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平成２７年第３回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                     平成２７年９月８日（火）午前９時３０分開会 

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． ７番 飯 田 桂 司 君 

     １）町内環境整備について 

     ２）町長の政治姿勢について 

    ２．１０番 藤 井 廣 明 君 

     １）戦没者慰霊について 

     ２）公衆浴場の建設について 

    ３．１２番 鈴 木   勉 君 

     １）観光振興対策について 

     ２）旧第６分団器具置場の活用について 

     ３）小中学生のスポーツ活動支援について 

     ４）電気柵について 

    ４． １番 笠 井 政 明 君 

     １）町内同報無線について 

     ２）稲取高原親水広場、芝生広場について 

     ３）東伊豆町子ども・子育て支援事業について 

    ５． ５番 西 塚 孝 男 君 

     １）道路事業について 

     ２）消防について 

     ３）小中学校の統合について 

    ６． ６番 内 山 愼 一 君 
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     １）地方創生について 

     ２）伊豆大島航路の再開について 

     ３）町長の政治姿勢について 

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

出席議員（１２名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ２番  稲 葉 義 仁 君 

     ３番  栗 原 京 子 君      ５番  西 塚 孝 男 君 

     ６番  内 山 愼 一 君      ７番  飯 田 桂 司 君 

     ８番  村 木   脩 君     １０番  藤 井 廣 明 君 

    １１番  森 田 禮 治 君     １２番  鈴 木   勉 君 

    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 黒 田 種 樹 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 嘉 久 君 

健康づくり課
参 事 村 上 則 将 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 木 田 尚 宏 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（村木 脩君） 皆様、おはようございます。 

  平成27年第３回定例会の開会に当たり、議員の皆様におかれましては、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、条例の制定及び一部改正案、平成26年度一般会計及び６つの特別会計決算

の審査などが上程されております。議員各位におかれましては、諸議案とともに十分御審議

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、開会の挨拶とします。 

  ただいまの出席議員は12名で議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成27年東伊豆町議会第３回定例会は成立しましたので、開会します。 

 

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

 

◎議会運営委員長の報告 

○議長（村木 脩君） 議会運営委員長より報告を求めます。 

  13番、定居議員。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 皆様、おはようございます。 

  議会運営委員会より、平成27年第３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、９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、本定例会では一般質問の時間が60分、質問回数を１回目の通告分を除いて３回以内

とすることが協議決定しておりますので、御協力をお願いいたします。 

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

し入れが出されております。 

  本定例会の提出案件といたしましては、条例の制定及び一部改正案などが７件、道路線の

廃止、認定が２件、補正予算案が５件、財政の健全化に関する報告が２件、平成26年度一般

会計決算認定及び特別会計決算認定、人事案件が１件、それぞれ日程に組み込まれておりま

す。 
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  さらに、議会からは会議規則の一部改正、各常任委員会の研修計画についての審議も予定

されておりますので、よろしくお願いいたします。 

  なお、個人情報保護条例などの議案第42号および第43号、道路線の廃止認定に関する議案

第49号及び第50号、財政健全化に関する報告第２号と第３号につきましては、一括議題とい

たします。 

  条例の制定及び一部改正などにつきましては説明資料等により、簡潔でわかりやすい要点

説明とし、また、補正予算の説明につきましては、一般会計がおおむね100万円以上、特別

会計が50万円以上で説明すること、また、会計管理者の決算概要につきましては、歳入では

款、項、収入済額、不納欠損額、収入未済額、歳出では、款、項、支出済額、翌年度繰越額、

不用額とする。水道課長の説明につきましては、従前どおりとすることが協議決定しました

ので、当局の皆様もよろしくお願いいたします。 

  平成26年度の決算認定につきましては、２つの特別委員会を設置し、付託案件の御審議を

いただくことになりますが、各特別委員会の委員構成は、一般会計が総務経済常任委員会所

属の委員、特別会計は文教厚生常任委員会所属の委員となっております。 

  また、一般会計の審査におきましては、従前の予算科目ごとから課ごとで行うことが協議

決定しておりますので、御協力をお願いいたします。 

  決算の大綱質疑につきましては、一括上程後に提案理由の説明を受け、会計管理者並びに

担当課長の概要説明が終了した後、一般会計決算審査特別委員会に所属の委員が６つの特別

会計に、特別会計決算審査特別委員会に所属の委員が一般会計に関する通告書をそれぞれ提

出していただき、内容は款、項、目の事業に関する大綱質疑にとどめ、持ち時間は１人30分

以内で、質問回数は２回までとさせていただきます。 

  大綱質疑の通告用紙は、既に皆様に議案とともに配付してございます。受け付けは本日午

後１時より事務局で行いますが、締め切りは９月10日午前11時30分までとさせていただき、

その後、議会運営委員会を開催いたします。 

  ９月11日の議会は午後１時から開会し、大綱質疑を行う日程となっております。 

  また、決算審査特別委員会の報告は９月25日といたします。 

  なお、９月10日は議長が公務で静岡市へ出張するため、副議長が議長の職を行う予定です。 

  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、本日から予備日を含め、９

月28日間での21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
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と、会議規則、委員会条例に関すること、議長の諮問に関すること、以上３点は閉会中の継

続調査といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

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

委員会からの報告といたします。よろしくお願いいたします。 

 

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

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（村木 脩君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、10番、藤井議員、11

番、森田議員を指名します。 

 

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

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（村木 脩君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月28日までの21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） 
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○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、会期は21日間と決定しました。 

 

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

 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（村木 脩君） 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の結果に関する報告及び平成26年度の各会計の

決算審査意見書につきましては、既に送付しました。 

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

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

  これで、諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第４ 行政報告 

○議長（村木 脩君） 日程第４、行政報告を行います。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 皆さん、おはようございます。 

  平成27年度第３回議会定例会を招集申し上げたところ、議員各位には何かとお忙しい中、

御出席を賜り厚く御礼申し上げます。 

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

に町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  今年の夏は冷夏になるとの予報に反し、連日猛暑が続き、海水温の上昇に伴い、過去を上

回るペースで台風が発生し、日本列島に接近、上陸しておりますが、幸いにも当町では台風

の直接的な被害もなく、天候に恵まれた夏の観光シーズンとなりました。 

  さて、最近の経済状況につきましては、政府が８月27日に発表した月例経済報告では、景

気は改善テンポに、ばらつきも見られるが、緩やかな回復基調が続いており、個人消費につ

いても、総じて底がたい動きとなっている。先行きについては、雇用所得環境の改善傾向が

続く中で、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待される反面、中国経
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済を初めとした海外景気の下振れなど、景気を下押しするリスクや金融資本市場の変動に留

意が必要としております。 

  このような経済状況の中、大手旅行会社の今年の夏休みの旅行動向調査によれば、雇用環

境の好転や夏季ボーナスの増加などの影響により、国内旅行を中心に総旅行人数が過去２番

目に多いとの予測がされ、観光地にとりましては大きな期待を寄せておりましたが、当町の

入湯客の入り込み状況を見ますと、７月申告分までの速報値では前年に比べ、マイナス

0.7％、人数で300人の減で、ほぼ前年並みの結果となりました。 

  さらに、町の観光協会の調査によれば、８月１日から19日までの宿泊状況は、前年に比べ

マイナス2.9％、2,300人の減となり、トップシーズンを迎えての大きな伸びは期待できない

結果となりましたが、昨年よりも宿泊単価が上がり、収益率の向上につながっている施設が

増えてきているとの情報もあります。 

  一方、今年の１月から７月までの訪日外国人旅行者は円安が続いていることや、ビザの発

給要件緩和などから早くも1,100万人を突破し、中国を初めとするアジアからの訪日客が急

増しており、観光庁より特段の外的要因がなければ、年間の外国人旅行者は過去最高の

1,800万人を超えるとの見通しが示されております。このような状況を踏まえ、当町におい

てもインバウンドへの対策をさらに強化していかなければならないと考えております。 

  次に、今定例会で御審議いただく各会計における26年度決算概要につきましては、会計管

理者並びに担当課長より上程時に説明いたさせますが、一般会計では歳入総額51億3,300万

1,000円、歳出総額49億486万6,000円となり、歳入歳出差し引き額は２億2,816万5,000円で

ございます。このうち、翌年度に繰り越すべき財源が1,382万8,000円であり、これらを差し

引いた実質収支額は２億1,433万7,000円でございます。 

  さらに、実質収支額のうち、地方自治法第233条の２の規定により、１億8,200万円を財政

調整基金に積立措置いたしております。 

  なお、歳入の根幹をなす町税の26年度決算における収納状況は、現年課税分が94.44％。

現年課税分と滞納繰越分を合わせた町税全体の収納率は84.64％で、前年対比3.35ポイント

の増と、収納率は昨年度を大きく上回る結果となりました。 

  また、景気は緩やかな回復基調が続いていると言われているものの、地方への波及効果は

乏しく、当町におきましても課税面で波及に至っていない様子であることが、数値としてあ

らわれております。 

  現年課税分の状況につきましては、入湯税では前年度比1.8％、約230万円の増ですが、
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前々年度比ですとマイナス3.5％、約450万円もの減となっているため、若干の回復があった

にすぎず、総じて見ると、減少の傾向と捉えられます。 

  個人町民税は、ほぼ前年並みとなりましたが、固定資産税の土地部分は下げどまらない地

価により減額となっております。 

  また、消費税増税前の駆け込み需要の影響で、固定資産税の家屋分、償却分、軽自動車税

は増となりましたが、町税全体の5.8％をも占めるたばこ税につきましては、喫煙場所の減

少、健康志向による売上本数の減少等に伴い、税額が大幅減となっております。 

  依然として、明るい兆しは見えませんが、引き続き効果的な徴収及び債権整理を行い、さ

らなる収納率や収入額の向上に努めてまいります。 

  次に、防災関係ですが、７月29日には町職員185人中142人が参集し、水防訓練を実施いた

しました。台風シーズンに備え、土のうの作成、発電機の設置訓練を行ったところでありま

す。 

  さらには、８月４日に介護支援専門員を中心に、災害時の対応をシミュレーションする防

災研修会を開催いたしました。この研修会は災害時に地域の一員として協力したいという介

護事業者からの提案で、６年前から始まったものでございます。今後も地域と介護事業、行

政との連携を深めることにより、避難所等での要介護者や要支援者に対し、介護職員の専門

的な知識が活用されることに期待するものでございます。 

  ９月１日には予知型の大規模地震を想定した総合防災訓練が実施されました。当日は幼稚

園から高校生までを含む住民及び自衛隊員など3,358人が参加し、例年実施しております各

自主防災会単位での津波避難訓練、応急救急訓練、消火訓練、炊き出し訓練などを実施いた

しました。 

  防災訓練を通じ、住民１人１人が自主的に行動がとれるよう、継続的に実施していくこと

が重要であると考えております。 

  また、9月２日に国の防災功労者防災担当大臣表彰が開催され、田町区自主防災会が防災

担当大臣表彰を受賞されました。 

  日ごろから自主防災活動の充実に努められたことが評価され、このたびの受賞となりまし

たことは自主防災会役員を初め、区民の皆様の活動が他の模範となる活動と認められたもの

と考えております。 

  田町区自主防災会役員並びに田町区住民の皆様に心からお祝いを申し上げます。 

  次に、本年度の町表彰につきましては、各団体等から推薦していただいた方々を町の表彰
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審査委員会に諮問をいたしたところ、有功者２名を推薦する旨の答申をいただきましたので、

来る11月３日の表彰式において、表彰することを決定いたしました。議員各位、町内各機関

の関係者並びに歴代受賞者の方々におかれましては、御臨席を賜り、受賞者を祝福していた

だきたいと存じます。 

  次に、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）につきましては、28年１月以降、社会

保障、税、災害対策の分野で個人番号の利用が開始されます。行政を効率化し、住民の利便

性を高め、公平・公正な社会を実現するために社会基盤として、10月以降、全ての方に住民

票の住所に通知カード及び個人番号カード、交付申請書が郵送されます。 

  通知カードは皆さんに12けたの個人番号をお知らせするための紙製のカードで、氏名、住

所、生年月日、性別、個人番号が記載されております。 

  個人番号カードは身分証明書としての利用や個人番号を証明する書類としての利用などに

活用できます。 

  なお、個人番号カード交付申請書にて申請をしていただいた方には１月より随時交付され

ます。 

  通知カード及び個人番号カードは個人番号が記載された重要なものですので、なくさない

ように大切に保管していただくとともに、御不明な点がございましたら役場までお問い合わ

せください。 

  また、本年は10月１日を基準日として、全国一斉に国勢調査が実施されます。国勢調査は

日本に在住する全ての人を対象として、５年に一度実施される大規模な統計調査で、人口、

世帯などの実態を明らかにし、国・県・市町村の行政を推進するための基礎資料として活用

するものであります。 

  ９月10日以降に調査員が皆様のお宅を伺った際には、ぜひ御協力をお願いしたいと思いま

す。 

  また、パソコンやスマートホンなどインターネットを利用しての回答も可能となりますの

で、御活用ください。 

  次に、17年度より毎年開催しております「夏休み風車見学会」を８月１日から15日までの

15日間、毎日午前、午後に開催し、地球温暖化防止・再生可能エネルギーの活用等について、

啓発活動を行いました。期間中の参加者は500人で、依然として関心の高さが伺えます。 

  また、町外からの参加者が93.8％を占め、観光面での効果にも寄与できたと考えておりま

す。説明には町の職員だけでなく、育成中のエコタウンガイドも参加いたしました。 
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  なお、開催に先立ち７月25日には、風力発電所の進入路及び風車周辺の草刈り等を町の職

員がボランティア活動で実施し、来場者の安全対策及び観光地としての景観保全に協力をし

ていただきました。 

  ８月13日には、姉妹都市の長野県岡谷市から第46回岡谷太鼓まつりに招待され、行政、議

会、関係団体の13名で、岡谷市の姉妹都市であります群馬県富岡市、岡山県玉野市とともに

交流事業に参加し、親睦を深めてまいりました。祭り会場は多くの来場者でにぎわい、勇壮

な太鼓を堪能させていただきました。 

  次に、住民福祉関係ですが、子育て世帯臨時特例給付金の申請受け付けを６月１日より３

カ月間実施いたしました。 

  申請者の負担を減らすため、児童手当の現況届にあわせて申請受け付けを行ったことによ

り、混乱なく実施することができました。 

  また、消費税率の引き上げによる影響を緩和するため、所得の低い方々に対して、暫定

的・臨時的な措置として実施される臨時福祉給付金につきましては、９月１日から12月１日

の３カ月間申請受け付けを実施しておりますが、対象になると思われる方々には臨時福祉給

付金の御案内及び申請書を送付いたしますので、受け付け期間内に申請されますようお願い

申し上げます。 

  また、地域消費喚起・生活支援型交付金を活用した東伊豆町多子世帯生活支援金につきま

しては、６月１日より９月１日までの引きかえ期間内に地域商品券を支給したことにより、

地域経済の活性化が図られたものと考えております。 

  伊豆ヘルス・ケア株式会社より、里の朝市で開催したバザー収益の一部１万5,000円を福

祉のためにと御寄付いただきました。心より御礼申し上げますとともに、有効に利用させて

いただきたいと存じます。 

  次に、健康づくり関係ですが、国民健康保険加入者の特定健診を６月12日から７月26日ま

での21日間、生活習慣病の早期発見、重症化予防を目的として実施いたしました。受診者は

1,277名で前年並みとなっておりますが、受け忘れた方を対象とした追加健診の実施や既に

病院や人間ドックで受けている方からの健診結果の提出のお願いに加え、個別健診の実施を

予定するなど、受診率の向上に努めております。 

  また、11月15日の日曜日には健康福祉ふれあい広場を開催いたします。町民の皆様の健康

づくりに役立つようなさまざまなブースを計画しておりますので、多数の皆様の御来場をお

待ちしております。 
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  健康増進関係では、稲取ゴルフクラブのコースを利用したウオーキングを７月26日に実施

し、71名の方に参加していただきました。大変好評をいただいている企画でありますので、

今後も稲取ゴルフクラブと協議を行い、継続していきたいと考えております。 

  介護保険関係では、各介護予防教室が４月から７教室開催されており、７月の末で延べ

1,524名の方が参加され、介護予防に努めていただいております。 

  次に、建設関係ですが、災害時において、緊急輸送路である国道135号の安全な通行を確

保するため、落下の危険がある町道小橋熱川線上の熱川橋の落橋防止対策工事の設計業務を

７月に発注し、翌年度以降の工事実施を目指して計画を進めております。 

  現在、継続事業として実施しております町道湯ノ沢草崎線の大川地区ののり面対策事業は

全延長229メートルのうち、昨年度までに86.6メートルが完了いたしました。本年度の工事

区間は既に請負契約を締結しており、今後も計画的に実施し、災害に強い道路を目指してま

いります。 

  次に、農林水産関係ですが、７月に西伊豆町で発生しました鳥獣害対策用電気柵の死傷事

故を受け、町内の同施設の緊急点検を実施いたしました。静岡県と伊豆太陽農協の職員が同

行し、６件の指摘事項が見つかり、所有者に対し早急な是正措置をとっていただきました。

あわせて、ホームページや回覧等で注意喚起を行っているところでございます。 

  来年４月のオープンに向けて整備中の市民農園につきましては名称が「東伊豆海の見える

農園」に決定いたしました。 

  現在、県営事業の中山間地域総合整備事業の中で、最終の造成工事が実施されております。

本年度に日帰り型の事業が完了する予定ですので、開設の準備を市民農園の運営協議会を中

心に実施しているところであります。 

  なお、当町の事業となります滞在型の施設につきましては、現在、実施設計を行っている

ところでございます。 

  また、市民農園の進入路の改良事業を静岡県に要望してまいりましたところ、県の単独の

補助事業として、認定をいただきました。 

  今定例会におきまして、市民農園の条例制定及び進入路改良事業費を補正予算に計上させ

ていただいておりますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  次に、森林治山関係の整備についてですが、片瀬大付地区の復旧治山事業が静岡県により

発注され、谷止工２基が本年度完成する予定です。 

  また、町道片瀬天城線沿いの落石多発地区、片瀬コモク付近の予防治山事業を静岡県に要
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望をしておりましたが、この度、県の単独治山事業として、認定をいただきました。 

  今回の補正予算に事業費を計上させていただいておりますので、御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

  次に、観光関係ですが、熱川温泉では８月６日から15日まで、工学院大学西森研究室との

協働によるにぎわい創出イベント「第３回熱川ニューサマーフェスティバル」が開催され、

恒例のビアカフェを初め、空き店舗の装飾や温泉街への鉢植えの花の設置、さらに海岸では

ＬＥＤを使った光と音楽による海上ライトアップを行い、観光客や地域住民の皆様に喜んで

いただくなど、熱川温泉の魅力をアピールすることができました。 

  また、稲取温泉では８月１日から10日まで旅館組合駐車場で恒例の「ちびっこ縁日」が開

催され、手づくりの夜店が出店し、家族連れの御客様に稲取温泉の夜を楽しんでいただきま

した。 

  秋以降の予約状況も先行き不透明な状況と言えます。今後も観光地間の競争が激化する中

で、引き続き厳しい状況も想定されるところであります。そのため、産業団体連絡会による

県外キャラバンや誘客キャンペーン事業、さらに秋の行楽シーズンに向けて、稲取細野高原

すすきイベントなどの実施により、町を挙げて誘客事業に全力で取り組んでまいりたいと考

えております。 

  次に、観光基盤整備関係では、長年の懸案事項となっておりました大島航路運航の再開を

目指し、去る８月25日の臨時会で議決をいただいた浮桟橋整備工事につきましては、来年の

大島椿まつりに合わせて、就航させることを目標として準備を進めております。 

  今後は東海汽船株式会社との連携を図りながら、新たな観光ルートを生かした誘客対策及

び防災の面においても重要な役割を担うものと大きな期待をいたしております。 

  次に、伊豆半島ジオパークですが、世界ジオパークネットワークへの加盟を目指し、今年

４月に申請書を提出、６月に現地調査が行われました。 

  この結果が９月19日に発表予定となり、ライブ中継が行われることに伴い、パブリックビ

ューイングを大仁の市民会館で開催することとなっております。 

  次に、消防関係ですが、６月14日に松崎町の総合グランドにおいて、消防団員の消防技術

の向上と士気の高揚を図ることを目的とした賀茂支部査閲大会が開催され、当町消防団より

小型ポンプ操法に第８分団が、ポンプ車操法には第４分団が出場いたしました。両分団とも

４月より行ってきた訓練の成果を十分に発揮され、ポンプ車操法が優勝、小型ポンプ操法が

３位という成績をおさめました。 
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  また、６月３日には静岡県消防学校において、消防救助技術と隊員の資質向上を目的とし

た第44回静岡県消防救助技術大会が行われ、当町の消防本部より４名の隊員が２種目に出場

し、ロープ応用登はんで第２位の成績をおさめました。 

  今後は、訓練を通じて得た消防技術と団結力を消防活動に生かし、地域の安全・安心の確

保に努めていただきたいと思います。 

  ７月２日、女性消防団員が町内の幼稚園及び保育園において、花火教室を開催いたしまし

た。子供たちの花火を楽しむ機会が増える時期となることから、花火による事故を防ぎ、楽

しく安全に遊べるように、また、子供の火遊びによる火災を防止する目的で、正しい花火の

遊び方やマナーを指導いたしました。 

  学校の夏休みを利用した中高校生のインターンシップが行われ、８月７日に稲取中学校２

年生１名、25日に下田高校２年生２名の受け入れを行いました。参加した生徒たちは消防と

いう職業体験を通じて、望ましい勤労観、職業観を養うとともに、自己の職業適性や将来設

計について考え、主体的な進路選択能力の向上に努めたところであります。 

  ９月１日の総合防災訓練に当たり、消防署では大規模地震発生により住宅内に脱出困難と

なった者を想定した救出救助訓練を行い、活動隊相互の行動要領並びに関係機関との連携要

領の確認から、発災時における迅速かつ的確な救助体制の強化を図りました。 

  今後におきましても、災害対応を確実なものとするため、平常時における機械器具等の点

検整備や各種災害を想定した訓練を実践し、災害発生時にはみずからの安全確保を第一とし

て、地域の安全・安心の確保に努めていきたいと考えております。 

  次に、教育関係ですが、平成24年に開館20周年を記念して開催した開館記念イベントであ

ります「図書館フェスティバル」も本年で第４回目を迎え、本年は７月29日に「ワールド・

フェスタ～世界を体験できる１日」とテーマを設定し、多くのボランティアの御協力を得て、

開催いたしました。 

  図書館を身近に感じてもらい、これからも多くの皆様に役立ち、親しまれる図書館として

利用していただくため、世界の絵本展、創作体験、ワークショップ、おはなし会、写真展な

どを催し、幼児からお年寄りまで400余名の町民の皆様に御来館いただきました。 

  長野県岡谷市との姉妹都市児童交流事業が８月６日、７日の２日間、岡谷市塩嶺野外活動

センターを中心に実施されました。東伊豆町からは町内３小学校の５年生76名が参加し、岡

谷市児童とともに、アイススケート体験やシルクファクト見学を行いました。 

  また、キャンプファイヤーでは、岡谷市リーダーズクラブによる数多くのレクリエーショ
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ンが行われ、交流を深めるとともに、有意義なひとときを過ごすことができました。 

  本年も中学校の総合体育大会（中体連）が行われ、熱川中学校、稲取中学校ともに１団体

１種目、個人４人２種目が県大会に出場する活躍を見せました。 

  さらに、熱川中学校で陸上男子２名、稲取中学校で陸上女子１名が県大会に出場し、その

うち熱川中学校の男子１名と稲取中学校の女子１名は優秀な成績をおさめ、東海４県大会へ

も出場いたしました。 

  次に、水道事業関係ですが、26年度の料金収入は給水人口の減少や観光宿泊客数の低迷に

より、使用水量が大きく落ち込み、大幅な減収となりました。費用面では円安の進行による

動力費の負担増や会計制度改正による費用負担などにより、前年を大きく上回る損失が生じ

ました。 

  また、本年６月検針より改定後の新料金となったため、２期分までの料金調定額を前年同

期と比較しますと、12.3％の増となっております。安全な水道水を安定的に供給するために、

引き続き費用の抑制に努め、経営体質の強化を図ってまいります。 

  上水道の安定供給を目的として実施している水源試掘調査につきましては、３号井戸付近、

サッカー場横花の咲く丘側で深さ300メートルの井戸の掘削を計画していますが、現場への

資機材の運搬や掘削機の設置などの準備も整ったことから、８月31日より井戸掘削を始めて

おります。良い結果を期待するところであります。 

  結びに当たりまして、朝夕、大分過ごしやすくなったとはいえ、まだまだ残暑が続くと思

われますので、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、御活躍さ

れますよう御祈念いたしまして、行政諸般の報告とさせていただきます。 

 

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

 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（村木 脩君） 日程第５ 一般質問を行います。 

  なお、持ち時間は質問・答弁を含め60分以内で、質問回数は１問につき、１回目の通告分

を除いて３回以内となっておりますので、御協力をお願いします。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◇ 飯 田 桂 司 君 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員の第１問、町内環境整備についてを許します。 

  ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 皆さん、こんにちは。 

  今年の夏は梅雨明け後、猛暑日が続きまして、大変身にこたえました。皆さん御自愛をい

ただけましたでしょうか。 

  ９月本定例会決算審査定例会としてですね、有意義な審議がされることと思います。 

  今回、２問を通告してあります。一問一答にて御答弁のほうをよろしくお願いいたします。 

  １問目、町内環境整備について。 

  各種交付金がつき、事業計画がされてきていますが、現状と今後について、伺います。 

  １点目、稲取地区防災センターの取り組み状況は。 

  ２点目、奈良本地区防災センターの建設整備状況は。 

  ３点目、地方創生に伴う町の取り組みは。 

  以上、３点についてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 飯田議員の第１問、町内環境整備につきましては３点からの質問とな

っておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の稲取地区防災センターの取り組み状況はについてですが、稲取地区防災セ

ンターについては、６月の定例会の御質問でお答えしておりますが、本事業は平成25年度に

設計を行い、事業着手しておりますが、国の採択を受けた平成28年度までの整備計画期間内

での工事着工は難しいと考えております。 

  公表されております地震・津波被害想定において、庁舎の脆弱性等を考慮すると、防災セ

ンターの整備は必要であると考えておりますので、次期の５カ年計画として、国に事業申請

し、財政負担等、国の動向を見据えながら整備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。 

  ２点目の奈良本地区防災センター建設整備状況はについてですが、奈良本地区防災センタ

ーの建設整備につきましては、現在、進めております避難地整備とあわせ、建設の計画をい
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たしましたが、整備に当たっては課題も多く、難しいと考えておりますので、御理解をお願

いいたします。 

  ３点目の地方創生に伴う町の取り組みはについてですが、人口ビジョン及び総合戦略策定

に当たっては、町の三役及び管理職で組織する「東伊豆町まち・ひと・しごと創生本部会

議」で方針を定め、産官学金労言及び住民代表の方々で構成する有識者会議並びに議会にお

いて、方針に対する協議や検証を行っていただき、11月中には骨子を取りまとめ、来年２月

の策定を予定しております。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 御答弁ありがとうございます。 

  今日は後ろに傍聴者が大変来ておりまして、大変緊張しておりますけれども、今ですね、

この町の現状、今後についてをこの９月定例会で皆さん、議員が提案をしていくわけですけ

れども、子や孫にですね、ツケを残さないようなまちづくりを町民の皆様とともにやってい

きたいなと思います。 

  さて、１点目の稲取地区防災センターの取り組み状況はについてですが、過去何度となく、

説明資料等が配付された中でお話があったわけですけれども、現地も確認をし、町長みずか

らですね、いつ来るかわからない地震だよと、そういう話の中で防災センター計画をしてき

たわけです。 

  そこで伺うのは、まず当初計画した内容、その後、計画変更した内容、また、今までにか

かった経費、設計等含めた中で幾らかかり、いつ支払われたのか、それについてまず伺いま

す。 

  次に、奈良本地区防災センター建設整備状況について伺います。 

  まさに今、3.11東北震災よりですね、国として交付金、補助金が大変大きな額として、東

北等へ交付されているわけですけれども、しかし、この交付金についてもですね、やはり限

度があるのではないかなと私は考えておる中で、やはり国として、自治体の持ち出し、自主

材源をということで、国のほうが打ち出してきたわけですが、町として、町長、それから担

当、計画は立てたが、なかなか思うようにいかないよと、計画の見直しが必要となるよとい

うことでお話があったわけですが、そのたびに設計、その他のお金が必要となってきたわけ

です。そして、７月11日に奈良本地区防災センター避難地整備について奈良本の公民館で説

明があり、意見等交換がされたわけです。これには、この土地ですけれども、やはり住民の
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方、まだよく理解していないところがあります。これは元熱川ロイヤルホテルの跡地につい

てですね、建物を壊し、災害等の避難地整備事業として奈良本公民館、先ほど言ったように

説明がされ、８月19日に7,452万円で工事契約がされたわけです。10月から28年３月まで工

事期間として工事を行うよと。これについても再度詳しい説明をお願いをいたします。 

  次に、地方創生に伴う町の取り組みについて伺うわけですが、町として、東伊豆町まち・

ひと・しごと創生本部を立ち上げ、議会に提案があったわけです。町を本部として、有識者

会議、そして、議会ということで３つの柱で構成役割、設置をされたわけですが、町として

の対応、今後５カ年の目標や施策の基本報告、具体的な施策をまとめた市町村まち・ひと・

しごと創生本部戦略会議が策定され、今、町長がお話をし、11月中に骨子をまとめ、来年２

月に策定をしていくよということでお話があったわけですけれども、やはりこれが間に合う

のかなと。決算が終わり、予算審議等がされていく中で、11月、12月、１月、２月というこ

とで、時間的にこれが間に合っていくのかなということでありますけれども、これについて、

今、言った稲取、奈良本地区、それから、地方創生について、３点についてをお伺いいたし

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 詳細につきましては、担当課参事に説明いたさせますが、まず１点目

のこの稲取地区防災センター、やっぱり私、この庁舎がですね、災害対策本部があって、

3.11の津波が来たとき、災害対策本部だけはどうしても移転しなければならない。そういう

気持ちで今稲取地区の防災センターの取り組みを始めました。これは飯田議員も御存知だっ

たと思う。そんな中で、第１回目の当初の計画が費用的に倍、８億円近くかかりまして、こ

れはもう詳細について言えます。それが３階建てで免震、そういう中でも費用対効果が、費

用がすごいかかる、町の財政負担がとても大きい。これはとてもできないという中で再度設

計を見直しました。 

  そういう中で今度は２階建て、鉄骨建て、詳しいことは担当課にいたさせますが、そうい

う中で国のほうの助成が当初計画したときは２分の１でしたけれども、熱川地区におきまし

てはその２分の１が４分の１になりました。当然同じ事業を受けておりますので、この稲取

地区におきましても助成が２分の１から、当然自分としては４分の１のことを考えておりま

す。そんな中で、数億の金がかかりますもので、いざ、やったときには大変厳しいというこ

とで、この稲取地区につきましては一応また後期に送らせていただいたというのが現状でご

ざいます。 
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  基本的にはこれは後期でやっていきたいなとは考えておりますが、どういうような状況に

なるかわかりませんけれども、一応、私の気持ちとしてはそういう気持ちでございます。 

  それと２点目の奈良本地区防災センター、これは、まず町からですね、７月17日に近隣の

方に集まっていただき、また、観光関係の方に集まっていただき、確かに付近の方は少なか

ったですけれども、基本的には町としては一応広報した中で、あと、来る、来ないは住民様

の勝手でございますから、一応、町は広報は十分したつもりでおります。その中で付近の方

は少なかった。ある程度は意見交換をした中で、後日、観光関係の方と県庁に行きまして、

一応こういうことは交渉ということは打ち合わせしました。 

さらに、８月19日にですね、請負業者が決まりましたもので、これを請負業者がちゃんと

した住民に説明できる状況が９月中旬でございますので、９月中旬には基本的には、その請

負業者が主催というか、中心となって、地区住民とまた観光協会に説明した中でスムーズに

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。 

  次に、地方創生。これ本当は今後の町の行く末を決めることでございますもので、今、飯

田議員が言ったように、間に合うかどうか。間に合わせなくてはいけないんです、これは。

その辺はだから十分理解していただきたいと思います。これは徹夜してもですね、この２月

までに地方創生の総合戦略、これを策定しなければ、この東伊豆町が大変厳しい状況になっ

てくるもので、間に合わせるのではなく、間に合わせなければならない、そういう気持ちで

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。 

  具体的なことは担当課より説明いたさせますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） それでは、稲取地区防災センターのこれまでの経緯について、

説明させていただきます。 

  稲取地区防災センターにつきましては、平成24年度に国に事業申請しまして、25年度に設

計業務を行いました。これについては、先ほど町長も言いましたようにＲＣ、要は鉄筋コン

クリートづくりの３階建ての免震装置となっております。これにつきましては、担当常任委

員会の事務調査に諮りまして、所管事務調査になりまして、見直しをしたほうがいいという

意見をいただきまして、平成26年度に設計を再設計いたしまして、鉄骨づくりの２階建て、

通常の耐震構造という形で設計をいたしております。 

  設計に当たっての事業費ですが、平成25年度の設計におきましては約3,400万円、平成26

年度の再設計につきましては約1,300万円の経費となっております。 
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  続いて、奈良本地区の工事内容ですが、本年度、旧大東館ロイヤルを取り壊しまして、そ

の取り壊したものをその場で現場処理という形で、埋め戻しをいたします。アスベストが当

然、建築年次が古いものですから想定されておりますので、アスベストにつきましては、国

交省の基準により、屋外に処分するという形で考えております。 

  あとは本年度、公園整備まで予定しておりましたが、先ほど町長の話にもありましたよう

に、国の補助金が２分の１から４分の１になったということで、２カ年事業として、来年度

上の公園整備については考えておりますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 今、町長から答弁をいただき、担当課から説明を受けたわけです。議

員、何でこんなことを聞くんだよということであるわけですけれども、やはり町民の皆さん

は場所等、建設をするということはある程度理解している中ですけれども、経過等について

はわからないわけですよ。議員の皆さんがお話をしているところもあろうかと思いますけれ

ども、やはりお金のかかることですから、今、設計等についても、お金が5,000万円かかっ

ているわけです。そのお金がかかったものについてはお支払いしなきゃならないわけですけ

れども、やはり今後そういうことのしていく中でもね、ちょっと検討していくところがある

んではないかなと思います。 

  稲取地区、奈良本防災センターの整備については、今、言ったように25年から28年整備工

事ということで予定がされているわけですけれども、稲取地区防災センターについては今後

見直し、町長言っているように、やはり見直しがあるのかなということで再検討するよとい

うことがあるわけですけれども、いざ災害が起きたとき、やはりどこに本部を置くかという

ことだと思うんですよ。９月１日の防災訓練についても、やはり役場やあるいは災害の場合

には小学校、中学校、あるいは体育館等を使っていくような状況になると思うんです、現状

としてね。それは防災センターがあれば防災センターを使って、本部としてそこを中継とし

てやっていくとかと思いますけれども、いざ、避難をするときにはやはり小学校、中学校の

体育館だと思うんですよ。そして、１週間になるのか10日になるのか、避難をしていただく、

そういうことでね、やはり今後、ぜひ真剣だろうと思いますけれども、あり方についてちょ

っと見直しをしていただきたいなと思います。 

  それから、２点目の奈良本地区避難地整備についてですが、７月17日に奈良本公民館で行
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われた、町長も言ったように、私も行ってきました。この役員さん、協会、そして隣接する

方がおったわけですけれども、ちょっとこう関心がない方、というよりはやはり人が少な過

ぎました。やはり何とかいい方法で関心を持っていただくことが必要ではないかなと私は思

うわけですけれども、そんな中で先般の臨時議会でもちょっと提案をさせていただいて、何

だまだ早いよと、まだ壊さない前に何を言っているんだということであるわけですけれども、

やはり町長、ものをつくる、整備をする、山のそれについて、やはり整備をする、道路をつ

くる、建物を建てるというときにはやはりその後の取り入れ、そして、この熱川のロイヤル

跡地はこれだけでは避難地整備だけでは終わらないと思うんです。その後に何か町として、

有効活用のできる場所としてこれはあると思うんですよ。そうした場合に、そこに出るもの、

排水、下水道、そういうものの整備が今後はやはり大切になっていくのではないかなと私は

考えるわけです。それは考えているよと、担当課も、そんなことは飯田さんわかっているよ

と言われるかもしれませんけれども、やはり道路についても下水道についても、しっかりと

した対応を図っていくことが大事ではないかなと思います。 

  次は地方創生に伴う町の取り組みについて伺うわけですが、昨年暮れ、国より地方創生に

伴う交付金、全国各自治体へとですね、地域住民生活等緊急支援のための交付金ということ

で、昨年暮れ出されて、担当の職員、いろいろな要望を出して、１つはちょっと外されたよ

うな経過があるわけですけれども、そこに資料があるわけです。そして、金額には1,700万

円、限度額2,600万円ということで、金額が提示されておるわけですけれども、この下に事

業費の限度額を超えている金額は一般財源を充てると、これは決算の中でもう載っています

けれども、この限度額を超えたものはね、もしあったら、ないかなと思いますけれども、や

はりそれについてもちょっと説明をお願いいたします。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、稲取地区の防災センター、これは基本的にやっていきたいと考

えています。やはり国に基本的にこういう方向でいきますよという中でやっておりますもの

で、これは基本的にはそこでいきたいと考えておりますが、時代の状況によってはまたどの

ように変わるかはわかりませんけれども、基本的にはやっていきたい。そういう考え方で御

理解願いたいと思います。 

  その前に確かに設計といたしまして、トータルでいきますと5,700万使っております。ま

ず、１回目につきましては、これは規模的に大きかったこと、また、議会のほうから再度見

直しなさいということで言われましたもので、これはもうそのやった中で、また今度、設計
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の委託の中で、5,700万のことは議会の方々も理解していると考えておりますもので、その

辺は御理解を願いたいと思います。 

  基本的にはやはり町民の税金でございますから、これは無駄遣いはしないような方向でい

きたいと考えておりますもので、さまざまな観点からまた検討してやっていきたいと考えて

おりますけれども、基本的には今のところでやっていきたい、そういう考えはちょっと理解

していただきたいと思います。 

  次に、奈良本地区の防災センター、この関係でございますけれども、まず避難地整備とい

いましても、国のほうがですね、避難地整備だけではなく、観光としても活用してもいいで

すということを聞いておりますもので、町といたしましては基本的には避難地プラス観光的

な面でも活用していきたいと考えております。 

当然、観光につきましては、熱川の地元の方々がどのような活用をしていきたいかという

ことは当然地元の方に考えていただかなけれども、これは町から考えてこれやりなさいとい

うことはおかしいです。この辺は熱川の観光協会の方がどのような方向でこの避難地を活用

していきたいかということは、また、基本的には活用していきたい。当然、下水道とかいろ

いろなことがあります。当然、町も考えておる中で、町といたしましてはですね、ロイヤル、

今、競売に出ております。その中で競売している建物とその中間に空き地があるんです。町

としてはどうしてもその空き地を、また議会の皆様方にお願いして買収したいんですけれど

も、なかなか空き地だけですと売ってくれない、競売してくれない、そういうことがありま

すもので、町の基本姿勢としては、できれば真ん中の空き地は町としては買収して、何とか

そういういろんないい方向でやっていきたいとは考えていることは理解願いたいと思います。 

  次に、地方創生では、基本的には町民の皆様はまず方針といたしまして、人口ビジョンに

つきましては、人口は基本的には2040年、これ特殊出生率を1.8と、総人口8,406人という中

で、人口は想定しておると。 

  次に柱といたしましては、１点目、仕事づくり、そして、結婚、出産、子育て、そして、

人の流れ、まちづくり、この３本柱を基本の中で総合戦略を策定していく方針でございます

ので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  今年の地方創生に関する一般財源がどのぐらいかということは、担当課のほうから説明い

たすので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 飯田議員の地方創生の交付金の関係でございますが、確
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かに26年３月で補正予算ということで補正予算をしておりますが、全額27年度への繰越事業

ということになっておりますので、現在、事業を行っている中で決算的には来年度27年度決

算という形になります。ほぼ100％近いものが交付金ということで認識しております。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） ちょっと訂正させてください。 

  すみません、足し算が間違えまして、設計費用は3,400に1,300足す4,700万でございます

ので、5,700万これちょっと訂正させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） それでは次に、第２問、町長の政治姿勢についてを許します。 

  ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） では、２問目に入ります。 

  町長の政治姿勢ということで、第５次東伊豆町総合計画が策定され、まちづくりがされて

きていますが、現状と今後についてを伺います。 

  １、１点目、基本構想、重点施策の大綱と目標を挙げていますが、何をどのように取り組

み、また、今後について具体的な施策は何かを伺います。 

  ２点目、一日町長室の現状は。 

  ２点についてを伺います。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 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） 飯田議員の第２問、町長の政治姿勢については、２点からの質問でご

ざいますので、順次お答えいたします。 

  １点目、基本構想、重点施策、施策の大綱と目標を挙げてきていますが、何をどのように

取り組み、また、今後についての具体的施策は何かを伺いますについてですが、第５次東伊

豆町総合計画は平成33年度を目標年次とし、それに至る10年間を計画期間とするもので、基

本構想、基本計画及び実施計画で構成され、３つの分野からなる重点施策を定めております

が、主なものにつき報告させていただきます。 

  産業との連携による観光振興として、市民農園の開設準備、稲取のキンメ商標登録、観光
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振興計画作成、細野高原の整備などであります。 

  生きがいと支えあいのまちづくりの推進として、健康づくりや介護予防に関する教室の充

実、安心見守りネットワークによる地域ぐるみでの高齢者への支援、えがお食育推進計画並

びにスーパー食育スクール事業で、幼・小・中・高等学校に対して食育を推進しております。 

  また、魅力ある美しいまちの形成といたしまして、森林環境保全整備事業、これは片瀬地

区の環境林の整備事業、クリーンエネルギー、小水力発電、温泉熱発電の導入などに取り組

んでまいりました。 

  また、今後についての具体的施策につきましては、総合戦略との関連性を持たせながら、

来年度後期計画の見直しをする際に検討してまいりたいと考えておりますので、御理解を願

います。 

  次に、２点目の一日町長室の現状はについてですが、一日町長室は私の就任以来の施策で

あり、よりよいまちづくりと対話の町政を目指すため、町民の意見や提言を聞き、有効な生

の声を町政に反映することを目的とし、毎月最終月曜日に開催しております。８月までの今

年度懇談件数は６件であります。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 今、２点について、御答弁をいただいたわけですけれども、この中で

１点目の第５次総合計画、これは前にも定例会で一般質問した経過があるわけですけれども、

やはりこの総合計画、先ほどから言っておる地方創生の戦略と一緒で、やはり並行して、同

じようなところが出てきておると思うんです。やはり各課、担当課はやはり並行して、地方

創生、総合計画と地方創生、並行してやっていただくようなところが多分にあるのではない

かと思いますけれども、その資料がここにこう分厚い123ページほどですか、そしてこうい

う細い冊子があるわけですけれども、やはりこの中でですね、基本構想、重点施策、施策の

大綱はこの冊子を見ればわかるんです。これを見ればわかるんです。 

  ただ、聞きたいのは、３年を経過した今、３年前と比べてですね、３年経過したんですよ、

取り組みをされておると思うんです、担当課。そして、この取り組みをした中で、町民の皆

さんが太田町長になって変わったなと、大変住みやすくなったなというところがあり、結果

として出ているものがありましたら、ぜひ、その点を報告ください。 

  次に、２点目の一日町長室の状況について、伺います。 

  町長として就任以来、一貫してオープン町長室を開設されてきて、今、お話があり、大変
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私も理解していますよ。すばらしいなということで理解をしています。多くの町民が来庁し

て、要望、御意見等をお話しされていると思いますが、そこで伺うのはまず１つ。 

  月に何人、やられていない月もあるのかな、年間何人の方が一日町長室に訪れているのか。 

  ２つ目、年齢層、20代、30代、40代、50代といった具合に男女別。 

  そして、３点目として、一番聞きたいのは要望意見として、この総合計画などに取り入れ

られた、実施をしたね、町長、このことは大変いいことだよと、いい提案をしてくれたなと

いうことで、実施されているものがありましたら、ぜひ、その点をお聞かせいただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 町民が喜んでいることはないか、これはなかなか難しいところ。自分

自身もこれは町民のためにいいという中で施策を打っておりますもので、そうなると町民は

これはよかったよということはなかなか聞こえてきません。基本的には、何でもそうですけ

れども、町民がよかれという中をこういうことをやっておりますもので、その辺は御理解を

願いたいと思います。 

  そういう中では、それしか回答がないと、この点についてはそういうことで御理解願いた

いと思います。 

  次に、一日町長室、具体的なことを言いますけれども、一番よかったのはやっぱり放課後

児童クラブでございます。これは町民の方からですね、こういう子育てをしながら、そうい

うことをやっていただきたいという中で、放課後児童クラブはこの一日町長室から出た施策

でございますもので、その辺はやったかいがあるかなと考えております。 

  やっぱり一日町長室、人数は少なくても、そのロビーにいるということは、やっぱり町民

との近さ、親近感、これが大変私重要だと考えております。例えば、６件といってもその中

にカウントしていない数もありますもので、やっぱりあそこのロビーで町民と触れ合うとい

うことがやっぱり大事だと私は考えています。だから、月によっては、ゼロ件のこともござ

います。 

  しかしながら、あそこのロビーにいることによって、町民との触れ合いができればなと自

分は考えておりますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  細かいことは担当課から説明いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（向井青一君） それでは、質問の男女別、年齢別、あと件数等ですが、25年
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度からですが、25年につきましては件数が年間20件、男性11件、女性９件、年齢構成ですが、

30代６名、40代２名、50代５名、60代１名、70代５名、80代以上１名となっております。26

年度ですが、男性18名、女性８名、計26名です。年代別ですが、30代３名、40代３名、50代

１名、60代12名、70代４名、80歳以上２名となっております。 

  27年度ですが、８月までの数ですが、合計で６名、男性６名となっております。40代で１

名、60代で２名、80歳以上で２名となっております。よろしいでしょうか。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 今、数字を聞いて驚いたのは数では大した数ではないですよね。この

数字は大した数ではないです。本当に毎月やられているのか、やらない月もあるのか、それ

はわかりませんけれどもね、大した数ではないと私は思います。 

  そんな中で、さきに総合計画の状況を、それは町長について答弁いただいたわけですけれ

ども、ただ単にこの数字だけ、やはり思うには、この一日町長室はともかくですね、総合計

画をこれやはり今言ったように、この並行して地方創生とともにやっていくことが大変一番

大事なことではないかなと思います。 

  以前、定例会議でも議した経過があるわけですけれども、まちづくり協議会というものが

あったわけですよね。 

  再度伺うわけですけれども、平成22年結果について総括がされ、今後の進め方について、

まちづくり協議会解散後も提案事項の進捗状況や町の取り組みについてフォローをしてもら

うために、定期的に３カ月に１度程度の協議会員の皆様の意見を聞き、まちづくりをしてい

くということであったわけです。町長、引き続きお願いしたいよということで、ここにその

冊子が平成22年３月９日に出されたまちづくり協議会協議結果についての総括がここにされ

ておるわけです。この中に、町長の今言った３カ月程度の協議会をやるよということで、お

話があるわけですけれども、やはり一番心配するのは、平成33年までの総合計画５年間とし

て、やっていくわけですけれども、本当に心配になるわけですよ。そして、職員194人ほど

の方が職員で一生懸命日々頑張っておる姿を見たときね、先般こういうことがあったわけで

す。 

市民農園の関係で、私、農業委員の関係で委員会がありました。今日参事もいらっしゃい

ますけれども、その中で出た言葉は、委員の中から出たんです、ラウベ。これから取り組み

をされていくかと思いますけれども、委員から「俺も借りたいよ」と、「いいな」と。参事
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から「町民は無理だよ」ということで話があったわけです。そして、その中で、ラウベ、火

災保険もいらない、駐車場もただ、そういう感じで話があったわけですけれども、それはち

ょっと私の聞き違いかなと思うわけですけれども、やはりそこで、私も委員から議会はどう

なっておるんだと、市民農園の計画についてどうなっておるんだと、農業委員としてね、聞

かれたわけです。それで私も御答弁しました。参事も答弁しました。経過について説明をし

ました。そして最後に、職員は一生懸命頑張っているから、これから市民農園について成功

したいから、御理解願いますよということで、話を締めたわけですけれども、やはりこうい

うことについてもね、その後期計画の中でもしっかりとしていくことが私は大事だと考える

わけです。 

  そこで、２点目のオープン町長室に話に飛んではいますけれども、伺いたいわけですけれ

ども、今言ったように数が出され、男女別の数が出されたわけですけれども、私、町長ね、

できなければ、やらない月があっても、よければ月に２回でもいいではないですか。時間が

あれば、２回でもいいですよ、３回でもいいですよ、できれば。やはりそういうぐらいに町

民に関心を持ってもらうことが私は大事だと思うんです。 

  そして、私から提案したいのはね、やはりここに大変古い資料、今引っ張り出してきたん

ですけれども、平成12年11月13日、移動町長室という記録資料を引っ張り出してきたんです。

当時の町長がやった移動町長室の資料を、私見て、引っ張り出してきたんです。すばらしい

意見が入っているんです。 

そういうことでね、私、町長によく言うのは、報告をしてくれよと、しかし、言うと、混

乱を招くからやらないよと、広報等で報告するだけで終わるよと、議会のほうもぜひ水道料

金について、改正についても説明をしてくれよということであったんですけれども、言うの

に混乱を招くからやらないよと。それはそれの町長の姿勢として、それはそれでいいです。

しかし、私は全戸回らなくたっていいんです。清く全戸回らなくたっていいんです。熱川地

区なら熱川地区、稲取地区なら稲取地区でね、今後、いろいろな事業されていく中で、やは

りオープン町長室とは別に説明会あるいは報告会をしていただくようなことをね、ぜひ、今

後お願いしたいなと思いますよ。職員は一生懸命やっていますから。町長、どういう考えか

わかりませんけれども、ひとつその御答弁をいただいて、私の質問を終わります。よろしく

お願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まずですね、各協議会には議会が入っています、議員が。基本にはな
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ぜ議会の議員が入っているか。当然その入っている議会議員から議会の方に説明していただ

きたいですよ。我々が説明する議員の方に入っていますから、議員の方がその協議会の内容

を説明して出ていただきたい。これが基本ではないですか。全てが町が説明するのではなく

て、何のために議員がそこに入っているか。やっぱり議員はその入っている協議会に対して

の説明する義務があると私は思うんですよね。その点、やっぱりいた飯田議員も議員の方々

に言っていただければ、町は大変ありがたいと思います。 

  そういう中、市民農園、今聞きました。その件だけは初めて聞きました。 

  しかし、基本的には、なぜというのは町内者でなくて、町外者が来てもこの町のよさを知

ってもらうためにそういう施設をつくったと聞いておりますもので、基本的には町内者は無

理かなということは考えております。それはまた、担当課から説明いたさせます。 

  次に、一日町長室、この考えはまったく飯田議員とは異なります。私はですね、例えゼロ

であろうとも、やっぱりやるべきだと、自分から。ということはもう町民の方にですね、１

日、最終日の月曜日に行けば町長に会える、町長に相談できる、もうこれはかなり浸透して

おりますもので、例えゼロであろうと私はやろうと考える。と申しましても、一切仕事に支

障は来しておりません。私はですね、その場所で決裁しております。人がいないときでも役

場の職員の事務が停滞することはありません。だから、基本的にはふだんは３階の町長室で

仕事をしておりますけれども、一日町長室のときだけはロビーで仕事はしております。これ

が職員の決裁とかそういうのが滞ったならば、それは考えますけれども、基本的には私は例

えゼロであろうとも、今、町民の中でそういう一日町長というか、最終月曜日に行けば会え

るという、そういう相談ができるということ言っておりますもので、引き続きこれはやって

いきたい。そういう考えでございます。 

  さらにこの報告、これは水道料金のことを言いました。一般の町民の方はちょっと誤解す

ると、それは今回やろうと思えばできます。しかし、今回の場合は料金ですよ。料金を値上

げするときにね、町民全て集めた中でそういう報告ではなくてね、では、こういうふうにし

てどうですかと言ったら、みんな反対いたしますよ。当然ですね、この料金を上げるという

ことは町民に対しては負担がかかりますから、そういうための報告、開催、これはとても厳

しいです。 

それで、私も当然、運営協議会の方に聞きました。委員の方がこういう提案があるけれど

も、どうですかと諮りまして、しかしながら、そういうやつは混乱を招くだけだからね、あ

る程度、この協議会の中で決めて、それから町民に知らせたほうがいいんではないかという
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ことを受けました。だから、やっぱりそういう報告会、これはケースバイケースだと私は考

えています。やっぱりこういうときはやらなければいけない。これはしなくても、このまま

です。だから、全てが基本的にそういう報告会を拒否しているわけではないということだけ

は御理解願いたいと思います。 

  次に総合戦略と総合計画の関連性、これは当然、整合性が出てきますもので、この当期の

総合計画、それと総合戦略とはマッチングした中でこれはやっていきたい、そう考えており

ますので、御理解願いたいと思います。 

  あとは、担当から。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） ただいま、市民農園の関係で御質問があったわけですが、

基本的に市民農園につきましては、議員も御承知のとおり、耕作放棄地対策とそれから都市

と住民の交流、それから地域の活性化、それから余暇の時間を農業体験によって、満たして

いただくというような農林水産省のメーンテーマのもと、法律が制定されて、整備されてい

ます。 

  今、御質問のそのラウベにつきましては、基本的には市民農園ですので、整備された農地

をお貸しするという事業ですので、今回の場合、町の場合は農地だけでお貸しする場合と裏

にラウベと言われる軽微な休憩小屋がついたものをセットとして出すという形でございまし

た。このラウベにつきましては、今、町長の答弁にもありましたけれども、より情報発信、

それから移住・定住に向けていく地域からの交流を深めていただく、あるいは東伊豆町の生

活をプチ体験していただくというような観点もございまして、全国的には同町内に住まわれ

ている方ではなくて、外から人に来ていただくというような施設となっております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、７番、飯田議員の一般質問を終結します。 

  この際、11時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１０時４５分 

 

再開 午前１１時００分 
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○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

  10番、藤井議員より一般質問で掲示板を使用したいとの申し出がありましたので、これを

許可します。 

 

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

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（村木 脩君） 次に、10番、藤井議員の第１問、戦没者慰霊についてを許します。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） それでは続きまして、私、２番目なんですが、質問を２問通告して

おきましたので、一問一答でお願いしたいと思います。 

  第１問目が戦没者慰霊についてということでございます。 

  今年は戦後70年目の節目の年です。我が町ではさきの大戦で亡くなられた方の慰霊祭が遺

族会によってとり行われてまいりました。今年も先日８月５日の日にですね、この役場で行

われたということ…… 

（何事か言う人あり） 

○１０番（藤井廣明） ９日。失礼しました。に行われたということでございました。私も出

席させていただきまして、しめやかに厳かに行われたということでございます。 

  哀悼の意をあらわしながら、私、以下の点についてですね、ちょっと不明な点がございま

すので、伺いたいと思っております。 

  １番目、高齢化などで慰霊祭への参加が年々少なくなっているというふうに伺いますけれ

ども、この町では戦没者、それから遺族の方、それから慰霊祭参加の実数というのは、どう

なっているか、把握しているかどうか、伺います。 

  それから、２番目に終戦２日前の昭和20年８月13日に稲取地区に爆撃があり、49名の方が

亡くなりました。この悲しい出来事を忘れないようにするために、町はどのようなことを考

えておられるか、伺いたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第１問、戦没者慰霊については２点からの質問となってお
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りますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の高齢化などで慰霊祭への参加が年々少なくなっていると聞きますが、当町

での戦没者とその遺族及び慰霊祭参加の実数はについてですが、当町におきましては、戦没

者戦災者合同慰霊祭が東伊豆町遺族会の主催により、とり行われておりますことは御承知の

とおりであります。 

  当町の戦没者は稲取地区が254名、熱川地区が149名の合計403名で、御遺族につきまして

は現在稲取地区が139世帯、熱川地区が84世帯の合計223世帯であり、また、戦没者戦災者合

同慰霊祭の参加につきましては、年により違いはありますが、80名から90名の参加であると

伺っております。 

  次に、２点目の終戦２日前の昭和20年８月13日稲取地区に爆撃があり、49名の方が亡くな

りました。この悲しい出来事を忘れないために町は何を考えているかについてですが、御質

問にございます戦災者につきましては、素盞鳴神社脇の忠魂碑敷地内にある石碑にその名が

刻まれ、遺族会により清掃管理が行われるとともに、合同慰霊祭の中で供養されていると伺

っております。 

  町の平和行政の取り組みといたしましては、「原水爆禁止平和行進・反核平和自治体の鎖

ペナント」への署名や昭和59年に町議会で可決された非核平和都市宣言に関する決議にあわ

せて、「非核・平和宣言の町」を標示し、支柱を役場庁舎敷地内に常設、また、終戦記念日

には同報無線サイレンによる追悼といった取り組みがございます。 

  さらに、昨年９月より核兵器廃絶の住民意識を国際的な規模で喚起し、世界恒久平和の実

現に寄与することを目的として活動する平和首長会議に加盟し、自治体間連携による平和行

政の推進に取り組んでいるところでございます。 

  いずれにいたしましても。悲惨な戦争の体験を風化させることなく、次世代に引き継いで

いくことが重要であると認識しているところでございます。 

○議長（村木 脩君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） お答えありがとうございます。 

  我が町でもですね、403名の方が亡くなられて、遺族の方も年々ですね、少なくなりつつ

あるとはいえ、遺族会を形成して、慰霊祭をやっているというお答えかと思います。 

  町もさまざまな形で、この平和に対する取り組みをされているということでございます。

こうした戦没者の方、戦争で亡くなられた方を忘れないということがですね、何としてもこ
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の平和を維持していく上では一番重要なことかなと私も思っておりますので、そうした観点

から私も伺っております。 

  そこの２点目にあります稲取の空襲に関しては、これは本当にこういったことをこの町で

もあったんだということがですね、どんどん忘れ去られていくという思いで、私もよそから

来て、この歴史に関してはやっと勉強して、少しわかったということなんですけれども、そ

んなことがあったんだと、昭和20年８月13日といえば、終戦２日前なわけですよ。あと、２

日過ぎれば、終戦でこんな亡くなる必要はなかったんですが、実際上49名の方が亡くなられ

た。そのうちですね、16歳以下の子供さんが35名だということで、多くはお子さんが亡くな

っている。戦争というものは弱いところにいろいろしわ寄せが来ると思うんですけれども、

こういった現実がある。こういうものを風化させないためにですね、私、今日もいろんな資

料を調べたり、そこにもちょっと掲出してありますけれども、調べてまいりました。 

  初めですね、まだ、ここの町も実際空襲に遭ったよと、記憶しているよという方も何人か

いらっしゃるので聞いたり、それから、お聞きしたほかにもですね、ハイキャットなんかで

も編集して放映した事実がございます。そういったものも拝見したりして、多少勉強させて

いただきまして、まず飛行機が14機来たそうです。７機ずつの編隊になっていたと。下田、

河津方面からかなり高度を保って来たと、通り過ぎるのかなと思っていたら、黒根の先から

ですね、急に反転して、低い態勢になって、稲取の町を目がけて、突っ込んできたというこ

とのようでございます。 

その７機ずつの編隊がですね、８時過ぎくらいだったということなんですが、30分間くら

いにわたってですね、機銃掃射とそれから爆弾を落としたと。ここに赤い点、ナンバーで記

してあるのが爆弾の投下箇所です。４発ぐらいが海の上で、あとは全部陸の箇所ですね。そ

れで被害があったところ、この１、２、３、４、５というナンバーをつけたところが大変被

害があったようでございまして、その一番のところが善応院さんですか、辺りに落ちて、そ

の手前の２番が工営所といいますか、今はもう名前は変わっているわけですけれども、旧農

協の跡、稲取支所の跡辺りです。それから、近くで稲取の農業会というところにも落ちまし

て、４番目がそのわたの防空壕と言われるこちらのほうですね、防空壕の辺りに落ちたとい

うことです。それから、東町の自宅の方も防空壕に落ちて、そこでも４人の方、それから子

供さんが６人亡くなったと、こういったことで非常に恐ろしい体験をしたというふうに話さ

れております。 

  現在は、そのところはもう70年もたっているわけですから、これといった碑があるわけで
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もなく、言われなければもうわからないということでございます。 

  なぜ、稲取がその攻撃の対象になったのかなというふうに思うと、ここのちょっと示して

ありますけれども、向イのほうに海軍の震洋隊というですね、余り大きなあれではなかった

ようですけれども、沖を通る米艦船に対して、海の特攻隊といいますか、爆弾を積んで体当

たりするような部隊が、この震洋隊というのが３つほど洞窟を掘っていて、土地の人に聞き

ますと、だから白田に行くにもここのところは通れなかったよと、ずっと山のほう通された

よなんていうふうな話もございました。いずれにしましても、この辺に見張所も、オレンジ

のところ２カ所ですね、あるんですけれども、来たぞというふうに身構えたときには、もう

かなり急接近して、どんどん爆弾を落とされ、機銃掃射で逃げ惑ったということのようでご

ざいます。 

  いろんな体験記がですね、「草の根の願い」というふうなこういったものが出されており

まして、こういったものを参考に私もいろいろ伺ったりしてきたわけです。それで町は今、

聞きまして、遺族会のほうにも補助をしているわけで、多少その補助があるわけですけれど

も、年々慰霊祭はやっておるわけですけれども、この８月13日に対しては何ら別にこれとい

った慰霊祭といいますか、あるいは冊子を出すとかですね、碑を建てるとかそういったもの

は考えているのかどうか。これまでやったかどうかですね。 

先ほど、いろんな非核団体あるいは原水爆反対のまちになっているとか、核廃絶の宣言を

したというようなことでございますけれども、この一番身近にですね、行われて、この前、

非常に多大な惨禍もたらしたこのような稲取の爆撃に対してですね、このままでは私は風化

してしまう。誰もわからなくなってしまうんではないかというふうに思うので、そうします

と、本当に亡くなった方、非常に無念な思いだと思いますので、こういったことはやはり事

実として、こういったことがあったということをやはりとどめておく必要があるんではない

かと思うんですよ。その辺でひとつどんなふうに考えていらっしゃるか、お伺いしたいと思

います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、８月13日に亡くなられた方、本当に哀悼の、ことをされたと思

います。本当に戦争に関係のない方がこういう痛ましい事故、亡くなった方は大変非常に残

念でございます。そういった本当に哀悼の。そうして、やっぱりこのようなことを二度と起

こしてはならないという中で町は、さまざまなことでね、平和ということの中でやっておる

中で、やっぱり戦争というものはもう絶対起こしちゃならない。これがもう皆さんと同じで
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考えている。 

  質問があったように８月13日、町では特別なそういう行事、この方たちの哀悼、それは町

単独では、私が記憶している限りではやっておりません。そのかわり、壇上と言ったように

ですね、先般の９月８日の戦没者戦災者合同慰霊祭、この中でも慰霊しておりますし、先ほ

ど素盞嗚神社の横の忠魂碑の脇にその方たちの名前が載っています。さらに西町におきまし

ては西町公民館の中にですね、亡くなった方のお名前が載っております。 

そういう中で、町単独でやっぱり町民の方々はそういう中でこの痛ましい事故を忘れない

という中で、そういうことをやっていることだけは理解していただきたい。壇上でも言った

ように、やっぱりこれを風化させることが一番いけないと私は考えておりますもので、それ

なので、やっぱり子供たちに代々こういうことがあったよということを伝えていくことが私

は必要ではないかと考えておりますもので、これから教育委員会さんに相談した中で、ふる

さと学級もあります、学校でもそういう郷土史的な勉強もすることもあるではないかと思い

ますもので、その辺のこともまたちょっと検討しながらですね、この８月13日、ふるさとで

はこういうことがあったんだよということは子供たちに代々伝えながら、こういうことがあ

ったということを風化させないような方向でやっていきたいなと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（村木 脩君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） ありがとうございます。 

  こういうですね、町長もおっしゃるように、戦争は絶対に起こしちゃいかんという固い決

意は今お伺いしましたが、戦争というのは急にぱっと来るわけではなくて、徐々に徐々にい

ろんな法整備やら何かから始まってくるものだと思うわけです。また、過去にこういった事

実がある以上、やはり自分たちも、この間70年たってもこれは絶対に忘れちゃいかんという

決意は新たにして、また、慰霊と同時にですね、今後の平和へのよすがにするという決意は

本当に必要だと思うんです。その中で合同慰霊祭の件に関しては、これは年々少なくなった

りするのは、これは高齢化とかやむを得ない側面もあるんですけれども、ただ、参加者に関

してはもっと啓発したりですね、町も例えば、これはどうですか、もう少し広範囲に参加の

方を呼びかけるとか、こういった慰霊に対しては必要ではないかなというふうに思っており

ます。 
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  それが１点と、それから、こういう忘れないために忠魂碑というのがね、あちら素盞鳴神

社のところにありまして、非常に大きな立派な碑です。その脇にはまた亡くなった方のお名

前がずっと刻まれております。そういったものもわかるんですけれども、それと同時にです

ね、やはりそこにあるからいいということではなくて、私は特別、やっぱり稲取において、

その終戦２日前に49名の方が犠牲になったんだということが、意外とこれは知られていない

といいますか、やはり70年というその平和の歳月を保った中で忘れられつつあるというふう

に私も思いますので、何らかの形でですね、これをこういったことがあったよと、お知らせ

するような小さい、これは観光案内ではないわけですから、そんなに大きい必要はないし、

そういう碑文なりですね、どこかそういうのを建てるところないか、あるいは町自体がです

ね、こういったこと自体も別にマイナス遺産というふうに考えるんではなくて、やはり自分

たちのその平和への思いをですね、今後もこれを忘れちゃいかんという思いと、また、慰霊

する意味でもこのことはですね、何か少し考えていただけないかなというふうに私思います

ので、その辺、どのようにお考えか、ちょっと承っておきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には壇上で言ったように、戦没者、戦死者に対しては町の遺族

会、これが主催しております。それに対して、町は助成している。と申しますのは、去年で

すね、事業仕分けの中で、事務レビューの方たちからはこの遺族会、この戦没者合同慰霊祭、

いかがなものかと、中止という判断が出されました。 

  しかしながら、町といたしましては、先般言ったように、こういう戦争体験、これを風化

させてはならないという中で、事業レベルでは中止となりましたが、一応町としては引き続

き補助を出しているというのが現状でございますもので、そういう中で町の姿勢を藤井議員

もわかっていただければ大変ありがたいと思います。町としては、壇上で言ったように、こ

の戦争を風化させてはいけない、これはもうそういう中で、こういう事業の中で戦没者遺族

会の方が中心となって、やっておられますもので、それに対して町はある程度は手助けをし

ていきたい。そういう考えでございますので、町単独でこの８月13日に多少のこと、そうい

う……、慰霊のこと、そういうことは今のところは考えておりません。 

基本的にはやっぱり、遺族が少なくなっていくに、やっぱりこれから未来を背負っていく

子供たちに一応この稲取地区のふるさとではこういうことがあったんだよということ、代々

口伝えで伝えていくことが大変重要だと考えておりますもので、先般言ったように、これは

教育委員会の方で、また検討した中で、ふるさと学級、また、そういう郷土史の中で勉強が
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あれば、稲取で８月13日にこういう悲しいことがあったんだよということは子供たちには伝

えていきたい。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（村木 脩君） よろしいですか。 

  次に、第２問、公衆浴場の建設についてを許します。 

  10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） それでは、第２問に移ります。 

  第２問に関しては、さきの議会でも新人議員さんなんかが、これに関して質問した経過も

ありますので、その辺も踏まえまして、私はなるべくダブらないような形で質問したいなと

いうふうに思っております。 

  以前、私自身も町に立ち寄り湯というのをつくってはどうかというようなことも提案した

経過なんかもございますけれども、そのときも町長はちょっとそれは予算の都合いろいろあ

るけれども、やらないという話だったかと思います。 

  ただ、今回ですね、私はやっぱり第２問として公衆浴場の建設について伺いたいのは、非

常に暑い今年の夏みたいなときにですね、この町の中に１人でも浴場がなくて困っていると

いう方があれば、それはやはり町長、責任として何とかしなくちゃならないんではないかと

いうふうに私は考えておるわけですよ。 

  以前、質問したときもなかなかそれは難しいという答えでしたけれども、そういった議員

あるいは町民からの要望がたくさんあったと思うんですよ。その中で、まず、町民や議員の

要望をどんなふうに受けとめたか。そして、その対策をとったかということを承っておきま

す。 

  それから２番目に、町としてはそういった声を聞いて、どのくらいそういった事実がある

のかなと、困った方はどのくらいいるかという形をですね、アンケートをとるなり、何らか

の形で把握されているかどうか、いうことです。 

  それから３番目として、町のいきいきセンターがございますね、旧ヤオハン跡の建物です。

そこの中に、これは町の施設なわけですけれども、浴槽があるわけですよ。男女別に分かれ

ていまして、非常になかなかしゃれた浴槽が２つあります。それを利用することはできない

のかどうか。 

  それから、これはまたちょっと熱源の問題になりますけれども、ゴミの焼却熱に対してね、
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これは廃熱を利用したそういう温水、そういったもので浴場等ができないかどうかというこ

とをお伺いしたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

（町長 太田長君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第２問、公衆浴場の建設については４点からの質問ですの

で、順次お答えいたします。 

  １点目の町民や議員の要望を受け、どういう対策をとったかと、２点目のアンケートなど

で実際に困っている人の把握はされているかについてですが、関連がありますので、一括で

答弁させていただきます。 

  前回の栗原議員へのお答えと同様、一日町長室やその他の機会において、現在も町への要

望は届いておりませんが、６月定例会後、稲取地区のアパートの状況を大まかに調査いたし

ました。その結果、122件のうち、風呂なしのアパートは12件で、約10％の割合でした。 

  アンケートは実施してはおりません。ただ、お風呂のない方は勤め先の旅館や知人のお宅

でお風呂を借りて済ませているという話は伺ったことはあります。 

  ３点目の町のいきいきセンターにある浴室を利用希望者に開放することはできないかにつ

いてですが、現在、シルバー人材センターに指定管理者としての管理委託をしております。

浴室を利用したい時間は当然夜間になると思いますが、現在の委託内容では開放することが

難しいと考えております。 

  次に、４点目のごみ焼却場の廃熱利用についてですが、現在、エコクリーンセンターでは

廃熱を利用した職員用の浴場は設置しております。廃熱を利用した施設につきましては、温

度の低下を考えますと、焼却炉の至近に設置しなければなりません。そうなりますと、町な

かからは遠く離れてしまい、利便性を欠くことになります。 

  また、施設建設に対する費用対効果を考えますと、実現性は低いと言わざるを得ません。 

○議長（村木 脩君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） お答え、ありがとうございます。 

  ただいまお答えいただいた中で、やはり風呂なしのアパートの方もいらっしゃると。今ま

で町なかに幾つか銭湯があったわけですよ。その中で経営難といいますか、高齢化といいま

すか、事情は個人のことですからよくわかりませんけれども、いずれにせよ、その廃業して

しまったということで。そうしますと、では、廃業されたから今まで使っていた方は一切い
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らっしゃらないのかというと、やはりこれは町長も答えてくださったように122件のそのア

パートの件数が風呂のないという物件があったという…… 

（何事か言う声あり） 

○１０番（藤井廣明君） そのうちの10％ということで、了解しました。10件ほどはあったと

いうことでございます。 

  その中で、そうはいっても10件の中には何人住んでいらっしゃるか、ちょっとよくわかり

ませんけれども、10件以上のアパートで風呂がないと。現実には町に銭湯がないということ

で。これよその町ですと、割と共同湯というような形で町なかにあちこちあるんですけれど

も、どういうわけか、東伊豆町はそれが少なくて、殊に稲取地区はそういうのが皆無だとい

うことで、非常に問題になるかなと思うわけです。 

  この夏、本当に暑かったわけで、そういう中でですね、お風呂に入らないわけにはいかな

いだろうというわけなんですけれども、そういった方は近くの方にいただいたりなんかして

いるという話なんですけれども、これはちょっと参考になるかどうか、あれなんですが、隣

の町の河津町に踊り子会館、あるいはその前にサンシップ今井浜なんていうのもあったんで

すけれども、それにこの町から一体どのくらいの方が行っているのかなと、これは必ずしも

銭湯、直接でなくてね、温泉として楽しみに行くんだという方もあると思いますけれども、

いずれにせよ、なかなかすごい数が利用されておるわけですよ。 

平成18年度からありますけれども、22年度からの過去５年間だけの数字をとりましてもね、

22年が踊り子会館が8,688人、23年度が8,000人、24年度が7,103人、25年度は8,761人、26年

度が１万96人です。サンシップは今閉鎖しているんですけれども、その22年、23年、24年の

数字ですと、22年が2,312人、23年が2,526人、24年度が1,804人という人数がですね、隣町

の温泉を利用しているということでございます。 

  これは月に直しますと、八千五百何十人かというのが数字になりますけれども、サンシッ

プ今井浜がなくなってしまったものですからね、今、踊り子会館だけではそんな数字になり

ます。月に平均711人の方が行っているんだという数字が出ております。 

  これは銭湯と直接は関係ないというふうなことと私もわかりますけれども、やはり、しか

し、これだけの需要があるということですね。１日労働したり、いろんな作業をされて、風

呂に入りたいということと直接関係ないにしても、やはり今まであった銭湯がなくなったと

いうことで、これは何とか考えなくちゃならないのではないかという、これはやっぱり町長、

町政を預かるものとして、町民の方がね、そういった要望を自分たちには言ってきているわ
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けですから、これは何とか考えなくちゃいけないんではないかというふうに思うわけです。 

  今、いきいきセンターの件が出ましたけれども、そこに写真が２枚ほどちょっとあります

が、たくさん撮ってきたんですが、２枚ほど掲出させていただきました。これが男性の浴場

ですけれども、今はもう使っていなくて、半分物置きみたいになっています。反対側に女性

用のもありまして、大体同じような仕様ですから片方だけ撮ってきました。 

  ところが外に出まして、その使えるかどうかと聞いたら、ちょっとね、こういった状態だ

った。これはボイラーです。湯沸かし器。本当にぼろぼろさびて、現実には使っていないか

ら、どんどんだめにしまうということのようです。 

  これは、町長、いきいきセンターがシルバー人材センターに委託していて、夜はやってい

ないので、難しいんではないかという話ですけれども、私はその話と同時にね、もう一つは

やっぱりこういうせっかくつくった浴槽をですね、このように使わないでいるということは、

これは本当にその点からも費用対効果、あるいはその町費のひょっとしたら無駄遣いになる

んでないかという思いもあります。 

  それで、一方にはお風呂がなくて困っているんだという方がいらっしゃるわけですから、

ここを何とかうまくドッキングさせるなり、利用方法を考えるということはできないのかど

うか、その辺を思ったわけです。 

  それから、焼却炉のほうの廃熱に関しては、これは例えば、よく今、これもよその町から

みたいですけれども、タンクにお湯をくんできて、家庭のお湯ですけれども、入れて利用さ

れているなんていう方がいらっしゃいますよ、何軒か。ですから、これは大きさとか、そう

いうタンクの車、どうするのかという問題だと、町長も費用対効果でちょっと難しいんでは

ないかと言っていましたけれども、何らかの形でしか職員以外の者もですね、こういったも

のはできないのかと、これはエコセンターの検証なんかに行きますとね、よそはほとんどや

っているんですよ。その焼却施設のすぐそばにやはり大きなプールである、これは温水プー

ルですね、そういうものをつくったり、それから同じように銭湯をつくったりして、これは

福祉にも役立てているという例は枚挙にいとまがないほどあるわけです。そういったことも

何らかの形で視野に入れて、考えられないかということで質問しているわけです。 

  そんなことですので、ひとつもう少し、何というんですか、本当にお風呂がなくて困って

いるんだという方、それから、もっとこういった施設を利用するということ、それから、町

民の福祉の意味でも１回も風呂がないというのも淋しいもので、半額にしてくれるという隣

の町にこれだけ年間ですね、行っているということもやはり勘案していただいて、これは早
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急に何らかの対策をとってほしいなというふうに思いますので、ひとつよろしくお願いいた

します。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この公衆浴場の質問、町への要望はさっき言ったように全然来

ておりませんので、議会のほうには内山議員、栗原議員、そして藤井議員、もう３回目です

よね。そういう中では本当この中で、町は設置はいいけれども、あと維持管理をやってくれ

る人があればいいですよというのに、内山議員からの質問で、再三再四言われましたが、自

分がやるからつくってくれとかという意見は一切ありません。 

そういう中で、今、河津のことを言ってくれました。本当、町は河津町には大変、お礼と

いう言い方はおかしい、この踊り子会館、今井浜、これ財政上大変負担しております。そう

いう中で河津町のほうが、東伊豆は隣接だから、その半分でいいから使ってくださいという

中で、今これだけの人が利用させてもらっておりますが、河津町にとっては本当は財政は大

変厳しい中で、これを運営していると考えておりますもので、町といたしましては河津町の

方に本当にこれはお礼を申し上げたいと思います。 

  基本的には公衆浴場に関しましては、町はやってもいいですといって、そういう、では私

がやりますということは一切出てきませんので、当然、町がこれを運営すればですね、赤字

になることは間違いないですから、これは再三再四言っているように、町といたしましては

もう、先輩議員とか内山議員、栗原議員が言ったように、町が単独でそういうものを建てて、

つくって運営していくということは町民の負担がますます高まるもので、町としてはもうや

らないということは、もう再三再四申し上げていることは御理解願いたいと思います。 

  その中でたしか赤沢や、河津、結構行っています。私も赤沢、毎日行っております。風呂

がありながら毎日行っております。ということは、やっぱり藤井議員が言ったように、風呂

のない人はこれだけではないということだけは理解してもらいたいと。 

  そういう中で、壇上で言ったようにですね、10件、12件、大体あと40から50人近くではな

いかと考えております。そういう中でですね、先般、６月に栗原議員が言ったように、いき

いきセンターであります。やっぱりいきいきセンターの現場を見てきました。そういう中で、

いろいろ問題がありますが、この改修も相当金もかかります。さらにですね、指定管理して

いるシルバーとの話し合い、時間的なものもあります。そういう中で、本当ありがたいこと

にですね、町内の一旅館ですね、それが公衆浴場をとった中でですね、やってきております。

基本的には500円取りますけれども、基本的にはこういう銭湯をとったとしても500円という
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単価は別に高い単価ではありませんもので、また、そういったことは町に言ってくれば、そ

の辺のまた案内いたしますもので、基本的にはそういったところを利用していただいた中で

ですね、やっていただければ町もありがたいなと思いますもので、一応町といたしましては、

再三言っているように、公衆浴場を町が設置して運営していくということを考えない、これ

は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。 

  ３点目のいきいきセンター、これ今言ったように大変直してやるには、金もかかるし、ま

た、人件費とかいろいろかかってきますもので、町といたしましては当分これをまたこうい

う状況でございますのが、これを活用した中でそういう公衆浴場はやらないということは御

理解願いたいと思います。 

  さらに、ごみ焼却場、今言われました。当然、当時ですね、このエコクリーンセンターを

建設時には、当然こういうことも検討したことは私は伺っております。しかしながら、費用

対効果の中で、このプールをつくることは後々の財政が大変厳しくなるものですから、断念

したということは一応私は聞き、当然、藤井議員が言ったように、エコクリーンセンターを

建てたときになぜ建てなかったかと、これは疑問に思いますし、それは当時、そういうこと

も検討したということは私は聞いている中で、いろいろな面でこういうプールとかは断念し

たということは私は聞いております。 

  さらに、その風呂をタンクで運ぶ、これは基本的に温泉ならわかりますけれども、果たし

てそういう中でお湯をそういうことに利用する人がいるかとなると疑問視いたします。温泉

なら当然そういうことは考えられますけれども、そのお湯をただ単にやるということは、そ

ういう施設も必要になってきますもので、ちょっと厳しいのではないかなとは考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、10番、藤井議員の一般質問を終結します。 

  この際、午後１時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時３８分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 
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  午前に引き続き、一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 鈴 木   勉 君 

○議長（村木 脩君） 次に、12番、鈴木議員の第１問、観光振興対策についてを許します。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 皆さん、こんにちは。 

通告は４問してございますが、答弁のほうは各１問ずつよろしくお願いをいたします。今

定例会より質問時間が短くなりましたので、できる限り簡潔にしてまいりたいと思いますの

でよろしくお願いをいたします。 

  それでは第１問、観光振興対策についてをお伺いいたします。 

  役場海側の稲取大川寄りに観光案内広場の整備はできないか、次の点についてをお伺いい

たします。 

  １点目として駅前にあったキンメモニュメントの設置、２点目ははさみ石のモニュメント

づくり、３点目は町内観光スポット案内看板の設置でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 鈴木議員の第１問観光振興対策については、３点からの質問となって

おりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の駅前にあったキンメモニュメントの設置についてですが、御指摘の金目鯛のモニ

ュメントは以前にも答弁させていただいたとおり、稲取駅前通り商店会が商工会の商店街環

境整備事業により平成６年に県から補助を受けて稲取駅前に設置したものであります。 

  平成24年９月の伊豆急行沿線活性化事業の一環による稲取駅前ロータリーの江戸城築城石

ふるさと広場の整備に伴い、伊豆急行からの要請で撤去することとなり、現在は商工会から

依頼を受けてアスド会館内に一時保管をさせていただいております。 

  当モニュメントは20年の経年劣化や仕掛けの故障等で修繕を要するために、今定例会にお
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きまして補正予算として計上させていただきました。設置場所につきましては、所有者であ

る商工会の意向を踏まえた上で、稲取キンメの地域ブランドとしての情報発信やＰＲ強化を

図る目的から、役場庁舎海側に展示されている捕鯨銃に併設する予定でおりますので、御理

解をお願いいたします。 

  次に、２点目のはさみ石のモニュメントづくりについてですが、はさみ石につきましては、

伊豆半島ジオパークのジオサイトにも指定されていることから、観光資源としての大きな可

能性を以前から感じており、私もおととし現地まで視察に行き、アクセス等について確認し

てきました。 

  旧国道から海岸におりるまでのルートはかなり険しい地形となっており、遊歩道設置後の

安全確保の観点から管理主体や管理方法等については検討課題も多いことから、今後慎重に

検討してまいりたいと考えております。 

  御指摘のはさみ石のモニュメントにつきましては、地元観光関係者から特に要望等が上が

っておらず、現時点では考えておりませんので御理解をお願いいたします。 

  次に、３点目の町内観光スポット案内看板の設置についてですが、当町の観光振興計画に

よれば、旅行者が訪れやすいだけでなく、地域住民も暮らしやすい、人にやさしいまちを目

指して観光基盤の整備を推進することとなっております。具体的な取り組みの一つとして、

主要駅から観光関係施設までわかりやすい案内や看板での誘導が必要となります。稲取温泉

の観光協会や旅館組合におきましては、雛のつるし飾りまつりを初め、四季折々に観光に訪

れるお客様が安心してまち歩きができるような案内看板の設置に関する要望は検討されてい

ると伺っております。 

  町といたしましては、近年、増え続けている外国人旅行者への対応を含めた総合的な見地

から、案内看板の設置を検討してまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いいたし

ます。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 答弁ありがとうね。 

  この１点目のキンメのモニュメントの設置につきましては、８月26日に総務経済委員会に

おいて観光商工課長がその他の点で、僕たち議員に説明をされたわけですけれどもね、私、

その日の午前中に通告書を出しましたもので、その点についてはその場でも申し上げたんで

すけれども、まあ申しわけないけれども、委員会での質問は控えさせていただきますよと、
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議会で質問をさせていただきたいなと、そういう形を申し上げたつもりでおるわけですから、

このモニュメントについてちょっと質問を続けさせてもらいますけれども、答弁の中でも言

われたとおりに、設置場所についてもそのときの課長の話で自分も理解しているつもりです

けれどもね、庁舎側の例の築城石と捕鯨銃ですか、あの間に設置しようかという話でしたよ

ね。その設置を考えた場所については、非常にこう潮風も当たりが少ないし水道の水での清

掃管理がしやすいからという一つの理由があったような気がするんですけれどもね。ゆっく

り考えますと、ああいうモニュメントというものが誰を対象にしてそういうモニュメントを

つくって見てもらおうかなという形からいくと、非常に庁舎の中のバックがね、庁舎で立て

るよりも、大島を背にこの稲取漁港を、海を、そういうロケーションの中にああいうキンメ

のモニュメントというものがあったときには、私は、見た人の感動だとか相乗効果というん

ですかね、ああ、キンメがこの町の魚なんだなというような、そういう思いにもなるんでは

ないかなという気持ちもしますし、私も議員の人たちの中にも話を聞きますと、できている

素材が銅ですから雨に打たれたほうが非常にこう色合いの風合いも出てくるし、腐食に対し

ては普通のものよりもずっと頑丈だから、逆に雨が当たったほうがいいんではないのかなと

いう、そういうそのアイデアも聞いたりしているわけなんですけれどもね、場所については、

今、そういうものを背景としてもう一考、考え方ができないかなというのを質問してみたい

なと思っております。 

  それから、２点目のはさみ石ね、これあの、町長もそうですけれども僕たちも観光政策審

議委員会とかという僕も委員を長年やらせていただいたときから、はさみ石を何とか観光資

源として生かすことができないのかなと、そういう思いの人たちがこの町にもけっこういる

わけなんですけれどもね。そういう中で、今、ここまで来たときに、町長が、これからはさ

み石を見せるために道路の建設から始まっていろいろと施策を施していくに、そういうのに

は非常に莫大な金がかかるんではないかなという、僕も懸念を持っているわけですよね。町

長も心配ではないかなと思うんだけれどもね。 

このハサミ石というこの魅力がね、私、どこまで観光客に見ていただける魅力があるのか

な、そういうものを考えたときに、あそこに２メーターか３メーターぐらいのモニュメント

をもしつくって、稲取のこういうところにこれがありますよと、お時間がありましたらどう

ですか、ひとつ見て帰ったらどうですかぐらいのね、そういうリサーチ的な役目も、私は欲

しいなというので、あの場所にどうですかと申し上げているわけですけれどもね。 

  それから３点目の観光看板、今あるのは非常にきめ細かな立派な看板がこう町の中にある
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わけですけれどもね、あれを見ているだけでも非常に疲れてきますし、観光客もね、どこへ

行っていいかわからなくなるわけですよね。だから、僕は、ちょっと不公平さが感じられる

んですけれども、要点を絞った何カ所か、ここは絶対見てもらいたいんだとかというような

そういうポイントセールスみたいな要点を絞った観光案内、そういう看板がいかがですかね

ということで質問したわけですけれどもね。御答弁のほどよろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この稲取キンメ、これはもう町民の皆さん大変誤解している。これは

もう町のものだと考えておりますもので、今回、この席で、これはあくまでも商工会の所有

するモニュメントだということを町民の皆さん、理解していただきたいと思います。 

そういう中で今、場所のことを言われました。委員会の中でもそういう質疑も出ました。

私は当初は、やっぱり稲取駅から真正面にね、あそこにパーク的な小さなパーク、そんなの

をつくったらどうかと提案した中で、やっぱりそこにつくるにはいろいろ県との問題が浮か

んできた中で、場所を再考した経緯があります。やっぱり、自分も最初は稲取キンメはやっ

ぱり海をバックにしてやったほうがいいという中で、ちょっと検討したんですけれども、結

局県とかいろんな中で厳しい面がありましたもので、その場所を再考した中で、今の場所、

この捕鯨銃の横となった中で、当然、委員会のときでもそういう、雨に濡れたほうがさびは

問題ないとかそういうことも言われました。場所的には一応商工会と相談してそういうふう

に決めた中で、そういうさびとかいろんな問題も商工会に伝えた中で、以後の管理は基本的

には商工会を中心にやってもらいたいということは、委員会では言いました。 

さらにせっかくつくったんですから、そのモニュメントがわかるように、稲取のその朝市

をやっていますとね、その近くにそういう稲取キンメのモニュメントがありますよというよ

うな案内看板、そういうふうなものを設置するようにとの指示したところでございます。 

基本的にはせっかくつくったのにそのモニュメントが全然わからないということは、やっ

ぱり町としても町の予算を出している以上、いかがなものかと考えておりますもので、でき

るだけ多くの方にこの稲取キンメのモニュメントを見ていただきまして、キンメは稲取が発

祥の地だということを、これは商工会通じた中で啓蒙していきたいと、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、３点目、これは提案という中で受けとめていきたいと考えております。基

本的には、はさみ石、本当これ大変すばらしいものです。私も陸から行くとそこ行くまで厳

しいことを感じました。そういうハードな、大変お金もかかります。しかしながら今度、皆
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さんのおかげで浮き桟橋を設置することができましたもので、できればそういう中で、海上

からのほうが上陸できる、とりあえず海上からのはさみ石へのアクセスをやった中で、そう

いう中である程度見たいなと言ったモニュメントを多少考えてもいいかなとは考えても、最

初からモニュメントということになるとやっぱりちょっといかがなものかと自分は考えます。

これは提案としてまた検討させていただきたいと思います。 

  次に、案内観光スポット、本当にこれ案内看板、これから重要な、これも提案、大変エー

ジェントからも観光客の方も、案内看板がちょっとわかりにくいということ、結構言われて

おります。そのときに、議員からポイントとしてそういう絞った中での案内看板、これも検

討させていただきたいと。町といたしましてはこれからインバウンドを目指した中で、壇上

で言ったように、４カ国、最低２カ国、そういうインバウンドを目指した案内看板は設置し

ていきたいと考えておりますもので、今、鈴木議員が提案されたこれも、その中でちょっと

検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 今の町長の答弁の中でもね、最終的には検討してみたいなというそ

の気持ちを大事にして、僕も質問をしていきたいと思うし、お願いもしていきたいと思って

いるわけですよね。 

  金目鯛の駅前にありましたモニュメント、当時を思い出していただければわかると思うん

ですけれども、築城石の上にこう立ててあって、それでこうね、ぐるぐるとハンドルを回し

て動くというそういうモニュメントなんですよね。今は、先ほど町長が答弁していただいた

あの場所というのが設置場所としてね、僕、もう一考お願いできないのかなと言った裏側に

は、あの高さというのがあの役場に、最初に町長が答弁したところに立つのかなという心配

もするわけですよね。あのまさか目線より低くなんてことは考えているわけではないと思う

んですよね。中心の円柱をカットしてでも短くしてでもおさめちゃおうなんていう気はない

ような気がするんですけれども、そういうことも考えてもやはりもう一考していただいて、

それは町長が今言った、考えてみられればやってみたいなとかというね、メンテナンスのほ

うも管理のほうも、それは商工会のほうに委託してやらせるんだっていうこともそれは理解

しておりますけれども、私はそういう管理状況とかね、メンテナンスをどうするかとかいう

大事なこともそうですけれども、やはり見た人たちにどう感動を与えられるかというのが、
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私は町にとっても大事な一つの考え方のポイントではないかなと思うわけですよね。 

  それから、２点目のはさみ石、今、非常に写真で見たりしてこういう、何ていうんですか

ね、奇岩ていうのかね、すばらしいというのか、表現はいろいろあるんでしょうけれども、

あの写真を見たときにもすばらしいなと思う人は相当いると思うんですよね。私がモニュメ

ントをどうですかとかと言ったああいう場所はね、もしかしたら角度によっては、元旦のと

きに間から写真と同じように初日の出が拝める観光スポットにもなるような気がするという

のも、今度のアイデアの一つの中に入るわけなんですけれどもね。一番最初の答弁のときに、

町長は、業界からそういう声がないから考えていませんとかということはあるんです、そう

いう答弁があったような気がするんですけれども、そういう業者の方たちにもこういう質問

を、もしですよ、テレビか何かで聞いていただいたりしたときに、そういうアイデアも私た

ちももしあれだったら同調していきたいなとかというまた業界もあろうかなと思うもので、

まあ、先に期待はしていきたいなと思っております。 

  それから案内看板ですよね。あの今、非常にはさみ石もそうですけれども、こういう新聞

なんかを見ると西伊豆なんかは馬ロックね、こういうのがクローズアップされて非常に今度

は御利益の話題で、ちょっと字が小さくてちょっと読めないんだけれども、何か土地のこん

な小さなスポットではなくてね、国の観光スポットぐらいにこう、国で何カ所にこれを登録

されてとかと記事があるんですけれども、ごめんなさい、新聞の記事が、私、今、目が老眼

が入っているものでね、ちょっと新聞記事が読めないんですけれども、それぐらいまで馬ロ

ックという西伊豆のね、これがクローズアップされてきているわけですよ。そういう点から

いくと、我が町にもライオン岩があるんだけれども、あのライオン岩も非常に見やすい、逆

にあって、すーっと車で通りながら、あら、ライオンねと言ううちに何かしっぽの、ではな

いけれども通り過ぎてしまうという。あそこでもし駐車場があるぐらいのスペースがあれば

ね、あそこもすごくいい観光スポットにはなるんではないかなとは思っていますけれどもね。

そういう点では、はさみ石も本当に非常に私たちは子供のころから知っている非常にすばら

しいものだけれども、果たして写真で見ただけだとか、そういう資料で見ただけで、あのは

さみ石に何人行きたいのかなという。 

先ほども１回目に質問させてもらったみたいに、大変莫大なお金で設備しても費用対効果

とかという言葉が出てきたときには大変な話が出てくるもので、まあ、私はモニュメントを

つくってね、観光客がどれぐらいの要望、見たいなという気持ちが湧く、そういう調査をし

てみてね、よければ陸から見せる方法もありますし、海からも遊覧を伴った見せる方法、西
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伊豆なんかも今度のジオパークの話の中で、海岸線を遊覧で見せたりするという形も考えて

いるわけなんですけれどもね。 

東伊豆町だって、今、穴切海岸もそうですけれども、遊覧的に海岸線でジオパークを見せ

ていくという形だってあろうかと思うわけですよ。そういう中にあのはさみ石というものが

クローズアップされてくると、そういう気持ちで、まあ申し上げたわけなんですけれどもね。 

  それから案看板については、この新聞にもあるんですけれども、観光の目玉に八カ寺とい

うのが、町の観光協会が、2014年だから去年かな、出たんだけれども、これについてどれぐ

らいの人たちがお寺に行っているのかなと。そういう調査はしていないと思うから、何人行

きましたかとか実績はどうですかとかと、そういうことではないんですけれどもね、その中

にもやはり駅から近いところだとか、近郷のスポットだとか、本当にクローズアップされて、

今の時代に行ってみたいなというようなところがあろうかなと思うわけですよ。そういうも

のもクローズアップして、歩いて何分、歩いても５分とか10分とかというそういうエリアの

中の観光スポットを案内できるような、非常にきめ細かではなくて、見やすい看板というも

のを設置できないんですかねというのが質問の趣旨ですけれども、その点、もう一回どうで

すか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この稲取キンメ、当初は築城石の上にあのキンメが乗っていた、

それを復元したいために、最初言ったその港のところにね、設置しようかと考えた中で、や

っぱりさっき言ったように、県の許可関係、いろんなメンテが厳しいという中で、今回やっ

たところは見下ろしはしません。高さ的に築城石はちょっと設置できませんけれども、コン

クリートの土台をつくった中でモニュメントをやるもので、高さ的にはこの見下ろすという

か、やっぱり見上げるように感じでやると、設置するんではないかと、多分そういう感じだ

と思います。そういう中で御理解願いたいと思います。 

  次に、２点目のこのはさみ石、これは基本的には今言ったように、浮き桟橋ができますか

ら、鈴木議員が言ったように海岸線をできれば見せたいとは、自分自身も考えているんです

よ。やっぱり２カ月間の限定利用だけではなくて、やっぱ基本的には通年通じた中で浮き桟

橋を活用して町の活性化やっていきたいという中で、夏は基本的にはそういう景色状態のも

のを見せていきたいなとは考えております。その中でまずはさみ石というものを、そこで見

た中でまたモニュメント、これは卵が先か鶏が先かという中で、町としては基本的にはそう

いうものをやった中で、後でモニュメントを、はさみ石とはこういうものですということを
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やっていきたいなとは考えていますので、これはちょっとまた検討させていただきたいと思

います。 

  次に、町内の観光スポット、これは今回補正でちょっと上げさせてもらいましたけれども、

稲取の観光振興計画の小冊子をつくりました。この中に八カ寺とか本当にきめ細かになって

いまして、これを１万、結構つくるもので、これを駅とかそういう中に置いて、そうすれば

稲取のことはほとんどわかります。そうなれば、これを持てば八カ寺のことも載っておりま

すし、では駅から10分以内でどういうところが見学できますとかそういうこともこの冊子に

は入っておりますもので、とりあえずそれを配布すればこの稲取のまちでどのように過ごし

たらいいか、また１泊２日できたらどのような過ごし方があるとか、そういうことをいろい

ろ書いてありますもので、今回の補正で上げた冊子は大変すばらしいものと私は感じており

ますもので、それをまた御審議してもらった中ではよろしくお願いいたしたいと思います。 

  それで、はさみ石とかいろんな岩と、西伊豆の馬ロック、これは黄金崎のことで、その辺

は町としても細野は細野でやっておりまして、ライオン岩の提案もされました。このライオ

ン岩の提案も本当、一日町長の最初のときですが、そういう提案があったときにあそこに駐

車場ができないということと、大変すばらしいものですがやっぱり駐車場を整備した中でや

っていかなければならないと考えておりますもので、やりたいのはやまやまで、駐車場設備

が設置できればそのライオン岩というのも、これは一つの町の起爆剤になるかなと考えてお

りますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） それでは、次に、第２問、旧第６分団器具置き場の活用についてを許

します。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 時間も見ながら、非常にあのこうね、追われているような気がして、

第２問に入りたいと思います。 

  旧第６分団器具置き場の活用についてをお伺いいたします。 

  ６次産業の促進や町内にぎわい創出に、通年もしくは限定期間において希望者に無料で貸

し出し、活用することができないかをお伺いいたします。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 
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○町長（太田長八君） 鈴木議員の第２問、旧第６分団器具置き場の活用についての６次産業

の促進や町内にぎわい創出に、通年もしくは限定期間で希望者に無料で貸し出し、活用する

ことができないかを伺うについてですが、現在、旧第６分団器具置き場については、空き家

利活用活動の拠点や観光客・地域住民の交流の場として活用することを目的に、地方創生の

先行型交付金を活用し、芝浦工業大学の学生に改修を委託し、地元事業者や地元ボランティ

アの協力をいただき、事業実施しているところです。 

  学生という若者の知恵をいただき、今後の活用方法を検討した中で、１階をシェアキッチ

ン、２階をシェアオフィスに改修し、交付目的にあった幅広い活用を図ってまいりたいと考

えております。 

  なお、利用方法、料金等の詳細につきましては、今後検討してまいりますので御承知いた

だければと思います。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 町長、この第２問についてもね、先ほどの１問もそうでしたけれど

も、後ろのほうで先ほども、おめえ役場と相談してやっているのかと言われるくらいに、答

弁者がどんどん先に新聞に出てくるというのがあったんですけれども、ごめんなさいね、こ

れも私のほうが先に通告書を出した後の形ですから。 

これ新聞の、今、町長が答弁されたんですけれども、この伊豆新聞の記事、この内容を把

握させてもらうと、大体もう質問の答弁はいらないなというくらいになるんですけれども、

ちょっと確認ですけれども、町長、あの完成は９月の中旬、それでオープンが28年３月、そ

れでオープン後の、私が聞きたいのは、このオープン後の活用は通年なのかどうなのかと、

先ほどもね、限定期間なのか通年において利用するのかどうか。それから、ここを利用する

人たちには有料なのか無料なのか。それから希望者はどのようにして募るのか。 

それから、この第６分団の器具置き場という場所は御存じのとおりに非常にメーン通りで

すから、車の通行量が多いわけですよね。大型バスも大型のトラックも通るわけですけれど

も、そういうときのそこに寄っていただけるお客様のね、安全対策は一応考えているかどう

かと、その４点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この第６分団、今、芝工大の学生が本当に一生懸命やって、また地元

の事業所またボランティアの方も同じ協力して、いいものをつくろうと頑張っているのが現
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状でございます。そういう中で、これをまず町としては通年でやりたい、やっぱり期間限定

ではなく１年間を通じた中でこれはやっていきたい、そういう考えでございます。 

  それと有料無料ということですけれども、これは最低限、その光熱費、そういうのはもら

いたいと考えております。そういう中で、これから、では、公民館とかそういうときに半日

幾ら、まだそれは検討させていただきたい中で、そういう最低限の光熱費、水、そういうこ

とはもらっていきたいなとは自分自身は考えております。これはあくまでも営業的に使った

ときですよね。それはそういうことで考えていきたい。 

  さらに、芝工大のですね、ある程度ここを拠点として活動していて、卒業しても拠点とし

て活動していきたいような意向も考えておりますもので、そういう若者たちがこの町にある

程度情報を得た中で事業を展開していったほうが大変ありがたいと考えておりますもので、

もしそういう方法で学生がやっていきたいとなれば、その学生たちにその方向で最初はある

程度無料、それで軌道に乗ったらまたお金をもらう、そのような方向でやっていきたいと考

えています。 

  それからその安全対策につきましては、本当は、あの現状では大変難しい、駐車場もあり

ませんですから、その辺の駐車場的なものは、ちょっとあの辺は無理ですから、この役場駐

車場か、何かしら駐車場は確保はしていきたいなと考えておりますし、ただその安全対策と

なりますと、現状だとできるだけ来た方にそういう危害が加わらないような方向ではこれか

ら検討していって、当然安全対策は十分検討しなければならないと考えている中で、今の状

況では、第６分団があったと同じような感じでどのような安全対策、それはちょっと今のと

ころ現状でやるしかないかなと考えて、まだ３月まで一応まだ日にちがありますもので、そ

の辺にまた安全対策は考え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。 

  希望者の募集方法につきましては、基本的にはさっき言ったように、芝浦工大の方が事業

を起こした中で、ここで拠点としてやっていきたいとなれば、町といたしましてもある程度

それは優先した中で、この町の中でね、そういうものが起きて全国発信していただければ、

この町としても大変ありがたいですから、それはちょっとまた……。基本的には公募的なも

のと思いますけれども、町といたしましてはそういう、今やっている学生がこの町を起点で

企業を起こしたいというそういう考えがあるのは、やっぱりこの町の活性化になりますけれ

ども、ある程度そういうことはまた皆様方と相談しながら、そこに貸した中でやっていきた

いということは考えています。基本的には公募です。そう考えていただければいいと思いま

す。 



51 

 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 町長、あの、１点目とね、４点目、これについてはよろしくお願い

しますよ。事故がないようにやっていただきたいなというのが、僕たちのこれは願いなんで

すけれどもね。 

  この使用料については自己負担で、家賃は取らないけれども、そこで光熱費だとか自分た

ちのそこでどれだけの利益が出るか知らないけれども、そういうことについては補償しない

よと、でも場所の提供は無料だよというそういう理解でいいのかな。それは後でまた答弁し

てくださいね。 

  それから、希望者は今、もしそのまま芝浦の大学生が使うのかな、通年においてとかと、

僕、そういう答弁のような気がするんだけれども、私が通告した趣旨でいくとね、この６次

産業という形の中で、非常にこの町にも農協だとか、漁業会だとかとあるんですけれども、

そういう組合に入って６次産業化している人もいれば、そうでない趣味でスイーツをつくっ

たりしている人たちもいるわけなんですよね。僕はそういう人たちに、希望者としてこうい

うところで要するに実験店舗というのかな、英語で言うとちょっとぼくもあれなんですけれ

ども、そういうやりたい人たちにここを開放してみて、もしそこに出た人たちがもっと大き

くしたいなとか、これなら自分たちの生計を立てられるような店になるなとか、そういう形

のチャレンジショップみたいな形の、僕は、使い方になるんではないかなと思って、この質

問の内容がそういう形でお願いしたわけですけれども、今ちょっと、答弁がね、この詰所の

活用は芝工大の人たちが数年において、もしそこで使って、こういうものを売ったら、うん、

違うよね、そこら辺をもう一回答弁してください。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 申しわけない。答弁がちょっとごちゃまぜ。基本的には、壇上で言っ

たように、１階がシェアキッチン、２階がシェアオフィスになっています。１階は当然、シ

ェアキッチンですからいろんな方に使っていただく。ただ２階においてはシェアオフィスに

なっておりますもので、芝工大の学生が、自分たちは一応ここを拠点とした中で、全国発信

した中で、この地域の方、全国の方がこの地域に来るようなそういうことをやっていきたい

と言っておりますので、２階に関しては芝浦と。１階のシェアキッチンに関しては、当然こ

れはもう町の者が使ってもらわなければいけませんもので、その辺は誤解を与えたことは申

しわけなかったと。そういう使い勝手をしていきたいと考えておりますので、御理解願いた
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いと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） あの、こういう新聞のね、今、自分たちの情報源は何があるかなと

いったら、こういう新聞しかないなという気がするんですけれども、松崎町においてもそう

ですし、いろんな町でもこういう協力隊みたいな形の中でまちづくりをしていただいている。

この東伊豆町については、熱川地区もそうですし、今度やっと稲取地区にこの詰所を使って

町のにぎわい創生をしていただけるという形が出てきたから、私はその点については何ら反

対するとかそういう形ではなくして、非常にまちの中が活性化されてくれれば、自分として

もすごく満足ですし、それについての協力は惜しまないつもりでおります。 

また、そういう中に、もし使うね、こういう資材が欲しいとか、ケースが欲しいとか、冷

凍ケースが欲しいとか、陳列ケースがほしいとかとあれば、自分たちがストックしてあるも

のをね、ごめんなさい、無償提供とか寄附しますとかというと、議員ですからそういうわけ

にいかないんですけれども、協力は惜しまないつもりでおりますから、あそこだけでなくし

てね、これからも皆さんも御存じのとおりに、シャッター通りと言われている、空き店舗が

非常にメーン通りにこうあるわけなんですよね。そういうところの活用にもね、私、期待す

るもので、ぜひこういうことを町としても力を入れて推進をしていただきたいなと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この環境は、若者たちの考えは本当にすごいですよ。基本的には、最

初、芝浦工大がやって、今回の作業においては日本女子大の女子学生が来た中で、やっぱり

輪が広がっております。やっぱりそういう中で、基本的には町はこういう若者たちに町の活

性化もある程度お願いするのも、これはいろんな面でこの東伊豆町のためになるかなと考え

ておりますので、よろしく。そしてボランティアも本当に応援しております。 

今、鈴木議員さん言う様に、またいろんな面で応援したい、協力したいといっても、これ

は大変ありがたいことですから。一応芝浦工大を中心にしてこの地元の方のボランティアの

方々、本当にこの町を何とかしようという中でこの第６分団、やっておりますもので、いろ

んな面でまた御協力できる点は御協力いただければ大変ありがたいと思いますので、よろし

くお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 
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○議長（村木 脩君） 次に、第３問、小中学生のスポーツ活動支援についてを許します。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） すみません、いろいろとあの、教育長、よろしくお願いします。 

  第３問の質問をします。小中学生のスポーツ活動支援について、各種スポーツにおいて優

秀な成績が生まれております。自治体や学校の枠を越えた活動も多くなってきております。

次の点についてをお伺いしたいと思います。 

  今までの町の支援内容は。 

  ２点目といたしまして、多様化してきましたスポーツ活動に対応できる支援方法は考えら

れますか。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 申しわけございませんでした。この点に関しては教育委員会の関係で

すもので、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（村木 脩君） 教育長。 

（教育長 黒田種樹君登壇） 

○教育長（黒田種樹君） 鈴木議員の第３問、小中学生のスポーツ活動支援については、２点

からの質問ですので、順次お答えします。 

  １点目の、今までの町の支援内容はについてですが、中学校の部活動における対外試合の

参加は、中体連、中学校体育連盟の大会、そして協会等が主催の大会、練習試合、大きくこ

の３つに分けられると思いますが、中体連の大会につきましては、選手派遣費補助金として

町で全額補助をしております。ほかの２つにつきましては原則個人負担で行っております。 

  次に、学校で行われているもの以外のクラブチーム等によるスポーツ活動については、ス

ポーツ少年団を結成して活動されているものに対し、町より定額補助を交付しております。

それ以外は個人負担となっております。 

  次に、２点目の、多様化してきたスポーツ活動に対応できる支援方法を考えられないかに

ついてですが、当町においても各種スポーツ活動が行われており、中でもバレーボールや陸

上では全国大会や東海大会への出場といった活躍をしていると伺っています。 

  しかし、それらの活動団体の多くは、当町の子供だけでなく近隣市町の子供も含めた構成
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となっていることもありまして、例えば支援をするというような場合には他市町自治体との

連携といった課題もあると思います。 

  また、趣味嗜好が多様化している中、活動内容もさまざまであり、支援のあり方等につい

ても検討が必要となるため、今後、各団体からの要望等に基づき検討していきたいと考えて

おります。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 教育長さん、ありがとうございます。 

  １問については、自分も長年議員をやらせていただいていますから、流れは十分把握して

おります。 

  この２点目についてちょっと再質問をさせていただきたいなと思います。 

  先生も、今、答弁の中でもおっしゃったとおりに非常に多様化しているわけですよね。通

告書の中にも書きましたんですけれども、非常に、東伊豆町だけではなくして下田の子供た

ちとかとこういう枠を外れた、非常にこう伊豆は一つだという言葉がどこにあるのかなとい

うぐらいに、今、多様化してきているわけですよね。そういう点においても、先ほどまた再

検討する、ほかの市町村とも連携を密にして、そういう支援のことについてもできる場があ

れば相談をして、話もしてみたいということについては、私もぜひよろしくお願いしたいな

とそういう気持ちでございます。 

  それから、我が町に限って再質問させていただきたいんですけれども、もしこれは、町長

のほうの答弁でよければ町長のほうでいいんですけれども、練習場所の提供として町の体育

館とかグラウンドの使用だとかについての支援ができないものかなと。 

  それから、前回の定例会で、新しい新人議員の西塚さんが質問しました練習試合とか大会

に出場するときに町営バスの利用が考えられないのかなと、その点についても町長の考え方

を聞いてみたいなと思います。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 体育館の支援というのは、体育館はお金とっているの……、その辺は

また後で現課から説明を。 

  バスの使用、これは５番議員からも言われましたけれども。今回の監査のまた意見書を見

てもらえばわかると思います。むやみやたらにそのマイクロバスの活用について監査委員か

ら指摘されております。町といたしまして、できるだけこのことはいろんな面で負担がかか
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らないような方向でやっていきたいと考えておりますけれども、今回の監査委員の意見書の

中で、このマイクロバスの使用についていろんなことが書かれておりますもので、これをさ

らに検討した中に、子供たち、またそういう人たちに負担がかからないような方向ではやっ

ていきたいと考えておりますので、監査委員さんの意見を尊重しながら、できるだけいい方

向で、これ、やっていきたい、そう考えてもらって御理解願いたいと思います。 

  あと、体育館の支援とか、その辺はちょっと局長のほうから答弁させます。 

○議長（村木 脩君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ただいまの練習場所の支援というお話ですけれども、

当町には学校開放に伴う体育館と運動場、それとあと野球場、多目的グラウンド、サッカー

場、町立体育センターというこの限られた場所しかないのが現状でございます。これをたく

さんの利用団体があるわけなんですけれども、この団体の皆様の中で調整をし合って、現在

利用していただいている状況でございます。ですので、限られた場所をうまく利用するとい

うことでありまして、町のほうで今現在、そのほかに支援というようなことはちょっと考え

られないといった状況です。 

  また、さらに利用料もいただいているわけなんですけれども、その辺についても免除規定

などはありますが、現在は皆様に公平に利用料を支払っていただいた中で利用をしていただ

いている、そういった状況でございます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） ありがとうね。 

視点がちょっと違うんだけれどもね、この東伊豆町からも東京オリンピックに出場するそ

ういう有望な選手も出るかもわかりませんし、出てもらいたいなという期待もあるじゃない

ですか。そういう中で、この伊東でも新聞によりますと、ジャイアンツの堀内さんだとか鹿

取さんが来て少年野球の指導をしていったとか、それからいろいろなテレビなども見ていま

すと、オリンピックの選手がそれの自分の競技の後輩みたいな小さな子供たちから大きな子

供たちを集めてスポーツ教室をやったりするとかと。そういう中で、西伊豆なんかのこの記

事によりますと、国の外国青年招致事業を活用しての外国のプロのバスケットの選手を講師

として雇用をしていると。それが１年という雇用の期間なんだけれども最長５年までが認め

られるという、そういう中の活用をしてね、この町のスポーツ選手のこの国の制度を利用し
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てやっていくと、そういうことについてはどのようなお考えかどうかだけを聞かせてくださ

い。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 西伊豆に関しては、基本的には地方創生の中でやった事業だと考えて

おります。最長５年、地方創生。地方創生の今回、うちももらいましたよね、お金を。その

中の一環としてやったのではないかと。それで１年で最長５年という中で、そういう施策を

西伊豆町はとって。しかし、うちの町はそれ以外のことでいろんな面で、前回の地方創生の

交付金は使わせていただいている。当然町の考えがありますから、西伊豆は西伊豆でそれは

すばらしい考えだと思います。 

  私も新聞を見ると、大変いいことをやったなということは考えました。当然そういう事業

があれば今後はまたそれは検討していきたいと考えておきますし、やっぱり、昔、我々が小

さいときは、プロの選手来ましたよね。その辺は呼ぶのは子供たちのためにはなりますもの

で、そういう機会があればそれは呼んだ中でその育成はしていきたいと考えておりましたも

ので、また、そういうことが、西伊豆みたいに１年呼んで、さらに５年延長する、これも一

つの町の施策でございますから、それは大変すばらしいことだということは私は感じており

ます。 

  さらにもう１点は利用料の関係、基本的には、自分の考えです、これはあくまでも。基本

的には町外から来た人は正式にもらう。しかしながら町内のそういうスポーツをやっている

人に関しては、最低限の電気、さっき言った電気代、そういうようなものを一応もらった中

で、あとはちょっと考えてもいいのかなということは考えている。これはちょっと検討させ

てください。 

  以上です。 

（「わかりました」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 次に、第４問、電気柵についてを許します。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） それでは、第４問、電気柵についてをお伺いいたします。 

  東伊豆町の設置数と安全対策調査結果についてをお伺いいたします。よろしくお願いしま

す。 

○議長（村木 脩君） 第４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） 鈴木議員の第４問、電機柵についての東伊豆町の設置数と安全対策調

査結果について伺うについてですが、町内の鳥獣害対策用の電気柵ですが、平成22年度から

平成26年度までに補助金を交付した箇所が64カ所ございます。このたびの西伊豆町の事故を

受け、静岡県及び伊豆太陽農協の職員とともに、第３者が近づくおそれのある36カ所につい

て緊急点検を実施いたしました。 

  結果、ふぐあい箇所３カ所について即刻、所有者に対し是正措置を求めました。 

  また、残りの箇所についてはアンケートにより調査を実施し、ふぐあい箇所が３カ所報告

されましたので、こちらも所有者に対し是正措置をお願いし、改善が図られました。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 大変悲惨な事故でございましてね、この電気柵にとりましては、非

常に、農家にとりましては作物を守る大事な手段の一つなんでございますから、これについ

て云々とかという話の質問は私もするつもりはございません。東伊豆町の調査の実施結果に

ついては今、答弁していただきましたから、わかりましたんですけれども、新聞の切り抜き

の記事だけでも本当にこれだけの資料が集まるわけなんですけれどもね、この中でこれを読

みまして一番感じるのは、やはり何なのかなというのは、この事故の悲惨さですよね。 

この事故に遭われた人も非常に気の毒でございますし、それから設置した人、事故を起こ

した原因的な、もちろんこれ責任性ですよね、この人も気の毒でございますし、結論とした

らその人もお亡くなりになったわけでございますけれども、自分たちの中ではこういう悲惨

な事故は、やはり二度と起こしてはいけないのではないのかなという気持ちでございます。 

ですからお願いしたいのは、町としてもこの設置した人たちにもお願いでございますけれ

ども、安全対策の管理には十分気を使っていただきまして、こういう鳥獣対策に頑張ってい

ただきたいなというそういう気持ちでございます。 

  私のほうの質問は以上でございます。いろいろありがとうございました。答弁がございま

したらよろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当この事件、大変痛ましい事故でございまして、亡くなった方、ま



58 

 

たこの被害者、加害者も大変悲しい結末になりました。 

  町といたしましても、本当にこのような事故は二度と起こしてはならない、また起きては

ならない事故でございますものですから、壇上で言ったように、この設置した人に対しても

一つの安全性が十分指導、農協とかいろんな面を指導した中でこの電気柵は、当然あの電気

柵はなくすことはできませんもので、この辺は十分注意、指導した中でやっていきたい、そ

ういう考えでございますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、12番、鈴木議員の一般質問を終結します。 

  この際、午後２時10分まで休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時５２分 

 

再開 午後 ２時０７分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◇ 笠 井 政 明 君 

○議長（村木 脩君） 次に、１番、笠井議員の第１問、町内同報無線についてを許します。 

  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） こんにちは。では午後の休憩明けで、また質問をさせていただきます。 

  事前に通告したとおり３つの質問を出させていただいておりますので、１つずつお答えい

ただければと思います。 

  １つ目、町内同報無線についてお伺いをいたします。 

  同報無線でございますが、町民より日々聞こえにくいという声を多く聞きますが、町とし

て何か対応は考えておりますか。 

  ２つ目ですけれども、町の情報メールの登録者数は現状どの程度か教えていただければと

思います。 
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○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 笠井議員の第１問、町内同報無線については２点からの質問となって

おりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の町民より聞こえにくいという声を多く聞くが、町としての対応はについてですが、

同報無線のスピーカーにつきましては、設置時において音の広がり、重なり及びスピーカー

設置場所の近隣住宅に騒音とならない音量を考慮し、町内70カ所に設置しております。 

  同報無線は屋外スピーカーによる広報手段のため、その性質上、風や雨の影響を受けやす

く、また遮閉性の高い住宅などでは聞こえにくい状況が発生しておりますことは承知してお

ります。町では、その対策として情報配信メールの導入等、対応を図っておりますので、御

理解をお願いいたします。 

  ２点目の町の情報配信メールの登録者数は現状どの程度かについてですが、町の情報配信

メールの登録については、町の広報紙、回覧、ホームページ、イベントなどで登録促進に努

めておりますが、８月31日現在、2,804人となっております。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） ご答弁、ありがとうございます。 

  一応、町のほうでは70カ所スピーカーがついていて、騒音にならない程度のような音量と

いうことで、聞こえづらいというのも町のほうは認識をしているということで、それを埋め

るために情報メールというものを配信をしているという御答弁だったと思います。 

  スピーカーの無線と情報メールというのは、どちらかといえばプッシュ型と言われる情報

伝達方式であります。これは、例えば聞こえない方だったりとか、情報メールを登録してい

ない方には届かない情報ということで町は認識しておりますでしょうか。 

  また、あとは情報伝達においてはプッシュとプルという形でよく言われますが、プル型、

引き出す方の情報として、町は東伊豆町のホームページというものを持っていると思います

が、すみません、私が確認したところ、その情報メールの配信のスピードと同じぐらいで町

のホームページに情報が出てこないというのが、ちょっと確認をしておりますが、他の市町

村、例えば伊東市とか熱海市、隣、河津町、下田市等は、時間はばらばらではございますけ

れども、ホームページのトップページにインフォメーションとして出てくるような形をとっ
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ております。 

この引き出す情報なんですけれども、観光客とかあとはこちらの東伊豆町を通過して来遊

している方々というのは、万が一この町内で災害が起きたりとか自然災害に遭遇した場合、

情報のとり方というのが同報無線が聞こえれば、伊豆急がとまっていますとか国道が通行ど

めになりますとかいう情報がとれると思うんですが、先ほど言ったように遮閉性が高い車の

中だとかいった場合に、とりようがないといったときに、引き出すための情報というのは今、

スマートフォン等の保有率、高くなっておりますので、インターネットの活用が一番考えら

れるんではないかと思います。そういったときに引き出す情報というのは、町として何かお

考えでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 笠井議員のほうが専門家で、私もプッシュ、プルなんて初めて、ごめ

んなさいね、勉強不足で、なかなかそういうことわからないもので、プッシュ、プル型、勉

強させていただきました。 

  そういうことでまず、同報無線、これは本当に苦情が来ます。本当によく聞こえない、そ

れで音量を上げると今度はうるさいとかね、本当にこれ、何か考えなければいけないかなと

は考えております。そういう中で、今度はデジタル化は大変金額もかかるもので、それでは、

それ今度はＦＭ的なものでやったらどうかと、その辺はまた同報無線、いろんな中で考えて

いることだけ御理解願いたいと思います。 

  それとあと、町のホームページに載るのが遅い、これは本当に、これは一生懸命やってい

るつもりだけれどもなかなかホームページに載らない、今、これは笠井議員から御指摘があ

りましたもので、この辺は早急の中でね、できるだけそういう情報はなるべく早くホームペ

ージに載せてほしいとか考え……。たしか今回、伊豆急がとまったことは多分ホームページ

に載っていたと思うんですよね。だから、そういうときもあるし、やっぱりちょっと遅いと

きも、できるだけ下田とかいろんなところに引けをとらないぐらいのホームページ、これは

やっていきたいと考えております。 

  そういう中で、この回遊者に対するやり方、やっぱり本当、その辺はこれから検討してい

かなければ、ましてこれからインバウンドがどんどん増えてくる中で、できればそのここに

来れば一応Ｗｉ－Ｆｉとかいうようなものは、この町に入ればすぐＷｉ－Ｆｉで全て町の情

報がでますよと、ここまで本当は整備したいんですけれども、なかなかそこまでいかないも

ので、今、逐次とりあえず公共的には駅とかそういうところをやっておりますし、今度は地



61 

 

方創生交付金の中で、各旅館の中でも部屋の中から一応、今まではロビーだったけれども、

今度部屋の中からもＷｉ－Ｆｉが活用できるというようなこともやっておりますもので、で

きれば町といたしましては、このＷｉ－Ｆｉが町のどこでもいけるような中でそのインフォ

メーションというんですか、そういう方向でいきたいなとは考えております。 

やっぱり基本的には、このインターネットが世界的なものですから、これはもう整備して

いきたいと、これは自分の考えでございますもので、その中ではこれに関しましては笠井議

員、本当、専門家というか、いろんなプロフェッショナルでございますもので、またいろい

ろなことは教えてもらった中で、いいことがあればそれはどんどん取り入れていきたいと考

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（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） すみません、ありがとうございます。 

  ホームページのほうに載せてほしいというのは、載せてあるところで、例えばトップペー

ジの本当に上のほうとかに、ずばんっとわかりやすく出てくるだけでも大分違うと思うんで

すね。一応メール配信をしていただいている関係上、多分どなたかが打っていただいて、一

斉送信をかけていると思うんですけれども、その流れで一緒に更新ができればスピードとい

うのも速くできるのかなと思いますので、ぜひご検討いただければと思います。 

  あと、もう一つ、町長がそのスピーカーの代替案としてメール配信ということでやってお

りますが、今、ぱっと暗算した感じだと全町民の25％程度かなと考えます。それで、そのメ

ールを配信、携帯電話を使ったりとかしている方々からすると、もうちょっとパーセンテー

ジは上がるかもしれないんですけれども、ぜひね、もうちょっと町民のほうに呼びかけをし

ていただいて使っていただければと思います。 

  今、町長の答弁の中で、ちょっと出てきましたけれども、コミュニティーＦＭの件、私も

ちょっと調べたところ、去年の26年12月の定例会で須佐前議員が質問している中で、町長は

この同報無線のデジタル化の代替として検討をしているということで、期間的にはまだ１年

たたないところですけれども、今現状、何か進んでいるのであればお教えいただければと思

います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） たびたびすみません。 
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  そういう中で、ＦＭに関しましては、進捗状況は担当課から説明いたさせます。 

  そういう中、情報配信メールの加入者が少ないということ、これはやっぱり今言ったよう

に25％、これは町としてはもっと上げたい、これはやまやま。そういう中で、いろんな会合

の中でこの町のメールに加入してください、そしてまた加入が難しければ職員がやりますよ

という中で、今、加入を進めているのが現状でございますもので、この加入率をもっと大き

くしたいというのは、町のあれなものですから、また町民の方もその辺はまた御協力願えれ

ば大変ありがたいと思いますので、よろしくお願いしたいと。 

あとは担当課から説明いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） それでは、町の情報の配信の方法ですが、先ほど町長からもホ

ームページのほうの話が出ておりますが、災害が発生して対策本部ができますと、一応町の

ホームページに書き込みができるような方向では今なっております。ただ、今、災害対策本

部まで開くというのはないものですから、その辺で書き込みがちょっと担当課のほうとして

していないことにつきましては、今後改善していきたいと思います。 

  あと、そのほかに情報配信の方法としまして、エリアメールというのができるようになっ

ております。これは、県が整備しました防災情報ネットワークＦＵＪＩＳＡＮというネット

ワークシステムがあるんですが、それを通じて携帯電話３社のエリアメールが即時発信でき

るようになってございます。 

  それと、災害が起きて避難勧告等が発生した場合につきましては、その県のシステムを通

じて公共コモンズ、要はテレビ局等へ避難情報とかそういうのが自動的に流れるような体制

がとられておりますので御理解をお願いします。 

  それとコミュニティーＦＭにつきましては、今、町長から指示をいただきましたので調べ

ておりまして、ただ、それについて町が直接事業者となるほうがいいのか、それとも民間の

どこかやっていただけるところがあれば、そこにお願いするという考え方もありますので、

今、一番先進的にそういうのを取り入れているのが、新潟県の長岡市であります。そこにつ

きましては、コミュニティーＦＭ長岡というところがありまして、そこで長岡市から割り込

み放送という形で町の災害情報を流している。それで普通のラジオで聞こえる。また、特殊

なラジオでやりますと、電源が入っていなくても自動起動するというタイプの受令機もあり

ます。そういうのを導入しているというところもありますので、全国で今、コミュニティー

ＦＭの活用というのはいろいろ検討されているところもありますし、最近入れたところもあ
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りますので、今そういう状況を確認させていただいている状況です。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） ありがとうございます。コミュニティーＦＭの件はよくわかりました。  

伊豆全体では下田とか伊豆市とかも、あとは伊東もコミュニティーＦＭが入っています。

現状はさまざまだと思いますので、お金がかかることでありますので、十分審議をしていた

だいて進めていただければと思います。 

  この同報無線については、やはり一番が聞こえづらいという町民の声を払拭するというと

ころで、町としてもぜひ検討をしていただきながら、先ほど言ったようにホームページだっ

たりとか、あとはＳＮＳとか、そんなに費用がかからない、手間はかかるかもしれないです

けれども、費用はかからなくて導入がすぐできるもの、更新スピードの速いものというのを、

窓口をたくさん入れておいていただくと、情報をとりたい人たちのチョイスということがで

きると思います。 

  また、エリアメール等のことを言っていただきましたが、今、多分エリアメールは結構大

規模災害にならないと情報発信ができない状況だと思います。その、先ほど言った来遊者と

か、ちょっとしたこと、例えば伊豆急線がとまっているとか、国道の情報とかいうのはエリ

アメール配信というのはそこまではできませんので、ぜひどんな方法でも、例えば東伊豆町

と検索したら、観光協会でも役場でも情報がとれるような窓口を、ぜひ一丸となってやって

いただければと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この聞こえづらいという、これはもう本当の懸案事項でございます。

これを何とか、その情報をいかに町民に知らしめる、これは町の課題でございます。 

  今、笠井議員がいろんなことを言いました。これはある程度専門家でないとちょっとわか

らないものですね。その辺また笠井議員からいろんな知識とかそういうものを聞いた中で、

取り入れるものは取り入れていきたいと考えておりますので、またそのときは御協力よろし

くお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、稲取高原親水広場、芝生広場についてを許します。 
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  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） ２つ目の稲取高原親水広場、芝生広場についてお伺いします。こちら

のほうは前回もね、ちょっと質問させていただいたので、その続きみたいな形にはなってし

まいますが、御答弁いただければと思います。 

  この夏、多くの家族、私どもも利用させていただきましたが、やはりトイレを設置する声

が多い。町としての設置の検討余地はありますかということですね。 

  ２番、親水広場のオフシーズン、これから冬に進んでいきますが、オフシーズンの活用方

法は何か考えておりますか。 

  ３つ目、オープンして２カ月ちょっとたっていると思うんですけれども、現状、運営にお

いて何か問題点は出ているか御答弁いただければと思います。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 笠井議員の第２問、稲取高原親水広場、芝生広場については、３点か

らの質問となっていますので、順次お答えいたします。 

  １点目のこの夏多くの家族等が利用したと聞いたが、やはりトイレ設置を要望する声が多

い。町としての設置検討の余地はについてですが、親水広場、７月１日から正式にオープン

しましたが、気温の上昇とともに徐々に利用者が増え、その後非常によい場所だとの情報が

口コミで広がったことから、８月には主に小さなお子さん連れの御家族の利用が多く、大変

喜んでいただいているようです。 

現地で利用者の声を聞きますと、滞在時間が長くなることや、クロスカントリーコース入

り口のトイレから距離があることなどから、特に小さなお子さん連れの方から親水広場の近

くにトイレが欲しいとの意見が大変多く寄せられました。 

  これらを踏まえまして、今定例会においてトイレの設計委託料を補正予算として計上させ

ていただき、来年度の整備を実施したいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の親水広場のオフシーズンの活用方法はについてですが、親水広場は、現在

の計画では４月末から10月末まで水を流す予定でおりますが、芝生広場と一体的に管理して

おり、広さも環境もさまざまなイベントに対応できる場所だと考えております。 

  また、ごみの片づけ等をしっかりしていただければ、特に用途に制約なく利用していただ
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けます。町では以前、芝生広場においてミニチュア・ツリーハウスをつくるワークショップ

を開催したことがありますが、ツリー・クライミング教室や小さなお子さん連れで参加でき

るフリーマーケットなど住民の皆さんに自由な発想で活用方法を考えていただき、イベント

等を開催していただければ、町としても可能な限り協力させていただきたいと思いますので、

御検討いただければと思います。 

  次に、３点目の現状、運営において問題点等は出ているかについてですが、親水広場につ

きましては、７月下旬から気温の上昇による水温の変化に伴い、池の中に緑色の苔状のもの

が付着するようになり、職員や管理委託業者が高圧洗浄機で週末に清掃を行っておりますが、

水を完全に抜かないと作業できないことから、利用者との兼ね合いで清掃が間に合わないこ

とがありました。 

  また、町外からお越しの方には親水広場周辺がクロスカントリーコースであることがわか

らないため、エコクリーンセンター側から車両がコース内に乗り入れていたとの情報があり

ありました。 

  親水広場の利用開始から間もなく２カ月半ほどたちますので、今後、問題点を整理して改

善していきたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） トイレに関してですけれども、御検討していただきましてありがとう

ございます。うちの子供もあそこで遊んでいますとやっぱり急にね、トイレと言われて急い

で行ったりといったことがあるので、ぜひ設置というのは御検討いただいてありがたいと思

います。 

  ここで１つ質問なんですけれども、親水広場をつくる際に、ああいう広場ですから小さい

お子様がターゲット、家族連れがターゲットという中で、トイレをね、一緒に併設をすると

いう意見というのは町のほうからとかも出てこなかったのかというのが１つ質問です。 

  そして、ちょっと勉強不足な部分はあるかもしれないですけれども、別でつくるとなると、

また一緒につくったときと別々につくった場合、費用的にちょっと割り増しなところが出る

んではないかとか、あとはやはり工事が入るということで、またそこに工事業者さんが乗り

入れて、芝生広場をオープンして活用をこれからしていくよという中で、一部またクローズ

させなきゃいけないという問題とかも出てくるかと思うんですけれども、その辺はどう考え

ているか教えていただければと思います。 
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  また、オフシーズンなんですけれども、町長は10月末までは水が入って、その後は芝生広

場と一体として活用していただければということなんですけれども、今の御答弁を聞いてい

ると、町民の方が活性的に自主的に使ってくれればどうぞ使ってくださいという形かと思う

んですけれども、フリーマーケットとか活発的に町で行って、有志の方が行っていただいて

使う分には非常にいい場所かと思うんですけれども、ただ、なかなかそういう意見も出てく

るかどうかというところがあるんですけれども、逆に町としてはそういう場所がありますか

らということで、町外とか県外のアピールなんかは考えているかもちょっとあわせて教えて

いただければと思います。 

  また、あと問題点で出ているかということで、苔がついてしまうということで、私も、毎

週、役場の職員さんたちが清掃をしてくれたということを聞きました。それは非常にありが

たいことかと思いますが、苔がついている状態というのが、どうしても、私も子どもを連れ

て遊びに行ったときに、周りのお母さんからやっぱりあっち側は苔がついていて滑るから危

ないからこっち側で遊びなさいとか、あとはどうしても子供たちもそうなんですけれども、

色が、上から見たときに緑色に見えますよね。そうするときれいな水が流れているんですけ

れども、やっぱり子供たちが行きたがらないというか行かないというのがあるので、今年度

というか来年度、こういう問題があるのであれば、ちょっと回数を増やすとか、後は水のと

ころとか、清掃の方法を考えたりとかしていただければと思います。 

  車の乗り入れの件、町長のほうからございましたが、私も確認しております。ちょっとひ

どいと芝生広場のほうとかにも１台入っていたりとかも確認をしております。乗り入れるな

というのも、わからない方もいらっしゃるので、なかなかね、柵がなければ入ってしまうよ

うな場合もあるかとは思うんですが、一番心配しているのは、あそこクロスカントリーコー

スで、走っている方々、またあとは年１回、大会を行っていますよね。コースのほうが傷ん

でしまうのではないかと、車が乗り入れてしまうことによって傷んでしまったりとか、あと

は少し広場になっているけれどもということで、雑草のほうに入り込んだりとかして、あそ

こを潰してしまって、周りの木に影響がないかとかそういうところを心配しているので、ぜ

ひ乗り入れのほうはチェーンを張るなり何か対策をとっていただければと、私思っておりま

すので、その辺に御答弁いただければと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この当初の計画でございます。当初はこれは全くうれしい誤算

という言い方はおかしいかもしれないけども、当初はやっぱり毎年歩いている人が、太陽が
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あれで日陰がないものでそういうところをつくってほしいというある程度そういう要望の中

でつくった中で、ことしは思ったより小さなお子様がいっぱい来て、そういうことが。これ

は大変うれしい誤算という言い方は、やっぱり、いっぱい使ってもらって大変ありがたい。

それなので、トイレは当初すぐつくるとやっぱりいろいろ費用対効果がありますもので、そ

ういう中でいろんな多くの方が利用すればやっぱりトイレは入り口の１カ所しかありません

もので、そういうトイレの、この場所を多く活用する人ができたならばトイレは設置したい

なという考えでございましたもので、当初からそういうトイレを設計するような計画は一応

ございません。今、おかげさまで今回多くの方が利用していただきましたもので、そうなれ

ばトイレはやっぱり必要だという中で、今回、補正の中で設計を上げさせていただきました。 

ただ、当初は一応、ある程度多くの方が利用していただいた中でトイレは設置していきた

いと考えておりました。予想以上に早く来たというのが現状でございます。これは大変うれ

しく思っております。やっぱり使っていただいてこの町のよさも十分認識していただければ、

この東伊豆町、よくなっていくと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  その中で、町からの情報配信としてこの使い勝手、これは当然、笠井議員が言ったように、

工事中のところがあるから町といたしましてはどんどん使ってほしいということは、情報発

信はしていきたいと考えています。基本的には、前回やった楽器祭とかなんかもそこでやっ

た中で、フリーマーケットのほうもやっておりますもので、これはある程度オープン町長室

の中でその楽器祭の方々と話し合いをした中でやっているもので、これは積極的に町が情報

発信したからやったのではないんですか、やっぱり町といたしましては、一応情報発信した

中で、では、こういうところはどんどん活用してほしいということはこれからはやっていき

たいと考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

  次のこの管理の問題、まずこの車が乗り入れることは絶対いけないことでございますもの

で、これは徹底した中で、その中に車が入れないように、これは措置はしていきたいと考え

ています。 

  あと苔の問題でございますが、基本的にはやっぱり子供たちは本当に苔、大変、健康やい

ろんな面で不快な思いをいたしますもので、自分としては最初は、これから検討して、毎日

水を抜こうかなとは考えていたんだけれども、それはやりませんでした。いろいろ委託とか

その管理の問題がありますけれども、基本的には私は、やっぱりいろんな、これから、最初

心配されたその鳥獣害、鹿、イノシシ、夜来るんではないかということも懸念されておりま

すもので、基本的には来年あたりは毎日水を抜いた中でそういうふうな管理をしていきたい
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なとは考えておりますけれども、これまた委託管理の中でどれだけまた予算が上がって、当

然予算計上するなら上がってくると考えておりますもので、そういう予算の兼ね合いを見た

中で一番いい管理方法を考え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。 

  基本的には、だからさっき言った、最初からやれば工事費はかさまなく、当初の計画の中

ではある程度の利用者が見込めた中でトイレを設置しようと思ったもので、とにかく最初の

段階ではトイレ設置を考えておりませんでしたもので、今回このような形になった中でやっ

ぱりちょっとそういう矛盾点を感じていられると思いますけれども、当初の計画がそういう

計画だったもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） トイレの件はわかりました。トイレを今後、設計の予算が今回上がっ

て計画をしていくということなんですけれども、ここからは私、ちょっとご提案という形を

させていただいて、御検討いただければと思うんですけれども、本当にこの夏場、私もちょ

っと最近おなかが出てきたんで歩きながらあの場所をちょっとウオーキングしたりとか、子

供を連れていきながら行ったんですけれども、本当に利用しているのが、幼稚園の子たちと

かあとは小学生の低学年ぐらいまでの子たちが多いです。その中で、まだ本当にね、うちみ

たいに２歳、３歳の子たちも多い中で、トイレをつくっていただく中で、子供がね、積極的

に使いやすい、例えばサービスエリアとかにもある子供用の小さ目のやつとか、あとはこれ

ちょっと管理のほうまた難しいかもしれないんですけれども、ベビーベッドがついたり、あ

とは着がえをできるような簡易的な台がつくような場所ですね、多目的のトイレの脇とかで

もいいとは思うんですけれども、いうのを鍵つきでも構わないとは思うので、今回、トイレ

の設置を進めていく中で、そういうところですね、使うニーズの多いファミリー層向けのト

イレ、ただバリアフリーで男女があって車いす用があればいいというわけではなく、そうい

うところのプラスアルファを、ぜひ町として考えていただければと思います。 

  あと町長、もう一つお伺いしたいのが、この２カ月半、オープンして出てきました、町の

方々、この水どこの水、井戸の水、何の水という声をすごい聞きました。町水道で使ってい

るということはお伺いして、その場にいた人たちには町水道ですよという形を説明させてい

ただきましたが、その中で、町水道ということは料金がかかっているんだよねという声が出
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てきております。大体２か月半で、今どのぐらい料金がかかったかとかわかれば教えていた

だければと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点は、トイレの関係、これは当然その辺は考慮しなければ本当

のやさしいトイレではありません。当然利用者が一応、そういう小ちゃな子供とか聞いてお

りますもので、当然、ユニバーサルの中にそういう施設、今言ったような、別途おむつを取

りかえるとかそういうやつは設置していきたいなと考えている。当然、設計ができればある

程度また皆さん方に御審議いただくと思いますので、またそのときにいろんなことを言って

いただければ、取り入れられるものは取り入れていきたい。小ちゃな子供たちが主になりま

すので、当然そのようなことを考えなければならないということは自分たちも考えておりま

すので、その辺は御理解願いたいと。 

  あと、水道料の関係でございます。今、現課のほう、ちょっと集計できないということで、

これはまた追って笠井議員に水道料金のほうはお知らせしたいと思いますので、よろしくお

願いいたしたい。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第３問、東伊豆町子ども・子育て支援事業についてを許します。 

  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） ３点目の東伊豆町子ども・子育て支援事業について、３点ほどお伺い

をさせていただきます。こちらの事業計画書を見ると、27年４月より、平成31年度まで支援

事業というのが５カ年計画で実施という形で書かれていますが、年度ごとの取り組みの予定

とかがあれば教えてください。 

  また、今現状、町内の保育園、幼稚園の利用状況がわかれば教えてください。 

  ３つ目、この中にも出てきますが、病児・病後児保育事業への取り組みの現状と今後の御

予定を教えていただければと思います。 

○議長（村木 脩君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 笠井議員の第３問、東伊豆町子ども・子育て支援事業については、３

点からの質問となっておりますので、順次お答えいたします。 
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  １点目の平成27年度４月より平成31年度まで支援事業計画が立てられているが、年度ごと

の取り組み予定はについてですが、子ども・子育て支援新制度では、乳幼児期の教育・保育

の総合的な提供や待機児童対策の推進、地域での子育て支援の充実を図ることになっており、

東伊豆町子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法により市町村に義務づけさ

れたものであります。 

  この計画では年度ごとの取り組みは定めておりませんので、今後、利用者のニーズ等に応

じて子育て支援の充実を図っていきたいと考えておりますので、御理解を願います。 

  ２点目の町内保育園、幼稚園の利用状況についてですが、稲取保育園の利用につきまして

は０歳児３名、１歳児15名、２歳児21名、３歳児21名、4歳児23名、５歳児21名の合計104名

の利用となっているほか、八幡野保育園へ広域入所している１歳児が１名いる状況でありま

す。 

  また、三宝保育園の利用につきましては、１歳児２名、２歳児１名、３歳児５名、４歳児

１名、５歳児１名の合計10名の利用となっております。河津町の利用者３名と合わせて13名

の利用となっております。 

  なお、町立幼稚園の利用者につきましては大川が５名、熱川が48名、稲取が65名利用して

おります。 

  ３点目の病児・病後児保育事業への取り組み、現状と今後の予定はについてですが、病

児・病後児保育事業は発熱等の急な病気になった児童や病気回復期の児童で、保護者が家庭

で保育できない場合、一時的に保育を行う事業であります。 

  事業実施には、施設において専用スペースが必要なこと、また看護師の配置が必要である

ことなどから実施しておりません。 

  しかしながら、園児の体調管理には十分配慮しながら、親御さんとの連絡をとっているの

が現状でありますので、御理解願います。 

  なお、今後につきましては、子育て支援の観点からも検討はしてまいりますが、上記理由

によりまして大変厳しいと考えております。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 御答弁ありがとうございます。 

  こちらの計画自体は年度ごとの取り組みはなく、必要に応じて随時検討し、やっていくと

いうことでよろしいでしょうかというところですね。資料を見させてもらうと、一応27年度
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中に検討し、28年度から提供体制確保に努めますと、よく出てきます。努めるということは、

検討をして、31年にはやっていきたいということであると思うんですけれども、今、年度ご

との提供という形では考えていないよということなんですけれども、28年度以降の提供体制

確保というふうに努めるということで、では、27年度現状としてはどのようになっているか

わかれば教えてください。 

  また、今現状、稲取保育園が104名、八幡野の広域で１名行っていて、三宝保育園が町内

で10名、河津から３名ということで、保育園のほうと、あとは大川幼稚園が５名、熱川48名

の稲取が65名ということで、これだけのお子さんたちがいて、今、稲取保育園に関してはも

うキャパシティーがこの数かなりいっぱいの状況で、現状、途中から入れたいなと言っても

これ入れない状況に今なっていると思います。それで、その中でとなってくると、選択肢が

三宝保育園になります。そういう状況下を町として何か支援をしたりとか、あとは保育園か

ら幼稚園へシフトしたときに、また費用とかが変わってきたりとかして家計を圧迫するよう

なお話も聞いている場合もあるんですけれども、町としてその保育園でそのまま行きたいけ

れども幼稚園にしなきゃいけない、それでお母さんたちが働く時間ができないとか、そうい

うところで何か補助をしたりとかすることは今後、考えていく余地はないのかなということ

を教えていただきたいと思います。 

  ３つ目の病児・病後児保育事業ですけれども、確かに町長がおっしゃるとおり専門の看護

師さん等の設置が必要になる、費用がかかってくるというところもあると思うんですけれど

も、今後、この東伊豆町、人口が減っていく中で出生率1.8という目標を掲げておるかと思

うんですけれども、正直、子供が病気になる、事前にわかっていて病気になる子供はほとん

どいないと思いますけれども、急に病気になりますよ。当然、正社員でこのご時世、働き出

してなかなかそこからやめて、パートタイマーになる、アルバイトになるというと収入面も

落ちてしまう場合もあって、なかなか正社員で続けていきたいよという方々は多いと思うん

です。そういう中で、急遽こういう病気になってしまった、あとは病気の後、熱は下がって

きたけれどもちょっとまだ保育園に行かすほど、だけれども仕事を休めないよなんていうと

ころのフォローとして、ぜひ町としてこの病児・病後児保育、早急に検討していただいて、

スペースの問題等、町長、おっしゃっておりましたが、私、ちょっと素人判断であれかもし

れないんですけれども、例えば幼稚園とか、人数が今、減っているところもありますよね。

三宝保育園とかもお話を聞くと、部屋はあいているというところで、そういうところに委託

をして、町からその看護師さんの派遣とかいうことは御検討できないか、御答弁いただけれ
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ばと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この利用ニーズに応じて子育て支援を図っていきたい、これは

計画には確かにそのように載っておる中で、現状とちょっと差異が、これはちょっとこの壇

上では、また私的なときにお話をしたいと考えております。それはまた、いろんな面で言え

ない部分もありますし、また言える部分もあるということだけ御理解願いたい中で、一応ま

あそういうこと。現状は……。それはまたそういうことで。 

  次に、三宝保育園、これ町から三宝保育園に対しましてはね、稲取保育園みたいにやって

くれないかとは再三再四お願いしている中で、三宝保育園からはちょっと無理ですというこ

とを言われております。やっぱり三宝保育園が稲取保育園みたいにその認定のそういう保育

園になっていけば、町は大変ありがたいですけれども、三宝さんにお願いしても、三宝さん

のほうからちょっと厳しいですということを再三再四言われているもので、その辺は御理解

願いたいと思います。 

  そういう中で今、保育園から幼稚園に来たときの感じ、私も預かり保育をやっておる中で、

これが３時から４時だと聞いております。そういう方は一応最低５時までとか、そういうこ

とを聞いておりますもので、これは一応会うと投げかけております。今、それを検討してい

る段階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。要するに、やっぱり働く

母親ができるだけ働きやすい状況という中で町はやっていかなきゃ、やっぱり議員が言った

ように、こういう子育て支援の立派な町、そういう町を目指しておりますもので、それはや

っていきたいと考えております。 

  さらにこの病児・病後児、言われているとおりなんですよね。そういう中で、本当、費用

対効果でやっぱりこれをやれば多少それだけの人材をやる中で、今こういう中でやっぱり多

少父母の負担も、私はもらわなければちょっとやっていけないと考え、やっぱりこういう状

況になるということは年に何回か、そういう状況の中でね、やっぱり看護師さんを雇ってま

たそういう、スペース的には今言ったように幼稚園とかあるけれども、保育園はないのは現

状でございます。 

そういう中で場所的なものは確保したら、今度は人材となると、人を雇う中では相当な金

がかかりますもので、これが果たしてそういう人、年間何回という中で雇った中でね、やっ

ぱり町がそれだけの財政的に余裕があればこれは当然やっていきたいと考えております。や

るとしたならば、多少やっぱりその父兄さんたち、多少の負担はもらった中でやっていかな
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ければ町としてはちょっとやっていけないかなというのは、今、私の考えていることです。 

これはまた検討させてください。どのぐらいかかるかというものを正式にやって、これは

頭の中での計算でございますもので、それはちょっと検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） そこの病児・病後児保育に関しては、先ほど僕も言ったとおりでござ

いますけれども、お金の部分がどうしてもかかってくる。当然、今、町長がおっしゃったと

おりで、その利用者負担というのは当然、必要になってくると、私も考えております。 

そんな中で、やっぱりこれからまちづくりとしてですけれども、子育てしやすいまちづく

りという形で掲げていて、1.8という数に挑戦をして進んでいくという中で、やはりこうい

うものに関しては、予算の部分も大変なのも非常にわかりますが、子育てはね、子供を産ん

でいただいてこの東伊豆町で育てていただかないと、その1.8という数字はやはりもうすご

い高い数字だと、私個人は思っております。そういう中で、例えば利便性とかでやはり河津、

伊東とかへ移転してしまう若い家族とかも増えております。そういう中で東伊豆町はそうい

うところで子育てがしやすいんだと、確かに利便性や地域的な問題で伊東とか河津に比べた

らハンデはあるかもしれないけれども、自信を持って子育てをしてお母さんたちをバックア

ップしますよというまちづくりを今後、町長、していっていただければと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） もう本当、子育て支援に関しましてはね、私はこれは本当まあ一つの

あれだと考える。そういう中では、河津というのは、私は河津にはね、そういう面で、私い

ろんな面で、子育て支援に関しては河津町には負けていないと考えております。 

  基本的には河津を後追いで、我々がやったものをまたそれをやって、それでよくしている。

自分はそう考えている。基本的に、町が最初にやっている中で、また河津がやっている、私

はそういう自負があります。確かに伊東とかそういう大きいところはちょっと違う面があり

ます。河津に対しましては私は自負があった中で、パイオニアは私はこの東伊豆町だと考え

ております。 

そういう中でやっぱり、これから子育て支援の中でそういう、子供たちが住みやすい環境、

これは当然つくっていかなきゃならんと考えておりますもので、それはできるだけのそうい
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う政策は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（村木 脩君） 以上で、１番、笠井議員の一般質問を終結します。 

  この際、３時５分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５３分 

 

再開 午後 ３時０２分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 西 塚 孝 男 君 

○議長（村木 脩君） 次に、５番、西塚議員の第１問、道路事情についてを許します。 

  ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 私の質問は３問からですから、一問一答でお願いします。 

  それでは、１問目の道路事情について。通学路の安全と観光客の足元の安全について、次

の点を伺う。 

  ①二ツ掘から元山安魚店までの間に側溝がなく、雨の日には道路に水がたまり右側通行が

できない。 

  ②また、稲取温泉場のルナ遊技場から海うさぎホテルまでの間に側溝がなく、雨の日には

歩きにくいので、側溝整備はできないのか。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 西塚議員の第１問、道路事情についての１点目の、二ツ堀から元山安

魚店までの間に側溝がなく、雨の日には道路に水がたまり右側通行ができない、２点目の、

また、稲取温泉場のルナ遊技場から海うさぎホテルまでの間に側溝がなく、雨の日には歩き
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にくいので、側溝整備はできないかについてですが、関連がありますので一括してお答えい

たします。 

  町道の維持補修工事につきましては、各地区から提出された要望書を精査し、予算の範囲

内で各地区の優先順位の高い箇所１カ所について、それぞれ工事を実施しております。 

  御質問の町道入谷天城１号線と町道藤三払線の２路線の排水対策につきましては、地区か

らの要望はされておりませんので、今後、地区と対策について協議したいと考えております

ので、御理解をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 町長、地区からの要望がないと言っていますけれども、二ツ堀から山

安さんまではＳ字カーブになっていまして、晴れた日でも車が見えにくいと。まして雨の日

ですと、子供が傘を差して、水の流れを避けて真ん中を歩いて来ると。すると雨音で車の音

も聞こえないし、子供もどかないと。そういう中で非常に危ないではないかと思っているの

で、子供のためにも交通事故のないためにも、早い側溝整備が必要ではないかなと思ってい

ます。 

  また、２点目の温泉場のは側溝がなくて、観光客が傘を差して歩いていると車のしぶき、

それが観光客にかかって、観光客が大変不愉快な思いをしているという中で、観光立町であ

りますから、どうか早い整備をお願いしたいと思っております。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 実は、西塚議員のこの一般質問、よくわかりました。そういう中で町

の現状はといいます……。まず、大変財政の厳しい中で、まず各地区の要望を第一といたし

まして、現状その工事、補修をやっているのが現状でございますもので、やっぱり議員さん

から直接要望があったという中で、これはなかなか今までの感じと違っている。まず区のほ

うに相談した中で、ではこれを第１要望としてほしいといえばそれはやっていく。まず、区

から対応していきたい。その中で、今、西塚君言ったように子供たちとか観光客、それがま

た違う方法で何かまたできればいいかなと考えておりますので、側溝とかそういう雨水に関

しては区の要望を聞いた中でやっていきたいし、さらにほかの件に関して、子供の安全、ま

た何か違う方法で安全性が考えられれば、それはやっていきたいと考えております。御理解

願いたいと思います。 

  以上です。 
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○議長（村木 脩君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 自分も区のほうからの要望が出ているのかなと思っていましたので、

区のほうとまた相談しながらしていきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 答弁もらいますか。 

○５番（西塚孝男君） いいです。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、消防についてを許します。 

  ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） ２問目の消防について。 

  消防本部が広域化になると、災害時の発生の対応はどのように変わるのか。 

  また、消防団の位置づけや役場の担当課はどこになるのか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 西塚議員の第２問、消防について、消防本部が広域化になると災害発

生時の対応はどのように変わるのか。また、消防団の位置づけ、役場の担当課はどこになる

のかについてですが、消防の救急広域化により、東伊豆町消防本部は駿東伊豆消防組合の組

織に入り、来年４月１日より東伊豆消防署として運営が行われます。 

  災害時発生時につきましては、消防署の活動はこれまでと変わりありません。 

  消防団につきましては、現在、消防本部で事務を扱っておりますが、消防組織法の規定で

消防団事務は市町が行う事務とされているため、新たな消防組合では取り扱えませんので、

賀茂郡下の市町と同じく、町の担当課において事務を扱うこととなりますので、御理解をお

願いいたします。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 町長、私が心配しているのは、大きな災害のときに、広域化になって、

もし停電とかなったときに、無線や電波等が本当につながっていくのかと。 

  それと、また、消防は救急業務に追われたり、我が町の道路事情を考えると消防隊が現場

に向かうのは困難が生じると思うんですよね。そういうことで、私はこれからは3・11から

の全国的に消防団の考え方とか消防の考え方とかというのは、災害のあり方に対して自分た
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ちの地区は自分たちで守るということ、そういう中でやっぱり助けに来るまで生き抜く力と

いうのが必要になってくると思いますよ。 

そこで、消防団の地域密着の消防団員をどのように教育して、訓練させていくかというの

がこれから大変になっていくと思うんです。やっぱり町民が消防団の格好を見たときに、や

っぱり災害のときにこの人といれば助かると思うわけですよね。そういう団員をこれからは

つくっていかなければならないと。そういう中でやっぱり訓練とかそのようなものが非常に

大切になってくるんではないかと。 

そういう中で、やっぱり町も予算が厳しいですけれども、消防団の訓練とかそういう予算

について考えてもらって、本当に消防団というのは自己犠牲のたまもので、みんなのために

頑張ると、自分の時間を犠牲にして訓練をしなければいけない。そういうことをしている団

体ですので、どうかひとつ予算の面でも応援してもらいたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この消防本部、これが広域化になったとしても、基本というの

は消防団と。壇上で言ったように、この消防団はこの町に残ります。活動は変わりありませ

ん。その中で、よく言われます、消防が広域になった場合は消防団はどうなるかというのは、

一般の町民も心配いたしますけれども、消防団組織自体はもう東伊豆町消防団、これは残り

ますもので、そういう面では一応、基本的には町民の方々は安心していただきたいと思いま

す。 

  そんなわけで本当、団の活動に対しましては本当にボランティアで、本当にこれは心より

敬意を表したいと思います。その中で町もできるだけ消防団に対しましては、これは支援し

ていきたい、そういう考えでございます。だから、人的とかそういうことはできるだけ支援

します。財政的なことになりますと大変厳しいですから、それは消防団と話し合った中で、

ここまでは申しわけないけれども、ここまでは支援すると、そういう話し合いの中でやって

おりますもので、西塚議員とこの消防団活動、これは町としてもいざ災害のときはやっぱり

消防団の助けをかりなければとてもこの町の災害に対応できませんもので、消防団に対する

重要性、この認識は十分持っておりますもので、その辺は御理解願いたいと。 

  あとのことはちょっと消防長のほうから。 

○議長（村木 脩君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） 今、広域化後の消防の体制ということで、御質問がありましたけ

れども、広域化になりましても、消防本部といたしましては消防の規模は大きくなります。 



78 

 

  １点、大規模災害に対する対応ということで御質問がありましたけれども、これまでは単

独の東伊豆の消防本部、消防署が地域の災害に対応していかなければならないというところ

がありました。当然、東日本のような大規模な地震が発生すれば当然災害の被害も大きいわ

けで、うちの町の対応だけではできないということがありますので、全国の緊急消防援助隊

等の応援が必要になってきます。今回の広域化の第一の目的というものは、住民サービスの

向上というものがありまして、いわゆる初動体制の強化というものがありますので、大規模

災害が発生したときは、駿東伊豆の消防組合が全体として動くということになりますので、

これまでの消防力よりははるかに対応が早いということになります。 

  それと、消防団の対応につきましては、現在でも年間を通じてさまざまな災害の訓練を行

っていただいております。地域防災訓練に対しましても大規模災害の訓練も行っております

ので、今後においても常備消防との円滑な訓練あるいは自主防との円滑な訓練を実施してい

きながら、円滑な対応ができるように努めていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） 次に、第３問、小中学校の統合についてを許します。 

  ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） ３問目の小中学校の統合について。 

  学校教育環境整備委員会の小中学校統合に向けての基本的な考えは。また、現状の協議状

況はどうなっているのか。 

  よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 第３問に関しましては、教育委員会の関係でございますもので、教育

長より答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

（教育長 黒田種樹君登壇） 

○教育長（黒田種樹君） 西塚議員の第３問、小中学校の統合についての学校教育環境整備委

員会の小中学校統合に向けての基本的な考えは。また、現状の協議状況はどうなっているの

かについてですが、６月議会の一般質問で西塚議員に町長がお答えしましたとおり、教育委

員会において学校教育環境整備委員会を立ち上げ、去る７月28日、第１回目の会議を開催い
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たしました。 

  この委員会への諮問事項としては、まず１点目が、町立幼稚園、小学校、中学校の規模及

び配置の適正化に関する基本的な考え方について、２点目が、町立幼稚園、小学校、中学校

の規模及び配置の適正化に向けた再編整備等具体的な方策についての２点でございます。 

  また、諮問事項の検討材料として、学校は一定の集団規模が確保される状態が望ましいと

いった学校規模の適正化に関する基本的な考え方を資料にまとめ、お示ししました。 

  委員からは、子供たちを最優先に考えた場合、一定の集団規模の確保の考え方に賛同する

といった意見や、学校はその地域コミュニティーの核としてさまざまな機能をあわせ持って

いる。また、小規模校にも利点があり、それを大切にすることも有効であるなどの御意見が

ありました。 

  なお、第２回目の委員会は９月28日に開催されることとなっております。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 今、教育長が言われたように子供たちを最優先に考えたときに、一定

集団規模の確保も私もそれが必要だと思うんですよね。それはなぜかといったら、子供たち

に好きな部活動をさせてやりたいし、また、教育面をもっても大勢の中で競い合うというこ

とが社会勉強の一つの一環となるのではないかと思っています。そういうことで、早い会議

の運営と、今月の28日にまた会議があるということですから、なるべく速やかに進めてもら

って、早い統合を考えてもらったらいいと思いますけれども、よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 御意見ありがとうございます。現段階では諮問をしたところでござ

いますので、私は方向性について断定的なこととか、決まったようなことは言えないので申

しわけありませんが、御意見はありがたいなと思います。 

  第１回目の学校教育環境整備委員会でいただいた御意見は、先ほど代表的なことをお話し

しましたが、やっぱり一定程度の学校規模、その中で部活動の活動とか部活動を充実させる

とか、それから子供たちが学び合い、競い合い、励まし合って学習していく、そういう環境

を大事に思う、そういう御意見もありますし、反対に小さい学校であっても地域のコミュニ

ティーの大事な核であったり、あるいは防災の拠点としての機能を持っていたりということ

で、なかなかそれぞれメリット、デメリットありますので、その点につきましてこれから委

員の皆様から御意見をいただきながら、その検討結果をいただいて、私たちも教育委員会と
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しても進めていきたいと考えております。できるだけ早くというような御意見もいただきま

したが、委員会の委員の皆様の任期としては２年をお願いしてありますので、これからどの

ように議論が、検討が進んでいくかは何とも言えませんけれども、十分な検討をしていただ

いて、子供たちのためにいい環境をつくっていくということで進めていきたいと思っており

ます。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） すみません。普通は教育委員会のほうは口出し、一応ことしから町長

も教育委員のほうに口を出して、ゆっくり話したいと思っております。 

私もこの会に出させていただきました。基本的には本当に教育というので、さまざまな意

見が出ました。これをまとめるのは大変でございます。そういう中で、ある程度私たちも２

年間という任期がありますけれども、できるだけ早い期間のうちに話を多く持った中で結論

は出していきたい。そういう考えでございます。 

これを全部が全部、さっき言ったように一定規模の大きさの学校がいい、やっぱり小規模

を残したほうがいい、さまざまな意見がありました。これを一つにまとめるのは大変でござ

いますけれども、これは会長さんにお願いした中で、なるべく早い時間に、一応２年という

任期がありますけれども、なるべく早い期間にある程度の方向性は見出していきたいという

のが町の考えでございますし、また、町長の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。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） やっぱり私は子供たちの本当に今、稲取幼稚園、上の幼稚園ですけれ

ども、熱川の子、大川の子、稲取の子、みんな一緒に行っているわけですよね。だけれども、

小学校になってばらばらになって、人が少なくて、好きなこともできないとか。また、中学

校に行って好きな部活ができない。本当に子供たちのことを思ったら、やっぱり親の考えで

はなくて、本当にこの子供たちが世の中に出ていって、本当にやっていける子供たちをつく

っていくのが、やっぱり教育だと思うし、そういう中で私は早い対応ということを思います

ので、よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 教育にはそういう側面も当然ございますので、子供たちが充実した
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教育をするためのやっぱり環境というか、そういう面では西塚議員の御意見、もっともだな

というふうにお伺いします。 

  ただ、先ほども言いましたようにさまざまな考え方と、それからさまざまな教育に対する

御意見もありますので、その辺を環境整備委員会の皆様に出していただき、そして検討して

いただく中で、本当によりよいこの町としての教育環境を考えていきたいと思っていますの

で、ぜひまた御意見ありましたら、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 以上で５番、西塚議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◇ 内 山 愼一 君 

○議長（村木 脩君） 次に、６番、内山議員の第１問、地方創生についてを許します。 

  ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） それでは、私は質問は３問通告してありますが、答弁については一問

一答でお願いいたします。 

  まず、第１点、地方創生について。 

  人口減少と経済の衰退を最小限に食いとめるため、国のまち・ひと・しごと創生法に基づ

き、中長期ビジョンの作成を義務づけられているが、次の点を伺います。 

  まず、第１点は、中長期ビジョンの骨子と重点策についてお伺いします。 

  それから、第２点目は、反面、コンパクトなまちづくりの視点が必要だと思うが、どう構

想に描くか、その辺をお伺いします。 

○議長（村木 脩君） 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、地方創生についての１点目、中長期ビジョンの骨

子と重点策は、２点目の反面、コンパクトなまちづくりの視点が必要と思うが、どう構想に

描くのかは関連がありますので、一括してお答えいたします。 

  創生本部会議では、人口ビジョンの対象期間を2040年（平成52年）までと定め、人口数を

8,406人に、合計特殊出生率を1.8とし、社会移動の均衡が実現していくと推計いたしました。 
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  また、政策分野につきましては、１「しごとづくり」、２「結婚・出産・子育て」、３

「人の流れ・まちづくり」の３本柱とすることを定めているところでございます。 

  なお、重点策等につきましては、今後の創生本部会議で方針を定め、有識者会議及び議会

で協議をお願いするところでございます。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 今の答弁だと何というか３本柱のことについてわかりましたけれども、

全く何をするのかというようなことがちょっとわかりません。 

  それで、私は、今、町長の言ったことのおさらいになりますけれども、国、それから静岡

県、町が今言ったように2040年までに人口が8,400人、出生率が1.8倍、それから３番目に総

合戦略の施策の分野ということで、町長言われたように３本柱が「しごとづくり」、それか

ら「結婚・出産・子育て」、「人の流れ・まちづくり」といいますか、そういう点がありま

すけれども、これを新しく総合計画の視点を考えた組織でつくっていくというようなことが

町長の答弁でしたけれども、できれば私はその中の要件に、私今まで従来から、この地方創

生の云々ができる以前から、町をどうしてつくるかということについては質問をしておりま

す。それで、もっと平たく言うと、人口の維持だとかそういう対策に求めるのは環境につい

てです。まず、将来的な家庭生活の安定というか、そういうこと。 

  まず第１点目については、住居だとか住まいを確保すること。それから職業、それから職

場ですね、そういうもののあっせんだとか、そういうものが必要だと思う。それから３番目

には伴侶。今言った結婚だとか、子育ての支援が必要ではないか。それから４点目について

は一番大事な産業、経済の振興と社会生活基盤の充実であるということで、絶えず私はもう

15年も前からこのことは訴えているわけです。そのことを今、国県が捉えて、やれというこ

となんですけれども、これを私は体系的に研究をして、それから年次計画を立てて、数値目

標を持ってやってほしい。そういう形のもので何度か私は質問をしております。 

  そういう中で、ここの中でまた注意しなければいけないものについては、反面、町を今度

維持していくためには、今度の総合計画の人とまちづくりということについては、行け行け

どんどんなんですね。何しろ具体的にこういうことしなさい、ああいうことしなさいという

ことについては、国県が言っているわけですよ。それで、それに対して町が計画したことに

ついて補助金を出します。そういうものに群がってくるような形になると思うんです。だか

ら、ここで私はそこの今のものについては、うちの町でどうしても必要、これから将来的に
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必要なもの、大事なもの、それを十分吟味していくことを組織でしてもらいたいと思うし、

余計なことはしない。そういうものを一つの基本として考えていかなければいけないと思う

んです。 

  その中で今逆に、反面、コンパクトな町ということについても私何度も言っているんです

けれども、やっぱり財政面のこともあります。その計画を立てる上で、やはり例えばヨーロ

ッパなんかの事例を見ると、はっきり商業地域だとか、あるいは工業地区だとか、あるいは

住宅の地区だとか、それから農業地域、そういうことをしっかり分別しているんですね。そ

ういうふうな形がまちづくりの一つなんです。 

だから東伊豆町を俯瞰して、稲取についてはどうする、白田についてはどうする、片瀬に

ついてはどうする、奈良本についてどうする、大川についてはどうする、北川についてはど

うするというようなことをやはり考えていく。その中でもっと極端に言えば、稲取なら稲取

をコンパクトに、ここの地域のものの中では住民が住んだり商業地域にするとか、あるいは

住居地域にするということをして、ほかの余ったところについては、できるだけ余計なこと

をしないというか、住民については、そこにできるだけ住まないようにしていただく。それ

から、ほかの商業だとかそういうことをやらないで、できるだけ中心部に集める。同じよう

に白田も奈良本も同じように郊外に農業地域をもっていくとか、そういうものを考えていか

ないと、そこのいろんなところに道路を引いたり、あるいは水道を引いたり、電気を引いた

り、そういうことがこれからは町の財政に大きく負担がかかってきます。だから、基本的に

は一つの町をつくるために、今言ったようにコンパスで引いたような格好の中で、郊外にな

ったところについてはできるだけいろんなものを施さない。社会資本整備も、逆に中心部に

入れるような格好を考えるということが必要ではないかな。 

それから今、そこに外れたじぐざぐの地域の方について、そのまま置いていくということ

ではありません。それはあくまでも、今中心部のところについては空き店舗だとか空き地が

あります。そういうところに、今後区画整理だとかそういうことはできませんから、いずれ

にしてもそこに誘導をしていくように20年、例えば30年かけて誘導していくような形を計画

に盛り込んでいくことが必要なのかな、そんなふうに私は考えます。 

だから、いずれにしても財政的な面で負担がかかるようなことについてはやらない。この

町でもどうしてもやらなければならないことだけ、余分なことはやらない。そういう基本を

重点的に考えていただいて、例えばほかの面でも庁舎だとか統合だとか、あるいは消防団に

ついても今各地にありますけれども、それをコンパクトに、消防団についても稲取地区が１
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つだとか、あるいは城東地区が１つだとか、そういうようにまとめるような形のものを考え

ていく。 

それから公民館だとかについても、将来的には中央公民館的な格好で稲取に１つとか、城

東に１つとか、そういうものも含めて考えていかないと、これからどんどんそういう建物だ

とか、建てていくというようなことになると、なかなか大変な財政負担になると思うんです。 

だから、反面的にはできるだけ町を縮小するために今の庁舎の統合だとか、あるいは消防

団の統合だとか、中央公民館にするとか、そういうことも含めて十分考えていただくという

か、そういうものを基準にしていかないと、今度計画を立てたものが、国県に踊らされて行

け行けどんどんで財政側も全くもたない、補助金をくれるということの中で群がっていくよ

うな形はやめていただいて、計画を立てるような形を考えていったらどうかと思うんです。 

だから、いずれにしても積み上げ方式か、皆さんの御意見を聞いてどうというようなこと

ではなくて、はっきり、やっぱり将来的には、もう40年後については8,700人の人間しかい

ません、極端に言えば。そういう格好の中で考えたときに、やはり今の町の庁舎を統合する

とか、学校を統合するとか、あるいは何の施設を廃止するとかということがありましたら、

具体的にそこの廃止したところについてもどうするのか。学校の例えば統合したときに、１

つあくということになれば、そこのところはどうしていくかというようなことを、あるいは

図書館だとかそういうことも含めて、総合庁舎になったときにはそこのところはどうしてい

くのか、そういうことを含めて考えていただくようなことをしたらどうかと思うんです。 

だから、いずれにしても例えば今学校施設についても、例えば老人の集合住宅にするとか、

そういうものまで含めて考えていただくというか、今度の組織の中で。そういうことも含め

てお願いをしていくようなことができればと思っています。それについてよろしくお願いし

ます。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、内山議員からいろいろ提案されました。本当これ、４月からやり

たかったんですよ。その中で、整合性という中で県が９月に総合戦略をつくるから、それか

らこの町の総合戦略。当然、今、内山議員が言ったようなことも、さまざまなこともその中

で諮られるでしょう。その中でやっぱり最低2040年には一応8,406人の人口を維持したい。

そういう中では、ただいま３本柱を言いました。「しごとづくり」、「結婚・出産・子育

て」、「人の流れ・まちづくり」、これを政策的にやった中で、この8,400、この辺を残し

ていきたい、そういう考えでございます。 
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  これからさっき言ったように創生本部会議でさまざまな施策を考えます。当然、今、内山

議員からいろいろなことを言われました。これも当然加味した中で、考えた中で、これをま

た再度フィードバックした中で有識者会議、そして議会のほうにも行きますもので、そこで

議会の中で、今、内山議員が言ったように、では、これをこうしてほしいとか言っていただ

ければ、またその中で、総合戦略に入っていきますもので、今、内山議員からそういう提案

をされたということを真摯に受けとめた中で、この創生本部会議である程度の方針を定めて

いきたい。そういう中で、また議会は議会でやると。町の創生本部の方針に対しまして、い

ろいろ意見や提案、意見を言っていただければ大変ありがたいと思いますので、その辺よろ

しくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員。 

○６番（内山愼一君） 今、私、町長が御答弁されたことで十分、ちょっと先ほど町長が答弁

した形だとなかなか中身がわからなかったもので、私が説明したようなぐあいになってしま

ったんですけれども、一応そんなことの例を参考にしていただいて、私言っているのは、い

ずれにしても先ほどの学校の統合だということについても、早急にするとかしないとかでな

くて、もうやらざるを得ないというか、先ほど西塚議員も言われたように、そういうことを

踏まえて、これ、やらないとか、今の今これから議論してどうのこうのではなくて、あくま

でもやっぱり40年のときには、もうはっきり統合して、どこのところに学校をつくるのか、

あるいは廃止した学校についてはどういうものをつくるかと、そういうものを積み上げ方式

でなくて、あくまでも示唆をして、町長として示唆、あるいは教育長として示唆をして、そ

ういう形のものを考えていただくことが一番いいのかな、私はそういうふうに思っています。

そういうものを十分考えてやっていただきたいと思います。 

  それからもう１点、組織について伺います。この組織については、前回の全協等でお話を

していただきましたけれども、ここにありますけれども、東伊豆町まち・ひと・しごと創生

本部がありまして、これは構成をするのが町長、それから副町長、本部員が教育長、各課局

長ということになっておりますけれども、ここのところが具体的なものをつくっていくわけ

ですけれども、この下に今係長、役場の課長補佐以下の職員が推進委員会というか、そうい

うものになると思うんです。 

それから、その形のもの、一つのたたき台をつくった格好。皆さんが御苦労をされて、い

ろんな地域の全国的なものの中で、先進的なものだとか事例だとか、あるいは視察に行くと
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か、そういうものについて資料を集めてきたものについて、一つの試案をつくったものを有

識者会議に、有識者ということはやはり産学、いろんな金融機関だとか労働者とか、いろん

な知識のある住民といいますか、学識がある、経験、そういう人たちにつくった試案につい

て、これでよろしいかどうか。これが、先ほど私が言ったように、この町で必要かどうか、

あるいは必要ではないかということを判断していただいて、それから一つの素案にしていく

わけですよね。 

そういう中での有識者会議の中でも、若いグループがあって、そのグループがいろんな有

識者に対して、こういうものも必要ではないか、ああいうものも必要ではないかということ

を補いながら、今、町長が本部長になっているところに投げかけて、それで一つのものを構

成していくと思うんです。 

そのとき、私はこれらについては11月までその一つのものをつくって、それから２月まで

に上げていく。そういうこと、なかなか大変な時間だと思うんです。職員の方も、これから

これをやっていくためには、大変な時間がかかって苦労をなさると思うんですけれども、そ

の中で議会の役割とすれば、ここの今皆さんのほうで11月までにつくる間に、中間報告的に

議会のほうにも、この間の全協の中でもいろんな御質問が出ましたけれども、議会のほうで

もこういうものが、試案ができましたということを中間報告をしていただいて、そこの中で

また議会のほうからも御意見をいただくような格好の中で、一つのものをまとめていくよう

なことになれば、すばらしいものができると思うんです。 

そういうことを一つ組織のあり方については、そういうぐあいにできるだけやっていただ

いて、最終的には議員は住民の皆様の代表ですから、それと知恵者、有識者といいますか、

学識がある方たちが選んだ格好の中でベターなもの、あるいはベストなものをつくっていく

というようなことを認識していただいて、組織を設置したと思うんです。そういう中で、ぜ

ひ先ほど何度も言うように議会にも中間報告をしていただいて、そこでやっぱり皆さん、い

ただいたものに、もう一度煮詰める時間をいただいて、いいものにしていきたいと思うもの

で、それらについてをやっていただけるかどうか、改めて御質問をします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当、これは時間がはっきり言ってありません。今の内山議員として、

11月中旬ぐらいにある程度その施策をやった中で、来年の２月にまとめる。この中で中間報

告的なものは、もう基本的にはある程度11月にまとめたものを議会のほうにやった中で、こ

の意見を求めた中で、２月にこれをまとめる。そういう考えでございますもので、11月まで
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に中間的報告、これはそういう時間は自分としてはもうないと考えております。基本的には

11月ある程度こっちから骨子をまとめた段階で、議会の皆さん方にまたいろんなこの施策に

対しまして意見をいただいた中で、それをまたフィードバックして、それをその中でまた総

合戦略の中に入れて、最終的な総合戦略、これをつくっていくというのがこの図の流れでご

ざいますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に第２問、伊豆大島航路の再開についてを許します。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 第２問目ですけれども、伊豆大島航路の再開についてということで、

お願いします。 

  まず第１点は、計画の全体像について教えてください。 

  それから第２点目は、乗船客の見込みについては。また、今後の誘客等への対応について

お伺いいたします。 

○議長（村木 脩君） 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、伊豆大島航路の再開については、２点からの質問

となっておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の計画の全体像はについてですが、御案内のとおり８月25日の臨時会で浮き桟橋整

備工事費の議決をいただきましたが、国のバリアフリー基準に基づいた詳細設計を作成し、

現在、国土交通省の中部地方整備局の審査を受けております。約１カ月の審査を経て、浮き

桟橋の製作に着手し、完成後は稲取漁港へ曳航と同時に年内には設置の運びとなります。東

海汽船では、翌年の１月中旬に関東運輸局の運航監査を受けた後、正式に航路許可がおりる

見込みとなります。ちなみに稲取航路に就航予定のジェットフォイルは、伊豆大島までの所

要時間がおよそ30分で、定員250名を予定しております。 

  なお、１月31日の伊豆大島椿まつりのオープニング当日から、最終日となる３月21日まで

の51日間にわたり運航されるものであります。 

  また、運航ダイヤにつきましては、現在、許可申請中となっておりますが、１月31日から

２月５日までは稲取・大島間を一日１往復し、２月６日から３月21日までは一日２往復に加

え、大島から稲取経由の熱海行きの１便が就航予定となっております。 



88 

 

  次に２点目の、乗船客の見込みは。また、今後の誘客等への対応はについてですが、初め

に稲取航路運航再開による乗船客の見込みにつきましては、東海汽船からの資料によります

と、平成28年１月31日から３月21日までの51日間の季節運航による稲取・大島間の予想数は

5,700人で、うち団体客を８割、個人客を２割と見込んでおります。 

  また、今後の誘客等への対応についてですが、東海汽船では13年ぶりに稲取便が復活する

ことで、雛のつるし飾りまつりと河津桜まつり、伊豆大島椿まつりに合わせた海のフラワー

ラインとして、大々的に企画旅行商品を売り出すこととなっております。さらに東伊豆町内

で利用できる伊豆大島日帰り観光セットクーポンの販売も予定されており、今後は町及び観

光協会と東海汽船が連携いたしまして、稲取航路を新たな観光資源として効果的な活用を図

ってまいりたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 今、全体の像といいますか、わかりましたけれども、この間の全協の

中で浮き桟橋の話が出ましたけれども、私はこういうものについてはせっかく町長、予算つ

いて、東海汽船とお話ができて、それから運航するために浮き桟橋が必要だということだか

ら、当然安全のことについても、当然ルールにはまった格好でなければ許可が出ません。だ

から、この辺については何も問題ないと思うんです。これは、あとは事故だとかそういうも

のについてはある程度自己責任といいますか、そういうふうな点で考えれば、町とすればい

ずれにしても建築確認ではないけれども、ちゃんとその条件が満たされなければ、運航の浮

き桟橋をつくるなんてことはできませんから、この辺については申し上げようもございませ

ん。 

私が逆に心配するのは今後の乗船について、今暫定的に、実際に年末中に浮き桟橋をつく

って運航ができるような形、それから１月の終わりから椿まつりにあわせて、実際に、何と

いうか、断続的にやっていくというか、そういう形になると思うんです。 

だから、せっかく、私逆に、浮き桟橋をつくってやっていくのであれば、これを継続して

いくといいますか、ここで終わらせてしまってはどうかな。それで、私も何度も前回の質問

等で今年と去年に大島航路を住民の皆さんも参加させてやってくれた形のものについて、乗

れなかった方というかね、あふれた方から随分叱られました。そういう点で、昔30年、20年

前に行った記憶の中で、行ってくれた方たちが、地元の稲取の方、あるいは城東地区の方が

喜んでいただいた。そういう点でもやっぱりこの復帰をしたこのことについては、十分に評
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価ができると思うんですよね。 

そういう中で、今せっかく運航してくれたについてを、これを一時的なものにしないで、

４月の下旬からですが、３月の中で終わりではなくて、今後も、先ほど町長が言われたよう

に、隣町の桜まつりのイベントに合わせる形だとか、あるいはほかの海水浴の形に合わせる

だとか、そういうことも含めて、十分隣接の市町ともイベントとの連携をとったり、それか

ら積極的にお互いの宣伝をしながら、乗船の継続をさせることについてを十分考えていかな

ければいけないと思うんです。 

いずれにしても、東海汽船は民間の会社ですから、お客さんがなければやめてしまいます。

そういう中で、私はここではある程度お金を、自治体としてお金を、うちの町が率先してお

金を使って、それからほかの隣接の市町にもお願いをして、お互いにお金を出して、大島航

路といいますか、そういうものを継続的にやっていくことを協力してほしいということを、

町長みずから皆さんのところに行ってお話しすることも大事だと思うし、それからせっかく

災害のとき、前に伊豆大島が噴火をしたとき、ここの稲取のほうの今のアスド会館に皆さん

が避難してくれた形があって、そういうことも含めれば伊豆大島と、岡谷ではないですけれ

ども、姉妹提携をするくらいの気持ち、それできずなをもっと高めて、継続的に切っても切

れない形といいますか、そういうものをする。 

それから、姉妹提携をすることによって、東京都ですから、大島は、東京のお客さんをで

きるだけ大島町から誘客をしていただけるような格好のこともお願いできるかななんてこと

も、腹の中では考えてみたらどうかなというようなこともあります。 

そういう点で、できるだけ今言ったような形のものを、町長、十分理解していただいて、

ほかの市町村にも協力を得て、試験的なものだけでなくて継続を勝ち得るような格好のこと

を、ぜひお願いしたいと思います。それについての予算づけも十分考えていただいたらどう

かなということを思っていますから、よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この大島航路、これ本当長年の懸案事項でありまして、やっと実現で

きたというのが現状で。その他、委員会でも心配されました。本当、これせっかくやったの

に、１年か２年ぐらいで東海汽船が撤退されては困る。これは全くそのとおりでございます。 

そういう中で私も再三東京へ行ったときに、せっかく多額の金額を投入するのに、すぐに

撤退されちゃ困りますよと言った中で、東海汽船の社長はそんなことはありませんと、最低

５年、そのぐらいはもうやるつもりでいますし、すぐ撤退、そんなことは考えておりません。
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ましてこの稲取・大島航路は結構ドル箱的なことも言っておりますもので、すぐに撤退、そ

れは絶対ないということは東海汽船の社長からは言及を受けておりますもので、その点はや

っぱり皆さん危惧しますけれども、当然町が一番危惧するところはそこでございますもので、

その辺は言動を得ておりますもので、すぐに撤退することはない、そう町は考えております。 

もし撤退すれば、ある程度東海汽船さんにはペナルティー的なことを、また会ったら言お

うかと考えておりますけれども、すぐ撤退することは絶対ないということだけこの辺で言っ

ていきたいと考えております。 

  さらに、各市町がお金を出したらと提案されましたけれども、町は一切考えておりません。

やっぱり基本的にはこれは民間業者ですから、民間があくまで知恵を出して、ではどのよう

な方向でこの航路をドル箱にしようかということは民間が考えること、これがある程度近隣

の市町にお願いした中でやってもらうと、これはやっぱりちょっといかがなものかと思うも

ので、基本的には民間が頑張った中で、それで町がある程度応援できることは応援していき

ますけれども、うちの町のほうから積極的に近隣の町にこういうことお願いするということ

は、自分自身は今考えておりません。基本的には、これは東海汽船さんが考えることだと考

えております。 

その中で、言ったように東海汽船さんは乗客船の今後の見通し、これ大変明るい方向で見

ております。基本的にはもうこのことによってある程度東海汽船さんはいく。さらにいろん

な面でインバウンドのことも力を入れている中で、いろいろなことを、この稲取の浮き桟橋

ができたことによって、いろんな事業を展開していきたいということは言っておりますもの

で、そういう中でやっぱりこの浮き桟橋をやった経済効果というものは、地道に出てくるの

ではないかと考えております。 

  さらにこの浮き桟橋の活用については、本当、１月から３月21日、本当にこれ基本的には

もうもったいないですが、町としては年間を通じた中でやっていきたいと考えております。

 さらに、これが本当、大島・稲取が通年できれば大変ありがたい。その方向でいきたいん

ですが、やっぱり通年となると各地域によって、東伊豆町、この伊豆半島という魅力あるも

のが催される。さらに向こうへ大島のほうに行っても、魅力あるものが何かがある。これが

なければ、なかなか通年ということはできませんので、それはこれから大島といろいろ話し

合った中で、年間を通じて稲取・大島、これができるような方向で、これは大島町さんとは

話していきたいと考えております。 

  さらに、この一つの大きな浮き桟橋をやることによって、観光だけでなくてやっぱり災害
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に活用できる。これは大変重要ではないかと考えております。そういう中で今、内山議員か

ら姉妹都市提携はどうかと言いました。要するに形ではなくて既に大島町さんとは年１回で

すが、必ず行政同士交流はしておりますから、姉妹都市提携を結ばなくても大島さんとうち

の町との心の交流はもうできていると考えておりますので、私は今姉妹都市にする必要はな

いかと考えておりますし、姉妹都市をやったことによって東京都の方々がより以上こっちに

来るということはちょっと考えにくいもので、現状では今のままで大島町さんとの交流はよ

り深い交流ができるのではないかと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 今、町長、民間のことだっていうことの話をしましたけれども、ちょ

っと甘いんではないのかな。というのは、やっぱり今立ち上げたばっかりで、逆に民間のほ

うでどうしていいかどうかということもわからないもので、行政として十分フォローしてや

るというか、例えば静岡空港なんかについても、今も県が静岡空港に予算をつぎ込んでいる

わけですけれども、それと同じぐらい、やっぱり継続させるための努力については民間の企

業だけで至らない部分があるから、やっぱり何年かは行政が十分考えてあげなきゃいけない

と思うんですよ。 

そういう中で、私は町だけのイベントだけでなくて、継続していくにはよその近隣の市町

村と一緒になってやっていくということのほうが、やはりベターだと思うし、その辺のとこ

ろについては町長の考え方もわかるけれども、民間のことだから民間が河津に行ったり、あ

るいは松崎に行ったり、どこが行けということの話になると思いますけれども、そうではな

くて、やはり立ち上がったばかりですから、やはりここの町として継続して考えていくとい

うことであれば、町のほうで町長が率先して協力してくれるとなれば、民間の力もまた倍増

してくると思うんですよ。そういうことも含めて、今後もぜひよろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には協力しないというわけではありません。やっぱり側面的に

は当然、東海汽船さんに対しては協力します。それが、町が前面になって東海汽船さんを応

援するのではなくて、やっぱり東海汽船が主力になった中で、町ができることは、それは応

援していく。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。 
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○議長（村木 脩君） 次に第３問、町長の政治姿勢についてを許します。 

  ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） ３問目についてお伺いします。 

  まず１点は、少子化対策・子育て支援に力を入れているが、さらなる充実策を考えている

かどうか、その辺が１つ。 

  それからもう１点は、エコのまちづくりの推進、その効果についてどうなっているのか。

また、公共施設、街路灯、事業所、一般家庭へのＬＥＤの照明の普及についてどう考えてい

るのかどうか、それについてお伺いいたします。 

○議長（村木 脩君） 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、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、少子化対策・子育て支援に力を入れているが、さらなる充実策を考えている

かについてですが、少子化対策・子育て支援ですが、新生児１人当たり５万円の出産祝い金

や、子ども医療費助成事業として中学校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係る費用の助成、給食費の一部助成、放課後児童クラ

ブの開設、ブックスタート事業、家族手帳交付事業などを実施してまいりました。 

  さらに、今年度より地方創生事業交付金の中の生活支援型事業として多子世帯生活支援事

業を、地方創生先行型事業として子育て用具購入費助成事業、新生児１人当たり５万円の出

産祝い金を見直し、子宝祝金事業の３事業を追加し、少子化対策・子育て支援の充実に取り

組んでおります。 

  次に２点目の、エコのまちづくりの推進、その効果は。また、公共施設、街路灯、事業所、

一般家庭へのＬＥＤ照明の普及についてどう考えているかについてですが、町では風力発電

所を中心に、エコリゾートタウンとして環境対策と来遊者の増加に取り組んでおります。具

体的な施設整備としましては、公共施設への太陽光発電設備の設置、温泉熱発電や小水力発

電の設置などを実施しております。 

  また、エコ対策の普及といたしましては、小学生向けの環境教育や風力発電を含む新エネ

ルギー発電の視察や見学会を行い、多くの方々に関心を持って聞いていただきました。町民
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の方のみならず、環境問題に対する意識高揚に貢献できたものと考えております。 

  さらに、新築、既築を問わず町内在住の方の住宅に太陽光発電を設置する場合に補助金を

交付し、太陽光発電設備の普及に努めてまいりました。 

  公共施設での省エネルギー型電灯設備への改修、新設の防犯灯の順次ＬＥＤ化など努めて

いますが、事業所や一般家庭のＬＥＤ照明の普及につきましては、検討してまいりたいと考

えております。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 私は少子化の対策については、町長と何度もいろいろ意見を戦わして

きましたけれども、先ほど町長がうちの町が子育てのパイオニアと言ったように、私もそう

いうように理解しております。 

  私がもう１つ提案があったのは、今度のいろんな子育ての関係だとかで、子育て祝い金だ

とか、ほかの子供さんのいるうちへ資金を配るとかそういうこともあります。それで、１つ

は教育といいますか、教育が大事だもので、いつも言っている給食費の関係、その関係のも

のともう１点、河津のほうから、これ町長のほうでやった図書券、やっぱり教育が大事なん

ですよ。それで、やっぱりなかなか生活が厳しい家については、図書だとかそういうところ

にお金がまわらないもので、そういうことも町長の気持ちとして、やっぱり教育が大事だと

いうことのものを一つのアピールする、町としてアピールする。あるいは教育長としてアピ

ールをしていく上で大事なのかな。これは、国のまた交付金をとりあえず使うけれども、制

度化して継続してやるということなんですね。だから町長も、うちの町の町長のほうについ

ても、先ほど言ったように本当に私もパイオニアだと思っています。そういう中で、これは

二番煎じかわからないけれども、やはり子供さんの教育ということは大事です。だから、私

も言うのは保育料の無料だとか、あるいは給食費を無料にしたらどうか。それで今、もう一

つはこの図書券というか、そういうものを充実させてもらったらいかがかな。そういうこと

については、ぜひお願いしたいということです。 

  それと、ＬＥＤの関係ですけれども、その前に町のエコについては、今、町長が言われた

ように役場も太陽光の発電を考えてきたし、それから一般家庭では補助金をもらってそうい

うものを進めている。それから、いろいろな風車の関係のところのを、教育だとかそういう

ものも十分しておりますから、エコ時代に向けて十分そういうものをまた推進していただけ

るようにと思っております。 
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  それと、公共施設についても、役場が本当にもうＬＥＤもかなりついてきたようなこと。

だから、あと街路灯についても一部やりましたけれども、できるだけ率先してそういうこと

をする。それから、事業所、一般家庭にももっと言えば、何といいますか、ＬＥＤを採用し

たおうちについては一部助成をするとか、そういうことまで含めて考えていけば、それで、

町長が言っているエコの町ということで、私の町はＬＥＤの電球のものを一部、本当に全部

なんてことはできませんけれども、一部補助を出してＬＥＤにこの町を全部して、エコの社

会貢献をしますよ、そういう形のものを訴えるぐらいの気持ちでぜひ、ＬＥＤの普及を公共

施設だけでなくて、街路灯だけでなくて、事業所についても、それから一般家庭についても、

普及については一部補助でもやりながら、町とすれば、こういうエコの町をこの町はつくっ

ていますよ。そういうことを考えていただくことができるかどうか、質問をいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、河津町のあれ、相馬君いいことやったなと思う。図書券ではな

くて、その子供たちに手書きでメッセージを贈った。これは大変すばらしいことだと思う。

これは真似てもいいかなと、自分のうちもやっていく。しかし、うちの町は生まれた子供に

はブックスタートといいまして、本をもう贈呈しております。図書券ではなく。このもう本

を贈呈したことが、もう子育て支援と考えておりますもので、新たに図書券を各子供たちに

やることは考えません。やっぱりこのブックスタート、これ大変いい事業でございますから、

そういう皆さん方も御理解があって、生まれた子供には図書券ではなく、ブックスタートと

いう幼児の本を贈呈している。これは理解していただきたい。 

ただ、手書きのメッセージ、これは大変いいことではないかと思いますので、これはでき

たらやって、字が下手なもので、それはちょっといかがなものかと。これはやっていきたい

なとは考えておりますんで、御理解願いたいと思います。 

  次に、ＬＥＤ。これやっぱり結構ＬＥＤの概念が入ってきました。やっぱり今、内山議員

が言ったようにこの各家庭まで助成する意味はあるのかなというような考えでございますも

ので、町としては今のところ一般家庭とか事業所への補助は考えておりません。もうＬＥＤ

の概念、結構中で、今自分もびっくりしたのは、一般の電球を電気屋さんに買いに行って、

ちょっと見当たらないんですよね。ほとんどがＬＥＤになっているもので、ちょっと聞くの

も恥ずかしいから、50ワットの普通の電球を買おうと思って、ちょっとその売り場がわから

なかったというのは、やっぱり結構ＬＥＤが相当広まっておりますので、そのＬＥＤに対す

る一般の方への助成、これは今のところ町は考えておりません。そういうのは、また違うと
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ころのほうに助成したらいいのかなと考えておりますので、今のところＬＥＤに対する補助

は考えておらないことだけは御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 町長は私とその辺がちょっと違うんです。だから、私は補助すると言

っても全額補助するわけではないですから、一部ですから。エコの町を進めて、それからや

っぱり社会貢献をしているということの町ですよということを見せていく上で必要だから、

むしろ一般家庭にもやっているということの話題性というか、そういうことも含めて考えて

いただいたらどうかなということですから、かたくなにしませんよということではなくて、

することもちょっと御検討をしていただきたいということですから、よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 内山議員の気持ちもわかる。しかし、こっち側に助成するなら、私は、

これは自分の考えですよ、それなら給食費のほうがかえっていいんではないか。やっぱり助

成するにもいろんな方法があると思うんですよ。確かにエコの町を目指しているから、では

ＬＥＤでやったらどうかというその補助金の使い方もあります。しかし、それをやるならま

た違うほうの助成をより充実させたほうがいいではないかと、いろいろありますもので、そ

の辺は、では検討した中でやら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。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で６番、内山議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（村木 脩君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時０９分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） 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27年東伊豆町議会第３回定例会第２日目は成立しましたので、開会します。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○議長（村木 脩君） 本日の議事日程は、あらかじめ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（村木 脩君） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 稲 葉 義 仁 君 

○議長（村木 脩君） ２番、稲葉議員の第１問、観光客に対する安全対策・防災対策につい

てを許します。 

  ２番、稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） どうもおはようございます。 

  今回が初めての質問となります、稲葉でございます。 

  夏休みの時期も終わり、一段落ついたということで、今回は特に夏休みに多い観光客の安
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全対策、こういった部分を中心に質問をまとめさせていただきました。何分、初めてで若干

というか、かなり緊張していたりする部分もあり、いろいろとお聞き苦しい点もあるかと思

いますが、何とぞ御容赦いただければと思います。 

  それでは、質問に入らせていただきます。 

  観光客に対する安全対策・防災対策についてということで、大きく２点に分けさせていた

だきました。 

  熱川温泉の穴切海岸、こちらに至る町道及び穴切海岸については、落石等の危険に常にさ

らされている部分もございます。その中で、ここのところ磯遊びやシュノーケリング、それ

からいろんなウオーキング等、お客様の趣味、嗜好の多様化に相まいりまして、かなり穴切

海岸に訪れるお客様というのも増えてきておりますが、この部分、中長期的な安全対策、危

険防止策についてはどのようにお考えか、伺わせていただければと思います。 

  次に、熱川温泉の温泉場の中において、ちょっと原因は定かではないんですが、恐らく何

らかの気象条件により同報無線が鳴らない、あるいは雑音で聞こえないといった事例がちょ

っと無視できない頻度で見られております。町民より観光客の数が圧倒的に多いこの地区に

おきましては、同報無線といったものは有事の際の情報伝達の手段として必要不可欠なもの

と考えておりますが、機能しない場合のバックアップ等につきまして、何らかの対策をとる

ことは検討可能でしょうか。この辺りについてもお聞かせください。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（村木 脩君） 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。 

  稲葉議員の第１問、観光客に対する安全対策・防災対策については２点からの質問ですの

で、順次お答えいたします。 

  １点目の熱川温泉の穴切海岸へ至る町道及び穴切海岸については、落石等の危険にさらさ

れている。その中で磯遊びやシュノーケリング等、観光客の嗜好の多様化も相まって、特に

夏休みの繁忙期を中心に同海岸を訪れる観光客が増加しているが、中長期的な安全対策、危

険防止策についてはどのようにお考えかについてですが、現状の町道熱川穴切線におきまし

ては、対策工事は多額な費用がかかることから、十分な落石予防工事は行われておりません。 

  平成10年に実施した町道穴切線防災点検業務報告書では、危険箇所の亀裂監視を２カ月間
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実施し、亀裂の挙動を測定した結果、大きな変化は認められないものの、危険度や崩壊発生

地区の判定は不確定要素が多く、判断には困難な面が多いが、安全を最優先に考えれば対策

工事を検討することが望ましいと報告されております。 

  しかしながら、概算の工事費では、経費を含めると１メートル当たり200万円近くかかる

との報告がなされており、大規模な対策工事を断念した経緯がございます。 

  中長期的な安全対策、危険防止策の検討には、利用者の安全の確保を最優先に、陸路以外

での検討など費用対効果を十分配慮し、判断していかなければならないと考えております。 

  次に、２点目の熱川の温泉場内において、種々の気象条件により、同報無線が正常に機能

しない事例が無視できない頻度で見られる。町民より観光客の人数が圧倒的多数となる同地

区において、同報無線は有事の際の情報伝達手段として必要不可欠なものであると考えるが、

機能しない場合のバックアップとして、何らかの対策をとることは検討可能かについてです

が、熱川の海岸のホットパーク内に設置されている同報無線の件と思われますが、熱川の同

報無線設備につきましては、他の地域の海岸に設置されている同報無線と比べ、原因は特定

できておりませんが、ふぐあいの発生頻度が非常に高くなっております。 

  担当課において、業者と考える対策を講じておりますが、効果が上がっていないのが現状

です。 

  有事の際におけるバックアップ体制といたしましては、携帯電話へのエリアメールの活用、

広報車の活用、熱川防災対策協議会の皆様の御協力による広報を考えておりますので、御理

解をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） ２番、稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） 御答弁ありがとうございました。 

  穴切海岸へ向かう町道の部分なんですが、いろいろとやはりこういう台風、大雨等により、

やはり落石というのが常々意外と見られるものですから、熱川温泉全体としては、現在、実

際お客様からの問い合わせ等があったとき、ちょっとあれなんですけれども、いい海岸なん

ですけれども、落石等が危ないので、正直、余りお勧めはできません、あるいは、行くとき

は十分に気をつけて行ってくださいねといったような形で案内をしております。 

  また、そういったことがございますので、印刷物、そういったものについても、現状、穴

切海岸については、余り強く告知というものができていないというのが実際のところでござ

います。 
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  そういった中で、ここ本当に数年なんですが、特にお盆の時期、こういった時期におきま

しては、穴切海岸のほうでバーベキューをされたり、磯遊びをされるお客様というのがかな

り増えてきております。非常に見ていて危ないんですけれども、崖側にちょっと広くなった

ところに車をとめてテーブルを置いてみたりですとか、そんなことをしているような状況も

ありますので、この１、２年は観光課の皆さんとも相談をさせていただきながら、落石が危

ないという周知看板ですとか、そんなものを置いて、実際こちらについての対応をとってき

ておりました。 

  そういった中で、今ちょうどこれからもうすぐ伊豆半島のジオパークということで、いろ

いろこちらの東伊豆町も含め、これからどんどん推進していくことになってくるかと思うん

ですが、穴切海岸も一応ジオサイトの１カ所として、熱川温泉以外の告知物につきましても、

実際、いろいろ案内が出てきている現状もございます。 

  こういった中で、地元の人間としてお客様が問い合わせがあったとき、どういった形でこ

の穴切を案内していけばいいのか、この辺りについては、正直、ここのところ判断に迷って

いるというのが現状でございます。 

  中長期的な抜本的な対策、こういった部分につきましては、あれだけの崖地ですから、費

用の面、それから効果検証、いろいろ検討に時間がかかることももちろん承知しております

が、当面の対策としてどういった形でこういった部分を案内していけばいいのか、この辺り

につきまして、特にこの夏の時期の混雑の対策、それから通常時期、どのようにお客さんに

案内していけばいいのか、この辺りについて考えを伺いたいと思います。 

  例えば、お盆の時期につきましては、穴切海岸、もともと非常に車で入り込むとキャパが

小さいところに、正直キャパオーバーといいますが、大勢の客さん、それから車が入り込ん

でいるという状況もありますので、これが可能かどうかは別としまして、場合によっては車

での入り込みをある程度制限する、そういったことも念頭に置きながら検討をしていく必要

があると思いますが、この辺りはいかがでしょうか。 

  それから、それ以外の時期におきまして、どのような形で危ない部分についての告知をし、

それから、お客様に案内をしていくか、この部分につきまして、町としての方針をお示しい

ただいた上で温泉場として連携を図っていきたいと思いますが、この辺りいかがでしょうか。

よろしくお願いいたします。 

  それと、もう１点、同報無線の件ですが、バックアップ体制として携帯電話、それからエ

リアメール、広報車、熱川温泉の防災協、こういったところによる広報も含め、御協力をと
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いう形で答弁を頂戴いたしました。 

  繰り返しになりますが、熱川温泉は地域に住んでいる皆さん、それから働いている皆さん

の数よりお泊りになっている観光客の数が極端に多い地区となります。そういった意味で、

大勢のお客様へ一斉に情報を伝達する手段としては、同報無線の重要性というのは非常に高

く、周囲の人たちが…… 

○議長（村木 脩君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時４２分 

 

再開 午前 ９時４６分 

 

○議長（村木 脩君） 稲葉議員、大変失礼しました。 

  休憩を閉じ、再開いたします。 

○２番（稲葉義仁君） それでは、続けさせていただきます。 

  ２点目のところから始めさせていただきます。 

  同報無線の重要性というのは、そういったこともございまして非常に高く、周囲の人たち

が皆同時に同じ内容を聞いている、そういったことを実感できる、また、そういったことで

与えることができる、周りの人に今の聞いたというような安心感、一体感といったものも含

めて、何かあったときに、お客様を誘導したり案内をすることになる地元の方々、各施設の

スタッフ、そういった者にとっても非常に心強いものです。 

  現在において、もう一つ不具合の原因というものがはっきりとしないということなんです

が、それでも実際、同報無線というものがあるという状況におきましては、地元の人々を含

め、こちらの放送に実際頼り切っているというわけではないんですが、放送に頼っていると

いう感覚はやはりあると思います。 

  何が原因なのか、もう少しはっきりすることができれば、今日はちょっともしかしたら聞

こえないかもしれないから、携帯のほうを気をつけておこうですとか、こちら側の受け入れ

側、心の準備というのもかなり変わってくると思いますので、いろいろと難しいこともある

かと思いますが、その辺りについて引き続き調査をしていただければと思います。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 
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○町長（太田長八君） まず、１点目の穴切海岸、これは私の地元で、大変すばらしいところ

だとは認識しております。それなので、町の対応ということですけれども、現状であの危険

な箇所に対して、町は積極的にこれを活用していくことは言えない中で、看板とかいろんな

面で周知徹底する。今ジオパークと言われました。自分もジオパークになって、これはよか

ったなと思った中で、ジオパークには３分の２の助成が出るんですよね。 

  しかしながら、確認したところ、町道におきましては、町道は単独でやるしかないと言わ

れました。基本的にはそこまで行く道は町道ですから、それに関しては町単独でやるしかな

いですよ、ジオサイトに対する助成金は基本的には使えませんということをはっきり言われ

ましたもので、そうなると、今言ったようにメーター200万ぐらいかかりますもので、そう

するともう数億かかってしまいますもので、ちょっと町単独の事業としてそれはちょっと厳

しいかなと考えております。 

  私からしても、あの穴切海岸は大変すばらしいところですから、例えば海からのロケーシ

ョンにするとか、そういうこともこれから検討していきたいなとは考えている中で、やはり

町としては積極的に行ってくれということは言えないことは、だから、車のことも基本的に

は規制して、できるだけ入らないような方向で町は周知徹底するしかないと考えております。 

  その中でも、これは逃げですけれども、あとは行く人の自助の中で、その中でもある程度、

危険承知という言い方はおかしいですけれども、やはりいろんな、例えば城ヶ崎海岸だと結

構危ないところも、あとは自分の責任でもうやりなさいということを言われておりますもの

で、基本的にはそういう考えの中でやるのも、これまた熱川の観光協会と相談して、いい方

向で町もその穴切海岸は活用したいと考えておりますもので、それまた再度、観光協会のほ

うと話をしながら、その活用案の方法を図っていきたい、そう考えております。 

  次に、２点目の同報無線、これは町も本当に苦慮をしているところでございます。基本的

には担当課に聞きますと、担当課と業者が行くと、すごいきれいに聞こえると。しかし、い

ざとなるとまたこういう状況が起きるとなると、本当にその原因が不明なもので、また、今

度地元の方にちょっと協力してもらって、その辺の原因とかそういうのをまたやっていきた

いと考えています。 

  また、場所もあそこでいいのかどうかということも考えていく。今度は避難地ができます

ので、それも一考かなと考えて、いろんな面でやはりこの広報が聞けないということは、稲

葉議員が言ったように観光客の方がほとんど占める中で、これはいかにそういう災害情報を

持ち出しするのかと、最大のあれですから、それはなるべくいい方向で解決、今は基本的に
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は原因が究明できないというのが現状で、その辺ちょっと詳しいことは担当課から説明させ

ますので、よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） それでは、熱川の同報無線についてちょっと解説というか、説

明させていただきます。 

  熱川のホットパークにある同報無線につきましては、例年ですと２年に１回、同報無線の

基盤というのがいつも塩害でやられまして、それを２年に１回かえていたんですが、今年に

入ってから異常な雑音が多いという話がありまして、そのたびに業者を呼んで何回か見させ

ていただきました。それで、塩害があるのかなということで、配線も全部やり直したりとか、

基盤ももう一度やり直したりということをやったんですが、なかなかそれが改善されないと。 

  先ほど事前にわかればということなんですが、どうしても電波でやっているものですから、

うちのほうの操作卓というのがここの庁舎にあるんですが、そちらのほうに異常というもの

が出ないものですから、そうすると、なかなか事前にお知らせするというのは難しい部分も

ありますので、ちょっとその辺は御理解いただきたいなと思っています。 

  うちのほうも、業者と何回もその中でどういう状況で出るのかというのも今統計的に見な

がら、何がいいのか、どういう方向がいいのかということで、先ほど町長も言われましたよ

うに、では、場所を変えるのかどうかということも踏まえて今、検討させていただいていま

すので、その辺、御理解をお願いします。 

○議長（村木 脩君） ２番、稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） ありがとうございます。 

  穴切海岸のほうですが、そうですね、工事に多額の費用がかかるというのももちろんわか

りますし、下手に擁壁工事をしてしまいますと、肝心の景色が失われてしまうという部分も

もちろんあると思います。そういった事情は重々承知しておりますので、安心と言っていい

かわからないんですが、とにかく、ここまでやればここまで案内していいだろうという部分

の線引きについて、引き続き御相談をさせていただければと思いますので、その辺り、ぜひ

よろしくお願いいたします。 

  穴切海岸というのは、ジオサイトといって登録をされましたが、それ以前に昔の熱川の風

景というんですかね、そういったものが残っているという意味でも非常に重要な場所である

と考えておりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。そのために必要な対
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応策、手助けできる部分等ございましたら、熱川温泉の中でもいろいろ協議をして、協力し

ていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

  また、同報無線の部分につきましても、いろいろと調査いただきありがとうございます。

本当にいろいろ難しいかと思うんですけれども、熱川温泉自体、非常に小さなところに一固

まりになってお客さんも含めているような場所でございますので、とにかく情報の伝達がし

っかりとできれば、いろいろな避難誘導も含め対応をとる、安全に過ごしていただくという

のは決して難しい場所ではないと思いますので、ぜひこれからも引き続きその辺の調査、検

討、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 穴切海岸におきましては、本当にこれは私も大変すばらしいところで、

昔から活用していく、これ大変認識しております。やはり町も何とかして活用していくのが

重要ですもので、それも熱川観光協会とよく話し合いをした中で、その辺はまた対応してい

きたいと考えておりますので、またそのときは熱川の観光協会とよろしくお願いいたしたい

と思います。 

  さらに、同報無線、これはもう早急に解決しなければならないと考えておりますもので、

原因は何かということをまた究明したならば、またそのときは地元の方に協力してもらうこ

ともあるかもわかりません。これはなるべく早く解決したいと、そういう町の意向でござい

ますもので、御理解願いたいと。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、２番、稲葉議員の一般質問を終結します。 

  この際、10時５分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前 ９時５６分 

 

再開 午前１０時０３分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◇ 山 田 直 志 君 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員より、一般質問で掲示板の使用、資料配付についての

申し出がありましたので、これを許可します。 

  次に、14番、山田議員の第１問、稲取高原親水公園についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） まず、稲取高原親水公園について質問をします。 

  通告してあるとおり、まず、最初の段階でこの親水公園整備の目的は何であったのか、ま

た、この利用状況について町としてどのように把握しているのか、そこからまずお伺いをし

ていきます。 

○議長（村木 脩君） 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、稲取高原親水公園については２点からの質問とな

っておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の親水公園整備の目的はについてですが、初めに、山田議員は親水公園とお呼びい

ただいておりますが、これは正式には親水広場が正しい名称ですので、御理解のほどよろし

くお願い申し上げます。 

  この親水広場は７月１日から正式にオープンしましたが、芝生広場、ツリーハウスに隣接

していることから、主に春から秋にかけて小さなお子様連れの御家族が滞在し、安心して楽

しんでいただくことにより、交流人口を増加させることを目的として整備したものです。 

  次に、２点目の利用状況はについてですが、利用状況については、真夏日が続くようにな

った７月中旬以降、利用者が着実に増え始め、主に土曜日、日曜日を中心に非常に多くの御

家族連れが親水広場を訪れ、時間帯によっては一度に50人ほどの方が利用されていることを

確認しております。オープンして間もないことから、今後認知度が上がれば、さらに多くの

方に御利用いただけるものと考えております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 目的なんですが、町長とこの親水広場について、質問、やり取りを
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何回もしているんですけれども、もう聞いていると、この目的が少しずつ変わっているんで

すよ。町長の自覚がないんですよ。 

  例えば、一番最初にこの問題を私ども議員でも説明を受けたのは、昨年の６月４日の全員

協議会です。このとき、町長はどういう説明をしたかというと、町民の要望が大分ウオーキ

ングしている中で日陰がほしいというようなことを聞いてあって、水辺的なものをやってい

きたいと、そういうことで設計をしますよと。ウオーキングの方の要望だと、こういう説明

を町長、最初はしたんですよ。 

  昨年の９月の定例会のときの、これ補正予算のときの質疑の中で、これは観光商工課長の

説明ですけれども、その説明では、地元の皆さんからかねてから要望がありまして、もう少

し水場というか親水広場がほしいと、また、日よけ等そういうものがほしいと要望を踏まえ

て、休息の施設を整備するんだと、こういうような話をしたと。 

  ６月の笠井議員の質問に対しては、いずれにしても有名な施設がないので、お客さんをい

わゆるツリーハウス周辺に呼び込みたいからここを整備したというような感じの答弁をされ

ていると。 

  だから、最初はクロスカントリーの方々から日陰が欲しいんだという要望だというふうに

言ったり、地元の団体から要望がずっとあったんだという説明があったんだけれども、今は

そういうような感じでもなくなっている。 

  そうしますと、町長が言ったように、本当にクロスカントリーの利用している町民の方か

らこういう要望はあったのか、また、観光課長が言っているように、こういう要望を出して

いたのは、地元の団体は一体どういう団体だったのかということも危ぶまれてくるのではな

いかと思うんです、説明の内容としてね。 

  それと、昨日の町長の答弁を聞いていて私は思ったのは、町長はうれしい誤算ですという

ふうに言いました。でも、本当にこれはうれしい誤算なのかなというふうに私は思うんです

よ。だって、もし今、町長が言うような説明で、町民を呼び込もうとして整備しましたと。

それだけであれば、それで済んだわけですよね。だけど、逆に、では、利用があったからと

いってすぐにトイレも整備しましょうと。 

  3,000万円かけて、3,000万円の親水広場だけの整備でとどまっていたかもしれない事業が、

さらに、じゃ、2,000万ぐらいかけてトイレの整備までしなければならないというふうに事

業が進んでいることが、そんなにうれしいことなのかなというふうに私は思えるんですよ。

最初のコンセプトというのか、企画がやはり曖昧だったのではないのかなという、非常にこ
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の事業に対する感覚、そういう違和感をやはり覚えるんですよ。 

  ２つ目に、町長、利用が大変多いときは50人ぐらいいたと。私は、３回ぐらい午前中行き

ましたから、午前中ではそんなに多くなかったんです。１家族なり２家族がいるという状況

は確認しましたけれども、昨日の質問やなんか聞いて、午後の時間では確かにいた時間あっ

たよということも聞きましたけれども、町が、では、把握したというのは、誰が一体どうい

う形でその利用状況を把握したのかというようなところも一つ問題になろうかと思いますし、

今現状では、そういう利用状況の把握、また、町長がそこで要望があったということの中で、

トイレの整備なんかも進めていくということが昨日も表明されたんですけれども、本当に、

では、それはどういうコンセプトでそのトイレ整備するんだという問題も出てこようかと思

うんですけれども、これらについてはいかがお考えですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 私は当初、今、山田議員言ったようにウオーキングをやっている方が

そういう日陰、また水辺がほしいとなって、この計画いたしました。しかしながら、私自身

として本当にうれしいのは、これだけ違う人が活用していく、これは本当にうれしい。やは

りその場に皆さんが行ってもらっている中で、いかにすばらしいかということを皆さんがわ

かってくれれば、これはうれしい誤算ではないですか。私、そう思います。 

  やはりその場所をせっかく整備したんだから、多くの方に使ってもらうこと、これはまた

違った中でも、また違ったことでこれはプラスになっているんです。これがマイナスならば、

私は言いません。これがプラスの方向で人が空間を使ってもらっている、これを、それで私

は大変うれしい誤算と言ったんですよ。 

  やはり最初のコンセプトはさっき言ったように、ウオーキングしている人がそういう日陰

とか欲しいもので、それが原点ですよ。しかしながら、その原点ですが、今後その人が使う

以外にそういう子供たちが使ってくれたということ、これは昨日、笠井議員がやっているか

ら、もう全く違ったような方向に行ったもので、これは大変うれしい。これはやっぱり想定

外ですよ。物事は全て思惑どおり、これいけばいいんだけれども、うれしい想定外、これは、

私は大変いいんじゃないかと考えております。 

  その中で、人員に関しましては、後で観光課長に説明いたさせますけれども、コンセプト

は最初言ったようにウオーキングやっている人のその、これは間違いありません。その中で

昨日、笠井議員のときに答弁したように、これは自分にとっては大変うれしい中で、子供た

ちがいっぱい使ってくれたという中で、そういったあれです。だから、コンセプトは変わっ
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ている中で、やはりそういう多くの方たちがこのクロスカントリーコース、そうすると、ま

た後でツリーハウスのことも出てきますけれども、その中でまたツリーハウスも生きてきま

す、子供たちが来れば。その中で、あそこを総合的に利用した方が私はいいと考えています。 

  山田議員は、前々からクロスカントリーで整備したから、そのウオーキングの人の邪魔に

なるとかそういうことも言われますけれども、私自身は、やっぱり場所が大変すばらしいで

すから、いろんな方面で活用した中で、町の活性化、これをし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。 

  あとは観光課長から答弁させます。 

○議長（村木 脩君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） それでは、山田議員のほうから親水広場のどの程度の利用者

があったかということで、この辺についてお答えいたします。 

  私ども観光商工課の職員、この施設ができたばかりということで、いろいろお客様の状況

ですとか、安全であるのか、あるいはきれいに保たれているのか、あるいはそういった藻が

ついていないかということ等、そういった確認を含めて一応抽出した形で、まずは７月11日

の土曜日に30人、それから12日の日曜日に30人、それから７月20日の月曜日ですけれども、

これは３連休の最終日ですけれども35人、それから８月５日の水曜日、これ平日ですけれど

も20人、それからお盆の時期ですけれども、８月15日は50人ということで、非常に特にお盆

の期間中の３日間は利用者が多いということで、池が子供であふれ返っていたというふうな

状況でありました。 

  それから、もう１点、補足させていただきたいんですけれども、観光基盤の整備について

の考え方ですけれども、観光振興計画の中にも旅行者と地域住民の交流が生まれるような施

設の整備を計画的に推進していくということで、この辺も町外の方々ですけれども、そうい

う人たちと地元の子供たちが触れ合うというふうな場であったというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、想定外というのは、やはり基本的な企画が僕は間違っていた

ということだと私は見ています。結果として誤算になったというのは、恐らく町の施設の中

に０歳、１歳、２歳というような、きわめて乳幼児を対象にした公園というようなものがな

かったという部分においては、全くすき間だったわけですから、そういう方があった。 
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  ただ、これは最初の問題であったようなクロスカントリーの利用者の要望や実情から考え

ると、実際的にはやはりコンセプトは違っていたんですよ。だから、その内容をもっと本当

は吟味して整備する必要だってあったと思うんです。 

  次の問題で観光課長が言われたように、交流人口の人口、これは非常に大事です。だけど、

そうだとすると、例え今ここにあるのが写真ですけれども、この広場で本当に50人というと、

本当にそれはあふれ返る状況だと思うんですけれども、ただ、この状況も言えばまだ１年の

実績、実情だという問題もあるでしょうし、今後のここがどういうふうに活用されていくの

か、この周辺をどういう方々が利用するのかという状況で見ると、まだ非常に、例えばトイ

レをつくるにしても、コンセプトとかいろんなものは、まだまだ十分町だって把握できてい

ないところがあるし、一時的なものであれば、一時的な対応ということはあるんだと思うん

ですよ。 

  観光課長、観光振興計画の中で交流人口を増やすんだと、当然大事なことです。例えばそ

うすると、この下にあるのはふれあいの森の一番広場ですよね。ここだって私ども、子供を

育てるときは、ここを大変利用させていただきましたし、幼稚園なんかも遠足やいろんな形

で散歩なんかではここへも来ていました。 

  非常に長い滑り台もあって、眺望がよくて、多少まだちょっと壊れているみたいですけれ

ども、言えばトイレもあるんです。十分ものを整備する、あのイモムシ君みたいなやつとか、

ロープのジャングルジムみたいなものなんかは、十分できるんですよ。 

  私自身も観光の宿泊されたようなお客さんに、子供連れにここを随分、昔は紹介しました。

やはりロングの滑り台もいいし、今はなくなってしまいましたけれども、木のあれがありま

したね。今はないですよね、全部撤去しましたから。本当は、やはりそういうものが今まで

あったわけですよ。トイレも整備してあったし、非常にあの町の眺望も生かした形の中で滑

り台もあったと。 

  そういうやはりことと、本当はやはりよく考えないと、そういうものもありながら、また

ものをつくるんだと。この人口も財政も厳しくなっていく中に、今あるものを例えばリメイ

クして、新しい付加価値をつけようという考えはなくて、全くこっちのほうは無駄にして、

また新しいものをつくるというやり方ではもたないのではないかと。私は、そこが一番心配

なところですよ。 

  ２つ目の問題は、町長、やはり非常にこの町長がこの場所を整備することに対して、熱心

で非常にスピード感があるという見方もあるでしょう。評価もあるんですけれども、しかし、
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私からすると、クロスカントリーの利用者の要望があった、また、地元の団体から要望があ

ったにしても、そういう要望の中で3,000万円のこういう広場を整備したり、これから2,000

万前後するんでしょう。もっと安いですかね、そういうトイレを整備するんだということが

余りにも早くに決まっていくということに、逆に違和感を覚えるんですよ。こういう今の町

の中で。 

  それは、例えば、町長は大変毎回参考になっているというふうに行政報告でも言っていま

すけれども、事業仕分けや事業レビューというような形の中で、毎回職員が仕分け人の方か

ら質問されて苦労するということは何かといったら、こういうことではないですかね。 

  本当に需要があったのか、本当に町がその仕事をやらなければならなかったのか、また、

そのやり方はその方法しかなかったのか、どうなんでしょうかということを職員が聞いて、

大概、職員の皆さんが、たしか税務課もそうだし、住民福祉課の問題なんかもそうではなか

ったかと思うけれども、大概、僕らが聞いていると、何となくこれはあくまでも政治加算で

やっている部分ではなかったのかと思えることが、大体事業仕分けになると担当課の職員が

最終的にあそこで質問をされて、十分説明ができないと思われるような問題でしたよ。 

  今回のこともああいう事業仕分けをやって、毎回やって我々も大変勉強させていただくん

ですけれども、そうして考えてみると、本当に需要があったのか、本当にこういう整備が必

要だったのか、トイレだって、本当に今想定されているようなトイレでいいのかというよう

なものについて、やはり１つ１つ私は点検する必要があるし、町長が要望を聞いたら、もう

すぐに今回の問題、トイレみたいに町長が要望を聞いたら、もう１カ月、２カ月経たないう

ちに相当の金額のトイレをつくるということが事業で進んでいくんだということになると、

では、町のやはり事業計画、立案またはその財政上のやはり整合性とかという政策決定とい

うのは、一体どこでちゃんと判断されているのかと。こういうやはり施設整備に対する疑問

だって、私は生れてくるのではないかなというふうに見ていますけれども、いかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、ここの場所と今何て言ったっけ。遊具があるところ何て言った

っけ。昔使っていたところ。 

（「アスレチックのほうでしょう」の声あり） 

○町長（太田長八君） アスレチック。今、アスレチックとかに関して言われました。やはり

当然町も考えております。基本的にはあのアスレチックは昼間から陰になってしまって、相

当暗くなるということも聞いていますもので、その辺の整合性を考えて、また今後は検討し
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ていきたいと考えています。 

  そのアスレチックを考えていない中で、これを整備したわけではありません。いろいろ検

討したけれども、アスレチックの場所もいいけれども、昼になるともう日陰になって暗くな

ってしまって、そういうことも聞いておりますし、そういう整合した中でまたこれをやって

いく。 

  それで、今回トイレを整備したのは、そんな簡単なあれではないですよ。これは実際、は

っきり言って一番議員から言った中で、幼児の子供がその辺にみんなトイレをやっていると

いうんですよ、おしっこを。そういう状況を見ていいんですか。そういう状況がある中で、

やはりこれはすぐトイレ整備してはいけない、そういう幼児の子が野外でやっているんです

よ、はっきり言って。そういうことを笠井議員から聞きました、昨日。 

  そういう中で、幼児教育というものです。では、野外にやりなさいと言って、あそこまで

行かないから、今あるトイレまで行けないからその場所でやってしまう。そうしたらいけな

いではないですか。すぐ要望を聞くからやるというのではなくて、やはり現実にそういう状

況があるんですよ。子供たちがいて、そういう用をやりたいときに、場所が遠いもので野外

でやってしまう、これは教育的にもよくないのではないですか。 

  そういう中で、今回は確かに早いです。私も、一応整備してから２、３年様子見てからそ

のトイレ整備をと考えていた中で、今回、そういう現状を聞いた中で、やはりトイレはこれ

は早急にやらなければ、そういう教育とかいろんな面でこれはまずいという中で、今回早急

にやらせていただいた、そういう状況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（村木 脩君） 14番。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、そういう状況であっても、それはじゃ、すぐに常設でトイレ

をつくるということよりも、それだったらすぐに、町長にはいろんな権限がありますから、

専決で例えば臨時のトレイを設置するとか、そういう対応というのもあったわけですよ。だ

から、状況はまだ本当にひと夏の状況の中で起きたことと、やはり年間通じてどうなのかと

いうことも含めて考える必要があるんだと思うんですよ。 

  町長、先ほどの答弁にやはり答えていないのは、本当に東伊豆町はこういう何千万の施設

整備等について、町長が聞いたことについては、割とそういう点で早くいくんですかという

ふうに思ってしまうわけですよ。この施設整備についても、財政の問題もあるでしょう。総
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合計画やいろんな計画との整合性も含めて、しっかりとした集団的な検討をして政策決定を

していかないといけないような状況なのに、極めてスピーディだけにとらわれている面があ

りはしませんかというやはり疑問があります。 

  次に、ちょっと視点を変えて今度質問させていただきますけれども、この間、そこの現場

を見に行って来た中で、写真はちょっとお渡ししたものには掲載するほうを忘れました。ツ

リーハウス自体も腐食が始まっていて、私が確認したのでは３カ所もう既にぐらついている

と。１カ所は完全に手すりが外れているので、子供などは完全に手すりの間から落ちるので

はないかなという状況でした。 

  ここの問題は何かというと、やはりその管理の問題の中でも、腐食に対する対策がないの

ではないかなと。例えば、ここにあるふれあいの森の一番奥のところにあるトイレなんかは、

同じようなもので木でつくってありますけれども、防腐剤等をしみ込ませたような材木を何

か使っていたりするのか、そんなに見ても傷みはないですよ。確かに、ちょっと暗かったり

とかいろいろあるけれども。これはツリーハウスの部分でいうと、やはり虫が既に食ってい

るとかということもあります。 

  ですから、ああいうものに対して、人工的なものはいかがなものかというのはあると思う

んですけれども、やはり普通ログハウスや何かでも柿渋を塗ったり、一定の自然素材での腐

食対策というのをしないと、そういう人を寄せていきたいという施設の中心の施設が、実は

もう何年ももちませんよというような状況にあるのではないかなという事態と、昨日の町長

のお話を聞いていてすごく思ったんですけれども、このところが稲取高原という名前も近年

使っているんですけれども、いわゆるふれあいの森からクロスカントリー全体ですよね。そ

れで、いろいろ施設もできてきた。ちょっとこう見てみると、これに対する設置条例はない

ですよね。 

  クロスカントリーを借りるときは、我々借りるときは教育委員会へ行くんですけれども、

コースの場合はね。では、この広場の場合はどこなのかなというところもあるし、管理は今

年からいろんな意味の管理を集中して建設産業、これはばらばらにやって、片方、前はクロ

スカントリーのところは教育委員会の職員が出て草刈りをやっていたりして、ほかのところ

は別でしたから、そういうことでいうと一体化の管理というのは少しはよくなったと思うん

ですけれども、しかし、全体的に見ると、では、その施設を誰が最終的に管理する。 

  その管理というのも、やはり見て安全に利用できる状況かどうかというものと、草刈りや

何かという日常の管理もあるでしょう。でも、現状として見ると、非常に責任の所在がこの
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施設自体が曖昧なままではないのかなと。その上に、有料のコンサートが行われたり、これ

からフリーマーケットやなんかもやっていただくんだということになったときに、設置条例

がなくて管理規則とか何もない中で、また、窓口がどこかもわからないというような状況を

続けてやっていくのかどうか。 

  だから、新しいものをつくる前に、つくったものもちゃんと管理する、やはりそこの見直

しをしっかりしていただいて、その次の問題として、いろんな人に貸し出すならば、やはり

適切なものをやっていく必要があるのかなと。どういうわけだか、これは空白地帯ですよね。

お金を町はかけているけれども、私はそういうふうに見ているんですが、それは全て一括で

設置するのか、いろんなことまだあると思いますよ。 

  あれだけ広いし、いろんな農林水産の整備でしてきた部分、観光商工の整備してきた部分、

また、昔のふるさと創生なんかでやってきたいろんな部分も入っているんですけれども、し

かし、実際として設置条例もなくて、管理規則も何もない中のものをこれからどんどん一般

の人に貸し出そうというのは、これはやはりおかしいのではないかなという部分の問題もご

ざいますが、これらについてはいかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、町長はすぐ要望を聞く、これはやはりケースバイケースとか、

やはり中長期的なことでやらなければならないもの、すぐに対応しなければならないもの、

やはりケースバイケースでいろいろあると思うんですよ。だから、私は全ての要望は聞いて

おりません。たまたま今回、トイレに関しましては、いずれ私は見た中で、将来トイレは設

置したいことは言っていたと考えております。 

  その中で、今回こういう状況の中で、子供たちが本当に多く来てくれた。その中で、野外

で用を足している。これが果たして幼児教育にいいのかどうか。やはり簡易トイレというの

を考える。しかしながら、簡易トイレというと、おむつを、ではどこでかえるとか、やはり

そういう状況も出ます。 

  当然、笠井議員が言っていたように、おむつをその中でかえられるようにしようとか、い

ろんな面の中で簡易トイレではなくて、やはりそういうことも広げた中でやらなければいけ

ないと私は考えておりますもので、やはり町民の要望が来たからすぐ聞くのではなくて、そ

れは吟味して、これは長期的にやること、これはすぐにやらなければならないこと、それは

スピーディを持っていろんな中で対応していかなければならないと考えておりますもので、

議員の方、町長は町民の要望が来たから全て聞く、そういう考えは絶対ないですから、その
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辺は皆さんがちょっと改めてもらいたいと思います。 

  そういう認識が議員の中には多いですよ。基本的には、町長は要するに町民から要望が来

ればすぐ対応する、そういう間違ったことはちょっと考えを改めてもらいたいと思います。

基本的には、中長期的に考えること、やはりすぐにやらなければならないこと、これはやは

り取捨選択、自分の中で考えた中でこれはやっていきたいと考えています。 

  今回のトイレに関しましては、自分自身はもうこれはすぐにやらなければ、一応幼児教育

とかいろんな面でこれは困る。さらに、簡易トイレでは、やはり子供たちの親たちが要する

におむつをかえる場所、そういうところもやってやらなければいけないという中で、今回は

トイレの整備をさせていただいたということでございます。 

  さらに、ツリーハウス、これは本当に山田議員が言ったようにすぐに、一応１年に１回小

林さんが点検してもらっております。その中で、製作者の小林さんにこの辺はちゃんと今言

ったように３カ所、自分が見たのは１カ所、一応３カ所、もうそういう腐食しているところ

があればこれはどんどん、それで年をとればとるほどそうなっていきますもので、これから

防腐剤を注入して、そういうことができるかどうか。 

  また、小林さんにいろいろ御指導願った中で、できるだけそういうことが起きないような

方向でこれから点検してもらった中で、今もう修理に出していると聞いていますけれども、

これはなるべく早目にやった中で、やはり子供たちに危険がないように、これはすぐに対応

していきたいと考えております。 

  さらに、全体の設置条例ですか、これは山田議員の言うようにちょっと検討させてもらっ

て、本当に申しわけないですけれども、その辺のことはちょっと検討しなかったもので、こ

の辺ちょっと検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、政治姿勢についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） すみません、政治姿勢について質問します。 

  特に、今日は東部総合病院への対応という問題で質問をさせていただきたいと思っており

ます。 

  まず、町長、現在、町民の方の伊豆東部総合病院の利用状況、これはレセプト等である程

度の状況は把握できると思うんですけれども、どういう状況になっているのかということ。 
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  ２つ目に、今度新しく新設されるという病院に対しての対応ですけれども、どういうふう

にいくのか。 

  ３点目に、消防署下のマンションのところの排水管にどうも病院の排水管が接続されてい

るようですけれども、この点については問題がないのか、３点お伺いしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 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、政治姿勢については３点からの質問となっており

ますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の伊豆東部総合病院利用者（国保レセプト）の状況はについてですが、伊豆

東部総合病院の国保レセプト件数は、平成27年４月から６月の平均で１カ月当たり280件と

なっており、レセプト全体に占める割合は4.9％となっております。 

  次に、２点目の新設される病院にどう対応されるのかについてですが、伊豆東部総合病院

につきましては、町民9,392名の存続要望に応え、地域医療の拠点を目指し、現在建設が進

んでいるところです。町としましても、診療科目の充実等をお願いしてまいりたいと思いま

す。 

  次に、３点目の消防署下のマンションの排水管に接続されているようだが、問題はないの

かについてですが、現在の町道赤坂１号線内の中央に設置されている排水側溝は、フレール

伊豆稲取マンションの新築時に周辺の雨水集水流域を想定し、新しく設置したものでありま

す。 

  今回の伊豆東部総合病院の排水の接続について、この既設側溝の集水区域に加え、病院敷

地内からの排水と隣接する町道赤坂２号線の雨水排水を取り込んだ総雨水総量が、この現存

側溝の各地点において十分のみ込めるかどうか断面の検討がなされており、接続に当たって

は何ら問題がないと認識しております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） まずは、３点目の土地利用上、排水のほうに問題はないということ

でしたので、それはそのように承っておきますが。 

  しかし、町長、まず、やはり利用者の実態としては非常に少ないですよね。これは国保だ

けですけれども、あくまでもレセプトでわかるのは国民健康保険ということですけれども、

大体高齢者も含めて国保のほうにいらっしゃるわけですから、国保の加入状況が半分だから
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といって社保を入れたら倍になるかというと、そうもならないわけでして、私は実は患者と

して行っておりますけれども、やはり非常にいっときからすると少ないということがござい

ます。 

  そこで、町長にお願いをしたいことのまず１点は、新しい病院は既にこういう形のものが、

これは病院に行かれれば張ってあるんです、病院に。東部総合さんに行けばこういうものが

ありまして、これは事務所でいただいてきたものですけれども、わかるんですけれども、や

はり一般の方はわからないんですよね。町民のみんなに回覧板を回したわけではないからね。 

  だけど、実際こういう形で新しい病院ができますよという部分のことが、やはりちゃんと

町民に伝わることも必要だなと思うのが１つと、一部、昔、３年前に全員協議会で康心会の

方が来られて説明された図面とこれを比べると、どうも少し違ってきているのかなという部

分がございます。 

  というのは、いわゆるクリニックと病院を分けた形で整備するというようなことが私ども

には説明をされましたけれども、この図面を見る限り、クリニックの部分がないですので、

やはりいわゆる外来と入院を１つの建物の中でやったりしていくという形になっているのか

なと。いわゆる３年間ぐらいの時間のやはり経過がありますから、いろんなものが変わった

部分もあると思います。 

  そういう面も含めまして、やはりちゃんと議会や町民の皆さんに、どういう病院ができる

のかというような、この説明というものの機会は設けられていくべきではないかなというこ

とを感じておりますのが１つ目。 

  ２つ目に、やはり病院の9,000名からの応援はあったと。残ってほしいと、頑張ってやっ

てほしいという声はあったと。でも、実際に利用は先ほどのような状況プラスアルファです

よという、非常に低空飛行の状況ですから、何らかのやはり形の支援は必要だと思うんで、

私は毎回質問してきたんですけれども、やはりこの地域では、周辺での病院の規模拡大もあ

って、人員の不足というものが非常に顕著なわけですから、こういうことに何らかの応援が

できるというのがやはり必要なんだと思うし、最終的には、病院を維持するためには、維持

できるだけの患者さんに来ていただくということが大事なんで、これは病院側の努力もある

でしょうけれども、そこのところを考えていく必要があるかなと。 

  そこで、町長に２つ御検討いただきたいなということがございます。 

  １つは、西伊豆町では、町内唯一の救急病院ということで、健育会の西伊豆病院に救急協

力金で250万円くらいのお金をお出ししていると。うちの町でも過去、そういうことをやっ
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ていた時代もありますよね。医師グループや何かにお金を出したりするということもありま

した。こういうことが可能かどうかということもあるでしょうけれども、看護師やなんか人

員の定着を含めて、いろんな取り組みが必要な中で、なるほど周辺がやっているという中で

は、検討する必要があるのかなというのが１つ。 

  もう一つの問題は、康心会さん、ふれあいグループの中での取り組みとしては、本部があ

る茅ヶ崎、藤沢、この湘南地域では特にこのふれあいグループの友の会を結成して、友の会

に入っていただくと、そういう取り組みをしているんです。結果として、この取り組みは何

があるかというと、例えば人間ドッグに対して10％とか15％の割引もありますよ、救急の対

応、サービスもありますよというようなサービスをして、お客さんにやはりより便宜を図り

ますよというような取り組みをしている。 

  これは、恐らく町がやるということは、いろんなほかの医療機関との問題があるので、で

きないかもしれませんけれども、書面を特に集められた区長会を初めとして、9,000名の

方々が本来いるわけですから、今の新しい病院の状況をやはり応援してほしいという限りに

おいては、今後頑張ってもらうためには、やはり何らかの形で協力をしていかないとこれは

ならないと。 

  町長が言うように、今後、診療科目を充実させようなんという話をしましても、あれだけ

の病院建設をして、１カ月で町民の利用が二百何十人、300人なんていう程度であれば、診

療科目を充実していただくなんて状況ではないわけですから、ここはやはり考えて、署名を

とられた区長会、メンバーもかわりましたけれども、区長会の皆さんとも御相談して、何ら

かのこういう応援の形というものもしていかないと、これは病院というものは建てて終わり

の施設ではないですよね。 

  そこにやはり医者が来て、また看護師、必要なコメディカルのスタッフがそろって初めて

できるけれども、これも患者さんが来なければどんどん疲弊してしまうわけですから、そう

いうことが生まれないようにしないといけない。 

  まして、町長は署名を持って病院まで行ったという点でいうと、道義的なやはり一定の責

任というものはあるわけで、政治責任は全然あるとは言いませんし、ですけれども、やはり

町民の気持ちを町長もお伝えしてきた、その町民の気持ちが一方で実現した中で、町民の皆

さんにもできることは、こういうことはできませんかというお願いは検討する私は立場にあ

るのではないかと。この点、どうお考えですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 
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○町長（太田長八君） まず、国保レセプト、やはり何らかで、確かにこの辺ですけれども、

全体支部ではなくて、伊豆東部総合病院の占める位置、これは大変大きなものだと私は感じ

ております。その辺は広域とか、後期とかちょっとその辺の数は現課から説明させます。 

  その中で、今２点提案していただきました。それで、救急協力費、これは当然、町として

もやれば、それは東部さん、これはあくまでも町がやっています。議会とのいろんな絡みが

ありますもので、そういう提案がされたならば、やはり議会のほうにもこういうことも町と

してもお願いしたけれども、いかがなものかということは、これは大変東部さんも喜ぶと思

いますもので、この辺また、いずれ全員協議会がありますもので、そのときにまた検討して

いただきたいと。 

  さらに、ふれあいグループ、この友の会、この内容がちょっとわからなくて、この内容を

把握した中で、また町が協力できるならば協力していきたい、そう考えていますので、よろ

しく。 

  次にこのパースですね、これ私、初めて見させていただきました。ということは、まずは

今ちょっと変わってきております。基本的には、ここには屋上にヘリポートあります。これ、

ちょっといろいろ検査室とかいろんな関係で、駐車場のほうにこのヘリポートを持ってくる。

あと、この道路、これも基本的には両方でこう、これが一方通行になるような感じだったも

ので、東部さんにやって、今新しいパースを制作中だと聞いておりますもので、また新しい

パースができましたら、また議会のほうにもやっていきたいと考えております。 

  その中で、そのときはやはり全協を開かせていただいて、多分、その工事の進行とその平

面図、機械のを渡しませんでしたかね。平面図は。 

（「３年前のはもらった」の声あり） 

○町長（太田長八君） 今年は渡していませんか。 

（「３年前の平面図はあります」の声あり） 

○町長（太田長八君） 平面図渡したと思ったけれどね。まあいいや、その辺は。何しろもう

１回パースができましたら、また全協を開いた中で、また皆さんと意見交換をしていって、

そう考えていますので、御理解願いたい。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 国保のレセプトの件数ですけれども、ただいま説明があ

りましたとおり、全体では5,768件、伊豆東部さんが４月から６月の３カ月平均で280件で
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4.9％ということになっておりますけれども、これにまだ町のほうで把握できる数字として、

後期高齢者の医療のレセプトのほうがございまして、こちらのほうが４月から６月で全体で

は3,202件、伊豆東部さんのは527件ということで、後期のほうは16.5％という数字になって

おります。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第３問、幼稚園保育料の見直しについてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） すみません、質問時間が短くなってしまいました。通告をしたとこ

ろはちゃんとやりたいと思います。 

  すみません、３問目なんですけれども、幼稚園保育料の見直しについて質問をします。 

  子ども・子育て支援制度では、利用者負担が高額に設定をされている基準が出されており

ます。これについて、町としてどのように対応されますか。その点、お願いします。 

○議長（村木 脩君） 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、幼稚園保険料の見直しについての子ども・子育て

支援制度では、利用者負担が高額に設定されているが、どう対応するのかについてですが、

この子ども・子育て支援新制度は、これまで別々に取り扱われてきた幼稚園や保育所など、

小学校就学前の子供に対する教育や保育を一体的な制度とし、地域の子育て支援を総合的に

推進することを目的としております。 

  また、それぞれの町民の税負担の状況やその納められた税の投入の観点から、公平性を確

保することも必要であるということから、公立幼稚園の保育料についても、市町村民税の課

税状況により階層を設け、この階層に応じた料金の設定を行うよう求められております。 

  しかし、当町におきましては、町立幼稚園と保育園が２施設といった状況で、町立幼稚園

と比較対象される私立幼稚園はございません。したがって、町立幼稚園への入園を選択され

た町民に対する幼稚園の保育料につきましては、現在の１人4,000円を基本に検討し、当町

の子育て支援の一助としたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 
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○１４番（山田直志君） 町長、ここにちょっと数字は張り出して、お手元に資料はございま

すけれども、どうもこれはあくまでも今度その制度を統合していく中で、保育園、幼稚園の

問題と公立、私立の問題があって、私立の幼稚園を含めた国の限度額ということですから、

そういう公立でやってきたいろんな経過を含めた中で検討していただくということの考え方

は適切かと思いますが、ただ、やはり昨日、笠井議員も言われていましたけれども、多少や

はり保育料の部分と延長保育の部分を考えてみると、かなり保育園に預けるよりも延長保育

の部分は7,000円とか8,000円とか、夏だと２万5,000円ぐらいになるのかな。その部分で考

えると、非常にやはり高額な部分になっているのも事実なので、そうしますと、やはり延長

保育の部分なんかももう少し検討する必要があるのではないかというのが実態として、実際、

保育園に入っている場合というのは、完全に共働き等々で保育に欠ける状況があるという中

での、逆に幼稚園の場合は、必ずしも母親が働いていなくても、また、一時的に忙しいとい

うような状況の場合でも、当然、幼稚園は入園できるわけなので、そういうやはり所得の状

況等を含めて考えてみると、現状で考えますと、大半の状況が幼稚園の特に延長部分はかな

り費用が高額の形の設定になっているのではないかという点はあろうかと思うので、この辺

また、現状の保育園とのやはり整合というのか、ともあわせて御検討いただくことが必要か

と思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今回この新制度ができた中で、基本的には現状のままでいきたいと考

えております。国からある程度の緩和の中で、これでいいですよと言われておりますけれど

も、いずれ国のほうからやりなさいと来た場合は、基本的にはこの中でやって、もし今の幼

稚園生が、こっちはそのままでやるつもりでいるんですよ。しかし、新しく入って来る子に

関しては、ある程度こういう国の状況がありますもので、将来的にはもしかしたら値上げす

ることもありますよとかは言うつもりでおります。 

  そして、今、山田議員が言ったように保育園との預かり保育、この差がないということは、

やはり保育園は保育園なりに本当に十分なことをやっていただいた中で、現在の保育料もこ

れだけ下がるということの中で、延長預かり保育はまたそんなに差がないとなりますね。こ

れはちょっといかがなものかと考えておる、ちょっとその辺はまた検討した中でやっていき

たい。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 
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○１４番（山田直志君） 全てにおいて、ずっと今の4,000円とかいろんな金額がいくという

ことではないというふうに私も思っております。ただ、ぜひ教育というから教育委員会なり

が所管する幼稚園の部分で考えると、ぜひ所得によって子供も値上がりしてくるというのは、

保育に欠けて、でも働いている人のお手伝いしているので、何がしのものをちょうだいとい

うその部分と、やはり子供はみんな同じだよねという形で始まっている幼稚園のところにお

いて、やはり所得による保育料の見直しというものは、本当はできるだけ私は避けていただ

きたいし、町長が言われたように、国のほうも制度的に乳幼児の医療費助成制度などでは、

西伊豆町なんかでは、やはり国のほうからの一定の何か指導や締めつけ的なこともあるんで

すよね。国のほうも決めてから、自由ですということを言いながらも、従わないと何かしら

国の権限でやってくるということもあるようなので、十分注意しながらやっていただく必要

があろうかと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には、この私立幼稚園がないですから、やはり所得のあれによ

ってとか、山田議員と同じ考えですから、基本的には父兄に負担をかけないような方向でや

っていきたいと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。 

○議長（村木 脩君） 次に、第４問、介護保険の見直しへの対応についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 介護保険の見直しへの対応について質問をいたします。 

  まず、最初に２点、現状伺いをしたいと思うんですが、１点目は、現在介護度３未満の施

設入所者というのはどういう状況か。これは、この４月から原則的には、新しい入所者につ

いていえば、介護の３未満の方が入れないという状況で、現状では経過措置の中にある方が

どのくらいいらっしゃるかということです。 

  ２点目は、要支援の１、２の認定者数とその方々に対する町の事業計画、また、その財源

規模と確保なんかについてどのように、これは特に今回の介護保険の改正で要支援の方々が

介護保険から町の事業のほうに移行するということで、現状どういう数の方がいらっしゃる

のか、今、町が考えていることはどういうことかということをお伺いします。 

○議長（村木 脩君） 第４問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 
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○町長（太田長八君） 山田議員の第４問、介護保険の見直しの対応については２点からの質

問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の現在介護度３未満の施設入所者はについてお答えいたします。 

  ７月末現在で、要介護度の３未満の特別養護老人ホーム入所者数は９人となっております。 

  次に、２点目の要支援１、２の認定者数と町の事業計画と準備は、また、財源の規模と確

保はについてですが、７月の末現在で、要支援１の認定者は63人、要支援２の認定者は68人

となっております。 

  平成29年４月からの新しい総合事業の実施に向け、職員を県主催の研修会などに参加させ、

他市町の取り組み状況等を確認しつつ、町といたしましては、サービスの現状を把握するた

め、介護の支援専門員への調査を実施したところであります。 

  また、財源の規模と確保ですが、地域支援事業は法律及び政令に規定される上限額の範囲

内で事業を実施することとされており、国県、町、保険料で負担することとなります。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） そうしますと、この９人の方の身を今後どうされるかというのは、

非常に心配なところで、あと若干時間があるので、不幸にもというか重くなって何とか施設

に残れる状況があればいいんですけれども、経過措置が切れれば、施設からは退所というこ

とになる方も出てこようかと思うんですが、そういう状況があるかどうか。この辺の方に対

する目配りというのか対応をどう考えているのかというのが１つ、お伺いしたいと思います。 

  要支援の１、２の方への対応については、人数はその63人、68人で、まだ全体から見ると

そんなには大きくはないような部分ですけれども、しかし、町長はこの国のほうが軽いから、

軽い人の問題については、身近な市町で対応しなさいよというのが今回介護保険制度の対応

だったんですけれども、でも、この軽い人が実は対応次第では重くなるということになるの

で、介護保険事業全般の中では、ここをしっかりやれるかやれないかというのは、今後、町

民の皆さんにとっても町の介護保険事業にとっても非常に大きな課題になってくるのではな

いのかなというふうに見ているんですけれども、専門員における調査ということを通じて出

てきている課題というものはどうなんでしょうか。 

  資料でもあれしたんですけれども、これは国のほうがいろいろ、これは愛知のほうなりの

調査の中で把握した一つの資料ですけれども、いろんなとにかく問題が出てくる。特に心配

なのは、うちの町の場合は人口構成上、高齢者のひとり世帯、また高齢者世帯が特に多いわ
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けですよね。そういうことを考えてみると、この要支援の１、２になられた段階の方に対し

て、どういう対応をするのかということは非常に重要で、先ほど言われたようになかなか苦

慮する部分があろうと思うんですけれども、これについて、今の状況で把握できている問題

についてはどのような状況でしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） ほとんど事務的なことなんで、担当から説明いたさせますけれども、

町といたしましては、やっぱり包括が３人しかいないものですので、これ今１人増強する方

向でもやっております。なかなかその人選、保健師会、看護師とかそういうところでやって

いる中で、なかなか人が来ないというのが現状でございます。一応、町の対応としては、ち

ょっと１人増やした中でやっていきたいと考えております。 

  あと、事務的なことは担当から説明させます。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま御質問の特別養護老人ホームの９名の方の扱い

なんですけれども、27年３月30日、法が改正された以前に施設に入所している要介護１、２

の方につきましては、変更後もそのまま入所できるという形になっております。そこは大丈

夫です。 

  それで、４月１日以降に入所した方が要介護１、２に下がってしまったという場合ですと、

一応退所した後に、居宅にて日常生活ができるか、できないかということの検討をした後に、

また個人の生活が困難でやむを得ない場合は入所が可能だというような扱いになっています

ので、今入っている方は大丈夫です。 

  それから、要支援１、２の調査のほうの関係ですけれども、一応介護利用者のケアマネさ

んのほうに調査をした中で、利用しているデイサービスの中での多いものが買い物や部屋の

掃除、ごみ捨てとかそういうような事業が多くなっておるかと思います。この中で、このよ

うな対応をしていくのに、国の方針の中ではＮＰＯやボランティアということも出てきてい

るんですが、なかなか当町の中でボランティア等というのもまた考えていかなければならな

いことなのではないかとは思うんですけれども、今の時点では各市町の状況もお聞きした中

で、今ある事業所をある程度活用した中で、プラスアルファ、あとは公助という自助、共助、

共助ですね、地域の方等にもお願いをしていくような形で事業を進めていくということを考

えていかなければならないのかなと、今の時点では検討をしております。 

  高齢者のひとり世帯のほうなんですけれども、これは住基上の人数になりますけれども、
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４月１日現在の数字ですと1,426、75歳以上が710人というような数字となっております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 施設入所の問題はわかりました。ただ、どうしても下がる場合とい

うのは、一生懸命施設がやってくれれば、やってくれた形の中で認定が下がる場合というの

は現状ゼロではないので、これもなかなか大変な問題だと思います。 

  ただ、要支援の１、２の問題は、ちょっとこれからやはり特に人口のボリュームのある団

塊の世代がこれから70を過ぎていくと、この要支援の１、２というところのボリュームは今

のような状況ではなくて、相当な状況になると思われます。また、そこで今の状況の、参事

が説明されたように、やはり高齢者世帯とか高齢者の単身世帯というのが非常に多いという

ことになると、国の調査でもあるように、簡単なこともできないというような実情があろう

かと思います。 

  これ、どう解決するかということになるんですけれども、やはり１つは、今町でやってい

るように、ケアマネからの状況、課題把握という部分と、一方で、今後の理由ということの

中で考えると、やはり実際この対象者からのニーズの把握というものも出てきて、実際この

地域にこういうニーズを持たれた方がいるんだけれども、こういうことに何とかやはり対応

をしたいんだけれどもということを率直にボランティアセンターなり、いろんな方々と相談

をしていく。これがもっと増えていくんですよねということを、やはり見据えていく必要が

あるのかなと。 

  過去、居山議員なんかも言われていましたけれども、一遍、こういう形のものでボランテ

ィアをしてくれた形のものも、何らかの形でやはりカウントもしていくというようなことも

含めて今後やっていかないと、公的にできる部分、また、公的職員でなければできないもの

と、やはりこのＮＰＯやボランティアでも時間的に余裕があって、体力的にも問題がなくて

できるよという方々についていえば、そこの活用を図らないといけない部分、と同時に、既

にボランティアでお願いしようというような考え方の中でいくと、やはり町が派遣するとい

うことになると、ボランティアとしての一定の教育も必要になりますよね。 

  公的な形なので、ボランティアといっても全くのお金に伴う民間ボランティアではないの

で、公的なボランティアという性格もあるので、一定のボランティアの教育ももう既に検討

しているよというようなところも県内にはあるようですから、やはりこの辺、具体的に状況
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を把握しながら、将来ここがボリュームが増えることは間違いないし、ここのところをしっ

かりやらないと対応できないということがあろうかと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、本当に山田議員からいろんな問題点も指摘していただきました。

当然、現課のほうではそういうことも検討した中で、よりよいそういう事業をやっていきた

いと考えておりますもので、また、いろいろアイデアがありましたら、また出していただい

た中で対応していきたい。何しろ、なるべく皆さん方がよいそういう生活が送れるような方

向で町は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。 

○議長（村木 脩君） 以上で、14番、山田議員の一般質問を終結します。 

  この際、11時15分まで休憩とします 

 

休憩 午前１１時０３分 

 

再開 午前１１時１２分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 栗 原 京 子 君 

○議長（村木 脩君） 次に、３番、栗原議員の第１問、インフルエンザワクチン助成につい

てを許します。 

  ３番、栗原議員 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 皆様、こんにちは。 

  私のほうからは、通告に従いまして２問質問させていただきます。御答弁は、１問１答で

お願いいたします。 

  １問目、インフルエンザワクチン助成について。 

  平成27年秋冬のインフルエンザワクチンの種類が３価から４価となり、料金も値上げする

ようだが、次の点を伺う。 
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  １、現在、町では65歳以上を対象に助成をしているが、値上げした分に対しての対応は。 

  ２、何かとお金がかかる受験生を持つ家庭の経済的負担軽減のため、中学３年生、高校３

年生の希望者にも助成を提案するが、いかがか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 栗原議員の第１問、インフルエンザワクチン助成については２点から

の質問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の現在町では65歳以上を対象に助成しているが、値上げした分に対しての対応はに

ついてですが、65歳以上の方のインフルエンザ予防接種につきましては、個人の負担を一律

2,500円とし、残りを町が負担することとしております。したがって、ワクチンの値上がり

に伴う個人負担の増についてはございません。 

  次に、２点目の何かとお金のかかる受験生を持つ家庭の経済的負担軽減のため、中学３年

生、高校３年生の希望者にも助成を提案するがいかがですかについてですが、希望者という

枠組みでは一律性がなく、助成は難しいのですが、将来を担う子供たちが安心し受験に臨む

ための予防接種の助成については、今後検討していきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。 

  インフルエンザの件なんですけれども、今まではＡ型が２種類、Ｂ型が１種類の３価だっ

たんです。今年から厚生労働省の発表でＢ型がもう１種類追加になって、それに伴ってイン

フルエンザワクチンのほうも値上げをするということでした。 

  ほかの静岡県以外の自治体なんですけれども、役場の対応もまだすぐにはできないだろう

から、その値上げ分の負担については患者さん本人でお願いしますという通知をしていると

ころが多いようでございます。大体、平均3,000円から3,500円になる見込みだそうです。 

  東伊豆町は、私、昨日、何件か電話で確認したところ、まだ料金のほうは決まっていない

ということで、これからのようですけれども、でも値上げにはなっていくだろうということ

でした。 

  町のほうとして、今65歳以上にお１人2,500円が個人負担になっている分の値上げの分を
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ということで、ちょっと心配になったんですけれども、それ以上は増えないということで、

町のほうで負担してくださるということで本当によかったなというふうに思います。 

  ２点目の高校３年生、中学３年生のインフルエンザワクチンの町の助成ということなんで

すけれども、一律でなくて難しいというお話なんですけれども、もともとインフルエンザワ

クチンは希望者だけしかやらないものですよね。この65歳以上もやはり希望者だけの接種に

なっていると思うので、この受験生に限らず、中学３年生、高校３年生、特に高校３年生の

親御さんは、本当に受験に向かって驚くほどのお金がかかってしまう時期なので、町のほう

で頑張れという思いを込めてインフルエンザの無料化、ぜひしていただけたらなというふう

に思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点目のインフルエンザ、本当にこれは、町は個人に2,500円

以上、それ以上かかるものは全て町が負担ということで御理解願いたいと。 

  次に、中学３年、高校３年生の助成、これは希望者というのは、一律にすれば誰でもでき

ますから、その中でも当然希望者が入ってきますので、一応、希望者にしても、町としては

中学３年生に全員に助成しますということをやったほうが自分自身はいいと考えております

もので、当然その中には希望者が入ってきますもので、それで希望者という枠組みではなく

て、全体の中学３年生は3,000円、高校生は3,000円、これでやっていきたいと考えで。 

  これちょっとどのぐらいまた金額がかかるとかいろいろ検討していきたいと思いますので、

これはちょっと前向きに検討していきたい、そう考えます。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 今、前向きに検討してくださるという御答弁をいただきました。本当

に中学３年生、高校３年生全員にインフルエンザワクチンが受けられるように、ぜひぜひ前

向きによろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、子育て支援についてを許します。 

  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 子育て支援についてをお伺いいたします。 

  平成27年３月に制定された東伊豆町子ども・子育て支援事業計画について、次の点を伺い

ます。 
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  １番、我が町の子育て支援サービスの現状と課題は。 

  ２番、妊娠中の女性や乳幼児のいる家庭を対象に、赤ちゃんの成長に合わせたアドバイス

や情報をメールで届けるサービスを提案するが、どうか。 

  以上、御答弁お願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 栗原議員の第２問、子育て支援については２点からの質問となってお

りますので、順次お答えいたします。 

  １点目の我が町の子育て支援サービスの現状と課題はについてですが、当町の子育て支援

サービスの現状につきましては、保育園事業並びに地域型保育事業として、保育ママ及び放

課後児童クラブの実施に加え、稲取保育園では、子育て支援センターを実施しております。 

  また、健康づくり課においては、妊婦の健康診査及び乳児家庭全戸訪問事業を実施してお

ります。 

  さらに、今年度から地方創生事業交付金を活用し、東伊豆町出産祝金を拡充した東伊豆町

子宝祝金及び東伊豆町子育て用具購入費補助金並びに27年度のみではありますが、東伊豆町

の多子世帯生活支援金を創設し、子育て支援を実施しているところであります。 

  なお、課題につきましては、子育てに関する相談、助言が受けられる拠点を町内の身近な

ところに設置すること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点目の妊娠中の女性や乳幼児のいる家庭を対象に、赤ちゃんの成長に合わせたア

ドバイスや情報をメールで届けるサービスを提案するがどうかについてですが、現在、母子

保健事業において、保健師による健診等で妊娠中の体調管理についてや乳幼児の健診を行い、

育児についてのいろいろなアドバイスを行っております。また、家族手帳の交付により、情

報の提供も行っております。顔の見える関係は健康状態をチェックする上では必要不可欠で

すが、きめの細かいコミュニケーション方法としてメール等を活用することにつきましては、

今後検討をしていきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。 

  子育て支援、我が町の課題が子育てに関する相談、助言が受けられる拠点を町内の身近な
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ところへ設置していきたいということで、本当に子育て支援センターのようなものがあると、

お母さんたちも気軽に相談できる、そういうやはりよその地域からお嫁に来て、初めての妊

娠、出産でとても心細いときに、やはりそういう方たちを孤立させてはいけないなというふ

うに思いますので、子育て支援センターのようなものを設置していただけたらと思います。 

  また、そのメールの配信なんですけれども、今やはりお母さんたち、子供さんが小さかっ

たりすると、本当に赤ちゃんのうちというのはなかなか外出するのも荷物が多かったり、子

供さんのお昼寝のリズムなんかもあって、気軽に外出できない状態、そういうときに、いろ

んな情報だったりワクチンとかの案内だったり、そういうものが届くというのはとても心強

いと思うんです。 

  ワクチンの予防注射の日程とか、ああいうお知らせは、各個人に町から届いているような

んですけれども、そういう情報とは別に、例えば茨城県のある町でやっている取り組みは、

予定日とか子供さんの誕生日を入力して登録すると、その妊娠何週とか生後何カ月とかに合

わせた内容のものが定期的に届くメール配信をやっているんです。 

  例えば妊娠中だと、今何週で、おなかの赤ちゃんはこういう状態で、お母さんはこういう

ことに気をつけましょうねというような内容のメールが届くようになっているようです。本

当にそういう細やかな、１人ではない、いつも町が見守っていてくれているんだなという感

覚をお母さんが持てるように、細やかに対応していただけたらなというふうに思います。 

  子育て支援の中で家族手帳と先ほど町長がおっしゃっていましたけれども、私もホームペ

ージでファミリープラスという家族手帳を見ました。現物、昨日、初めて見させていただい

たんですけれども、本当にすばらしいファイルであれ増やせるようになっているんでしょう

かね。本当にすばらしい、もらった方はとってもうれしいだろうなというものができていま

した。 

  町として、本当に子育てを応援して、この町で子供を出産できてよかったな、子育てでき

てよかったなというまちづくりができたらなというふうに思いますので、配信メールのほう、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点目、これは場所が本当に以前、やはり子育て支援のサーク

ルに行ったときに、やはりそういう場所が欲しいと稲取地区で一応検討した中で、やはり買

い物も近くの場所に欲しいと、一応ヤオハンのところに設定したんですけれども、いろんな

面でちょっと挫折した経緯があります。 
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  やはり若いお母さん、今言ったように親身になって話ができる場所にほしいという中で、

１回やった中で、その場所的な挫折をしたもので、やはり買い物の近くに欲しいとかそうい

う条件を出されますと、結構限定されます。できればそういうところがいいんですが、やは

り基本的にはそういう話し合う場所、これは町としても絶対必要と考えておりますもので、

今後さらにこれは話は煮詰めていきたい、検討していきたいと考え、いい場所があれば、す

ぐにこのものもやっていって、若いお母さんたちのそういう悩みとかそういうものを解消し

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。 

  次に、２点目のメール配信、今、茨城県のを聞きました。町は本当にさっき言ったファミ

リープラス、これ出しております。これは女性職員のアイデアの中でやったんですけれども、

本当にこれは大変いいものができております。 

  また、これは母子手帳と一緒に交付する中で、今、それで目次を見ましたら、そういうこ

とがありませんもので、やはり妊婦さんは一応何週ということで気をつけた方がいいよと、

これは確かに必要と考えておりますので、これはちょっと検討させてください。それができ

れば、それなりに対応していきたいと思いますもので、大変これは茨城の取り組みはいいも

のだなと思いますもので、これはちょっと検討させていただきます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） ぜひ前向きに検討よろしくお願いいたします。 

  あわせて、できましたらフェイスブック等も開設をして、お母さんとのやりとりができる

ようになるともっといいのかなというふうに思います。一方的というか、メールが来るだけ

よりも、ちょっとした悩みだったり、ちょっと疑問に思ったことだったりをお母さんのほう

からも来て、やりとりができる形にすると、なおお母さんも安心できるのかなというふうに

思いますので、ぜひ子育て支援、本当に予算もないかもしれませんけれども、ない中でどれ

だけの愛情を持って前向きに取り組んでいけるのかなという、本当に町として子育て応援し

ますよというものを前面に出していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） すみません、自分も本当にそのフェイスブック、聞いたことはあるも

のの、やったことはないもので、確かにこの相互のやりとり、これは大変重要だと考えてお

りますので、これを含めた中でもちょっと検討させていただきたいと思います。 
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  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、３番、栗原議員の一般質問を終結します。 

  この際、午後１時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時２７分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程第２ 発議第３号 東伊豆町議会会議規則の一部を改正する規則について 

○議長（村木 脩君） 日程第２ 発議第３号 東伊豆町議会会議規則の一部を改正する規則

についてを議題とします。 

  議会運営委員長より提案理由の説明を求めます。 

  議会運営委員長。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） それでは、発議第３号について、朗読をもって説明にかえさせてい

ただきます。 

  発議第３号 東伊豆町議会会議規則の一部を改正する規則について。 

  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出しま

す。 

  平成27年９月８日提出。 

  東伊豆町議会議長、村木 脩様。 

  提出者、東伊豆町議会議員、定居利子。 

  賛成者、東伊豆町議会議員、西塚孝男。 

  提案理由として、社会情勢などを勘案し、条例の整備を図るためでございます。 

  ２枚おめくりいただいて、新旧対照表を御覧ください。 

  改正箇所ですが、第２条の欠席の届け出のところで、出産の場合の欠席の届け出について
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新たに規定するもので、「議員が出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじ

め議長に欠席届を提出することができる」の一項を加えるものであります。 

  次に、第39条で、「きき」を漢字の「聞き」に改めるものであります。 

  次に、第103条の携帯品のところですが、議会の傍聴席に持ち込みを禁止しているものに

関して、社会情勢などを勘案し、「つえ」を削除するものであります。 

  また、附則として、この規則は公布の日から施行するものであります。 

  以上、３点の改正となります。 

  よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより発議第３号 東伊豆町議会会議規則の一部を改正する規則についてを採決します。 

  本案は原案のとおり可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（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第３ 議案第４２号 東伊豆町個人番号の利用に関する条例の制定について 

◎日程第４ 議案第４３号 東伊豆町個人情報保護条例の全部改正について 

○議長（村木 脩君） 日程第３ 議案第42号 東伊豆町個人番号の利用に関する条例の制定

について、日程第４ 議案第43号 東伊豆町個人情報保護条例の全部改正についてを一括議

題とします。 

  町長より順次、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま一括上程されました、議案第42号 東伊豆町個人番号の利用



136 

 

に関する条例の制定について、議案第43号 東伊豆町個人情報保護条例の全部改正について、

提案理由を申し上げます。 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号

法が制定され、住民票を有する全ての個人に個人番号が指定、通知されることから、個人番

号の利用及び個人情報の保護に関し、条例の制定及び全部改正を図るものであります。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（村木 脩君） 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議案第42号及び議案

第43号について、順次、御説明させていただきます。 

  まず、議案第42号 東伊豆町個人番号の利用に関する条例の制定について、資料により御

説明させていただきます。 

  お手元の資料、１ページを御覧ください。 

  １点目の、行政における個人情報の取り扱いにつきまして、サービスを受ける住民１人１

人がどのような状況にあるかを行政が把握することで、多様化する住民ニーズにきめ細かく

対応していくことが可能となります。そのため、行政サービスを展開していく上で、住民の

個人情報を行政が把握し、適切に管理することは必要不可欠なことになります。 

  しかしながら、個人情報は住民の意図しないところでみだりに使用されるようなことがあ

ってはならないため、個人情報保護法制の中で以下のような原則を定めております。 

  まず、当該行政事務を行う上で、必要最小限の個人情報しか収集してはならないこと。 

  また、当該事務において、収集した情報は、法令に定めがある場合、本人の同意がある場

合、住民の生命にかかわるような場合などを除いて、当該事務以外で使用してはならないこ

とになっております。 

  ２点目の、現状の課題についてでございますが、原則として他の業務で収集した情報を利

用することができないため、複数の行政機関間はもちろんのこと、同じ役場内部においても

異なる課局間での個人情報のやりとりに制限がかかり、それぞれの事務において同じ内容の

情報を本人から取得しなければならない場合があります。 

  また、複数の行政機関間で保有している情報が、同一人のものであるということを特定す

ることに多くの労力がかかっていることに加え、誤りが発生しやすくなるという弊害も懸念

されております。 
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  これら、行政事務の非効率化により、住民の利便性が阻害されるとともに、公平・公正な

行政サービス提供が困難になるといった課題があります。 

  資料の２ページを御覧ください。 

  ３点目の、番号法の趣旨でございますが、個人情報保護法制の中で定めた原則を守りつつ、

かつ、現状の課題を解決するために、行政手続における特定の個人を認識するための番号の

利用等にかかる法律、いわゆる番号法が制定されました。主な趣旨は、以下のとおりであり

ます。 

  複数の機関で持つ情報を結びつけるため、個人番号を全ての住民が持つことになります。 

  個人番号を利用することができる主体と事務の種類が法律上で制限されています。 

  当該事務において他の機関と情報を連携できる情報の種類を法律上で限定されています。 

  目的は、住民の利便性向上、行政事務の効率化、公平・公正な社会の実現となります。 

  上記以外の利用がされないようにするための安全対策が厳密に規定されています。 

  ４点目の、条例制定の本町の方針についてでございますが、個人番号は、全ての事務にお

いて利用できるものではなく、番号法に利用範囲が規定されています。また、番号法第９条

第２項では、地方公共団体が条例で定める事務については、個人番号を利用できる旨が定め

られており、番号法に規定のない個人番号の利用については、条例で定める必要があります。 

  条例で定めるべき個人番号の利用には、町独自の事務で利用する独自利用事務に加え、同

一機関内の複数の個人番号利用事務間で特定個人情報、個人番号をその内容に含む個人情報

のことでございますが、その授受を行う場合があります。 

  番号法の理念は、制度の活用により住民の利便性向上や行政の効率化を推進することとさ

れていますが、住民の視点においては、新しい制度に関して個人情報保護についての不安や

懸念・危惧も存在している点を考慮し、番号法への対応については、個人情報保護を重視し

ながら進める方針です。 

  したがって、当初は、番号法に規定された個人番号の利用事務のみを条例に規定し、その

他の独自利用事務については、個人情報の保護が確実に行われることを確認した上で順次実

施していくこととします。 

  ５点目の、庁内連携についてでございますが、番号法においては、他の行政機関との情報

連携が行われることにより、例えば新しく転入した先の自治体のサービスを受ける際に必要

な前住所での所得の情報などを情報連携にて取得することで、従来必要としていた所得証明

等の添付書類をなくし、住民の利便性の向上につなげていきます。 
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  資料の３ページを御覧ください。 

  この情報連携は、番号法の規定に基づき、国が設置する「情報提供ネットワーク」を経由

しないと行うことができません。情報提供ネットワークを経由する情報連携は全て記録され、

いつ自分の情報がどの機関からどの機関に対して連携したかを住民自らが確認できる「マイ

ナポータル」と呼ばれる仕組みもあわせて構築されます。なお、地方公共団体においてこの

情報連携が開始されるのは、平成29年７月からの予定でございます。 

  情報連携のイメージについての図がこの内容となります。 

  番号法では、この情報連携による特定個人情報の利用は、庁内の同一機関内であっても複

数の事務をまたがって行うことは想定されておらず、あくまで番号法で規定された事務にお

いて利用することのみが認められております。 

  番号法に基づく情報連携のイメージについての図がこの内容となります。 

  このため、庁内でＡ事務を処理するために必要となるＢ事務の特定個人情報を利用するた

めには、番号法第９条第２項の規定に基づき、地方公共団体の条例に規定することが必要と

なります。 

  資料の４ページを御覧ください。 

  条例に規定することで可能になる庁内連携のイメージについての図がこの内容となります。 

  番号法別表第２には、他の機関へ特定個人情報を提供できる場合が定められており、同表

の規定の内容を本条例において包括的に定めることにより、同表に規定されている特定個人

情報であって本町の同一機関が保有するものについて、同表に規定されている事務を処理す

るために必要な限度で利用することを可能といたします。 

  具体的には、国民健康保険に関する事務を処理するに当たり、地方税に関する事務におい

て保有・管理する特定個人情報を利用する場合などがあります。 

  番号法別表第２、抜粋を御覧ください。 

  第１欄の情報照会者が第２欄の事務を処理するために、第３欄の情報提供者に第４欄の特

定個人情報を照会する旨を規定した表となります。 

  本条例を制定することで、同表に規定された事務について庁内連携することが可能となり

ます。 

  施行期日でございますが、番号法の個人番号の利用に関する規定が施行される平成28年１

月１日から施行します。 

  続きまして、議案第43号 東伊豆町個人情報保護条例の全部改正について、資料により御
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説明させていただきます。 

  お手元の資料、１ページを御覧ください。 

  平成17年に「個人情報保護法」及び「行政機関個人情報保護法」が制定され、個人情報保

護制度の充実・強化が図られてきたところですが、平成25年には「行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆる「番号法」が制定され、さら

なる個人情報保護対策が求められているところでございます。 

  番号法では、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基

盤として、住民票を有する全ての個人に個人番号が指定・通知されることとなりました。個

人番号をその内容に含む個人情報、すなわち「特定個人情報」についても、東伊豆町個人情

報保護条例上の個人情報に該当しますが、個人番号はそれ以外の個人情報と比べ強力な個人

識別機能を有することから、従来の個人情報よりもさらに厳格な保護措置を講じることとさ

れております。 

  このようなことから、用語の定義を初めとする規定についても、行政機関個人情報保護法

及び番号法に準拠する必要があるため、個人情報保護条例を全部改正することといたしまし

た。 

  図１を御覧ください。 

  こちらは法律等と条例の関係を示した図でございます。 

  本町の個人情報保護条例は、基本法である個人情報保護法に準拠していましたが、民間部

門における個人情報保護法制の定着に伴い、番号法の施行を前に、現行の個人情報保護条例

を公的部門に当たる行政機関個人情報保護法に準拠する条例に改正するものでございます。 

  次に、資料の２ページを御覧ください。 

  今回の改正内容は、番号法への対応、行政機関個人情報保護法との調整、個人情報保護法

との調整の、３点でございます。 

  まず１点目の、番号法への対応でございますが、番号法では個人情報保護法、行政機関個

人情報保護法及び独立行政法人等個人情報保護法、個人情報保護３法ですね、並びに番号法

の規定により、町が講ずることとされている措置の趣旨を踏まえ、町が保有する特定個人情

報保護の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を実施するために必要な措置を講ず

るため、個人情報保護条例の改正を行い、特定個人情報の取り扱い等について定めることと

いたします。 

  主な内容といたしまして、番号法には、情報提供等記録を除く特定個人情報及び情報提供
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等記録について、行政機関個人情報保護法等の読みかえ規定が定められていることから、こ

れに整合するための改正を行います。 

  なお、情報提供等記録とは、国や地方公共団体などの各機関間で情報の照会や提供を行う

情報提供ネットワークシステムを使用して、どのような特定個人情報がどの機関間でやりと

りされたかに係る記録をいいます。 

  次に、２点目の、行政機関個人情報保護法との調整についてですが、番号法の制定に伴い、

国や他の地方公共団体と個人情報のやりとりをすることから、個人情報の取り扱いを標準化

するため、現行の個人情報保護条例を改正することとします。 

  次に、３点目の、個人情報保護法との調整についてですが、個人情報保護法との調整によ

る条例の整備に加え、民間部門における個人情報保護法制の定着に伴い、現行の個人情報保

護条例を改正するものでございます。 

  施行期日につきましては、番号法が施行される平成27年10月５日とします。ただし、情報

提供等記録に関する部分の規定は、番号法附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日としま

す。 

  なお、具体的な改正内容につきましては、別紙としまして、資料の３ページ及び４ページ

にお示ししてございます。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより議案第42号及び議案第43号の一括質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 町がこの個人番号制の問題に対応していくということで考えると、

２つの条例を制定する、また見直しをするということについては、最低限必要だということ

にはなるというふうには認識はしています。 

  ただ、この番号制自体の問題点があるわけですよね。結局、現状ではまだ使う使わないが

強制されない。ただ、今後、金融機関への届け出も必要になってきますよとか、今回は年金

の問題が外されていますけれども、今後はそこがまた外される可能性がある。 

  昨日のニュースでいけば、今後の消費増税との関係では、買い物履歴や何かも含めて全部

やる。それで、これが企業側からすると、いわゆるビッグデータとして残って、名前や何か

は別にして、しかし、名前やその生年月日等々が特定できないということで、全て情報が企
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業側にも提供できるというようなことになっているわけでして。 

  町として、これは万が一の間違いを起こさないという面は、まことにこれはこれで最低限

やらなければならないということなんですが、やはり基本的な問題でいうと、やはり国のこ

の取り組みについて大いに疑念があって、個人の生活を含めた預貯金から買い物から何から

全てがそのデータ管理として国に集められるという、いわば監視されて、そのデータは一定

の加工をすれば本人の同意なく全部活用できるという部分がありまして、これは国の側の問

題点なのではないかなと思うんです。 

  これはまた今後、我々議会でもよく検討もして、必要な場合はやはり意見を上げるという

ことも含めてあるんだと思うんですけれども。 

  町の問題としては、町長、町長自身は、これは今後番号が交付されますけれども、手続上

段取りはとってありますけれども、これは積極的に推進されるというお考えなんですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本というか、もうこれは国の施策でございまして、基本的には自分

たちがやりたくないことも、個人番号がもう直接国から来ましてね。これはもう10月の末に

来て、これはもう書留で各家庭に配られます。その中で、今度はこの個人認定の番号ね、こ

れは基本的には自分はもうある程度強制的だと思っていたら、これはあくまでも任意で自由

にやっていいということなんです。もう曖昧なんですよ。基本的には私はこの個人情報は見

切り発車になると考えております。 

  と申しますのは、前回も言いましたように、県の市長会、町長会で、全体会議でこのマイ

ナンバー制のことの説明に来たときに、１つの例として、それで写真の添付のときは赤ちゃ

んのときに、５年以上のときはどうするんだということを質問したその回答は返ってきませ

ん。いろんな中で、そういう中でもう見切り発車した中で、大変これ、今後この前の区長も

混乱するんじゃないかと考えております。 

  さらに、昨日は消費税の還付もやるなんてことを聞いておりますもので、一層そういう中

では、また個人情報というものは結構もう相当な情報が流れるという中で、危惧するところ

でございます。 

  しかしながら、これは国の問題でございますから、一応やらざるを得ないかなとは考えて

いる。それが積極的にとなると、やはりこれはある程度、町の職員に対しましてはですけれ

どもね、一応この辺はやはり皆さん方にちょっと指示するためには、役場の職員はまず自ら

やってほしいということは言っております。 
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  しかし、一般の家庭に関しましては、これはもう本当、国のほうもこれはあくまでも自主

的なことだと言っておりますもので、その辺の各町民に対しましては、一応そういうことは

啓蒙いたしますけれども、そういう積極的という言い方、できるだけこういうことをやって

ほしいということは申しますけれども、でも、入ったほうがいいとかそういうことは、町は

一切言うつもりはございません。 

  何しろこれは見切り発車でございまして、また国はもっといい方向で検討していただきた

いと考えておりますもので、またその辺はまた……、議会は議会でその中でまた言っていた

だきまして、町は町のほうでまたいろんな疑念を投げかけていきたいと考えておりまして、

これがよりよい方向で行くようにしていきたい、そう考えておりますので、ご理解願いたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） いずれにしろ、町としては法律ができた以上対応しなければならな

い部分があって、またそれについて的確に管理していかなければならないという責任はある

ので、これは町長が言っているのは、まあ。 

  ただ現状で、今後の問題としますと、やはりこの活用がどこまで拡大されていくのか。こ

れはまあ、やはり確かに国の問題だし、本当に町民にとってもこれがプラスかマイナスか。

確かに行政的には多少説明されたように、プラスの面もあるのかなという一面があります一

方で、やはり全て町民の預貯金から給与からその全てのものが、また買い物まで含めて全て

管理されて、それでこれが企業にも提供できるという枠組みで考えたときには、非常にやは

り疑問も出てくるわけでしてね。 

  その点では、これは我々も、今後この仕組みがどうなっていくのかということについては

関心を持っていきたいと思いますし、また、今のこの状況で、特に国民が、年金問題なんか

の情報漏えいやいろんな問題を考えて、やはりこの国がやっているということに対しても管

理ということに対して、非常に不信感があるわけですから、今の状況でその点を積極的に推

進なんてことはぜひなさらないよう、取り組んでいただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 町といたしてもこの問題、本当にまだちゃんとしたことが説明できな

いという言い方はおかしいけれども、まあ、見切り発車でも、これは積極的に推進するつも

りはございません。 
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  基本的には、職員に関しましては一応こういう状況なもので、それはできるだけ入ってほ

しいということは言いますけれども、町民に対しましては、基本的には子供の顔……、そし

て町として老人とかそういう方に関しても、これが果たしてどれだけわかるか理解できるか、

そういうこともございますもので、町は積極的にそういうことでなく、あくまでも個人の意

思の中でこれに入るか入らないか、それは町民の方が決めていただければよかろうかと自分

は考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） そのほか質疑ございませんか。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） よろしいですか。 

  町長ね、僕は今、発言されたのを聞いていて、14番議員さんとは逆なんですよ。 

  制度の話はね、今は非常に私たちの中では理解しにくい言葉が多いんですけれども、この

マイナンバーがもし実行されてきたときに、これをうまく説明してあげないと、住民の方た

ちがどこまでこれを周知するかという、町の責任にはそこら辺が含まれてくるのではないの

かなという、僕は気持ちがするわけですよ。 

  ただ、今の答弁を聞いていますと、確かに通知は行きますと。それを本人の希望で、役場

に来て申請するかしないかは本人のことだけですよという形の中の言葉は、間違っているわ

けではないんですけれども、今、14番さん議員も言われたみたいに、もしかしたらこの消費

税が10％になったときにも、このマイナンバーが活用されて還付されるかされないかとかと、

いろんな話が出てくるわけですよね。 

  だから、今の町民の方たちには、申しわけないんだけれども私自体もこれを説明しようと

しても、本当に入り口のことぐらいしかわかっていないわけですよね。これを町民の方たち

がマイナンバーに対しての知識をもう少し植えつけてあげたいという、そういう僕は、説明

の場所ぐらいは町に求めてくださいということを言いたいぐらいの気持ちなんですけれども。 

  町長どうですか、そこら辺は。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的にはこれ、行政報告で言いました。御不明な点はどんどん役場

へ問い合わせてくださいということは行政報告で言っておりますもので、当然わからないこ

とは役場に問い合わせいただければ、その人に対しましては基本的には真摯に丁寧に、わか

る範囲でこれは教えていきます。 
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  ただ、積極的にその個人の番号カードね、言ったように、消費税が多分還付されます。１

世帯１人4,000円とかね、そんな中途半端な、上限が20万円とかそういうこともちょっとま

あ、ちょっと聞いた。詳しくはわかりませんけれども、一応新聞報道とかでそういうことを

言っております。やるなら、もう少しもっと還元したほうが自分はいいんじゃないかと考え

ておりますし、さらにそういう中でやはりそういう情報を国が関知する、また企業のほうで

全部を関知する。 

  これはやはり町がやるべきことではなく、やはりその番号カードをつくる人が基本的には

自分がそういうことをやりますよという中でやっていただくこと。これを積極的に町が、で

はその番号カードをつくりなさいということは、基本的には国のほうからの説明、あくまで

もこれは個人の住民が自主的にこのカード、身分証明書になるカードはつくるんですよとい

うことは言われておりますもので、基本的には町は、一応来た場合はちゃんと説明いたしま

すけれども、積極的にこれに加入してくださいとかね、これは役場の職員は言いますよ、こ

れは役場のあれとかありますから。ほかの町民に対しましては、あくまでも個人の意思を尊

重したい、そういう考えでございます。不明な点は、役場はわかる、住民が理解できるほど

そこは説明していきたい、そう考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 今、町長が申し上げましたのは、ナンバーカードの申請

については個人の自由で、申請する方、しない方ありますよということで。交付につきまし

ては、今回、国のほうからこういうパンフレットが500部なんですが来ておりますので、回

覧のほうでお回しするような形、それから「広報ひがしいず」の中に、この中から抜粋した

ものを９月号のほうで掲載してございます。 

  また、もう一つは、敬老会におきましても、こういうものが行くもので、簡単な本当に３

点、４点、捨てないでくださいとか、役場からこういうことで番号の御問い合わせをするこ

とは絶対にありませんとか、わからないことは今、町長が御説明したように、役場へどんど

んお問い合わせくださいと、そういうような内容のものは広報をしていく予定でございます

ので、御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 町長ね、私が言いたいのは、入ったほうがいいとか入らないほうが

いいとかそういうことではなくて、町民の方たちがこのことについてどれだけの理解をもっ
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て判断をするかという。 

  マイナンバーというものがどういうものなのかをわからない人たちが多過ぎるから、町は

そういうものをちゃんとわかるように、今、課長が言われたみたいに、国から来た資料も配

布しますと。よくそれを見て、わからなかったら役場に来ればよく説明しますよとかという、

そういうものを広げていかないと、入る入らないの判断を町民が下しにくいですから、よろ

しくお願いしたいですよということで、申し上げたつもりでいるんだけれどもね。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 要するに、町民に対する啓蒙を、今、総務課長が言ったように、町民

にはそういうことを啓蒙します、一応どういう内容かと。そういう中でまたいろんな、また

違った意味の啓蒙がありましたらまた教えてもらいたいし、やはりこれも区長会でもいろい

ろ問題になりました。それで、国のほうから来るのはもう一般町民と事業も一緒になってき

ているもので、それで事業は別にして一般町民だけのそういう説明ね、それにしたほうが一

般の町民はわかりやすいんではないかと。そのときは、やはり事業者は、これは事業は別に

した中で、一般町民だけのそういう説明の資料を敬老会とかいろんな面で配布しましょうか

という中で、そういう啓蒙は町はできるだけのことはしていきたいです。そう考えておりま

すもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） そのほか質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 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42号 東伊豆町個人番号の利用に関す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。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第42号 東伊豆町個人番号の利用に関する条例の制定についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 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43号 東伊豆町個人情報保護条例の全部改正についての討論に入ります。

討論ありませんか。 
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（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 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 東伊豆町個人情報保護条例の全部改正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（村木 脩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第５ 議案第４４号 東伊豆海のみえる農園の設置及び管理に関する条例の

制定について 

○議長（村木 脩君） 日程第５ 議案第44号 東伊豆海のみえる農園の設置及び管理に関す

る条例の制定についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第44号 東伊豆海のみえる農園の設置及

び管理に関する条例の制定につきまして、提案理由を申し上げます。 

  稲取地区に整備しております市民農園の新規開設に伴い、条例の制定をするものでありま

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（村木 脩君） 建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） それでは、ただいま提案されました議案第44号 東伊豆海

のみえる農園の設置及び管理に関する条例の制定について、説明させていただきます。 

  今回の条例の制定につきましては、稲取地区に静岡県と共同で整備しております市民農園

につきまして、28年度の開園予定に伴い条例を整備するものです。 

  なお、施設の名称につきましては、行政報告の中にもございましたが、62点の一般公募に

より寄せられました応募作品の中から、東伊豆町市民農園運営協議会の14名の委員の方々の

投票により決定されたものです。 
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  それでは、お手元の条例を御覧ください。 

  朗読をさせていただきます。 

  東伊豆町条例第 号、平成 年 月 日。 

  東伊豆海のみえる農園の設置及び管理に関する条例。 

  （設置） 

  第１条 地域農業と観光農業の振興及び町民と都市住民との交流を図るため、東伊豆海の

みえる農園（以下「農園」という。）を設置する。 

  （名称及び位置） 

  第２条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。 

  名称 東伊豆海のみえる農園。 

  位置 東伊豆町稲取3031番地の４。 

  （施設） 

  第３条 農園には、次の施設を置く。 

  第１号 滞在型農園。 

  第２号 日帰り型農園。 

  第３号 管理棟。 

  第４号 その他付随する施設。 

  （事業） 

  第４条 農園は、次に掲げる事業を行う。 

  第１号 農園の使用を希望する者の公募に関すること。 

  第２号 農園における行事や催し等に関すること。 

  第３号 農園の施設及び設備の維持管理に関すること。 

  第４号 前３号に掲げるもののほか、町長が別に定めること。 

  （使用の許可） 

  第５条 第３条に規定する施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければなら

ない。 

  ２項 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。 

  第１号 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。 

  第２号 施設を汚損し、又は破損するおそれのあるとき。 

  第３号 管理上支障があるとき。 



148 

 

  第４号 その他、町長が使用することが適当でないと認めるとき。 

  （使用の制限） 

  第６条 町長は、農園の使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）が次の各号のい

ずれかに該当するときは、使用許可の取り消し、又は一時停止をすることができる。 

  第１号 前条第２項の各号に該当したとき。 

  第２号 虚偽又はその他不正な行為により許可を受けたとき。 

  第３号 施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。 

  第４号 その他、町長が必要と認めたとき。 

  （使用料） 

  第７条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。 

  （使用料の減免等） 

  第８条 町長は、使用料の減免に関して必要と認めた場合は、規則に定めた額を減額又は

免除することができる。 

  （使用料の還付） 

  第９条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、特別な事由がある場合は、規則に

定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。 

  （使用権の譲渡等の禁止） 

  第10条 使用者は、施設等を目的以外に使用し、又は使用する権利を第三者に譲渡し、若

しくは転貸してはならない。 

  （損害賠償） 

  第11条 故意又は過失により施設又は備品等を滅失し、又は毀損した者は、それによって

生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、

この限りでない。 

  （使用者負担額） 

  第12条 第４条第２号及び第３号に定める事業にかかる使用者負担額は、町長が別に定め

る。 

  （委任） 

  第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。 

  附則 この条例は、公布の日から施行する。 

  １枚おめくりいただいて、別表を御覧ください。 
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  別表（第７条関係）使用料の関係でございます。 

  滞在型農園及び日帰り型農園の使用料。 

  施設の名称 滞在型農園、１区画、年額60万円、使用期間が４月１日から翌年３月31日ま

で。入会金につきましては１万円、ただし、これの入会金につきましては５年間有効となり

ます。 

  日帰り型農園につきましては２種類ございまして、40平方メートルの区画の場合、年額２

万2,000円、期間は４月１日から３月31日まで。50平方メートルのものが年額２万4,000円、

同じく４月１日から翌年３月31日まで。両区画とも、入会金に関しては1,000円、５年間有

効でございます。 

  管理棟の使用料といたしまして、管理棟の中に50平方メートル程度の休憩室がございます

が、こちらを占用する場合の使用料金です。９時から12時が1,000円、13時から17時が1,000

円、９時から17時が2,000円、ただし冷暖房を使用するときは使用料の30％を加算すると。 

  以上でございます。 

  簡単ではございましたが、説明といたします。なお、使用料等につきましては、東伊豆町

市民農園運営協議会の中で３回にわたる審議をいただき、その中で決定された金額です。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） この市民農園の件なんですが、もしこれをオープンするとして管理、

これはどんなふうなことを考えているのか。委託管理なのか、誰が管理するのかということ

を承っておきます。 

○議長（村木 脩君） 建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） 管理の件につきましては、直営、町の持ち物で、町が管理

するということで、農業者の中から管理人を選任させていただいて、お願いするような考え

でございます。 

○議長（村木 脩君） 10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） それに関連しまして、直営でやると、町がやるというような形を考

えておるようですけれども、その場合に大雑把にどのくらいの予算規模でやって、どういう

精算といいますか、プラスマイナスを考えているかと。大ざっぱにそういったものがありま

したら知らせていただきたい。 
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○議長（村木 脩君） 建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） 運営につきましては、この料金の決定を運営協議会の中で

していただく中の参考資料としまして、今、町が考えています年間の維持管理費、人件費も

含めた中で約580万円という金額を想定させていただきました。この中で、使用料のほうも

懸案していただいて決めた内容でございます。 

○議長（村木 脩君） そのほか。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） ６条関係の中と７条に関して、ちょっと確認をしていきたいんです

けれども。 

  先に６条の中の、虚偽又は不正な行為による許可を受けたときには、使用を禁止しますよ

という形があるんですけれども、この別表のほうの７条の関係でいきますと、ここに入会金

が５年間有効と書いてございますよね。この５年間の中に、ここを使用する人が何らかの理

由で正当な理由で使用しなかったときには、この権利は第３者に譲渡する、そういうことが

できるのかできないのかという形を聞いてみたいなと思いますし、それから使用料に関しま

しては、この使用料は前納なのかどうなのかを確認したいなと思っておりますけれども。 

  よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） ただいまの入会金の関係でございますが、ここで５年間有

効というのは、市民農園整備促進法に基づきまして、１人の方が最長借りられる期間が５年

間でございます。１年契約として契約させていただきますが、それを更新の希望のある方に

ついては、その最初に納めていただいた入会金は５年間有効になるということなので、第三

者に譲渡ということはあり得ないというふうに考えてございます。 

  それから、料金のお支払い方法なんですが、日帰りの区画につきましては、一括で払って

いただくようになると思いますが、滞在型につきましては、ちょっと金額の額が大きいもの

ですから、規則の中で分けて払えるような形で定めたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） そのほか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 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。 



151 

 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第44号 東伊豆海のみえる農園の設置及び管理に関する条例の制定について

を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 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４５号 東伊豆町長期継続契約を締結することができる契約を

定める条例の制定について 

○議長（村木 脩君） 日程第６ 議案第45号 東伊豆町長期継続契約を締結することができ

る契約を定める条例の制定についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第45号 東伊豆町長期継続契約を締結す

ることができる契約を定める条例の制定について、提案理由を申し上げます。 

  地方自治法第234条の３及び地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき、長期継続契約

について条例で定めることにより、債務負担行為を設定しなくても複数年契約を締結するこ

とができる契約に関し、議会の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、建設産業課技監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（村木 脩君） 建設産業課技監。 

○建設産業課技監（高村由喜彦君） それでは、ただいま提案されました議案第45号 東伊豆

町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定について、資料をもって説

明させていただきます。 

  ３ページ目をお開きください。 

  それでは、この条例の概要について説明させていただきます。 
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  地方自治法では会計年度独立の原則があり、複数年にわたる契約、翌年度以降にわたって

支出の原因となる契約は、することができないことになっております。ただし、継続費に係

るもの、繰越明許費に係るもの、債務負担行為に係るもの、今回の提案議案である法第234

条の３に規定する長期継続契約に係るものの契約を条例で定めたものについては、例外を認

めております。 

  そこで、長期継続契約を締結する契約を条例で定めることにより、債務負担行為として議

会の議決の手続をとらなくても契約をすることができる、これがこの条例の趣旨でございま

す。 

  それには、どのような契約におきましても長期継続契約の適用を受けられるものではなく、

対象となる契約には２種類のものに限られます。 

  １つには、条例第２条第１号によるもの、物品を借り入れる契約で、複数年にわたり契約

を締結することが商習慣上一般的であるもの。これは、予算書における債務負担行為に係る

調書の中での事務の機器リース料などに該当いたします。 

  ２つ目に、条例第２条第２号に係るもの、経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、

年度初日から役務の提供を受けるもの。これは、各課における施設の管理委託や情報処理に

係る委託などが該当いたします。役場では年度当初から役務の提供を受けなければならない

業務が多数あり、予算の執行には前年度から執行準備をしておかなければならず、この第２

号に該当するものは、契約は年度をまたいでも事務処理を行うことが可能になり、事務処理

の円滑化が図れます。 

  条例制定の効果として、年度当初からの事務執行がスムーズに行うことができることや、

契約によっては複数年にわたって契約をすることにより、有利な契約を結ぶことが上げられ

ます。 

  それでは、よろしく御審議をお願いします。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 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。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 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45号 東伊豆町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の

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（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第７ 議案第４６号 東伊豆町手数料徴収条例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（村木 脩君） 日程第７ 議案第46号 東伊豆町手数料徴収条例の一部を改正する条

例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第46号 東伊豆町手数料徴収条例の一部

を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、

カード再発行に関する手数料の種類及び金額等の項目を追加するなど、条文の整備を図るも

のであります。 

  詳細につきましては、住民福祉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（村木 脩君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（遠藤一司君） それでは、ただいま提案されました議案第46号 東伊豆町手

数料徴収条例の一部を改正する条例について、新旧対照表をもって御説明させていただきま

す。 

  恐れ入ります、３枚目にございます新旧対照表を御覧ください。 

  改正条例の附則にありますように、平成27年10月５日から施行される第１条関係の内容で

ございます。 

  個人番号の通知カードが10月から順次発送されますが、第２条（種類及び金額）に、その
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再交付手数料500円を追加するものであります。また、第８条の免除規定にも通知カードを

追加いたします。 

  恐れ入ります、もう１枚おめくりください。 

  次に、平成28年１月１日から施行される第２条関係の内容でございます。 

  １月から個人番号カードが申請により無料交付されることになり、従来の住民基本台帳カ

ードは廃止されることになるため、その項目を削除し、個人番号カードの再交付手数料を

800円と定めるものであります。 

  もう１枚おめくりください。 

  第８条の免除規定から、住民基本台帳カードを削除し、個人番号カードを追加いたします。 

  以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 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。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 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 東伊豆町手数料徴収条例の一部を改正する条例についてを採決しま

す。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 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４７号 東伊豆町職員の再任用に関する条例の一部を改正する

条例について 

○議長（村木 脩君） 日程第８ 議案第47号 東伊豆町職員の再任用に関する条例の一部を

改正する条例についてを議題とします。 

  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） 議案第47号 東伊豆町職員の再任用に関する条例の一部を改正する条

例について、提案理由を申し上げます。 

  今回の改正は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法の一部を改正する

法律の施行に伴い、所要の改正を行うものであります。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（村木 脩君） 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議案第47号 東伊豆

町職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例につきまして、概要を説明させていただ

きます。 

  今回の変更は、被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する

法律の施行により、地方公務員等共済組合法に規定する年金に関する規定が厚生年金保険法

に一元化されたことから、必要な規定の整備を行うため、東伊豆町職員の再任用に関する条

例の一部を改正しようとするものでございます。 

  資料の朗読により説明させていただきます。また、あわせて新旧対照表も御覧ください。 

  東伊豆町条例第 号、平成 年 月 日。 

  東伊豆町職員の再任用に関する条例（平成13年東伊豆町条例第４号）の一部を次のように

改正する。 

  附則第２項中「地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）附則第18条の２第１項

第１号」を「厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）附則第７条の３第１項第４号」に改

める。 

  附則 この条例は、平成27年10月１日から施行する。 

  以上、簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 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。 
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（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 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 東伊豆町職員の再任用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（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第９ 議案第４８号 東伊豆町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に

関する条例の一部を改正する条例について 

○議長（村木 脩君） 日程第９ 議案第48号 東伊豆町公の施設に係る指定管理者の指定の

手続等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  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48号 東伊豆町公の施設に係る指定管

理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  公募によらない選定等により指定管理者の候補者を選定する場合の手続について、条文の

整備を図るものであります。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（村木 脩君） 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議案第48号 東伊豆

町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例について、

ご説明いたします。 

  これまで公募によらない選定等により指定管理者の候補者を選定する場合、東伊豆町公の

施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第５条各号の基準に照らし、総合的に判

断しておりましたが、本町における指定管理者制度の実績を見ますと、同制度を取り入れて
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おります施設は地域に密着した利用がされている施設が多いこと、指定管理者は地縁団体な

どが比較的多いことなどから、公募によらない選定等の申請手続につきましても新たに条文

に規定する必要があると判断いたしました。 

  それでは、朗読をもちまして御説明とさせていただきます。新旧対照表もあわせて御覧く

ださい。 

  東伊豆町条例第 号、平成 年 月 日。 

  東伊豆町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例。 

  東伊豆町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成18年東伊豆町条例

第14号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中「（次条において「申請期間」という。）」を削る。 

  第３条中「前条の規定により」及び「申請期間内に、」を削る。 

  第５条第２項中「しようとするときは、」の次に「あらかじめ団体等と協議し、第３条の

規定による申請を求め、」を、「前条各号に」の次に「掲げる基準に」を加える。 

  附則 この条例は、公布の日から施行するということで、以上、簡単ではございますが、

説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 公募によらないということの分野を拡大するということが趣旨です

よね、改正の。それはそれで必要性もあるというふうにも思います。 

  ただ、やはり前ここでも質問しましたけれども、やはり管理が本当にそれが適切かなと思

われる場所も、私ははっきり言ってあるんじゃないかなと。そうしますと、やはり担当課の

職員なりがしっかりその現状を把握することとか、必要な指導をするというようなそういう

ことがとれるということがないと、窓口で受けるほうは、はい、どんどん来てください、お

願いしますよ、ということがあるんだけれども、一方で、それが間違っているときに、やは

りしっかりとチェックをして指導するというこの役場の機能がないと、公の施設の管理とし

ては適切を欠く部分が出てきてしまわないかという点もございますが、いかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは山田議員から委員会のときも指摘されました。当然、それらを

対応した中で、もう委員会の職員のほうにはそれを言っております。その委員会で指摘され
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たものは、やはり監査委員というのは地元の人を監査役として置いてありますもので、また、

今年度またその監査の中で指導していきたい。 

  山田議員が言ったのは、それは当然、公の施設のこういう公募でなくてはという、そうい

うのを感じられます。それは十分注意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（村木 脩君） そのほか質疑ございませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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 東伊豆町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の

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（村木 脩君） 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１０ 議案第４９号 東伊豆町道路線の廃止について 

◎日程第１１ 議案第５０号 東伊豆町道路線の認定について 

○議長（村木 脩君） 日程第10 議案第49号 東伊豆町道路線の廃止について、日程第11 

議案第50号 東伊豆町道路線の認定についてを一括議題とします。 

  町長より順次、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま一括上程されました議案第49号から議案第50号まで、順次、

提案理由を申し上げます。 

  まず、議案第49号 東伊豆町道路線の廃止につきましては、平成６年に路線認定をいたし



159 

 

ました湯ヶ岡赤川橋白田側から大川地区遠笠山線に至る町道湯ヶ岡赤川線と、平成６年から

工事実施、平成22年に完成したバイパス区間の路線名が同じで、管理上紛らわしいため、両

路線を廃止するものであります。 

  詳細につきましては、建設産業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50号 東伊豆町道路線の認定につきましては、平成22年に完成いたし

ました新バイパス間を町道湯ヶ岡赤川線として再認定し、旧道部分を町道赤川岡堂線として

認定するものであります。 

  詳細につきましては、建設産業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（村木 脩君） 建設産業課長。 

○建設産業課長（鈴木 孝君） それでは、ただいま提案されました議案第49号 東伊豆町道

路線の廃止につきまして、御説明いたします。 

  議案第49号 東伊豆町道路線の廃止について、道路法第10条第１項の規定により、町道路

線を別紙のように廃止するものです。 

  恐れ入りますが、１枚めくっていただき、別紙を御覧ください。 

  本議案の廃止路線は、平成６年に路線認定をいたしました湯ヶ岡赤川橋白田側から大川地

区遠笠山線に至る町道湯ヶ岡赤川線と、平成22年に完成いたしましたバイパス区間の路線名

が同じため、両路線を一旦廃止するものでございます。 

  それでは、路線名、起点、終点、延長、幅員の順に読み上げます。 

  町道湯ヶ岡赤川線、路線番号10020番、東伊豆町片瀬字赤川1080番の１、東伊豆町奈良本

字岡堂1366番の70、1,655.4メートル、7.6メートルから21.5メートル。 

  同じく、湯ヶ岡赤川線、路線番号10015番、東伊豆町白田字中河内679番の１、東伊豆町大

川字上林615番の１、8,026メートル、2.8メートルから15メートルです。 

  なお、次のページに廃止路線図を添付してございますので、御確認ください。 

  続きまして、議案第50号 東伊豆町道路線の認定について、御説明いたします。 

  道路法第８条第２項の規定により、町道路線を別紙のように認定するものでございます。 

  恐れ入りますが、１枚めくっていただき、別紙を御覧ください。 

  認定路線は、平成22年度に完成しました新バイパス区間を町道湯ヶ岡赤川線として再認定

し、旧道部分を町道赤川岡堂線として認定するものでございます。 
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  それでは、路線名、起点、終点、延長、幅員の順に読み上げます。 

  町道湯ヶ岡赤川線、路線番号10022番、東伊豆町白田字中河内679番の１、東伊豆町大川字

上林615番の１、7,271.3メートル、3.6メートルから21.5メートル。 

  町道赤川岡堂線、路線番号32169番、東伊豆町片瀬字赤川1080番の１、東伊豆町奈良本字

平沢1351番の１、2,312.8メートル、2.8メートルから8.7メートルでございます。 

  次のページに認定路線図を添付してございますので、御確認ください。 

  以上、簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。 

  よろしく御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 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49号 東伊豆町道路線の廃止についての討論に入ります。討論ありません

か。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 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 東伊豆町道路線の廃止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（村木 脩君） 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50号 東伊豆町道路線の認定についての討論に入ります。討論ありません

か。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 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 東伊豆町道路線の認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（村木 脩君） 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。 

  この際、午後２時20分まで休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時０６分 
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再開 午後 ２時１９分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◎日程第１２ 議案第５１号 平成２７年度東伊豆町一般会計補正予算（第６号） 

○議長（村木 脩君） 日程第12 議案第51号 平成27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） ただいま上程されました議案第51号 平成27年度東伊豆町一般会計補

正予算（第６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7,879万2,000円を追加いたしまして、歳

入歳出予算の総額を53億1,659万2,000円とするものでございます。 

  歳入の主な内容ですが、算定事務が完了し交付決定を受けました普通交付税の増額、また

片瀬地区の治山工事に関する県補助金と調査への増額、及び市民農園進入路整備に関する町

債を増額いたします。さらに、介護保険特別会計の平成26年度精算に伴う繰入金の増額等を

計上しております。寄付金につきましては、社会福祉費寄付金として１件、御浄財が寄せら

れましたので、寄付者の御意向に沿って有効に活用させていただきます。 

  次に、歳出の主な内容ですが、歳入でも触れました、片瀬コモク治山工事や市民農園進入

路整備工事を増額し、整備を進めてまいります。また、役場庁舎の敷地部分を国県から購入

するための公有財産購入費や、伊豆つくし会への土地売却代金を土地開発基金へ追加繰り出

しするため、基金積立金を増額措置いたしました。そのほかには、町の観光協会補助金を増

額し、各種キャンペーンやインバウンド対策を強化するなど、観光振興対策に取り組んでま

いりたいと考えております。 

  必要な財源配分をした後、余剰財源を財政調整基金へ繰り戻し措置させていただきました

ので、御理解をお願いいたします。 
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  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（村木 脩君） 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27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。 

  補正予算書とあわせてお配りいたしました資料も御覧いただきたいと思います。 

  平成27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7,879万2,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ53億1,659万2,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  （債務負担行為の補正） 

  第２条 債務負担行為の追加は「第２表債務負担行為補正」によります。 

  （地方債の補正） 

  第３条 地方債の追加は「第３表地方債補正」によります。 

  恐れ入りますが、１ページをお開きください。 

  第１表、歳入歳出予算補正。 

  歳入について御説明いたします。 

  10款１項地方交付税、補正前の金額に２億4,422万3,000円を追加し、10億9,922万3,000円

といたします。本算定の終了した普通交付税の交付決定に伴う増額であります。主な要因と

いたしましては、基準財政収入額では、評価替えに伴う固定資産税の減がございます。また、

基準財政需要額では、新たに創設された人口減少等特別対策事業費の皆増が大きな増額要因

となっております。 

  14款国庫支出金、１項国庫負担金、補正前の金額に201万9,000円を追加し、２億4,357万

2,000円といたします。保育ママ委託料の増額に伴う地域型給付費の増が要因であります。 

  ２項国庫補助金、補正前の金額に505万8,000円を追加し、２億5,237万7,000円といたしま

す。個人番号カード等の交付事務に対する個人番号カード交付事業費補助金を増額いたしま

す。 

  15款県支出金、１項県負担金、補正前の金額に100万9,000円を追加し、１億7,448万円と
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いたします。民生費県負担金の地域型給付費の増は、先ほどの国庫負担金の増額と同じく、

保育ママ委託料の増額に伴う県負担金の増額措置であります。 

  ２項県補助金、補正前の金額に1,183万8,000円を追加し、１億1,544万7,000円といたしま

す。農林水産業費県補助金では、市民農園進入路整備工事に対する補助率３分の１の県単独

農業農村整備事業補助金の増額、及び片瀬コモク治山工事に対する補助率３分の２の県単独

治山事業費補助金を増額するものであります。 

  ３項委託金、補正前の金額から152万5,000円を減額し、4,357万1,000円といたします。静

岡県議会議員選挙費委託金の精算による減額であります。 

  16款財産収入、２項財産売払収入、補正前の金額に550万円を追加し、731万8,000円とい

たします。先日、社会福祉法人伊豆つくし会に対し、社会福祉施設建設用地として売却しま

した土地の売却金額のうち土地開発基金で購入した金額を超過する部分について、一般会計

を通じて土地開発基金へ積み増しするため、土地売払収入を計上いたしました。 

  次に、一覧表には記載されておりませんが、17款１項寄付金において、奈良本の伊豆ヘル

スケア株式会社より社会福祉費寄付金として１万5,000円をお寄せいただきました。寄付者

のご意向に沿って社会福祉基金へ積み立てし、有効に活用させていただきます。 

  18款繰入金、２項特別会計繰入金、補正前の金額に586万4,000円を追加し、1,270万2,000

円といたします。介護保険特別会計の平成26年度決算確定により、精算に伴う返還金の受け

入れとして介護保険特別会計繰入金を増額するものであります。 

  ３項基金繰入金、補正前の金額から２億705万8,000円を減額し、２億7,258万2,000円とい

たします。今回の補正予算における歳入歳出調整後の剰余金を基金へ繰り戻すため、財政調

整基金繰入金を減額いたします。なお、補正後の財政調整基金残高の見込みは約６億9,200

万円でございます。 

  21款１項町債、補正前の金額に1,020万円を追加し、５億9,450万円といたします。農林水

産業債として、市民農園進入路整備工事並びに片瀬コモク治山工事に対する起債を増額措置

しております。 

  ２ページを御覧願います。 

  次に、歳出について主なものを御説明いたします。 

  今回の補正予算に関する人件費につきましては、本年４月の職員人事異動の内容及び全般

的な調整をさせていただきましたので、御理解をお願いいたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、補正前の金額に2,647万9,000円を追加し、７億237万4,000
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円といたします。財産購入費では、役場庁舎底地の取得に要する経費として、国有地購入費

並びに県有地購入費を計上しております。また、土地開発基金費では、歳入で御説明いたし

ました伊豆つくし会への土地売却代金の一部を、一般会計を通じて土地開発基金へ積み増し

するため、基金積立金を計上いたしました。 

  ２項徴税費、補正前の金額に331万7,000円を追加し、１億78万2,000円といたします。個

人町民税の修正申告の増加並びに法人町民税では、各法人の決算確定に伴う予定納税の還付

の増加により、町税過誤納還付金を増額いたします。 

  ３項戸籍住民基本台帳費、補正前の金額に532万8,000円を追加し、4,071万5,000円といた

します。個人番号カード等交付事業費交付金の増は、個人番号カード等の取扱事務に要する

費用について国が一括して委託する地方公共団体情報システム機構に交付する内容でござい

ます。 

  ４項選挙費、補正前の金額から311万2,000円を減額し、1,597万3,000円といたします。歳

入と同じく、静岡県議会議員選挙費の精算による投開票事務等従事者手当の減額であります。 

  ３款民生費、２項児童福祉費、補正前の金額に569万9,000円を追加し、３億539万2,000円

といたします。児童福祉総務費における保育ママ委託料の増は、利用者増に伴い委託料を増

額するものでございます。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、補正前の金額から213万1,000円を減額し、２億1,037万

7,000円といたします。この４款１項では、人件費の調整により減額となっておりますが、

増額の科目といたしまして、予防費における個別接種委託料ですが、日本脳炎の予防接種に

おける勧奨差し控えが解かれたことにより接種者が大幅に増加したため、増額するものでご

ざいます。 

  ５款農林水産業費、１項農業費、補正前の金額に851万1,000円を追加し、１億7,144万

3,000円といたします。山村振興対策事業費において、整備を進めます市民農園の進入路に

係る測量設計業務委託料と整備工事費等を増額するものであります。 

  ２項林業費、補正前の金額に1,632万2,000円を追加し、3,944万4,000円といたします。町

道片瀬天城線沿いの治山事業として、落石防護柵等を設置する片瀬コモク治山工事並びに同

測量設計業務委託料を増額するものであります。 

  ６款１項商工費、補正前の金額に1,228万8,000円を追加し、２億2,990万9,000円といたし

ます。ガイドブックの制作や観光キャンペーン等で配布する記念品、ノベルティーの作製費、

またインバウンド対策に要する経費などについて、町観光協会補助金を増額しております。
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また、町のプロモーションビデオ作成委託料や親水広場トイレ設計委託料などを計上してお

ります。 

  ８款１項消防費、補正前の金額に770万円を追加し、６億5,619万3,000円といたします。

消防関係では、入谷地区の配水管布設工事にあわせて整備する消火栓整備工事、また、防災

関係では、北川地区の同報無線移設工事などを増額しております。 

  ４ページをお開きください。 

  第２表、債務負担行為補正でありますが、公有財産購入費（庁舎用地）といたしまして、

先ほど歳出で御説明いたしました、役場庁舎底地の取得のため、県有地購入費の関連となり

ますが、県の土地開発公社を介し10年間で購入することから、今後９カ年分の支払い額につ

いて債務負担行為を追加するものであります。 

  また、最終処分場包括的運転管理委託といたしまして、最終処分場の運営から維持管理ま

で、民間企業のノウハウを活用し、来年度から包括して10年間の委託を導入するため、この

間の経費について債務負担行為を追加するものであります。 

  ５ページ、６ページを御覧願います。 

  第３表、地方債の補正でありますが、第１表で御説明いたしました、市民農園進入路整備

事業並びに片瀬コモク治山事業に係る起債について、今回追加をいたします。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。 

  ７ページ、８ページを御覧願います。 

  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52億3,780万円に、7,879万2,000円を追加いたしまして、

53億1,659万2,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額52億3,780万円に、7,879万2,000円を追加いたしまして、

53億1,659万2,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は、国県支出金が1,839万9,000円の増、地方債

が1,020万円の増、その他財源は665万3,000円の増、一般財源を4,354万円の増といたします。 

  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（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  ７番、飯田議員。 

○７番（飯田桂司君） これは総務委員会のほうで協議はされたかと思いますけれども、私ち
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ょっと聞きたいのは、先般、１番議員それから14番議員が親水広場のトイレの関係でお話が

出たわけですけれども、これに幾らですか、130万ですか、整備事業にこのお金が入ってい

るわけですけれども、過去に…… 

（「ページ数」の声あり） 

○７番（飯田桂司君） ページ数は36ページです。これは入っているわけですけれども、これ

は観光のほうの関係ですけれども、以前、町の協会長、それから大川観光協会長、区長さん

から、竹ヶ沢公園のトイレの件について議会のほうへ上げてあるわけです。これについて、

その経過はどうなっているのかちょっと教えてください。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まあ、直接これは予算には関係ありませんけれども、基本的には検討

しております。なるべくいい補助事業をやった中でやっていきたい。それだけれども、費用

対効果ということもあります。 

  竹ヶ沢公園におきましては、基本的にはほたる祭りが主に中心でございます。ということ

は、期間的には２週間ぐらいの点と。そうなると、やはり便所の必要も考えます。そこは一

応、大人がメインですから、それは簡易トイレを設置してあります。ただ、これは忘れたわ

けではありません。これは検討した中で、より以上、またほたる祭りの竹ヶ沢公園で人が集

まってくれば、それは当然またそれは検討しなければならないと考えております。大川竹ヶ

沢公園に関しましては、検討して、今、検討中ということで、忘れたわけではありませんこ

とだけは御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員。 

○７番（飯田桂司君） まあ、それは私もわかっておりますけれども。 

  今、協議の中で、先ほど来、稲取親水広場の関係でやっていくよということで、私は反対

するわけではないんです。いいなと。入り口にも素晴らしいトイレができて、子供さんたち

の関係もそういうことの状況になっているなということ、私も感じているわけですけれども。 

  今度は竹ヶ沢公園の管理については、観光課から農水のほうに変わったわけです。担当が

今度は観光課じゃないですよ、竹ヶ沢公園の管理。違いますか、観光課でいいんですか。ま

あ、それはそれとしていいですけれども。 

  やはり思うに、やはり今、町長が言ったように１週間とかではないんです。あそこは歩く

人があるんです。ウオーキングで歩いているんです。しかし、その中で、トイレがないから
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行けないよと。海岸のほうへと行かないと簡易トイレがないから、海岸に簡易トイレがある

から行くよとか。あるいは伊豆急の駅前に霊友会さんがつくってくれたトイレがあるから歩

いておるよと、そういう話を聞くわけです。 

  やはり親水公園は、さっき担当課が報告したように30人とか25人。竹ヶ沢公園、１時間足

らずで1,000人ぐらいの人が来るんですよ。そして、私は一番おもてなし会場にいますけれ

ども、どういうことをするかというと、車いすで来る人もあるです。伊豆急の駅まで乗せて

いくんです。入れないんだよ、あそこのトイレ。 

  そして、先般もアマゴのつかみ取りがありました。そして、区長さん、それから町長から、

イベントを協会でやってくださいということで、昨日、観光協会の定例会をやったんです。

もうよせと、そういうものは。 

  それはいいですけれども、一応、それはそれでいいですけれども、やはりこのお金は…… 

○議長（村木 脩君） 補正に関することを。 

○７番（飯田桂司君） わかります。はい、はい。わかります。 

  そして、これについては簡易トイレでいいんじゃないですか。入り口にあるんだものね。

どうですか。それ、ちょっと聞きたいです。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 飯田議員も議員であるなら、これは一般質問でやってほしい。やはり、

これはあくまでも補正ですから。今の飯田議員のは一般質問でございますから、一般質問で

やっていただきたいと思います。 

  それで、簡易トイレでいいと言いますが、先ほど山田議員の言ったように、これは簡易ト

イレだけの問題ではないんですよ。基本的にはその親、子供、来るときに、笠井議員が言っ

たように、そこでおむつ……、いろんな子供のことをやる、そう言ったよね。そういうこと

をやるには、やはり簡易トイレではとてもできませんもので、基本的には自分自身はそこま

でやってやりたいという中で、やっていきたい。そういうことで、ちょっと簡易トイレは、

私はこの席ではちょっと無理じゃないかとは考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） そのほか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） まず、28ページの地域型保育事業のところなんですけれども、利用

者が多かったということにしては金額の計上が大きいというふうに思うんですけれども。 
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  今年、子ども・子育て支援制度等ができて、その補助金の額も変わっているというような

こともあるのかなというふうにちょっと思っているんですけれども、現状、保育ママさんの

数と、また今、増えたというのはその保育ママの数も増えたのか、また利用者の数も増えた、

その結果がこうなっているのかということなのか、もう少し御説明をいただきたいと思いま

す。 

  ２つ目に、今も飯田議員も質問したんですけれども、36ページのトイレの問題なんですけ

れども、やはりよく、町長、考えてみると、町長が言っていることにも非常に難しいことが

ありまして、例えば、小さいお子さんがトイレを使用するということになった場合は、やは

り１歳、２歳を超えている年齢層だと思うんですね。言われるように、おしめや何かをする

ということになると、じゃ、それはそれ以外の場所ないし形でもそれは対応できる場合とい

うのもあるわけですよね。 

  そういう面で考えてみると、本当に今、町長が言われている、また今ここで設計費が乗っ

かっているようなコンセプトの規模のものがどうしても必要かということについては、その

内容についてもそうだし、利用実績もまだ２カ月という中では、もっとやはり十分に内情、

実情を把握してから整備されるということが必要ではないかと私は思っておりますが、いか

がでしょうか。 

  ３点目に、40ページですけれども、奈良本地区の避難地の整備設計業務ということで、２

カ年に分けたということの中で、上のほうが管理委託料、下のほうが来年度の関係した設計

予算かなというふうに思っているんですけれども、来年度の部分の設計というものはどうい

う内容が含まれているのか。この辺について御説明をお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、政策的に、このトイレに関しましては見解の相違で、私はもう

絶対にこれは必要と。 

  確かにおむつというか、おむつだけではありません、１つの例としてね。３歳の子もいま

す。当然そういうことも考えて、まあ、おむつというのは一例でありまして、まだいろんな、

それだけにとらわれないでください。おむつだけではありません、子供に関してはいろんな

用途があるんですよ。それはよく、子供をやれば、いろいろあるじゃないですかそういうこ

とが、おむつだけではなくて。だから、おむつだけを限定してほしくないですよ。ただ、た

またまおむつと言っただけでね、おむつだけのことではありません。 

  やはり、子供に対するその親に対する愛情、そういうことがやはり必要だと考えておりま
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す。その中で私はやはり、さっき言ったように、幼児教育の点、聞けばもう、トイレが遠く

てもたないから、もう外でやってしまうとね。そういう中で、やはり簡易トイレということ

を皆さん言ってくれましたけれども、やはり簡易トイレでは私はそこまではちょっと。もっ

と真摯に、子供に対して、親に対して、やさしい気持ちでやっていきたい。そういう気持ち

の中で、今回トイレの設計をさせていただきました。 

  さらに、これもまた違うと言いますが、やはりいろんな面で、やはり一つのこの子育て支

援の立場もあると思います。基本的には、山田議員が言ったように、子供たちの遊ぶ場所が

ないからすごく活用されていると言いました。それもあるでしょう。やはりそういう面では、

やっぱり想定外、いいほうにちょっと流れを。国の言ったことに、また町が子育て支援のそ

ういう立場になれば、大変ありがたいことです。やはりそうなるとトイレの整備は、私は必

要と考えておりますもので、今回設計費を計上させていただいた。これは御理解願いたいと

思います。 

  あとは、事務的なことは、担当のほうから説明いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） それでは、地域型給付費の関係でございますけれども、保

育ママにつきましては、現在４名の方がやっていただいております。当初予算につきまして

は、前年度からの継続利用ということで６名の子供の数で算定をさせていただきましたけれ

ども、今現在10名の利用があるということで増額の補正という形をさせていただいておりま

す。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） それでは、親水広場のトイレの今現在の概要を御説明させて

いただきます。 

  事業費につきましては、約500万から1,000万円程度を考えておりまして、当然ながら観光

施設整備事業ということで、２分の１の補助が充てられるような形を考えております。当然

これは、地域住民のみならずあくまでも観光施設整備事業ということで、交流人口を増やす

ということが大きな目的であろうかと思います。 

  それから、トイレの概略ですけれども、笠井議員からも御提言いただいたとおり、幼児そ

れから低年齢の子供連れさんが使えるようにということで、まずユニバーサルを１基、これ

については、子供用の便器をつけるかどうかちょっとまだ検討中ですけれども、おむつの台
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をということでその辺を配慮したいということと、それから洋便を１基という形で２基を考

えております。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） 奈良本地区の避難地整備の来年度における設計業務委託の内容

でございますが、現在設計をしてありますのが、前に御質問もありました建物を建てる内容

で設計をしてありましたので、その部分について、全て建物を建てない形で表面処理の公園

整備のほうの設計を見直すということで考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） そうしますと、保育ママと奈良本の件はよくわかりました。 

  町長、見解の相違と言いますけれども、だからやっぱり僕はそうは言っても、今、観光課

長が言った説明でもそうなんだけれども、夏場は確かにまだおむつをしているような子や小

さい子が、１歳、２歳ぐらいの子がいる。これが、だけど本当にその時期だけなのか。また、

そのほかの形で、ああいうロープのジャングルジムみたいなものありますけれども、そうす

ると、あれはどう考えたって１歳、２歳はやらない。もうちょっと上の子なんだろうと思う

んですね。あのツリーハウスやなんかのところのものも含めて、ロッククライミングみたい

な。だから、その需要というのをよくやっぱり把握した上で、本当に何が必要なのか。何で

もかんでも、トイレをユニバーサルにして何でもやればいいということだけじゃないと僕は

思いますよ。おしめをかえたりとか、当然また長時間いていただいた場合に、ミルクをやっ

たりとかいろんな形もあるのかもしれません。 

  どういう活用のされ方をしていくのか。そのことというのをよく把握しないで、やっぱり

今の段階で設計をするということ自体が、少し早計じゃないかと。私も別にあそこへトイレ、

絶対やっちゃいけないという考え方を持っているわけではないんです。実際として、当初の

ものと企画が外れていると思いますけれども、しかし、人がいてそれをやっていることに対

して、何らかのことが必要であるかもしれない。でも、まだ１カ月、２カ月の実績で物事全

てを決めていくというのは、やっぱりどうしても早計な部分というのがあるんじゃないか。

今後の中で、もっとまたこういうことが必要だったなとか、もっとこういうふうにしていけ

ばよかったなということが出ないとはやっぱり限らないような状況ではないかなと。そうい

う点をやっぱりもう少し把握して、事業化されるというほうが私は適切ではないかと考えま



171 

 

すけれども。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これはもう再三再四議論しています。そういうことで本当に要望は強

いんですよ、そこを利用した方々の。その中で、今言ったようにユニバーサル幾つと一般的

なトイレをつくる。当然、ジャングルジムだとかツリーハウスに来た高齢者の方は一般棟と

かのまたユニバーサル使ってもらいます。そういう中でも、基本的には、幼児とかそういう

方がユニバーサルの中で、親御さんたちが一緒のときはそこに使ってもらう。 

そういう中で、やっぱり熱川の幼稚園の生徒もあそこに行きました。その中で、子供たち

の要望も、四、五人の方からやっぱりトイレが遠過ぎるから欲しいよということ言われてお

りますし、さらに今回も笠井議員から、ここにトイレがあったらなということを言っており

ます。 

やっぱりある程度そういう要望を、早急にある程度の……、時期が尚早という危惧をされ

ることもわかりますが、町といたしましては、やっぱりそういう要望があって、それだけの

また、今現在ニーズがあるときはやっぱりそれなりに対応してやれば、またさらに来年、町

はこれだけやってくれたからまた行きましょうと。また、さらにプラス効果が出てくると考

えておりますもので、そういう面で今回設計のとおり計上させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ほかに質疑ありませんか。 

  ５番、西塚議員。 

○５番（西塚孝男君） 私は思うんですが、やっぱり今トイレというのは、今まで学校のトイ

レとかそういうトイレが皆汚いとか、非常に暗ぼったいとか、不衛生だと。そういう中の学

校のあり方がありましてね、そういう中で、こういうこれからつくるトイレという、先ほど

皆さんトイレのこと言っていますけれども、子供たちが行きたくなるようなトイレ、清潔感

のある。そして子育て、この町が若いお母様方に子供を２人、３人産んでもらうには、やっ

ぱりそういうところの設備がちゃんとしていなかったら、いいまちづくりはできていかない

んじゃないかと思います。だから、トイレにはもっとお金を使ってもいいくらいにね、どこ

の人が来ても、ああすばらしいやと。そういうところが、この町の売りになるんじゃないか

なと思っていますけれども。賛成しています。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、西塚議員だとやっぱりトイレというのは、単にトイレをつくるだ
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けでいいものではなくて、やっぱり一生というのもいろんな意味でその場にマッチして、ま

たそういう当然マッチしたものでなければいけないと考えておりますし、またそういう意見

が出たら、また議会のほうに相談した中で、こうしたらどうかということはいろいろな意見

を取り入れた中で、今、西塚議員が言ったような環境、いろんなよいトイレ、そういうもの

を設置していきたいな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（村木 脩君） ほかに御意見は。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 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。 

  まず、本案に反対者の発言を許します。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 私は、特に観光施設整備事業におけるトイレ整備については、否定

はしませんけれども、現状で設計をするということについていえば、やっぱりまだ十分な実

情把握等は、まだ私は不足しているというふうに思います。そういう点では、現状ではもう

少し様子を見るべきだと私は考えておりまして、今補正予算での計上については反対をいた

します。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） そのほか反対討論はございますか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 次に、本案に賛成者の発言を許します。 

  １番、笠井議員。 

○１番（笠井政明君） この件に関しては、14番、山田議員、ちょっと早いんじゃないかとい

うことではありますけれども、実際問題やはり足を運んでみれば、私も一般質問させていた

だきましたが、かなりの声を直接聞く機会多いです。そして、この130万円の設計委託料そ

して建設費、今後かかってくる中、費用対効果というところはあるかと思うんですけれども、

そもそも山田議員、あと飯田議員、反対をする中で、この設置をする時点で、トイレの必要

性というのをまず議論してこなかったのかというのが、私、疑問に思います。 

そして、トイレを新しくつくる。当然、お金かかります。では、トイレのある近くにこの

整備をしていくということを事前に議論していかなかったのかと。今でき上がっているとい
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うことは、議会で賛成があってでき上がっているということですので、当然、私、必要だと

思いますので、この設計費はそのままやらせていただけたらと思います。 

○議長（村木 脩君） ほかに、賛成の討論はありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） これで討論を終結します。 

  これより議案第51号 平成27年度東伊豆町一般会計補正予算（第６号）を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（村木 脩君） 起立多数です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１３ 議案第５２号 平成２７年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予

 算（第１号） 

○議長（村木 脩君） 日程第13、議案第52号 平成27年度東伊豆町国民健康保険特別会計補

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。 

  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27年度東伊豆町国民健康保

険特別会計補正予算（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それぞれ4,263万2,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ23億7,682万6,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では本算定実施に伴う増減と26年度決算剰余金の繰り越

しを行うものであります。歳出につきましては、保険給付費の推計及び納付金等の確定に伴

う増減、繰越金の一部の支払準備基金への積み立て並びに26年度国庫負担金精算による過年

度返還金の増額補正でございます。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお
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願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第52号 平成27年度東伊豆

町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について概要を説明させていただきます。 

  平成27年度東伊豆町の国民健康保険特別会計補正予算（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4,263万2,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ23億7,682万6,000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、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御説明をいたします。 

  １款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、補正前の金額に173万3,000

円を追加し、４億5,612万1,000円といたします。１節現年課税分、細説１医療給付費分特別

徴収現年課税分300万8,000円の増、細説２医療給付費分普通徴収現年課税分1,504万円の減、

細説３介護納付金分現年課税分544万9,000円の増、細説４後期高齢者支援分特別徴収現年課

税分256万8,000円の増、細説５後期高齢者支援分普通徴収現年課税分574万8,000円の増は、

税率改正を踏まえた本算定により増減となったものであります。２目退職被保険者等国民健

康保険税、補正前の金額から68万7,000円を減額し、2,108万5,000円といたします。１節現

年課税分、細説１医療給付費分現年課税分115万3,000円の減につきましても、本算定による

減であります。 

  10款１項繰越金、２目その他の繰越金、補正前の金額に4,157万4,000円を追加し、4,157

万5,000円といたします。１節細説１その他の繰越金の増は、平成26年度の決算見込みで実

質収支額が4,157万4,904円となる見込みですので、全額を27年度に繰越措置するものでござ

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いたします。 

  ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、補正前の金額に241万2,000円を追加し、

１億5,216万6,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細説１一般被保険者高額療
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養費保険者負担金241万2,000円の増は、実績に伴う増額でございます。 

  ９ページ、10ページをお開きください。 

  ６款１項１目介護納付金、補正前の金額から190万円を減額し、１億1,324万3,000円とい

たします。19節負担金補助及び交付金、細説１介護納付金190万円の減は、納付金確定に伴

う減額であります。 

  ９款１項基金積立金、１目保険給付費等支払準備基金積立金、補正前の金額に3,159万円

を追加し、3,159万2,000円といたします。25節積立金、細説１保険給付等支払準備基金積立

金3,159万円の増は、平成26年度の繰越金から次の11款の26年度分療養給付費精算返還金を

差し引いた額を基金に積み立てるものでございます。 

  11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金、補正前の金額に998万5,000円を

追加し、999万円といたします。23節償還金利子及び割引料、細説１一般被保険者国庫支出

金精算返還金998万5,000円の増は、平成26年度の療養給付費負担金の確定に伴う精算返還金

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23億3,419万4,000円に4,263万2,000

円を追加いたしまして、23億7,682万6,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額23億3,419万4,000に4,263万2,000を追加いたしまして、23

億7,682万6,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源のその他財源で１万2,000円、一般財源で4,262

万円の増額といたします。 

  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（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 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27年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を採
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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（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１４ 議案第５３号 平成２７年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正

 予算（第１号） 

○議長（村木 脩君） 日程第14、議案第53号 平成27年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計

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。 

  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27年度東伊豆町後期高齢者

医療特別会計補正予算（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８万8,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ１億4,362万9,000円とするものであります。 

  内容を申し上げますと、平成26年度の決算見込みで実質収支額が８万8,000円となります

ので、繰越金の補正措置を行うものであります。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第53号 平成27年度東伊豆

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について概要を説明させていただきます。 

  平成27年度東伊豆町の後期高齢者医療特別会計補正予算（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８万8,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億4,362万9,000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いたします。 

  ５款１項１目繰越金、補正前の額に８万8,000円を追加し、８万9,000円といたします。１

節細説１繰越金の増は、平成26年度の決算見込みで実質収支額が８万8,000円となる見込み

ですので、全額を平成27年度に繰越措置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１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、補正前の額に８万8,000円を追加し、１億

4,320万8,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細説１後期高齢者医療広域連合

納付金８万8,000円の増は、平成27年度に繰り越した額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１億4,354万1,000円に８万8,000円

を追加いたしまして、１億4,362万9,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額１億4,354万1,000円に８万8,000円を追加いたしまして、

１億4,362万9,000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８万8,000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（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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27年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を

採決します。 
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  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（村木 脩君） 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１５ 議案第５４号 平成２７年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算 

 （第２号） 

○議長（村木 脩君） 日程第15、議案第54号 平成27年度東伊豆町介護保険特別会計補正予

算（第２号）を議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第54号 平成27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5,109万3,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ14億683万5,000円とするものであります。 

  内容を申し上げますと、国庫負担金等の過年度分の精算と前年度繰越金の増額、介護給付

費準備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、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第54号 平成27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27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5,109万3,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億683万5,000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
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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いたします。 

  ５款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、補正前の額に207万3,000円を追加し、

３億6,886万2,000円といたします。２節過年度分交付金、細説１介護給付費過年度精算分交

付金207万3,000円の増は、平成26年度の介護給付費の精算により追加交付を受けるものでご

ざいます。 

  ６款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金、補正前の額に294万8,000円を追加

し、１億8,992万6,000円といたします。２節過年度分負担金、細説１介護給付費過年度精算

分負担金294万8,000円の増につきましても、平成26年度の介護給付費の精算によるものであ

ります。 

  ９款１項１目繰越金、補正前の額に4,607万2,000円を追加し、4,807万2,000円といたしま

す。１節繰越金、細説１前年度繰越金4,607万2,000円の増は、平成26年度の決算見込みで実

質収支額が4,807万2,025円となる見込みですので、当初予算計上分の200万円を差し引いた

金額を平成27年度に繰越措置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。 

  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、補正前の額に4,160万8,000円

を追加し、4,356万8,000円といたします。25節積立金、細説１介護保険給付費準備基金積立

金4,160万8,000円の増は、繰越金4,607万2,000円に支払基金の過年度精算交付金207万3,000

円及び介護給付費県負担金過年度精算金294万8,000円を加えた合算額から、国庫支出金等の

過年度分返還金948万5,000円を差し引いた額を基金に積み立てるものでございます。 

  ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金、補正額948万5,000円を追加いた

します。23節償還金利子及び割引料948万5,000円の内容は、平成26年度の介護給付費地域支

援事業及び事務費の確定に伴い精算するものです。 

  介護給付費につきましては、細説２国庫介護給付費負担金過年度分返還金277万5,000円、

細説５一般会計介護給付費繰入金過年度分返還金507万6,000円を返還いたします。 

  地域支援事業につきましては、細説６国庫地域支援事業交付金過年度分返還金52万4,000

円を返還いたします。 

  ３ページ、４ページへお戻りください。 
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  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13億5,574万2,000円に5,109万3,000

円を追加いたしまして、14億683万5,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額13億5,574万2,000円に5,109万3,000円を追加いたしまして、

14億683万5,000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5,109万3,000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（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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27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（村木 脩君） 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１６ 議案第５５号 平成２７年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第１

 号） 

○議長（村木 脩君） 日程第16、議案第55号 平成27年度東伊豆町水道事業会計補正予算

（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。 

  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27年度東伊豆町水道事業会
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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、予算第３条に定めた収益的支出の予定額から1,404万7,000円を減額し、

総額４億3,713万1,000円といたします。 

  主な内容につきましては、人事異動による人件費などの差額分を調整するものでございま

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（村木 脩君） 水道課長。 

○水道課長（木田尚宏君） ただいま提案されました議案第55号 平成27年度東伊豆町水道事

業会計補正予算（第１号）について概要を御説明いたします。 

  （総則） 

  第１条 平成27年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第１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４億5,117万8,000円から1,404万7,000円を減額し、

４億3,713万1,000円といたします。第１項営業費用、既決予定額４億735万6,000円から

1,404万7,000円を減額し、３億9,330万9,000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５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9,625万7,000円から1,433万9,000円を減額し、8,191万

8,000円といたします。 

  それでは、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。 

  まず、収益的支出ですが、１款水道事業費用、１項営業費用、２目配水及び給水費、５目

総係費の１節給料、２節手当、３節賞与引当金繰入額、５節法定福利費及び６節法定福利費

引当金繰入額のそれぞれの減額につきましては、人事異動による人件費や負担金などの差額

分を調整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。 
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○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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27年度東伊豆町水道事業会計補正予算（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（村木 脩君） 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１７ 報告第２号 平成２６年度東伊豆町健全化判断比率の報告について 

◎日程第１８ 報告第３号 平成２６年度東伊豆町資金不足比率の報告について 

○議長（村木 脩君） 日程第17 報告第２号 平成26年度東伊豆町健全化判断比率の報告に

ついて及び日程第18 報告第３号 平成26年度東伊豆町資金不足比率の報告についてを一括

議題とします。 

  町長より順次、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま一括上程されました報告第２号 平成26年度東伊豆町健全化

判断比率及び報告第３号 平成26年度東伊豆町資金不足比率の報告について提案理由を申し

上げます。 

  本案につきましては、平成26年度決算における東伊豆町の健全化判断比率及び資金不足比

率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を、地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律第３条第１項及び第22条第１項の規定に基づき、東伊豆町監査委員の審査に対し、そ

の意見をつけて議会に報告するものであります。 

  なお、内容につきましては、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。 
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○議長（村木 脩君） 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報告第２号 平成26年度東伊豆

町健全化判断比率、報告第３号 平成26年度東伊豆町資金不足比率の報告について御説明さ

せていただきます。 

  今回報告をいたします健全化判断比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律第３条第１項の規定に基づくものであり、また、資金不足比率につきましては、同

法第22条第１項の規定に基づき、それぞれ監査委員の審査に付し、その意見をつけて平成26

年度決算における各比率を報告するものでございます。 

  それでは、初めに平成26年度決算における当町の健全化判断比率について御説明をいたし

ます。 

  健全化判断比率につきましては、４つの判断比率がございます。 

  １つ目の実質赤字比率は、一般会計等の実質赤字額の標準財政規模に対する比率となって

おり、財政健全化法で規定する一般会計等には、当町の場合一般会計のみが対象となり、実

質収支額が黒字となっており、赤字額がないため記載してございません。財政健全化計画策

定の基準となります早期健全化基準は、標準財政規模に応じて算定され、当町では15％とな

ります。 

  ２つ目の連結実質赤字比率は、当町の全ての会計の赤字額と黒字額を合算した連結赤字額

の標準財政規模に対する比率となっておりまして、全会計の合計が黒字となっており、連結

赤字額がないためこちらも記載してございません。早期健全化基準は、実質赤字比率におけ

る早期健全化基準に５％を加えた20％でございます。 

  ３つ目の実質公債費比率は7.2％であります。実質公債費比率は、一般会計等が負担する

元利償還金や元利償還に準じた支出の標準財政規模に対する比率となっており、算定におき

ましては、償還に充当することができる財源や基準財政需要額算入分を差し引いて算出して

おります。早期健全化基準は25％と定められております。 

  ４つ目の将来負担比率は60.4％であります。将来負担比率は、一般会計等の地方債や将来

支払っていく可能性のある負担額の標準財政規模に対する比率となっており、算定におきま

しては、将来負担額から負債の償還に充てることができる基金や基準財政需要額算入分等を

差し引いて算出しております。早期健全化基準は350％と定められております。 

  健全化判断比率につきましては、平成26年度決算におきましても、全ての比率が早期健全

化基準を下回る結果となりました。 
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  次に、平成26年度決算における当町の資金不足比率について御説明いたします。 

  資金不足比率は、資金の不足額の事業の規模に対する比率となっており、公営企業会計ご

とに算出することとなっております。当町におきましては、水道事業特別会計（法適用企

業）と風力発電事業特別会計（法非適用企業）が対象となります。平成26年度決算におきま

して、２会計ともに資金不足がないため、比率は記載されておりません。 

  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（村木 脩君） 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（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  以上で報告を終わります。 

  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

（「意見書を出したい、動議を出したいんですが」の声あり） 

 

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

 

◎動議の提出について 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員から動議の内容についての御説明を願います。 

○１４番（山田直志君） ありがとうございます。 

すみません。６月の定例会と同じで、安全保障関連法案の採決をしないことを求める意見

書を提出したいと思います。そういう動議でございますので御賛同をいただきたいと思いま

す。 

○議長（村木 脩君） ただいま、14番、山田議員から動議が出されました。 

  賛成の方はいらっしゃいますか。 

（賛成者起立） 

○議長（村木 脩君） この動議は、所定の賛成者がありましたので成立いたしました。 

 

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

 

◎日程の追加について 
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○議長（村木 脩君） 安全保障関連法案の採決をしないことを求める意見書についてを日程

に追加して、追加日程第１として議題とすることの動議について採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。 

  この動議を日程に追加して、追加日程第１として議題とすることに賛成の方の起立を求め

ます。 

（賛成者起立） 

○議長（村木 脩君） 起立少数であります。よって、この動議を日程に追加し、追加日程第

１として議題とすることは否決されました。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（村木 脩君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時２３分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○副議長（山田直志君） 皆さん、おはようございます。 

  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27年東伊豆町議会第３回定例会第３日目は成立しましたので、開会します。 

  なお、本日、議長が公務で出張のため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。 

 

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

 

◎日程第１ 議案第５６号 平成２６年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて 

◎日程第２ 議案第５７号 平成２６年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について 

◎日程第３ 議案第５８号 平成２６年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について 

◎日程第４ 議案第５９号 平成２６年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について 

◎日程第５ 議案第６０号 平成２６年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決

算認定について 

◎日程第６ 議案第６１号 平成２６年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

◎日程第７ 議案第６２号 平成２６年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

 

○副議長（山田直志君） 日程第１ 議案第56号 平成26年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算

認定についてから日程第７ 議案第62号 平成26年度東伊豆町水道事業会計決算認定につい

てまで、以上７件を一括議題といたします。 

  町長から順次、提案理由の説明を求めます。 



190 

 

  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56号から議案第62号までについて

提案理由を申し上げます。 

  まず、議案第56号から議案第61号までの各会計の平成26年度歳入歳出決算認定については、

地方自治法第233条第３項の規定により、平成26年度歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書

をつけて議会の認定に付するものでございます。 

  議案第56号 平成26年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について、決算概要を申し上

げます。 

  予算現額50億8,752万3,000円に対しまして、歳入は調定額55億680万657円、収入済額51億

3,303万1,483円となり、調定額に対する収納率は93.2％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額49億486万6,240円、繰越明許費6,141万1,000円で、予算現

額に対する執行率は96.4％であります。歳入歳出残額は２億2,816万5,243円となり、翌年度

へ繰り越す財源1,382万8,000円を差し引いた実質収支額は２億1,433万7,243円となっており

ます。この実質収支額のうち、地方自治法第233条の２の規定により財政調整基金への積み

立てには１億8,400万を措置いたしましたので、翌年度への繰越金は3,033万7,243円となっ

ております。 

  収入の根幹をなす町税では、若干ながら町民税が増となりましたが、しかし、地域経済は

依然として厳しい状況にあります。平成25年度より実施している県の税務職員の短期派遣事

業やインターネット公売の実施などで、さらなる収納率の向上を図ってまいります。 

  次に、議案第57号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

決算概要を申し上げます。 

  予算現額は21億9,494万5,000円に対しまして、歳入は調定額24億259万2,852円、収入済額

は21億7,495万1,557円となり、調定額に対する収納率は90.5％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額21億3,337万6,653円で、執行率は97.2％であります。歳入

歳出差し引き残額は4,157万4,904円となっております。 

  続きまして、議案第58号 平成26年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について、決算概要を申し上げます。 

  予算現額１億4,730万1,000円に対しまして、歳入は調定額１億4,814万9,417円、収入済額

１億4,448万8,317円となり、調定額に対する収納率は97.4％でございます。 
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  歳出につきましては、支出済額１億4,440万317円で、執行率は98.0％であります。歳入歳

出差し引き残額は８万8,000円となっております。 

  次に、議案第59号 平成26年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、決

算概要を申し上げます。 

  予算現額12億5,805万1,000円に対しまして、歳入は調定額12億9,390万5,618円、収入済額

12億6,209万7,418円となり、調定額に対する収納率は97.5％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額12億1,402万5,393円で、執行率は96.5％であります。歳入

歳出差し引き残額は4,807万2,025円となっております。 

  次に、議案第60号 平成26年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について、

決算概要を申し上げます。 

  予算現額130万1,000円に対しまして、歳入は調定額及び収入済額ともに130万1,205円でご

ざいます。 

  歳出につきましては、支出済額120万8,000円で、執行率は92.9％であります。歳入歳出差

し引き残額は９万3,205円となっております。 

  次に、議案第61号 平成26年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について、

決算概要を申し上げます。 

  予算現額6,910万1,000円に対しまして、歳入は調定額及び収入済額ともに7,045万3,981円

でございます。 

  歳出につきましては、支出済額6,633万5,481円、予算現額に対する執行率は96.0％であり

ます。歳入歳出差し引き残額は411万8,500円となっております。 

  以上、議案第56号から議案第61号について６会計の決算概要を申し上げました。 

  詳細につきましては、会計管理者より説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

いいたします。 

  引き続きまして、水道事業会計について申し上げます。 

  議案第62号 平成26年度東伊豆町水道事業会計決算認定について。 

  地方公営企業法第30条第４項の規定により、平成26年度東伊豆町水道事業会計決算を別紙

監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  収益的収入の状況でありますが、給水人口の減少や観光宿泊客数の低迷により使用水量が

大幅に減少したことから、営業収益は大幅に落ち込みましたが、会計制度の改正により営業
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外収益が大きく伸びたため、水道事業収益の決算額は４億505万8,747円で、前年度に比べ

0.4％増となりました。 

  収益的支出につきましては、動力費や会計制度改正による費用負担が増したため、水道事

業費用の決算額は４億5,196万5,717円で、前年度に比べ5.5％の増となりました。 

  また、資本的支出における建設改良費の決算額は6,445万7,580円で、前年度に比べ45.7％

の減となりました。 

  事業損益につきましては、料金収入の減収と費用負担の増加により純損失が5,168万5,623

円となり、前年に比べ大幅な損失となっております。 

  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。 

○副議長（山田直志君） 会計管理者に決算概要の説明を求めます。 

（会計課長兼会計管理者 鈴木敏之君登壇） 

○会計課長兼会計管理者（鈴木敏之君） ただいま提案されました議案第56号 平成26年度東

伊豆町一般会計歳入歳出決算から議案第61号 平成26年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳

入歳出決算まで、順次御説明させていただきます。 

  なお、説明につきましては、お手元にお届けしてございます主要施策の成果説明書に詳細

が記されておりますので、ここにおきましては、決算書の款項のみの朗読をもちまして御説

明とさせていただきます。各会計とも歳入につきましては、款、項、収入済額、不納欠損額、

収入未済額、歳出につきましては、款、項、支出済額、翌年度繰越額、不用額の順に朗読さ

せていただきますので、よろしく御理解のほどお願い申し上げます。 

  初めに、議案第56号 平成26年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算につきまして御説明申し

上げます。 

  それでは、一般会計歳入歳出決算書の１ページ及び２ページをお開きください。 

  まず、歳入でございますが、１款町税20億4,892万1,673円、１億549万4,601円、２億

6,564万2,963円。 

  １項町民税５億2,872万4,778円、783万8,567円、5,141万4,760円。 

  ２項固定資産税12億4,432万864円、9,010万6,600円、２億1,027万8,903円。 

  ３項軽自動車税2,703万6,000円、28万7,634円、210万8,500円。 

  ４項町たばこ税１億2,319万5,881円、ゼロ、ゼロ。 

  ５項特別土地保有税ゼロ、660万3,700円、ゼロ。 
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  ６項入湯税１億2,564万4,150円、65万8,100円、184万800円。 

  ２款地方譲与税4,887万円、ゼロ、ゼロ。 

  １項自動車重量譲与税3,423万7,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項地方揮発油譲与税1,463万3,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項地方道路譲与税ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ３款利子割交付金、１項利子割交付金255万4,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款配当割交付金、１項配当割交付金853万7,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金、１項株式等譲渡所得割交付金523万4,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金１億7,329万5,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ７款ゴルフ場利用税交付金、１項ゴルフ場利用税交付金1,856万640円、ゼロ、ゼロ。 

  ８款自動車取得税交付金、１項自動車取得税交付金769万円、ゼロ、ゼロ。 

  ９款地方特例交付金、１項減収補てん特例交付金276万円、ゼロ、ゼロ。 

  10款地方交付税、１項地方交付税10億1,254万8,000円、ゼロ、ゼロ。 

  11款交通安全対策特別交付金、１項交通安全対策特別交付金104万2,000円、ゼロ、ゼロ。 

  12款分担金及び負担金、１項負担金3,199万7,086円、ゼロ、235万5,250円。 

  ３ページ、４ページをお開きください。 

  13款使用料及び手数料4,717万1,367円、ゼロ、27万6,360円。 

  １項使用料3,771万4,167円、ゼロ、27万6,360円。 

  ２項手数料945万7,200円、ゼロ、ゼロ。 

  14款国庫支出金３億7,501万4,147円、ゼロ、ゼロ。 

  １項国庫負担金２億4,199万10円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項国庫補助金１億2,115万5,025円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項委託金1,186万9,112円、ゼロ、ゼロ。 

  15款県支出金３億7,437万9,111円、ゼロ、ゼロ。 

  １項県負担金１億7,159万8,791円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項県補助金１億6,489万7,266円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項委託金3,788万3,054円、ゼロ、ゼロ。 

  16款財産収入6,978万3,390円、ゼロ、ゼロ。 

  １項財産運用収入6,810万9,390円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項財産売払収入167万4,000円、ゼロ、ゼロ。 
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  17款寄付金、１項寄付金1,018万6,144円、ゼロ、ゼロ。 

  18款繰入金２億7,796万2,890円、ゼロ、ゼロ。 

  １項財産区繰入金28万9,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項特別会計繰入金2,022万890円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項基金繰入金２億5,745万3,000円、ゼロ、ゼロ。 

  19款繰越金、１項繰越金5,814万2,391円、ゼロ、ゼロ。 

  20款諸収入１億2,080万6,644円、ゼロ、ゼロ。 

  １項延滞金、加算金及び過料351万2,336円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項町預金利子2,128円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項貸付金元利収入140万4,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ４項雑入１億1,518万7,032円、ゼロ、ゼロ。 

  ５項収益事業収入70万1,148円、ゼロ、ゼロ。 

  21款町債、１項町債４億3,757万6,000円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計予算現額50億8,752万3,000円、調定額55億680万657円、収入済額51億3,303万

1,483円、不納欠損額１億549万4,601円、収入未済額２億6,827万4,573円、予算現額と収入

済額との比較4,550万8,483円でございます。 

  次に、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  １款議会費、１項議会費6,593万1,370円、ゼロ、82万8,630円。 

  ２款総務費９億1,392万3,806円、4,513万3,000円、1,548万5,194円。 

  １項総務管理費７億5,697万5,008円、4,513万3,000円、1,087万6,992円。 

  ２項徴税費9,889万1,656円、ゼロ、348万2,344円。 

  ３項戸籍住民基本台帳費3,566万2,412円、ゼロ、32万1,588円。 

  ４項選挙費1,198万5,741円、ゼロ、57万6,259円。 

  ５項統計調査費953万8,129円、ゼロ、８万4,871円。 

  ６項監査委員費87万860円、ゼロ、14万3,140円。 

  ３款民生費13億5,809万3,603円、ゼロ、3,153万2,397円。 

  １項社会福祉費10億4,108万9,703円、ゼロ、2,461万9,297円。 

  ２項児童福祉費３億945万1,173円、ゼロ、689万8,827円。 

  ３項国民年金事務取扱費705万2,727円、ゼロ、１万4,273円。 
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  ４項災害救助費50万円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款衛生費７億1,939万8,237円、ゼロ、581万5,763円。 

  １項保健衛生費２億574万614円、ゼロ、493万2,386円。 

  ２項清掃費５億1,365万7,623円、ゼロ、88万3,377円。 

  ５款農林水産業費１億2,989万4,860円、ゼロ、317万1,140円。 

  １項農業費6,321万9,159円、ゼロ、214万6,841円。 

  ２項林業費4,699万1,631円、ゼロ、61万9,369円。 

  ３項水産業費1,968万4,070円、ゼロ、40万4,930円。 

  ６款商工費、１項商工費２億1,946万4,780円、ゼロ、135万7,220円。 

  ７款土木費１億8,384万7,960円、ゼロ、315万40円。 

  １項土木管理費2,867万1,035円、ゼロ、68万7,965円。 

  ２項道路橋りょう費１億1,642万4,009円、ゼロ、167万991円。 

  ３項河川費1,225万1,980円、ゼロ、31万8,020円。 

  ４項都市計画費2,110万1,081円、ゼロ、42万2,919円。 

  ５項住宅費539万9,855円、ゼロ、５万145円。 

  ８款消防費、１項消防費４億3,421万8,682円、1,627万8,000円、4,380万2,318円。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  ９款教育費３億9,849万6,150円、ゼロ、861万6,850円。 

  １項教育総務費１億39万6,278円、ゼロ、137万9,722円。 

  ２項小学校費4,745万9,382円、ゼロ、236万8,618円。 

  ３項中学校費3,769万5,757円、ゼロ、155万5,243円。 

  ４項幼稚園費9,910万1,212円、ゼロ、67万3,788円。 

  ５項社会教育費3,317万5,889円、ゼロ、85万3,111円。 

  ６項保健体育費7,838万6,472円、ゼロ、178万5,528円。 

  ７項育英奨学費228万1,160円、ゼロ、840円。 

  10款災害復旧費421万1,234円、ゼロ、39万2,766円。 

  １項農林水産業施設災害復旧費68万9,760円、ゼロ、26万5,240円。 

  ２項公共土木施設災害復旧費278万1,674円、ゼロ、８万1,326円。 

  ３項文教施設災害復旧費73万9,800円、ゼロ、４万6,200円。 

  11款公債費、１項公債費４億7,738万5,558円、ゼロ、175万6,442円。 
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  12款予備費、１項予備費ゼロ、ゼロ、533万7,000円。 

  歳出合計予算現額50億8,752万3,000円、支出済額49億486万6,240円、翌年度繰越額6,141

万1,000円、不用額１億2,124万5,760円、予算現額と支出済額との比較１億8,265万6,760円

となった内容でございます。 

  歳入歳出差し引き残額２億2,816万5,243円、うち基金繰入額１億8,400万円でございます。

この繰入額につきましては、地方自治法並びに東伊豆町財政調整基金条例第２条第２号の規

定に基づきまして措置した内容でございます。 

  続きまして、173ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書についてですが、各会計とも区分、金額の順に御説明申し上げます。 

  １、歳入総額51億3,303万1,000円、２、歳出総額49億486万6,000円、３、歳入歳出差し引

き額２億2,816万5,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源（１）継続費逓次繰越額ゼロ円、

（２）繰越明許費繰越額1,382万8,000円、（３）事故繰越額ゼロ円、計1,382万8,000円、５、

実質収支額２億1,433万7,000円、６、実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定によ

る基金繰入金１億8,400万円でございます。 

  次に、国民健康保険特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第57号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算につきまして、御説

明申し上げます。 

  まず、歳入でございます。 

  １款国民健康保険税、１項国民健康保険税４億8,659万9,653円、4,134万7,839円、１億

8,623万701円。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料40万3,600円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款国庫支出金４億6,456万1,123円、ゼロ、ゼロ。 

  １項国庫負担金３億6,897万6,123円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項国庫補助金9,558万5,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金9,620万5,693円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款前期高齢者交付金、１項前期高齢者交付金５億5,289万6,654円、ゼロ、ゼロ。 

  ６款県支出金１億1,119万9,488円、ゼロ、ゼロ。 

  １項県補助金9,693万8,271円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項県負担金1,426万1,217円、ゼロ、ゼロ。 

  ７款共同事業交付金、１項共同事業交付金２億7,642万5,452円、ゼロ、ゼロ。 
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  ８款財産収入、１項財産運用収入ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ９款繰入金１億3,251万7,662円、ゼロ、ゼロ。 

  １項一般会計繰入金１億3,251万7,662円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項基金繰入金ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  10款繰越金、１項繰越金4,875万2,477円、ゼロ、ゼロ。 

  11款諸収入538万9,755円、ゼロ、６万2,755円。 

  １項延滞金、加算金及び過料435万1,181円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項預金利子ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ３項雑入103万8,574円、ゼロ、６万2,755円。 

  歳入合計予算現額21億9,494万5,000円、調定額24億259万2,852円、収入済額21億7,495万

1,557円、不納欠損額4,134万7,839円、収入未済額１億8,629万3,456円、予算現額と収入済

額との比較△1,999万3,443円でございます。 

  次に、３ページ、４ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  １款総務費860万4,492円、ゼロ、77万8,508円。 

  １項総務管理費647万4,711円、ゼロ、48万289円。 

  ２項徴税費180万4,604円、ゼロ、14万4,396円。 

  ３項運営協議会費15万5,380円、ゼロ、６万3,620円。 

  ４項趣旨普及費16万9,797円、ゼロ、９万203円。 

  ２款保険給付費13億6,431万144円、ゼロ、5,426万6,856円。 

  １項療養諸費11億9,959万2,613円、ゼロ、4,866万6,387円。 

  ２項高額療養費１億5,787万5,641円、ゼロ、193万7,359円。 

  ３項移送費ゼロ、ゼロ、10万円。 

  ４項出産育児諸費504万1,890円、ゼロ、336万3,110円。 

  ５項葬祭諸費180万円、ゼロ、20万円。 

  ３款後期高齢者支援金、１項後期高齢者支援金２億9,279万1,963円、ゼロ、37円。 

  ４款前期高齢者納付金、１項前期高齢者納付金22万7,484円、ゼロ、516円。 

  ５款老人保健拠出金、１項老人保健拠出金１万1,110円、ゼロ、1,890円。 

  ６款介護納付金、１項介護納付金１億3,723万8,392円、ゼロ、608円。 

  ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金２億8,767万4,085円、ゼロ、1,915円。 
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  ８款保健事業費1,711万1,289円、ゼロ、91万6,711円。 

  １項保健事業費516万6,528円、ゼロ、27万5,472円。 

  ２項特定健康診査等事業費1,194万4,761円、ゼロ、64万1,239円。 

  ９款基金積立金、１項基金積立金ゼロ、ゼロ、2,000円。 

  10款公債費、１項公債費ゼロ、ゼロ、1,000円。 

  11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金2,540万7,694円、ゼロ、59万8,306円。 

  12款予備費。 

  ５ページ、６ページをお開きください。 

  １項予備費ゼロ、ゼロ、500万円。 

  歳出合計予算現額21億9,494万5,000円、支出済額21億3,337万6,653円、翌年度繰越額ゼロ

円、不用額6,156万8,347円、予算現額と支出済額との比較6,156万8,347円でございます。 

  歳入歳出差し引き残額4,157万4,904円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  続きまして、33ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書でございますが、１、歳入総額21億7,495万1,000円、２、歳出総額

21億3,337万7,000円、３、歳入歳出差し引き額4,157万4,000円、４、翌年度へ繰り越すべき

財源ゼロ円、５、実質収支額4,157万4,000円、６、実質収支額のうち地方自治法第233条の

２の規定による基金繰入金ゼロ円でございます。 

  以上、国民健康保険特別会計でした。 

○副議長（山田直志君） ただいま会計管理者より決算概要の説明中ですが、この際、10時20

分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時０６分 

 

再開 午前１０時１７分 

 

○副議長（山田直志君） 休憩を閉じ再開します。 

  引き続き、会計管理者より決算概要の説明を求めます。 

（会計課長兼会計管理者 鈴木敏之君登壇） 

○会計課長兼会計管理者（鈴木敏之君） 続きまして、議案第58号 平成26年度東伊豆町後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきまして、御説明申し上げます。 
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  後期高齢者特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  まず、歳入でございます。 

  １款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料１億789万2,400円、85万7,900円、

280万3,200円。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料５万8,700円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款繰入金、１項一般会計繰入金3,573万2,117円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料26万2,800円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款繰越金、１項繰越金54万2,300円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計予算現額１億4,730万1,000円、調定額１億4,814万9,417円、収入済額１億4,448

万8,317円、不納欠損額85万7,900円、収入未済額280万3,200円、予算現額と収入済額との比

較△281万2,683円でございます。 

  次に、３ページ、４ページをお開きください。 

  歳出ですが、１款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金１

億4,420万5,717円、ゼロ、267万4,283円。 

  ２款諸支出金19万4,600円、ゼロ、22万6,400円。 

  １項償還金及び還付加算金13万5,600円、ゼロ、21万5,400円。 

  ２項繰出金５万9,000円、ゼロ、１万1,000円。 

  歳出合計予算現額１億4,730万1,000円、支出済額１億4,440万317円、翌年度繰越額ゼロ円、

不用額290万683円、予算現額と支出済額との比較290万683円でございます。 

  歳入歳出差し引き残額８万8,000円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  続きまして、11ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書でございますが、１、歳入総額１億4,448万8,000円、２、歳出総額

１億4,440万円、３、歳入歳出差し引き額８万8,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ

円、５、実質収支額８万8,000円、６、実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定によ

る基金繰入金ゼロ円でございます。 

  次に、介護保険特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第59号 平成26年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算につきまして、御説明申

し上げます。 

  まず、歳入でございます。 

  １款保険料、１項介護保険料２億5,753万8,500円、387万1,900円、2,793万6,300円。 
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  ２款分担金及び負担金、１項負担金429万2,310円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款使用料及び手数料、１項手数料11万5,700円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款国庫支出金２億7,987万4,080円、ゼロ、ゼロ。 

  １項国庫負担金２億1,217万6,110円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項国庫補助金6,769万7,970円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款支払基金交付金、１項支払基金交付金３億3,587万9,553円、ゼロ、ゼロ。 

  ６款県支出金１億6,774万5,985円、ゼロ、ゼロ。 

  １項県負担金１億6,284万円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項県補助金490万5,985円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項財政安定化基金支出金ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ７款財産収入、１項財産運用収入ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ８款繰入金１億6,825万6,000円、ゼロ、ゼロ。 

  １項一般会計繰入金１億6,825万6,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項基金繰入金ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ９款繰越金、１項繰越金4,822万2,921円、ゼロ、ゼロ。 

  10款諸収入17万2,369円、ゼロ、ゼロ。 

  １項延滞金、加算金及び過料ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ２項預金利子ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ３項雑入17万2,369円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計予算現額12億5,805万1,000円、調定額12億9,390万5,618円、収入済額12億6,209

万7,418円、不納欠損額387万1,900円、収入未済額2,793万6,300円、予算現額と収入済額と

の比較404万6,418円でございます。 

  ３ページ、４ページをお開きください。 

  歳出ですが、１款総務費1,844万9,799円、ゼロ、56万2,201円。 

  １項総務管理費393万9,936円、ゼロ、７万1,064円。 

  ２項徴収費145万6,990円、ゼロ、１万2,010円。 

  ３項介護認定審査会費1,305万2,873円、ゼロ、47万9,127円。 

  ２款保険給付費11億5,443万3,843円、ゼロ、4,060万1,157円。 

  １項介護サービス等諸費10億5,597万9,814円、ゼロ、3,386万1,186円。 

  ２項介護予防サービス等諸費3,668万1,368円、ゼロ、275万2,632円。 
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  ３項その他諸費58万230円、ゼロ、17万5,770円。 

  ４項高額介護サービス等費1,988万3,534円、ゼロ、80万9,466円。 

  ５項高額医療合算介護サービス等費252万9,242円、ゼロ、10万4,758円。 

  ６項特定入所者介護サービス等費3,877万9,655円、ゼロ、289万7,345円。 

  ３款財政安定化基金拠出金、１項財政安定化基金拠出金ゼロ、ゼロ、1,000円。 

  ４款基金積立金、１項基金積立金411万3,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款地域支援事業費2,599万5,266円、ゼロ、163万3,734円。 

  １項介護予防事業費383万5,202円、ゼロ、33万4,798円。 

  ２項包括的支援事業等費2,216万64円、ゼロ、129万8,936円。 

  ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金1,103万3,485円、ゼロ、22万7,515円。 

  ７款予備費、１項予備費ゼロ、ゼロ、100万円。 

  歳出合計予算現額12億5,805万1,000円、支出済額12億1,402万5,393円、翌年度繰越額ゼロ

円、不用額4,402万5,607円、予算現額と支出済額との比較4,402万5,607円でございます。 

  歳入歳出差し引き残額4,807万2,025円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  続きまして、31ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書でございますが、１、歳入総額12億6,209万7,000円、２、歳出総額

12億1,402万5,000円、３、歳入歳出差し引き額4,807万2,000円、４、翌年度へ繰り越すべき

財源ゼロ円、５、実質収支額4,807万2,000円、６、実質収支額のうち地方自治法第233条の

２の規定による基金繰入金ゼロ円でございます。 

  次に、稲取財産区特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第60号 平成26年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算につきまして、御説明

申し上げます。 

  まず、歳入でございます。 

  １款財産収入、１項財産運用収入106万6,756円、ゼロ、ゼロ。 

  ２款繰越金、１項繰越金23万4,449円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款諸収入、１項預金利子ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計予算現額130万1,000円、調定額130万1,205円、収入済額130万1,205円、不納欠損

額ゼロ円、収入未済額ゼロ円、予算現額と収入済額との比較205円でございます。 

  次に、３ページ、４ページをお開きください。 

  歳出ですが、１款管理会費、１項管理会委員会費91万9,000円、ゼロ、ゼロ。 
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  ２款諸支出金、１項繰出金28万9,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款予備費、１項予備費ゼロ、ゼロ、９万3,000円。 

  歳出合計予算現額130万1,000円、支出済額120万8,000円、翌年度繰越額ゼロ円、不用額９

万3,000円、予算現額と支出済額との比較９万3,000円でございます。 

  歳入歳出差し引き残額９万3,205円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  続きまして、９ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書でございますが、１、歳入総額130万1,000円、２、歳出総額120万

8,000円、３、歳入歳出差し引き額９万3,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、５、

実質収支額９万3,000円、６、実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金繰

入金ゼロ円でございます。 

  次に、風力発電事業特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第61号 平成26年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算につきまして、御説

明申し上げます。 

  まず、歳入ですが、１款財産収入、１項財産運用収入7,367円、ゼロ、ゼロ。 

  ２款繰入金、１項基金繰入金ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ３款繰越金、１項繰越金176万2,255円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款諸収入6,868万4,359円、ゼロ、ゼロ。 

  １項収益事業収入6,857万3,059円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項雑入11万1,300円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計予算現額6,910万1,000円、調定額7,045万3,981円、収入済額7,045万3,981円、不

納欠損額ゼロ円、収入未済額ゼロ円、予算現額と収入済額との比較135万2,981円でございま

す。 

  次に、３ページ、４ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  １款電気事業費2,795万3,960円、ゼロ、179万2,040円。 

  １項電気事業管理費４万2,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項風力発電事業費2,791万1,960円、ゼロ、179万2,040円。 

  ２款公債費、１項公債費2,449万2,808円、ゼロ、1,192円。 

  ３款諸支出金、１項繰出金1,388万8,713円、ゼロ、47万2,287円。 

  ４款予備費、１項予備費ゼロ、ゼロ、50万円。 
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  歳出合計予算現額6,910万1,000円、支出済額6,633万5,481円、翌年度繰越額ゼロ円、不用

額276万5,519円、予算現額と支出済額との比較276万5,519円でございます。 

  歳入歳出差し引き残額411万8,500円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  続きまして、11ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書でございますが、１、歳入総額7,045万4,000円、２、歳出総額

6,633万5,000円、３、歳入歳出差し引き額411万9,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源ゼ

ロ円、５、実質収支額411万9,000円、６、実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定

による基金繰入金ゼロ円でございます。 

  なお、別冊主要施策の成果説明書の157ページから165ページに財産に関する調書の詳細が

記されておりますので、御参照ください。 

  以上で各会計の決算の概要説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

○副議長（山田直志君） 引き続き、水道課長より決算概要の説明を求めます。 

（水道課長 木田尚宏君登壇） 

○水道課長（木田尚宏君） 議案第62号 平成26年度東伊豆町水道事業会計決算について、概

要を御説明申し上げます。 

  款、項の区分による説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、決算書の１ページをお開きください。 

  収益的収入及び支出ですが、収入の第１款水道事業収益は予算額３億9,865万7,000円に対

し、決算額は４億505万8,747円で、予算額に比べ640万1,747円の増となりました。前年度と

比較しますと0.4％の増となっております。 

  第１項営業収益は予算額３億7,048万9,000円に対し、決算額は３億7,565万5,124円で、予

算額に比べ516万6,124円の増となりました。前年度対比では、料金収入のうち家庭用が

3.8％の減、ホテル、旅館など営業用が11.4％の減、マンション、分譲地用が6.5％の減とな

り、営業収益全体では5.9％の減となっております。 

  第２項営業外収益は予算額2,816万8,000円に対し、決算額は2,940万3,623円で、予算額に

比べ123万5,623円の増となりました。前年度対比では、会計制度の改正により長期前受金戻

入が新たに発生したことで、営業外収益全体では609.5％の増となっております。 

  次に、支出ですが、第１款水道事業費用は予算額４億6,394万8,000円に対し、決算額は４

億5,196万5,717円で、執行率97.4％、不用額1,198万2,283円となりました。前年度と比較し
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ますと5.5％の増となっております。 

  第１項営業費用は予算額４億1,303万円に対し、決算額は４億226万9,133円で、執行率

97.4％、不用額1,076万867円となりました。前年度対比では、電気料金の高騰により動力費

が5.0％増加し、会計制度の改正により不納欠損処理の引き当てを総係費で計上したため、

営業費用全体では4.9％の増となっております。 

  第２項営業外費用は予算額4,357万2,000円に対し、決算額は4,335万1,584円で、執行率

99.5％、不用額22万416円となりました。前年度対比では、消費税額が増加したことにより

営業外費用全体では6.3％の増となっております。 

  第３項特別損失は予算額634万6,000円に対し、決算額は634万5,000円で、会計制度の改正

により前年度に係る賞与と法定福利費の引き当てをしました。 

  第４項予備費については、執行がありませんでした。 

  ２ページをお開きください。 

  資本的収入及び支出ですが、収入はありませんでした。 

  支出の第１款資本的支出は予算額１億6,113万5,000円に対し、決算額は１億5,228万7,372

円で、執行率94.5％、不用額884万7,628円となりました。前年度と比較しますと25.7％の減

となっております。 

  第１項建設改良費は予算額7,330万5,000円に対し、決算額は6,445万7,580円で、執行率

87.9％、不用額884万7,420円となりました。国道135号送水管移設工事や白田浄水場残留塩

素濃度計取りかえ工事など15件の建設工事を実施いたしました。執行状況につきましては15

ページ及び16ページに掲載してあります。 

  第２項企業債償還金は予算額8,783万円に対し、決算額は8,782万9,792円で、償還計画に

基づき返済いたしました。 

  資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億5,228万7,372円は、過年度分損益勘定留保

資金１億4,683万7,622円、過年度消費税資本的収支調整額544万9,750円で補塡しました。 

  ３ページ及び４ページには損益計算書を掲載してあります。 

  ４ページをごらんください。 

  事業損益につきましては、当年度純損失が5,168万5,623円となり、前年度繰越欠損金430

万5,776円と合わせて、会計制度の改正により生じたその他未処分利益剰余金変動額にて補

塡しております。 

  ５ページから８ページには貸借対照表を、９ページから10ページにはキャッシュフロー計
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算書を、11ページには剰余金計算書を掲載してあります。 

  それでは、12ページをお開きください。 

  未処分利益剰余金７億5,128万2,555円につきましては、剰余金処理計算書（案）のとおり

翌年度へ繰り越しとさせていただきました。 

  13ページ以降には事業報告書、付属資料、参考資料及び注記を添付してありますのでごら

んいただきたいと思います。 

  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。 

○副議長（山田直志君） ただいま、決算概要の説明がございました。 

  本日は、一括上程された各会計の決算概要の説明のみとし、決算に対する大綱質疑の締め

切りについては、本日の午前11時30分までとしたいと思います。これに御異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（山田直志君） 異議なしと認めます。よって、決算に対する大綱質疑の締め切りを

本日の午前11時30分までとすることに決定しました。 

  質問の範囲は、款項目の事業までとし、子細については特別委員会にて質問していただく

ようお願いいたします。 

  通告書につきましては、あらかじめ配付してあります用紙を御使用ください。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○副議長（山田直志君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  11日は午後１時からの本会議となります。 

  本日は、これにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午前１０時４４分 
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平成２７年第３回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第４号） 

 

                    平成２７年９月１１日（金）午後１時００分開議 

日程第 １ 意見書案第６号 安全保障関連法案の採決をしないことを求める意見書について 

日程第 ２ 議案第５６号 平成２６年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第 ３ 議案第５７号 平成２６年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

日程第 ４ 議案第５８号 平成２６年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

日程第 ５ 議案第５９号 平成２６年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい 

             て 

日程第 ６ 議案第６０号 平成２６年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定につ 

             いて 

日程第 ７ 議案第６１号 平成２６年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

日程第 ８ 議案第６２号 平成２６年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

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

出席議員（１２名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ２番  稲 葉 義 仁 君 

     ３番  栗 原 京 子 君      ５番  西 塚 孝 男 君 

     ６番  内 山 愼 一 君      ７番  飯 田 桂 司 君 

     ８番  村 木   脩 君     １０番  藤 井 廣 明 君 

    １１番  森 田 禮 治 君     １２番  鈴 木   勉 君 

    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 
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町 長 太 田 長 八 君 副 町 長 鈴 木 忠 一 君 

教 育 長 黒 田 種 樹 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 嘉 久 君 

健康づくり課
参 事 村 上 則 将 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 木 田 尚 宏 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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開議 午後 １時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） 皆様、こんにちは。 

  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27年東伊豆町議会第３回定例会第４日目は成立しましたので、開会します。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○議長（村木 脩君） 本日の議事日程は、あらかじめ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 意見書案第６号 安全保障関連法案の採決をしないことを求める意見

 書について 

○議長（村木 脩君） 日程第１ 意見書案第６号 安全保障関連法案の採決をしないことを

求める意見書についてを議題とします。 

  この意見書案につきましては、９日に14番、山田議員から動議が出され、所定の賛成者が

あり動議は成立しましたが、追加日程として議題にすることは否決されました。しかしなが

ら、動議は否決されたわけではありませんので、昨日、議長である私が出張で欠席したため、

本日、議題とします。 

  14番、山田議員の提出者の説明を求めます。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 意見書案第６号の提出の前に、多少おわびをさせていただきます。 

  昨日、議会運営委員会でも副議長である私が意見書を提出することについての指摘もござ
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いました。また、提出時期等のことについての御指摘もいただきました。私も確認したとこ

ろ、法律、また会議規則において、副議長が意見書を提出するということについては、反す

る行為ではないということでありますが、議長においては、本来、意見書の提出等は差し控

えるべきであるということは、幾つかの会議の運営の中に書かれております。今後は、私も

そうした指摘を踏まえて対応をさせていただきたいと思います。 

  そういう点におきましては、議長及び議員の皆さんには、今回の問題については、やはり

少し私のそういう配慮が十分足りなかった点があるということにつきましては、おわびを申

し上げたいと思います。すみませんでした。 

  それでは、意見書案第６号 安全保障関連法案の採決をしないことを求める意見書につい

てを朗読をもって提出をさせていただきます。 

  意見書案第６号。 

  安全保障関連法案の採決をしないこと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、安全保障関連法案の採決を

しないことを求める意見書を、別紙のとおり提出する。 

  平成27年９月９日提出。 

  東伊豆町議会議長 村木脩様。 

  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 内山愼一。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 藤井廣明。 

  １枚おめくりください。 

  安全保障関連法案の採決をしないことを求める意見書（案）。 

  政府が、今国会に提出している安全保障関連法案は、審議を通じて問題点が次々と明らか

になっている。 

  第一に、武力行使の事態や武力行使と一体となった活動など、憲法９条に違反する懸念が

次々と明らかになっている。米軍に対する海外での戦争支援（兵站）活動は、国際平和支援

法の新規制定により自衛隊の海外派兵を恒久化するものであり、周辺事態法を重要影響事態

法に改定し支援範囲を地球規模に拡大している。従来は、「非戦闘地域」に限定されていた

活動が、その枠を外して、より危険な「戦闘地域」まで出かけて軍事支援を行うとしている。

相手から攻撃される危険が高まることについて、安倍首相は「（攻撃される）可能性がない

と申し上げたことはない。」「自己保全型の武器使用はする。」と答弁している。また、戦
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争支援（兵站）活動は法案に何の制約もない事から、米軍のミサイル、戦車などあらゆる武

器弾薬が輸送できることになる。審議では、クラスター爆弾や劣化ウラン弾など非人道兵器

や核兵器や毒ガスなどの大量破壊兵器の輸送も、中谷防衛大臣は「法理上輸送可能」との見

解を示している。 

  第二に、集団的自衛権の行使を可能とする解釈が破たんしつつある。山口繁元最高裁長官

は、「少なくとも集団的自衛権の行使を認める立法は、違憲とは言わねばならない。」と指

摘し、安倍首相が合憲の根拠としている砂川判決についても、「非常におかしな話だ。」

「日本には、（当時）自衛権を行使する手段がそもそもないのだから、集団的自衛権の行使

など全く問題になっていない。砂川事件の判決が集団的自衛権の行使を意識して書かれたと

は到底考えられません。」と述べ、「法治主義とは何か、立憲主義とは何かをわきまえてい

ない。憲法９条の抑制機能をどう考えているのか。」と批判している。 

  第三に、シビリアンコントロール（文民統制）の原則さえ揺らいでいる。日本国憲法の下

で自衛隊は、シビリアン・コントロール（文民統制）の原則の下、文民で構成される内閣、

立法府である国会の統制下に置かれていることになっている。しかし、この間明らかになっ

た内部文書によれば、自衛隊が法律の成立前から法案を先取りした報告書を作成し幹部自衛

官の研修を行っていたり、制服組のトップの統合幕僚長が、法案作成前の時期にその内容や

成立時期までアメリカに報告すると言う事態まで明らかになったが、解明はされていない。 

  法案の審議を通じて、安倍政権と法案の問題点が噴出しており、国民の多くが平和と民主

主義、国民主権に係わる異常な事態に危機感を募らせている。よって、政府・国会において

は、広く国民の合意が得られない状況の下では、「安全保障関連法案」を採決しないことを

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 年 月 日。 

  静岡県東伊豆町議会。 

  送付先につきましては、さらに１枚めくったところに国会及び関係行政庁及び静岡県関係

の国会議員の方々を記載してあります。 

  どうぞ皆さんの良識ある御判断のほうをお願いいたします。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 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） 
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○議長（村木 脩君） 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。 

  10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） 私は、この安保関連法案の採決をしないことを求める意見書に賛成

いたします。 

  この間、日本は70年間戦争をしないできました。それは、まことに世界的に見ても大変立

派なことで、１人の人も殺さない、１人の人も殺されない、これは平和憲法があって初めて

保たれた平和だと思います。このことが今大きく変わろうとしている。その中で、９割方の

憲法学者が反対し、与党推薦の憲法学者も、これは憲法に違反しているとはっきり言ってい

るわけです。元内閣法制局長官も言っている。最高裁判事も言っている。もうかなりの専門

家がそういうふうに指摘しているにもかかわらず、憲法違反のことを今国会で審議して、こ

れを強行採決しようとしている。これはまさに憲法に反することを決めているわけですから、

安倍首相は、いわばクーデターみたいなことをやろうとしているにほかなりません。 

  こうした非常に重大な問題は、全国民に賛否を問うのは必要なことで、それが今大多数の

方が、この前の報道機関の調査でも65.5％の方が、この国会で成立させるべきではない、反

対であるという表明をしているわけです。日に日に反対の声も高まっております。こうした

中で、この日本の進路を誤るような法案に関して、決して急ぐべきではないというふうに思

いますので、私はこういった意見をこの議会から国、必要な関係諸団体に提出することは、

まことに理にかなっていることだと思います。 

  皆さん、どうぞぜひ御賛同いただきたいというふうに思います。 

○議長（村木 脩君） ほかに討論ございますか。 

  次、反対討論の方ございますか。 

  ５番、西塚議員。 

○５番（西塚孝男君） 反対の意見として言います。 

  今、世界状況がこのようにいろいろなところで、戦闘地区の中に国連法のもとにおいて、

世界中の平和主義の人たちがそこの国に行って、そこの人たちのために一生懸命働いている

と。日本という国は、今までお金だけ出していて、非常に国連から非難を浴びてきました。

そういう中で、憲法を本当は変えることがいいと思いますけれども、憲法を変えないで９条

の中でできる支援をしようと、そういう法律だと思うんです。その中で、日本人としてそれ

はお金だけ出すとか、遠くで見ているとか、そういう気持ちではなくて、やはり国連の一員
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として一生懸命みんなと同じ力を出すのが日本の国のあり方だと思います。 

○議長（村木 脩君） これをもって討論を終結します。 

  もう一人。 

  ６番、内山議員。 

○６番（内山愼一君） 私はこの意見書に賛成いたします。 

  というのは、前回のときも言いましたけれども、自民党政権は、この安保法案については

前回の衆議院議員の選挙のときも一言も述べていないんです。そういうものをにわかに持っ

てきて、先ほど戦争を放棄しました第９条のことについても、戦争放棄するその憲法を違憲

のような形の中でやっていく。それから、実際国民の中でも、この法案については、世論調

査でも半数以上の方が皆さん反対をしています。それから、先ほど賛成者も言ったように、

憲法学者、あるいは著名人についても、これは違憲であるということの話もしております。 

  それからもう一点は、実際に独裁的な形で本当にシビリアンコントロールといいますか、

文民統制がなくなっているような状況、戦前の一時期、そういう時期があったと思いますけ

れども、それと同じような状況を今示しています。そういう中で、学者だけではなくて、あ

るいは学生もそうだし、それから社会人の方も国会の前に集まってデモに参加をしています。 

  こういうことを考えたときに、やはりもう一度仕切り直しして、はっきり憲法を改正する

とか、そういう事案の中で、もう一度選挙を得た中でやっていくことがふさわしいのかなと。 

  それから実際の問題として、地方の議会でも、これは国会だけの問題でなくて地方議会と

しても問題があるということで、県議の方も毎日街頭へ立っている方、それから官房長官の

ところまで行って、一部これも自民党の党籍がある議員さんがこういうものをやめたらどう

かということを書面を持って行っているような状況、それから、市町村部でも同じように県

議の方が反対をして、地方議会の中でも大勢の方が賛同していただいて意見書が成立して提

出しているような状況が多々あります。 

  そういうことを踏まえて、私ども東伊豆町民の中でも同じような気持ちを持っている方が

多々いると思います。そういう意味で、私はこれについては賛成をいたした形であります。

ぜひよろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） ほかに討論ございませんか。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 今、非常に私たちがこういう穏やかな日々の生活を送らせていただ

いている。こういう環境の中で今国も日本の平和をいかにして守っていくかという、よくテ
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レビでこの件に関して私も見るわけでございますけれども、確かに国会の前でこの法案に対

して反対をする人たちが非常に大勢いることも認識しております。 

  しかしながら、すごく頭のいい人たちがマインドコントロールして人を扇動させているの

ではないかなという、私は個人的に懸念も持つわけでございます。 

  今、地球の中を見たときに、平和な世界でいられるというのはほとんど限られた地区だけ

であって、皆さんも御存じのように難民で非常に困っているヨーロッパもございますし、今

なおかつとして戦争も始まっている、もう戦争を行っている地区もあるわけですよね。 

  そういう中に、この間テレビを見ましたら、日本の国の中でも、沖縄の人たちはやはり基

地が集約しているから、もし物事があったときには自分たちが一番先に攻撃される対象にな

るから、この法案には反対だという方たちが多い。しかし、同じ県内の中の石垣島の人たち

は、自分たちは漁に出たときに中国船とかそういう漁船に非常に自分たちの漁場を荒らされ

て困る、抑止力が足りないからだと、私たち石垣島の島民は、町長を初めとしてこの法案に

賛成をしますという、そういう右と左が完全にあるわけでございます。 

  私たちも、今の安倍政権において、日本の平和を守るためにこの法案を通したいという、

私はその意気込みに賛成をさせていただきたいと思いますもので、この意見書を出すことに

対しては反対をさせていただきます。 

○議長（村木 脩君） ほかに討論ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 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６号 安全保障関連法案の採決をしないことを求める意見書について

を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  意見書案第６号 安全保障関連法案の採決をしないことを求める意見書についてに賛成の

方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（村木 脩君） 起立少数であります。 

  よって、意見書案第６号 安全保障関連法案の採決をしないことを求める意見書について

は否決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第２ 議案第５６号 平成２６年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて 

◎日程第３ 議案第５７号 平成２６年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について 

◎日程第４ 議案第５８号 平成２６年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について 

◎日程第５ 議案第５９号 平成２６年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について 

◎日程第６ 議案第６０号 平成２６年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決

算認定について 

◎日程第７ 議案第６１号 平成２６年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

◎日程第８ 議案第６２号 平成２６年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

○議長（村木 脩君） 日程第２ 議案第56号 平成26年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認

定についてから日程第８ 議案第62号 平成26年度東伊豆町水道事業会計決算認定について

まで、以上７件を一括議題とします。 

  これより、大綱質疑を行います。 

  質問回数は２回までとし、質問と答弁を含め１人30分以内とします。 

  ７番、飯田議員の大綱質疑を許します。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 皆さん、こんにちは。 

  私は今回、１問大綱質疑ということで事前に通告してございます。 

  一般会計の歳出のほうについて伺います。 

  ６款商工費、１項商工費、２目商工振興費の中の事業１商工振興事業、商工会に対する補

助金の支給基準はについてを伺います。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 順次答弁を求めます。 

  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問の６款商工費、１項商工費、２目商工振興費、事業
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１商工振興事業、商工会に対する補助金の支給基準はについてお答えいたします。 

  平成26年度の商工会補助金の決算金額は2,030万円となっておりますが、その支給方法に

ついては基準を定めて補助をいたしております。 

  具体的に、平成26年度の当初予算における商工会補助金1,380万円の算定基準について申

し上げますと、商工会の運営事業に対しましては、県の補助裏の３分の１以内の補助とし、

経営改善普及事業における経営指導員の人件費や記帳指導職員の人件費、さらに一般管理費

等に係る経費といたします。また、地域の経済振興対策事業等に対しましては、事業費の３

分の２以内の補助金とし、空き店舗対策や特産品の販売拡大等の事業に補助することといた

します。 

  なお、町内経済の大変厳しい状況を踏まえまして、地域商品券発行事業や歳末大売り出し

抽せん会事業につきましては、補正予算で対応させていただきましたので、御理解をお願い

いたします。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 今、補助金の関係について町長から説明があったわけですけれども、

当初予算として1,380万円、そして決算として2,030万円の決算をされている、この金額につ

いてちょっと触れてみたいと思うんですけれども、26年度に入る前に、町長が言ったように、

県のほうの補助金の関係を説明したわけですけれども、26年度の町の補助金要望書というこ

とで商工会の会長のほうから議会のほうへ上がり、これも参考にされて商工会の補助金等が

交付をされておるわけですけれども、そしてこれ、収入はともかく支出のほうをちょっと見

るわけです。毎年、商工会の総会で報告がされてきて、ある程度の確認をしておるわけです

けれども、やはり県、それから町の補助金をして充当額ということでこの額を見ていく中で、

本当に、これは予算書の中で上げていくことなんですけれども、やはり何かわかりにくいな

と。それなりの額の補助金ですから、各課の項目、要するに流用を認めてやっておると思い

ますけれども、やはり今、いつも町長が言うように、頑張っておるところにはお金を出すよ

と、観光課についても商工会もそうですけれども、やはり今大変この厳しい状況下の中で各

種団体補助金等が削られ、議員何でここまで削るんだよと、そういう話をしているわけです。 

  やはりこの商工会の補助金も前にもちょっと、暮れの商品券ですか、それについても町長

に確認したところ、それは大丈夫で、それで担当課に聞くと、まだ残っておるよと、そのお

金はどうなっているんだと、商工会にお金はやっているんだけれども、そのお金はどうなっ
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て、いや議員さんちょっと残っているよ、それはいいです。 

  だけどやはりそういうことで、ただ単に商工会のほうへこの補助金を、当初は1,300万円

の当初予算でしていく、そして決算をしたら2,030万円ということで決算をされる。やはり

効果がないと思うんです。そして空き店舗が出てくる、そして商店あたりの店主に聞くと、

もううちはだめだよと、若い衆もいないからもう店を閉めるよと、そういう話、状況になっ

ているんです。 

  これは一般質問ではないですけれども、やはり何かにちょっと起爆剤になる、町長からも

担当課の課長からも、商工会にこれだけのお金を出すんですから、起爆剤になる、そういう

補助金を出してください。出しておるんだろうけれども、やっぱり職員も旧態依然、10年も

20年も30年も同じところにいる、いろいろな努力されているところがあろうかと思いますけ

れども、ぜひ町長含め、担当課を含め、この商工会の補助金ということで、ぜひちょっと御

指導をいただきたいなと思います。 

  私のほうは以上です。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 飯田議員の気持ちは本当わかります。そういう中で１点、私からは、

前回、二、三年前かな、大売り出し企画しましたよね。そのとき、当初300万円をやったが、

商工会のあれが見えないもので、カットいたしました。飯田議員が言ったように、やはり頑

張るところにといえば、それはもちろんやります。それでも商工会のそういう姿勢がどうし

ても見えなかったもので、大売り出しの補助金に対しましてはカットしたような記憶はござ

います。飯田議員が言ったように、頑張っているところにはやる、そういった補助金目当て

のものはやらない、これはもう明確にして今後もやっていきたいと考えておりますし、商工

会の姿勢に対しても、いろいろ自分が思っているのは、経産省なりいろいろ国の補助金があ

るんですよね。そういういっぱい精査した中で、そういう国からの補助金を持ってきた中で、

こういう補助金があるから町も何とかしてくれと、そういう姿勢を今後さらに強く商工会に

は求めていきたいと考えております。 

  基本的には大変財政厳しい中に、商工会にこれだけの補助金をやっていくということは、

商工会の方も真摯に受けとめた中で、商工会の内部のほうで真剣にやっていただくというも

のに対して、また今後町といたしましてもそういう姿勢でやってほしいということは要望し

ていきたいと考えております。 

  以上です。 
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○議長（村木 脩君） 以上で、７番、飯田議員の大綱質疑を終結します。 

  次に、14番、山田議員の大綱質疑を許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 私のほうでは、特別会計のほうについて、大きくは３点にわたって

質問をさせていただきます。 

  まず１問目に、国民健康保険特別会計についてなんですけれども、まず、医療費の疾病な

いし病名ないし診療科目ごとという分類、どこが一番適切かわかりませんけれども、この状

況がどういう状況であるのか、また一定期間でのこの疾病の増減状況というものをどういう

ふうに今把握できているのかということを、まず１点お伺いしたいと思います。 

  ２点目に、これら医療費の抑制の取り組みついて、どういう取り組みが決算年度行われた

のか、その中心点についてお聞かせいただきたいと思います。 

  ２問目に、介護保険特別会計についてですけれども、介護の認定者も、また各種サービス

の利用者についても重度化している傾向というふうに私は見ているんですけれども、この要

因についてどういうふうに見ておるのかお聞かせいただきたいと思います。 

  ３問目に、水道事業会計についてですけれども、１点目に、決算年度は観光客数が増加を

しました。しかし、業務用の使用量や収益額が減少しているという事態が起きておりますけ

れども、この要因についてどう見ているのか。 

  ２点目に、昨年度決算年度においては一部事業の見送り等という決断も行いました。こう

した事業を完成まで継続した場合、事業費がどうであったのか、またこの判断について適切

であったかどうか、この辺のお考えについてお伺いしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 順次答弁を求めます。 

  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、国民健康保険特別会計については２点からの御質

問になっていますので、順次お答えいたします。 

  １点目、医療費の疾病（病名または診療科目）ごとの状況と一定期間での増減の状況につ

いてですが、疾病数が多岐にわたるため、平成26年度の費用額が上位の３疾患について状況

をお示しいたします。 

  １位は循環器系の疾患、いわゆる心臓病、脳血管疾患などで、費用額は３億3,665万9,270
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円で、前年度より5,489万1,390円の増となっております。２位は新生物、がんで、１億

8,468万20円で、前年度より4,195万3,490円の減。３位は内分泌、栄養及び代謝疾患、いわ

ゆる糖尿病、脂質異常症などで、１億6,902万1,130円で2,090万3,920円の増となっておりま

す。 

  ２点目の医療費抑制の取り組みはどうなされたのかについてですが、平成26年度は新規の

透析導入の抑制を目的とした慢性腎臓病予防対策事業、いわゆるＣＫＤ予防対策を実施いた

しました。また、生活習慣病予防として特定健診事後指導を実施するとともに、重複多受診

者への保健指導並びに疾病予防及び潜在疾病の早期発見のため、１日人間ドック、がん検診

に対して補助を行っております。また、保険証の交付時にはジェネリック医薬品希望カード

を配布し、医療費の抑制の協力を求めたところであります。 

  山田議員の第２問、介護保険特別会計についての介護認定者も各種サービス利用者も重度

化している傾向だが、要因をどう見ているのかについてですが、要介護認定者の年齢階層別

人数を比較すると、２号被保険者や前期高齢者はほぼ横ばいとなっておりますが、後期高齢

者の認定者数は増加しております。この後期高齢者の介護度を見てみると、介護度３以上の

方が平成25年度より増加しておりますので、要因といたしましては、認定者の高齢化による

ものであると考えられます。 

  山田議員の特別会計の大綱質疑で、水道事業会計については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、26年度は観光客が増加したのに、業務用の使用量・収益額が減少している

要因をどう見ているのかについてですが、26年度の観光客数は84万人台となり、前年の82万

人台から微増しております。しかし、ホテル、旅館などでは厳しい経営状況が続いており、

企業努力によって経費節減に力を入れているものと推測され、光熱水費の節約が使用水量や

料金収入の減少の原因となっていると考えられます。 

  ２点目の、昨年度の一部事業の見送りを行ったが、完成まで継続した場合の事業費は、推

計でどの程度か。この判断は、適切であったかについてですが、26年度当初予算では、新た

な水源を確保するため実施している水源調査について、26年度３号井戸付近において井戸掘

削を行う予定で5,000万円を計上いたしましたが、３号井戸への取水量の影響などを確認す

るため、26年度の事業実施は見送りました。現在、白田浄水場から送水している水量を井戸

で整備した場合、３号井戸と同様の井戸と配水池で７カ所整備を想定した建設費用は、概算

で10億5,000万円程度と推計しております。また、入谷地区の配水管布設工事費600万円を計
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上しておりましたが、県で実施している農免農道整備事業がおくれたため、工事費の実施は

見送りいたしました。なお、25年度実施分と27年度契約済分の工事費の総額は692万2,301円

となっております。また、白田浄水場の延命化に伴い、処理能力が低下している汚泥かき寄

せ機整備2,459万2,000円については、26年度に改修を行う予定でありましたが、現在の設備

状況での処理能力を確認し、状況を見て改修するか判断するため、26年度の実施は見送りい

たしました。 

  26年度、これらの事業の実施を見送りましたが、適切な判断であったと考えております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、まず国民健康保険の関係ですけれども、腎臓病の取り組み、

今いろいろ言われた、特に２番目の取り組みについては、大体今回でいうと腎臓病、その関

係、透析関係の取り組みが新たな取り組みだったかなという感じをしておりまして、ただ、

やはり町長言われたようなこの３事業のところについては、国であると５疾病６事業、県は

６疾病７事業という重点疾病というのを定めて、かなりそこに力を入れると。変な話だけれ

ども町の計画というのも、国や県の計画に準じてやるというところがあって、準じているは

いいんだけれども、実際東伊豆町の場合だと、かかっている医療の順番も違ったり、金額規

模もやはり循環器非常に大きいわけですよね。そうすると、ここのところに重点的に対策を

立てるというような考え方をとっていかないとなかなか大変ではないかなというのが、今回

の決算を見て感じているところでございます。 

  ぜひそういう取り組み、ないし、あとこれは一部監査の意見や、また一般会計のほうとの

リンクをどうしていくのかということの問題は、なかなか監査委員の意見もおもしろい意見

だなというふうに私は拝聴しましたけれども、どちらも検診事業においても健康づくりのほ

うにしても参加がちょっと停滞しているというのが実態だと思うので、そういう取り組みを

ぜひまた今後推進していただきたいと思います。 

  ２つ目に、介護保険の関係ですけれども、見方とすると確かに加齢によって後期高齢者は

症が重たくなるのはある面いたし方ない部分、ただそこを頑張っているという見方もできる

んだけれども、これも今後の問題から考えると、団塊の世代がだんだん前期高齢者、後期高

齢者へ移行していくということになると、これが非常に問題意識を持ってこの点を取り組ん

でいく必要があるのかなというのも改めて感じているところでございまして、これは当然、

介護保険だけでできなくて、介護保険予防事業、それからこの間出た総合事業を含めて、健
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康づくり事業との関連においても、町の大きな課題になっていくと思います。 

  ３点目ですけれども、水道事業会計の問題で、町長、観光客が増加して、今までからする

と、観光客が増加したときはある程度水道は増加してくれるものだとばっかり私は思って決

算を見たら、いや減っていると。これは、でも大変なことでございまして、今後この状況が

続けば、この６月から水道料金値上げしましたけれども、この水道の値上げのサイクルがよ

り短くなってくると。町民の皆さんの負担がより早くに、より重くなっていくというような

形にもなりかねないということでございまして、ここの対策といいましょうか、節約してい

るものをよせとは言いません。ただ従前、私どもも前やっておりました総務経済の前委員会

のときも所管の報告でも指摘をしましたけれども、道路占用や河川の占用等適切にとられて

いないものについては、しっかり把握して適切な処置をとるということは、これからの問題

としては最低限必要なことなのではないかと。今後、ここの部分が野放しにされて水道料金

の値上げというようなことはあり得ないと思うんですよ。それは、もう一回、こっちやめて、

自分で井戸を掘った人に、井戸をやめて水道にしなさいとは言えません。それぞれ努力した

ものに、それぞれの経営の問題ですけれども、ただ河川占用や道路占用などしっかりとられ

ない、言えばその点がルーズなものについては、適切な対応をした形をしていただかないと、

今後の水道料金や水道事業会計については非常に問題になると私は思っております。 

○議長（村木 脩君） ちょっと暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時３８分 

 

再開 午後 １時３８分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○１４番（山田直志君） いずれにしても、そういう事態というのをしっかりやっていただき

たい。 

  ２点目の問題ですけれども、町長、私もこれは非常によかったと思っております。いろん

な面で事業を見直すというのは、今回26年度5,000万円というような赤字にもなっておるわ

けですから、その段階で、ある程度落ちている中で事業を一回立ちどまって見直す、こうい

うことはあくまでも公営企業といえども、公営企業会計という意味でも、あくまでも状況に

適応してスムーズな対応をするという意味でも、こういう決断は正しかったと思うし、確か
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に、過去２年間、水源探査がうまくいかなかったと、そういうことについてもいろいろ議員

の中にも町民の中にもあったので、そこでやはりもう一回そこは立ちどまって考えて、慎重

に対応する。そういうこともそのことによって行われた、そのことは私はよかったのではな

いかと。そういう点では、ただ決められたことはそのままやればいいではなくて、こんなに

収益が落ちているんだ、水量が落ちているんだ、それに対しては立ちどまってそれは見直し

ていくんだと、こういうことが発揮されるというのは、今まで水道会計の中でもこういうこ

とは余りなかったと思うので、私は、こういう状況に応じた対応は今後もそういう段階では

とられてしかるべきであったかなというふうに教訓として考えております。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１つ目は、この医療費の疾病に関する問題。本当この町独自の違

いがありますので、町は町独自のそういうところに力を入れて今後もやっていきたいと考え

ておりますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  次に介護保険、これ本当、ますますこの高齢化によって、こういう事態が多くなってきて

おりますので、なるべくそういういかない方向で連携した中で、これから教室をやっていき

たいと考えており、またいろいろなことがありましたらよろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

  次に水道事業会計、これ本当に普通であれば、入湯客がふえれば、当然今までの感じでは

水道が上がってくる、これが本当に今までの見方。今回は本当にそういう逆転現象が起きた

もので、町としては大変危惧しているところでございます。その中で、今言ったように引き

方、そうやって十分チェックしていきたいと考えている。 

  そしてもう一点、またこれは相談でございますが、水道を使うほど、使用量を使えば使う

ほど金額が多くなってきておりますので、またそういうこともひとつ大きなところがまた二

の足を踏んで、では自分で井戸をやろうか、そういうことも考える。これまた議会の方に相

談しながら、いい方向でやっていきたい。 

  さらに次の見送り、これは本当に、私は議会のチェック機能が働いたおかげだと考えてお

ります。基本的にこれ当初やろうという予定でおりましたが、議会の皆さんから、ある程度

ここは一旦立ちどまって見直してはどうかということを言われましたもので、今回を見送り

させた中で、これは大変よかったと私は考えておりますもので、これは議会の皆さんの考え

を抽出した中でやった中で、そういう中で議会のチェック能力が今回働いていたかなと考え

ておりますもので、また今後、そういうことがありましたらどんどん言っていただければ、
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踏みとどまるところは踏みとどまってやっていきたいと、そういう考えでございますもので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、14番、山田議員の大綱質疑を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第56号 平成26年度東伊豆町一般会計

歳入歳出決算認定については、５人の委員で構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、

これに付託して審査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、議案第56号については、５人の委員で

構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決しました。 

  お諮りします。ただいま設置されました一般会計決算審査特別委員会の委員の選任につい

ては、委員会条例第７条第２項の規定によって、お手元にお配りしてあります名簿のとおり

指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、一般会計決算審査特別委員会の委

員は、お手元にお配りしてあります名簿のとおり選任することに決定しました。 

  ただいま一般会計決算審査特別委員会に付託しました議案第56号については、会議規則第

46条第１項の規定により、来る９月25日までに審査を終え、報告できるよう期限をつけたい

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（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、一般会計決算審査特別委員会において

９月25日までに審査を終え、報告できるよう期限をつけることに決しました。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案57号 平成26年度東伊豆町国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定についてから議案第62号 平成26年度東伊豆町水道事業会計決

算認定についてまでの６件については、６人の委員で構成する特別会計決算審査特別委員会

を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、議案第57号から議案第62号までは、６

人の委員で構成する特別会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに

決定しました。 
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  お諮りします。ただいま設置されました特別会計決算審査特別委員会の委員の選任につい

ては、委員会条例第７条第２項の規定によって、お手元にお配りしてあります名簿のとおり

指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、特別会計決算審査特別委員会の委

員は、お手元にお配りしてあります名簿のとおり選任することに決しました。 

  ただいま特別会計決算審査特別委員会に付託しました議案第57号から議案第62号までは、

会議規則第46条第１項の規定により、来る９月25日までに審査を終え、報告できるよう期限

をつけたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、特別会計決算審査特別委員会において

９月25日までに審査を終え、報告できるよう期限をつけることに決しました。 

  なお、委員会室として、一般会計決算審査特別委員会には中会議室を、特別会計決算審査

特別委員会には第１委員会室をそれぞれ充ててあります。 

  お諮りします。特別委員会審査のため、９月12日から９月24日までの13日間を休会とした

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（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、９月12日から９月24日までの13日

間を休会とすることに決定しました。 

  ただいまから委員会を開き、付託案件の審査をお願いします。 

  来る９月25日は午後１時から本会議を開き、委員長の報告を求め、質疑、討論並びに採決

を行います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、来る９月25日は午後１時から本会

議を開き、委員長の報告を求め、質疑、討論並びに採決を行うことに決定しました。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（村木 脩君） 本日はこれにて散会します。 
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  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時４７分 
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平成２７年第３回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第５号） 

 

                   平成２７年９月２５日（金）午後 １時００分開議 

日程第 １ 議案第５６号 平成２６年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第 ２ 議案第５７号 平成２６年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

日程第 ３ 議案第５８号 平成２６年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

日程第 ４ 議案第５９号 平成２６年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい 

             て 

日程第 ５ 議案第６０号 平成２６年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定につ 

             いて 

日程第 ６ 議案第６１号 平成２６年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

日程第 ７ 議案第６２号 平成２６年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

日程第 ８ 議案第６３号 平成２７年度東伊豆町一般会計補正予算（第７号） 

日程第 ９ 同意案第１０号 東伊豆町教育委員会委員の任命について 

日程第１０ 各常任委員会の研修視察計画について 

日程第１１ 議会運営委員会所管事務調査について 

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

出席議員（１２名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ２番  稲 葉 義 仁 君 
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    １１番  森 田 禮 治 君     １２番  鈴 木   勉 君 

    １３番  定 居 利 子 君     １４番  山 田 直 志 君 

欠席議員（なし） 
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開議 午後 １時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） 皆様こんにちは。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27年東伊豆町議会第３回定例会第18日目は成立しましたので、開会します。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○議長（村木 脩君） 本日の議事日程は、あらかじめ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５６号 平成２６年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて 

○議長（村木 脩君） 日程第１ 議案第56号 平成26年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認

定についてを議題とします。 

  一般会計決算審査特別委員長の報告を求めます。 

  10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 皆さん、こんにちは。 

  審査報告を申し上げます。 

  平成27年９月25日。東伊豆町議会議長 村木 脩様。一般会計決算審査特別委員会委員長

藤井廣明。 

  一般会計決算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したから会議規則第77条の規定に
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より報告します。 

  記。 

  事件の番号、議案第56号。 

  件名、平成26年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について。 

  審査の結果、原案認定。 

  一般会計決算審査特別委員会に付託された、議案第56号 平成26年度東伊豆町一般会計歳

入歳出決算認定について。 

  歳入・歳出全部。 

  第１、会議回数、月日、場所、出欠席委員につきましては、下記のとおりですのでごらん

ください。 

  ４ページをお開きください。 

  第２、決算に対する意見。 

  平成26年度一般会計決算は、予算現額50億8,752万3,000円に対し、収入済額51億3,303万

1,483円、支出済額49億486万6,240円である。歳入歳出差し引き額は２億2,816万5,243円で

ある。 

  このうち、繰越明許費繰越額を差し引いた実質収支額で２億1,433万7,243円の黒字となり、

財政の健全化に努めていることは認められる。 

  しかし、景気回復の兆しは認められるものの今後も町税の減少傾向は予測されるので、長

期的財政計画に基づいた健全な財政運営を望む。 

  （１）歳入について。 

  ①町税の収納は少ない職員数で収納率の向上に努力していることは評価するが、財政が厳

しい中であるので、全ての税の収納率アップに努められたい。 

  （２）歳出について。 

  ①事務事業レビューの結果を受け、その内容をよく精査し、予算に反映できるものは反映

されたい。また、金額の大きい補助金で補助金要綱等が整備されていないものは整備された

い。 

  ②地方債の残高は大きな負担となっている。長期的なことも考え、できるだけ新規発行の

抑制に努められたい。 

  ③庁舎駐車場で行われる朝市については、いろいろな苦情も多いようだ。苦情内容をよく

精査し、朝市運営委員会で処理できるものは十分な指導を行い、整理整頓されたきれいな駐
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車場を望む。 

  ④町税の収納業務を担当する税務課収納係の職員数が不足しているようだ。また、国の少

子化対策事業等で業務量が増加しているところには、適正な職員数の配置を望む。 

  ⑤継続的な経済状況の低迷と少子高齢化等の影響により商業の落ち込みがひどい。商工会

などとよく協議して商業振興に努められたい。 

  ⑥観光関係で町内団体に補助金が支出されていて、その中には基本的に期間限定のものも

あるが、確実に実行されたい。 

  ⑦私設街路灯電気料補助金は予算の範囲内において支出されているが、安全で安心なまち

づくりのためにも予算額・ＬＥＤへの切りかえなどを検討する必要がある。 

  ⑧健診（検診）・健康づくり事業への受診率（参加率）が伸び悩んでいる。健康づくりに

無関心な人の背中を押せるかどうかが鍵を握ると思うが、受診者（参加者）には健康ポイン

トを与えるなど、町民の医療費削減・健康づくりにつながる施策を考えていただきたい。 

  ⑨介護予防拠点施設としてのアスド会館は、補助金交付後10年以上経過しているのでハー

ド面的には何の制限も受けることはない。現状の利用・経費等を調査し、活用方法、もしく

は閉館などを早急に検討すべきだ。 

  ⑩観光面では、最近はインバウンド（訪日来訪者）がふえるなどよい面もあるが、観光関

係者の高齢化など先行きは明るく感じられない面もある。当局は、来遊客が確実に中心街に

来ていただける、町全体が循環するようなまちづくりの振興策を推進すべきである。 

  第３、主な質疑の対象となった事項。 

  これにつきましては、下記のとおりですので、ごらんください。 

  ７ページをお開きください。 

  以上のとおり、意見と主な質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を認定すべき

ものと決定したことを報告します。 

○議長（村木 脩君） これより一般会計決算審査特別委員長の報告に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 



232 

 

  お諮りします。ただいま議案となっております議案第56号 平成26年度東伊豆町一般会計

歳入歳出決算認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお

り認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第５７号 平成２６年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について 

◎日程第３ 議案第５８号 平成２６年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について 

◎日程第４ 議案第５９号 平成２６年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について 

◎日程第５ 議案第６０号 平成２６年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決

算認定について 

◎日程第６ 議案第６１号 平成２６年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

◎日程第７ 議案第６２号 平成２６年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

○議長（村木 脩君） 日程第２ 議案第57号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算認定についてから日程第７ 議案第62号 平成26年度東伊豆町水道事業会計決算

認定についてまで、以上６件を一括議題とします。 

  特別会計決算審査特別委員長の報告を求めます。 

  ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 皆さん、こんにちは。 

  私、文教の担当で今回特別会計決算審査を行いました。朗読をもって報告とさせていただ

きます。 

  平成27年９月25日。東伊豆町議会議長 村木 脩様。特別会計決算審査特別委員会委員長 



233 

 

   飯田桂司。 

  特別会計決算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託された事件は審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第77条の規定

により報告します。 

  記。 

  事件の番号、件名、審査の結果の順に朗読します。 

  議案第57号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、原案

認定。 

  議案第58号 平成26年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、原

案認定。 

  議案第59号 平成26年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、原案認定。 

  議案第60号 平成26年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について、原案認

定。 

  議案第61号 平成26年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について、原案

認定。 

  議案第62号 平成26年度東伊豆町水道事業会計決算認定について、原案認定。 

  ２ページをごらんください。 

  特別会計決算審査特別委員会に付託された 

  １、議案第57号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

  ２、議案第58号 平成26年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

  ３、議案第59号 平成26年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

  ４、議案第60号 平成26年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

  ５、議案第61号 平成26年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について 

  ６、議案第62号 平成26年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

  審査の対象となった主な事項を報告します。 

  一、会議回数、月日、場所、出席委員等につきましては、２ページから３ページにありま

すので確認の上、省略させていただきます。 

  では、４ページをごらんください。 

  二、審査の要旨。 

  １、平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について。 
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  （１）主な質疑の内容。 

  歳入。 

  ①県への移行時期はいつか。 

  平成30年度から県と市町村が保険者となる。県は財政面を、町は税の賦課徴収を行う予定。 

  ②不納欠損の状況は。 

  執行停止後３年を経過したものが96件で1,510万円。滞納税を徴収することができないこ

とが明らかであるものが87件で887万円。５年間行使しないことによる納税義務の消滅が168

件で1,736万円。合計で4,134万円。 

  ③当初予算では収納率を90％で見ているが、年度末の収納率は。 

  収納率は、現年度分で90.33％。 

  ④収納率が下がらないよう努力する必要があり、それが課題だと思われるが。 

  平成30年以降、国の方針では、当町の保険者数の規模の自治体で収納率91％の目標が示さ

れている。 

  ⑤３款１項３目の特定健康診査等負担金の負担割合は。 

  国・県・町それぞれ３分の１ずつ負担している。 

  ⑥当町の特定健診の受診率は何％か。 

  34.1％。 

  ⑦特定健診の受診率が低い市町村に対し、ペナルティーはあるのか。 

 制度ができた当初は、実施率が65％未満であると、後期高齢者支援金の増額というペナルテ

ィーを科すことになっていたが、全国的に受診率が低いため、その基準を変更し、保健指導

をしていない保険者に見直された。当町においては保健指導を行っているため、ペナルティ

ーの対象となっていない。平成30年度に制度の見直しが行われる予定。 

  歳出。 

  ①人間ドック、がん検診補助金の内容は。 

  人間ドック補助金は、162人に対し391万円。受診料から１万円を引いた金額（３万円を上

限）を支給。 

  ５ページをごらんください。 

  がん検診は１人当たり350円で、353人に対し12万3,000円の補助をした。 

  ②７款１項１目に高額医療費共同事業医療費拠出金があるが、高額の限度額は。 

  一般で８万100円。 
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  ③高額の病名と費用額が高額なものは何か。 

  １位循環器系の疾患、２位新生物、３位内分泌、栄養及び代謝疾患、４位精神及び行動の

障害、５位筋骨格系及び総合組織の疾患となっている。その年によって費用額に変動はある

が、例年これらの疾病が上位を占めている。 

  ④１人当たりの最高額はどのような疾患で幾らか。 

  人工透析を必要とする慢性腎不全患者で、1,668万円。 

  （２）その他審議の対象となった事項。 

  ①人工透析者数。 

  ②人工透析予備軍への保健指導。 

  ③出産育児一時金の人数と１人当たりの支給額。 

  ④診療費のうち入院費だけが増加している理由。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を認定すべきものと

決定したことを報告します。 

  ６ページをごらんください。 

  ２、平成26年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について。 

  （１）主な質疑の内容。 

  ①収入未済額が280万円ほど計上されているが、今後徴収できる見込みはあるのか。不納

欠損が今後ふえていくのではないか。 

  未納者には電話催告や臨宅を行っているが、なかなか徴収は難しい。普通徴収対象者は、

年金の受け取り額が少ない方が多い。今後も不納欠損がふえていくと思われる。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を認定すべきものと

決定したことを報告します。 

  ７ページをごらんください。 

  ３、平成26年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。 

  （１）主な質疑の内容。 

  ①特別徴収と普通徴収、それぞれの人数は。 

  特別徴収は4,483人。普通徴収は1,168人。 

  ②収入未済額が2,700万円程度あるが、今後の見通しは。 

  昨年度と比べて90万円程度ふえている。今後高齢者数の増とともに、未収金額や不納欠損

額もふえていくと思われる。当町は普通徴収の割合が高い。普通徴収は、65歳到達者、無年
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金者または年金受給額が18万円未満の方など所得が少ない方が多く、徴収も難しい。 

  ③歳出の１款１項１目システム改修委託料307万円の内容は。 

  平成27年４月からの介護保険制度に対するための改修費用。国から２分の１の補助金153

万9,000円を受けている。 

  ④歳出の２款１項１目介護認定審査会負担金の内容は。 

  賀茂郡５町で構成されている介護認定審査会の事務費である。25年度と26年度は東伊豆町

が幹事町だった。全体の費用額557万8,813円を各町の認定審査件数で按分して徴収する。そ

のうち当町の負担金は128万6,503円である。 

  ⑤26年度の認知症サポーター養成講座は、どのような人が受講したのか。 

  稲取高校の１・２年生、稲取中学校、北川区、静岡銀行、旅館の従業員等が受講した。 

  （２）その他審議の対象となった事項。 

  ①認知症高齢者見守り事業に加盟している事業所について。 

  ②介護予防運動指導利用者負担金の内容。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を認定すべきものと

決定したことを報告します。 

  ８ページをごらんください。 

  ４、平成26年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について。 

  （１）主な質疑の内容。 

  ①旅館組合への土地貸付料80万円について、減額等の要望はないか。 

  平成24年10月末で契約期間が満了した際、３年ごとの契約更新時に20万円減額するとの覚

書が締結された。平成36年11月以降にゼロ円となる。 

  ②配分金が10万円以上あるが、天草漁業者はふえているのか。 

  現状操業は一そうのままだが、ことしの１月の漁協総会において、アクアラングを使用し

た天草漁が認められたため、今後の漁獲量増に期待している。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を認定すべきものと

決定したことを報告します。 

  ９ページをごらんください。 

  ５、平成26年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について。 

  （１）主な質疑の内容。 

  ①稼働から何年たったか。また基金の積立額の目標は。 
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  稼働から12年目。繰り出しを抑えて基金をなるべく積み立てていきたい。 

  ②施設の取り壊し費用を幾らで見込んでいるか。 

  以前の試算では１億円ぐらい必要といわれているが、鉄を売却すれば、その半分もかから

ないのではないかと見込んでいる。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を認定すべきものと

決定したことを報告します。 

  10ページをごらんください。 

  ６、平成26年度東伊豆町水道事業会計決算認定について。 

  （１）主な質疑。 

  ①営業損失が4,400万円となっていて経営が厳しいと思うが、今後の見通しはどうか。 

  別荘地では自前で井戸を掘り、熱川地区の一部の利用者は雑用水を使用している影響から、

町の水道使用量及び収入が減っていることに加え、動力費の電気料金が平成25年度より５％

ほど上がっている。 

  また、水道会計制度の見直しから、26年度決算では制度の移行時期として、２カ年分の夏

季手当及び期末手当を予算化しなければならず、特別損失634万円及び賞与引当金687万円を

計上したため人件費が増加した。 

②水道料金の未納額と件数は。 

  未収金は、流動資産未収金の営業未収金5,708万円。内訳は、現年度分が1,844万円、過年

度分が3,864万円。収納率は、現年度分で95.09％、過年度分が30.96％、全体では86.77％。 

  不納欠損額は、流動資産未収金の貸倒引当金で処理されていて1,371万円。件数は72件で、

主に転出者、転居先不明者、死亡者が対象。ホテル・旅館の廃業・破産が６件で、不納欠損

額の96％を占めている。 

  未納者については、年３回定期的に停水を実施している。平成26年度の停水実績は37件。

悪質滞納者には厳しく対応する。 

  ③現在掘削中の井戸から水が出れば、今後白田からの送水をしなくても済むのか。 

  白田から稲取への送水は、ピークで日量5,000トンなので、井戸を１本掘っただけではそ

れを賄い切れない。井戸を何本か掘削し水量確保ができれば、中継ポンプ場を廃止し、その

結果動力費の削減になると思われる。 

  （２）意見。 

  人口減少や町内経済の景気低迷により、家庭用・事業用とも使用水料が減少し、水道料金
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収入が減少している。また、電気料金の値上げや消費税の増税による経費の増や、老朽化し

ていく施設の更新経費が見込まれる中、水道事業会計の経営は一層厳しさを増している。 

  人件費の削減や工事発注の見直しなど経営努力は行っているが、今後は高所に井戸を掘り

自然流下方式による配水を実施するなどして経費削減を行い、安心安全な水道水の供給を継

続的に行うことができるよう、経営改善を図っていただきたい。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と委員会からの意見を付し、全会一致で原案

を認定すべきものと決定したことを報告します。 

  よろしく御審議をお願いします。 

○議長（村木 脩君） お諮りします。日程第２ 議案第57号から日程第７ 議案第62号まで

の平成26年度特別会計及び水道事業会計の決算６件について、一括質疑とすることにしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり) 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、議案第57号から議案第62号までを

一括質疑とします。 

  それでは、議案第57号から議案第62号までについて、特別会計決算審査特別委員長の報告

に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり) 

○議長（村木 脩君） 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57号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 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57号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

  次に、議案第58号 平成26年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て討論に入ります。討論ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 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58号 平成26年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

  次に、議案第59号 平成26年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について討論

に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 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59号 平成26年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを

採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

  次に、議案第60号 平成26年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について討

論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 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60号 平成26年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について

を採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

  次に、議案第61号 平成26年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について

討論に入ります。討論ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 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61号 平成26年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

  次に、議案第62号 平成26年度東伊豆町水道事業会計決算認定について討論に入ります。

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 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62号 平成26年度東伊豆町水道事業会計決算認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

 

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

 

◎日程第８ 議案第６３号 平成２７年度東伊豆町一般会計補正予算（第７号） 

○議長（村木 脩君） 日程第８ 議案第63号 平成27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63号 平成27年度東伊豆町一般会計補

正予算（第７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281万4,000円を追加いたしまして、歳入

歳出予算の総額を53億1,940万6,000円とするものでございます。 
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  補正内容といたしましては、歳出では、先日の台風18号の影響により被災した町道３路線

の復旧に要する災害復旧工事費の増額を計上しております。財源につきましては、財政調整

基金からの繰入金で調製を図った内容でありますので、ご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（村木 脩君） 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63号 平成27年度東伊豆

町一般会計補正予算（第７号）について概要を説明いたします。 

  平成27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281万4,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ53億1,940万6,000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。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補整前の金額に281万4,000円を

追加し、１億3,650万2,000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281万4,000円の増は、今回の補正における財源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、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224万5,000円を追加し、308万7,000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224万5,000円の増は、去る９月６日の台風18号の影響

により被災した町道３路線の崩土除去や、巨石積み工等の復旧に係る工事請負費を増額措置

するものであります。 

  ２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53億1,659万2,000円に281万4,000円を追加いたしまして、53

億1,940万6,000円といたします。 
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  次に歳出ですが、補正前の額53億1,659万2,000円に281万4,000円を追加いたしまして、53

億1,940万6,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、全額一般財源といたします。 

  なお、資料といたしまして、災害復旧の位置図を添付してございますので、御参考にして

いただければと思います。 

  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（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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63号 平成27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（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第９ 同意案第１０号 東伊豆町教育委員会委員の任命について 

○議長（村木 脩君） 日程第９ 同意案第10号 東伊豆町教育委員会委員の任命についてを

議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇) 

○町長（太田長八君） 東伊豆町教育委員会委員に下記の者を任命することについて、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるもので

あります。 

  住所、賀茂郡東伊豆町奈良本1031番地。 
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  氏名、鳥澤孝雄。 

  提案理由を申し上げます。 

  現職の鳥澤孝雄教育委員が、平成27年９月30日をもって任期満了となるため、再任をお願

いするものでございます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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10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（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決

しました。 

 

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

 

◎日程第１０ 各常任委員会の研修視察計画について 

○議長（村木 脩君） 日程第10 各常任委員会の研修視察計画についてを議題とします。 

  研修視察計画は、お手元に配付したとおりであります。 

  各常任委員長に対する質疑はありませんか。 

（発言する人なし) 

○議長（村木 脩君） 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。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  ただいま議題となっております各常任委員会の研修視察計画については、承認することに
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御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は計画のとおり承認されました。 

 

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

 

◎日程第１１ 議会運営委員会所管事務調査について 

○議長（村木 脩君） 日程第11 議会運営委員会所管事務調査についてを議題とします。 

  内容としては、議会の運営に関すること、議会の会議規則・委員会に関する条例等に関す

ること、議長の諮問に関すること、以上の３点です。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議会運営委員会所管事務調査については、

議会運営委員会にこれを付託し、平成27年第４回定例会までに調査することにしたいと思い

ます。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。議会運営委員会所管事務調査については、議会

運営委員会にこれを付託し、調査することに決定しました。 

 

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

 

◎閉会の宣告 

○議長（村木 脩君） これをもちまして、本定例会に付議された案件の審議は全て終了しま

した。したがって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり）  

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本定例会は本日で閉会することに決定

しました。 

  平成27年第３回東伊豆町議会定例会を閉会します。 

  長期間、御苦労さまでした。 

 

閉会 午後 １時４２分 
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