常設消防費、補正前の金額に427万9,000円を追加し、３億3,141万

3,000円といたします。事業コード１常設消防事務事業、11節需用費、細節８被服費170万

1,000円の増は、来年度新規採用職員３名分を増額するものであります。 

  37ページ、38ページをごらん願います。 

  ４目防災対策費、補正前の金額から517万4,000円を減額し、9,217万円といたします。 

  39ページ、40ページをごらん願います。 

  事業コード６行政無線等非常通信設備維持管理事業、13節委託料、細節１行政無線保守管

理委託料291万5,000円の減は、デジタル無線保守管理に係る契約差金の減額措置であります。

事業コード７防災施設等整備事業、11節需用費、細節１消耗品費170万円の減は、毛布など
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防災用品の購入差金の減額であります。 

  43ページ、44ページをごらん願います。 

  ９款教育費、５項社会教育費、４目図書館費、補正前の金額に120万円を追加し、2,470万

5,000円といたします。事業コード２図書館施設維持管理事業、15節工事請負費、細節１高

圧気中開閉器等新設工事120万円の増は、受電設備の故障による近隣への停電波及を防止す

るための設備を整備するため増額するものであります。 

  45ページ、46ページをごらん願います。 

  ７項２目育英奨学費、補正前の金額から217万7,000円を減額し、87万8,000円といたしま

す。事業コード１育英奨学金貸付事業、21節貸付金、細節１育英奨学金貸付金216万円の減

は、歳入と同じく本年度の貸付者が確定したことによる減額措置であります。 

  恐れ入りますが、４ページへお戻りください。 

  第２表地方債の補正でありますが、農林水産業債の中山間地域総合整備事業で1,890万円

を減額するものであります。 

  なお、起債の方法、利率、償還の方法は、記載のとおりでありますので、御確認願います。 

  ５ページ、６ページをごらん願います。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で、ただいま説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず、歳入ですが、補正前の額49億9,683万6,000円に5,070万9,000円を追加いたしまして

50億4,754万5,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額49億9,683万6,000円に5,070万9,000円を追加いたしまして

50億4,754万5,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国県支出金が2,353万2,000円の増、地方債が

1,890万円の減、その他財源は175万4,000円の増、一般財源は4,432万3,000円といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  ３番、飯田さん。 

○３番（飯田桂司君） 今、補正の関係で説明を受けたわけですけれども、私はちょっと、先

般の定例会でも質問した補助金の関係があるわけですけれども、ページ数が32ページです。

商工会の関係をちょっと、観光課の方から、課長から説明を受けたいわけですけれども、補

助金、暮れに毎年行われている歳末助け合いの関係で100万円ということで補助金がつけら
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れております。そして、25年度の決算も受けたわけですけれども、25年度の商工会の補助金

として1,305万円の商工会補助、そして、26年度に入りまして1,380万ということで補助金が

つけられている。 

  しかし、思うに、この決算書を見たときに、商工会の補助金が1,700万の決算をしておる

わけです。とんでもない数字で、当初の予算よりは、補助金も含めて決算で報告がされてお

るわけですけれども、毎年、町民の皆さんが楽しみにしておる商品券、敬老の祝い金と一緒

ですけれども、やはり思うに、この商品券を買える人ばかりではないと思いますけれども、

課長に聞きたいのは、この商品券の使われる状況、ここに先般も示したように、地域商品券

の取扱店のあれがあります。中には、伊豆急各駅の乗車券等も買えるようになっています。

しかし、商品券が使われているところは本当に一部だと思うんですよ。果たして、この商店、

スーパーも、スタンドやスナックやら伊豆急の駅等ありますけれども、どういう…… 

（「抽選券」の声あり） 

○３番（飯田桂司君） だから、抽選券のはわかります。ですけれども、この100万円を出し

ておる中で、やはり思うに、一部のところで本当にされていると思うんですよ。そういう中

でちょっと課長に聞きたいのは、どういうところでこのお金が、商品が買われておるか、統

計が出ていたらちょっと聞きたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） まず、飯田議員のほうから1,800万の決算額というふうなお

話ですけれども、この1,800万の中の内訳と申しますと、まずは商工会の運営事業費補助金

ということで、ここにほとんど1,100万、200万が入っておりまして、商品券につきましては

550万円、それから年末のガラガラ抽選会というのは約150万というふうな形の数字でありま

して、全てが商工会の商品券に使っているというような内容ではございません。 

  それから、今回の100万円の補助の関係ですけれども、これにつきましては、目的としま

しては消費税の増税後、本当に町内の商店が厳しいという中で、年末に向けて町内消費を促

して、町内経済の活性化を図るというようなことが大きな目的でありまして、当然、商工会

のサービス店会の町内の加盟店49店舗、それからプラス飲食店ですとか、商工会サービス店

会に加盟していない、そういったもろもろのレストランなんかもそうですし、それから薬局

ですとか、あるいはスーパー、それから新聞屋さんも入っています。お菓子屋さんもそうで

す。そういったものが約十数店舗ありまして、全体で六十数店舗がこのガラガラ抽選会に加

入しているという、協賛という形でこぞって参加をしていただいている内容でございます。 
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  それから、一昨日、もう一つこれ大事なことなものですから、飯田議員から、そのガラガ

ラ抽選会のときに、抽選に来られた方が懐中電灯を欲しかったんだけれども、品物がなかっ

たということで非常に憤慨されておりましたけれども、この内容については、ガラガラ抽選

会は１等から６等までありまして、６等が末等と。それで、そのうちの５等のところで508

本ありまして、その中でガラガラ抽選会をやっていただいた方に選択肢があるように、この

商品がデジタル目覚ましのタイマーつきが96本、それからお湯とお水で御飯という、そうい

うセットが120本、バスタオルが192本、それからＬＥＤの懐中電灯が100本ということで、

昨年12月24、25日に実施をいたしまして、恐らく２日目のときということで、ほとんどこの

抽選会が終わりのころではないかなというふうなことで、いずれにいたしましても、当選し

た物については懐中電灯以外の物をお渡ししているということで、商工会あるいはサービス

店会が地域の皆さんからのここで信頼を失うようなことは、私にも責任がありますし、今回

の件については全くそういう点で落ち度がなかったということで、御理解をいただきたいと

いうふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さん。 

○３番（飯田桂司君） 今、課長からお話を受けたわけですけれども、このもらいに行かれた

方、懐中電灯欲しいよということで言われて、ないということで戻ったようですけれども、

今お話を聞いてわかりました。その方にまた御案内、説明を再度伺いますけれども、やはり

思うに、この商工会の補助金等、内容について私は理解をしています。商品券等についても

理解をしています。しかし、当初予算から大分この額が決算でなされておると。この補助金

も、観光協会等も含めて、大変金額が大きくなっておるなと私は感じているわけですよ。そ

の中で、ちょっと今後について、この商工会等の補助金についてのあり方について町長にひ

とつ伺いたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 補助金に関しましては、もらって当たり前、そういう空気がもう多少

流れております。そうなると、何回も言っているけれども、頑張っているところには助成す

るけれども、それもらって当たり前というのは、もう出さないという強い気持ちで。今回の

ガラガラポンの歳末大売り出し、これも当初、現状よりか大きい金額で来ました。その中で

もそういうサービス商会のサービス的なあれがないもので、もう最低の、じゃ100万でやり

なさいというようなので、やっぱりもう、もらって当たり前な中でやるというのは当然だめ
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ですから、自分も自助努力した中でこれだけやりますから町もこれだけお願いしたいですと

言えば、それはやりますけれども、どうも今の現状だと、この補助金ありきという考えがあ

りますもので、それはもう今後も徹底して意識改革していただきたい、またそういう方向で

町はやっていきたい。 

  当初予算よりか上がったということは、やっぱり地域商品券550万なんていうのは補正で

やったもので、当初は1,200か100って言ったけれども、９月の補正で12月に地域商品券をや

った中で、その500万ぐらいなもので、決算では1,700か800と、そういう感じになっている、

それは優待券。補助金に関しましては、もうもらって当たり前という、そういう意識をなく

すような方向で、町は強い姿勢でやっていきたい、そういう考えでございます。御理解願い

たいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありますか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 説明は100万ぐらいになっているものですから、小さいところでわ

からないことからちょっとお伺いをさせていただきます。 

  まず、16ページの中間サーバ利用負担金というのが今なぜここへ出てきたのかというのが

よくわからないので、この点をお聞かせいただきたいというのが１つ。 

  22ページの重度心身障害者タクシー利用料金の助成制度、これも77万という金額がなぜこ

こへ今の段階で補正が必要なのかということもわからないので、これもお聞かせいただきた

い。 

  ３点目に、32ページで観光協会の補助金の関係なので、これは委員会のときも大体聞いた

んですけれども、先ほど説明があったように、途中でアンケートをとったり休みどころをや

ると。ただ、いろんな接待の状況からすると、その部分についてはたしか100万円の補助金

という内容なんですけれども、例えばみそ汁サービス等々含めて利用者が少ない場合、返金

とか一定の部分があるのかないのか、実際問題として歩いている人はちょっと一時代前より

も大変少ないわけで、過剰な接待をする必要はないわけで、その取り扱いについての考え方

をお聞かせいただきたいと。 

  次に、34ページですけれども、用地取得費の関係で、これは雑入のところでのお金のほう

の入っている関係もあるんですけれども、どういう内容なのかということで、新設道路改良

費のところにありますからお聞かせをいただきたいと。 
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  次に、36ページの水路改修のところ、42万7,000円をお聞かせいただきたいと思います。 

  最後に、44ページの文化財のところの修繕費で12万5,000円と、これはどういう内容なの

か、お願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 随時いきますか。16ページのほうから。 

  企画調整課長。 

○企画調整課長（向井青一君） 16ページの電算費の中間サーバ利用負担金98万1,000円です

が、こちらにつきましては国のほうから指示がありまして、歳入の８ページのほうの社会保

障の税番号制度システム整備費補助金のほうにも、98万円というような形で全額補助を受け

ております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 観光協会補助金の214万円のうちの雛のつるし飾りの休憩ど

ころの100万についての内容と、残った金額がどうかという話ですけれども、これにつきま

しては、むかい庵から歩いて文化公園まで行く途中に何にもないということで、本当に雛の

つるし飾りのお客さんが減っているということで、おひな様のイベント一体やっているのか

と、とても寂しいのではというお客様の意見を聞いて、今回ちょうど中間に位置するいきい

きセンターの駐車場で稲取のキンメのみそ汁サービス、それから地域の食、スイーツ等、東

伊豆町にはこのようなすばらしいこういうものがあるということで、観光協会それから商工

会と連携をとりまして、にぎわいの創出と。 

  あわせて非常にお客さんが減っているということで、アンケート調査をして実態はどうな

のかということを徹底的に調べたいというふうに考えております。このみそ汁サービスにつ

いては８日分を一応用意してありますけれども、状況を見ながら土日を増やしていくような

形でフルに最大限に活用したいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然100万にいかないと、これはもう町としては返還してもらうつも

りでいます。みそ汁サービスが増えれば、予定どおりいけばそれは当然いいでしょうけれど

も、お客さんの減り方とかそういうことがあって、100万以下ならば、当然その辺は町とし

ては返していただきたい、そういう気持ちでいます。 

  だけれども、基本的にはもう100万以内でできるだけお客さんのおもてなしをしていただ



－196－ 

きたい、そういう考えでございますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課技監。 

○建設産業課技監（高村由喜彦君） それでは、34ページ、36ページについてお答えします。 

  まず、34ページの道路用地取得費というものはどういうものかということですが、現在県

が実施している稲取中学校下の県道稲取港線の拡幅工事に伴い、県が町道清水上線に対して

影響を与えたものですから、12ページの用地補償費として96万円入ってきます。それに対す

る今回、地権者２名に対する用地補償費として町が道路用地を取得するための費用でござい

ます。 

  続いて、36ページの水路維持補修工事とは何かということですが、現在、奈良本の丸幸商

店脇の水路の根があらわれて、このまま放置すると川底から漏水や石積みの根崩れ等が発生

する原因が生じております。早目に対応するために、水路底をコンクリートで補修するため

に手当てをしたいということで補修費を上げてございます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 関連で今の水路維持補修工事でございます。これ当初できないことを

確認した中で、崩れちゃうと、もうそれ以上の金額がかかるという中で今回、補修工事で上

げさせていただきましたので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） 重度心身障害者のタクシー使用料金の助成費ですけれども、

タクシー券につきましては年間24枚、ガソリン券については年間12枚の配布をしてございま

す。重度の障害者になられる方、利用者が増えているということ、それから当初の見込みよ

りもガソリン代が高騰したというところで、今回補正をさせていただいております。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） それでは、44ページの社会教育費の文化財保護保存管

理事業修繕料12万5,000円の内容でございますが、指定文化財であります旧稲取灯台、それ

に関連する施設ということで萩原邸の刺しゅう館ということで、毎週土曜日、日曜日、開館

をしておるところでございます。 

  あの場所は水道低水圧区域でありまして、自然流下では水道が各家庭出ないということで、

簡易タンクを設けてポンプによって各家屋の中に給水している地域でございます。それでト
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イレなどもございますので、来館していただいた方々に使用していただいている状況で水道

が出ないということで、簡易タンクのポンプの修繕料ということで12万5,000円を計上させ

ていただきました。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 大半の問題はわかりました。 

  幾つか思うところがあります。 

  １つは、重度心身障害者のタクシー券の問題も、確かに利用者の増加の問題もあるんです

が、これは恐らく金額、枚数というのは、もうたしかずっと同じなんだと思うんです。やっ

ぱり枚数でやるのか、例えばガソリンの場合、20リットルとか30リットルとか量を決めたり

するという形も含めて、これ全く町単事業ですから金額もかなり今のしているわけで、やっ

ぱりそういうことが必要なのではないかなというふうに、今回、確かにガソリン代のあった

っていうのは実態としてはそうなんですけれども、事業としてやっぱり見直されるべき点が

あるんではないかなというふうに思います。 

  ２つ目に、観光商工課の問題ですけれども、ただやっぱり課長あれだと思うんですよ。そ

れで、休日出勤で人件費が日当分が出ているのかどうかわかりませんけれども、８回のおも

てなしをやるのに100万かかるってことは、１回10万からかかるわけですから、そうすると、

もう食材だけではなくて本当に10万、土日にそんなかける内容があるのかどうなのかも含め

て精査していかないと、当然、観光協会の職員でも休日出勤の手当も何もあるんだと思うけ

れども、やっぱりこの100万は結構でかい金額で、活用の仕方については精査していただく

必要が十分あるのではないかと思います。 

  最後に、教育委員会の問題ですけれども、やっぱりちょっとこれは、僕は予算計上がまず

いんではないかと思うんですよ。というのは、文化財保護事業ということでいった場合に、

文化財になっているのは旧稲取灯台ですよ、稲取灯台。だから、萩原邸は文化財ではないで

すよ。普通財産ですよ、これは確実に。だから、予算の計上としておかしい。 

  なおかついえば、管理費がたしか八十何万かというのが出ていて、土日あけているんだけ

れども、実績で見ても、一日に１回あけても１人来るか来ないというようなところに対して

80万のお金を出し続けるのか。もし利用が少ないということであれば、こういう修繕費が出

た段階でもう一回検討すれば、ここのところについては廃止するという選択肢だってあると

思うんですよ。だから、本来的にはそういう対応をすべきところに来ているにもかかわらず、

やっぱりここでまたそういうポンプの修理をするということは、引き続きそういうものにお
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金を出し続けるということになっていくわけで、これはやっぱりお金の資質のあり方として

も、財政厳しい折には見直すべきものがあるんではないかと私は思いますけれども、いかが

ですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点目のタクシー、たしかこの時期でこれだけの補正を出すこ

とは、やっぱり町単ですから、これはある程度もう当初幾ら、何名、何リットル、これはも

う決めていったほうがいいんではないかと私は考えておりますもので、それはちょっと検討

させていただきたい。 

  ２点目の観光の100万、確かに今言ったように８回やったところで100万ということ、これ

は相当なあれですから、これは精査していった中で、後のその精査したケースに対してはま

た議会に真摯に提出していきたいと思います。 

  さらに修繕料に関しましては、当然もらったときの意向があそこを何とかやってくれとい

う中で町は動いております。その中で入館料とかそういう中で寄贈してくれた人の意思を受

け継いだ中で今そこをやっているのが現状でございます。その中で、町は基本的にはやって

いきたいんですが、財政とかいろんな面を考えれば、またそれなりの考えもあると思います。

町は基本としては寄贈してくれた人の意向に沿った中でやっていきたい、そういう考えでご

ざいますし、できるだけ建物に関しましても、またこれからも、居山議員からの一般質問で

あったようにまた観光的な面に生かすとなれば、また違う方向でも総合的な中で検討させて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 重度心身障害者の問題、観光のことは町長もよく精査するというこ

と、また今後の対応では見直しをしていただきたいと思います。 

  最後のこの教育委員会の文化財というの、まず文化財というここの項目に載っけるという

ことは、100％これは的確ではないと思うし、私、町長とやり取りした記憶では、ここをも

らうということについては負担つきの寄付ではないよということでもらっているわけですよ。

だから、町長は再三、意向が意向がって言うけれども、町が、意向があったって、それは負

担付き寄付でもらっていないんだから、もらったものをどう取り扱うかというのは、全く町

の考え方でいいわけですよ。意向が意向がということだったら、これもうもらう段階で負担

つき寄付でもらっていたんだと、そういう話ですよ。もうそこをずっと開館なり何かとして

維持しなさいということでもらっていないですよ。そこは町に対して無条件でもらっている
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んですよ。現実にやって、毎年八十何万かのシルバー人材やらが土日に行っている。実績と

して毎回１人かそこらでしょう、利用者が。だから、その事業を一体いつまでやるんですか

と。負担つきではないんだったら、真っ先にこういうのは事業仕分けで仕分けされなければ

いけない問題ではないですか。税金の垂れ流しをしていると。 

  いずれにしても今回、予算の費目でここへ載せるということについては絶対に正しくない。

これはやっぱり当局のほうで差し戻してやり直さなければまずい案件ではないですか。将来

的にこれどうするかというのは、今日の問題ではないけれども、予算の費目で文化財でない

ものに対して修繕費を載せると、この問題についていえば、絶対、議案の撤回、修正が必要

だと私は思います。 

○議長（鈴木 勉君） 答弁どういたしますか。町長、答弁しますか。町長、休憩要請します

か。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 確かに14番議員の、この文化財でないことにこれを載せたことは町の

ミスでございますもので、これは修正させていただいた中で、また上げさせていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１５分 

 

再開 午後 １時２６分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  町長より発言を求められておりますので、許可をいたします。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 先ほど14番、山田議員からの質疑を確認したところ、議案第51号の東

伊豆町一般会計補正予算（第８号）の訂正が生じましたので、差しかえをお願いいたします。 

  お時間をとっていただきましたこと、おわび申し上げます。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま町長より、平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第８号）

について、予算書を差しかえたいとの申し出がありました。 

  お諮りいたします。予算書差しかえについて承認することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。 

  予算書差しかえについて承認いたしました。 

  予算書差しかえのために暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時２６分 

 

再開 午後 １時２８分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  総務課長より差しかえの理由等について説明を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） それでは、議案第51号 東伊豆町一般会計補正予算（第

８号）の差しかえ理由について御説明いたします。 

  差しかえの内容につきましては43ページ、44ページにございました９款教育費、５項社会

教育費、３目文化財保護費、事業コード１文化財保護保存管理事業、11節需用費、細節５修

繕料12万5,000円を、13ページ、14ページの２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

事業コード１施設管理事業、11節需用費、細節５修繕料12万5,000円へ移行させていただき

ました。 

  これによりまして、２ページ及び６ページの２款総務費が増額となり、９款教育費が減額

となった内容でございます。 

  また、この訂正によります予算総額及び財源の変更はございません。 

  以上、簡単ではございますが、差しかえの理由とさせていただきます。よろしく御審議を

お願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） これより引き続き質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

  11番、山本さん。 

○１１番（山本鉄太郎君） 私は委員会の当時、重要な担当が欠席されたもので、ちょっとこ

このところでお聞きしたいんですけれども、防災費の170万と食糧費の80万が減額になって

いますけれども、この内訳、内容をちょっとお聞かせください。 
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○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） それでは、山本議員の御質問にありました防災施設整備事業の

消耗品及び食糧費の減額について説明させていただきます。 

  消耗品のほうですが、本年度予定しておりました毛布につきまして、当初うちのほうで見

積もりを行っていました金額の半額で入るようになりましたので、その部分の補正と、あと

食糧費につきましては、アルファ米を購入するに当たりまして入札差金が発生しましたので、

その減額となっております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 11番、山本さん。 

○１１番（山本鉄太郎君） そうすると、現在備蓄の毛布という形の入札をしたと言われまし

たね、アルファ米と。これは要するに、毛布は何枚あるのか、今、備蓄が。そして、アルフ

ァ米は何食分、備蓄があるのか、ちょっとお聞かせください。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） 今現在、毛布の在庫数でありますが、昨年度も購入しまして、

本年度も700枚購入しまして、全体で大体6,700枚、現在あります。 

  アルファ米につきましては、今現在、本年度5,000食買いまして、残数が１万食の在庫と

なっております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第51号 平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第８号）を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第２ 議案第５２号 平成２６年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第２ 議案第52号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第52号 平成26年度東伊豆町国民健康保

険特別会計補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に48万6,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ22億85万5,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では、国民健康保険税の滞納分にかかわる延滞金の増額

であります。 

  歳出につきましては、特定健康診査の受診者増による増額をするものであります。 

  詳細につきましては健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） ただいま提案されました議案第52号 平成26年度東伊豆町

国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について、概要を説明させていただきます。 

  平成26年度東伊豆町の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ48万6,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ22億85万5,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の内容について説明をいたします。 

  11款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、補正前の額に48万
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6,000円を追加し、268万6,000円といたします。１節一般被保険者延滞金、細節１一般被保

険者延滞金48万6,000円の増は、一般被保険者の保険税滞納分にかかる延滞金で、10月末現

在で当初予算を上回る収入額となっており、11月以降分の収入分を見込み増額するものでご

ざいます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明をいたします。 

  ８款保健事業費、２項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費、補正前の額に

48万5,000円を追加し、1,258万6,000円といたします。13節委託料、細節１特定健診委託料

48万5,000円の増は、特定健診の受診者増によるものであります。 

  ３ページ、４ページにお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を、歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。 

  補正前の額22億36万9,000円に48万6,000円を追加いたしまして、22億85万5,000円といた

します。 

  次に、歳出ですが、補正前の額22億36万9,000円に86万6,000円を追加いたしまして、22億

85万5,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、一般財源で48万6,000円といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第52号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を採

決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第３ 議案第５３号 平成２６年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第３ 議案第53号 平成26年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第53号 平成26年度東伊豆町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に141万1,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ１億4,730万1,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、保険基盤安定繰入金の交付確定により増額させていただきま

した。 

  詳細につきましては健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） ただいま提案されました議案第53号 平成26年度東伊豆町

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、概要を説明させていただきます。 

  平成26年度東伊豆町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

によります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ141万1,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億4,730万1,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の内容について説明いたします。 
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  ３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正前の額に141万1,000円を追

加し、3,573万3,000円といたします。１節保険基盤安定繰入金、細節１保険基盤安定繰入金

141万1,000円の増は、交付確定による増額でございます。 

  恐れ入りますが、７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の内容について説明をいたします。 

  １款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、補正前の額に141万1,000円を追加し、１億

4,688万円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１後期高齢者医療広域連合納付

金141万1,000円の増は、歳入での増額分を後期高齢者医療広域連合に納付し、精算するもの

であります。 

  ３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明した内容を、歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。 

  補正前の額１億4,589万円に141万1,000円を追加しまして、１億4,730万1,000円といたし

ます。 

  次に、歳出ですが、補正前の額１億4,589万円に141万1,000円を追加いたしまして、１億

4,730万1,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、一般財源で141万1,000円といたします。 

  以上、簡単ではありますが概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第53号 平成26年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を

採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第４ 議案第５４号 平成２６年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第

２号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第４ 議案第54号 平成26年度東伊豆町介護保険特別会計補正予

算（第２号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第54号 平成26年度東伊豆町介護保険特

別会計補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に285万9,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ13億1,179万8,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では、保険給付費の増額補正に伴う国県支払基金、一般

会計繰入金のそれぞれ法定負担率においての増額補正と、制度改正に伴うシステム改修によ

る国庫補助の増額補正であります。 

  歳出につきましては、介護サービス等の利用者増による保険給付費の増額補正と、保険給

付費の増額に対する保険料分の財源充当のための基金積立金の減額、さらには制度改正に伴

うシステム改修費の増額補正をするものであります。 

  詳細につきましては健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） ただいま提案されました議案第54号 平成26年度東伊豆町

介護保険特別会計補正予算（第２号）について、概要を説明させていただきます。 

  平成26年度東伊豆町の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところにより

ます。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ285万9,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ13億1,179万8,000円といたします。 
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  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明をいたします。 

  ４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目調整交付金、補正前の額から164万8,000円を減額

し、5,817万8,000円といたします。１節現年度分調整交付金、細節１普通調整交付金164万

8,000円の減は、調整交付金の交付率が当初4.88％でしたが、交付決定により4.74％に減少

したことによる減額でございます。 

  ４目事業費補助金、補正前の額に162万円を追加いたします。１節事業費補助金、細節１

事業費補助金162万円の増は、介護保険制度改正に伴うシステム改修費の２分の１の国庫補

助金を受けて増額するものでございます。 

  ８款繰入金、１項一般会計繰入金、４目その他一般会計繰入金、補正前の額に162万円を

追加し、1,432万8,000円といたします。１節事務費繰入金、細節１事務費繰入金162万円の

増は、介護保険制度改正に伴うシステム改修費の国庫補助分を差し引いた実費分を増額する

ものでございます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明をいたします。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正前の額に324万円を追加し、424万

2,000円といたします。13節委託料、細節３システム改修業務委託料324万円の増は、介護保

険制度改正に伴うシステム改修費の委託料でございます。 

  ９ページ、10ページをお開きください。 

  ２款保険給付費、２項介護予防サービス等諸費、７目介護予防サービス計画給付費、補正

前の額に105万円を追加し、413万2,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節

１介護予防サービス計画給付費保険者負担金105万円の増は、利用者増によるものでござい

ます。 

  11ページ、12ページをお開きください。 

  ４款１項基金積立金、１目介護保険給付費準備基金積立金、補正前の額から207万8,000円

を減額し、2,365万1,000円といたします。25節積立金、細節１介護保険給付費準備基金積立

金207万8,000円の減は、国庫補助調整交付金の減額と保険給付費地域支援事業費の増額に対

する保険料分の財源充当のため減額補正をするものでございます。 
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  ３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を、歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してございます。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。 

  補正前の額13億893万9,000円に285万9,000円を追加いたしまして、13億1,179万8,000円と

いたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額13億893万9,000円に285万9,000円を追加いたしまして、13

億1,179万8,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国県支出金で58万9,000円、その他42万1,000

円、一般財源が184万9,000円といたします。 

  以上、簡単ではありますが概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第54号 平成26年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第２号）を採決し

ます。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第５ 議案第５５号 平成２６年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算 

             （第１号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第５ 議案第55号 平成26年度東伊豆町風力発電事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 



－209－ 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第55号 平成26年度東伊豆町風力発電事

業特別会計補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に137万3,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ8,188万4,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では、前年度繰越金の増額補正をいたします。 

  歳出につきましては、前年度の消費税額の確定に伴う減額と基金への積み立てを行うもの

であります。 

  詳細につきましては企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（鈴木 勉君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（向井青一君） ただいま提案されました議案第55号 平成26年度東伊豆町風

力発電事業特別会計補正予算（第１号）について、説明させていただきます。 

  平成26年度東伊豆町の風力発電事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ137万3,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ8,188万4,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページをお開きください。 

  歳入ですが、３款１項１目繰越金、補正前の金額に126万2,000円を追加し、176万2,000円

といたします。１節繰越金、細節１前年度繰越金126万2,000円の増は、決算の確定によるも

のでございます。 

  次に、４款諸収入、２項１目雑入11万1,000円を追加いたします。１節雑入、細節２雑入

11万1,000円の増は、前年度消費税中間申告納付額31万7,700円に対し確定申告額20万7,600

円であり、還付加算金を受けたものでございます。 

  次に、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳出ですが、１款電気事業費、２項１目風力発電事業費で、補正前の金額から489万6,000
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円を減額し、2,817万円といたします。27節公課費、細節１消費税等489万6,000円の減は、

前年度の消費税額の確定に伴い減額となるものでございます。 

  次に、２目風力発電基金費で、補正前の金額に626万9,000円を追加し、1,997万9,000円と

いたします。25節積立金、細節１基金積立金626万9,000円の増は、歳入歳出予算の調整後の

余剰財源を基金へ積み立てるものでございます。 

  ２ページにお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で補正内容を総括してございます。 

  補正の前の歳入及び歳出予算の総額8,051万1,000円に歳入歳出それぞれ137万3,000円を追

加し、補正後の歳入及び歳出予算の総額をそれぞれ8,188万4,000円といたします。 

  なお、補正予算財源は全て一般財源となっています。 

  以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいた

します。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第55号 平成26年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第１号）を採

決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第６ 議案第５６号 平成２６年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第２号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第６ 議案第56号 平成26年度東伊豆町水道事業会計補正予算

（第２号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 
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  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第56号 平成26年度東伊豆町水道事業会

計補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、予算第３条に定めた収益的支出の予定額に924万9,000円を追加し、総

額４億4,886万6,000円とするものでございます。 

  主な内容を申し上げますと、人事院勧告による職員給与費の調整、また電気料金の高騰に

よる動力費の不足分を計上しております。 

  詳細につきましては水道課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（鈴木 勉君） 水道課長。 

○水道課長（山口 誠君） ただいま提案されました議案第56号 平成26年度東伊豆町水道事

業会計補正予算（第２号）について、御説明いたします。 

  （総則） 

  第１条 平成26年度東伊豆町水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よります。 

  （収益的収入及び支出） 

  第２条 予算第３条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正いたします。 

  支出、第１款水道事業費用、既決予定額４億3,961万7,000円に924万9,000円を追加し、４

億4,886万6,000円といたします。 

  第１項営業費用、既決予定額３億9,078万5,000円に924万9,000円を追加し、４億３万

4,000円といたします。 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

  第３条 予算第６条に定めた経費の金額を次のように改めます。 

  第１号職員給与費、既決予定額9,806万6,000円に221万4,000円を追加し、１億28万円とい

たします。 

  恐れ入りますが、７ページをお開きください。 

  参考資料により主な補正内容を御説明いたします。 

  収益的支出ですが、１款水道事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費、２目配水及

び給水費及び５目総係費の１節給料、２節手当、５節法定福利費のそれぞれの増額につきま
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しては、人事異動及び人事院勧告による差額分を調整するものであります。 

  １目原水及び浄水費、26節動力費123万2,000円の増及び２目配水及び給水費、26節動力費

323万1,000円の増につきましては、電気料金の高騰により動力費に不足が生じるため補正す

るものであります。 

  ２目配水及び給水費、22節修繕費183万7,000円の増につきましては、突発的な設備修繕や

漏水などに対処するための予算措置であります。 

  ５目総係費、19節委託料65万円の増につきましては、会計制度の改正に伴う予算関係業務

の一部を委託するものであります。 

  以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたしま

す。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第56号 平成26年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第２号）を採決しま

す。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第７ 同意案第３号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第７ 同意案第３号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選

任についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 
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○町長（太田長八君） 同意案第３号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

  下記の者を東伊豆町固定資産評価審査委員会委員に選任することについて、地方税法第

423条第３項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

  住所、賀茂郡東伊豆町奈良本1020番地。 

  氏名、野﨑元廣。 

  提案理由を申し上げます。 

  野﨑元廣氏が平成27年３月31日をもって任期満了となるため、再任をお願いするものであ

ります。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより同意案第３号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任についての同意を求

める件を採決します。 

  本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決

しました。 

 

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

 

◎日程第８ 同意案第４号 東伊豆町教育委員会委員の任命について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第８ 同意案第４号 東伊豆町教育委員会委員の任命についての

同意を求める件を議題とします。 

  ここで、本件に関係のある教育長の退席を求めます。 

（教育長 金指善郎君退席） 

○議長（鈴木 勉君） 町長より提案理由の説明を求めます。 
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  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 同意案第４号 東伊豆町教育委員会委員の任命について。 

  東伊豆町教育委員会委員に下記の者を任命することについて、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

  住所、賀茂郡東伊豆町稲取1616番地の２。 

  氏名、金指善郎。 

  提案理由を申し上げます。 

  教育委員が平成26年12月31日をもって任期満了となるため、再任をお願いするものであり

ます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより同意案第４号 東伊豆町教育委員会委員の任命についての同意を求める件を採決

します。 

  本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決

しました。 

  教育長の入場を許可いたします。 

（教育長 金指善郎君入場） 

 

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

 

◎日程第９ 陳情・要望書等の審査について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第９ 陳情・要望書等の審査についてを議題とします。 
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  審査を付託した総務経済常任委員長の報告を求めます。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 陳情・要望等の審査報告ですが、朗読をもって報告させていただき

ます。 

  平成26年12月10日。 

  東伊豆町議会議長 鈴木勉様。 

  総務経済常任委員会委員長 山田直志。 

  陳情・要望等審査報告書。 

  本委員会に付託された陳情・要望書等を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規

則第94条第１項の規定により報告します。 

  受理番号、228。 

  付託年月日、平成26年12月８日。 

  件名、「燃油税制にかかる特例措置に関する国への意見書の提出を求める」要望について。 

  審査結果、採択でございます。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま総務経済常任委員長より報告のありました陳情・要望書等の

審査報告について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより陳情・要望書等の審査報告について採決します。 

  本案に対する委員長の審査報告は採択であります。 

  この審査報告については、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、陳情・要望書等の審査については委員

長の報告のとおり決しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第１０ 意見書案第７号 農林漁業用に係る軽油引取税の課税免除措置の恒 

               久化を求める意見書について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第10 意見書案第７号 農林漁業用に係る軽油引取税の課税免除

措置の恒久化を求める意見書についてを議題といたします。 

  提出者より順次、提案理由の説明を求めます。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 朗読をもって提出させていただきますが、先ほどの意見書でござい

ました意見書としては燃油税制の特例措置に関する意見書ということでございますが、漁協

からいただきました内容を委員会の審査の中で精査したところ、当初あったＡ重油等々のも

のが軽油引取税というような内容であること等々、税制改革で既に行われているものもある

ということと、当該議会として必要なこととして農林漁業用ということを明確にしての要望

書にすべきだというようなことから、漁協から来た意見書の文面とは内容は違います。違う

ということは、既に税制改革で取り上げられたものもあったということと、農林水産業に供

するというところを明確にするということで、当初いただいたものと内容は一部変更してご

ざいます。そのことをあらかじめ御理解をいただきたいと思います。 

  その辺につきましては、既に西伊豆町とか議会で取り上げられている内容についても精査

した結果、そのような判断をいたしました。 

  意見書案第７号 農林漁業用に係る軽油引取税の課税免除措置の恒久化を求める意見書に

ついて。 

  地方自治法第99条の規定により、国会及び関係行政庁に対し、農林漁業用に係る軽油引取

税の課税免除措置の恒久化を求める意見書を別紙のとおり提出する。 

  平成26年12月10日提出。 

  東伊豆町議会議長 鈴木勉様。 

  提出者 東伊豆町議会議員 山田直志。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 須佐衛。 

  １枚おめくりください。 

  農林漁業用に係る軽油引取税の課税免除措置の恒久化を求める意見書（案） 

  道路を使用しない機械等の動力源に使用する軽油について、１リットル当たり32円10銭の
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軽油引取税を課税免除する特例措置（免税軽油制度）が、平成27年３月31日をもって廃止さ

れることとなっている。 

  免税軽油制度が廃止されれば、農林漁業の経営に大きな影響を与え、特に、漁業において

はコストに占める燃料費の割合が極めて大きく、漁業経営にとって非常に厳しく深刻な状態

に陥るなど、地域経済に深刻な影響を及ぼすことが懸念される。 

  この制度は、農林漁業の経営の自立化、安定化を図る観点からも有効であり、必要不可欠

なものとなっている。 

  よって、国においては、軽油引取税の免除措置を恒久化するよう強く要望する。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成26年12月10日。 

  静岡県賀茂郡東伊豆町議会。 

  でございます。 

  送付先につきましては、関係行政庁はお手元に配付のとおりであります。 

  なお、衆議院につきましては現在、解散総選挙中ということでございますので、衆議院議

長を初め静岡県関連の国会議員の方々については、14日の選挙を待って、その結果を得て当

選された方々に送付するという対応をとらせていただきたいと思います。そのこともあわせ

て御理解のほどお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより意見書案第７号 農林漁業用に係る軽油引取税の課税免除措置の恒久化を求める

意見書についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第１１ 陳情・要望書等の審査について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第11 陳情・要望書等の審査についてを議題とします。 

  審査を付託した文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

  ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） それでは、報告書を朗読をもってかえさせていただきます。 

  平成26年12月10日。 

  東伊豆町議会議長 鈴木勉様。 

  文教厚生常任委員会委員長 内山愼一。 

  陳情・要望書等審査報告書。 

  本委員会に付託された陳情・要望書等を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規

則第94条第１項の規定により報告します。 

  受理番号、146。 

  付託年月日、平成26年９月11日。 

  件名、奨学金制度の充実及び見直しを求める意見書採択のお願い。 

  審査の結果は継続となりました。 

  よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま文教厚生常任委員長より報告のありました陳情・要望書等の

審査報告について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより陳情・要望書等の審査報告について採決します。 

  本案に対する委員長の審査報告は継続であります。 

  この審査報告については、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、陳情・要望書等の審査については委員

長の報告のとおり決しました。 

 

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

 

◎日程第１２ 総務経済常任委員会研修視察報告について 

◎日程第１３ 文教厚生常任委員会研修視察報告について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第12 総務経済常任委員会研修視察報告について、日程第13 文

教厚生常任委員会研修視察報告についてを一括議題とします。 

  各常任委員会の研修視察報告につきましては、お手元に配付した報告書のとおりでありま

す。 

  これより一括質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  お諮りします。ただいま一括上程され議題となっております総務経済常任委員会研修視察

報告についてと、文教厚生常任委員会研修視察報告についてを採決します。 

  本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しまし

た。 

 

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

 

◎日程第１４ 議会運営委員会所管事務調査について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第14 議会運営委員会所管事務調査についてを議題とします。 

  内容としては、議会運営に関すること、会議規則・委員会条例に関すること、議長の諮問

に関すること、以上の３点です。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議会運営委員会所管事務調査については、

議会運営委員会にこれを付託し、平成27年第１回定例会までに調査することにしたいと思い

ます。御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。 

  議会運営委員会所管事務調査については、議会運営委員会にこれを付託し、調査すること

に決しました。 

 

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

 

◎閉会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） これをもちまして、本定例会に付議された案件の審議は全て終了いた

しました。したがって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本定例会は本日で閉会することに決し

ました。 

  平成26年東伊豆町議会第４回定例会を閉会します。 

  御苦労さまでございました。 

 

閉会 午後 ２時１５分 
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