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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、改めまして、おはようございます。 

  平成28年東伊豆町議会第１回定例会の開会に当たり、議員の皆様におかれましては、公私

ともに大変お忙しい中、御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  本定例会は、新年度予算を審議する重要な議会であります。国内経済は、円高・株安が進

み、経済の減速感は否めませんが、議会として町民福祉の向上や町の発展のために十分審議を

尽くし、町民の要望する諸施策に反映すべく努力いたしたいと存じます。 

  なお、一雨ごとに暖かさが増す今日このごろですが、皆様方には健康には十分留意され、

議会運営に各段の御協力を賜りますよう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28年東伊豆町議会第１回定例会は成立いたしましたので、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28年第１回定例会の運営について御報告をいたします。 

  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

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

  なお、本定例会では、一般質問の時間は60分、質問回数を１回目の通告分を除いて３回以

内とすることとなっていますので、御協力をお願いいたします。また、質問通告者の中で、14

番議員より資料配付、掲示板の使用願が出されております。 

  本定例会の提出案件といたしましては、専決承認が４件、条例の改正及び制定案が12件、

指定管理者の指定が３件、平成27年度一般会計ほか５つの特別会計の補正予算案、平成28年度
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の各会計の予算案、指定金融機関の指定、人事案件が10件、さらに、議会から発議として委員

会条例の改正が１件、それぞれ日程に組み込まれております。 

  なお、専決承認第２号から第４号、議案第３号から第５号、議案第14号と第15号、議案第

23号から第28号、同意案第１号から第10号につきましては一括議題とし、質疑は一括、討論、

採決は各号ごとに行います。 

  補正予算の説明に関しましては、一般会計は、今回、補正項目が多く、事前に資料にて

100万円以上の内容を示してありますので、おおむね200万円以上、特別会計は、従前どおり、

おおむね50万円以上で説明することといたします。 

  また、条例改正案等の説明には、新旧対照表、または説明資料等を用いるなどにより概要

説明とすることが協議決定されましたので、当局の皆様もよろしくお願いいたします。 

  平成28年度予算案につきましては、一括上程後に町長の提案理由、担当課長の概要説明を

受け、大綱質疑を経た後に、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。 

  ２つの特別委員会の委員構成は、お手元に配付してあります名簿のとおり、一般会計が文

教厚生常任委員会所属の委員、特別会計は総務経済常任委員会所属の委員となっております。 

  また、大綱質疑につきましては、一般会計予算審査特別委員会に所属の議員が６つの特別

会計に、特別会計予算審査特別委員会に所属の議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、質疑の範囲は事業別までとします。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につきましては、既に、議案とともに配付してあります。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３月11日の正午までとさせていただき、そ

の後議会運営委員会を開催します。 

  ３月14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。 

  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、予備日を含め、本日より３

月28日までの20日間とさせていただきます。 

  閉会中に提出された要望書等につきましては、会期中、担当常任委員会にて審査し、報告

をお願いすることになりますので、御承知願います。 

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

  また、議会運営委員会の所管事務調査につきましては、議会運営に関すること、会議規

則・委員会条例に関すること、議長の諮問に関すること、以上３点を閉会中の継続調査といた
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したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  最後になりますが、議員各位には、平成28年最初の定例会となりますので、活発な御意見、

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。 

 

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

 

◎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、５番、西塚議員、６

番、内山議員を指名します。 

 

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

 

◎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、本日から予備日を含め３月28日までの20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20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等の結果に関する報告につきましては、既に送

付しました。 

  陳情・要望書等の付託につきましては、お手元に一覧表を配付しました。 

  付託案件の審査につきましては、３月25日までに担当常任委員会にて審査し、報告をお願

いすることになりますので、御承知願います。 

  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。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第４ 施政方針 

○議長（村木 脩君） 日程第４ 町長より施政方針を行います。 

  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28年東伊豆町議会第１回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。 

  平成28年度の当初予算案、その他諸議案の御審議をお願いするに当たり、所信の一端と大

綱を述べさせていただき、町民の皆様並びに議員各位の御理解と御協力を賜りますよう、心か

ら念願するところでございます。 

  さて、政府は、一億総活躍社会の実現に向けた取り組みとして、これまでのアベノミクス

の成果の上に、デフレ脱却、経済再生をさらに前進させるため、アベノミクス第２ステージに

おいて戦後最大の名目ＧＤＰ600兆円を平成32年ごろに達成することを目標とし、これまでの
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３本の矢を束ねて、一層強化した新たな第１の矢である「希望を生み出す強い経済」を推進し

ていくこととしており、その結果を踏まえ、第２の矢の「夢をつむぐ子育て支援」、第３の矢

の「安心につながる社会保障」を推進し、地方創生、国土強靭化、女性の活躍などの取り組み

と相まって、第２、第３の矢が「強い経済」にも寄与するメカニズムを通じて、新３本の矢が

一体となって成長と分配の好循環を強固なものとしていくこととしております。 

  当町におきましても、現在、東伊豆町まち・ひと・しごと創生本部において、産官学金労

言と町民の代表による有識者会議及び議員各位の御意見を伺い、2040年の特殊出生率を1.8、

人口を8,406人と推計した人口ビジョンと、「しごとづくり」「結婚・出産・子育て」「人の

流れ・まちづくり」を３本柱とした総合戦略を取りまとめたところであります。総合戦略の対

象期間は、平成27年度から平成31年度までの５年間とし、地域課題に対する政策目標を設定し

た上で、人口減少の克服、活力ある地域づくりに取り組んでまいりたいと考えております。 

  また、当町の主要産業である観光関係では、平成27年度年間入湯客数は２年ぶりにプラス

に転じた昨年に比べ2.5％ほどの減が見込まれ、一部の宿泊施設におきましては、消費単価や

収益率の改善が見られるようになりましたが、依然として厳しい状況下に置かれております。

当町における経済回復は道半ばとなっておりますので、今まで以上に、行政と民間が協働によ

り互いに知恵を出し合い、ハード、ソフトの両面から、誘客対策等の強化を図っていくことが

不可欠であると考えております。各関係団体におかれましても、さらなる御理解と御協力をお

願いする次第であります。 

  新年度予算編成に当たりましては、国の予算編成のおくれもあり、歳入予算に対する具体

的な情報が少ない中での困難な作業となりました。相変わらず、大変厳しい財政状況が続いて

おり、この状況を真摯に受けとめ、今後も財政健全化法に関連する財政指標を的確に掌握しな

がら、議会とも十分協議し、行政運営に取り組んでまいる所存であります。 

  国の地方創生の本格展開等を盛り込んだ補正予算が成立したことにより、当町の総合戦略

に係る予算のうち、加速化交付金関係につきましては、現在、国へ申請し審査を受けておりま

す。採択の状況により、今後、補正予算での対応を図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。 

  したがいまして、これらの事業につきましても、新年度事業に合わせて御説明をさせてい

ただきます。 

  それでは、新年度の予算案でありますが、私はその基本となる方針を「安全・安心な環境

整備」、「町内産業の振興発展」、「次世代の育成支援」、「健やかで生き生きと暮らせるま
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ちづくり」、「広域行政への対応」とし、これらに総合戦略での事業を取り入れ、着実に推進

してまいりたいと考えております。 

  特に、防災対策や、出産・子育て支援の充実、総合戦略に基づく移住・定住促進、交流人

口の増加などに意を注いで編成したところであります。 

  それでは、予算規模について申し上げます。 

  まず、一般会計の予算規模は47億6,400万円となり、27年度当初予算に対しましては４億

6,400万円、8.9％の減となっております。 

  また、国民健康保険、介護保険など５つの特別会計は合計で38億191万4,000円となり、前

年度に比べ2.8％の減となりました。水道事業会計は支出ベースで６億6,181万9,000円で、前

年度比0.1％の減となっております。 

  一般会計当初予算の内容について申し上げます。 

  初めに、歳入でありますが、根幹となる町税では、町民税につきましては、課税対象者の

減少により減収となり、固定資産税につきましても地価の下落や減価償却等に伴い、減収が見

込まれるため、町税の総額は前年度よりも減となりました。 

  地方交付税につきましては、基準財政収入額の減や人口減少等特別対策事業費など、各種

費目の推計に基づき、増額としております。 

  一方、歳出では、公債費や補助費が増加し、職員の減員及び消防広域化による職員派遣な

どに伴い、人件費が減少しております。行政内部の経常経費は極力圧縮に努めているところで

あります。 

  投資的経費については、市民農園整備工事、稲取高原親水広場トイレ設置工事等、必要最

低限のものとし、前年度に比べ大幅に抑制いたしました。 

  今後も町税の伸びは見込めず、地方交付税も縮減されることは確実であり、また、社会保

障関係経費の自然増などにより、非常に厳しい財政状況が続くことは必至であります。 

  そのため、歳出では事務事業の徹底した見直しと重点化を進めるとともに、今後は補助金

の見直しも検討していかなければならないと考えております。歳入面では、財源確保における

重要な課題である町税の収納率向上を図るため、滞納整理を共同して行い、より効率的な徴収

を目的とした賀茂地方税債権整理回収協議会を発足するなど、県を初め賀茂郡１市５町との連

携を図りながら税収の確保に努め、歳入歳出両面における行財政改革を推進してまいりたいと

考えております。 

  それでは、新年度の具体的な取り組みの大要を説明いたします。 
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  初めに、「安全・安心な環境整備」についてであります。 

  本年度より整備を進めております奈良本地区避難地整備事業につきましては、老朽化施設

の取り壊し工事が行われ、現地を訪れていただきますと、広い敷地が目に飛び込んでくる状況

となっておりますことは、地元住民はもとより議員各位におかれましても御承知のことと思い

ます。 

  工事につきましては現在、最終段階の整地工事が行われております。 

  本事業につきましては、昨年、国の補助額の内示が４分の１に減額されたことにより、工

事を２カ年としたところでありますが、早期完成に対する地元からの強い要望もあり、国の平

成27年度補正予算に防災公園としての機能を整備するための予算を要望しておりましたところ、

１月中旬の補正予算可決に伴い、補助率２分の１の内示を受けました。 

  本定例会に上程されております補正第11号に予算計上し、全額繰越措置を行い、４月には

入札執行し、早期供用開始を目指したいと考えております。 

  防災公園完成後は、平常時は町民の憩いの場や観光の活性化の場として、災害時は避難場

所として、住民のみならず、観光客の安心・安全に資するものと考えております。 

  その他、新規事業といたしましては、町道の橋梁施設の維持に関して、東伊豆町橋梁長寿

命化修繕計画に基づき、社会資本整備総合交付金を活用し、橋梁29施設の点検作業を実施して

まいります。 

  また、熱川地区においては、国道135号にかかる町道小橋熱川線熱川橋の落橋防止対策工

事を発注し、緊急輸送路である国道135号の通行の安全確保に努めてまいります。 

  空き家対策につきましては、昨年２月に施行された空き家等対策の推進に関する特別措置

法の適切な運用を図っていくため、新しく東伊豆町空き家等対策協議会を設置し、町内の空き

家対策の方針を定めてまいります。 

  継続事業といたしましては、大川地区内における町道湯ノ沢草崎線ののり面の崩落防止対

策工事を実施し、車両通行の安全確保に努めてまいります。 

  また、静岡県が半島振興法により道路改良工事を進めている町道湯ヶ岡赤川線の大川字倉

明、上林区間のバイパス区間では、一部工事が完了いたしましたので、道路舗装工事を実施し、

早期完成に努めてまいります。 

  一般町道等の整備につきましては、各区からの要望内容を把握した上で、緊急性・事業効

果などを考慮し事業実施しておりますが、財政状況等により全ての要望にお応えすることがで

きないことに対し、引き続き御理解をお願い申し上げます。今後も拡幅・舗装、側溝・路肩の
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改良を計画的に進めるとともに、道路の維持では、不良箇所の速やかな現地調査と迅速な対応

に努めてまいります。 

  消防関係では、４月１日の駿東伊豆消防組合発足に伴い、新たに設置する防災課で消防団

事務を行うこととなります。事務移行後は、防災対策と消防団事務をとり行うこととなります

が、これまでと同様、地域の消防力、防災力向上に努めてまいります。 

  最終処分場維持管理事業につきましては、平成28年度から最終処分場の全ての管理運営に

つきましては、民間企業と10年間の長期委託契約を行います。これによりまして、修繕費の平

準化や、専門的な知見や技術を生かした適正な薬品の使用、故障の予見等により、経費や運転

の安定化とともに、処分場の延命を図ることが可能となります。今後、委託先と十分な協議と

引き継ぎを行い、維持管理運営が適切に行われていくように密接な連携に努めてまいりますの

で、御理解をお願いいたします。 

  また、伊豆東部総合病院の新築につきましては、平成29年６月の新病院稼働を見据え、既

に建物本体工事に着手しており、今後、町民が要望する小児科や産婦人科等の設置に向け、経

営母体である医療法人康心会に働きかけていきたいと考えております。 

  次に、「町内産業の振興発展」についてであります。 

  主な事業としましては、町内経済の活性化と町民の居住環境の向上を支援する事業として

大きな成果を上げている住宅リフォーム助成制度を引き続き実施いたします。さらに、商店街

の活性化やにぎわいづくりのため、空き店舗対策や特産品の開発研究と販売力の強化など、商

店街等の自主的な取り組みを支援してまいります。 

  また、町の地域認定商品について、商工会を中心に産業団体連絡会と連携し、東伊豆ブラ

ンドとしてＰＲの強化と販路拡大を図り、地域産業の振興につなげてまいります。 

  人口減少や高齢化の影響により、国内旅行者の需要の低迷が懸念される中、訪日外国人客

は今後もさらに増加が見込まれることから、インバウンド誘客対策について官民共同で戦略的

に実行するための組織として、インバウンド推進協議会を立ち上げ、訪日外国人旅行者の受け

入れ態勢の整備強化を図ってまいります。 

  また、大島航路の13年ぶりの復活により、広域的な観光連携で旅行者の選択肢が大きく広

がることから、滞在周遊型観光の促進を図ってまいります。引き続き、季節運航から通年運行

に向けて、関係機関に働きかけてまいりたいと考えております。 

  現在実施しております細野高原すすきイベント、雛のつるし飾り祭り、ホタル観賞の夕べ、

ムーンロード等のすばらしい町内の観光イベントや、観光資源をさらに磨き上げ、来訪者に四
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季折々の感動を与えられるよう、利用者目線に基づいた情報発信を行うとともに、新しい客層

の可能性を探ってまいりたいと考えております。 

  平成24年度より実施中の中山間地域総合整備事業は、奈良本農道、稲取排水路の事業を中

心に実施する予定であり、県営事業として整備中の一般農道稲取とともに、農業基盤の整備に

力を注いでまいります。 

  昨年から実施しておりますふるさと納税での記念品贈呈事業でございますが、４月からは

新たにクレジット決済を実施するとともに、寄付額の区分や記念品の拡充を図り、町内産業の

振興発展に取り組んでまいります。 

  次に、「次世代の育成支援」についてであります。 

  新年度事業におきましては、保護者の負担軽減を図り、子供の健やかな成長に寄与するた

め、従来の子供医療費助成における小中学生の自己負担をなくし、医療費全額を助成すること

といたしました。 

  また、ひとり親家庭等支援のため、児童扶養手当の受給者で、小学校へ入学する児童の保

護者に対して、ランドセル及び学校指定用品購入費用の一部として３万円を上限に、平成27年

度から助成することといたしましたので、御理解をお願いいたします。 

  さらに、地域型保育事業といたしましては、ゼロ歳から２歳児を対象とする保育ママ事業

を継続事業とし、保育の場を確保していきます。 

  放課後児童クラブにつきましても、次代を担う人材育成及び生活指導を継続して行ってま

いります。 

  また、ブックスタート事業、特別支援教育等事業「言葉の教室」も継続して実施してまい

ります。 

  全国的に急激な少子化が進む中、当町の各園・各学校においても小規模化が進んでいるこ

とは皆様も御承知のことと思います。 

  そのような背景を踏まえ、当町の各園・各学校のあり方を検討するため、昨年、東伊豆町

学校教育環境整備委員会を立ち上げ、諮問を行いました。 

  この整備委員会は、我が町の未来を担う子供たちにとっての教育環境のあり方を検討し、

方向性を示す答申をいただくことを目的としており、当町全体の幼稚園、小中学校のあり方の

検討が進められているところであります。 

  議員各位を初め、町民の皆様への経過報告を行ってまいりますので、皆様の御理解と御協

力をお願いいたします。 
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  総合戦略の中での子育て支援事業として、昨年度、地方創生先行型交付金を活用し、実施

いたしました子宝祝金、子育て用具購入費補助金につきましては、今年度も継続し、実施して

まいります。 

  また、妊娠期から子育て期にわたるさまざまなニーズに対し、保健師や助産師といった専

門職が必要に応じて支援していくとともに、妊娠中から産前産後の相談支援の充実を図るため、

保健福祉センター内に子育て世代包括支援センター事業として窓口を毎月１回開設いたします

ので、御理解をお願いいたします。 

  次に、「健やかで生き生きと暮らせるまちづくり」についてであります。 

  行政運営において、住民福祉の向上は重要な課題であり、町民の皆様１人１人が生き生き

と安心して暮らせるまちづくりを目指してまいります。まず、健康づくりについてですが、健

康は町民が幸せになるための基本であります。 

  今年度新規事業といたしましては、健康づくりを実践される町民の方々に特典を設け、よ

り健康づくりに励んでいただけるよう、健康マイレージ事業を実施いたします。この事業は、

健診や健康教室など各種対象事業に参加されたときにポイントが付与されるものでございます。

また、モデル事業として、公民館での出前健康教室を実施いたします。 

  健診につきましては、町民の健康の保持・増進を図るため、従来の実施方法に加え、受診

しやすい環境づくりとして、胃がん、肺がん、乳がん検診、また肝炎検診、骨検診の個別検診

を行います。 

  予防接種につきましても、乳児の４種混合予防接種を個別接種とし、個々の健康状態に合

わせた予防接種を実施できるようにいたします。 

  また、食育推進事業については、えがお食育計画の２次計画を策定し、幼稚園・保育所・

小学校・中学校・高校と一貫した食育事業を地域と行政が連携して行ってまいります。 

  次に、福祉関係ですが、国の施策ではありますが、低所得の高齢者に年金生活者等支援臨

時福祉給付金として３万円を支給する予定となっております。 

  次に、「広域行政への対応について」であります。 

  消防救急広域化の実現により、４月１日より駿東伊豆消防組合が発足いたします。 

  行財政上のスケールメリットを生かした広域対応となり、災害時における初動体制の強化

及び現場到着時間の短縮等により、住民サービスの向上が図られることとなります。また、駿

東伊豆消防組合の車両更新計画に基づき、東伊豆消防署に配備されている水槽付消防ポンプ自

動車１台が更新され、消防体制の基盤強化が図られます。 
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  また、美しい伊豆創造センターにつきましては、２月29日に修善寺総合会館へ拠点を移転

し、今後はさらに伊豆半島７市６町が一体となった広域連携のもとで、伊豆半島ジオパークの

世界認定へのさらなる取り組みや、平成30年度のＪＲデスティネーションキャンペーンの誘致

活動、さらには2020年東京オリンピック・パラリンピックへの受け入れ環境の整備等が進めら

れます。 

  河津町との一部事務組合で進めております東河環境センターのごみ処理施設につきまして

は、平成29年度からの施設延命化大規模改修着工に向け工事内容を決定し、設計を進めてまい

ります。 

  次に、地方創生における総合戦略といたしまして、移住・定住促進事業を実施してまいり

ます。 

  空き家利活用拠点づくりとして、旧第６分団器具置き場を芝浦工業大学空き家改修プロジ

ェクトにより、１階をシェアキッチン、２階をシェアオフィスとして改修を行い、去る２月27、

28日にオープニングイベントが行われました。改修した学生らが、このダイロクの運営にチャ

レンジすべく、卒業後、町内でＮＰＯを立ち上げたいということで、町といたしましては、起

業支援を行ってまいりたいと思います。今後、シェアキッチンとして住民・観光客・学生の合

宿などの料理やミーティングの場としての運営をしていただきたいと考えております。 

  静岡県の地方創生交付金にて、賀茂地域への移住・定住を促進するため、よく来た伊

豆！！移住定住ふれあいの場創生事業を賀茂地域において実施することとなり、県、市町及び

地域団体等による賀茂地域ふれあい事業協議会が設置され、首都圏等の住民を呼び込むため、

農業体験、自然観察、地産調理体験等のふれあい事業を展開いたします。 

  その一環として、空き家等を回収し、お試し移住生活や地域との交流活動等を体験するた

め、以前御寄付いただきました旧八代医院をお試し移住体験施設として整備し、多くの方に当

町のよさを実感していただき、移住に結びつけていきたいと考えております。 

  さらに、地域への移住・定着を図る取り組みとして、平成28年度から地域おこし協力隊の

受け入れを始め、３名の公募を行いました。地域おこし協力隊は都市地域から当町に最長３年

間住民票を移し、観光振興やオリーブ栽培、市民農園支援・空き家対策事業などへ従事してい

ただきます。 

  また、交流・定住促進対策といたしまして、平成27年度より空き家バンクの開設をいたし

たところ、19件の登録がされました。利用希望者は町なかの賃貸物件の要望が多く、２件の物

件の成約となりました。引き続き、少しでも空き家を減らし、安全・安心なまちづくりを行っ
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ていくためにも、所有者の皆様には御理解と御協力をお願いいたします。 

  さらに、４月にオープンする日帰り型市民農園の事業と合わせて整備中の滞在型市民農園

は、平成27年度に３棟のラウベを建設中です。平成28年度には残り７棟を建設し、平成29年の

４月に10棟がオープンする予定です。今年度から立ち上げた市民農園運営協議会を中心に準備

をしていきたいと考えております。 

  滞在型市民農園は、日帰り型とは区別し、関東周辺までの地域で、スローライフ・プチ田

舎暮らしを楽しみたい方々をターゲットに、都市との交流により地域の活性化促進を目指すと

ともに、多様な町の情報発信の場としても位置づけ、特色のあるまちづくりの一端を担うこと

を目的とし、さらには、移住・定住の推進に向け空き家バンクとの連携も模索していきたいと

考えております。 

  次に、主な特別会計でございますが、まず、国民健康保険関係につきましては、財政運営

を都道府県が担う平成30年度からの国保制度改革に向け、システム改修関係の整備を実施いた

します。また、前年度に引き続き、低所得者への保険税の軽減を拡大するため、軽減判定所得

の基準額を引き上げるなど、低所得者などに配慮される制度改正が見込まれております。 

  後期高齢者医療保険関係では、医療費や被保険者数の増加などを見込み、平成28年、29年

度の保険料を改定し、均等割額が1,000円増額の３万9,500円、所得割率7.85％となります。ま

た、国保同様、低所得者への保険料の軽減は拡充され、軽減判定所得の基準額が引き上げられ

ます。 

  介護保険関係につきましては、地域包括ケアシステムの構築に向け賀茂広域でも協議して

おり、在宅医療・介護連携の部分は広域にて前倒しで実施していく予定であります。今後は、

認知症施策の推進、生活支援サービスの体制整備の充実といった部分についても協議を進めま

す。 

  最後に、水道事業会計でありますが、４月から１月までの料金調定額は、前年対比17.2％

の増加にとどまっております。使用水量は、大口使用者を中心に需要が伸びず、前年対比

2.5％減少し、料金改定後も水道事業を取り巻く経営環境は厳しい状況が続いております。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。 

  また、サッカー場横で実施している水源試掘調査につきましては、深さ154メートルまで

掘削し、揚水試験と水質検査を行い、良好な結果が出ており、取水量も３号井戸と同等の取水

能力が見込めるものと推測しております。 

  平成28年度におきましても、稲取地区水源調査ボーリング工事や、熊口第２水源取水施設
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改良工事などを実施し、安全で安定した水源の確保に努めてまいりたいと考えております。 

  以上、諸施策の概要について申し上げましたが、私の政治信条であります「みんなが安心

して暮らせる町、笑顔があふれる町」を目指し、諸施策に全力で取り組んでまいりますので、

議員各位を初め、町民の皆様の御支援と御協力をお願い申し上げまして、施政方針といたしま

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。 

  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回以内となりますので、御協力ください。 

 

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

 

◇ 飯 田 桂 司 君 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員の第１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） 皆さん、こんにちは。 

  ３月に入り、桜、それから雛、大変盛況があったのではないかなと思いますけれども、春

らしくなってきました。先ほども町長が言われておりました蛍育成に関しまして、今日、蛍の

放流を、小学校の生徒を含めて協会で行っております。 

  さて、今回２問を通告してあります。御答弁よろしくお願いします。 

  １問目、人口減少の対策として、５カ年計画「まち・ひと・しごと総合戦略」が出されて

きた今、今後の対応についてを伺います。 

  １点目、地方創生に伴う総合戦略の内容は。 

  ２点目、人口減少等の対応は。 

  以上２点についてお伺いします。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 第１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） 飯田議員の第１問、町長の政治姿勢については、２点からの質問です

ので、順次お答えいたします。 

  １点目の地方創生に伴う総合戦略の内容はについてですが、総合戦略策定の趣旨に基づき

述べさせていただいておりますが、当町は観光産業を中心に発展し、1970年代には人口が１万

7,000人台に達しましたが、その後は減少しており、月報「静岡県の統計」では、平成27年４

月１日現在の総人口は１万2,903人となっております。人口減少はさらに進むことが懸念され

ており、当町は、日本創成会議人口減少問題検討分科会が発表した、2040年の消滅可能性都市

の一つとして挙げられていることなどから、人口減少対策に向けた対策は急務な課題となって

おります。 

  当町におきましても、国のまち・ひと・しごと創生の方針を踏まえながら、「東伊豆町ま

ち・ひと・しごと創生人口ビジョン」に掲げた2040年に合計特殊出生率1.8、社会移動の均衡

を実現させた人口8,406人という将来人口の目標に向けて、本町が抱える地域の課題の解消を

図り、本町に訪れたい、住み続けたいと思える町となるように、平成27年度から平成31年度ま

での５カ年の短期政策目標として「東伊豆町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定いたし

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」を政策分野の柱

とし、「豊かで安定した暮らしを営めるしごとづくり」、「結婚や出産、子育ての喜びを分か

ち合える環境づくり」、「また来たくなる、住み続けたくなるまちづくり」を目標に、具体的

な施策の展開を行っております。 

  次に、２点目の人口減少等の対応はについてですが、昨年実施された国勢調査の人口速報

値が先月初めに公表され、当町の人口は５年前の調査に比べ1,437人減の１万2,627人、人口減

少率10.2％となっております。 

  人口減少には、雇用環境、地域の魅力、子育て環境基盤などのさまざまな要因が考えられ

ますが、当町を含めたこの伊豆南部地域では、特に雇用面が大きな課題となっております。 

  交通アクセスや地形面から、製造業などの企業誘致は困難でありますので、インバウンド

観光の振興などにより主産業の観光業をより活性化させ、農林水産業や商工業と連携すること

で雇用の確保を図ってまいりたいと考えております。 

  また、子育て支援などの少子化対策や、移住・定住施策につきましても、総合戦略にのっ
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とり、財政面を考慮しながら実施してまいりますので、御理解を願います。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田さん。 

（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、大変さみしいなということで、2040年のあたりの1.8、8,400人ですか、消滅をする町

だよということで話があったわけです。本当さみしくなってきたなと、本当に町民の一人とし

て、やはり今後どのような対応をしていくのかなということで関心があるところですけれども、

先般テレビを見ておったわけですけれども、参議院の予算委員会がテレビ、ＮＨＫで放映をさ

れていました。そんな中で、野党の皆さん、先生方は今後の消費税等を含めた中で、この日本

はどうなっていくのかなということで、大変危惧をされるいろんな質問がされ、テレビを見て

おったわけですけれども、今回の１問目については１点、２点と関連があり、過去にも質問さ

れた経過があるわけですけれども、先般全協にて総合戦略、人口ビジョンについて報告があり、

このような冊子をいただいたわけですけれども、国がまち・ひと・しごと創生法第８条に基づ

き、総合戦略の策定が義務づけられ、地方自治体は第10条において総合戦略は努力義務とされ

るにとどまったとされるということでしておる中で、東伊豆町は人口減少は喫緊に取り組むべ

き課題として、町人口ビジョンとあわせて町総合戦略を策定したと、私は資料を見まして確認

をしたわけですけれどもね。 

  そこで、お伺いするのは、国は努力義務ということで各自治体に地方創生を促してきたわ

けですけれども、よくわからないところは義務なのかな、目標なのかなということで、人口ビ

ジョンを含めて、大変私わかりにくいなと。そういうことで国の予算、今後５年を経て創生に

ついて交付金、補助金を支給してくるわけですけれども、今後、動向について、どうなってい

くのかなと、５年後の先、どうなっていくのかということで、町長として今後、その動向につ

いて町長の考えでいいです。どうなっていくのかなということをちょっとお聞きしたいなと思

います。総合戦略、人口ビジョン、この冊子を配付されて読ませていただいたわけですけれど

も、この全ての中身を見た中で、全て質問するには大変時間的に無理があろうかなと思います

けれども、この中で２点に絞ってちょっとお聞きしたいなと思います。 

  それは、この総合戦略の中で20ページからちょっと出ているわけですけれども、具体的な

施策の展開として、１つ、経済波及効果がある観光産業の振興促進、それから産業振興として

の天草復活のプロジェクト事業についてということで、このプロジェクト、天草については文

教のほうで、委員会のほうでいろいろなことでお話をしておりますけれども、この２点に絞っ
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てちょっと今日はお聞きしたいなと思います。 

  ２点目の人口減少ということで対応ですが、町として、冒頭お話をしましたけれども、町

人口ビジョンとあわせて総合戦略策定したよと確認をしたわけですけれども、さすが担当課、

考えたなと。町の人口、大変人口が増えるではなく、流出をしていく中で、担当課は大変この

問題について勉強し、取り組んでおるなと感謝を申し上げたいなと思います。 

  そんな中で、人口の問題について先般、稲取高校、私ちょっと同窓会の関係で、お世話に

なっている関係で、２月29日に109名の卒業生の前でお話をしてきました。あすは校長先生よ

り１人１人に卒業証書が手渡され、３年間の稲取高校での学業に、部活に、友達づくりに、大

切な時間を過ごした。皆さん、絶対この３年間の学業ともども部活動等、忘れないでくれと。

そして、一番大切なことは、あす卒業式、３月１日、校長先生から卒業証書を渡されるわけで

すけれども、帰ったらお父さん、お母さんはもとより、家族の皆さんに感謝、ありがとうの言

葉を一言言えよと、忘れるなよということでお話をしてきました。 

  そしてその後、昨年も聞いたわけですけれども、109名の生徒の皆さんに、もう既にこの

地域に就職が、あるいは伊東、下田、南伊豆等々を含めて、もう就職が決まってお仕事をする、

それ以外の方に、伊東から東伊豆、河津、下田、南伊豆の生徒の皆さん、生まれ育ったところ、

帰ってくるかと、結婚をし、子育てをし、帰ってきたいかなと思うか、皆さん正直に手を挙げ

てくれよということでお願いしました。手の挙がったのは５人です、５人。東伊豆町の生徒は

一人もいません。さみしいなということで、校長さんともお話をしてきたわけですけれども、

これはなかなか都会へ出て、一度は都会へ出て仕事をし、勉強をしてくるわけですけれども、

なかなかこの地域に帰ってくることが少ないのかなということで考えたわけです。 

  人口問題等々、目標あるいはいろいろな形で推計をしてきて、ここにもありますけれども、

過去に５カ年計画の中で将来人口の目標ということで、５カ年計画の総合計画、５年計画の中

で目標が出されているんです。担当課として人口の目標を推計する、今年出された何ですか、

国勢調査等も含めた中で人口の推計をしていくわけです。町単独で、この目標に向かって進み

たいよという目標ではないと思うんですよ。そして、この将来人口の目標、町の将来人口は、

地域経済の低迷や少子化の進行などの要因により、平成23年３月末現在１万4,081人から、平

成33年には１万2,068人まで、約2,000人の減少が予想されるということで、町で５年計画の中

で出したんです。そして、しかし、本計画期間においては、平成33年の目標人口推計を1,000

人多い１万3,000人を将来人口の目標として設定をしたよということですから、やはり目標と

して推計をしても、なかなかこれ思うようにはいかないと、これは思うんです。しかし、目標
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は目標であるんですけれども、やはり国が、創成会議がいろんなところで推計をしてくること

は、これはこれでいいと思うんです。ちゃんと推計の出し方があるわけですよ。 

  しかし、この町としてのやはり推計人口をしっかりとこれから考えていく、推計をしてい

く、目標を出していくことをぜひお願いをしたいなと思います。その点ちょっと、町長から御

答弁を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） 総合戦略と人口ビジョン、関連性があります。ごっちゃまぜになりま

すけれども、御容赦願いたいと思います。 

  まず、総合戦略の中で５カ年後どうなるかという中で、やっぱり壇上でいいましたか、日

本創成会議の部分で2040年消滅する都市になって、本当にもうがっくりしたという言い方をし

て、もう愕然といたしました。そういう中で、何回も言った商工会の青年部が主催いたしまし

た増田先生が、何もしなければそういうことでも、その間何か手を打てば、当然生き残る町に

なりますので頑張ってほしいということを言われましたもので、その気で教訓になって頑張っ

ていきたいと、そう考えております。 

  そうなると、水曜日ですね。一応、創生本部を開きまして、大体できました。ほとんど変

わりありません。そうなると製本ができてくると思いますもので、まずは製本ができた段階で

はまた議員の皆さんへ。そちらまた概要版もつくりますもので、概要版は町民の数多くの方に

見ていただきたいと考えております。そういう中で、５年先ということはやっぱり基本的には、

とりあえずこれにのっとった中で人口減少を抑えていきたいと考えておりますもので、５年も

先と言われましても、なるべくそのような方向にならない方向でやっていきたいというだけで、

やっぱりこの創生会議、これを国がつくれといった第一が東京一極集中をなくすという中で、

国のほうでやっていただいたことです。 

  そういう中で、先般の稲高の話が出ました。私、３月１日はちょうど防火パレードに当た

ったもので、卒業式には出られませんでした。今言った中ではそのようなこと、うちの町に帰

ってくるとしても一人もいないよということを聞いた。町といたしましても、できるだけその

ような方向ということで、二、三年前から基本的には役場、企業がない中で、できるだけ稲高

生から求人、なるべく役場の職員になっていただきまして、できるだけこの町にとどめるよう

な、そういう施策をとっておりますもので、そういう中でやっぱり稲高の生徒にも基本的には

この町の「しごと」の創生、これは東京一極集中ではなくて、魅力ある町をつくりなさいよと

いうことでもって、これは義務ではなくて、私も当然やらなければならないことと考えており
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ます。その中で、この総合戦略にのっとっていけば、必ずや魅力あるまちづくりができると私

考えておりますもので、これにのっとっていきたい。 

  そういう中で、人口減少の歯どめ、これは本当に歯どめがかからないのが現状でございま

して、なるべくその減少幅を小さくするようにして、第５次総合計画の中では、やっぱり今ま

での総合計画は人口の増加でみんなやっておりました。その中で５次計画におきましては、じ

ゃ、実際にのっとった中で総合計画をつくりましょうという中で、初めて人口減少のような方

向でいきましたけれども、先ほど言ったように、１万2,000幾つではさみしいから、少しでも

上がるような方向性で、減少でもなるべく減少幅を少ないような方向で５次計画をつくったと

ころでございます。 

  あと、総合戦略の中で、観光と天草漁。観光に関しましてもこのように変わって、本当に

壇上でも言いました。やっぱり国内ではパイがもう限られた中で、これに関してはやはり海外

に向けた中で宣伝しなければ、なかなか観光に関しては厳しいかなという中で、一応、この総

合戦略の中に入っているのはインバウンドでございます。当然このインバウンドの内容につき

ましては、ほとんど外国人関係のことを言っております。とりあえず、何しろがもう当然国内

旅行はやらなければならないことで、これは当然のことでありますから、とりあえず５カ年に

関しましてはインバウンドに対しては力を入れていきたい、そういう考えということです。 

  さらに、天草漁、これに関しましては、本当、うちのほうの東伊豆町稲取には大変すばら

しい天草があります。昔は何か虎屋のようかんに使われたようでございますもので、できるだ

けこれを絶滅ではなく、なくしてはならないと考えておりますもので、今年はともかく、来年

あたりに地域おこし協力隊で、そういう方に興味があるものがあれば、町といたしましては彼

らが地域外から来た中で、そういう人にそういうことに携わってもらいたいと考えている。今

実際まだ海女に携わっている方は１人でございますもので、できるだけその人が操業している

間に来ていただいた中で、その海女さん、天草漁はなくならないような方向でやっていって、

町はそういう考えでおります。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田さん。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） ありがとうございます。 

  今、御答弁いただく中で、観光につき、それから天草等について、人口減少等について、

お話が町長あったわけですけれども、大変５年ということで短期間で創生をしていくというこ
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とですけれども、この創生という字を辞典、広辞苑調べてもないわけですよ。国がつくった創

生ですけれども、創生という字は辞典、広辞苑引いても出てこないんです。再生なのか何かは

わかりませんけれども、やはり思うに５年で片がつく、人口減少に片がつく、そんなことはま

ず100％ないと思うんです。これから５年かかるか、20年かかるか。やはりしっかりとこうし

たまちづくりをしていく中で、人口減少を含めてやっていきたいなと思いますけれども。 

  それから今、町長から御答弁いただいた観光についてですね。やはり思うには、課長もい

ますけれども、やはりいつも同僚議員が一般質問する中で、いろんなイベント、蛍、椿、つる

し、どんつく、大文字等の花火等についても、やはり見直しが必要になってきておるのではな

いかなと思うんですよ。何言っているんだと、もうとっくに見直しはやっているよと、変わっ

てきているよということであろうかと思いますけれども、やはり旧態依然、ただお金をもらっ

て花火を上げる。どんつく、やはりお金をもらっていろいろなイベントをやる。 

  先般、町長も行ったんですけれども、北川の旅館、観光協会の総会にお招きして、行って

きましたよ。町長も御存じかと思いますけれども、全然考え、発想が違うわけですよ。もうな

いものねだりをするんではないよと、あるもの探しをしなよと、そういうことで町に訴えてい

るわけですよ。補助金ではないです。それは確かに補助金も必要です。そういうことでやはり、

つるし、蛍、どんつく、大文字等のいろんな施策でイベントをやっていただいている。本当に

ありがたい、御苦労だなと私は感謝申し上げるわけですけれども、やはりそれに対しての５年、

10年したら見直しを図る。こういうことで変えたよ、お客さんが変わり、また新しいお客さん

が来る。そういうことをぜひ考えていただきたいなと思います。 

  そういうことで、私、今、町長にこれからの観光も含めてお願いしたいことは、今言った

ように、見直しをする、補助金についてもしっかりとした補助金を出していく。町長、よく言

うではないですか、頑張るところにはやるよと。頑張らないからやらないんではないです。頑

張れないところには、もっと頑張れよとお金を逆にたくさん上げて効果上げさせる、そのよう

なことも必要かと思いますよ。 

  今後を考えるについても、行政評価設定をするわけですけれども、計画、実施、評価、改

善について大変短時間の中で評価、反省、いろいろなことで総合戦略、人口ビジョンについて

していくわけですけれども、今後どのような形で。評価も含めて反省をしていくと思いますけ

れども、１年、あるいは２年、あるいは３年かかってやっていくのか。５年過ぎて、もう終わ

ったから、じゃ、反省しようかで、それがあろうかと思いますけれども、ぜひこれをお願いし

たいなと思います。 
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  それから、人口ビジョンについて、もう一度ちょっとお伺いしますけれども、５年や10年

で、先ほどから言っているように、人口減少あるいは流出には歯どめはかからないと思います。

しかし、これからこの町を、あるいは日本を担う若者、よく秋ですか、９月ですか、10月です

か、青少年主張発表、子供たちがいろんなことで訴えをします。これは本当に一方通行です。

ただ言うだけで、聞くだけで、何も効果はないんです。それよりも、学校全体、小学校あるい

は中学校、高校全体に出向いて、今こういう町だよと、これから皆さんどういうことをお願い

したいかということをぜひお願いするような場所を、時間をつくってくださいよ。そして、子

供たちの声を聞く。そして、人口減少等に対応していくようなことをお願いしたいなと思いま

す。 

  そして、これひとつお願いというより、先般テレビを見ていて感じたことですけれども、

大変秋のススキイベントが盛り上がってきて、年々盛り上がってきておるわけですけれども、

どうですかね、こういうところで日本一のすばらしい結婚式だとか、秋のあのススキのイベン

トの中で結婚式をやる、全国公募して結婚式をやる、そういうイベントあたりも変えていって

いただくようなイベントがもしできたら、お願いしたいなと思います。 

  １問目はこれで終わります。御答弁のほう、ひとつ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１点は、北川の観光協会の総会、本当私はほかの稲取、熱川、北

川ですか、ここに参加、出席して、本当に大変すばらしい。本当にここにあって、ないものね

だりではなくて、何しろあるものを活用しようということで、本当もう何回ともう総会のプロ

モーションだなということは十分感じております。そういう中では、イベントの見直し、これ

は当然やっていかなければならないと考えております。 

  私の考えは、とりあえず１事業は多分最低３カ年はやらなければ、結果は出ないと考えて、

最低３カ年はやらなきゃいけないのではないかなと考えている。その中で見直しのことで、そ

ういう中で事業終わったら、とりあえず反省会をやった中で、そういう中で、ここを変えられ

るものなら、じゃ、変えていこう、そういう多少の見直しは行われておりますが、抜本的な見

直しは、これは今度はある程度こちらが決断しなければならないと考えておりますけれども、

今のところはそういう中の今言った中では、また時期が来たらまた見直しをしていきたいと考

えております。それと、私も議員の時代のとき、花火というものはいかがかなものかと考えて

おりましたけれども、やっぱり一つの集客としては力はあるなとは考えました。実際議員のと

きと、私この立場になったときで、議員のときは花火、そんなの不要だよということは言いま
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しても、実際ちょっと行政を預かる身となりますと、やっぱり花火も捨てがたいものだなとい

うことは言っておりますが、それはまたちょっと矛盾しますけれども、それはちょっと御理解

願いたいと思います。 

  さらには、頑張るところには、当然お金上げます。一応、飯田議員から、頑張らないとこ

ろの人へということで、やっぱりその熱意だと思うんですよね。熱意でどうしても町の支援を

お願いして、その熱意があれば、私はそれは当然支援していきたいと思います。そういう熱意

というものは余り見えないですから、もう熱意のあるところにはどんどんこれは支援していき

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。 

  さらには、人口ビジョンに関しまして、本当、提案いただきました。これ大変すばらしい

提案だと考えています。なので、私とりあえず月１回、大体原則的には出先機関を回っており

ますけれども、学校だけは年度初めだけ行きまして、とりあえず小中の子供達に会うというこ

とで先生にお願いしております。しかしながら、この提案の中で直接生徒たちから意見を聞い

たらどうかということが提案されていましたもので、これは教育委員会との関連がありますの

で、これはちょっと検討させていただく。これは大変いいことだと考えて、やっぱりこの町が

どのようになれば、この町に住みたいか、やっぱりそういう未来を担う子供たちの考え方、大

変重要だと考えておりますもので、これは本当、教育委員会とちょっと話し合う中でやってい

きたい。 

  さらに、細野高原のススキ、本当に皆さん方のおかげで日本一、大変すばらしいススキと

いうような形で全国的に周知されてまいりました。その中で今、結婚式のことも提案されまし

た。これも１つの案でございますもので、これもまた観光協会とこういった扱いできるかどう

かと、これはまた検討していきたいと、その辺で御理解願いたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、有害鳥獣対策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問目の有害鳥獣対策についてを伺います。 

  この問題は、過去、同僚議員の方々も質問されておるわけですけれども、環境省は鳥獣保

護法を改正し、個体数の調整をすることを打ち出し、県の予算も決まり、町としての対応につ

いてを伺います。 

  １点目、町内の被害状況は。また、国・県の対応は。 

  ２点目、市民農園での今後の対応は。 
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  ２点について伺います。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 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、有害鳥獣対策については、２点からの質問ですの

で、順次お答えいたします。 

  １点目の町内の被害状況は。また、国・県の対応はについてですが、町内の被害状況です

が、平成26年度の農林産物への被害金額は105万7,000円で、面積47.2ヘクタール、イノシシ、

鹿及び猿によるものがほとんどです。また、猿につきましては、稲取の向イ地区で人家への侵

入等が情報として上がっております。 

  国・県の対応ですが、被害対策三原則の啓発を地域協議会等の諸団体に図ったり、ニホン

ジカの個体数調整が実施されております。静岡県は次年度、伊豆地域鳥獣害対策連絡会を通じ

て補助金を交付することとしておりますので、当町もこの交付金を活用してまいりたいと考え

ております。 

  ２点目の市民農園の今後の対応はについてですが、市民農園での鳥獣害対策につきまして

は、侵入防止対策の施設を設置しております。日帰り型の区画は、全周295メートル、高さ２

メートルのネットフェンスで囲っております。両開きの門扉を４カ所、片開きの門扉を４カ所

設け、利用者の出入りに配慮しております。また、滞在型の区画でも、高さ２メートルのネッ

トフェンスで全周を囲う予定であります。 

  今後の対応につきましては、利用が開始されてからの状況となりますが、被害の有無を確

認し、状況に応じた対策を検討してまいりたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田さん。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） ありがとうございます。 

  今、御答弁いただきましたけれども、先ほどからもお話をしているように、何度となく鳥

獣についての質問をさせていただいておるわけですけれども、以前、下田農林の職員にお話を

聞いた経過があるわけですけれども、その中での話ですけれども、鹿やシシ、猿、そのような

鳥獣が、食べるものを放置するなと、なるべくならつくるなと、そんなことを言っても無理だ

よということで、耕作放棄地等もしっかりと畑をちゃんと管理をしろよということで職員から

お話を聞いて、なるほどなと、なかなか難しいところがあるわけですけれども、今現在、鳥獣

の変な話ですけれども、鳥獣の遊び場、楽園になっておるではないかなということで私、思う



－26－ 

わけです。 

  そこで、伺いたいのは、ちょっと古くなりますけれども、もしなければ結構ですけれども、

平成23年度に計画した東伊豆町鳥獣被害防止計画、ここに資料が、計画作成年度平成23年度、

計画主体東伊豆町、東伊豆町鳥獣被害防止計画ということで、被害の軽減目標、従来講じてき

た被害防止の対策、今後の対応ということで、こういう資料が23、４、５、６ぐらいですか、

までちょっとやられてきた経過があるわけですけれども、これについて取り組みはともかく、

どういう効果、結果があったのかなということで、ちょっともしわからなければいいです、通

告してありませんから結構ですけれども、お聞きしたいなと。 

  それから、もう１点、今、町長、確認したですけれども、新聞でも見ましたけれども、県

の対応として、伊豆地域ニホンジカ里山集中保護モデル事業、2,590万円の事業、これは町と

してこれからやっていく事業ですけれども、どのような対応、町としての事業としての対応が

あるのか、事業として実施されるのか。 

  それから、もう１点は、町長から今お話の伊豆地域鳥獣害対策連絡会ということ、これに

ついてもひとつお話を、ちょっと内容をお聞きしたいなと思います。 

  ２点目の市民農園での今後の対応についてを伺います。 

  市民農園、東伊豆町海の見える農園としてスタートして利用者説明会が行われ、区割り当

て抽せん会が先般行われたと思います。河津町の議会交流会で議員ともども現地を視察させて

いただきました。土地はもとより、景観、環境とも大変すばらしい全国にない農園として、今

後ラウベ等が整備され、大変いい市民農園として発信をしていくのではないかなということで

は大変期待をしているわけです。そんな中で、私も前にお話をしましたけれども、個人的に三

島、それから中伊豆の市民農園を見学させていただいて、鳥獣について大変気になったわけで

すけれども、職員の皆さんに鹿やシシ、どうなっているんだい、いや、鹿やシシは来ないよと、

来てもカラスぐらいかなということでお話があり、ああ、いいなということで伺ったわけです

けれども、やはりこの49区画の利用者の皆さんが、シシや鹿は職員も含めて対応していくと思

うんですよ、柵をつくり、していくと思うんです。 

  しかし、それとは別に、近隣に住むお猿さん、猿のすみかとなっておるわけですよ、近く

がね。その猿の対応について、今後どのような対応していくのかなということで、大変私考え

るわけですけれども、その対応についてはどうなっているのかなと、ひとつ御答弁のほうをよ

ろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 
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○町長（太田長八君） まず、１点目の有害鳥獣、本当これ町も苦慮しているところです。そ

して担当と打ち合わせするときに、被害金額が100万7,000円と大変少ないもので、本当にこれ

だけかと確認したんですよ。それがやっぱり報告してくるのがこれであって、実際はもっとあ

るということで、これはもっと膨大な数字になるのではないのかと、私は考えています。そう

いう中で、そういう農業に携わっている方に、鹿はどうしてもお手上げだよということを言わ

れておりますけれども、何しろもう町に被害状況を言ってくれないと、どれだけの被害状況な

のか本当わかりませんもので、小さくてもいいですから、どういうような被害を受けたかとい

うことも順次町のほうに報告していただければ、大変ありがたいと思います。 

  そして、あとの2016年の交付金の関係、さらには対策連絡会、これは事務的なことがあり

ますから担当課のほうから説明します。 

  さらに、２点目の市民農園の猿の対応、これ本当猿が出て、本当に困っている。まずは何

しろ耕作放棄地をなくすと、その辺の近くの。これがまず第１点の対応ではないかと思う、再

三再四言っておりますけれども、そういう中では１点です。 

  向井で素盞鳴神社の猿が大量発生したもので、そのときは町も何とかしたい中で、区長さ

んたちもその気になったもので、じゃ、区長さんにはその辺のことを人家に説得した中でやり

ましょうかというのは、やっぱり鉄砲をそのところで打つというものはいかがということがあ

りまして、それを断念した経過があります。やっぱり猿というのは大変利口で、最初はおどか

せば撤退し、それがなくなればまた帰ってきますもので、基本的には耕作放棄地をなくすのが

まず一番。そしてあとは、山に食べ物があるというんですか、やっぱり食べ物がないことによ

ってまた人家におりてくると考えておりますもので、それをやっていかなければならないかな

とは考えております。猿に対していい知恵がありましたら、また教えていただければ大変あり

がたいと思います。 

  すみません。鳥獣被害防止計画、それは多分のっとってやっておると思いますもので、そ

れはまた担当のほうから説明いたさせます。 

○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、現在の飯田議員の質問に対してお答えいたした

いと思います。 

  １点目の東伊豆町の鳥獣被害防止計画の話でしたが、これは鳥獣被害防止特措法という法

律に基づきまして、市町が３年ごとに静岡県と内容の協議をしながら計画を立てて、毎年実績

を報告しながら鳥獣の対策をしていくというような内容でございまして、これらに基づいて、
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先ほど町長の答弁にもありました被害防止三原則、生息域の環境整備ですとか予防対策、ある

いは捕獲対策についての事業を実施していくというような内容でございます。 

  それから、２点目の伊豆地域の鳥獣害対策に対する静岡県からの交付金なんですが、一応

28年度には賀茂のこの地域の協議会が、賀茂郡の市町と農協さんが入っていただいて、県が指

導するというような形の協議会です。この協議会におきまして、一番の大きな効果が望まれる

ものは、賀茂の猟友会の皆さんと同じ機種の無線機を入れようということで、これらの無線機

によって市町境等でもほかの猟友会さん同士で情報の交換ができて、危険防止にもつながると。

それから、静岡県が持っているものとも周波数が合うことによって、現場で安全な活動ができ

るという形で、この無線機と、それから今数が足りないと言われておりますおり、箱わなを各

市町で入れていくというような内容の交付金の使い道として、今予定されております。 

  それから、２点目の市民農園に対する猿の対策ですが、まだ市民農園が４月からオープン

するということで、イノシシ、鹿等の地上の鳥獣に対しては、今、答弁にもありましたとおり、

ネットフェンス等で囲っておりますが、猿についての動きといいますか、被害がまだ明確にな

ってきてございませんので、状況を見ながらとはなりますが、今、猿の状況としては、今のネ

ットフェンスと、また猿は上に猿対策用の電気柵があるんですが、それらを回すことによって

侵入が防止できるのかなというふうに考えております。いずれにしましても、利用が開始され

てから被害の状況等を見ながら考慮していきたいなと思っております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田さん。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） ありがとうございます。 

  今、町長、それから課長から報告を受け、デジタル無線等が配備されるのかなということ

であるわけですけれども、やはり町長言われるように、被害状況についてなかなか数字が上が

ってこない、もっと多いんではないかなという思い、それは本当ですよ。やはり、なかなか農

業されている方、とられたものについて補償してくれよなんてことは、なかなか言いにくいと

ころが多分にあろうかと思います。数字の把握も必要だと思いますけれども、対応についてぜ

ひお願いをしたいなと思います。 

  そんな中で、被害状況をちょっとお話しするわけですけれども、昨年、私のところに白田

地区というか湯ケ岡ですか、シシが出たよと、昼間出ているからちょっと来いよということで

行ってきました。２日間かけたんですけれども、なかなかそのシシが、相手も逃げるに食べる
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に必死だと思うんですけれども、２日間かけてなかなか捕まらない。無論、役場のほうにも電

話が入り、対応されておるかと思います。 

それとはもう一つ別ですけれども、昨年、大川小学校の横、本当にグラウンドの校舎のすぐ横

にシシが昼間出て、犬に追われて餌を食べて帰るわけですけれども、行ってみると、やはり餌

を食べてある。そしてそこの家主さんにまた来るぞと、子供たちに被害がなかったからいいわ

けですけれども、大変こういうことで怖いな。そして、今日の朝の新聞を見ますと、浜松です

か、森林公園にいるイノシシが出て、９名ほどの方がけがをされたということで新聞報道、テ

レビ報道がされていました。やはり、動物についても昼日中なかなか出ない。夜は寝ておるに

しても、一たび人間がそこを通ると起きて、やはり慌てて人的被害が起きるということであり

ますけれども。 

  そこで、町長でも課長でもお聞きしたいですけれども、やはり国ですか、ここにも新聞あ

りますけれども、有害鳥獣で対策としてプロハンターの育成、こういうものがこれから出てく

るのかなということで、会社ぐるみで狩猟者の方々とは別に、プロハンター等の方が出てきて

鳥獣対策をしていくのかなということでありますけれども、それから、もう一つあるのは、以

前、県の森林研究所で行った、浜松ですか、これは。鹿対策として硝酸入りの餌を食べさせ、

駆除を行ったということ、経過がある。これは前に報告があったのかな。それはそれとして、

もしわかるようでしたら、これは2014年、ちょっと古くなりますから、１月から２月、東伊豆

町がそれについての硝酸入りの餌を与えて鹿対策を行ったということであります。これについ

て、もしわかりましたらお願いをしたいなと思います。 

  そういう中で、昨年あたりからわなの捕獲によるわなの狩猟免許等の皆さんが増えて、大

変鹿やシシをとられて、もう冷蔵庫の中いっぱいで、どうしようもないよなんて冗談を言って

いた話があるわけですけれども、やはりこれからミカン、野菜、かんきつですね。被害が出て

くるおそれがある中で、やはりしっかりとした対応、国も県も、そして町も、それにのっとっ

た対応をしておいていただきたいなと思います。 

  そして、私、ひとつ野菜やかんきつだけではないですよ。なぜこの話をするかといいます

と、前にも言ったように、12月の大体25日前後に椿園、今ちょっと椿まつりはやっておりませ

んけれども、椿園の中にある石神神社というところにお飾りを毎年かえに上がるんです。大体

１時間から２時間、２時間半ぐらいかけていって、お飾り、掃除をしてくるわけですけれども、

行くたびにこの山の荒廃、荒れが物すごいんです。大変な状況になっているんですよ。これは

今、伊東市あたりも大分真剣に取り組み始めたようですけれども、天城が荒廃をしている。 
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  そして、私、本当にこういう話をするとさみしくなってくるわけですけれども、先ほど課

長にもちょっとお話をしましたけれども、昭和33年９月26日の狩野川台風で、本当にこの伊豆

全体がもうとんでもない状況になったわけです。同じ９月26日、翌年の９月26日は伊勢湾台風

なんです。忘れもしないです。小学校５年生で、もううちもない、もう家財も何もない、本当

に惨めな思いをしたわけですけれども、そういう状況になりつつあるわけですよ。大島町や西

伊豆町に起きたような雨がこの天城に降りますと、とんでもない状況になると私はここで言い

切ってもいいほど、とんでもない山の状況になってきております。 

  ぜひ、先ほど来から話をしているように、天草漁、そういうものをただとるだけではない

ですよ。天草とるだけではないです。漁師の皆さんに、山に木を１本でも植えてもらう、植栽

をしてもらう。ただのものをとっているんですよ。しっかりとした、これはまちづくりをして

いかない限り、天草が幾らとる人が増えたからといって、物がないですよ。サザエやアワビが

とれないんです。そういうことも含めて、ぜひこの鳥獣害対策等について対応をしっかりと図

っていただきたいなと思います。 

  以上で私の質問を終わります。よろしく御答弁をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、本当にこの有害鳥獣、とりあえず本当飯田議員が言った人的被

害が、まず町としては人的被害になっては遅いですから、その前に対応していきたい、そうい

う考えでございます。本当に人家とか、そういう報告は受けておりますが、人的被害があった

ということはまだ聞いておりませんので、いわゆる人的被害が起こらないうちにやっていきた

いとは考えおりますけれども、向こうもなかなか知恵がありますもので、飯田議員が言ったよ

うに、行っても遅かった、２日間行っても出てこなかったとか、そういうことがありますと、

できるだけ迅速に対応していきたい、そう考えております。 

  そして今、もう１点はプロハンターのことを飯田議員が、これは国の施策ということで、

どうなるかわかりませんけれども、自分の見解としては、やっぱりプロハンターも必要かもわ

かりませんけれども、まず狩猟期間が半年間しかありませんよね。まず狩猟期間もある程度、

それも１年やってもいいよとか、そういった方、保護地区では鉄砲を打ってはいけないよとい

う区域の見直し、これもある程度これから必要ではないかと考えております。要するに、あの

分譲地の近くに行きますと、鉄砲を打ってはいけなくなってくるんですよ。基本的には一番い

いのは、あの白田のところに結構ある中で、打っているとすぐ逃げちゃうもので、やっぱりそ

ういうところは、多少区域の見直しを町としては、行政としてはお願いしたいなと考えており
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ます。そういう中で、やっぱり有害鳥獣、これ伊豆半島全体の問題ですから、これは当然もう

伊豆市も言ってきますもので、これはもう７市６町とか賀茂地域広域連合を立ち上げた中で、

これはまたそういう中でこれも話し合いはしていきたいと考えております。 

  さらに、山の荒廃、これは本当に各首長さんが言いますもので、これも東伊豆町単独では

できませんもので、これも広域でやっていきたいと考えています。今言ったように、海がよく

なるのも、やっぱり山からの水が来た中で海の環境がよくなりますもので、そういう中でやっ

ぱり飯田議員言ったように、この山を守らなければ海が荒廃しますよ。これは十分認識してお

りますもので、それは十分対応していきたいと考えております。 

  あとは、事務的なことなもので、課長から。 

○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、補足をさせていただきます。 

  プロのハンターにつきましては、趣味で狩猟をやられる方々がなかなか増えないという実

態の中で、やはり１つには、年間通じて非常に銃の免許を取られた方のお金の負担が非常にか

かるという形と、それから練習をする場所が年々減っているということで、なかなかその実技

が伴わない。また、３年実技をしないと、銃の免許等もなかなか生かせないような状況になっ

ておりますので、その辺で今議員がおっしゃるとおりに、国策といたしまして、業としてなり

わいができるような形で法改正がされて、今年ですけれども、静岡県内でも、ある警備会社が

都道府県の許可を得て、ある一部の地域でテスト的に行うという話は聞いておりますが、まだ

それがこれからということで、まだ始まったばかりという形になっております。 

  それから、鹿の餌についてのお話がありましたが、以前にも違う議員の方からもお話しい

ただいたんですけれども、鹿の生態を利用して、ごく微量な毒と言ってはあれなんですけれど

も、それを与え続けることによって死活させるという方法でやられていたんですけれども、ど

こでその鹿が亡くなってくのかという追跡調査がなかなかできないという問題がありまして、

それがまた自分たちの行政エリアではないところで死んでいるのかというのも把握ができない。

それらについての処理ができないという問題もあるという形で、今、2014年にいろいろ試験セ

ンターでやられた状況については、その後の報告はまだ受けておりません。 

  それから、天城の山林の関係なんですが、今まで国の林野庁の事業は、荒れた山に関しま

して植栽という形で事業を今も行っていますけれども、植えたものを自分たちで守るという方

向でいましたが、この28年度から林野庁もみずから植えたところを、今度自分たちで捕獲をす

るというふうな方向転換になってきますので、今まで山の上で囲われていた関係で里へおりて
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きたものが、今度は山でも捕獲がされてくるというようなであろうというような形で、林野庁

のほうも考えているそうです。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で飯田議員の一般質問を終結します。 

  この際、11時10分まで休憩とします。 

 

休憩 午前１０時５７分 

 

再開 午前１１時０８分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ、再開します。 

 

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

 

◇ 定 居 利 子 君 

○議長（村木 脩君） 次に、13番、定居議員の第１問、ふるさと納税についてを許します。 

  13番、定居議員。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 皆さん、こんにちは。 

  ふるさと納税について質問させていただきます。一問一答ずつ御答弁をお願いいたします。 

  ふるさと納税について。 

  平成20年４月30日に国の税制改正により始まった制度で、出身地や応援したい地方公共団

体に寄付することであり、地域の特産品が記念品としてもらえる制度であります。 

  次の４点についてお伺いをいたします。 

  １、26年度、27年度途中でありますが、寄付金額の実績は。また件数は。 

  ２、記念品は何品目あるか。認定事業者は、人気の品目は、また品目の確認はどうか。 

  ３、寄付金はどのように使われているか。 

  ４、今後の取り組みは。をお伺いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 



－33－ 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 定居議員の第１問のふるさと納税については、４点からの質問となっ

ておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の26年度、27年度の途中でありますが、寄付金額の実績は、また件数はにつ

いてですが、平成26年度のふるさと納税につきましては、寄付額は104万4,000円、寄付件数は

21件でございます。平成27年度につきましては、２月末で560人の方から718件、2,203万5,000

円の御寄付をいただいております。 

  次に、２点目の記念品は何品目あるか、認定事業者は、人気の品目は、また品目の確認は

どうかについてですが、お礼の記念品につきましては78品目で、認定事業者は26事業者となっ

ております。人気の品目につきましては宿泊補助券など、施設利用券が３分の１を占め、その

ほか、かんきつ類や干物等の水産加工品が数多く選択されております。また、品目の確認につ

きましては、町と産業団体連絡会の各代表で構成する審査会において、記念品の審査・認定を

行っております。 

  次に、３点目の寄付金はどのように使われているかについてですが、寄付金の使い道につ

いてですが、平成26年度までは既存の社会福祉基金や教育振興基金などに積み立てしておりま

したが、平成27年度からは記念品贈呈のための謝礼と、事業の円滑な推進に向けて新設した東

伊豆町ふるさと納税基金へ積み立てることとしております。基金の活用方法につきましては、

寄付者の意向を考慮し、検討してまいりたいと考えております。 

  次に、４点目の今後の取り組みはについてですが、今後の取り組みにつきましては、新年

度からインターネットを利用した申し込みとクレジットカード決済を導入し、寄付者の利便性

の向上を図ります。また、寄付金額の区分も20万円まで追加し、記念品を拡充することで町の

魅力を発信していきたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） 13番、定居さん。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 今、御答弁がありました①の件の26年度、27年度途中でありますけ

れども、寄付金額ということなんですけれども、先日２月23日に役場１階会議室において説明

会がされましたよね。そのときの、ちょっと数字的には違うんですけれども、どちらのほうが

正しいのか。そのときの説明では、26年度は100万円ということで21件、これは件数は合って

いるんですけれども。また、27年度は今2,203万5,000円ということでしたけれども、その日は

2,256万円ということで金額を伺っているんですけれども、件数的には735件が、先ほど町長が
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おっしゃいました718件だということで、560人ということなんですけれども、どちらのほうが

正確なのか、また後ほど御答弁をお願いいたします。 

  品目につきましては78品目ということで、観光地でありますから宿泊の補助だとか、また

水産物、地場産品でありますかんきつ類がやはり多いのかなと思います。それと、認定事業者

につきましては、町と産業団体連絡会の会長さんが審査を行って認定をされるということです

けれども、この締め切りは３月15日と伺っているんですけれども、それ以降にもこういう業者

からの受け付けは行い、その都度、こういう産業団体連絡会とか町と再確認をされるのかどう

か、その１点をお伺いいたします。 

  それと、品目につきましては、業者数が増えれば増えただけ品目も増えていくんですけれ

ども、食品だけではなくて、いろいろ観光協会とか商工会とか町とか、いろんなアイデアを出

しまして、それ以外のユニークな、町をＰＲできるような魅力なその品目を、またそれもつく

っていくのも必要ではないかなと思うんですよ。 

  ちょっと１つ例を挙げますと、北海道なんですけれども、そこの町長さんは独身なんです

よ。それで、金額的には少し大きいんですけれども、１泊２日の記念品なんですけれども、町

長が１日、寄付をされた方と一緒にエスコートされて町のいろんなところを案内して散策をす

るという、そういう品目もあるんですよ。これが大変注目をされていまして、女性にすごい人

気があるということで、そういうこともありますので、やはり取り組み方ですよね。どういう

取り組みをこの町が行っているかによって、また日本全国からの注目を集めるのではないかな

と思います。ただ食品ですと、九州のほうですと大変肉が、牛肉が多いとか、また焼津におい

てはマグロですか、あそこは年間で、この間もテレビ等で報道もされましたけれども、34億か

らの納税寄付金が集まるということで、地元の業者が大変うれしい悲鳴を上げて、どんどん商

品を増やして地場産品としてＰＲしていこうではないかと、その業者がもう立ち上がりまして、

それでみんなして声をかけ合いながら、そのまちを盛り立てていこうと、そういう例もありま

すので。 

  その品目について、私は観光協会とのお話などをされて、例えばススキの入山プラス地元

で食事をしていただこうとか、そういう業者同士のタイアップとか、そうされて、例えば宿泊

の補助券を出して、それにまた地元の食事処へ行って、そういう食事も楽しんでもらう、それ

も一つの私はアイデアではないかなと思うんですよ。ただ食品だけをいただくんではなくて、

町のＰＲをこういうふるさと納税においてどんどんＰＲをしていただければいいんではないか

なと思います。 
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  それで、寄付金についてはホームページを調べますと、５項目に分けられているというこ

となんですけれども、これの中に５点目に町長の使い道というのがあるんですけれども、これ

町長はどういうお考えで、例えば町長がいいですよと言って金額が多い場合は、どういうよう

な使い道をされるのか。ほかの項目についてはいろいろ教育とか、地域の福祉とか、生活環境

のとか、いろいろ指定事業の観光施設、観光対策とか、こういうふうに振り分けをされていま

すけれども、町長の使い道についてちょっと１点お伺いいたします。 

  今後の取り組みについては、検討していく、20万円にまで広げていったということで、品

目とか業者を広げて、枠を広げていきたいということですので、いろいろ町としても検討して

いただいて、町のＰＲをどんどん広げていっていただきたいなと思いますし、また寄付者によ

って、自分の寄付金がどういうふうに使われているのかという、そういう関心度も今後高くな

っていきますので、そういう点もきっちりと提示されるように、このふるさと納税の裏では、

各地方から地方へとの、そういう納税者もあると思うんですよ。そうなると、その地区の税収

が多少響くんではないかなという、そういう裏の面もありますけれども、まずはそういう取り

組みをきちんとされていただければなと思いますけれども。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） ふるさと納税、私はこれもう最初ちょっといかがなものかと言ったの

は、もう皆さん御存じで、しかしながら、やっぱり地域の方がこの地域の魅力発信とやっぱり

産業の振興、そういう中で今回から力を入れ始めたのが現状ということです。なぜかといいま

すと、定居議員が言ったように、税収の面でいいところは悪い、悪いところはいいと、そうい

う意味では絶対不公平性が出てきますもので、やっぱりその点に関していかがなものかと考え

て、そしてまた競争が結構過度になっておりますもので、これに対してはいかがなものかと当

初考えておりましたけれども、そういう地域の方々の要望、また町の発信という中で、今回力

を入れてきたことだけは御理解願いたいと思います。それで数字の違いは、担当課から説明い

たさせます。 

  さらに、品目に関しましては、一応３月15日締め切り、今、定居議員が言った順次やって

いくかどうかと、まだ検討しておりませんので、近々また産団連の会長に集まっていただいた

中で、一応また今年の品目等は検討いたしますもので、そのときまたこれは検討していきたい

と考えております。そういう中で、この町おこしの中の品目の中で、私が情報発信になれば、

それなりに嫌でもやりますけれども、やっぱりちょっと前向きに考えていきたいと思います。

また、そういう中でいろいろな品目のことを、審査会のときにいろんなことが提案されており
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ます。ある程度、また担当のほうと私が考えていることもありますもので、それは担当課のほ

うから、ちょっとどんなことを考えているかということは説明させていきたいと思います。 

  さらに１点、「町長におまかせ」の使い道ですね。これは基本的にはもう中から何でも使

うとか考えています。基本的には、やっぱりいろいろと町はそういったような子育て支援だと

か相当力入れておりますもので、今回も子供の医療費の無料化をやりましたけれども、もし財

政が大変厳しかったら、申しわけないけれども、このふるさと納税の「町長におまかせ」を使

わせていただくつもりでおりました。やっぱり基本的にはまちづくりのハードの面では使いた

くありません。基本的な考えは。やっぱりソフトな面においた中でいろいろ使っていきたい、

そう考えておりますので、御理解願いたい。やっぱり寄付者の皆さん方の意向に沿った中で、

この町がよくなる方向で使っていきたい、そういう考えでおりますし、当然その使い勝手につ

きましては、ホームページとかにそのとおり上げますもので、その辺はまたホームページを見

て、使ったときはまた見ていただければ大変ありがたいと思います。 

  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） ただいまの御質問の数字の関係でございますが、26年度

につきましては、答弁でお答えした21件、104万4,000円というのが正しい数字となってござい

ます。 

  それから、説明会のときと数字が、現在の27年の数字が違うということですが、説明会の

資料はここにございますが、27年度の月別実績ということで御説明したものにつきましては、

括弧書きで申し込みベースということで、この時点で寄付の申し込みがあった金額が2,256万

5,000円と、２月22日現在。定居議員の質問に対する答弁につきましては、これは２月末で実

際に歳入された金額と件数でお答えをしておりますので、申し込みの金額と実際に２月末まで

に歳入された金額という形で、数字には若干誤差が出ておるというような内容になっておりま

す。 

  それから、今、町長のほうからも御答弁ありましたように、使い道等についてはホームペ

ージ上で公表していくというのが、何に使ったかというのがやはりそこでまた魅力を発信、う

ちはこういうことに使っているんだよということで寄付を集めるのが本来の目的と聞いており

ますので、そういう形をとりたいなと思っております。 

  それから、あと記念品ですが、いろいろなアイデアをまた募集したいなというふうには思

っております。今考えておりますのは、例えば宿泊補助券なんかにしましても、例えば観光協
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会さんあたりで１泊２日で泊まっていただいて、どこか町内の施設を見ていただいてとかとい

う１泊２日コースとか２泊３日コースとか、そういうものもとれないかな、できないかなとい

うことで御相談はかけております。そのほか、あと各事業所でいろいろなアイデアを出してい

ただければ、それを参考にしていきたいなというふうには考えております。 

  それから、受け付けは一応とりあえず締めて、３月22日にふるさと納税記念品の審査会と

いうのを行うんですが、その後も随時受け付けは行います。受け付けを行うということは、ま

た町長とも御相談しまして、随時そういう審査会も、ある程度そろい次第やっていかなければ

いけないのかなというふうには考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） 13番、定居議員。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） １点目、２点目は了解をいたしました。 

  ３点目についてですね、町長の使い方ということで、子育て支援とか、町のいろんな面に

取り組んでいきたいということなんですけれども、ちょっとあるところの事例なんですけれど

も、議会の皆さんも夕張へは行ってこられたんですけれども、夕張の使い方というのは、一つ

ちょっと共感したところがあるんですけれども、高校の入学の模擬試験ですよね。それを、ふ

るさと納税から使わせていただいたというのがあるんですよ、そういう発表が。それが結局、

その地域の子供たちがよその高校へ試験に行きますと、そこの高校へ入りますので、そうする

と、もう地元には帰ってこないだろうということで、極力地元の高校の入試をしていただいて、

地元で生活をしていただくという、そういう夕張市の市長の何か案で、そういうふうにしてふ

るさと納税を使ったという、そういうところもありますので、やはり使い方というのはいろい

ろやはり町でも考えて、とりあえず移住対策にも使えるんだなということで、そう思いました。 

それと、③については、そういう事例があるということの報告だけですので、これも了解をさ

せていただきました。 

  今後の取り組みについてなんですけれども、町長、浅草のまるごとにっぽんというのを御

存じでしょうか。商業施設がありまして、その中にふるさと納税コンシェルジュという受け付

けをするところがあるんですよ。女性が２人いらっしゃって、絶えず１人はいて、ふるさと納

税の受け付けを、来た方に丁寧に教えるんですよ。そこで受け付けをして、それでふるさと納

税をする地域の特産物も、その女性の方から教えていただいて、それでお金はそこでクレジッ

トもあるんですけれども、そこでコンビニで支払えるような書類が出てくるんです。１枚のそ
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の紙切れ、税金等、いろいろ水道料等を払うような、ああいう用紙だそうです。それを持って

いただいてコンビニで支払ってもらうという、すごい簡単な手続をする、日本で初めてのそう

いうふるさと納税の受け付けがあるんですよ。 

  そこで、町のＰＲをするパンフレットが置いてあるんですよ、たくさん。それで私もその

パンフレットをちょっといただいてきて、私たちも視察に行った相生市のパンフレットもあり

ます。ふるさと納税はこういうふうに使って、こういうふうに町の考えもありますので、ぜひ

一緒に参加していただけませんかとか、まちづくりに参画をしてくださいという、そういうパ

ンフレットまで置いてあるんですよ。さとふるというんですけれども、そこは。そことの市町

との契約とか、そういうのがあると思うんですけれども、そういうところもあるということで、

近隣の浅草というところは旦那衆が一番多いところですので、毎日大変ありますよと、寄付金

が。それも金額が高額なんですよ。旦那衆だから、中高年というとなかなかインターネットと

か、そういうコンピューターを使えないもので、ここへ来るとすごい安心してふるさと納税が

できるよという、そういった方が大変今多いということで、そういう取り組みをそういう商業

施設の中でもやっているということで、大変すばらしいんではないかなと思いますので、また

もし行かれたら、参考的に行っていただければと思います。 

  この取り組みについては、この制度によって東伊豆町の魅力を発信してＰＲをできますの

で、やっぱりふるさと納税した人たちが、じゃ、東伊豆町へ僕は納税をしたからちょっと行っ

てみようかなと、訪れたいなと、そういう気持ちにさせるのも今後の取り組みではないかなと

思いますので、そのＰＲの仕方も、やっぱり当局側も考えていただきながら、１人でも多くの

お客さんがこの土地を訪れるように、そういうこの制度をうまく利用していければいいんでは

ないかなと思いますけれども。 

  以上で、御答弁で終わります。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 私は、このふるさと納税につきましては、いつかは国から入ると考え

ている税収の面とかいろいろな意味で、ちょっとやり過ぎなのではないかという中で、いつか

規制ではないけれども、多少そういうことが入るのではないかと考えております。そういう中

で、今年からやったわけで、それまでに十分町の情報発信、地場産品を発信していけばいいの

かなと考えておりますもので、できるだけ多くの力を注いでいきたいと、そう考えておる、現

状では。 

  それで、夕張市のことを言いました。私もちょっとテレビで見たんですけれども、これが
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ふるさと納税を使った模擬試験とは知りませんでした。そうなれば、そういう活用法もあるの

かなと。やっぱりこの町に定住し、住む方のためにお金を使う、これは大変重要なことであり

ますから、「町長のおまかせ」もこれは一つの案ではないかと考えておりますもので、これは

またいろんな面で考えていきたい、そう考えています。 

  さらに、２点目のふるさと納税、まるごとにっぽん、ごめんなさい。私、本当知りません

でした。そういう中で担当課がどうか知っているかわからない、その担当課を知っていたら説

明いたさせますけれども、私、定居議員から聞いて、初めてこのことを知りましたもので、大

変いいことでありますもので、これが活用できれば、いろんな財政、いろんな面で活用できれ

ば、それは活用していきたいと考えています。担当課のほうで、それをどのようにこのことを

知っていたかどうか、ちょっと説明いたさせませますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） ただいまの定居議員の御質問ですが、ふるさと納税のこ

ういうポータルサイトというんですが、うちの町につきましては、ふるさとチョイスというと

ころに一応お願いしております。というのは、やはり一番費用的に安く済むということと、静

岡県内でも当町を初め、全国的にも寄付額の多い焼津市、それから西伊豆町、南伊豆町、河津

町、松崎町と、多くの県内自治体、あるいは全国的にも一番多くの自治体が参加しているサイ

トに一応参加していると、そういう状況でございます。 

  さとふるさんというのは、確かにここにコンシェルジュを設けて、大変これすばらしいな

と思います。ただ、このさとふるさんはソフトバンク系でございまして、若干お金がかかる部

分というのもございます。県内では、静岡市と下田市さんがここで参加しておると思います。

そのほかに、例えばＪＴＢ系のふるぽ、あるいは楽天市場ふるさと納税とか、あとうちの町で

この間、暮らしの便利帳を出しました株式会社サイネックスというところも、こういうポータ

ルサイトを運営しております。そういうところ、どこまでお願いするかということもありまし

て、商品、お礼の品の発送管理までするというところも当然あるんですが、そうなると、例え

ば寄付額の20％とか25％というような高額なお金にもなりますので、総合的にその辺も判断さ

せていただきまして、今後、いいところがあったらまた参加していきたいなというふうには考

えてございます。 

  それと、１点答弁漏れがございましたので、あわせてお答えいたします。 

  ふるさと納税の寄付額につきましては、交付税につきましては、基準財政収入額には算入

されませんので、寄付は寄付としてもらって、交付税がそれによって減るということは、今の
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ところございません。逆に、うちの町の町民の方がよそのところに大勢ふるさと納税で寄付を

しますと、当然うちの町の税収が落ちる形になります。そういう場合につきましては、住民税

の減少分のうち、75％は交付税に一応計算には算入されると。だけれども、全部ではないもの

ですから、残りの25％は、当然当該団体の収入減という形になりますので、ですから一番いい

のは、町民の方はよそに寄付しないで、うちの町がもらえるというのが一番いい方法だとは思

うんですが、そうもいきませんので、その辺も税務課のほうで調べれば、ある程度わかります

ので、その辺も見ながら、また今後ふるさと納税を大いに活用していきたいというふうに考え

ております。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、地域の子育て環境の充実についてを許します。 

  13番、定居議員。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 地域の子育て環境の充実についてお伺いいたします。 

  観光地である東伊豆町は、宿泊業、サービス業に従事している保護者が多い地域です。そ

こで、保育、子育て支援の３点についてお伺いいたします。 

  ①就業時間に沿った保育の取り組みは。 

  ②民間会社で運営している保育の連携はできるか。 

  ③新入生（小学生入学時）に支援はないか。 

  以上、３点についてお伺いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 定居議員の第２問、地域の子育て環境の充実については、３点からの

質問ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の就労時間に沿った保育の取り組みはについてですが、子ども・子育て支援新制度

において、保育所等での保育を希望する場合、保育の必要な事由及び就労時間等により保育認

定がされ、保育園等の利用が可能になることとなっております。 

  現在、保育時間につきましては、稲取保育園が午前７時30分から午後６時30分まで、三宝

保育園が午前７時30分から午後６時までとなっております。 

  しかしながら、子育て支援の観点からも、延長保育等について、今後、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。 
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  次に、２点目の民間会社で運営している保育の連携はできるかについてですが、民間事業

者との連携については、子ども・子育て支援新制度における地域型保育事業の事業所内保育と

なります。事業所内保育は事業主が主体となり、事業所の従業員の子供プラス地域枠の定員を

設け、保育を提供する事業であります。 

  現在、民間２事業者において保育所の運営を把握しておりますが、事業所内保育としての

認可申請がなされていない状況でありますので、今後、事業者が積極的に取り組まれるよう情

報提供等をし、保育の場を確保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。 

  ３点目の新入生（小学校入学）に支援はないかについてですが、平成27年度より県が実施

したひとり親家庭就学支援事業を受け、平成28年度入学児童を対象に、ランドセル及び学用品

等購入費用の一部として、１人につき上限３万円を助成する支援を行います。 

  なお、小学校入学児童全てに対しての支援につきましては、今後、国・県の動向を注視し、

また、財政面を考慮しながら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。 

○議長（村木 脩君） 13番、定居さん。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） １点目については、これは保育の時間を伺ったものですから、了解

をさせていただきます。 

  ２点目について、民間会社で運営している保育の連携はとなりますと、当町ではサービス

業とか夜間の仕事に従事していらっしゃる方が大変多い中で、土日に仕事をしていらっしゃる

とか残業とか、また時間的なローテーション等が大変あると思うんですよ。そうすると、この

民間の会社というのは大変努力をされて、自分のところで働く方の子供たちの面倒を見て、遅

い時間、９時、10時でも、そこを託児所と言ったり保育所と言っているんですけれども、そう

いったところで面倒を見ていると。親御さんが安心して仕事に従事できるということなんです

けれども、やはり行政として、民間がそうして一生懸命やっているものを、行政はただそうい

う、例えばホテル関係とかサービス業とか、夜間の仕事についている人たちについては、一番

困っているのに手を差し伸べてくれないのかなという、そういう保護者の方もいらっしゃいま

す、実際。 

  ただ、三宝さんとか稲取保育園さんに、じゃ、それをやってくれと言っても、大概私は無

理だと思うんですよ。例えば保育士の関係もありますし、施設等の関係もありますので、そう

なると施設整備もしていかなきゃならない、保育士さんも増やさなきゃならない。そうすると、

それこそ１日、１週間通しで、三宝さんにしろ、稲取保育園さんにしろ、働いていなきゃなら
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ない。そういう管理上の面もありますので、大変無理かなと思うので、こういう民間がやって

いらっしゃるところのいろんな知恵をいただいて、また研修もされたりして、うまく、協定で

はないけれども、お互いに連携をとってやれないかなと思うので、今回質問させていただいて

いるんですけれども、ただ、町長はいつも子育て支援とか、また定住者人口を増やしたいとい

うことを常々おっしゃっていますので、やはり県外からそういう若者がこの土地にいらして、

仕事の面もありますけれども、やっぱりそういう保育状況等を調べると思うんですよ。やはり

保育の環境が充実していなければ、じゃ、東伊豆町行ってもやっぱり不安だなと思うと、なか

なかこちらのほうへは足が向かないと思うんですよ。 

  そういう面でも、やっぱりしっかりと町はうまく連携をとりながら充実していかないと、

人口も増えていかないし、今現在生活していらっしゃる若者たちも、じゃ、子供を増やすにし

ても、なかなか稲取保育園にも入れないし、そうすれば働くこともできないしという親御さん

もいらっしゃるんですよ。そういう面を、やはり若い人たちが安心してここの土地に暮らして

子育てをできるように。県外の若い人たちは、この伊豆半島というのは大変環境もいいし、住

んでみたいなという、そういう思いもあるそうです。ただ、仕事もないし、そういう子育ても

ちゃんとしていないから不安だし、また教育のほうもちょっとなかなかという、そういう声は

都会の方からは聞かれます。せめて子育ての環境を町が取り組んでいただいて、充実していた

だければなと思うんです。 

  それと、先ほども浅草のお話ししましたけれども、そこへふるさと納税するところにこう

いうパンフレットもちゃんと置いてあるんですよ、「子育てするなら赤穂がいいね」という。

そうすると、みんなあそこへ訪れた方が注目をされて、パンフレット持っていかれるんです。

この中にすごい詳しく子育てについて載っているんですよ。だからこれも一つのあそこの施設

はＰＲしているのかと思って。結局これは地方への定住を促進している、その隣に課があるん

です。説明する人もちゃんといるんですよ。それで、東京あたりの若い子たちにこういうパン

フレットで説明したりとか、地方へ定住してください、そういう力も、皆さんに助言もしてい

ますよという、そういう声も聞いてきましたので、やはりこういうシステムも必要ではないか

なと思うんです。ただ、町だけで一生懸命取り組んでいても、都心へ、都会の若者たちに声が

聞こえないんではないかなと思うので、そういう施策を今後取り入れられたらなと思いますの

で。 

  それと、新入学に支援はないかということで、今回は児童扶養手当を受給されている方に

上限３万円ということなんですけれども、今、子供世帯で１人とか２人という世帯は少ないん
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ですよ。大体１軒に今３人、４人という子供さんがいらっしゃる家庭が増えてきています。だ

けれども、人数は少ないんですよ。そういう家庭、１人、２人の家庭が少ないもので、三、四

人の子供さん抱えているところが何軒かあるんですけれども、そういうところのお話を聞きま

すと、やっぱり入学時とか大変お金がかかりますということで、大体小学校、中学はまだかか

るんです。小学生で約10万円近くかかる。もう制服だけでも２万6,000円かかるし、例えばラ

ンドセルにしても３万円からもう５万、６万と、限度がありますけれども、それで入学時に学

校へ払うお金もかかりますということで、大変なんですよということをお話しされますので、

せめて小学生あたりにそういう町としての支援はないかなということでお尋ねしたんですけれ

ども。 

  これも、やはりよその市町のことを言うのもなんですけれども、入学時に小学生に２万円

とか３万円を支援しているところあるんですよ。中学生の場合は３万、例えば４万円という、

そういう市町の取り組みもありますので、今後、町も財政的には大変ですけれども、こういう

支援をというのは大変言いにくいんですけれども、今後そういう取り組みをひとつ掲げていた

だければ、今年度は３万円ということで決まりましたけれども、来年度からは児童扶養手当受

給者以外の方たちにも、例えば入学のお手伝いをするという気持ちで、町のほうは支援はどう

かなと思ってお伺いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、これは都会の人に限らず、地元の人たちからも、安心して働く

にはやっぱり保育所が必要だということは再三再四言われております。これも町も何とかして

いかなければならないと考えています。そうなると、今後施策をしていきたいと考えておる。 

  ちょっと訂正させていただきたいところ、２点目ですね。事業所内保育を事業者内保育と

言いましたもので、事業所内保育でございますもので、それを訂正していただきたいと思いま

す。 

  そういう中で、本当、民間事業者が３事業者やっている中で、今度新しく誕生しました地

域型保育事業で事業所内保育となる中で、その事業所だけではなく、地域の子供もそこに入る

ようなことができます。その地域の子が入ったことに対しまして多少助成やなんかできますも

ので、それはうまく考えていきたいと思いますし、これを町としても民間の３事業者がありま

す。ここにはできないかなということは訴えていきたいと考えています。そうなると、やっぱ

りサービス業の方々、何しろそういう託児所的なものは何とか整備してほしいよと言われてお

ります。その中で町としても大変重要でございますもので、できれば町だけではなく、その企
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業におきましても、そういうところでも半額が負担しておりますなら、その半額ぐらいはいい

んではないかなと内々には言っておりますけれども、町としてもこの切実さはもう十分わかっ

ておりますもので、そういうふうに御理解願いたいと思います。 

  さらに、次の新入生の支援、これ本当、財政がよければ、今、定居議員が言ったことは本

当やってあげたいことですけれども、これはちょっと前向きに検討していって。 

  ただ、１点です。学校教育環境整備事業ありますよね。そういう中で、山梨県の早川町と

いうところが少人数で頑張っている学校ということで出ました。基本的には、そこは児童数が

23人、２つあって、小学校が十何人かな。そういう中で、やっぱり義務教育も修学旅行も全部

無料化になるんですよ。それで私もびっくりして、どうしてこんな小さい町がそういうことが

できると。人口1,100人ぐらいの町です。そういうふうに出たもので、すぐに調べた。何かか

らくりがあるんではないか、今調べていますけれども、そこは交付税も11億も来ているんです

よね。千何人に対して11億、うちの町は１万3,000に対して９億ですよ。だからやっぱりその

からくりがある中で、やっぱり財政が豊かであれば、財政は交付税をもらっているから財政が

豊かではありませんけれども、そういうことがあれば、それは学校の中の、これは調べさせて、

やっぱり今、定居議員が言ったように、父兄に対しましては御負担をかけさせたくないという

のは町のあれでございます。そういう中で、できることはやってあげたいし、また、ふるさと

納税、そういうこともやろうとするのも１つの案かなと、また考えておりますもので、なるべ

く町にそういう子供たちが住みやすい、またはそういう教育環境ができるように整備していき

たい。そういう考えでございますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 13番、定居さん。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 今後は、保護者が安心して働けるような環境づくりに取り組んでい

ただきたいと思います。 

  それと、ちょっとこれ総合戦略の中の32ページ、認定こども園に関する検討と記載されて

いるんですけれども、こういう取り組みも今後されるということの中で期待をしていますので、

来年度以降は実現されるように頑張っていただきたいと思います。 

  以上で終わります。 

○議長（村木 脩君） 答弁は。 

○１３番（定居利子君） 簡単で。 
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○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） その認定こども園に関しまして、以前そういう話もあったんですが、

そのときは省がまたがっていたんですよね。やっぱり省がまたがっているということは、なか

なか厳しい中で断念した経緯がありますけれども、今度は国のほうから認定こども園に対して

は積極的に、一緒になっておりますもので、これはちょっと前向きに考えたいという中で、こ

の総合戦略に挙げましたので、これはやっぱり幼稚園、保育所の関係もありますもので、すぐ

にはできませんけれども、これは考えていきたい、そういう考えでございますので、御理解願

います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で定居議員の一般質問を終結します。 

  この際、午後１時まで休憩します。 

 

休憩 午前１１時４８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。 

 

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

 

◎発言の訂正について 

○議長（村木 脩君） 町長より発言を求められておりますので、許可いたします。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 午前中の一般質問の中で、２点ほど訂正させていただきたいと思いま

す。 

  まず、１点目は、飯田議員の第２問の答弁中、稲取高校卒業後地元に勤める方がいるとい

う答弁の中で、町職員に稲取高校の生徒を採用しているようなことを申し上げましたが、高校

生採用枠を設けているに訂正させていただきます。 

  ２点目、また、定居議員の第２問答弁中、民間事業者数を２事業者とお答えいたしました

が、正しくは３事業者の誤りでしたので、おわびして訂正いたします。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 栗 原 京 子 君 

○議長（村木 脩君） 午前に引き続き、一般質問を行います。 

  次に、３番、栗原議員の第１問、旧大川グランドホテル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） こんにちは。 

  今回、私のほうからは３点、質問をさせていただきます。 

  初めに、旧大川グランドホテルについて、質問いたします。 

  平成27年６月の定例会で質問した旧大川グランドホテルの取り壊しの進捗状況について、

次の点を伺います。 

  １、町長の答弁に、協議会を立ち上げ、ガイドラインに沿って進めていくとありましたが、

経過については。 

  ２、取り壊し費用、その際の町の負担はどのぐらいになるか、どう予算づけをしていくの

か、町長の考えをお聞かせください。 

○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、旧大川グランドホテルについては２点からの質問

ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の町長の答弁に協議会を立ち上げ、ガイドラインに沿って進めていくとありました

が、経過についてはですが、現在、職員を静岡県に設置した空き家等対策市町連絡会議の部会

に参加させ、空き家等対策の推進に関する特別措置法の運用などについて研修をさせておりま

す。 

  新年度においては庁内に新しく空き家等対策協議会を設置し、特に問題がある危険な状態

等の空き家の解消に向け、静岡県の空き家対策市町連絡会議との整合性を図りながら進めてま

いります。 

  ２点目の取り壊し費用、その際の町の負担はどのくらいなのか。どう予算づけしていくの
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か。町長の考えについてですが、建物所有者が以前試算した解体費用では約2,600万円ぐらい

とのことでありますが、現在の価格では3,000万円程度の費用がかかると見込んでおります。 

  解体工事は所有者みずからが支出し行うことですが、それでは問題の解決がなかなか図れ

ません。この建物の除却を進めようとする場合には、昨年施行された空き家等対策の推進に関

する特別措置法を活用して対策を講じてまいりますが、手続におきましては相当な時間がかか

ると判断しております。 

  また、解体工事に伴う代執行費用の支出についても、議会の判断を仰いでいかなければな

りませんので、御理解下さい。 

○議長（村木 脩君） ３番、栗原さん。 

○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。 

  この特別措置法なんですけれども、昨年の５月末に完全施行になりました。初めて日本で

取り壊しにかかったのが神奈川県横須賀市が、これが10月末に行政代執行で取り壊しになりま

した。この空き家に対しては所有者が判明しなかったそうです。費用の160万円は市が負担し

たということで、その後、本年３月３日に東京都の葛飾区が、これ所有者がはっきり判明して

いるものを行政代執行で撤去する作業を始めたということで、費用は所有者に請求していくと

いうことで、かなりこのやはり時間がかかるんだなというふうには思います。やっぱりガイド

ラインに沿って、行政のほうからは助言指導、そして、勧告改善命令、そして、最後に代執行

という形になるので、これ時間がとてもかかることなのですけれども、現実、その旧大川グラ

ンドホテルのほうは損傷が激しくなってきてですね、結構外壁なんかも落ちてきている状態で

あります。景観的にも、本当に東伊豆町の観光地の入り口で廃墟のホテルが建っているという

ことは景観上もまことによくないのかなという感じで、まず、その協議会のほうを早急に立ち

上げていただけたらなと思います。 

  費用のほうも所有者に請求できるようにはなっているんですけれども、現実はなかなかそ

れが厳しくて、自治体の負担になってしまうようになるようであります。 

  なので、あとは固定資産税が最大の4.2倍になるようにもなりますので、また、いろいろ

なガイドラインに沿って、時間もかかるでしょうけれども、これは着実に進めていっていただ

きたい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） この旧大川グランドホテル、この解体も長年の懸案事項であります。

先輩議員からも言われました。大川区長さん、そして北川区長さん、それから栗原議員からも
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言われております。これは早急にやりたいのはやまやまでございます。何しろ県の対応がちょ

っとおそいんですよね。今、栗原議員も言ったように、既に神奈川県の横須賀や葛飾区、滋賀

県でもやったとテレビで聞きました。 

  そのような中、今壇上で言ったように、基本的に空き家等特別措置法の運用などあります

ので、あと、県との整合性がないとできませんもので、何しろ県にその運用についてやってい

ただきたいと考えておる。その中で、壇上で、皆さん、協議会につきましては、すぐ運用がで

きるようにですね、新年度予算で盛り込んでありますもので、その辺は御理解願いたいと思い

ます。 

  そういう中で、本当、横須賀も葛飾も500万しちゃうんですよね。うちの町、壇上で言っ

たように3,000万近くかかりますもので、これは町はまた議会の皆さんにはかって、町民要望

全てが税金を使いますもので、基本的に私、このかかった費用は請求しても来ないのではない

かと考えておりますもので、それは議会、町民といろんな中で、これは早急に取り壊しはして

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。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） それでは、次に第２問、介護認定要支援１・２の方たちについてを許

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） それでは、２点目の介護認定要支援１・２の方たちについて。 

  平成27年度から３年間をかけ、平成30年度までに完全実施となる介護予防日常生活支援総

合事業について、次の点を伺います。 

  １、介護予防日常生活支援総合事業とはどういう事業か。 

  ２、法改正により何が変わるのか。 

  ３、現在、町内に約142人の要支援１・２の方がいるが、我が町はこの事業をどう進めて

いくのか。支援サービスをどうつくっていくのか、町長のお考えは。 

  ４、地域の体制づくり。インフォーマルなサービスを整えるために社会福祉協議会の役割

を重視し、協働が必要になってくると思うが、町長の考えは。 

  以上、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。 
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○町長（太田長八君） 栗原議員の第２問、介護認定要支援１・２の方たちについては、４点

からの質問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の介護予防・日常生活支援総合事業とはどういう事業かについて、お答えいたしま

す。 

  平成27年３月までは、市町村は介護予防事業か、あるいは平成24年改正で創設された介護

予防・日常生活支援総合事業のいずれかを行うことが必須とされていました。 

  平成27年４月からは、これらにかわり、どの市町村も新しい総合事業と言われる改正後の

介護予防・日常生活支援総合事業を行うこととされました。 

  ただし、円滑な移行を図るために２年間の猶予期間が設けられており、当町も条例により

猶予期間を設けているところです。 

  新しい総合事業は、国が一律に基準と報酬を定めている保険給付とは異なり、市町村が中

心となって、地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実するこ

とで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援を可

能とすることを目指すものであり、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業に大

きく二分されます。 

  介護予防・生活支援サービス事業は、介護予防ケアマネジメントに基づき、訪問型サービ

スや通所型サービス、その他の生活支援サービスを提供します。 

  一般介護予防事業は、第１号被保険者全員を対象として、介護予防の普及啓発事業などを

行います。 

  次に、２点目の法改正により何が変わるかについてですが、これまで保険給付として提供

されていた要支援１・２と認定された人の介護予防通所介護・訪問介護が、市町村で実施する

新しい総合事業に移行され、地域の実情に応じたサービスを展開することとなります。 

  このサービスのみを利用する場合は、基本チェックリストを用いて、状態を確認し、該当

者であれば要支援者に相当するとして、事業対象者とすることができます。 

  これにより、要介護認定等を省略して迅速なサービスの利用が可能となります。 

  次に、３点目の現在、町内に約142人の要支援１・２の方がいるが、我が町はこの事業を

どう進めていくのか、支援サービスをどうつくっていくのか、町長のお考えはについてですが、

地域の実情に応じ、市町村がサービス事業の実施方法や基準、単価、利用者負担を定めること

となります。 

  当面は現在、保険給付にてサービス提供している事業者を新しい総合事業の指定事業者と
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みなす経過措置にて、これまでどおりのサービスを提供するとともに、当町の実情に即した独

自の個別支援サービスを検討していきたいと考えております。 

  次に、４点目の地域の体制づくり、インフォーマルなサービスを整えるために社会福祉協

議会の役割を重視し、協働が必要となってくると思うが、町長のお考えはについてですが、事

業を実施していく上で社会福祉協議会との協働は欠かすことができないものと考えます。本年

度も生活支援コーディネーター育成の研修等に社協職員が参加しております。 

  地域の体制づくりにおきましては、今後も社会福祉協議会と連携していきたいと考えてお

ります。 

○議長（村木 脩君） ３番、栗原さん。 

○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。 

  団塊の世代が75歳以上となる2025年をめどに重要な要介護状態になっても住みなれた地域

で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、

生活支援が一体的に提供されるのが地域包括ケアシステムですが、今回はその１つである介護

予防と日常生活総合事業について、町がどう取り組んでいくのかを質問させていただきました。 

  しばらくは従前どおり、その施設に通所の方はそのまま通っていただいて様子を見るとい

う御答弁でしたが、今、町にその要支援１・２の方が142人、２月の時点で流動的ではありま

すが、いらっしゃいます。ここの層がこれからますます増えていくと思われるんですけれども、

それをいつの段階でというか、やっぱり町で提供するサービスをつくっていかないと、これは

立ち行かなくなるんではないかなというふうに考えます。 

  各事業所のほうでも、これから、じゃ、その法改正になった後に町はどういうふうに各事

業所に対応してくれるのかなということを心配していると思います。 

  また、その要支援１・２の御本人もその家族も、これからどういうふうになるのかなとい

うことは大変心配されている部分ではあると思います。そのまま今通っている施設に従来どお

り通えるというのであれば、また安心なんですけれども、どっちみち、これからその町がサー

ビスを用意していかなくてはいけないのかなというふうに思います。 

  これは本当に町が例えば、今、介護予防の健康づくりの教室がアスド会館等で行われてい

ますけれども、本当に担当の方は熱心に勉強されて、１人でも多くそういう健康になっていた

だきたい、今の機能をこれ以上落とさないようにしていただきたいという厚い思いで取り組ん

でくださって、本当にそこは感謝しているんですけれども、その要支援１・２の方のサービス

をこれからつくっていくときにですね、例えば、同じような形で教室やっています。こういう
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介護予防教室やっていますというふうに開いたとしても、なかなかやっぱりその１・２の方た

ちが積極的にそこに参加していくというふうにはちょっと難しいのかなというふうに思います。

意識が高い人はそういうところに参加するんですけれども、デイサービスに通っている人も、

なかなかお休みしたい方も大変多くてですね、今日は行かなきゃいけないとお迎えが来て、し

ぶしぶ出かけていく方もいらっしゃいます。そこのサービスをちょっとおろそかにしてしまう

と、本当に介護が重症化してしまって、また御本人も家族も大変な思いもしてしまいますし、

また、町の財政にも影響が出てくることでありますので、この要支援１・２の方のどういうサ

ービスをつくっていくかというのが大変重要な部分ではあると思うんです。 

  これは本当に、いろんなプロの方も必要な事業ですので、なかなかつくっていくのは難し

いのかなと思いますけれども、その生活支援コーディネーターと協議体をまずつくっていかな

いと、その先のサービスをつくっていくところになかなか進んでいけないと思いますので、こ

れは早急に協議体のほうを立ち上げていただけたならというふうに思いますがいかがでしょう

か。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この介護認定支援１・２の方、壇上で言いました。これ本来ならば、

すぐやらないと。いろいろ考えていく中で、壇上で言ったように期限を設けさせていただきま

した。そんな中で、基本的にこれを今１市５町でやっている広域連携があります。これも広域

でやったらどうかと言われましたけれども、これはあくまでも町独自のことですから、これは

無理ではないでしょうかということで、これは広域ではやりません。それは御理解願いたいと

思います。 

  そういう中で具体的なことは担当課が、どういうふうに考えているか。どういうふうに考

えているかは、担当課のほうに説明いたさせます。 

  そのほかに栗原議員が言っている、福祉協議会とのこの協議体、これは早急に立ち上げて

いきたい。これは当然そうだと思いますもので、こういうことはでき次第、すぐに早急に立ち

上げまして、要介護支援１・２の人が迷わないよう、いざ法が適用された時に戸惑いがないよ

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。 

  あとは、担当課から。 

○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） ただいまの御質問ですけれども、町長の答弁にもござい

ましたが、要支援１・２の方のサービスにつきましては、新しい総合事業に移行しております
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が、今後、現行のとおり、保険給付にてのサービスを提供している事業所を新しい総合事業の

指定事業所とみなす経過措置におきまして、これまでどおりのサービスを提供していくという

ことが、まず大前提でございます。それに追加いたしまして、29年４月の段階で、何か当町で

できる事業を入れ込みたいというのが、一応担当課としての考えであります。 

  町独自の事業というものが、どれができるかというのがあるんですけれども、例えば、移

動支援やごみ出しの支援、地域での見守りなど、そういう要望が出ているというのは把握して

おりますので、そこの部分を入れることができればと思うんですが、どちらにしましてもその

担う方が必要になってくるもので、そこをまた今後検討していきたいと考えております。１年

かけて一応計画を立てて、来年早々いろいろ協議をして、１年間かけて実施していきたいと考

えております。 

  それから、生活支援コーディネーターの部分ですけれども、こちらはもう今年度も研修会

が開催されておりまして、現在、包括支援センターの担当職員と社協のほうの職員が参加し、

生活支援コーディネーターの研修を行っております。 

  また、一般の方で参加したいという方がいましたら、また今後、研修等に参加をお願いを

できればなと考えております。 

  協議体の設置ですけれども、一応協議体については、うちの町のレベルですと、町でまず

１つ大きい組織をつくり、あとは学校区ごとというんですけれども、中学校区、稲取と熱川に

なりますが、町で１つでという形で、今協議体のほうは考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ３番、栗原さん。 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

  協議体、中学校区で１個もつくっていくの大変かなと思うんですけれども、まず、町で１

つつくって、で、分けていくのはちょっと楽なのかなというふうに思います。 

  この総合事業なんですけれども、平成29年にスタートすると、初年度と事業計画の策定業

務と同時進行で実施することが求められて、なおかつ、在宅医療と介護連携等の事業の実施も

集中し、業務負担が非常に大きくなるということが懸念されております。本当になかなか地域

資源もない中でのそういうことをつくっていくのというのは大変なことであると思いますし、

また、どういうサービスを用意すればいいのかというのは本当に複雑で、頭を悩ませるところ

ではあると思うんですけれども、ぜひ、これ、どういうサービスをつくっていけるかというの

が自治体によって大きく格差が出てきますので、東伊豆町はいいものをつくれると思います。
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今、本当に介護予防の教室なんかを見ていると、熱心にやってくださっているし、本当に本気

出してやっていったら、必ずいいものができていくと思いますので、ぜひ、早いうちにこの総

合支援事業、着手していただいて、いいものをつくっていただけたらなと思います。 

  とにかく高齢者の方は余り日常生活で、あれもこれもと何でもやってあげちゃうことが介

護予防にはならなくて、逆に体の機能が衰えていくという面もありますので、社会参加ができ

る、要は家から出る流れをつくっていけるようなサービスを用意していただけたらなというふ

うに思いますので、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） これは本当、業務量が大変多くなりますもので、町民の方に聞きまし

ても、募集しているんですけれども、なかなか来ないのが現状でございますから、そういう資

格がある人は、１人でも町のほうに寄与してもらえばありがたいなと思いますもので、そうい

う方がおりましたら、また、皆さん方、町のほうに言っていただたら大変ありがたいと思いま

す。 

  栗原議員が言ったように、本当、うち町独自のいいものは私も職員も一生懸命頑張ってい

る、いいものができると思います。その方向に向かって頑張っていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 次に、第３問、住民参加のまちづくり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） 続きまして、３点目をお願いします。 

  住民参加のまちづくりについて。 

  これからは行政、議会、町民が一体となって知恵を出し合い、力を合わせてまちづくりを

していくことが、東伊豆町の活性化、発展にとって大切だと考えるが、次の点を伺う。 

  １、町づくり協議会の現状は。 

  ２、子供の視点を生かすため、町政に興味を持ってもらうために子供議会の開催を提案す

るがどうか。 

  以上、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） 
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○町長（太田長八君） 栗原議員の第３問、住民参加のまちづくりについては２点からの質問

ですので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目のまちづくり協議会の現状はについてですが、平成20年に町民と行政との協

働によるまちづくりを推進するために、まちづくりに関する総合的な協議、連絡、調整の場と

して、東伊豆町まちづくり協議会を設置いたしました。20年、21年の２カ年の任期で、委員の

皆様からの提案事項及び検討結果を取りまとめていただきましたことにより、現在は開催して

おりません。 

  それにかわりまして、特化した内容となりますが、景観づくり会議、稲取漁港周辺整備推

進協議会、熱川温泉の振興のための会議、空き家対策等利活用協議会等で住民の皆様の意見を

いただき、まちづくりの推進を図っておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の子供の視点を生かすため、町政に興味を持ってもらうために子供議会の開

催を提案するが、どうかについてですが、平成21年度に町制施行50周年を記念して子供議会を

開催いたしました。小学６年生85名が参加し、多くの意見や考えを伺い知ることができ、とて

も有意義な事業であったと思っております。 

  また、当町では、青少年主張発表大会を毎年開催し、本年度で第31回を迎える恒例行事と

して定着しております。 

  この主張発表大会は、町内在住の小・中・高校生が日常生活の中で感じていることや考え

ていることを独自の視点を持って発表することにより、社会の一員としての自覚を高めるとと

もに、少年に対する町民の理解や認識を深め、青少年健全育成の一助とすることを目的として

おります。 

  東伊豆町住民の年代を問わず、幸せに暮らせるまちづくりにも大変参考になっていると思

っていることから、御質問の趣旨にも少なからず合致するものと考えております。 

  今後、機会を見まして、学校とも相談し検討していきたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） ３番、栗原さん。 

（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。 

  まちづくり協議会、今は特化した協議会が幾つかできているという御答弁でありました。 

  このまちづくり協議会については、年の６月の定例会で飯田議員が町長のほうに質問をし

ました。御答弁が３カ月に一度設ける予定でありますけれども、これから検討していくという

内容でしたので、その後どうなったのかと思って、ちょっと聞いてみました。 
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  特化した協議会も大事なんですけれども、やっぱり町全体を見渡して、いろんなさまざま

な角度から意見が出ていくのというのはとても大事なのかなというふうに思います。 

  先日、伊豆新聞に次のような記事が紹介されていたんですね。 

  南伊豆町でさまざまな分野、あと、幅広い年代の方たちを集めて、まちづくりに関する意

見を募る南伊豆町100人委員会というのが、昨年の10月に発足したそうです。これ、東伊豆町

のまちづくり協議会に近いものなのかなというふうに思います。 

  その100人委員会がですね、町に提言書を出したという記事だったんですけれども、まさ

に本当にこれは東伊豆町のやっていたまちづくり協議会と同じなのかなというふうに思いまし

た。 

  東伊豆町のまちづくり協議会でもさまざまな提案が出まして、その中でも実現したものが

幾つかあります。今、皆さん、町からの情報がメールによって届きますけれども、この携帯メ

ールによる情報発信も、このまちづくり協議会の中から出た提案でありましたし、あと、定期

的に行われているヘルシーウオーク、お花見イベント、これも全てこのまちづくり協議会の中

から出た提案であります。 

  これから本当に町の方々の意見を吸い上げていくというのはとても大事なことだと思いま

す。町長も１日町長室に大変力を入れていて、町の方たちの声を聞くという思いはとても強い

ように感じます。 

  皆さんいろんな意見を持っているんですけれども、それを言う場がなかなかなくて、この

まちづくり協議会をつくることによって、また、いろんないい意見も出てくるのかなというふ

うに思います。行政側が持っているいろんな知識と、また、町の人たちの現場の知恵、これを

合わせていって、これからはしっかりとまちづくりに生かしていくのが重要ではないかという

ふうに考えますので、このまちづくり協議会のほうも、ぜひ検討していただきたいと思います。 

  子供議会なんですけれども、今年31回となる青少年主張発表大会、私も今回参加させてい

ただきましたけれども、本当にすばらしい意見がたくさんありました。子供とはいえ、本当に

いい視点で町を見ているなというふうにも感じましたし、また、しっかりとした意見も持って

いらっしゃるなという感想も持ちました。 

  以前、その子供議会も町は50周年でやったことがあるということで、これまたぜひ、機会

を持っていただけたらなと思います。やっぱりこの青少年の主張大会と議会とはまた別のもの

で、子供たちがやっぱり町の仕組みですとか、あと、行政にとても興味を持ついいきっかけに

なると思います。 
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  また、今年夏の参院選からは18歳選挙権になりますので、ぜひ、その政治教育という面か

らも子供たちに小さいときからその政治に目を向けていただくきっかけにもなるかと思います

し、また、子供たち視点でのまちづくりに参加していただくということにおいても、また、子

供が参加することによって、その同級生だったり保護者だったりいろんな方たちがそのことに

関心が向きますので、ぜひ、子供議会のほうも開催のほうを検討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） このまちづくり協議会、当時は町内だけの方で話し合ってもらいまし

た。そんな中で、南伊豆町さんが外部有識者入れた中でやって、これは大変重要なことだと考

えています。今回、地方創生におきまして有識者会議というものを開催いたしました。その中

で、いろんな方が入ってきております。一般の町民も入ってきております。それを１つ生かす

のも手かなと、栗原議員から提案されていますので、大変すばらしい方が有識者会議に入って

おりますもので、その方たちも入れたなかでまた、外部の目から見たこのまちづくり協議会、

これはつくっていってもいいかなと考えておりますもので、これは検討させていただき、これ

はできれば前向きにこれ本当にやっていきたい。その中でまた予算措置が生じることもありま

すので、そのときはまたよろしくお願いいたしたいと思います。 

  本当特化した内容でやっておりますので、これは大変入った人、町のことを思うと真剣に

やってくれておりますもので、町は大変ありがたく感じております。これはこれで継続してい

きながらですね、また、今、栗原議員から提案された、それはできればやっていきたいとそう

考えております。よろしくお願いいたします。 

  次に、子供議会に関しましても、50周年のときに記念してやらせていただきました。その

ときの子供たちは大変目の色も輝いておりました。町としてもいろんな面で、その子供たちが

行政に目を向ける意味では、大変重要だなと考えております。今、言ったように18歳選挙がで

きますもので、これは一応教育委員会との関係もありますもので、これはちょっと検討させて

いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ３番、栗原さん。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

  まちづくり協議会、実は私も最初のころ入らせていただいていました。 

  前任者の方から、次、頼むよということで頼まれて、わけのわからないまま参加していま
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して、すごく機会、もったいないことしたなと今、振り返ると思います。本当に人選もとても

大事だと思いますので、いろんな意見がしっかりある方を選んでいただいて、いろんな幅広い

年代、幅広い分野の方を選んでいただいて、よろしくお願いしたいと思います。 

  子供議会のほうもですね、関係者の方々にはいろいろ御負担をおかけする面も出てくるか

とは思いますけれども、ぜひ、また子供たちの将来のために、町の将来のために力をいただけ

るよう、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 以上で、栗原議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（村木 脩君） 次に、10番、藤井議員の第１問、電力の自由化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） それでは通告しておきました質問なんですが、今回は１問というこ

とですので、ひとつよろしくお願いいたします。 

  電力の自由化、これについて伺いたいと思います。 

  この春４月から、一般家庭を含めて電力の小売りが全面的に自由化されるということにな

ったことは周知のことと存じます。どの電力会社からも電力を買うことができるということに

なったわけでございます。そこで以下の点を伺っておきたいと思います。 

  １番、役場庁舎等主要施設の電気使用量と金額は幾らか。 

  それから、２番目としまして、新電力と言われる電力業者から購入する考えはあるかどう

か。 

  それから、エコリゾートタウンというふうに名乗っている東伊豆町としては、今後の電力

購入のあり方をどういうふうに考えておられるかということをお伺いしたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○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） 藤井議員の第１問、電力の自由化については３点からの質問となって
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おりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の役場庁舎等の主要施設電気使用量と金額は幾らかについてですが、平成26

年度の年額実績といたしまして、庁舎が31万7,799キロワット、1,109万4,437円、保健福祉セ

ンターが15万8,844キロワット、556万652円、学校関係が40万3,322キロワット、1,317万5,823

円となっております。 

  次に、第２点目の新電力と言われる電力業者から購入する考えはについてですが、今年度

からは、ガス事業者等多くの業界が参入し、電力会社が競争、創意工夫することによりさまざ

まな電気料金プランを比較して選べますが、メリット、デメリットを勘案しながら慎重に検討

してまいりたいと考えております。 

  次に、３点目、エコリゾートタウンを名乗る東伊豆町として、今後の電力購入のあり方を

どう考えるかについてですが、電力自由化で再生可能エネルギーを使う電力会社を選べますが、

日本の総発電量に占める再生可能エネルギーの割合は3.2％程度であり、発電量自体が少ない

ため、事業者が電力確保に苦慮している状況が要因と考えられます。 

  送電には、既存の大手電力会社の送電網を使うため、ほかの電気とは区別できませんが、

再生可能エネルギーを応援するという意思を示すことにより、エコリゾートタウンをうたう東

伊豆町としても、事業者の準備が整い次第、積極的に活用していきたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） 10番、藤井さん。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 御答弁いただきましてありがとうございます。 

  ただいま、役場等々主要の電力の使用量と、それから金額をお教えいただいたんですが、

これは全体的には合計した金額がわかればというふうに思いますけれども、以前伺ったところ

では9,310万ほどになるというふうに、課に訪ねていって、伺った記憶がございます。 

  また、あと、会計書とか何か調べますとですね、大きなものでは水道課の動力費が非常に

大きなパーセンテージを占めているようで、これが7,000万を超えているというようでござい

ます。簡易水道のほうの動力費なんかも入れますと、7,158万円というような金額になってい

るようでございます。 

  ちょっと前に、水道の料金の値上げもあったんですけれども、そのときも、この電気代が

非常に上がってきたんで、それも値上げの１つの理由になるんだというふうに町長おっしゃっ

たかと思うんですよ。そのときは５％ほど値上げして、339万上がったので、その点も水道会

計の赤字の要因の１つであるとおっしゃっておられたわけです。そういったことが去年の９月
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の議会で報告されたわけですけれども、その後、水道料金の値上げにもつながったということ

でございます。 

  ちょうどですね、その５％の電気代が上がったというふうにいいますと、今の４月から行

われる新電力の、これは一般家庭向けの宣伝なんかが、いろんな各会社が、町内の会社も含め

ましてあるんですけれども、約５％ぐらいは安くなるというふうに宣伝されておるわけですね。

それは使用量とか、あるいは規模によって５％か６％というふうに初めからとって、金額をぱ

ちっと決めて値下げというか、そういう現在の使用量から５％ないし６％は下げますよという

ふうに言っているところもあるし、そのほか、大体いろんなシステムで現在よりは安くなるん

ではないかというふうに言って募集しておるわけですね。 

  これはそもそも日本の電力が諸外国から比べてもちょっと高いというふうに言われておる

わけで、それは電力会社が総価原価方式というような形で、かかった費用にですね、会社の利

益を上乗せして算定するので、どうしても高くなってしまうというような料金システムがある

ようでございます。これが自由な競争を阻害しているといいますか、日本の企業の発展からい

いましても、諸外国と競争しなくてはならないそういう会社が、この高い電気のままではいか

んだろうということで、これは1995年から経産省の主導で始まったわけですよ。幾つか段階あ

るんですけれども、2,000キロワット以上の大工場などが、初めは単位だったんですけれども、

それが今50キロワットの枠も取り払って、全ての電力が自由化されたと、これ一般家庭も含め

てですね、そういったことになっているわけです。 

  こういった意味で、送電、配電線の独占とか、ちょっとまだ解決しなくてはならない問題

ありますけれども、いずれにせよ、こういう電力が自由化されて、各家庭も含めて自由化され

たということは、当然ながら町なんかもですね、その対象になるわけですよ。それについて私

は、町は今税収が落ちている、お金がないというふうに町長、常々おっしゃるわけですけれど

も、１円でも安い電力を購入するというような努力は当然すべきではないかというふうに思う

わけです。 

  そういったことで、今回も質問に立っているわけですけれども、そのような動き、これは

以前も私、ＰＰＳ電気と言われているころにですね、新電力じゃなくて、質問したかと思うん

ですけれども、そのころはまだやる段階ではないというふうにおっしゃったと思います。 

  今、町長のお答えで、慎重にメリット、デメリットを考えて、これから決めていきたいと

いうふうにおっしゃっているわけですけれども、現にこの周りでも、南伊豆町さんとか下田市

さんでは導入しているところもありますし、そういう点でも、我が町もやはり電気の購入に関
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して、これは自由な競争をさせてですね、複数の会社を入札させて、そこから仕入れるという

ような方式をやはり検討される時期ではないかなというふうに思うわけですね。その点に関し

て、また、町のお考えを伺いたいと、今の点に関しては思っております。 

  それから、うちの町は電源立地自治体になるわけですよね。そういう意味では、白田の発

電所持っていますし、それから、小さい規模ですけれども水力発電であるとか、熱川駅前には

バイナリー発電とか、これは地熱を利用した、これも町では800万円を出してつくっているわ

けです、そのほか当然、町営の風車もございますね。 

  そういうような中で、そのほかに民間の会社の風車も町の敷地にも建てさせているという

中で、やはり非常に町民の方は、これだけ電気を供給するに当たっても、協力しているのであ

るから、少し安くならないかと、１円でも安くなる方法はないのかというような質問も受ける

わけですよ。町民感情としては、それは当然なんですよね。これだけ、ある程度、例えば風力

発電にしても町の負荷がかかっているんだから、自分たちの町で、そういう電源立地自治体に

もなっているのに、それを１円も安くならないのかと、これにはちょっと疑問もあるという声

もありますので、そういう意味でも、これは電力が自由化されて、絶好の値下げをするチャン

スではないかというふうに思いますので、ひとつよろしくその辺を検討していただきたいなと

いうふうに思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 最初に、電気使用量、これは本当、水道会計が入っていないのは申し

訳ない。しかし一般質問で役場庁舎等と言いましたもので、基本的には水道会計は別会計なも

ので、一応役場庁舎等と言われたもので、そうやって書いてくれれば水道も答えたと思います。

そういう質問であったものですから水道事業のほうは入れなかったのが現状でございます。そ

れは御理解願いたいと思います。 

  次に、新電力の購入、これは基本的には、ある民間業者が更生法でだめにたったじゃない

ですか。基本的にそれで行政下田市が大変苦慮しております。さらに、南伊豆町はそれに変わ

ったという中で助かったと、伊豆新聞のコメント読みました。 

  そういう中で、やっぱり電力が安くなったらそれにいけばいいんじゃないかと私は壇上で

言ったように、メリット、デメリット、やる場合には入札じゃなくて、プロポーザル方式でや

らなければですね、ただ、単価が安いというだけで、じゃ、そこにしましょうとなりますと、

やっぱり下田市のようなことが起きますもので、それは大変慎重にやらなければならないと考

えております。 
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  そういう中で、今回、電力の事業、自由化になったときに、うちの町にセールスしに来て

くれた１社もありませんよ。東電さんしかありません。基本的には自由化になったから民間で

すから、努力した中でね、これだけのメリットがあるので町にお願いします。当然町もそれに

対して、じゃ、どうですかということは言いますしね。ただ、私、一番危惧したのは、伊豆新

聞の報道で、民間事業者がだめになって下田市は大変苦慮していると聞きますとね、電力です

から、そのだめになったとしても、その電気の供給はできると言っておりますけれども、やっ

ぱりそういう点で町民に不安を与えることは大変いけませんもので、電力自由化になったとい

たしましても、それは慎重にやっていきたいと考えております。 

  そういう中で、うちの町がエコリゾートタウンと言っています。町といたしても、壇上で

言ったように、当然そういう電気を使用したいのがやまやまでございます。そういう中で言っ

たように、再生可能エネルギーは3.2％で本当まだ微々たるものでございますから、これが多

くなれば当然、その辺また、そういう電力を町も使用していきたいと考えております。 

  そういう中で、電気料が安くなる、これはちょっと電気料はまた別の問題ですから、その

エコで稼いだお金を町民に還元する。要するに、アースキッズとか、太陽光の設置工事、いろ

んなことで町民に還元しております。電力のお金で返すことは、今の時代なかなか難しいので

はないかと考えておりますもので、風力である程度利益を得たお金は町民に還元して、そうい

うアースキッズとかいろいろな風力発電の経営、そういうことに使っておりますもので、御理

解願いたいと思います。 

  電源立地に関しても今と同じようなことで、電源立地は電源立地でやっぱり白田地区大変

利用しております。そういう中で、やっぱりうちの町エコリゾートタウンを目指しております

もので、壇上で言ったようにですね、そういう方向で整備が整い次第、そういう電力を使用し

ていきたい、そういう考えでございますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（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） ただいまのお答えなんですけれども、まず、下田とかでありました、

私も伊豆新聞で拝見しましたけれども、日本ロジスティック協同組合というね、会社から電力

を買っていたんじゃなくて、あそこに売っていたんですよ。売っていたところが、その売電の

収入が入らなかったという例が１つあるんですよね。その点は……。 

○議長（村木 脩君） 暫時休憩いたします。 
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休憩 午後 １時４８分 

 

再開 午後 １時４９分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 売電と買電の買うところの認識がちょっと違っているんですが、私

も今日新聞の切り抜き等々、前回の質問したときのも含めて持ってくればよかったんですが、

同じのを持ってきても仕方がないななんて思って、ちょっとあれなんだったんですが、確かに

売電の点で、この日本ロジスティック協同組合が倒産したということで影響があるところも、

出ていることは出ています。 

  それとは別にですね、今度電気を買う場合に町長、先ほどおっしゃったプロポーザル方式

で買わなくちゃならないというのは、これはちょっと私、これは違うんじゃないかというふう

に思いますので、これは何か建設するとか何かじゃなくてね、電力の仕入れの話ですからその

点はちょっと違うんじゃないかと。 

  それから、電線が東電からしか来ていないというんですけれども、これは事実でございま

して、電線は発送電は分離されておりませんので、送電線はたしか東京電力がまだ権限持って

いるわけですよ。その電線を借りて、一般の新電力と言われる会社が流しているわけですよ。

ですから、どの電力会社から発電された電気でも、電気色ついていませんので、買うことはで

きるんです。かつてのですね、日本電電公社が電話線持っていて、それが開放されて、ａｕで

あるとかＫＤＤＩ等々が自由に通信の自由化されたということと、いわば同じふうに考えてい

ただきたいなと思うんですよ。ですから、それは問題はなくて。 

もう一つは、何か不安があるというんですけれども、これは決してですね、他の電力の電気を

買っても、そこでストップするとか、あるいは足りなくなって停電になるとか、そういったこ

とはないんです。その点は誤解のないようにお願いしたいなというふうに思います。 

  電源立地自治体だから安くなるということはないという、これはいわばシステムの違いで

すから、向こうに売ったり、そこからしかし、うちの町も買うときは買わなくちゃならないと

いうので、確かに直接そこから各家庭に行っているわけじゃないので、それはわかります。 

  しかし、町民の感情としては、これだけ発電に協力し、いろんな負荷もかかっているのに、
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やはりこういう自由化の中でも高い電力をそのまま町でも買っているのはおかしいという考え

方もありますので、その辺はですね、町の財政の中でもやはり１円でも安く仕入れ、それを町

民に還元するという方式も、ぜひ、考えていただきたいなと思います。 

  さらに、町内の業者さんがいろんなパンフレットを持って回っているわけですよ。こうい

うような中で、やはり町民の皆さんのほうがいろいろ心配したり努力したりですね、家庭の電

気代をやはり月に例えば5,000円でも１万円でも安くなるというふうな話であれば、それはい

いんじゃないかと。ところで町は何をしているんだということになりかねないわけです。これ

は家庭に入る100ボルトの電線以外にもですね、業務用の電線に関しても、三相200ボルトでも

やはり対象になりますので、逆に大きければ大きいほどそういったスケールメリットあります

のでね、その点は町も真剣に考えていただきたいなというふうに思います。 

  そんなところを要望して、また町の方にも、こういったのが常に回って、たくさんの隣町

のほうからもはがきなんかが来たりですね、したりしていますのでね、これは不安になって何

かするんじゃなくて、やはり町の方に、こういったことですよと説明ぐらいはできるような形

にしておかないと、私はちょっと民間がやることだからということで話すべきではないと思う

んですよ。 

  というのは、やっぱりうちの町は封筒にもですね、町のバスのラッピングにも風力発電等

をしているわけですから。電気には非常に関心を持っていると。いわばエコリゾートタウンと

いうふうに名乗っているわけですから、その辺の真剣な町の特徴の１つとして、これは安い電

力が巷間うわさされているということであれば、積極的にやっぱりＰＲするようなくらいの姿

勢があってしかるべき、あるいはまた、町としても真っ先にこれを取り入れて、検討していた

だきたいというふうに思いますので、また、その点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） すみません、この新電力、これを役場と一般家庭とごっちゃにしない

でほしいですよ。役場はやはり役場。一般の家庭では各家庭がどのように判断するか。やっぱ

りよいとなれば、それは入れたほうがいいと思いますよ。 

  役場といたしましては、この一般の方たちにこういうことはどんどんやれとは言えません

ので、あくまでも一般の電力の自由化、これは一般の家庭が自分自身で判断すべきだと考えて

おります。今藤井議員が言ったように、各事業所が各家庭を回っていて、一般の電力も自由化

されたので、これを使ったらどうですか、安くなりますよという中でですね、その行った家庭

自体が、じゃ、どうしましょう、これは一般の家庭が決めることでありまして、それは御理解
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願いたいと思います。 

  さらにさっき、このある民間業者と言いますと、読ませていただきます。これで判断して

いただければと思います。 

  昨年10月から３年間の契約をした下田市は、市庁舎や市民文化会館、11小中学校など20施

設がある民間業者から電力供給を受けている。市の担当者はある民間会社から連絡はないとし、

報道で知った４月まで時間がない中で契約先を検討しなければならないと当惑したと。電力供

給、買っておりますので、売ってはおりません。 

  これがヤフーニュースの記事ですからこの辺は理解していただきたい。売っているところ

があります。私が新聞で知る限り静岡市とかそういう大きいところはなんか売電していると聞

きましたけれども、下田市と南伊豆はあくまで電力供給を受けている。このことだけは御理解

願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） よろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） はい。 

○議長（村木 脩君） 以上で、藤井議員の一般質問を終結します。 

  この際、２時10分まで休憩します。 

 

休憩 午後 １時５６分 

 

再開 午後 ２時０７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、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） こんにちは。 
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  私の通告は３問になっていますので、ひとつよろしくお願いします。 

  まず、１問目の消防について。 

  １、救急電話をかける際のポイントは。 

  ２、火災が発生したとき、町民へのお知らせの方法はどうか。 

  よろしくお願いします。 

○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） 西塚議員の第１問消防については、２点からの質問ですので、順次お

答えいたします。 

  １点目の救急電話をかける際のポイントはについてですが、昨年12月発行の広報「ひがし

いず」でお知らせしたとおり、消防救急広域化に伴い通信指令業務が統合され、119番の受付

場所が駿東伊豆消防指令センターに変更となりました。 

  119番への通報要領はこれまでと変わりありませんが、駿東伊豆消防指令センターでは、

駿東伊豆消防組合管内の７市町から119番通報を受け付けることになりますので、救急車を出

動させる場所を聞かれたら、住所は東伊豆町から伝えるようお願いいたします。 

  ２点目の火災が発生したときの町民へのお知らせ方法はについてですが、駿東伊豆消防指

令センターでは、119番通報により火災の発生を確認すると、管轄の消防署に出動指令を伝達

すると同時に、関係機関に対して火災発生等の情報をメールで送信いたします。 

  このメールには、東伊豆町情報配信メールサービスにも送信されるため、町民の皆様は、

東伊豆町情報配信メールサービスに登録していただくことで、火災発生等の情報をメールによ

り確認することができます。 

  そのほか、情報を入手する手段といたしましては、株式会社伊豆急ケーブルネットワーク

では、指令センターからのメール受信により、放送中の番組画面に緊急テロップが放送され、

火災発生等の情報を確認することができます。 

  なお、東伊豆有線テレビ放送株式会社においては、株式会社伊豆急ケーブルネットワーク

と同様のシステムを作製中とのことです。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚さん。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 町長、マニュアルはよく見ればわかると思うんですけれども、その家
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にいたときとか番地とかどこかがわかるんですけれども、屋外でそういう救急、倒れたとか、

そういうときにその場所を通告するのに、どこを見て言ったらいいのか。どこにそういう番地

がわかるところがあるのかというのをお聞きしたいんですけれども、よろしいでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、屋外にいた場合、携帯でも、ある程度位置は確認できます。誤

差がありますがある程度の場所は確認ができますもので、今現実にはそこでとりあえず受け入

れて、それと、あと、消防長のほうからちょっと説明いたさせますが、まず、携帯ならある程

度の位置確認はできると思います。 

○議長（村木 脩君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） それでは、西塚議員の御質問にお答えいたします。 

  屋外からの119番通報ということですので、主に公衆電話あるいは携帯電話からの通報の

ことになると思います。 

  今、町長が答弁したように、携帯電話からの発信につきましては、発信位置の地図が119

番の受け付けと同時に表示されることになっております。そこによって、精度も大分上がって

きておりまして、55メートルから１キロぐらいの誤差というものがありますけれども、それは

携帯電話のキャリアによっても違うということがございます。 

  例えば、屋外としてもですね、目標物を聞かれたときに、町なかであれば、近くのビルで

あるとか公共の施設であるとかということでお答えができるんですけれども、海岸あるいは山

間部につきましては、なかなか目標物がないということがございますが、現在、電柱の表示ナ

ンバーが登録をされておりまして、それを言うことによって、指令台のほうで目標物特定がで

きるということになってございますので、それで発信位置につきましては確認ができるという

ことになります。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚さん。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） やっぱり町民が今本当に不安になっているというのは、そういうこと

だと思うんですよ。場所、救急電話したときに。また、観光客、今度は町民じゃなくて観光客

がいわゆるそのわからなくて、倒れたときとか、そういうとき、場所、位置確認というのが、

地域住民もそういう人たちをすぐ教えられるような形でやっていかないと、本当にいいまちづ

くりができないと思っております。 
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  それと、あと２点目ですね、火災のときのお知らせで、先ほど町長が言いましたけれども、

なかなかメールといいましてもわからないんじゃないかと。携帯は若い人は持っているかもし

れませんけれども、年寄りとかひとり暮らしの人がですね、携帯のメールを見るのかと言った

ら、それはなかなか見ないと思うんですよ。 

  また、伊豆急ケーブルネットワークの画面に出ると言っていますけれども、それ全ての番

組に出るのか、その番組だけに出るのかという問題だってあるですよね。 

  そういうときに、やっぱりこの町は長年その慣習の中で、サイレンで火災というのを知っ

ていて、そういう中で安心というものを築いてきたと思うんですね。そういうものに対してね、

この町独自だけでも、そういう昔ながらの慣習があるサイレンを鳴らしてですね、場所を教え

るということはできないんでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点目の本当、救急電話のポイント、これ本当、観光客の場合

もそういうことだと思います。そういう中で、消防長が言いました、ある程度、携帯とかポイ

ントが絞られますもので、その辺はなんにしろ119番にかけてもらえば、ある程度ポイントは

絞られる。やっぱり何と言っても、壇上で言ったように、まず救急にかける際には７市町が一

緒になっているもので、東伊豆町だけは頭にだけはつけていただけたらと思います。 

  また、やったことで、いろんな問題点が出てくると思いますもので、出たときに対応して

いきたいと考えております。 

  次、火災の関係でございます。 

  町独自のことはできないかと、できればやっていきたいんですけれども、基本的には７市

町が消防組合を立ち上げたもので、町独自のということはなかなか大変厳しいのではないかと

考えております。 

  そんな中で、３月14日、火災が起きたとき、そのときどれだけ集まったということは消防

長からさせます。先般の区長会のときに、私も想像していなかったんですけれども、サイレン

鳴らした場合も現場にやじ馬が来ちゃって、消防自動車が入るのになかなか困難だったけれど

も、今回はメール配信によって、消防の車、これがスムーズに入れたもので、大変よかったこ

とも、そういうことも聞いております。 

  それは本当は私も全然気がつかなかった一面でございました。 

  そういう中で、いろんな面でサイレンがなくなることによりまして、今まであったことが

なくなりますもので、当初、やっぱり町民は大分戸惑うかと思いますので、これもちょっとや
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った段階でですね、いろいろなことがまた起きましたならば、また、それは対応していきたい

と考えておりますもので、現在におきましても町単独でサイレンとかそういうことは考えてお

りませんので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） 火災の情報の配信につきましては、今、町長が答弁されたとおり、

メールということで変更になりました。７市町におきましてもですね、それぞれの対応でやっ

ているところでありまして、消防としては、災害の発生を一瞬でも早く覚知をして、消防の体

制をいち早く起動させると、そのことによって、町民の財産と生命を、被害を少しでも軽減さ

せるということが第一にございますので、その点につきましては現在の司令室については問題

なく稼働しているという状況でございます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚さん。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） なかなか新しいことをするというのは、町民は不安というのがいっぱ

いあると思うんですけれども、そこのところをこれから広報とか、そういう中でより強くうた

ってもらって、町民にわかるようにしてもらったらいいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然、これは町民には啓蒙しなきゃ、知ってもらわなきゃならないも

ので、これは再三再四の中で広報していきたいと考えております。 

  そういう中で、先ほど言った３月に奈良本で起きた火事のときに、一応第３分団の第一出

動というなかで60数％、半数以上の方が出動したと聞きましたもので、そういう中では大丈夫

かなとは考えておりますけれども、またこれはいろんな面で悪いときは悪いなりに考えていき

たいと、そう思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、環境整備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問目の環境整備について。 

  １、町の入り口である伊豆急稲取駅について町はどのように考えているか、お伺いいたし

ます。 
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○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） 西塚議員の第２問、環境整備についての町の入り口である伊豆急稲取

駅について町はどのように考えているのかについてお答えいたします。 

  伊豆急稲取駅は、東伊豆町内で最も乗降客の多い特急の停車駅であり、地域住民の通学・

通勤などの足として、また稲取温泉を訪れる観光客の移動手段として重要な役割を担うととも

に、地域の経済活動の基盤及び社会インフラを支えるものとして受けとめております。 

  駅舎は、昭和36年の伊豆急行開業当時に新設され、その後、部分的な改修が行われ、現在

に至っていると認識しております。 

  また、平成24年には伊豆急行沿線活性化事業の一環で、駅前ロータリーを江戸城築城石ふ

るさと広場として整備をされ、築城石の展示や歴史紹介を通じて、稲取温泉を訪れるお客様に

当町の魅力を伝えていただいております。 

  しかしながら、稲取駅のエレベーター等のバリアフリー化については、高齢者や障害者の

方々にも気軽に旅行を楽しんでもらうことが観光地として生き残るためには必要不可欠であり、

町といたしましても一刻も早く実現してほしい課題であると認識いたしております。 

  今後も引き続き、人にやさしいまちづくり、観光地づくりを推進していくために、ユニバ

ーサルデザインの視点から国・県の動向を注視し、関係機関に働きかけを行ってまいりたいと

考えますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚さん。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 町長、稲取駅の全体をつくり変えてくれれば一番いいんですけれども、

今、観光客がやっぱり一番不自由していることは、特急の１、２両目がですね、どうしても屋

根から外れていて、雨のときに非常にお客さん、特に障害者とか、車椅子の人がものすごく困

っていると。そういう中で、今度は階段をおりてですね、車椅子でおりて、運んでもらってお

りても、改札口が昔のままで、今の新しい車椅子はちょっと幅が広くてゆったりしている。通

りにくいと、非常に困っているというような中で、せっかく旅行に楽しい気持ちで来るのに、

出口でそうだと、大変イメージダウンになるのではないかと。 

  そしてまた、そういうことを知っている障害者のある方は熱川駅を使ったりして、そこで、

また旅館の方が人が少ないのにそこへ行くと、非常に旅館としても負担になったりとかしてい
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るというのが現実なんですよ。 

  皆さんわかるように、ホームからおりて、階段降りて、下の通路見たときにね、非常に薄

暗い、何か寂れた町に来たような、せっかく、わくわく旅行に来ているのに、何か暗ぼったい

イメージで駅をおりていくと。それが本当にいいのか。 

  だから、できるところからきれいにするとかね、トイレもそうだし、そういうところから、

どうか伊豆急さんと、また、県、町、そういう中で知恵を出して、うまくできないのかなと思

いますけれども、どうですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、西塚議員から現状を説明させていただきました。本当に、１、２

両目が屋根がない、また、改札口が車椅子が通れない、さらには薄暗い。そして、熱川駅まで

迎えに行っている。こういう現状を見ますと、本当にこの稲取駅、本当にいいのかなと思うん

ですけれども、これは長年の懸案事項でありまして、もう前々からですが、各関係者がとりあ

えず伊豆急、稲取駅のエレベーター設置してほしいということは言われておりますもので、今、

それに沿ってやっております。 

  そういう中で、私いつも言うのは、今の稲取の現状ではエージェントとかいろんな方にも

稲取駅に来てくれると伊豆急の方に再三再四言っております。そういう中で、財政の問題もあ

るでしょう。前向きに検討しますというようなことも言ってきてくれておりますけれども、要

するに財政が絡む問題ですから、町がある程度、昔３分の１というやつがあったんですけれど

も、基本的には町が３分の１以上の負担、要するに国が３分の１、民間が３分の１、町が３分

の１、これでつくる計画があった中で、皆さん方の気持ちがわかったもので、町としても３分

の１プラスアルファ出してもいいよと言っている段階です。伊豆急行さんが大分厳しい状況な

もので考え中。やっとこの前、ちょっと本当ラフスケッチですけれども、エレベーターの図面

をちょっと書いてきてくれましたもので、これも引き続き粘り強くやっていきたい。伊豆急さ

んには年間を通じて、稲取駅がどれだけ乗降客があるか。河津はたしか河津桜の期間中はいっ

とき集中した中で、エレベーターやっていた中で、全く採算性、稲取も年間通じても相当の乗

降客がある。特急もとまる。しかし、河津は河津桜のためにエレベーターを設置、これはおか

しいんじゃないかと思います。再三再四言っております。そんな中で、やっとこの前、エレベ

ーターのラフスケッチを持ってこのような方向性でやってみたいと来ております。これは粘り

強くやった中で伊豆急さん民間ですから、資金のこともありますもので、この辺は粘り強く交

渉して、よりよい稲取駅をつくっていきたいと考えております。 
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  また、全面改築が一番でしょうけれども、なかなかこれはできないもので、今、西塚議員

が言ったように、できるところからやっていく。これはそのようなことでございますもので、

その方向に沿って稲取駅やっていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚さん。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 本当にですね、稲取の旅館の本当に願いで、苦労しているということ

ですから、お互いに伊豆急さんだけがもうけるんじゃなくて、やっぱりそれに来る町もその税

金で成り立っているということは確かであるし、お金もかけるところはかけて、やっぱりいい

まちづくりをしてもらいたいと思っています。 

○議長（村木 脩君） それでは、次に第３問、小中学校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点目の小中学校について。 

  １、通学路の安全は。 

  ２、学校教育の中で地域にある職業の体験学習はできないか。 

  ３、学校教育環境整備委員会の現状はどうなっているか。 

  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 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 西塚議員の第３問、小中学校については３点からの質問でございます

が、１点目は通学路の安全は、私が答えまして、２点目、３点目につきましては教育関係のこ

とな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。 

  まず、１点目の通学路の安全は（放置した空き家）についてですが、放置された空き家に

つきましては、倒壊等危険な状態にある家屋の解消には、法律により特定空き家に指定するこ

とによって、建物の除却、改善の指導ができることになっております。 

  御指摘のような通学路など通行の安全確保が必要な箇所につきましては、法律の活用を考

えておりますので、御理解ください。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 
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（教育長 黒田種樹君登壇） 

○教育長（黒田種樹君） それでは、２点目以降の答弁させていただきます。 

  ２点目の学校教育の中で地域にある職業の体験実習はできないかについてですが、現在、

小中学校で実施されている内容について御説明させていただきます。 

  まず、小学校では３年生で社会科授業の見学として、地域のスーパーマーケットや地域産

業の漁業、農業の見学学習が行われております。 

  また、農協青壮年部の皆様の御協力によるサツマイモの栽培体験、漁協の皆様による磯遊

び体験、内水面漁協の皆様によるアユの放流、さらに、大川小学校では、農耕活動として、田

植え、稲の収穫といった貴重な体験学習が実施されております。 

  次に、中学校では毎年職業体験として、地域の旅館、小売業、医療関連施設、美容室、保

育園、幼稚園、図書館等に御協力をいただき、体験実習が実施されております。 

  このように地域の皆様の御協力と温かく見守っていただく活動を通して、子供たちと地域

の大人とのつながりを学び、地域産業を知る大変重要な学習が実施されております。 

  次に、３点目の学校教育環境整備委員会の現状はどうなっているのかについてですが、以

前の議会定例会一般質問の答弁と重複する部分もありますが、当町においても少子化が進む中、

各園、各学校のあり方を検討するために東伊豆町学校教育環境整備委員会を立ち上げ、諮問を

行いました。 

  この委員会は未来を担う子供たちにとって、教育環境はどうあるべきかを検討し、平成27

年度から２年間で方向を示す答申をいただくことを目的としております。 

  これまでの会議において、子供たちには多くの子たちと接して広い目で学び、切磋琢磨し

て人間形成をしてほしいといった委員の皆様の共通認識により、諮問の内容としては町全体の

学校、園が対象ではありますが、まず、大川地区の小規模化の現状と見通しから、大川地区と

熱川地区の幼稚園、小学校、それぞれの統合について検討を進め、その後、町全体の幼・小・

中のあり方を考えていくことで進められております。 

  現在、整備委員会から出された意見に基づき、大川地区住民を対象とした説明会を３回、

そして、アンケートを実施し、大川地区の皆様と話し合いを行っているところであります。 

  今後、整備委員会では町全体の少子化の現状を踏まえ、10年後を想定して、全体の学校、

園のあり方についての検討も並行して行っていくこととなります。 

  整備委員会の内容につきましては、議員の皆様を初め、町民の皆様にも御報告してまいり

ますので、御理解と御協力をお願いいたします。 
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○議長（村木 脩君） ５番、西塚さん。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） １点目の通学路の安全はについてですけれども、鉄筋コンクリートの

家だとモルタルが張ってあって、そのモルタルが風化して落ちてくると、そういう中で、そこ

のところは近所の方か誰か知らないですけれども、家の端によけておいてやると。手の平サイ

ズより大きいのがあったり、非常にそういうのが稲取の中学校、小学校の通学路のところにそ

ういう家があるというのは非常に危ないんじゃないかと。なるべく早急に対策をしてもらいた

いと思います。 

  次に、２点目は、学校教育の中の地域の職業の体験という中で、小学校の体験については

今の現状のままで非常にいいと思うんですけれども、中学校の実習は、もう少し中に入って、

今のやっているやつはただ見ているとか遊びとか、そういうのじゃなくて、本当の実務的なこ

とをやっていくことを考えていないか。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、１点目の通学路の安全、これは西塚議員から建物も言われまし

た。そして、ボランティアの方がそのモルタルをとりあえず除去して安全を保っていると聞き

ました。そういう中で、先般栗原議員に言ったんですが、特定空き家を認定して、こうやって

いくと時間がかかります。これはやっぱり法にのっとった中で、やっぱり町がやっていかなけ

ればならないと考えておりますもので、これも大川と同様、なるべく早く通学路の安全を保っ

ていきたいと考えています。 

  そういう中で、道が狭いようですから、バリケードもどうかなと考えております。 

  ただし、子供たちに対する安全性、それに対しまして町も積極的にやっていきたいと、特

定空き家を活用した中で早急にやりたい、これも一つの案でありますもので、御理解願いたい

と思います。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 中学校の体験について御意見いただきました。ありがとうございま

す。もっと深く体験するようなそういう内容がいいんではないかという御意見をいただきまし

たけれども、私も中学生の活動している場面を直接見たわけではないんですが、本年度、熱川

中学校、それから稲取中学校、熱川中においては、２年生、３年生が２日間、稲取中学校では

２年生が２日間、いろいろな職場にお願いをして、先ほども申しましたようないろいろなとこ
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ろにお願いをしまして、体験をさせていただいております。 

  ちょっと体験の内容の例を御紹介しますが、これは熱川中学校の例ですけれども、例えば、

ある旅館業のところでは皿洗い、フロントや外での見送り、プールの清掃をやりました。それ

から、病院の体験をした子は、オペの見学、安全なところでもちろんですけれども、電子カル

テの整理の仕方、外来の手伝い、挿管や胃カメラなどのシミュレーションの体験、それから、

イズーという動物の河津町の園ですけれども、餌づくり、餌配り、掃除、接客、水まき、この

ような体験をしております。 

  それから、幼稚園に行った生徒は、子供たちと触れ合って活動をしております。 

  それから、コンビニでの体験をした子は、レジやジュースの補充等の体験をさせていただ

いたり、揚げ物やゴミ捨て等のやり方も実際に可能な範囲で体験させていただいているという

ことで、見ている部分も当然多いんですけれども、実際にいろいろな活動をさせていただく中

で、実質的な体験というか、心に残る体験をしてきたということを、生徒が感想に書いており

ます。 

  いろいろな感想があるんですけれども、私が子供たちは一生懸命体験をしたなというよう

な言葉が、感想文の中には自分が成長したと思えることというのを聞かれたところで、ある生

徒は、人と接する力が自分はその体験の中で伸ばすことができたんじゃないかなというふうに

答えています。 

  また、別の子は、たくさんの方と接していくうちに挨拶やコミュニケーションがとれるよ

うになった。いろいろなところで自分は成長ができたというような、見ることも含めて実際に

いろいろやらせていただくことも含めて、かなり生徒にとっては中身の濃い体験をしたんだな

と思っております。 

  ちなみに、２日間という町内の中学校の体験ですが、全国では、平成25年度の実施状況を

見ますと、全国の公立中学校ですけれども、公立の中学校では98.6％の中学校において職場体

験を実施しております。そして、学年としては、中学校１年生が４％、中学校２年生が88.5％、

中学校３年生は7.5％、全国的にも中学校２年生が非常に体験をしている学年としては多い。

そして、実施の日数ですけれども、１番多かったのは、３日間をやっている学校が38.9％、２

日間やっている学校が30.7％、この３日からないし２日というような体験で行っている学校が

多いということです。 

  町内でもその２日間の中で、先ほど申したような子供たちに非常に心に残る、あるいは成

長を自分で感じられるような職場体験をしているという報告がありました。 
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  以上です。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚さん。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 今、教育長の話の中で、いい体験、人との出会いとかそういう中で成

長をしていくという中ですけれども、やっぱりこの中で体験というのは、今の子供たちに親の

商売を継がなきゃならないとか、一次産業、特に農業とか、漁師、大工さんもそうですけれど

も、そういう人たちが、そこを継ぐかといったら、そうじゃない子供も多いわけですよね。そ

ういう子供たちがやっぱり自分に合った職業というのは何なのかというのも考えるところの１

つになればいいかなと思うんですよ。 

  その中で、そういうことを親と同じ仕事をしなくても、この町に残って、大工さんの子が

漁師になったり、農家の子が漁師になってもいいんじゃないかと思う。そういう体験をさせる

ことによってね、よそに出ていかなくてもこの地域に残って、東伊豆町は人口減少対策として

いろんな案を出していますけれども、そういうところからもその歯どめになるのでないかと。 

  また、いわゆる県立稲取高校もありますし、そこの中学校、高校というような中で、今度

高校に行ったら、もっとそういう今の県立高校のあり方は本当にいいのか、もっと昔みたいに

いわゆる地域の、いわゆる高校生あたりができる体験とかいろいろ、普通科だけじゃなくて、

専門の農業科とか漁業科とか、昔あったようなね、工業科とか、そういうものをこれから県立

高校を変えていけるのかと。そういうことが町が残っていく、子供たちがこの町に職業として

残っていく一番の近道だと思うんですけれども、どうでしょう。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） これから東伊豆町の子供たちが町内でいろんな職業についていくと

いうことでは、西塚議員さんからお話があった町内にかかわる町内の基幹産業等、そういうと

ころでの体験も必要かなということは、本当にそのとおりだなと思います。 

  先ほどの熱川中の事例ですけれども、どのようにして体験場所を決めたかというのは、本

人の希望と、それから学校との相談、そして、そのお願いした職場さんとの相談の上で、依頼

をして引き受けていただいております。 

  ただ、１カ所で行っていますので、たまたま選んだところが病院であったりコンビニであ

ったり、生徒からすると、まずその職場を体験してみたいなという、そういうぱっとこう１番

目に第１希望に浮かんだところと交渉して、かなった子供はそちらで体験をさせてもらってい

ます。その終わった後は、いろいろ中学校での指導とか子供たちの学習のまとめの中に、その
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職場のほうにお聞きしたことで、職場からの御意見というところがあるんですけれども、その

中に、職場体験をさせたんだけれども、もっと子供たちは幅広い体験をすることも必要だろう

から、１カ所ではなくて２カ所とかね、体験ができるといいですねという御意見も、職場のほ

うからいただいたりしていますし、まとめの中にも子供たちに幅広く体験をして、例えばコン

ビニも行ったし漁協でもできるとかですね、２カ所の体験ができると、またさらにいろんな幅

広い体験ができて、その選ぶ対象が子供の中に広がるとかということもありますので、そうい

う職場体験のやり方の工夫等も必要かないうふうに思いますし、ぜひ、町内で将来活躍してく

れるような、そういう今の子供たち、そんなふうに思いが広がっていけたらいいなと思います。 

  町の例ではないんですが、私、南伊豆町で校長をやっていたときに、修学旅行で東京に行

きました。小さな漁村、南伊豆の港がある、そういうような海に近い学校の子供たちでしたが、

東京に行ってですね、ビル街を見ながら、すごい、こうこうとビルに明かりがついている夕方、

東京タワーを見学して宿舎に帰るときに、「東京ってすごいね、車もいっぱい、人もいっぱ

い」、それに目を丸くしていたんですが、ぽつりとその中の子供が１人、男の子が「将来、僕

はやっぱり南伊豆で漁師をやりたい」ということをぽつりと言った子があります。 

  いろんなところを見ながら、改めて、例えば、東京の修学旅行でいろんなそういう今の都

会の先進的なところを見て、なおかつ、自分の地域を故郷をふるさとを振り返って、やっぱり

僕は南伊豆で漁師がやりたいという、そういう声が出てくるというのも、子供たちの１つの体

験の中で将来を決めていく重要なことになるんだなということを、私もそのときちょっと思い

ました。それを思い出したので、東伊豆の子たちがどういうふうに職業選択していくかはわか

りませんけれども、西塚議員がおっしゃるように、幅広く体験とか目を広げて、今後の職業選

択あるいは社会人となるそういう方向が子供たちに幅広く選択できる道をたくさん用意すると

いうか、そういうことで学校教育、教育委員会も努めていかなければならないというふうに思

います。ありがとうございます。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚さん。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 先ほど言いましたように、稲取高校のほうのそれはですね、どういう

形になっているか、ひとつよろしくお願いします。 

  それと、３点目の学校教育整備委員会の現状の中ですね、先ほど、27年、28年、２年間で

方向性を見出すということで１年過ぎたわけですよね。本年で先ほど聞いていますと、大川地

区、熱川地区の統合についてのある程度の答えは出していくという答弁であったわけですね。 
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  それと、その中で、それを見据えて、これからの10年後の全体の学校、学校のあり方を考

えると言っていましたけれども、10年というスパンが本当にいいのか。いわゆる減少化が早く

て、10年だったらとんでもなく少なくなってきて、どうしようもなくなるんじゃないかと。そ

れだったらもっと早く手を打つときに、10年といわずに、５年でもできたら早目に考えていか

なければ、子供たちにいい教育というのはできていないし、いわゆるスポーツもそうだし、子

供たちにできることをね、大人がさせないでいいのかと思いますので、ひとつその辺をよろし

くお願いします。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 先ほどすみません。お答え１つ漏らしましたけれども、高校につき

ましては、静岡県の教育委員会の高校教育課という課がありまして、そちらのほうで、県内の

高校の枠組み等管理されていますので、私は、なかなかそちらのほうの情報はたくさん今持っ

ているわけではありません。 

  確かに稲取高校においては、昔、普通科だけではなかった、いろいろ選択肢があったとい

うようなことは聞いておりますけれども、今後の稲取高校がどういう形で教育を進めていくか

ということにつきましては、ちょっと今の私の持っているものでは、なかなかお答えができま

せんので、すみません、そこのところは御了承ください。 

  それから、学校教育環境整備委員会の進め方で、10年先を見通した検討ということについ

て、もっと早くするべきことが必要というようなことで、本当に子供たちの成長は１年、１年

その子にとっては大事な年数が過ぎていきますので、できれば本当に現状課題があれば、すぐ

に改善していくという、そういう面も教育では本当に必要だと思います。 

  ただ、町内の幼・小・中ですね、全体をどのような形にしていくかというあり方について

は、まだ方向性が出されていませんけれども、どんな選択もできるようなというか、幅広く検

討していただくには、年数を、例えば５年先を見越してというようなことですと、例えば、校

舎の改築等が改築とか新築というようなことが関係してくるような大きな改編になりますと、

なかなか短いスパンでは方向性が出せないというか、目指す先が難しいということもあります

ので、現段階では、出生した子供たちのわかる、現在ゼロ歳というか、今把握しているのは１

歳からの人数を一覧にして、委員さんにお分けしてあるんですが、その子供たちの現在の子供

たちの数を見ていくと、10年後に中学校のクラスとか生徒数が把握できます。そのときの中学

校の状況を想定した学校づくりを見据えているということで、大体10年というのがそのような

ところから先を考えて検討してくだいというふうに諮問しました。 
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  本当に課題があれば、本当にすぐ改善していきたいという面では、大川小につきましては、

現在２歳の子供がゼロ人ということで、今後、幼稚園に入園する子供たちがゼロの学年ができ

ると。そうすると、大川小学校も数年したらば、１年生の入学の児童数がゼロで、学年ゼロと

いう状況が迫ってきているという、大川につきましてはそういう緊急性というか、非常にやっ

ぱり児童数の減少がそういう状態なものですから、大川につきましては、二本立てというわけ

じゃないんですが、その10年後を待たずにやはり進めたほうがいいという委員さんの御意見を

いただいて、現在、大川地区の皆様と御相談をさせていただいていると、そのようなことで、

10年先というのは確かにちょっと遠いような気もしますが、もし、大きな改編をするとしたら、

やはり年数をちょっととった上で考えていかなければいけないのかなというふうに思っており

ます。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） １点目の中学と高校の一貫教育、提案されました。その中で、少子化

とかいろんな意味でそれができれば、それも１つの案かなと考えている中で、今、西伊豆町さ

んがですね、その西伊豆における中学校が小さくなったので、松崎とやっているのが、そうい

う案を出して、今やっておりますもので、それをちょっと見ながらですね、また、その方向も

１つの案として考えていきたい、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） 以上で、西塚議員の一般質問を終結します。 

  この際、午後３時まで休憩します。 

 

休憩 午後 ２時５１分 

 

再開 午後 ２時５９分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ、再開します。 

 

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

 

◇ 稲 葉 義 仁 君 

○議長（村木 脩君） 次に、２番、稲葉議員の第１問、地域おこし協力隊についてを許しま
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す。 

  ２番、稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） 皆さん、こんにちは。 

  それでは、質問を始めさせていただきたいと思います。 

  地域おこし協力隊についてということで、東伊豆町まち・ひと・しごと総合戦略の一環と

して、地域おこし協力隊の募集、受け入れの準備等が進められていると思いますが、以下の点

について、お伺いいたします。 

  １つ目、現在の進捗状況及び今後のスケジュールについて。 

  ２点目、現在想定されている具体的な業務及び活動の拠点、隊員へのフォロー体制等につ

いて。 

  ３点目、隊員の受け入れに当たり、最終的な目的あるいは隊員に私ども町のほうから望む

形としての定着、あるいは定住の形について。 

  以上について、お考えお聞かせください。 

○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） 稲葉議員の第１問、地域おこし協力隊については３点からの質問です

ので、順次お答えいたします。 

  １点目の現在の進捗状況及び今後のスケジュールについてですが、当町における平成28年

度活動の地域おこし協力隊の募集を行い、二度の選考を経て、３名の地域おこし協力隊員が決

定されたところでございます。 

  今後、３月中に当町へ引っ越しを行い、４月１日に地域おこし協力隊員として委嘱した後

に、当町へ住民票を異動させ、当町での活動を開始いたします。 

  次に、２点目の現在想定されている具体的な業務及び活動の拠点、隊員へのフォロー体制

等についてですが、28年度活動の地域おこし協力隊員は、観光振興１名、オリーブ栽培及び市

民農園支援１名、空き家対策１名の、計３名です。 

  観光振興は、東伊豆町観光協会に活動拠点を置き、観光事業の企画・運営や誘客・誘致に

向けた営業活動、観光情報の発信を行っていただきます。 

  オリーブ栽培及び市民農園支援は、市民農園を拠点に町内２カ所にあるオリーブ農場の管
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理及び市民農園事業の管理人業務のサポートや、交流イベントの企画、立案、実施などの支援

を行っていただきます。 

  空き家対策はダイロクを拠点に空き家解消に向けた利活用に関する取り組み、ダイロクキ

ッチン・シェアオフィスの管理・運営、空き家改修プロジェクトの受け入れを行っていただき

ます。 

  また、共通活動として未婚率低下に向け、地域内の若者の交流の場の企画・運営、活動の

情報発信、移住施策への支援として、お試し居住施設の管理や利用者への対応に当たっていた

だきます。 

  活動日は、企画調整課に出勤し、毎朝、前日の業務報告、本日の予定や相談などを受けさ

せ、日々の困難や悩みなどを聞き取り、他課、他事業所へも必要なときは、相談依頼を行わせ

ます。 

  また、地域おこし協力隊員同士の共通の悩みなども多く、先輩隊員などへの相談体制も必

要かと思われるため、郡内の町とも協力し交流を図るなど、協力隊員のネットワークをつくっ

ていきたいと考えております。 

  次に、３点目の受け入れに当たり最終的な目標とする、あるいは隊員に望んでいる定着、

定住の形についてですが、地域おこし協力隊における国の調査では、任期終了後、約６割の隊

員が同じ地域に定住という結果が出されております。当町でも、任期終了後にはもちろん定住

していただきたいと思っておりますので、活動日以外の日を任期終了後の生活の基盤につがる

ための活動や就労、研究、資格取得を行うなど、任期中にじっくり任期後のことを検討してい

ただきたいと思います。 

  また、さまざまな職業選択ができるよう、町としてもそれぞれの希望に寄り添いながら支

援を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） ２番、稲葉さん。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） 御答弁どうもありがとうございました。 

  まず、３点目の受け入れに当たり、目標とする、あるいは隊員に望んでいる定着、定住の

形、その部分につきまして、町長のほうからただいま御答弁で、隊員の活動日以外の日を任期

終了後の生活基盤につなげるためにいろいろ活動や研究を行ったりという形で、いろいろ充て

ていただきたいとお答えいただきましたが、定住を一応目的としてこの町に来ていただき、い

ろいろ仕事をしていただくという意味合いにおいて、地域おこし協力隊員、こちらの隊員とし
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ての活動、それ自体が隊員の任期終了後の生活基盤の構築に直接貢献するというか、そういっ

たものをつくり得るヒントになるようなものとして、あるべきだと思いますし、逆にいえば、

そういった形での業務を隊員のほうにお願いしていくことが重要ではないかと考えております

が、そのあたりの考え方について伺いたいと思います。 

  また、将来的な定住の形としては、これは私自身の勝手な思い込みの部分はあるかもしれ

ないんですけれども、単純にこの町に定住していただくというだけでなく、できることであれ

ば、各隊員が与えられた業務を通じて、新しい事業の芽なり、そういったものを見つけ出して、

それを糧に生活していけるような形になればいいなと思っておりますが、そのような認識でよ

ろしいでしょうか。 

  それに、次に、同じような視点から、今度は隊員の具体的な業務、それからフォロー体制、

そういったあたりについても少し伺いたいと思います。 

  業務内容として、観光振興については観光事業の企画、運営、それから営業活動、そうい

ったもの、オリーブ栽培、それから市民農園支援の部分では、農場の管理や市民農園の管理業

務、こういった部分のサポートと交流イベントの企画、立案、実施というあたり、空き家対策

については、ダイロクの管理運営や空き家改修プロジェクトとの連携という形で、お考えだと

いうことで伺いました。 

  いずれも次年度以降の当町の事業として、非常に大切なもの、特に地域おこしという観点

からは重要なものと考えておりますが、業務内容として何というか、ストレート過ぎるという

か、先ほどの定住とか定着といった部分からは、何ていうんでしょうか、効果が出にくいとい

うのは言い方がおかしいんですが、具体的に例を挙げると、これが悪いという意味ではなく、

観光振興における観光事業の企画、運営や誘客活動、それから情報発信、こういった事業はそ

のまま、言ってみれば、活動拠点である東伊豆町の観光協会、こちらの行うべき業務で、それ

を地域おこし協力隊にどういった形で任せるのか、なぜ、任せるのかという部分がちょっとい

ま一つわかりにくいように思います。 

  このあたりは、例えば、当町の観光振興において、いろんなところで６次産業化とかそう

いった形で話題になっているような視点がございますが、そういった意味合いにおいて、観光

業と農業や商業、それぞれの間を取り持つような役割であったり、将来に向けて新たな可能性

を探るような方向性を、もう少し意識してもよいのではないかと感じています。 

  また、同様の意味合いにおいて、３名の協力隊員に個々の業務を割り振るのではなく、３

人が一体となって、全ての事業を協力して行っていくような形をとってみるのも、各事業の連
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携を図り、相乗効果を生み出すといった点ではいいんじゃないかと思うんですが、そのあたり

いかがでしょうか。 

  もうちょっといいですか。 

  さらに、フォロー体制の部分、こちらについては、企画調整課が担当窓口となって、必要

に応じ、いろいろ細やかにフォローしていただけるということで、導入初期としてすごくいい

ことだと思います。 

  ただ、先ほどから重ねて申し上げております定住や定着、そういった意味では、少し逆説

的な言い方になりますが、できるだけ早い段階で役場の方の力をかりずに、いろいろな方々と

相談できる、そういったことができるようになっていただけるようなフォローを行っていって

いただきたいと考えております。 

  そのためには、町内のいろいろな立場の方々と定期的にコミュニケーションをとれるよう

な場を設けるのもいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

  以上、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、この地域おこし協力隊、やっぱりこの町に住んで定住、移住し

ていただくのが第一目標ということで、まず第１にこの地域のおもてなしね、この地域おこし

協力隊が来た中で、この地域で生活していく上で、この地域住民のそのおもてなしがよくなけ

れば、幾ら残りたいと言ってもギャップが出てきますもので、その辺、町もうまくやっていき

たいと考えております。 

  まず第一は地域のおもてなし、これが地域おこし協力隊、これを成功させる秘訣だと考え

ておりますもので、町としては積極的にその辺は配慮していきたいと考えております。 

  その上で、各隊員にはですね、やっぱりこの町で起業か何か仕事を起こしていただきたい

と考えております。そういう中で、観光振興の地域おこし隊、いずれ、二、三日前決まったば

かりですから、この辺は観光ではとりあえず夫婦が来てくれます。オリーブでも一応夫婦、地

域おこし隊は１人、そして、観光におきましては情報発信したりする、将来的にはゲストハウ

ス的なことをやっていきたいということも言っておりますもので、そういうある程度、起業を

目指していると思います。 

  さらに、オリーブに関しましては、オリーブの方はそのオリーブを生かした香料とかいろ

んなオリーブ油、そういうことも将来的にやっていきたいと言っております。 

  ある程度、この人たちは起業、さらにはダイロク・キッチンのＮＰＯ、この方も基本的に
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は壇上で言ったように、町でＮＰＯ起こした中でこの町で起業していきたいと、そう言ってお

りますもので、とにかく面接した中では、この町で将来的には企業を起こしていきたい。そう

いう考えを聞いておりますもので、この３名に決定した次第でございます。 

  さらに、この観光振興の中でいった中では、基本的には今までの業務とほとんど変わりは

ないじゃないかと、これはもっともそのとおり。この中で、前回言ったように、インバウンド

協議会も立ち上げてきますもので、いろんな面でまた人数も必要になってくるじゃないかとい

うもので、ダイロクキッチン、または６次産業化も言われました。そういうことも私どもの案

として、また検討していったらいいのかなと考えております。 

  さらに、共通の場としての活動、これは基本的には壇上でも言いましたが、この３人が地

域内の若者の交流の企画、運営、活動の情報発信、一次産業の支援に当たっていただきますも

ので、コミュニケーションがないということはないということだけは御理解願いたいと思いま

す。 

  基本的に、私、二、三年前、笠間市のほうにこの地域おこし協力隊で視察に行ってまいり

ました。そういう中で、やっぱりなれるまでは役場に来ていただいて、ある程度業務報告、相

談した中で、また地域に帰っていく、そういうことを聞きました。最初はその方向でやってい

きまして、基本的にはなれましたら、やっぱり来なくてもいいですから、そういう必要はあり

ませんから。直接現場へ行っていただいて、また、いろんな相談、悩みができましたら、また

企画調整課ヘ来てもいいんではないかなと考えております。 

  さらに１点、最後のこの時間ですか、これに関しては、とりあえず町は１週38時間、４日

間、一応こういう規則の中で、あとは自由に使ってほしいよというような、その中で、壇上で

言ったように、その時間帯ですね、いろんなことをじっくり任期後のことを検討していただき

たいと考えております。 

  とりあえず、それ以外は自由な時間でございますけれども、基本的には町が面接したとき

に、町の実情を言いまして、このようなことはありませんもので、それでもよろしいですかと

確認してありまして、そういう現状を理解した中で、この地域おこし協力隊になっていただき

ますもので、その辺は町は壇上でこう言いましたが、現状では何ら問題ないと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ２番、稲葉さん。 

（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。 
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  いろいろと受け入れに当たり、隊員のこと気にかけていただいているという言い方おかし

いですね、御検討いただいているようで、安心いたしました。 

  何というのでしょう、３年間にわたり最長でこの町に来ていただいて、仕事をしていただ

いて、最終的に住んでいただく、そういった形で活動をしていくということなんですが、町長

がおっしゃられるとおり、いきなり町の中に出るというのはやっぱり現実的ではないと思うん

ですよね。徐々に徐々に町から役場から町のほうへという形でその重心が移っていくかと思う

んですが、その中で当然、先々の生活の仕方という部分でいうと、仕事の内容なんかもだんだ

ん恐らく明確になって、こういう部分を進めていきたいということが、恐らく出てくるんじゃ

ないかと思います。 

  募集要項なんかでも一応副業も認めるというような形でしていただいているようですが、

そのあたり、あとは最終的な先々のところではその時間の割り振りですね、ある程度弾力的に

運用することは可能だとは思うんですが、ちょっとそのあたりについて考え方をお伺いしたい

と思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 稲葉議員が言ったように、最長３カ年、最短１カ年でございます。町

としては当然最長３カ年を望んでいるところでございます。 

  そういう中で、面接のときも言ったのですが、多分募集要項の中でね、やっぱりさっき言

ったように、労働時間が１週間で38時間、４日以内、この辺はちょっとちゃんとしたことは後

で言いますけれども、そういう中で甘く来られては困ると自分は思ったもので、基本的には、

うちの町はこういう町なもので、この就業時間で来られたら困りますよ、それでもいいですか

と言った中で御理解をいただいておりますもので、その辺は心配していません。 

  時間の割り振り、これはまた現場へ行ったときにね、その現場の方たちと相談して、時間

の割り振りをやっていただければ、大変ありがたいと思います。 

  私、今回面接初めてやらせていただきました。今まで役場の職員採用では一切面接にかか

わったことはございません。地域おこし協力隊、この町にとって最重要でございます。私みず

からが面接させていただきまして、皆様方の心意気を聞きました。そういう中で、今回３名の

方に来ていただきます。基本的にはこの方たち、本当に町のためにやっていただけると確信し

ましたもので、その辺は御承知願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ２番、稲葉さん。 



－85－ 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） お話を伺っていると、いろいろ非常に意欲に燃えたというか、楽しみ

な方に来ていただけるんだなということで、私も楽しみにしております。 

  それぞれの隊員に、観光であったり農園の部分、それから空き家ということで業務が振ら

れる形にはなるんですが、大きな意味でのテーマあるいは取っかかりみたいなものだと思って

おります。 

  このたび、見せていただいた総合戦略の中でも、例えばこういった協力隊を使って活用し

ていけるような事業、そういったものはいろんな部分でやっぱり出てくると思うんですよね。 

  先ほど町長が天草のことでも言われていましたけれども、そういった部分であったり、今、

空き家ではなく空き店舗ですね、店舗なんかの部分でも随分寂しくなっているところがありま

すし、そういったところでアンテナショップみたいな形で少し、先ほどの６次産業の新しい商

品というのを探してみるというような考え方もありますし、また、そういった活動を続ける中

で、多分ここの部分が収入的な部分でも芽があるんじゃないかとか、だめなんじゃないかとか、

そういった形で出てくることもあると思います。 

  そういった意味で、先ほどの３名さんというか夫婦合わせてもっと多くの数にはなるとは

思うんですが、隊員相互のコミュニケーション、それから町の方との協力という形で、とにか

く３年間できることなら頑張っていただいて、そのままこの町の一員になっていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然これからのまちづくりにおいて、この地域おこし協力隊、また、

定住、移住、いろんな面で大変また重要な施策になってくるかと思います。 

  また、やっぱりそういう中で面接におきまして、夢と現実は違いますもので、その辺、は

っきり言いました。夢と現実は違うよということも言った中で、今回たまたま夫婦で来てもら

えましたもので、片方には、１人しかとれないもので、そういう中で、その夢と現実は違うと

いうフォローをお願いしますよと、またお願いいたしました。やっぱり本当、夢を持った中で

現実が全然違うとなると結構ショックなもので、それはやっぱり連れ添いの方がフォーローし

ていただけることはまたお願いいたしました。 

  また、そういう中で、何回も言っているように、地域とのコミュニケーション、これは大

変重要なことでございますもので、町といたしましても、また、そういう地域とも地域おこし

協力隊、このコミュニケーションの場をつくるような方向でやっていきたいと思います。 



－86－ 

  また、地域おこし協力隊始まったばかりでございます。まだ、来年も町としてはいろんな

面で、また、地域おこし協力隊活用した中でまちづくりをやっていきたいと考えておりますも

ので、また御理解と御支援、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、稲葉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。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時２３分 
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平成２８年第１回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

                    平成２８年３月１０日（木）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 

    １． １番 笠 井 政 明 君 

     １）ふるさと納税について 

     ２）地域おこし協力隊の雇用について 

     ３）移住・定住促進について 

     ４）白田海浜プールについて 

    ２． ６番 内 山 愼 一 君 

     １）まちづくりについて 

    ３．１４番 山 田 直 志 君 

     １）サイレンの使用について 

     ２）防災対策について 

     ３）広域連携について 

     ４）観光振興計画等について 

日程第 ２ 発議第 １号 東伊豆町議会委員会条例の一部を改正する条例について 

日程第 ３ 専決承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度東伊豆町 

              一般会計補正予算（第１０号）） 

日程第 ４ 専決承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（東伊豆町税賦課徴収条 

              例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例） 

日程第 ５ 専決承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（東伊豆町国民健康保険 

              税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例） 

日程第 ６ 専決承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（東伊豆町介護保険条例 

              の一部を改正する条例の一部を改正する条例） 

日程第 ７ 議案第 １号 機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

日程第 ８ 議案第 ２号 消防救急広域化に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい 

             て 
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日程第 ９ 議案第 ３号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定 

             について 

日程第１０ 議案第 ４号 東伊豆町行政不服審査会条例の制定について 

日程第１１ 議案第 ５号 東伊豆町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付 

             に係る手数料に関する条例の制定について 

日程第１２ 議案第 ６号 東伊豆町お試し移住体験施設の設置及び管理に関する条例の制定 

             について 

日程第１３ 議案第 ７号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第 ８号 東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第 ９号 東伊豆町子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

             について 

日程第１６ 議案第１０号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第１７ 議案第１１号 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係 

             法律の整備等に関する法律附則第１４条に規定する経過措置に関 

             する条例の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第１２号 東伊豆町消防団条例の一部を改正する条例について 

日程第１９ 議案第１３号 公の施設の指定管理者の指定について（北川地区防災センター） 

日程第２０ 議案第１４号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町営熱川海浜プー 

             ル） 

日程第２１ 議案第１５号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町営稲取海浜プー 

             ル） 

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

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） 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） 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28年東伊豆町議会第１回定例会第２日目は成立いたしましたので、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。 

 

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

 

◇ 笠 井 政 明 君 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員の第１問、ふるさと納税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） おはようございます。 

  私の質問は、事前に通告したとおり４問となっておりますので、また御答弁のほうをよろ

しくお願いいたします。 

  １つ目のふるさと納税についてお伺いをいたします。 
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  平成27年度の寄付申し込み額が２月22日現在2,256万円ということでしたが、納付された

寄付金の使用用途についてお伺いをいたします。 

  もう一つ、今後クレジットカード決済が可能ということですが、その他の決済方法の検討

と、利便性の向上に伴う増収はどの程度試算しているか、教えていただきたいと思います。 

○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） おはようございます。 

  笠井議員の第１問のふるさと納税については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点目の平成27年度の寄付申し込み額が２月22日まで2,256万円ということだが、

納付された寄付金の使用用途はについてですが、納付された寄付金の使い道についてですが、

昨日、定居議員の３点目の御質問でお答えしたように、平成26年度までは既存の社会福祉基金

や教育振興基金などに積み立てしておりましたが、平成27年度からは記念品贈呈のための謝礼

と、事業の円滑な推進に向けて新設した東伊豆町ふるさと納税基金へ積み立てることとしてお

ります。基金の活用方法につきましては、寄付者の意向を考慮し、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。 

  次に、２点目の今後のクレジット決済が可能ということだが、その他の決済方法の検討と

利便性の向上に伴う増収は、どの程度を試算しているのかについてですが、決済方法につきま

しては、現在、郵便振替用紙による納付や町の口座への振り込み、また窓口への納付といった

方法から選択していただいております。新年度からはインターネットを利用した申し込みとク

レジットカード決済を導入し、寄付者の利便性の向上を図ることとしており、そのほか、現在

コンビニ収納につきましても検討しております。 

  また、利便性の向上に伴う増収の試算につきましては、今年度の実績見込みに若干の増額

を加味し、当初予算では3,000万円を予算措置いたしました。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井さん。 

（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。 

  一応、寄付金の使用用途は昨日お伺いをしたとおりですので、わかりました。 

  クレジットカード決済が使えるようになるということで、あとは今、郵便窓口等のお支払



－92－ 

いから利便性は向上されるということで、インターネットでのお申し込みということなんです

けれども、これは「ふるさとチョイス」のサイトから購入ができるということでよろしいんで

しょうかということが１つです。 

  あとはコンビニ払いも一応検討していただくということで、こちらのほうはぜひ行ってい

ただきたいと思います。インターネットを使っていても、やはりクレジットカードの使用とい

うのをどうしても嫌がるというか、危険だと感じている方々もたくさんおりますので、ぜひ対

応をしていただきたいと思います。 

  増収に関してなんですけれども、町長のほうから御説明ありましたが、若干の増収で

3,000万円程度を見込んでいるということなんですけれども。南伊豆町に関してですけれども、

平成26年まではクレジット対応していなくて、平成27年度クレジット対応したところ、実績ベ

ースで約10倍程度、26年度が2,000万円少しということだったので当町と変わらないかなと、

それが昨年3.5億ということで10倍以上の増収という形でなっておりますが、東伊豆町がこの

3,000万円という試算をしたところなんですけれども、ほかの西伊豆町10億円、南伊豆町、今

言ったように3.5億ぐらい、他地域、この賀茂郡下の近いところで１億円を超えてくるふるさ

と納税の寄付をいただいているというところで、クレジットカード決済にしたということで増

収が見込める部分と、プラスアルファでやはりその町全体でどうにか増収をしようという意気

込みで、この結果が出ていると思うんですけれども、我が町が、今、町長がおっしゃったとお

り3,000万円という見込みというのは、若干少ないんではないかと私は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きたいと思います。 

  またもう一つ、隣町、河津町なんですけれども、当町は返礼品は寄付金額の３割程度とい

うことで、河津町は来年度からどうやら３割を４割程度という形に変更するようです。このよ

うに他地域が競争が激しくなってきている、返礼品合戦にはなってしまっているのかもしれな

いんですけれども、集めるという部分で我が町が３割でいくということに関して、町長の考え

方をもう一度ちょっと教えていただきたいと思います。 

  あと寄付者のデータというのは、当然、町のほうで管理をしていると思うんですけれども、

そのデータの今後の活用方法、もし何か考えがあればちょっと教えて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） このふるさと納税、本当に私も何回も言うように、最初はこのふるさ

と納税の意義に対しまして、本当にこれがふるさと納税かという中で余りやる気がなかったで

す。政府が言っているように、やっぱり地元の方が地産地消、地場産品の発信、さらには情報
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発信になったということで、今年から本格的に取り組んだわけでございます。 

  そうなるとインターネットと、これは担当課のほうからどのようなことか説明する中で、

今、まず見込みです。この見込み、本当は3,000万円というのは、自分自身は基本的には低い

と考えています。やっぱりインターネットとかをやったことによって、今、西伊豆さんとか南

伊豆さん、結構、南伊豆さんは特に10倍程度になったと聞いておりますもので、見込みを余り

大きくしますと、予算的なことが考えられるもので。これは上がったらば増収という中で、補

正でこの歳入は上げていく、これが普通の考えだと思います。やっぱり歳入におきましては、

当初予算におきましては低く抑えるのが一般というように考えておりますもので、当然、見込

み額としては3,000万以上、できれば西伊豆さんみたいに10倍ぐらいになって、それはありが

たいと思います。まず、当初予算でございますから、余り過大見込みしても歳入減になると困

りますもので、とりあえず3,000万という中で予算計上をしたところでございます。 

  さらに、返礼金の割合。基本的には自分はやっぱり、ふるさと納税でございますから、で

きればこの町に対して本当に応援したい、その中で、謝礼というものは、その町に対する思い

入れ。やっぱり最近、過度で返礼品も競争になっておりますもので、その中で、割合が低くて

も、基本的にはこの町に対する思い入れがあれば、やっぱりそれが本当のあれだと思うんです。

当初私は、できるだけ３割のように低く抑えるように言っておりました。 

  しかしながら、昨日も言ったように、このふるさと納税、交付税に算入されないもので、

稼ぐといえば稼ぐ、また言い方おかしかったが、この歳入が減っている中で、やっぱり町とし

ても一応歳入を得る方向の中で、ある程度このふるさと納税に力を入れなければいけないのか

なとは考えておりますもので、この今、返礼品３割、これが妥当かどうかは、審査会がありま

すもので、一応返礼品３割だと。 

  しかしながら、河津さんは４割にした。やっぱり多いところは５割までやっているところ

もあります。しかし、５割となると、これが本当にふるさとを思っている人の気持ちかなと考

えておりますもので、基本的には、やったとしても５割以下、やっても最高４割ぐらいではな

いかとは自分自身は考えているところでございます。本当、昨日も言ったように、このふるさ

と納税、いつか必ず規制が自分自身はかかると思っておりますものですから、そのかかる間に、

やっぱり地元の経済の活性化、さらにはその情報発信という中で力を入れていきたいなと今、

考えているところでございます。 

  さらに、このリストアップ、これは今後の活用としては、自分自身は一応、町の情報とか

そういうことに対しまして、ある程度のことは流していきたいようなことは考えておりますけ
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れども、これをまず十分なことはまだ検討しておりません。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井さん。 

（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した。 

  町長のお言葉から稼ぐという言葉が出てきました。確かに、やはりふるさと納税はいつま

で続くかというところが不明確で、いつなくなってもおかしくないような状況もあるかと思い

ます。ただ、その間に、やはりスピードを上げて対応して、言い方は悪いですけれども、稼げ

るうちに稼ぐという形でふやしていかなければ、今後なくなったりとか制度が変更されたとき

に、さらにそこが難しくなってくることがあると思います。 

  確かに町長の思い入れのように、地元に思い入れがあって、３割でも納付をしてくれる人

たちはいると思いますが、ただ、やはり他地域、このほかのほうから見ていただいた場合、東

伊豆町に住んでいて、育って、そこに納税してくれる方々もたくさんいると思いますが、実際

はそうではなくて、ふるさとチョイスのサイトを見ていただければわかるんですけれども、も

う返礼品で選ぶという項目がございます。そうなってくると、同じ伊豆地域、もっと言ってし

まうと、ほかの地域との競争というのが出てきます。その中で、やはり金額ベースで見た場合、

商品の見劣り、これがどうしても出てきてしまう部分は否めないと思います。やはり稼いでい

くという中では、競争、これに勝っていかなければいけないので、やはり３割、４割というと

ころで競争にはなってはしまいますけれども、大体、今、見ていると、４割、５割というとこ

ろが、それ以上というのはなかなか少ないと思いますので、そのぐらいまでは早急に御検討い

ただきまして、増収のほう、増やしていただければと思います。 

  当然、収益が増える、寄付が増えると、基金に積み立てもできます。その部分を町へとか、

あとは返礼品、例えば海産物であれば漁協さんのほうの部分とかに回したりとか、あとは農作

物であれば、そういうところの補助に回したりとか、または教育のほうへ回して移住促進を進

めるなんていう形でも使っていけますので、ぜひこの制度が、まだなくならないというか、生

きてるうちに増収していただくように、町のほうへお願いをしていきたいと思います。 

  そして、寄付者のデータとっていて、今後、活用していくということなんですけれども、

当然このデータ、東伊豆町に寄付をしていただくということなので、少なからずとも東伊豆町

に興味を持っていただいている方々だと私は思っております、そういう方々にぜひ観光資料だ

ったりとか、そういうものを定期的に送ってはいかがでしょうかというのが提案でございます。 
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  やはり東伊豆町に、商品がよくてかもしれないですけれども、納税をしました、東伊豆町

ってどんなところかなというところで、知らない方もたくさんいると思います。その中でやは

り、こういうイベントがあるよとか、こういうところだよというものをさらに知っていただい

て、例えばふるさと納税で海産物を頼まなくて、今回、宿泊券になりましたよ、宿泊しました、

今度は海産物がちょっと、これが食べられなかったから、ふるさと納税のところで、これをぜ

ひ納税して食べてみたいとか、逆のパターンもあると思うんです、海産物をお願いをして、今

度はそこの部分で、泊まってやってみたい、ただ泊まるだけではなくて、当然イベントがあれ

ば、じゃ、行くきっかけになりますということで、ぜひ活用をしていただきたいと思います。 

  ふるさとチョイスのところも、またちょっとお願いいたします。 

  もう一つ、集めるというところで、ふるさと納税のサイトにもあるんですけれども、ガバ

メントクラウドファウンディング、要は行政がこういうことをしたいということで、お金集め

をしております。こういうのも資金集めの一つとして、ぜひ東伊豆町、今後、検討していくこ

とは、町長できないでしょうかということで、ひとつ御答弁お願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、このふるさと納税。私、今回、当初予算も編成するときに、も

う本当、うちの財政、大変厳しく、何回も言っております、それより本当に自由に使えるお金

があればいいのになというようになると、今度はふるさと納税の、交付税に算入されない金額

でありますし、そういうことでやっぱり、この町を将来、末永く残していくのもこのふるさと

納税、多少お金を稼いだ中で、この町がよくなればいいかなという中で、また新たにこの町が

ふるさと納税に力を入れようかという考えになった次第でございます。 

  さらに、商品の見劣り、これに関しましては、基本的に町は本当の地元でつくった５割以

上とか、そういう大変厳しくやっております。例えば地元で１割しかつくっていませんといえ

ば、それはふるさと納税でいいよとか言わないで、地元にかかわったやつが５割以上のやつが

あくまでもふるさと納税の品目で必要なので、大変厳しくやっておりますもので、その辺、品

目の見劣りはあっても仕方がないかなということは、うちは考えておりますもので、この考え

方に対しては変えたくない、そういう気持ちで、あくまでふるさとということでいきたいと思

います。 

  さらに、観光資料の提案、これ本当、今、言ったように、やることは大変重要だと考えて、

その中で、今３割でございますから、やっぱりこの発送料がいろいろかかってきますもので、

その面を含めて、じゃ、４割にしてもいいのかなと今、考えましたもので、それはちょっと検
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討していきたい。この町を知ってもらうためには、やっぱり町の情報発信することは大事です

から、このせっかくデータがありますもので、これはやっていきたい、そう考えております。 

  さらに、行政のそのクラウド、これは僕本当に知らなくて、ダイロクキッチンのときに、

学生さんが資金が足りないから、このファウンディング……ちょっと名称わかりませんけども、

何しろ資金を一般の中から集めた中で、その資金が集まった、これは本当、そのダイロクキッ

チンの芝浦工大のおかげであって、私もそういうことを初めて知りました。今、行政もそうい

うことがあるということを、そのとき初めて知りましたもので、これは今後ひとつ考えていっ

てもいいのかなということは自分自身考えています。これは前向きにちょっと検討していきた

いと考えております。 

  コンビニ収納に関連して、本当、これは前も、今、担当課が前向きに検討しておりますも

ので、それはできればやっていきたい、そういう考えでございます。その辺もちょっと担当課

のほうから説明いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 笠井議員の御質問ですが、インターネットからの申し込

みにつきましては、ふるさとチョイスからインターネットで申し込みができる形になってござ

います。昨日、定居議員からの御質問でもありましたように、今後は「さとふる」とか、ほか

のポータルサイト等も考えていきたいなというふうには考えてございます。 

  それから、寄付金の予算額が低いということですが、寄付金という性格上、交付金・補助

金と違いまして、２分の１とか３分の１と確定しているわけではございませんので、そういう

面で低くというのは通常かなというふうに考えてございます。というのも、西伊豆町は26年度、

３億円の寄付が最終的にあったときにも、当初予算は300万円、今年の10億と今いうことにな

っていますが、当初予算は１億円ということで、あとは補正対応ということになってございま

すので、確定している金額ではないというようなことを御理解いただければなというふうに思

います。 

  それから、コンビニの収納につきましては、現在、税のほうで１年後ぐらいをめどにとい

うことで今、検討を始めておりますので、それに参加させていただくような形を今、考えてい

るんですが、ただ一点難しいのが、ＳＢＳのシステムでないとできないということで、ふるさ

と納税につきましては現在ＳＢＳのシステムではなくて、エクセル上で管理してございますの

で、新たにこれはシステムを構築するということになりますと、金額がどの程度かかるのか、

先行している南伊豆町は税の収納についてはコンビニ収納をやっておりますが、ふるさと納税
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についてはやっておりません。西伊豆町もコンビニ収納は現在行っていない状況の中で、そう

いうところがネックに出てきているのかなというふうにはちょっと考えてございます。 

  それから、町長の御説明のように、うちの町は一応３割を基準にしておりますが、３万円

以上につきましては、３万円については１万円、５万円については２万円、今回増えまして、

10万円についても４万円ということで、高額のほうにいきますと４割という形で今現在やって

おります。ただ、１万円、２万円については主力になりますが、そこは３割ということで

3,000円、6,000円という形で今、やっておりますので、その辺は検討をさせていただきたいと

思います。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井さん。 

（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した。 

  コンビニ払いに関しては、なかなかそのシステム上というのは、改修になるとお金がかか

るところではあるんですけれども、その他地域がやっていないというところでいけば、逆に言

うと、東伊豆町は、対応すればアピールができます。うちはコンビニ払いも使えるよと、何で

も来いよということができると思いますので、ぜひ、予算面ありますけれども、このふるさと

納税、ちょっと今年頑張っていただいて、ふやしていただいて、そういうところに対応ができ

るようにしていただければと思います。 

  あともう一つですけれども、当初予算なので3,000万円ということで御説明を受けました

が、ずばり町長にお伺いしたいんですが、今年の目標金額を、あれば教えてください。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは、あくまでも自分の希望でございます。できれば１億円いきた

いなとは考えております、僕は。これが自分の希望で、いってくれればありがたいなとは考え

ておりますよ。まず、希望ありという。 

  それで、コンビニ決済に関しても、本当そういう中で、どのぐらい費用がかかるか、そし

て、それがまたふるさと納税に役に立つ、それは当然、活用していきたいと考えております。

まずその中で、またいい方向でいければいいと。とりあえずこれは検討させてください、コン

ビニ決済は。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、地域おこし協力隊の雇用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） それでは、２つ目の地域おこし協力隊の雇用についてお伺いいたしま

す。 

  １つ目は観光振興、オリーブ栽培及び市民農園の支援、空き家対策に各１名の雇用だが、

具体的にはどのような活動を行うのでしょうか。 

  ２つ目、最大３年間の雇用とあるが、その後、地域おこし協力隊の方々が定住を希望した

場合、町としてはどのような対策を考えているか、２点お伺いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 笠井議員の第２問、地域おこし協力隊の雇用については２点からの質

問ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の観光振興、オリーブ栽培及び市民農園支援、空き家対策に各１名の雇用だが、具

体的にどのような活動を行うのかについてですが、昨日、稲葉議員にお答えいたしましたが、

観光振興では観光事業の企画・運営等を行っていただきます。オリーブ栽培及び市民農園支援

では、町内２カ所にあるオリーブ農場の管理及び市民農園事業の管理人業務のサポートや、交

流イベントの企画・立案・実施などの支援を行っていただきます。空き家対策では、空き家改

修へ向けた利活用に関する取り組み等を行っていただきます。 

  次に、２点目の最大３年間の雇用とあるが、その後地域おこし協力隊の方々が定住を希望

した場合に、町としてはどのような対策を考えているのかについてですが、当町でも任期終了

後には、もちろん定住していただきたいと思っており、任期終了前後１年以内に東伊豆町内に

おいて新たに事業を起こしたときは、必要となる費用として上限100万円を交付するなどの支

援を行います。隊員が任期後も定住し、家族が増え、地域に根づいていただけることを期待い

たします。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井さん。 

（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。 

  内容に関しては、昨日御説明いただきましたので、わかりましたので大丈夫です。 

  ３年間、その後定住をしていくときに起業支援をするということもあるようでございます。

１つ昨日もあったんですけれども、その１名、観光協会、１名が市民農園ということで、空き
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家対策はダイロクの管理等です、移住・定住を促進ということなんですけれども、私が１つ思

っていることは、平成26年度東伊豆町ではエコタウンガイドという者を２名、１年間育成をし

たわけですが、27年度以降このエコタウンガイドの活用というのは何もされていないわけでし

て、地域おこし協力隊の方々、３年間来ていただいてやっていただくんですけれども、一つ心

配しているのが、３年間従事をしていただいて、確かに31時間という時間で約週４日ですけれ

ども、残りの時間でその起業だったり問題点を見つけて、新しいビジネスだったりとかサポー

トしていくということに時間を使っていただきたいとは思うんですけれども、これを町が積極

的にサポートしていかないと、３年間、変な話ですけれども、緊急雇用で雇ってしまったよう

な、一部の業務を賄ってもらうような人員にしかならないと。 

  地域おこし協力隊に関しては、御存じだと思うんですけれども、たくさんの地域がやって

おります。当然、成功事例も目につきますけれども、その裏側には失敗事例というのがたくさ

んあります。その中のやっぱり１つ問題視されているのが、行政主体になってしまっている、

地域おこし協力隊のお仕事を行政が主体となってお願いをしているところ、要は自発的にでは

なくてということです。そうなってくると、やはり３年間、思いを持ってきて、現実とのギャ

ップにおいて、その任期が終わったりとか任期前に辞退をしてしまうということが多くなって

いるそうです。ぜひその辺は、町としてもバックアップして行っていけないかなということで、

ちょっと考えをお伺いします。 

  もう一つですけれども、結局、協力隊の方々が３年間、東伊豆町に来ていただいて活動を

するんですけれども、この人たちの３年間というのが今後の移住・定住に結びつくと、私、考

えております。実は、地域おこし協力隊、積極的に行っているところの成功事例を見ますと、

その方々がいるから、また人が来る、そうして定住をしていただく、その方々が増えたりとか

して、地域おこし協力隊ではなくても、その人たちと一緒に何かをしたいからということで定

住を図る若い人たちもたくさんおります。この３年間、この人たちをがっかりさせない、そし

て町としてプラスになるように働きかけを、ぜひ、町長のほうにお願いしたいんですけれども、

その辺の考えをちょっとお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この地域おこし協力隊、今、笠井議員が言ったように、本当にこれ、

成功例もあるし失敗例もあります。やっぱり失敗例もよく聞くのは、地元とうまくなじまなか

った、これはよく聞くことでございます。それもやっぱり地元とのコミュニケーション、これ

をうまくやらせてもらうのも、一つ行政の役目かなと考えております。それをうまくやらせた
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いと。 

  その中で一番危惧していたのは、やっぱり観光とオリーブ、そしてダイロクキッチン。 

  やっぱり一番心配するのは観光でございます。観光は大変忙しいですから、やっぱりいろ

んなことをまた手伝うようなこともあると考えておりますけれども、それが主になるようなこ

とはなるべくしないような方向で、そのときも言ったんですが、観光立町の中で、やっぱり１

週31時間、それ４日間ということは大変厳しい中で、うちの町は観光立町ですから、そういう

時期はまた違うように働いてもらうことがありますよと言いましたけれども、やっぱり一番危

惧したのは、観光でございます。やっぱり観光が本当に、今、笠井議員が言ったように、日常

的なことにプラスアルファという中で加味されて、本当に地域おこしとしては、がっかりする

と思いますもので、それを十分注意した中で、その方には接触していきたい。 

  さらに、オリーブに関しては、本当にここでオリーブに燃えていますもので、オリーブの

みならず、今度は青年農業者の皆様にお願いしました。もうオリーブで農業に関係するもので、

その辺の交流をお願いしますということを言ったので、わかりました、その辺は農業者として

も接触していきたいと、そういうことも言っておりますもので、何しろ行政主体ではなく、あ

くまでもその地域おこし協力隊がやりたいことを町がフォローする、そういう形でやっていき

たいと考えています。 

  そして、またこういう人たちが、これのみならず、地域のよその人から呼ぶこと、私、び

っくりしたのは、ダイロクキッチンをやって、芝浦工大の学生さんたちが、その学生の輪の中

で、いろんな大学の方をこの町に連れてきてくれました。やっぱりそういう一部がそれが大事

だと考えています。やっぱり芝浦工大だけではなしに、芝浦工大を核とした中で、いろんな大

学生がここに集まってくる。やっぱり地域おこし協力隊も、地域おこし協力隊のその人脈の中

で、いろんな人の中で、またこれを含めて来てもらう。その中でまた、まちづくりができれば

いいのかなとは考えておりますもので、そういうものは御理解願いたいと思っています。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） それでは、次に第３問、移住・定住促進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つ目の移住・定住促進についてお伺いをいたします。 

  空き家バンクの活用における地域外からの移住実績を教えていただきたいと思います。 

  移住・定住においては、地域住民とのかかわり、雇用、子育て環境、教育環境等の充実が
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重視をされていますが、今後、当町の取り組み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、移住・定住促進については２点からの質問ですの

で、順次お答えいたします。 

  １点目の空き家バンク活用における地域外からの移住実績は、についてですが、２件の賃

貸物件が成約し、１名ずつ２名の方が当町に移住していただきました。 

  ２点目の、移住・定住において地域住民とのかかわり、雇用、子育て環境、教育環境等の

充実が重要視されているが、今後の町の取り組みは、についてですが、当町の取り組みは、東

伊豆町まち・ひと・しごと創生総合戦略で具体的な施策の展開として示しております。 

  地域になじんでいけるよう、さまざまな機関との幅広い連携を行い、移住者へのサポート

体制を構築し、雇用の場を創出させるために観光産業等の産業振興を行います。 

  また、子育て支援として子育て世代包括支援センター事業の中で、仮称「妊娠・産後なん

でも相談」など、28年度より実施や検討を行う予定ですので、御理解を願います。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井さん。 

（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。 

  一応、空き家バンク、始めて時間がたちますが、ちょっと２件というさみしい結果かなと、

私は個人的に思っております。 

  実際問題、空き家バンクのサイトを東伊豆町のホームページで見ると、物件は出ています

が、ちょっと、本当に空き家なのであれなんですけれども、そのまま借りてすぐ定住ができる

ような状況ではないのかなというのが、非常に見て受け取れます。当然なんですけれども、移

住・定住してくる方で、最初になかなか購入というのは難しい部分があると思います。町は来

年度から移住・定住のお試し居住というのも始めます。 

  そういう中で、今、空き家バンクの登録している空き家なんですけれども、ちょっとこれ

は御提案なんですけれども、今、空き家バンクで他地域から使って、借りていただくと補助が

少し出ると思うんですけれども、この補助を逆に空き家バンクに登録する大家さんにリフォー

ム費用として、空き家バンクに登録する前にリフォームをするのであれば補助を出すというふ

うに変更はできないでしょうかというのが、１つお伺いしたいです。というのは、当然、賃貸
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で借りる場合、私もそうですけれども、基本的に入ってから自分でリフォームするというのは、

なかなかしないというのが現状でございます。なので、その中で、建物自体は年数がたってい

ても、中が今風にとか、あとは若い人たちが住みやすいような形とか、内観が少しきれいにな

っているとかいう形であれば、目についたときにやっぱり借りようかなという気にはなると思

うので、ぜひその辺はどう考えているか教えていただきたいと思います。 

  もう一つ、移住・定住においてというところでいいますと、賀茂郡下は移住・定住を皆さ

ん、どこも人口減少という問題が共通の問題でございます、そして、どこも進めているのであ

るんですけれども、私、常々思うのは、東伊豆町は、この移住・定住促進に関してなんですけ

れども、他の地域に負けない特化すべきものは、町長、何かあると考えておるか、ひとつ教え

てください。自然がある、何があるというのは、あるんですけれども、ぜひその部分をちょっ

と教えて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） 空き家バンクに関しましては、これ本当、ホームページを見ていただ

ければわかると思います、ほとんど売買です。私もこの空き家バンクが今年開設して、大変興

味深く見ている中で、ほとんどが売買で、笠井議員も見ておわかり、私が知っているのは19件

中２件が賃貸で、全てあとは、分譲地とかありますけれども、売買でございまして、その中で、

町といたしても、その賃貸借の建物、これを登録してもらいたいというのはやまやまで、これ

はあくまでもその所有者が賃貸するということで、町から幾ら言ってもなかなかやってくれな

いのが現状でございます。町といたしましても、そういう物件があったらどんどん町の空き家

バンクに登録していただきたいとか、要望しておりますけれども、なかなか賃貸に関します現

状、町が発信しても登録してくれないのが現状でございまして、やっぱりそれが一つ、空き家

バンクのちょっと違った方向に行っているのかなと考えております。 

  やっぱり町が期待したのは、空き家バンクにおいて賃貸がどんどん減って、その空き家を

どんどんほかの人が借りてくれる、これを期待したんですが、現実に向きましては、もう分譲

というか即答売買の物件が大変多くありますもので、この一般町民が聞いておりました、賃貸、

貸す建物があるから活用してほしいと町に言っているのは、大変ありがたいと思います。そう

いう物件がありましたら、どんどん企画課のほうに言っていただければ、町としても大変あり

がたいと思います。 

  それから今、笠井議員が提案したリフォームに関しましては、これ制度上ちょっとどうか

はわかりませんけれども、今の制度を活用していくのは、それはちょっとまた原課に言わせま
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すけれども、一つの案として、やっぱり笠井議員が、どうしても町単か何かわかりません、も

しなかったらば、そう来る前にある程度きれいにした中でやってよと、これも一つの提案と考

えられます。それもちょっと検討させていただきたいと思います。 

  さらに、次の特化、これは、私はやっぱり漁業権との関係がありますので、私としてはせ

っかくに天草がありますから、この天草を何とかやっていきたい。それが一つの特化といえば、

これは言えるかわからない。これは漁業権等もかかわりがあります、やっぱり今は小さいんで

すが、大変重要と考えております。その中では、農業のほうはそういう若手の方がいますもの

で、ある程度のことはやむない。とりあえず、何とか漁業をしてやっていきたい、そう考えて

おりますので、これは漁業権とのかかわりが重要視されてきますもので、難しい面があります

と思うけれども、まず漁業を何とか、漁の中のその天草を何とか生き残していきたい、そうい

うことを考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井さん。 

（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。 

  町長、ちょっと特化というところで天草ということなんですけれども、移住・定住に関し

ての特化というのは、例えば自然が多いところに移り住んで生活をしていきたいと考えたとき

に、いろいろ考えると思うんです、自然豊かといえば伊豆半島も当然そうです、長野県だった

りとか、ほかにも九州だったりとか、いっぱいあると思うんです、その中で、エリアをその人

が選んでいく中で、じゃ、伊豆というエリアを絞ったときに、西伊豆町、南伊豆町、松崎町、

河津町、東伊豆、伊東、熱海、伊豆市、伊豆の国というふうに出てきますよね、沼津、長泉も

入ってきますよ、三島も入ってきます。そうなったときに、東伊豆町は、これがあるから来て

ねというものです。 

  例えば西伊豆町は、ふるさと納税のおかげかわかりませんけれども、幼稚園、保育料が第

１子から無料化という形になりました。これ強みですよね。田舎で生活して、子育て支援は当

町が見ますよと、子育てはもうバックアップをしますよ、だからぜひ来てくださいというのは

強みだと思います。南伊豆町に関しては、もう定住している方々が一生懸命、民間でネットワ

ークを張って、移住促進に邁進しているＮＰＯ法人とかが邁進をしている、要は先駆者がいる

ので移住しやすい、これも特化されていると。 

  東伊豆町に関してはどうでしょうかということなので、そこのところ答弁をお願いいたし
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ます。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） ごめんなさい。特化ということに対して、特色と言ってくれれば、ど

ういう特色があったのかという、町をＰＲするか、そういうことを言ってくれれば、特化と言

われれば何か特別なことかなと勘違いいたしました。ちょっと違うほうの答弁をしたと考えて

おります。 

  そうなると、うちの町の特色を、本当、うちは大変すばらしいものがあります。そういう

中で、やっぱりうちの町は子育て支援をやっていると思います。それは西伊豆みたいに人口が

少なくて、ある程度であれば、それは見ますよ。きのう言った山梨県の早川町も、これは本当、

子育て支援の中で、義務教育無料化、これは数百人の町ですけれどね、保育費無料化、修学旅

行費無料化、全てやっています。やっぱりそういうことをやっているんですが、今、うちは財

政が大変厳しい中でも何が特色があるかということになれば、やっぱりこれは自然としか私は

言いようがないと考えております。 

  その中で、我々は自然と思いますが、今度は地域おこし協力隊が来てくれれば、この町は

これで他の都会にはない、大変すばらしいところがありますよと、また言ってくれると思いま

すもので、そのときにも、あと特化という言い方はおかしいけれども、やっぱり南伊豆町が今

やったように、地域おこし協力隊が来た中で、内部ではこういうすばらしいところがある、そ

れが特色だよということを外部の人が言ってくれれば、大変ありがたいと思います。 

  それで、西伊豆町はもう本当に少子化の進む中で、ある程度財政が多少余力がありますも

ので、そういう子育て支援でも全部町が面倒を見ますよ、そういうことを言います。うちの町、

いいところ、それは言えないのが現状でございます。その辺を理解していただきたいと思いま

す。 

  その中で、うちの町に自然ということは、やっぱりそこ一番特色あると、これは確かに伊

豆半島全員そうでございましょうけれども、そういう中で、地域おこし協力隊がして、この東

伊豆町は、やっぱりほかにはないすばらしいところがあるということの中で、特色あるまち、

そういうまちづくりの中で、今、自分は考えております。何が特色といった場合に、やっぱり

自分にしたら、もう前々から子育て支援に対しては力を入れていると言っておりますけれども、

それは西伊豆町の無料化とか、そこ、全然言えませんもので、あくまでも子育てには全面的に

協力しますということは言いますけれども、それが特色あるとはなかなか言えないもので。や

っぱりそういう中で、この東伊豆町がいかに、前言った、じゃ、農業に特色のあるものをもっ
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とつくるとかね、やっぱりそういうことしか自分はないと考えております。地域おこし協力隊

の中で、じゃ、東伊豆町は外部から見たら、こう大変すばらしいところが、また違う意味で、

ほかにないところということを言っていただければ、それはまた特色あるこの東伊豆町のまち

おこし、そういうふうにやっていきたいと考えています。御理解願いたいと思います。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井さん。 

（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。 

  財政の部分はなかなか、西伊豆町に関しては正直、子供の数が本当に減っているので、正

直、第１子からもうやれちゃうというのは、現状あると思います。ただ、やっぱりどこも関東

圏もそうですけれども、千葉県の流山とかもそうですけれども、もう「子育てするなら流山」

というキャッチフレーズをつけるぐらいアピールをしております。当然、流山市は東京までつ

くばエクスプレスを乗れば30分以内の圏内でございます、もうベッドタウンになっていて、千

葉県内でも人口が増えている地域でございます。 

  やはりそういうところと比べちゃうと、どうしても場所的な部分というのはございます。

ですので、難しい部分というのがたくさんあるんですけれども、自然が売り、これは当然でご

ざいますので、そこは売りにしながら、財政面というところ、東伊豆町、稼いで、ぜひ子育て、

あとは移住・定住して雇用が生まれるようなまちづくりというのを町長にお願いしたいと思い

ます。 

  答弁は大丈夫です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第４問、白田海浜プール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） 質問４番目ですけれども、白田の海浜プールについてお伺いをいたし

ます。 

  維持管理費・修繕費の増加、利用者の低下等の問題で来年度以降の運営を見合わせるとい

うことですが、地域住民と観光客への代替案等は考えているか教えてください。 

○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） 

○町長（太田長八君） 笠井議員の第４問、白田海浜プールについての維持管理費・修繕費の
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増加、利用者低下等の問題で、来年度以降の運営は見合わせるとのことだが、地域住民及び観

光客への代替案等は考えているのかについてお答えいたします。 

  今定例会において、海浜プールの指定管理者指定にかかわる議案を上程させていただいて

おりますが、御承知のとおり、町内海浜プールの運営は老朽化の進行とともに修繕費の増大や

利用者の大幅な減少により、大変厳しい状況下に置かれております。白田海浜プールにつきま

しては、プールの漏水に加え、ろ過機の土台の腐食等で大規模な修繕工事が必要となっており

ます。 

  さらに、白田観光協会からは、毎年赤字運営とともに今後も観光客の利用者の増加が見込

めないことから、指定管理者から撤退したい旨の申し出を数年前から受けており、今年度をも

って運営を休止させていただくこととなりました。 

  なお、代替案等につきましては、地域住民や観光客の皆様には熱川の海浜プールやアスド

会館のプールの利用を考えております。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井さん。 

（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。 

  やはり老朽化と大規模の改修が必要、費用の部分がありまして、利用者がやはり低下して

いるというのは問題であります。もともと観光目的でというところもありましたので、いたし

方ない部分かなというところはありますけれども、地元のお母さん方からは、どうしても残し

てほしいという声はやはり多くあるんですけれども、なかなかそこの費用部分も考えると、声

を大にしてはなかなか言いづらい部分もあるのをわかっております。 

  その中で、熱川のプールを使ったりですとか、アスドの利用ということで町長からあった

んですけれども、白田・片瀬地区の子たちは、何とか自転車で行けば行けない距離ではないと

いうところはありますけれども、アスド会館に関しては、なかなかお母さん方、保護者の方々

が送迎をしないと、ちょっと厳しい距離ではあるかなと考えております。 

  ここで、ちょっと提案なんですけれども、代替案ということでアスドの利用ということな

んですけれども、夏休みの間だけでも城東地区、町のバスで構わないので、週何日か時間を決

めて、子供たちの送迎とかをやっていただくことは可能かどうかをお伺いしたいと思います。 

  また、アスド会館なかなかちょっと遠いということで、熱川小学校のプール、この夏休み

の開放を検討していただくことはできないかという２点を、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 
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○町長（太田長八君） そこのやっぱり白田海浜プール、いろんな理由で今年度をもって閉鎖

いたす、これは笠井議員が言ったように、本当、大変厳しい中で。それでやっぱり町といたし

ましては、観光客が、今まで利用していた地域住民が、いかに不便を感じさせないようにする

かが、ある程度のことと考えておりますもので、そうやっていくと。 

  そういう中で、今、笠井議員が提案された、夏休み中のある程度の期間のマイクロの運転、

これは検討させていただきます。自分が言っても、やったとしても、行きと帰り１回ずつだと

思うんですよ。その後、どういうふうに対応するか、これはまたいろいろ検討。前向きにひと

つ、やっぱり子供たちの夏休みの過ごし方は大変重要だと考えておりますもので、その中で、

基本的には親御さんたちが送迎するのが原則でございますけれども、多少、二、三日ぐらいは

そういうこともいいのかなと、笠井議員から提案されたもので、これはちょっと検討させてい

ただきたいと思います。 

  それから、熱川小の開放につきましては、これはなかなか大変厳しいものがあると私は考

えています。といいますのは、以前やっぱり熱川小のプールをやったときに、安全性といろん

な面で、保護者が夏休み、見た中で、それ開放したですから、やっぱりある程度、その保護者

というのか責任を持ってプールを見ますから、開放してほしいと言えば、それは考えますけれ

ども、何もない中で、ちょっと熱川小の開放というのはちょっと大変、自分自身は、今、厳し

いかなと認識しております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井さん。 

（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。 

  バスの運行に関しては、ぜひ前向きに検討をしていただいて、子供たちががっかりしない

ようなことをしていただきたいと思います。 

  熱川小学校のプールに関して、その監視員の問題等があるということなんですけれども、

そうですね、一番はやっぱり小学校のプールをあけてほしいなというのが私の願いでございま

す。その中で、管理に保護者の方々、なかなか今、お仕事がある中でやっていくというのは難

しい中ですけれども、白田海浜プールの管理に関しても、夏の間アルバイトという形で募集を

かけたりとかしていた経緯もあると思います、なかなか人が集まらないとか難しい部分もある

と思うんですけれども、ここの改修しないで、今年運営を見合わすということで、その部分、

少し時給を上げてでも、ちょっと人を確保していただいて、熱川小学校のほうをあけていただ
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けると非常にいいかと思いますけれども、その辺はどうでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当、笠井議員も地元のことを考えて、もう当然、その辺の要望はわ

かります。大変厳しい中で、やっぱり今の社会教育となると、多分、夏休み、プール教室なん

かやっていると思います。それに、ちょっと現状はわかります教育委員会から説明いたさせま

すけれども、それをプール教室にその子供たちがまず第一歩出てもらった中で、やってもらっ

た中で、アルバイトを募集しては、ちょっと今、町、本当に財政厳しいもので、子供たちには

本当に申しわけないと考えておりますが、町としてはできるだけアスドとか、そういう熱川の

海浜プールに行って遊んでほしいというのが現状でございます。その中で、社会教育でやって

いるプール教室が今現在もやられているならば、できるだけそれに参加した中で、多少そうい

うことをやっていただければ大変ありがたいなと感じておりますので、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） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ただいまの笠井議員の御質問なんですけれども、社会

教育のほうでは、毎年７月から８月、５日間ということなんですが、幼稚園から小学校３年生

までの子の、泳げない子供たちを対象にスポーツ推進員の皆さんによる「親と子の水泳教室」

というものが開催されております。現在は、そういうふうに泳ぎが苦手な子ということで、ま

たさらに幼稚園から小学３年生までということで区切っております。それもスポーツ推進員の

皆さん、教育委員会の職員の体制としても、人数が多いわけではありませんので、何か事故等

あった場合のことを考えますと、やはりそれ以上多くの子供たちをちょっと見るということが

難しい部分もあろうかと思っております。 

  そんな中で、保護者の方々にも協力をいただいた中で、子供たちを見ていただく。またさ

らに、何か事故があってからでは遅いものですから、もしそういった開放ということになりま

すと、ライフセーバーさんだとか、またはそういう救急救命講習などを受けた、ある程度の知

識を持った方の監視というものが必要になるのかなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井さん。 

（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。 
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  なかなかやっぱり厳しいなという部分は現状理解をいたしました。その中で、アスド会館

へのバスの運行、これを切に願って、夏までに何とかちょっと検討していただいて、今年の夏

からすぐできるように、ぜひ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） やっぱり子供たちが夏休みを大変楽しみにしていると考えております。

やっぱりプールで泳ぐことも、大変、海遊びも、楽しみにしておりますので。なるべくそうい

う子供たちの夢に沿うような形で町はやっていきたいと考えておりますので、御理解をいただ

きたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で笠井議員の一般質問を終結します。 

  この際、10時45分まで休憩とします。 

 

休憩 午前１０時２７分 

 

再開 午後１０時４１分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ、再開します。 

 

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

 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（村木 脩君） 次に、６番、内山議員の第１問、まちづくり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） 私は今回、１問を質問いたします。 

  まず、まちづくりについてということで、町長の考えるまちづくりの重点施策については

何か。それから２点目は、地方創生における当町の重点施策と優先順位についてはどう考えて

いるのかどうか、伺います。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 
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（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第１問、まちづくりについては２点からの質問ですので、

順次お答えいたします。 

  まず、１点目の町長の考えるまちづくりの重点施策は何かについてですが、行政運営の最

大目標は住民福祉の向上であり、住民の皆様が健やかに安心して暮らせるまちづくりでありま

す。 

  まず、当町の主幹産業である観光業の振興を図り、農林水産業や商工業と連携させた中で、

町内経済の活性化を図ってまいりたいと思います。 

  また、地震や津波などへの防災対策も重要施策の一つであります。５年前に発生した東日

本大震災で地震・津波の恐ろしさをまざまざと目にしたところであり、より一層の防災対策に

意を配してまいります。 

  さらに、人口減少への対応も喫緊の課題となっておりますので、出生数を増加させるため

の少子化対策や、転出を抑制し、転入を増加させる取り組みにも努めてまいります。 

  次に、２点目の地方創生における当町の重点施策と優先順位は、についてですが、地方創

生とは、人口減や雇用減に苦しむ地方経済の活性化を目指すことであり、地方経済を振興し、

若者を中心に地方の人が地方で職を得、豊かに暮らせるようになり、そして、人口減少対策に

もしていこうとするものであります。 

  地方創生実現のための礎として、本年度中に総合戦略を策定いたしますが、基本目標を雇

用の創出、子育て支援を初めとした少子化対策、移住・定住の促進として基本目標に沿った

個々の施策を展開してまいります。 

  ただ、特定の施策を講じることによって短期的な効果を期待することは難しく、中長期の

視点で着実な取り組みを積み重ねていくことが重要であり、また、優先順位をつけずに複合的

に施策を展開していくことで、より効果が生まれるものと考えておりますので、御理解を願い

ます。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山さん。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 今の町長、言った住民福祉と、それから産業振興ですか、それと防災、

それから子育て支援というのは、そういう点を挙げましたけれども、私、これから地方の自治

体については、人口が減少して、経済が当然衰えてくる、それで財政が緊縮する社会になると

思うんです。 



－111－ 

  そういうことを踏まえて、２番目の地方創生の関係もあると思うんですけれども、当町に

ついては2040年に出生率が1.8人で、人口が8,046人を推計しております。 

  しかし、私、今、考えているのは、町長のまちづくりというようなことでの観点について

は、町長の姿勢は、行政運営は手がたくやっていただけるんだけれども、実際にどんなまちを

つくるかというのは、前も言ったこともあるんですけれども、絵図面というか、そういう骨格

があるようなものがないんですよ。住民に将来、例えば2040年について、どういうまちになる

かということが見えない。そのことを私はいつも疑問に思っているわけですよ。 

  だから、これからのまちづくりについては、コンパクトなまちといいますか、コンパクト

で、それから住民生活がサービスが低下しないような、そういうことと、それからもう一つは、

広域行政といいますか、今日も県からいただいた資料がありますけれども、こういうことを踏

まえて、広域でやっていかないといけない。まず小さなコンパクトなまちづくりといいますか、

そういうものと、それと広域行政というか、そういうものを考えてやっていかなきゃいけない。 

  そういうものを踏まえて、私は町長に何度か言っていますけれども、絵図面を書いていた

だきたいと思うんですよ。それは、１つは、新たに今度は施設整備だとかそういうものをしな

い。それと町の遊休土地だとか、あるいは不動産だとか、あるいは公共施設の統合だとか、そ

ういうものを含めて考えていくような格好にして、それでもあっても、その経済をできるだけ

維持して住民サービスが低下しないようなまちをつくっていただくようなことをやっていきた

いと思うんです。そういう構想を策定することができるかどうかというようなことを、まずは

お聞きします。 

  それと、２点目の地方創生についてですけれども、これは町長は、中長期的なものであっ

て、優先順位をつけないというようなことですけれども、私はこの資料を、皆さん、議会のほ

うも交えて、それから、いろんな委員さんが骨を折っていただいて、役場の事務当局もいろい

ろやっていただいたんですけれども、それでこの地方創生の柱というのは、３本の柱があって、

しごとづくりと、それから結婚だとか子育て支援が２つ目、それから３つ目については、住み

やすく住みたくなるようなまちづくり、そういうものの３本の柱を掲げてやっているんですけ

れども、この３本の柱の中に、もういろんなものがたくさんあるんです。それこそ五目飯では

ないけれども、あり過ぎなんですよ。そうすると、これ総合戦略というか、総合戦術であって、

戦略ではないと思うんです、私は。 

  そういうものも踏まえて、余り多岐にわたりましていろんなやりたいことがあって、行け

行けどんどんやっていくというようなことは、なかなか無理があると思うんですよ。そういう
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ことで、今このできたメニューを見ても、職員の負担が膨大にあるんです。職員が相当数が少

なくなっている上で、これだけの数をこなす、例えば観光商工課あたりについては、10本も15

本もあるんです。そういうものを踏まえて考えたときには、やはり重点施策、それから優先順

位をつけるということが非常に大事だと思うんです。そういうことをもう一度、委員会のほう

に持ち寄って、再度検討していただいて、重点的なものと、それから優先順位ということを掲

げてやっていただくようなことがどうかな、それをもう一度検討してもらえるかどうか。 

  それともう一つ気になったのは、この間の全員協議会の中で、八代医院さんのところから

お試しの住まいということがありましたけれども、それの管理も、事業運営についても、役場

のほうの企画課がやるようなことがありました。一部、先ほど皆さんが質問があった地域の協

力隊といいますか、そういうものも入ってですけれども、実際には役場のほうはメニューを、

こういうメニューがあるからどうかということを民間に提案をして、それで民間についてのフ

ォローをしていくことが仕事ではないかと思うんです。そういうことの位置づけを、やはりも

う一度明確にするということも含めて、そういうことをもう一度委員会で検討していただくこ

とができるかどうか、その辺をまず伺います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） いつも抽象的なことを言って、内山議員にはどうやって答弁していい

か、本当わからない。 

  そういうようなコンパクトシティーも前々から内山議員、言っております。その中で、町

もそういう、国の施策でもありますコンパクトシティー、本当に小さい中で本当にコンパクト

でまとめたい。しかし、うちの町は稲取から大川まであるんですよ。これをいかにコンパクト

にまとめるか、これがなかなか難しいのが現実でございますので、これは、まとめればまとめ

ていきたいと。地形上の問題がありますもので、そういうまた考慮したところで、これは国の

施策がありますもので、それはその辺でやっていきたい。また、広域行政に関しましても、こ

れはもう何回も言っても、合併をしないかわりに、行政が広域でできるなら広域でやっていか

なきゃならない、これはもう７市６町の首長会合、そういう考えの中でやっております。これ

でだんだん税収が減っていく中で、やっぱり共同でできるものは共同でやっていく、これが基

本的な考えでございますもので、それが私は再三再四、町の者たちはいつも文書の人が口頭で

広域行政、これは当然やっていきますよ。しかし、今度は１市５町の賀茂郡の広域連携、後で

質問が出ると思います。これ大変いいことでもありますし、またデメリットもある。このこと

は理解をしていただきたいと考えておりますので、１点目の、コンパクトシティーは、まあそ
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う考えておりますので御理解いただきたいと。 

  その次、地方創生の総合戦略、これは基本的にはＫＰＩとアップの指標目標があります。

これをここまでやるんじゃなくて、一応ここまで目標にしてやるんだという中で、これは完璧

ではありませんもので、その辺は御理解願いたいと思います。これはあくまでも国のほうで、

総合戦略の中の、なければ地方創生の交付金というのはいただけないという中で、あくまでも

この５年間のＫＰＩ、指標、それをつくらなければ、その国のお金はもらえませんという中で、

これをつくったということは理解いただきたいと思います。 

  また、これを委員会に返すことは考えると、そうなると、これをやっていく中で、また委

員会の皆さん方に検討していただきますが、これを前提または再度また委員会のほうに付託し

て見直すということは今、町では考えておりません。と申しますのは、有識者会議もあります。

議会のほうからもあるという中、それで最終的なのは総務官僚調べた中でこれで行きましょう

といって行きましたもので、この総合戦略をまた委員会で戻してやるということは考えており

ませんけれども、これを実践する場合は、当然、委員会の方々にも相談しながらやっていく。

これは、その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに、お試し居住につきましては、ただし、行政が主導では、本当、内山議員が言った

ようにうまくいきません。そういう中で、全員基本となると、やっぱり企画調整課がやります。

当然、そのときには、地域おこし協力隊が中心になってやっていくということも、また新たに

企画のほうに聞きました。それで、将来的には、あの辺がまたＮＰＯかどこかが出てくれば、

またＮＰＯに任せていきたい、そういう考えでございます。あくまでも行政主導になると、内

山議員が言ったように、何かとよくありませんもので、それは町といたしても考慮していきた

い、そう考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山さん。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） まず、まちづくりの町長の考え方というか、その中で、今、まとめ方

ということを町長言いましたけれども、私は再三言っているように、これはもうはっきり、例

えばそういう遊休の不動産だとかそんなことで、例えば骨格ということは、学校については中

学校は１つですよ。あるいは小学校は、１つあるいは２ついいですよ。そういうものをちゃん

とわかるように。住民にはわからないですよね。だから、簡単にそういう形のものを絵図面と

いうか、住民がわかるような形にして、それで施設の目標を持った格好の中で、そういうふう
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に何をするかということがわかると、もっとわかりやすいと思うんですよ。それを私、言って

いるわけです。 

  それから、もう一つは、何というか、浄水場だとか、そういうものについても50億もかけ

てやるのかどうか、そういうことも皆さん、大きいお金ですから。それで、今度は同じように

ごみの焼却場についても、修繕しますよ、それももう少し、だから、こういうことだから、こ

うやりますということがわかるようにしていただくふうな格好のことをすることが大事だと思

うんです。 

  これで、今、だから合併しない町はどうしてもコンパクトの町と、それから、広域の行政

ということですから。私が広域行政の中では、県がいうことが全部正しいということではあり

ません。だけど、しかし、今、一つの浄水場の例についても、例えば河津と一緒になって、河

津の水を引くようなことを考えて、50億もかかるようなその浄水場をつくるのが果たしていい

のかどうか、そういうものの検討、それから葬祭、火葬場についても今、下田で一緒にやって

いますよね。そういうことと同じように、今度、ごみのエコセンターの関係も今、修理が例え

ば終わって、次回までの時間、例えば2040年、あるいは30年の前の間に、今度はまた大きくや

らなきゃならない部分が出てきますよね。そういうことについては、やっぱり小さまちをつく

るだから、賀茂郡全体でやるようなことをしますよ、考えますよ、そういうものを的確につく

っていくことが大事だと思うんですよ。 

  それともう一つは、住民サービスが低下しないようなことも含めてやっていかなきゃいけ

ないんですけれども、それには経済を維持するようなことの施策を今、町長、一生懸命やって

くれますから、それと住民生活が低下しないような格好。だから、そういう中で、財源は今言

ったような形の中で、削る部分と、それからふやす部分というようなことを、もう一度考え直

してやっていただく。 

  それで、私は、先ほど皆さんが質問していたふるさと納税についてできるだけやる、やる

ことが大事だと思うんですよ。私も町長言っているところの哲学だとか理念わかります。だけ

れども、例えば商売で５割ももうかるような商売、絶対ありませんよ、１割か２割です。そう

いう中で、半分ももうかるんですから。 

  それで、それについては財源があったもので、先ほど笠井議員が言った子育ての支援だと

か、そういう方面に住民の水準が低下しないような形を取り戻すことが大事だと思っています。

そういうものをぜひ実施計画というか、この財政規模に基づいた格好で、専門家を入れた格好

の中で、早急にそういうものをつくって、住民がわかる絵図面というようなことをつくってい
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ただくことはどうか、再度また伺います。 

  それと、地方創生についての関係ですけれども、これは委員会で再検討ができないという

ことであれば、私は今のメニューの中で、行政があくまでもやるではなくて、例えば産業団体

連絡会の中にこのものをおろして、そこで漁協がこれはやる、担当、これは漁業者がちゃんと、

農協担当、あるいは観光課が担当、それから商工課が担当と、そういう形のものをつくって、

それを産業の中に一回おろして協議していただくような格好。それと、産業団体におろした中

で、今度は各部署で検討したものの中で優先順位を決めていただいて、それでフィードバック

して、今度は産業団体連絡会の事務局会議というか、そういうものを頻繁にやる。例えば毎月

やってもいい、あるいは２カ月に１遍ぐらいやるような形をつくってやっていくことが肝要だ

と思うんです。そうすれば、役場の姿勢ということは、あくまで方向陀を示して、それからか

じ取りをして、それから、それについて確認をして、やっていけなければ、これやってほしい

よとかという中で、この地方創生…… 

○議長（村木 脩君） 内山議員さん、監査委員の立場がありますから、そこのところは、も

う少し個々の事業に入らずに、構想的な部分で質問してください。 

○６番（内山愼一君） はい、わかりました。 

  だから、今、私、言ったような形で、一回行政の仕事ではなくて、やっぱり民間の仕事に

させるような形も含めてフィードバックさせて、産業団体連絡会の事務局の担当かしら、会議

だとか、そういうものの中で詰めていくような形を望みたいと思いますけれども、いかがです

か。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点目で、私は内山議員がコンパクトなまちづくりと言ったも

ので、コンパクトシティーを想定したですよ。それで答弁させていただきました。 

  それで、再質問になると、内山議員が言った町の行財政改革ではないですか。やっぱり行

財政改革は当然そういうことをやっていくと、それは示していかなければならんと考えてござ

います。やっぱりコンパクトなまちづくりというのは、今の内山議員のだと、町の行財政改革

のことだ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。 

  その中で、広域行政、これはもう基本的には余り、町は、１市６町で定期的に年何回かや

っている中で、今度は火葬場もちょっと大分古くなってきたもので、今、１市２町でやってお

りますけれども、これも、じゃ、西伊豆を含めてはどうかということ、広域でやらなきゃ、や

っぱりこれからは広域でできることは広域でやっていきたいと考えておりますので、その辺、
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当然、費用対効果というのが、やっぱり少ない費用の中で、これは今後、広域行政、ますます

私は増えていくと考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

  次に、この総合戦略、これはあくまでも担当の課でありまして、実際やるところは、当然、

内山議員言っているように、下におろすところはおろす、これはあくまでもこの課が全部やる

んではなくて、この課が担当でありまして、当然、この担当課のやること全て大変でございま

す。この担当の下に、当然、この役場の担当する課が観光商工課という中で、当然、産団連の

中へおろすところはおろす、そういう考えでございますもので、そういうものは御理解願いた

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） 今、町長、私の考えもいつもわかっていただくと思いますけれども、

町長、私、いろいろやっていないんではなくて、やっていますけれども、もう少し住民が見え

る形で、こういう形のものをするから、こういうことをしますよ、こういうまちをつくるから、

こういう形でしますということを明確にしていただきたいことと、それから、地方創生につい

ても、役場の職員にも負担がかからないで、十分、皆さん、各団体におろして、それから民間

の方にもおろした中で、うまく組織をつくって、システム的につくってやってほしいというこ

とが希望でありますから、その辺を十分に踏まえて、まちづくりを含めてお願いしたいと思っ

ています。ありがとうございました、どうも。 

○議長（村木 脩君） 答弁は。 

○６番（内山愼一君） もしあれなら。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然行財政改革におきましては行政というのがありますもので、当然、

将来的には、何年先のというか、とりあえずしろというようなことですから、やる。例えば水

道に関しても工事をやる。やっぱりそれがあと、町民には今後示していきたいとは考えており

ます。 

  さらに、地方創生におきましては、本当、役場の担当課の職員に過労がいかないように、

やっぱり今、一番、自分が危惧しているのは職員のストレスでございますが、これがなるべく

かからない方向で、この地方の総合戦略にのっとってやっていきたいと考えておりますもので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 
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  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で内山議員の一般質問を終結します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時０２分 

 

再開 午後１１時０３分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 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、サイレンの使用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） 通告に基づきまして質問させていただきます。 

  まず、第１問、サイレンの使用について質問をいたします。 

  消防の広域化に関連をして、町では火災時にサイレンを鳴らさないというようなこととな

りました。そこで、町民にわかりやすく２点について御説明をいただきたいと思います。 

  火災時にサイレンを鳴らさないという、この理由というものをひとつ明確に御答弁いただ

きたい。 

  また、火災以外のサイレンの活用については、現状として何があり、それについての対応

はどうなっているのか。 

  この点についてお願いします。 

○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） 
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○町長（太田長八君） 山田議員の第１問、サイレンの使用については２点からの質問ですの

で、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の火災時にサイレンを鳴らさなくなった理由は、についてですが、消防救急

広域化に伴い、指令業務の統合として駿東伊豆消防指令センターを構築し、本年２月から共同

運用を開始するとともに、災害対応についても方面ごとの部隊運用となったこと等により、サ

イレン吹鳴を行わなくなったものであります。 

  ２点目、火災以外のサイレンの活用には何があり、どうするのかについてお答えいたしま

す。 

  サイレンの活用で決められているものとしては、東海地震の警戒宣言発令の周知、国民保

護法による武力攻撃に対する警戒の周知等の使用があります。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） じゃ、具体的にちょっと、ちょうど質問を通告しましてから、２月

24日と３月８日に消防の出動がありました。現場でその状況を、私、確認しておりましたけれ

ども、まず２月24日の奈良本地区での出動の件ですけれども、これは結果的には、ほとんどぼ

や程度ということでした。昨日も答弁しておりました。 

  しかし、現場へ行って、隣の方も、その裏にお住まいの方も、救急車が来て、どこで何が

あったのかというふうに、うろうろ出てきて、結果として火事だったんだと、結果は大して火

も出ていないわけだから、ああよかったと、風もなかったから今日よかったねというような話

だったんです。 

  昨日の消防長の答弁の中で、24日の段階ではサイレンは鳴らさなかったけれども、消防団

員がちゃんと待機できたというようなお話が昨日もありました。 

  しかし、あの火事、出動についていえば、17時45分ごろ出火したということで、私の携帯

には16時３分に行政メールは来ました。この時間であれば、消防団員が待機するということに

ついて見ると、ある程度確実に大丈夫だと思われる時間帯だったんではないのかなというふう

に思うんですよ。みんな町民の皆さんが考えるのは、そういう時間ではなくて、もっと遅い時

間とか朝方だったらどうなんだろうということが、一番やっぱり町民の皆さんの中では心配事

にあるんではないかなということが一つあります。 

  昨日、消防長の答弁だったかと思うんですけれども、確かにサイレンを鳴らすことによる

一定のマイナスとして、最近、消防車よりも近隣住民の方々が多数参集をされて、町長、やっ
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ぱりなかなかというときも確かにありました。それはやっぱり消防団のほうが、サイレンを鳴

らしたら、消防署の消防車よりも早く今までは来て、その非常線を張ったりして救急車両、消

防車両が来ることについてちゃんと案内できたんだけれども、なかなかそういう部分ができて

いない面もあるんだろうと思うんだけれども、しかし、この考え方についていうと、一方で、

今まで消防車が来なくても、自衛消防団などが消火栓をあけて消火活動をすることによって、

未然に火事を、延焼を食いとめるというようなケースもこの間ありました。 

  やっぱりこの、すみ分け・仕分けというものをちゃんとしていかないと、昨日のような御

答弁と考え方でいった場合に、じゃ、サイレンを鳴らさないということは、消防団も近隣の

方々も消火活動は協力しなくていいのかなというような、考え方にやっぱり受け取ることもで

きるわけですよ。確かに消防団の力というのもちょっと昔から比べれば低下はしているので、

じゃ、そのときどうするんだということについては、サイレンの問題と、ある面では、僕は分

けて考えないといけなくて、やっぱり近隣の方々に場合によっては延焼のおそれがある場合に、

その危険性を知らせるサイレンの活用と、サイレンの活用によって、消防団なり、また近隣の

方々が迷惑になるような、町長言われたのは野次馬的ではなくて、しっかりとまず消防車両が

現場に到着できるような配慮はやっぱり近隣の皆さんにもお願いしていただくというようなこ

とが、少なくても大都市部ではない東伊豆町においては必要なんじゃないかなと。ここのとこ

ろがやっぱりもう少しよく考えていかないと、広域に合わせるだけではいけないという問題が

あると思います。 

  ２つ目に、３月８日の出動の件ですけれども、これは田町の公民館の火災報知機の誤作動

の連絡が結局広域に行ったら、消防車の出動になったと。私、改めて東伊豆町の消防警報規程

等、見てみると、火のおそれのある場合についていえば、警防活動において、状況がどうある

のかということの把握をするというのは、消防警報規程にはあるわけですよ。これが119番と

いう通報だったがためにそうなったのか、広域のためにそうなるのか。また、今後もこういう

ことがあると思うんですよ、火事とは断定できないと、その段階で煙も火もなかったんだから。

そういうものについてのやっぱり消防署への問い合わせ、連絡というのは、いわゆる警報上の

問題としても起こり得るんだと思うんですよ。そうした場合には、やっぱりすみ分けの問題と

いうのも、３月８日の消防車の出動を見ていると問題としてあるんじゃないのかな。そうする

と、やっぱりこれは精査すべき問題がそこにはあるように思うんですけれども、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、今、山田議員からいろんなことを言われて、確かに考慮すべき

点かとは。 

  まず、消防の救急、これは広域化になりましたもので、全市町、サイレンは吹鳴しません

よという中で、うちの町もやっぱり広域行政に入った中で、やはり皆さん方と一緒にいきたい。

そういう中でサイレンの吹鳴を行わない。その中で、やっぱり山田議員が言っておったように、

火災が起きても近隣の方がわからないとか何かというのは、第二義的なことは、また今後考え

ていかなければならないなと考えております。 

  まず、申し訳ないけれども、やってみて、３月６日の区長会のときに団長が来まして、さ

っき言ったようにやっぱり消防自動車が早く着いて、そういうメリットがあったと聞きました。

ああ、そういうメリットがあるのかな。しかしながら、やっぱり近隣の住民に対して知らしめ

ること、そのときでも今までは本当にボランティアとして近隣の方がサイレンを聞いて消火活

動をしてくれた。これも大変重要なことと考えておりますもので、その辺、また今後いかにし

て住民とのコンセンサスをとるかということは大変重要だと考えておりますもので、これはち

ょっとまた検討させていただきたいと思います。 

  さらに、次が３月８日のこのサイレン、多分119番して、そのままになったもので、消防

車が出たんじゃないかと考えておりますもので、それはちょっと消防長が後、説明をいたさせ

ますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） ３月８日は、田町の公民館の自動火災通報装置の感知器の誤発報

ということで、消防車が出動いたしました。これは119番をして、指令センターに通報された

中での指令に基づいた出動ということで、これまでにも消防車が火災以外に出動するものとし

て、交通事故の救助出動であるとか、ＰＡ連携といいまして、救急の出動で患者さんを搬出す

るのに、高層階であったり搬出困難な場合につきましては、消防車が一緒に出て、協力をして

搬送するということもございます。これらにつきましても、これまでにもやってきたことであ

りまして、これらの出動の際にはサイレン吹鳴はしておりませんし、消防団の周知、住民の皆

様への周知もしていないわけでございます。今回は119番に入った際に、自火報の誤発報だと

いうことで情報は入っておりましたけれども、誤発報の原因が何なのかということがあります

ので、消防指令センターの統一した出動命令として緊急走行していって確認をしなさいという

ものは統一して図られているわけでございましたので、それに基づいた出動ということでござ
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います。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、やっぱりサイレンによって今まで守られてきたというのか、

逆に言うと、火事によって、やっぱりここ単独消防できてから見れば、本当にそんな大きな火

災というのは数を数えるほどかもしれませんけれども、しかしその前を含めると、町中が本当

に被害を受けるとか、そういうこともやっぱりあるんですよね、町民の皆さんの中には。やっ

ぱりそういう経験の中から、危険を知らせてくれるサイレンというものの重要性というものが

認識をされ、定着をされているという中での今回の改革ということだと思うんですよ。 

  この消防団の問題については、とにかくあるわけですけれども、現場対応については、消

防団、地域の方々がしっかり初期対応をしていただくことについては、やっぱり位置づけをし

て協力していただく必要があるし、２月24日の場合でも、もしあの段階で火事だった場合には、

現場に出動していた消防車自体がやっぱりサイレンも、悪く言えばぶん流して、町民の皆さん

に危険をやっぱり知らせなきゃいけないと思うんですよ。そういうことにはなっているんです

よね、消防の体制は。いわゆる同報無線やなんかにやっているサイレンを一切火事で使わない

としても、現場に行ってそれが危なかった段階で、あの出動している消防車がサイレン等を通

じて危険をやっぱり住民に知らせなかったら、とんでもないことになり得るんじゃないかとい

うのが、２月24日のときの、やっぱり私が見ていた思いなんですよ。 

  だから、そういうことはしっかりやられる仕組みがあるかどうかということ、また、消防

団、地域の方々に、やっぱり東伊豆町は少なくても伊東とも違うというのは、伊東やなんか、

今まで消防署だけで、分駐所も含めたら消火活動がある面できたかもしれない。でも東伊豆町

は、消防署はあったけれども、消防署の消火機能を、非常線を張り、水利を消防団が確保する

という、この中で維持してきたわけだから、そこをやっぱり丁寧に役割の分担、また変わるこ

とは何か、変わらないことは何かということを皆さんに説明をしていかないといけないし、そ

このところをもう少し丁寧にやっていただけると。 

  ３月８日の問題でいうと、やっぱり救急車の出動や火事による消防車の出動という問題は

119でいいと思うさ、これはね。ただ一方で、その本当に通報した人とも話したんだけれども、

煙も出ていない、年中近所の人からすると、いや、ここは建ってからもう20年来、年中、誤作

動を起こすんだよというような話もありましたけれども、そういう中での警防的な活動ないし

一定の問い合わせというようなことというのは、消防署のほうに119とは違って、東伊豆町消
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防署なり、名前のあれはあるけれども、消防署のほうで対応できる窓口、電話というのはある

わけでしょ。その辺もやっぱりすみ分けないと、全て何か心配なこと、相談事があったら全部

119に行っちゃうなのか、この辺もよく考えて仕分けていただきたいとうことがあります。 

  最後に、町長、やっぱりもう一つは、さっき言われたように、国民保護法に、サイレンの

問題でいうと、ここに出しておきましたけれども、特別警報の問題については、これは全部活

用されるというふうに考えてよろしいんでしょうか。やっぱり火事のときに鳴らない、しかし、

いわゆるＪアラートによって、いわゆる日本国へのミサイル等の攻撃状況であったり、津波で

あれ、またそのＪアラートが作動され特別警報が出されるという、その非常時についてはサイ

レンは活用されて、その危険について町民に告知されるという、ここのところについては残っ

ているというふうな解釈をしてよろしいんでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） このサイレン吹鳴は、これはサイレン鳴らないよと言ったときに、本

当にいろんな方からそういう不安感、言ってきました。そういう中で、ずっとやっておる中で、

やっぱりサイレンが鳴らなくなると、多分町民は本当に不安に感じると思います。これは自分

自身でも思いますのも、まずやっていただいた中で、またいろんなことが出て、またそれはそ

のときに対応させていただきますよと、そういう答弁をさせていただいております。それで御

理解願いたいと思いますし、また、３月８日ですか、これちょうど田町区長に会ったときに、

ごめんなさい、ちょっと誤まってやっちゃったようなことを言われましたけれども、それの対

応の仕方は、ちょっとまた今後どういうかなというか。 

  さらに、やっぱり今度サイレンが鳴ったら、町民の方、本当にこれは大変な命にかかわる

問題ですからという中で、今度サイレンはもう鳴らします、これに関しましては。何しろサイ

レンが鳴ったら、もう本当に町民の方に関して今の段階では命にちょっとかかわる問題があり

ますもので、これはすぐ対応していただきたいと思いますし、また町も情報をどんどん流して

いきたい、そういう考えでございますので、御理解願いたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） 消防自動車のサイレンの目的は何かということでございますけれ

ども、あのサイレンにつきましては、いち早く現場に行くということで、通常の道路を走行し

ている車両に対してサイレンを鳴らして優先走行をさせていただくというためのサイレンであ

ると認識をしております。 

  それと、119番以外の電話はないのかというところでございますけれども、現東伊豆町の
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消防本部の電話、95-0119というのは残りますので、そこに問い合わせていただければ、119番

以外のことに対してはいろいろと対応ができると思いますので、御理解のほうをよろしくお願

いいたします。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） いずれにしてもＪアラートを含めた特別警戒情報の問題は、これは

わかったんです。 

  それで今、消防長、言われたように、この窓口の対応、当然、救急車や消防車が必要な場

合とそれ以外の問い合わせも、ちゃんと窓口は残るよと、これもよくわかりました。 

  そうすると、１つわからないのは、２月24日の火災のときのような状況が、もしあれがぼ

や程度でなくて本当に延焼するような火災であった場合に、近隣の方々にどういう手段を使っ

てその危険性というものを伝えるのかという、ここが残るんですけれども、どういう手段でや

られるんですか。本当にあのときは、出てきた人たち、うろうろしているんですよ。僕も６時

10何分ぐらいに行ったんだけれども、何だ、何だと言って。そういう状況になったわけ。だか

ら、じゃ、救急車でそのサイレンを鳴らして危険を伝えてくれるんですかということを申し上

げたんですけれども。風も強い日というのもあるでしょう、雨が降ったり、いろんなことがあ

る中で、近隣で本当の火事が起きたときに消防車は駆けつけますよと、サイレン鳴らないとい

うことを前提にしたときに、どういう手段で本当に近隣の方々が避難できるような指示なりを

消防活動の中では行われるのか、そういう手段もわからないと、町民としたら非常に不安な中

で、サイレンが鳴らないということだけがひとり歩きしてくると思うんですよ。本当に火事だ

ったときに、駆けつけた消防車と消防隊は町民に対して何をしてくれますか。 

○議長（村木 脩君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） 確かに情報伝達が変わって、これまでの消防団の招集のためのサ

イレンがなくなったということで、それをもとに住民の方が火災の発生を知り得ていたという

ところが変わってきたのは、当然あることでございます。これは、常備消防が設置される以前

から行っていることでありまして、それが組合消防になって変わっていったということで、火

災発生当初の、住民の方が火災を知るという状況は変わってきているのは確かでございます。

もともと火災が発生した、その建物あるいは防火対象物の方については、火災が発生した場合

には早期の通報、消火義務というのがございますので、それをやっていただきながら、当然、

大きな施設であれば防火管理者という方もいらっしゃいますので、近隣の住民への周知もして
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いただくというような対応も必要かとは思います。それによって消防隊が出動して消火作業を

して被害を最小限にとどめるということで、現在は対応していくというふうに考えております。 

  情報の伝達ということですか。 

○１４番（山田直志君） 答弁が抜けているんですけれども。 

○議長（村木 脩君） どこの部分ですか。 

○１４番（山田直志君） だから、実際本当に火事だったときに、どういう形で近隣の方々に

その危険性を知らせるのかということをはっきり言ってもらわなかったら、今までサイレンで

危険性を感じていた人たちが、実際同じ町内、場合によっては隣の家で火事があったって、わ

からない状況に置かれるじゃないですか。その危険性をどういう形で消防署なり消防が皆さん

に伝えてくれるんですか。それじゃないと、延焼して焼け死ぬ人だって出ちゃうじゃないです

か。そういう不安をみんな持っているわけですよ。そこのところを僕、聞いているんです。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然そういうこと、最悪のこと考えられます。しかしながら、これは

うちの町だけのことではないんですよ。山田議員が言ったように、本当に町もその点は心配い

たします。しかし、あくまでも広域の中でやっている中では、南伊豆も下田もなくしました。

もう全体的にそういうふうになると。 

  やっぱり町民の安全・安心を守る、これは一番でございます。そういう中で、やっぱり火

災が起きたときに、まず周りの人がわからないじゃないか、これは確かでございます。それに

関しては、それに知らしめるということは、多分ほかの地区のこともちょっと検討させていた

だきます。どのようなのが一番いいのか。今のところ、その案というのがなかなか見つからな

いのが現状でございますけれども、基本的に今までよその町を見た関係では、都会でも、一応

ほとんどメール発信であると、差異のあることになりません。 

  やっぱり山田議員が言ったように、今まで地域がその慣習の中でサイレンが鳴った。しか

し、サイレンの本来の目的は、消防長が言ったように、現場へ着くまでの一番の交通安全性、

しかしそれは、町民は認識としては、サイレンが鳴れば火事だ、そういった放送がある、こう

いう頭がありますもので、なるべく本件もその辺を切りかえていただきまして、さらに火事に

なった近隣の住民の方、これはこれで早く消防自動車が行って、当然、行くまでにサイレンが

鳴らしますと思いますもので、その辺でとりあえず認識していただくのかな、その安全性とい

うことは、やっぱり町としても、それは町民の変わったことによってどのようになるか、これ

はちょっと検討させて、遅いにしても、とりあえずは、やった中でその安全性を確保していき
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たいとは考えておりますもので、やっぱり最悪の場合そういうことも起こることも考えられま

すので、基本的にはそういうことが起こらないような方向でやっていきたい。何しろ言ってい

ることはわかりますよ。理論的にはそうですよ。しかしながら、現実問題として、そういうこ

とがなかなか厳しいということは自分自身は考えております。その中で今回この広域の中でサ

イレン鳴らさないという中で、やっぱり町民の方には真摯に、この町のことは消防団を通じた

中で説明していきたいと考えております。やっぱり100％その類焼を防ぐ、これ100％、私はっ

きりいって言えません。その100％町民の安全を守るということは、これは理論上のことであ

りまして、私は現実には大変厳しいと考えております。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、防災対策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） 第２問、防災対策について質問します。 

  いよいよあすが東日本大地震のやっぱり５周年目ということで、復興は非常におくれてお

りますし、２月末の現在でも、17万4,471人の方がいまだ避難者というような状況もあります。

さらに、昨年度末でも3,407人の方が関連死ということも言われておるということで、生活と

なりわいが、再建するという道のりは大変厳しいという状況を感じております。そういう中で、

この震災に学びながら４点について質問をしたいと思います。 

  まず、情報伝達の根幹として導入されましたデジタル無線の通信状況については、改善を

されたかどうか。 

  次に、避難についてですが、現在、訓練が各自主防を主体でやっております。これは大事

なことでありますけれども、専門家がそこにいるわけではありません。自主防の訓練へ職員が

参加をして指導をする、また支援するということが必要ではないかというふうに感じておりま

すが、いかがでしょうか。 

  次に、町民に避難のルールの確立、または安否確認の徹底を図る必要があるというふうに

思っておりますが、どう対応されていきますか。 

  さらに、県によって説明会が開かれました津波警戒区域（イエローゾーン）について、昨

日も新聞において決定をされるということが載っておりましたけれども、この課題が何かある

のか、その点について御答弁をお願いします。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 



－126－ 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第２問、防災対策については、４点からの質問となってお

りますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目のデジタル無線機の通信状況は改善されたのかについてですが、昨年、県が

整備した伊豆大島の中継局が完成し、５月に供用開始され、これまでより大幅に通信エリアが

拡大され、改善されたものと考えております。 

  次に、２点目の自主防の訓練への職員指導・支援をについてですが、各地区には町が委嘱

した３年任期の防災委員がおり、地区の防災体制、訓練など自主防災会の役員の皆さんと話し

合いが行われていると考えております。 

  町としましては、訓練メニュー、防災体制への助言など、自主防災会からの要請に応じ、

職員が必要な支援をしておりますので、引き続き協力していきたいと考えております。 

  次に、３点目の避難ルールの確立と安否確認の徹底は、についてですが、津波避難につい

ては、これまでもお願いしておりますが、避難のルールとして、揺れたら「すぐ避難、逃げ

る」を住民の皆さんにはお願いしたいと考えております。 

  また、現在、町内で津波対策地区協議会において、ハード整備、ソフト対策について協議

をしていただいており、28年度には、協議内容を踏まえた津波避難計画の策定を予定しており

ます。 

  次に、安否確認については、自主防が居住地の近くに設定した一時避難場所での安否確認

に加え、西区、北川区で実施しております「黄色いリボン」「黄色いハンカチ」の導入など、

地域の特性に応じ、地域の人材を活用した安否確認を行っていただいているものと考えており

ます。 

  次に、４点目の津波警戒区域（イエローゾーン）の課題についてですが、津波警戒区域指

定については、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、県が公表した津波浸水想定区域が

指定の範囲となります。 

  課題としましては、住民から地価の下落への影響に関する意見が出ておりますが、県が不

動産鑑定士会、区域指定がされている他県などへ確認したところ、地価については個々の交渉

によるところが大きいが、土地の評価への影響は少ないとの意見をいただいており、町の責務

といたしまして、法に基づき危険地域を明確に示す指定への同意は必要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） 14番、山田さん。 
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（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） まず、デジタル行政無線の問題から言いますと、大幅に改善された

というのは、実際配置してある箇所、配布台数上、何台が使えるようになっているのかなとい

うふうに疑問を感じるんです。というのは、12月の地域防災の訓練のときに、私、白田地区の

自主防に行きました。訓練の様子を見ておりましたけれども、実際問題として衛星携帯もデジ

タル行政無線も使えませんでした。県の職員もいました。結局、役場に電話をしたのは、すみ

ません、全然使えませんから携帯で電話しますって、自主防の方は携帯から役場へ電話したん

ですよ。僕、現場にいたんだから。だから、入らないところとかがまだあるわけだし、実際の

ところ、自主防の本部があるところが入らない状況のままで、それが役立つのかということが

やっぱりあるわけ。ちゃんと大幅に改善されたということは、本当に使えるところがどこなの

か、本当に使えていないところがというのは、ちゃんと実証でやっぱりチェックする必要があ

ると私は思いますよ。そういう白田の自主防でさえ、だめだったんだから。 

  今から、いろいろ前から議論しているアマチュア無線を町が買うのも、やっぱりそうした

場合に、アマチュア無線クラブの人たちに各自主防に配置をするような協力をお願いするとか、

やっぱり連絡通信体制を整備するということは、今すぐできることというのは、そういうこと

はあるわけだから、ちゃんとやっていかないと、これは大変な問題だと。自主防でさえ使えな

いデジタル行政無線なんていうものは、そのままでは困るわけですけれども、そんな文句ばか

り言ってたってしようがないわけで、少なくてもアマチュア無線クラブの方々に各自主防に張

りついていただいて、万万が一のために通信手段を確保するということをしっかりとやってい

ただければいいのかなと思います。 

  それと、２つ目の訓練の問題なんですけれども、私自身も町内会で訓練のほうをやらせて

いただいて、また今回、白田の訓練なんかも見させていただいて、やっぱりこの東日本大震災

の中で盛んに言われることは、津波の避難についてもそうだけれども、やっぱり訓練していな

ければできませんよということですよ。 

  そうすると、今の訓練の状況で、万が一、東伊豆町に災害があったときに大丈夫かという

ことの、そういう視点で考えていかないと。今までの東海地震よりも非常に大きく想定が変わ

った中で、大きな被害を受けるかもしれない。そうすると、当然それに対する準備をする体制

というものは、レベルを上げていかなきゃいけないですか。それなのに、現状でいくと、町長

言われたけれども、防災委員がいらっしゃる、いろいろいるけれども、でも実際はそんなに専

門的な知識をうんと持っているわけではないですよ、年に１回、２回の研修を受けているぐら
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いではないですか。だから、そういう点でいうと、本当に役場としても、どういう訓練をして

おいてもらいたいのかというレベルが、それは各自主防によって違うと思うんですよ。だけれ

ども、その違う状況に対応できるような訓練を各自主防にやってもらうためには、少なくても

やっぱりもう少し今よりは、今後、防災課もできるわけだから、担当課なりがその地域に行っ

て、地域の方々と自主防の方々と、本当にやっぱり訓練内容のレベルを上げていかなかったら、

これは災害に僕は対応できないんじゃないかというのは、自分がやってみて、この間の白田の

やつも見てみて感じるわけさ。 

  そうしなかったら、やっぱり訓練をしていなかったらできないんだという東日本大震災の

教訓というのは、生きていかないんじゃないのかな。やっぱりそういうことが逆に、訓練に対

する悪いなれを生んじゃっている部分というのも、私はあると思いますので、御検討いただき

たいと思います。 

  避難ルール、安否確認で、特にやっぱり安否確認が僕は一番大事で、水害の被害がありま

した常総市みたいに、自主防とか体制が、あの辺は、栃木はないみたいですけれども、二十何

人を探すために延べ２万7,000人の方がやっぱりやっていたと。この労力の無駄というものも

あるんだけれども、二十何人を探す以前に、その人たちの連絡がないことは、そういうやっぱ

りマイナス要件が起きることと、連絡が自主防を通じて上がってこないことには、支援の手が

差し伸べられないわけですから、ここはお互い、町に直接言ってもだめで、俺はここにいるん

だではなくて、やっぱり地域の中で、それぞれの隣組は班、また自主防にちゃんと自分の情報、

状況が確保されなければ、当然、状況がわからなかったら、みんな捜索に行くわけですよ、情

報がわかれば、必要なものも、すぐ町を通じて、国やいろんなところから支援を受けられる状

況をつくるわけだから、このやっぱり安否確認というものが、安否確認という言葉がいいのか

なというのも、実は質問通告をしてから思うんですけれども、しかし、そうでなければ、お互

い手助けができないということの共通認識をもっと醸成していかないと、これは、いけなんじ

ゃないかなというふうには思います。 

  ４点目のイエローゾーンの問題で、策定自身はいいんだろうと思うんです。 

  これもついこの間、３月６日の津波避難訓練で、一番やっぱり津波の被害が予想される東

区の訓練へ行ってきました。100人を超える方々が参加をしておりましたので、意識高いなと

思っていたんですけれども、参加している方からは、いや、そんなこと言ったって、声かけた

けれども訓練に来ないんだよと、俺はもう八幡様まで行くのは大変だから、いいよって言って

いるから来ない人がいっぱいいるよと、こういう話をしていた方が多数いらっしゃいました。 
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  このイエローゾーンの設定をした場合、今後やっぱり避難計画等を立てるというところが、

非常に僕、大事だなと思うんですよ。何でもかんでも八幡様のほうへ避難してくれと言っても、

後小路のほうから、本当に家が倒れているかもしれないし、70、80と本当に高齢化している東

区の住民の方が八幡様まで行くまでというか、もうそういうふうに行ってくださいと言ってい

ることだけで、もう俺は行けないよというふうに思っちゃう人たちがいるわけで、例えば避難

艇のようなものも含めてどうしたらいいのか、これ丁寧にやっていかないと。後小路であった

り、例えば浜の湯さんだ、赤尾さんの下の畑地域なんかもそうなんですよね。だから、非常に

それぞれの避難計画というのが大事な状況になってくるんじゃないかな。ただ自主防の方にお

任せするということだけじゃなくて、やっぱり役場のほうも、よく小さい単位で意見を聞いて、

本当に現実可能で、みんながちゃんと避難できるようなことをしないと、無理なことになっち

ゃうと、俺はいいよ、もうここで死んじゃうよと、こういう諦めが先に立つということもある

んだなということを経験させていただきましたので、この点へ十分配慮して、避難計画という

のはまとめられる必要があるなというふうに感じておりますが、いかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点目。白田区でデジタルが全然効かなかった。今までの中で

そういうこと一切入ってこなかった、今までの訓練の中で。白田区がそういう状態だったとは

今、聞きました中で、前々からそういう状況があれば、当然それは対応いたします。今回なぜ

そういうふうになったのか、また原課から説明いたさせますけれども、基本的には私、再三、

山田議員から入谷の入りが悪いとか、いろんな面ではどうだのとかいった中で、ある程度そう

いう出の悪いところはこれで改善したと思うし、白田区域を今までデジタルの配置の中で、今

回、急になぜそんなに変なふうになったかね、それをちょっとまた原課のほうで説明させてい

ただきたいと。 

  さらに、自主防への職員の指導・支援。これは基本的には、いざ災害が起きた場合、役場

の職員はそっちへ行けないもので、できればできるだけ自主防の方にやっていただきたいとい

う中で、今、やっているのが現在。そういう中で、私、区長会にいつも出させていただいて、

防災、必ず、毎月また来たかと言われる中で、やっぱりいざ災害が起きたときに、それはやっ

ぱり自主防が実現をやってもらう。また、それまでで足りないとなるかと、今度は防災課がで

きますもので、ある程度それができるまでは、それはフォローしてもいいと思います。だけれ

ども、役場に頼っていただいては困るもので、それは十分把握した中でやっていただければ、

その派遣に対しては別に町は問題視はして……。あくまでも自主防の自立化、これのほうでや
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っていきたいと考えております。 

  次に、避難ルールの確立と、この安否確認の徹底。本当にこれは今、西区と北川区で黄色

いリボン、黄色いハンカチ、これをやっていて、これが全町に広がった中で、本当はさっき言

ったように、常総市のそういう安否確認のとき、二十何人に何千人と、そういうことがないよ

うな方向で、また町は、これはできるだけそういう安否確認の、ほかの方法がいいなら、また

ほかの方法でやっていただけますし、その辺はまた各区と相談しながら。 

  次に、イエローゾーン。これは本当、避難計画、大変大事です。それで、二、三年前かな、

一応、東区が一番大変危ないものですから、東区長さんの役員の方と役場の職員と、一応現地

を見ながら、ここはこことやった。一応、現地確認した中でやって、やっぱり動けない人が八

幡様までは大変厳しいこともそのとき考えておりますもので、やっぱりきめ細かな避難計画が

大変重要だと考えておりますもので、それを避難計画に反映していきたい、そう考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 総務課参事。 

  質問を短く。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） ３問目でいいです。 

○議長（村木 脩君） 次に、３問ということ。広域連携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。90分から60分に減ったもので、時間の配分が少しうま

くいっていません。申しわけありません。 

  第３問の広域連携について質問します。 

  伊豆担当の副知事が置かれてから、広域連携の取り組みが急速に進んでいるように思いま

すが、この取り組みについて、２点、私は伺っておきたいと思います。 

  まず、この広域行政、広域連携について取り組まれている課題と問題点はないのか。 

  ２つ目に、高知県が実施している地域支援企画員を県にでも実施し、町に派遣されるよう

要望してはと思いますが、いかがでしょうか。 

○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） 
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○町長（太田長八君） 山田議員の第３問、広域連携については２点からの質問ですので、順

次お答えいたします。 

  １点目の広域行政について取り組まれる課題と問題点は、についてですが、県と賀茂１市

５町における連携強化、一体的な振興を図るための方針や計画の決定等を行うことを目的とし、

27年４月に賀茂地域広域連携会議を設置いたしました。行政分野の連携として、消費生活セン

ターの共同設置、教育委員会の共同設置、税の徴収事務の共同処理、監査事務の共同化、災害

時における人的・技術的支援体制の構築、地籍調査の共同実施、地域包括ケアシステムの構

築・運用の７テーマについて専門部会を立ち上げ、６市町の担当課と県の担当課及び賀茂振興

局で協議検討を行っているところでございます。 

  なお、消費生活センターの共同設置、税の徴収事務の共同処理につきましては、４月より

実施されますので御理解を願います。 

  また、課題・問題点といたしましては、人的派遣の要望等が挙げられます。 

  ２点目の、高知県が実施している地域支援企画員を県でも実施し、町に派遣されるように

要望しては、についてですが、高知県の地域支援企画員は、地域のニーズや思いを酌みながら、

地域の振興や活性化に向けた取り組みを支援するとともに、県の情報を伝えたり、県民の声を

県政に反映させるための活動を行っております。 

  静岡県では、従前は地域政策局が担っていたものを、賀茂振興局が平成27年４月から、さ

らに強力に推進するため、地域の連携強化、地域と連携した施策の企画及び推進、地域におけ

る行政情報の収集及び提供等の支援を行っていることが、高知県で実施している地域支援企画

員の役割を担っているかと思いますので、御理解を願います。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 私、広域連携について、町長言われたように、消費生活センターの

問題など、よかった面もあると思います。しかし、私が感じている点は２つあります。 

  １つは、やっぱりどうも自治意識を欠いたままの議論が進んでいるんじゃないのかなとい

うことがあります。町長言われていましたけれども、乱暴に各市町は、小中学校が１つになる

から教育委員会まとめればいいだとか、こういう議論というのは少し乱暴ではないのかな。本

来、市町として税務や教育というものは自治として基本をなすものが、簡単にこんな形で連携

連携の対象になっていくということには極めて問題があると思います。消費生活センターの問

題についても、この運営は、そこで決まったものが、基本的に議会とも相談がないまま、どん
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どん具体化される。こういうやり方についても、やっぱり私は問題があるんじゃないかと。少

なくても住民から選ばれた町長や議会があるんです。県から派遣された方に権限があるんじゃ

ないんですよ。静岡県の天領じゃありません。しっかりとした行政機関を持っているわけです

から、ここをやっぱり無視した進め方ということには、いささか問題があると思います。 

  もう一つは、やっぱり相変わらず静岡県は傍観者じゃないかと思うんですよ。今、本当に

地域で、町長さんもそうですし、我々も少子高齢化だとか、地域産業の活性化ということに取

り組んでいるわけじゃないですか。それは十分、不十分あるかもしれません。しかし、行政を

集めて、ああしろこうしろと言うだけで、県民を守れるわけがないじゃないですか。結局、傍

観者ですよ。賀茂の住民も同じ県民だというんであれば、高知県のように県の職員が市町の集

落の中にまで入って、一緒に汗をかくべきじゃないでしょうか。静岡県はこういう汗をかくと

いうことを一切やっていないじゃないですか。 

  ここに資料もお分けしてありますけれども、高知のこの地域支援企画員、本当に集落の中

に入って、この地域で本当に限界集落のところに入って、どうやったら生活が維持できるのか、

バスが来ない中でどうしようか、介護の人たち、どうやって見守りしようかということを取り

組んでいくわけですよ。また、農業振興で農ガールをどういうふうに導入させていこうとか、

四万十の映画祭どうやっていこうかとか、こういうようにみんな、市町だけではないんですよ。

県の職員がやっぱり入ってきて、地域の皆さんと本当に懇談をして、その中から県政も当然、

応援をしていくわけだけれども、そこに住んでいる人たちの情報を県もつかみ、市町と一緒に

なってこういう取り組みをして、地域を元気づけようとしているわけですよ。 

  静岡県が本当に賀茂の住民も静岡の県民だというのであれば、やっぱり静岡県もこのくら

い一緒に、市町と汗を流すということをぜひするような取り組みを要望していただきたいとと

思いますよ。人口の減少だとか、こういう地域の活性化、何も手を出さずに、あれをしろこれ

をしろということだけじゃ地域はよくならないですよ。ぜひそのことをやっていただきたいと

思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当、まず１点、やっぱり副知事は何とかこのまち、賀茂１市５町を

したいという中でやっていることだけは理解していただきたいと。 

  その中で、私もそれに際して、結構早急じゃないかなということは考えております。確か

に今言ったように、教育委員会に関しても、またいろいろな地域によって違いますもので、こ

れが果たしていいのか。ただ、県のほうは、どうかその費用対効果について、これだけ、ある
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程度、行財政ですね、その中でこうやったほうがどうとかという中で、やっぱりこれは検討す

る中で各市町の教育のあり方とかありますもので、これはなかなか簡単にはいかないんじゃな

いかと、自分自身は考えております。 

  その中で、本当、今、危惧しているのは、人が少ない中で、言ったように、今回も税の収

納で２人負うとか、そういう人的なことをやっておったら大変町も厳しいもので、その辺は何

とか人的を派遣しない中でやっていただきたいとは考えておりますもので。 

  副知事が言うには、やっぱり地域が頑張っているところには県の職員を派遣するよという

ことは言ってくれております。この県の職員の派遣も、どうも３年で終わるんじゃないか、３

年以降のことを確約してくれと言うと、なかなかうんと言ってくれない中で、やっぱり本当に

県が見てくれるのは、ある程度見てもらうのが私は一番いいじゃないかと考えております。こ

の今言った要望、本当に確かにこれは反省すべき点でございます。やっぱり行政の町を運営す

るには、首長とまた機会がありますもので、今まで本当に一方的に首長がある程度決めた中で、

義務方向の形になっております。こういうのを決めるときはやっぱり議会というものがありま

すもので、議会に諮った中でやっていきたい、これはまた要望していきたいと思います。その

ことに関しましては、今言っていたのは、この高知県の取り組みを見ていただければ、本当に

県の職員が地域の中で入ってやっておりますもので、この辺また要望して、どのようになるか

わかりませんけれども、そういうふうな要望をしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 取り組みの、僕は方向だと思うんですね。ぜひ高知県みたいに制度

としてやって、今、最初60人から出発して、これを150人ぐらい、市町足す。本当に一緒に汗

をかくということだと思うんですよ。県民だ県民だと言って、下田にいたってだめなんですよ。

やっぱり本当に限界集落みたいな部落、また問題を抱えた地域っていっぱいあるわけだから、

そういうところに、それこそ本当に合併やなんかで、県の職員だっていっぱい余っているじゃ

ないですか、本当は。そういう人間がやっぱり地域に来て、地域の問題をそれこそ知事に直接

上げていただきたいんですよ。そうしていかないと、よくならないですよ、こんなやり方を続

けていても。そういうことの中でこういうすり合わせは出てくるんだと思いますので、期待し

ておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 次に、第４問、観光振興計画等についてを許します。 
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  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 第４問、観光振興計画等についてを質問します。 

  観光客の入れ込みも前年を下回るような厳しい状況となっております。観光振興には官民

協力してさまざまな努力をしておりますが、大変厳しいと言わざるを得ない状況です。こうし

た影響から、町内経済は本当にさらに瀕死の状況ともいえるような状況に立ち至っているので

はないかなというふうに思います。 

  そこで、観光振興計画の柱の一つであるおもてなしについて伺います。 

  １点目に、心を満たすおもてなしの事業はどのように進められているのか、また、どうい

う実践がどのくらいの施設で行われているということについて把握しているのかということ。 

  ２点目に、道の駅など地場産品直売所を設置することが、私は必要になっているというふ

うに思っておりますけれども、その計画などはどうなんでしょうか。 

○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） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第４問、観光振興計画等については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点目の柱にある、心を満たすおもてなしの事業はどのように進められているか、また、

どういう実践がどのくらいの施設で行われていると把握されているかについてですが、町及び

観光協会、商工会では、昨年に引き続き、雛のつるし飾りまつりの期間中、いきいきセンター

広場で無料休憩所を開設し、キンメダイの味噌汁やお茶のサービス、さらには町内産のお菓子

の試食やワインの試飲等を行うなど、来遊客の皆さんに喜んでいただけるよう、おもてなしの

心でお迎えしております。 

  さらに役場の職員も毎年、雛のつるし飾りまつりの最盛期の土日曜日には、ボランティア

で街角に立って観光客の皆様に観光案内や道案内を行っております。 

  現在開催中のＪＲ東日本主催「温泉いっぱい花いっぱいキャンペーン」では、本年１月か

ら３月までの土日祝日には、特急踊り子号を利用して熱川駅及び稲取駅に下車したお客様全員

に、駅構内での観光協会及び旅館組合関係者によるお出迎えとともに、記念品の贈呈をさせて

いただいております。 

  また、町内のホテル・旅館では、年間を通じて社員教育や研修の一環として、外部講師を
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招いて、「料理の提供」や「接客」をテーマにした研修やＱＣサークル、おもてなし検定、研

修発表会、部内勉強会、先進地施設見学等を実施して、おもてなしの心と技術を磨き、スキル

アップを図っている状況です。 

  町の観光振興計画策定に当たり、来訪者調査を実施した結果、当町への旅行者は宿泊施設

のおもてなしに高い満足を感じていることがうかがえ、それぞれの宿泊施設でこのような不断

の取り組みが成果としてあらわれているのではないかと考えております。 

  次に、２点目の道の駅など地場産品直売所を設置することが必要になっていると思うが、

計画などはどうかについてですが、制度発足から20年が経過し、道の駅の数も年々増え続け、

現在全国では1,000を超える施設が登録されております。近年は、農業・観光・福祉・防災・

文化など、地域の個性や魅力を生かしたさまざまな取り組みがなされており、地域情報の発信

基地としての機能や相互のネットワーク化も進んで、近隣市町においてもにぎわいを見せてい

るようです。 

  私も議員時代から、道の駅の整備に関しましては、地場産品の販売促進や地域経済の活動

拠点の場、さらなる所得向上や雇用拡大の場として必要であると考えており、一般質問でも提

案させていただいた経緯から、国道沿いの候補地を数年前より模索しておりましたが、残念な

がら具体的進展にまでは至っておらず、現在のところ、港の朝市がその役割の一端を担ってい

る状況です。 

  今後も引き続き、関係団体と連携し、候補地の選定を検討してまいりますので、御理解を

お願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） まず、おもてなしの問題なんですけれども、なかなかこれは把握と

いうのは難しいんだろうなというふうには思います。ただ、振興計画の全体からすると、あの

委員会というのもなかなかお金がかかるので、できていないというところもあります。ただ、

本当に各施設がおもてなし、このおもてなしをどう捉えるかというところもあるんですけれど

も、やっぱりお客さんにちょっとした喜び、感動を与えられているかどうかというようなこと

なんだろうと思うんですけれども。 

  そうしますと、例えば僕、町でアドバイザーみたいな方を導入するみたいなこともあって

いいのかなというふうに思っているんですけれども、インターネットだと、既に「宿らん調査

員口コミ作成マニュアル」なんていうのがあって、ホームページの宿泊サイトでこういうやっ
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ぱり調査員を、報酬を払っていろんな意見を書いてもらうと、こういうサイトでやっているわ

けですよ。町はそういうサイトでやることはないんですけれども、ただ、やっぱり今、経済的

にというのか、非常にお客さんも減って厳しい中なので、独自にやれるところもあるけれども、

やっぱり自分たちの商売のあり方を、よそから来て、そういう人たちに見てもらって、いや、

お金かけなくてもこういうサービス、もうちょっとここレベル変えたら、もっとよくなるんじ

ゃないですかというような提案をしていただくようなアドバイザーみたいな方というのがいて

もいいのかなと。そういう中で、やっぱり水準を上げていくということが必要で、町長言って

いるのは、大きな旅館なんかの場合、そういったことができるけれども、小さいところとか、

また観光施設なんかでは、そういうこともないですから、ちょっとこれ、いろんな委員会をつ

くるということはできませんけれども、こういう人を導入することで、やっぱりおもてなしの

水準を上げていくということができるんじゃないかと。 

  もう一つは、僕、クレームに対する対処が非常に、こういうネットもそうなんですけれど

も、大事だと思うんですよ。おもてなしの逆に言うと、対極にあるんです。そこでは、やっぱ

り昔、鬼怒川、栃木県の藤原町あったときに、藤原町、鬼怒川なんかの場合は、旅館のフロン

トに町長さん宛のはがきがありまして、要望書とか、やっぱりクレームというのを町長さんの

ところで出そうというようなことをやっておりました。こういうところ、結構あったんです。

現状でいえば、今はそんな、はがきじゃなくてもいいじゃないですか、メールのアドレス入れ

ておいて、メールで観光協会なり、そういうの出してもらってというのは、宿屋のアンケート

に宿屋の悪口って余り書かないんですよ、言ってもだめだろうって。でもそこで、旅行のとき

感じたこと、旅館で感じたクレームについて、町長さんなり観光協会にメールで言っていこう

ということだったら、気軽にやっぱりクレーム出してもらえると思うんですよね。当然、年間

1,000名様に何とかということは必要なんですけれども。そういう取り組みをぜひしていただ

けるといいなというふうに思っています。 

  道の駅は、とにかく車がある程度通るということと、大きくなくていいんですよ、まず。

大きくつくって失敗したところは幾つもあるんです。小さくつくって大きく育てていくという

ことが大事じゃないかなと思うので、そういう点ではやっぱり、そこは育てていくという視点

で取り組んでいただけるといいかなと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） もう時間がないもので、手短に。 

  まず、観光振興に対して。これは本当、今、２点提案されました。これは検討させていた
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だいて、大変いい提案だと思いますので。予算も伴いますもので、この辺は前向きに検討して

いきたい。 

  さらに、道の駅に関しては、本当は国道沿いの中で、うんと小さいところですから、２カ

所ぐらいあったんです。ここを一応、当たったんですけれども、これがだめだったもので。再

度そういうプランも継続して選定していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

たいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、山田議員の一般質問を終結します。 

  この際、午後１時までを休憩とします。 

 

休憩 午後 ０時０４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１号 東伊豆町議会委員会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２ 発議第１号 東伊豆町議会委員会条例の一部を改正する条

例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。 

  13番、定居議員。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） それでは、発議第１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１号 東伊豆町議会委員会条例の一部を改正する条例について。 

  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28年３月９日提出。 
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  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、組織機構の再編に伴い、条文の整備を図るためでございます。 

  １枚おめくりください。 

  東伊豆町条例第 号。平成 年 月 日。 

  東伊豆町議会委員会条例の一部を改正する条例。 

  東伊豆町議会委員会条例（昭和62年東伊豆町条例第15号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１号中「、税務課」の次に「、農林水産課」を加え、「、建設産業課」を「、建

設課」に改め、「、水道課」を削り、同条第２号中「、消防本部（署）」を「、防災課、水道

課」に改めるものであります。 

  附則として、（施行期日）１ この条例は、平成28年４月１日から施行するものでありま

す。 

  （経過措置）２ この条例の施行の際、現に改正前の第２条に規定する総務・経済常任委

員会又は文教・厚生常任委員会（以下「旧常任委員会」という。）の委員（委員長及び副委員

長を含む。以下同じ。）である者は、それぞれ改正後の第２条に規定する総務・経済常任委員

会又は文教・厚生常任委員会（以下「新常任委員会」という。）の委員に選任されたものとみ

なす。この場合において、新常任委員会の委員の任期は、旧常任委員会の委員の任期の残任期

間とする。 

  ３枚目は新旧対照表となっておりますので、御確認ください。 

  以上、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１号 東伊豆町議会委員会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。 
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（「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 専決承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年 

              度東伊豆町一般会計補正予算（第１０号）） 

○議長（村木 脩君） 日程第３ 専決承認第１号 専決処分の承認を求めることについて

（平成27年度東伊豆町一般会計補正予算（第10号））を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました専決承認第１号 専決処分の承認を求めるこ

とについて、提案理由を申し上げます。 

  地方自治法第179条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規

定によりこれを報告し承認を求めるものでございます。 

  この専決処分につきましては、インフルエンザ予防接種におけるワクチン単価の変更と接

種人数の増加により委託料に不足が見込まれたことや、さらに昨年12月11日の大雨の影響によ

り被災した町道３路線及び１河川について早急に復旧工事を実施する必要が生じたことから、

平成27年度東伊豆町一般会計補正予算（第10号）を処分したものであります。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（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専決承認第１号 専決処分の承

認を求めることについての平成27年度東伊豆町一般会計補正予算（第10号）について、概要を

御説明いたします。 

  平成27年度東伊豆町の一般会計補正予算（第10号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ303万4,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ53億2,616万8,000円といたします。 



－140－ 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページをお開きください。 

  ２、歳入について説明いたします。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額に303万4,000円を

追加し、１億7,506万3,000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303万4,000円の増は、今回の補正に

おける歳入予算及び歳出予算調整のため、不足額を補塡措置いたした内容でございます。 

  次に３、歳出について説明いたします。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費、補正前の金額に137万円を追加し、2,111万

4,000円といたします。 

  事業コード２成人予防接種事業、13節委託料、細節１インフルエンザ予防接種委託料137

万円の増は、ワクチンの変更に伴う単価の増及び接種人数の増加に伴う委託料の増額措置であ

ります。 

  10款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、１目道路橋梁災害復旧費、補正前の金額

に122万3,000円を追加し、431万円といたします。 

  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122万3,000円の増

は、昨年12月11日の大雨による被災箇所３路線ののり面や路肩復旧などに要する工事請負費の

増額であります。 

  ２目河川災害復旧費、補正前の金額に44万1,000円を追加し、84万1,000円といたします。 

  事業コード１河川災害復旧事業、15節工事請負費、細節１災害復旧工事44万1,000円の増

は、道路橋梁災害復旧費と同じく、大雨の影響による１河川の護岸復旧に要する工事請負費の

増額措置であります。 

  恐れ入りますが、２ページへお戻りください。 

  歳入歳出の補正予算事項別明細書で、ただいま説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず、歳入ですが、補正前の額53億2,313万4,000円に303万4,000円を追加し、53億2,616

万8,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額53億2,313万4,000円に303万4,000円を追加し、53億2,616

万8,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、全額一般財源といたします。 
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  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。 

  これより専決承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成27年度東伊豆町一

般会計補正予算（第10号））を採決します。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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承認されました。 

 

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

 

◎日程第４ 専決承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（東伊豆町税 

              賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部を改正 

              する条例） 

◎日程第５ 専決承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（東伊豆町国 

              民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改 

              正する条例） 

◎日程第６ 専決承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（東伊豆町介 

              護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する 

              条例） 

○議長（村木 脩君） 日程第４ 専決承認第２号 専決処分の承認を求めることについて

（東伊豆町税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例）、日程第５ 専決

承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例の一部を改正する条例）、日程第６ 専決承認第４号 専決処分の承認を求めるこ

とについて（東伊豆町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例）を一括議題
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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専決承認第２号から専決承認第４号の専

決処分の承認を求めることについて、提案理由を申し上げます。 

  平成27年の地方税法施行規則の一部を改正する省令等の一部を改正する省令が、平成27年

12月25日に公布されました。このことにより、東伊豆町税賦課徴収条例等の一部を改正する条

例、東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例及び東伊豆町介護保険条例の一部を改

正する条例の一部の改正を図ったものでございます。 

  地方自治法第179条第１項の規定に基づき、12月28日付で専決処分をさせていただきまし

たので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

  詳細につきましては各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） 税務課長。 

○税務課長（正木三郎君） 専決承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（東伊豆

町税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例）について御説明させていた

だきます。 

  資料４枚目、新旧対照表をごらんください。 

  平成27年度の地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成27年12月25日に公布されたこ

とにより、総務省自治税務局より地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しが発令さ

れたことに伴い、条文の整備を行うものです。 

  概要で説明しますと、東伊豆町税賦課徴収条例第51条第２項第１号、町民税の減免、第

139条の３第２項第１号、特別土地保有税の減免中に規定する個人番号の規定を削り、記載し

ないとしたものです。 

  これは、申告申請等を受ける手続においては、申請者の負担軽減を目的に、個人番号の記

載を不要としたものです。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 
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○健康づくり課参事（村上則将君） 引き続き、専決承認第３号 専決処分の承認を求めるこ

とについて（東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例）につ

いて、説明させていただきます。 

  新旧対照表にて説明をさせていただきます。 

  ４ページ目をお開きください。 

  第25条 国民健康保険税の減免についてですが、第２項第１号で、申請の際には個人番号

を記載しなければなりませんでしたが、12月25日に公布された省令により、申請者の負担軽減

を目的に、個人番号の記載を不要とするものでございます。 

  続きまして、専決承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（東伊豆町介護保険

条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例）について、説明させていただきます。 

  同様に新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 

  ４ページ目になります。 

  第10条 保険料の徴収猶予についての第２項第１号並びに第11条 保険料の減免について

の第２項第１号につきましても、申請の際の個人番号の記載を不要とする改正であります。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより専決承認第２号、専決承認第３号及び専決承認第４号の一括

質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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。 

  これより専決承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（東伊豆町税賦課徴収条

例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例）の討論に入ります。 

  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。 

  これより専決承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（東伊豆町税賦課徴収条

例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例）を採決します。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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承認されました。 
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  続いて、専決承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（東伊豆町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例）の討論に入ります。 

  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。 

  これより専決承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（東伊豆町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例）を採決します。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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承認されました。 

  続いて、専決承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（東伊豆町介護保険条例

の一部を改正する条例の一部を改正する条例）の討論に入ります。 

  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。 

  これより専決承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（東伊豆町介護保険条例

の一部を改正する条例の一部を改正する条例）を採決します。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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承認されました。 

 

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

 

◎日程第７ 議案第１号 機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ 

            いて 

○議長（村木 脩君） 日程第７ 議案第１号 機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例

の制定についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 
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○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第１号 機構改革に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 

  昨年12月議会において可決されました東伊豆町課設置条例の一部を改正する条例の施行前

に、組織機構の見直しに伴う関係条例の条文整備を図るものでございます。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（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１号 機構改

革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御説明いたします。 

  今回改正が必要となる２条例につきましては、機構改革により設けられる建設課において

東伊豆町都市計画審議会の庶務を、防災課において東伊豆町国民保護協議会の庶務を行うため、

条文整備を図るものでございます。 

  それでは、朗読をもって御説明いたします。 

  東伊豆町条例第 号。平成 年 月 日。 

  機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例。 

  （東伊豆町都市計画審議会条例の一部改正） 

  第１条 東伊豆町都市計画審議会条例（平成12年東伊豆町条例第28号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第７条中「建設産業課」を「建設課」に改める。 

  （東伊豆町国民保護協議会条例の一部改正） 

  第２条 東伊豆町国民保護協議会条例（平成18年東伊豆町条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第６条中「企画調整課」を「防災課」に改める。 

  附則。 

  この条例は、平成28年４月１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。 

（「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。 
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  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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１号 機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決

します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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２号 消防救急広域化に伴う関係条例の整備に関する条例の制 

            定について 

○議長（村木 脩君） 日程第８ 議案第２号 消防救急広域化に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定についてを議題とします。 

  町長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２号 消防救急広域化に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 

  本年４月１日より駿東伊豆消防組合が発足するとともに、常備消防に係る消防事務につい

ては同組合において運営することとなるため、関係条例の条文整備を図るものでございます。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（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２号 消防救

急広域化に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御説明いたします。 

  今回、消防救急広域化に伴い、東伊豆町消防本部が廃止されることから、関係する７条例

の一部を改正し、６条例を廃止するものでございます。 

  それでは、新旧対照表により御説明いたします。 
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  お手元の新旧対照表１ページをごらんください。 

  第１条 東伊豆町防災会議条例の一部改正につきましては、第３条第５項第７号の「消防

長」を「駿東伊豆消防組合の職員のうちから町長が任命する者」に改める内容でございます。 

  次に、２ページをごらんください。 

  第２条 東伊豆町職員定数条例の一部改正につきましては、同条例第１条中「、消防」を

削り、第２条第１号、町長の事務部局の職員「105人」を「150人（他の地方公共団体に派遣さ

れた職員を含む。）」に改め、同条中第６号「消防機関の職員36人」を削り、第７号を第６号

とする内容及び第４条第１項中第３号「他の地方公共団体に派遣された職員」を削り、第４号

を第３号とする内容でございます。 

  これまで他の地方公共団体に派遣された職員は定数から除外することとしておりましたが、

消防に従事する職員の消防組合への派遣に伴い、関係する町の対応や県による助言を参考に、

派遣された職員についても定数に含めることとしたものであり、実人員の増につながるもので

はございませんので、御承知おきください。 

  次に、３ページをごらんください。 

  第３条 東伊豆町地震災害警戒本部条例の一部改正につきましては、同条例第２条第５項

第５号及び第６号を、それぞれ第６号及び第７号に繰り下げ、第５号として「駿東伊豆消防組

合の職員のうちから町長が任命する者」を加える内容でございます。 

  次に、４ページ及び５ページをごらんください。 

  第４条 東伊豆町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部改正につきまして

は、同条例第１条中「に勤務する消防吏員（以下「吏員」という。）及び」を削り、第２条第

１項中「吏員及び団員が、」を「団員が」に改め、第３条中「吏員又は団員」を「団員」に、

「当該吏員又は当該団員」を「当該団員」に改める内容及び第３条の３第１項中「消防吏員及

び」を削る内容でございます。 

  次に、６ページをごらんください。 

  第５条 東伊豆町火入れに関する条例の一部改正につきましては、同条例第６条中「５

日」を「６日」に改め、第14条中「強風注意報、乾燥注意報又は」を削り、第15条、第16条の

見出し及び同条第１項中「消防長（消防署長）」を「駿東伊豆消防組合消防長」に改める内容

でございます。 

  次に、７ページをごらんください。 

  第６条 東伊豆町表彰条例の一部改正につきましては、別表中「消防長」の項を削る内容
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でございます。 

  次に、８ページをごらんください。 

  第７条 東伊豆町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正につ

きましては、同条例第２条第２号ア中「、消防本部（消防署を含む）」を削る内容でございま

す。 

  次に、９ページをごらんください。 

  第８条につきましては、第１号 災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償

に関する条例、第２号 東伊豆町火災予防条例、第３号 東伊豆町消防本部及び消防署設置に

関する条例、第４号 東伊豆町消防職員諸給与に関する条例、第５号 東伊豆町消防手数料徴

収条例、第６号 東伊豆町消防長及び消防署長の資格を定める条例の６条例を廃止する内容で

ございます。 

  附則といたしまして、施行期日が平成28年４月１日からとなり、経過措置として第６条の

改正前の別表に該当する者の表彰については、なお従前の例によるということで、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。 

（「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２号 消防救急広域化に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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３号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定
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について 

◎日程第１０ 議案第４号 東伊豆町行政不服審査会条例の制定について 

◎日程第１１ 議案第５号 東伊豆町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付

に係る手数料に関する条例の制定について 

○議長（村木 脩君） 日程第９ 議案第３号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について、日程第10 議案第４号 東伊豆町行政不服審査会条例の制定に

ついて、日程第11 議案第５号 東伊豆町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の

交付に係る手数料に関する条例の制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た議案第３号 行政不服審査法の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例の制定について、議案第４号 東伊豆町行政不服審査会条例の制定

について、議案第５号 東伊豆町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係

る手数料に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 

  行政不服審査法の全部改正により、不服申立てが審査請求に一本化され、不服申立期間に

ついても見直しがされました。 

  また、審理員制度や第三者機関への諮問手続という新たな制度も導入され、本年４月１日

から施行されることに伴い、関係条例の条文整備を図るとともに、第三者機関の設置や手数料

の徴収について条例を制定するものでございます。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（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３号から議案

第５号までについて、順次御説明いたします。 

  まず、議案第３号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いて、資料により御説明いたします。 

  お手元の資料１枚目をごらんください。 

  まず、行政不服審査法改正の概要について御説明いたします。 

  １番目の行政不服審査法改正の趣旨についてですが、行政処分に係る不服申立制度は訴訟
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によらず簡易迅速に住民の権利利益の救済を図る手法で、公正な行政の基盤となる仕組みでご

ざいます。 

  昭和37年に制定された行政不服審査制度は、これまで50年以上にわたり実質的な改正はあ

りませんでしたが、この間、行政の公正性・透明性等に関する住民意識の変化に加え、行政手

続法及び行政事件訴訟法など関係制度の整備・拡充が進み、公平性の向上、使いやすさの向上

等の観点から、時代の変化に即応した抜本的な見直しが行われ、平成28年４月１日から施行さ

れます。 

  この法改正により、本町においても関係条例の整備を図ることが求められるものでござい

ます。 

  ２番目の行政不服審査制度の見直しにつきまして、主な内容を御説明いたします。 

  まず１点目に、不服申立の審査請求への一本化・不服申立期間の見直しがございます。 

  従来の行政不服審査法においては、行政庁の処分に対する不服申立手段として、行政庁へ

の異議申立と、直近上級行政庁への審査請求とが定められており、また、不服申立可能な期間

は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内と定められていました。 

  しかし、全部改正された行政不服審査法の施行に伴い、従来の不服申立のうち異議申立は

廃止されて、審査庁または最上級行政庁への審査請求に一本化され、また、不服申立が可能な

期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して３カ月以内に延長されることとなり

ます。下の図がこの内容となります。 

  資料の２枚目をごらんください。 

  ２点目に、審理員制度の導入及び審理員制度の例外として審理員を置かない処分がござい

ます。これは処分に関与していないなどの要件を満たす職員を町長が審理員として指名し、同

職員が審査庁の補助機関として審理手続の主宰者となって、審査請求人及び処分庁の主張を公

平に審理するという制度で、これまでの処分庁に対する異議申立より公平性が向上いたします。

また、これまでの異議申立を経た後に、上級行政庁への審査請求をする手続に比べ、迅速な手

続かつ使いやすさの向上が図られます。 

  情報関係案件の不服申立にあっては、現在、審査庁は情報関係条例に基づき設置された情

報公開審査会や個人情報保護審査会（以下「情報関係審査会」といいます）に諮問し、実質的

な審理が行われ、その答申を踏まえて審査庁が裁決するという手続がとられており、これまで

と同様、手続の関係整理が容易であり、かつ審査請求に対する裁決に至るまでの客観性を行政

不服審査法の改正前と同様に担保できることから、審理員制度の例外を設けることといたしま
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す。 

  ３点目に、第三者機関への諮問手続の導入がございます。裁決に先立ち、審査庁の判断の

妥当性をチェックするため、有識者で構成する第三者機関を設置することといたします。 

  ４点目に、審理手続における審査請求人の権利の拡充がございます。審査請求人は、証拠

書類等の閲覧に加え、写しの交付や、口頭意見陳述における処分庁への質問ができるようにす

ることで、公平性の向上が図られるものでございます。 

  ５点目に、不服申立前置の縮小がございます。不服申立を経なければ出訴できないとする

不服申立前置を縮小することで、使いやすさの向上が図られるものでございます。これは不服

申立に対する裁決を経た後でなければ出訴できない個別法が従前96法ありましたが、子ども・

子育て支援法等68の法律で前置が廃止された内容となります。 

  ３番目の条例改正の内容につきましては、７条例の一部改正となります。 

  第１条関係の東伊豆町営土地改良事業経費の賦課徴収条例の一部改正ですが、行政不服審

査法の改正に伴う文言及び期間等の原則的な改正を行う内容となります。これは異議の申立を

審査請求に、あるいは60日間を３カ月とするような内容となってございます。 

  第２条関係の東伊豆町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正ですが、東伊豆町行政不服審査会委員の報酬額、日額5,500円を追加する内容でございま

す。 

  第３条関係の東伊豆町行政手続条例の一部改正ですが、行政不服審査法の改正により、行

政手続法の規定に準じるため、条文の規定を改める内容でございます。 

  資料の３枚目をごらんください。 

  第４条関係の東伊豆町固定資産評価審査委員会条例の一部改正ですが、行政不服審査法の

規定に準じて設けている提出書面等の規定を新法に対応させるための改正に加え、行政不服審

査法の改正に伴う文言等の原則的な改正、提出書類等の写し等の交付手数料の額等の規定を設

ける内容でございます。 

  第５条関係の東伊豆町手数料徴収条例の一部改正ですが、行政不服審査法の規定に準じる

ため、条文の規定を改める内容でございます。 

  第６条関係の東伊豆町情報公開条例の一部改正及び第７条関係の東伊豆町個人情報保護条

例の一部改正ですが、情報関係審査会による実質的な審理が行われることで、審査請求に対す

る裁決に至るまでの客観性を行政不服審査法の改正前と同様に担保できることから、審理員制

度の適用除外を設ける内容となります。また、行政不服審査法の改正に伴う文言等の原則的な
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改正や、罰則規定に係る罰金の額の見直しにつきましても、あわせて行うものでございます。 

  ４番目といたしまして、その他の改正内容といたしまして、東伊豆町特別職の職員で非常

勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正において、農地利用最適化推進委員の報酬

額日額5,500円及び東伊豆町地域おこし協力隊の報酬額月額16万6,000円についても、あわせて

別表に加えることといたします。 

  ５番目の施行期日につきましては、行政不服審査法の施行日、平成28年４月１日から施行

いたします。 

  続いて、議案第４号 東伊豆町行政不服審査会条例の制定について御説明いたします。 

  資料をごらんください。 

  まず、１番目の第三者機関の設置についてですが、行政不服審査法第９条第１項により、

審査庁は審査請求に対する裁決をするときは、審査庁の判断の妥当性をチェックするため、原

則として第三者機関に諮問することが義務づけられました。 

  第三者機関の諮問・答申を経て裁決することは、これまでも情報公開・個人情報保護の分

野では見られましたが、今回の改正は、裁決の公正性・客観性を確保するため、この手続を全

分野に広げたもので、今回、町長の附属機関として第三者機関を設置するに当たり、その組織

及び運営について条例で定めるものでございます。 

  ２番目の第三者機関の概要についてですが、設置根拠は行政不服審査法第81条の規定に基

づき設置するもので、附属機関の名称は東伊豆町行政不服審査会と称するものといたします。 

  また、本町での設置形態は単独設置とし、これまでの実績を踏まえ、事件ごとに設置する

非常設型の機関といたします。 

  委員の数は、東伊豆町情報公開審査会や東伊豆町個人情報保護審査会と平仄を合わせ、５

人以内で組織し、法律または行政に関して優れた識見を有する者から、町長が事件ごとに委嘱

するものといたします。 

  なお、審査会の庶務は総務課において処理すること、及び委員は業務上知り得た秘密を漏

らしてはいけない旨を規定することといたします。 

  ３番目の施行期日についてですが、行政不服審査法の施行日、平成28年４月１日から施行

するものといたします。 

  続いて、議案第５号 東伊豆町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に

係る手数料に関する条例の制定について、御説明いたします。 

  資料をごらんください。 
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  まず、１番目の条例制定の経緯についてですが、行政不服審査法の施行に伴い、行政不服

審査法の規定（他の法律において準用する場合を含みます）により、審理員（審理員の指名を

要しない場合には審査庁）による審理手続及び第三者機関（東伊豆町行政不服審査会）による

調査審議手続のいずれにおいても、審査請求人または参加人は、提出書類等・提出資料につき、

閲覧のみならず、写しの交付を求めることができるようになります。 

  そこで、提出書類等や提出資料の写しの交付手数料を徴収するに当たり、条例で規定する

必要があることから、東伊豆町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る

手数料に関する条例を定めるものでございます。 

  ２番目の交付手数料の納付及び手数料の減免に関する規定の条例への委任についてですが、

審理員に対する提出資料の交付及び第三者機関に対する主張書面もしくは資料の交付に係る手

数料の納付及び手数料の減免について、条例で規定する必要がございます。なお、減免権者は

町長ではなく、審理員（審理員の指名を要しない場合には審査庁）または第三者機関となりま

す。 

  手数料の額につきましては、行政不服審査法施行令で定める国の手数料、白黒コピー１枚

10円、カラーコピー１枚20円の手数料に対し、本町では白黒コピー、カラーコピーともに１枚

20円とし、両面に複写または出力された用紙につきましては、片面を１枚として手数料の額を

算定することといたします。 

  なお、減免及び免除につきまして、行政不服審査法施行令で定める国の減免基準に準じ、

経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め１件につき2,000

円を限度として手数料を減免し、または免除することができることといたします。 

  ３番目の施行期日につきましては、行政不服審査法の施行日、平成28年４月１日から施行

するものといたします。 

  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３号、議案第４号及び議案第５号の一括質疑に入りま

す。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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３号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついての討論に入ります。 
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  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３号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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４号 東伊豆町行政不服審査会条例の制定についての討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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４号 東伊豆町行政不服審査会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５号 東伊豆町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に

係る手数料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。 

（「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５号 東伊豆町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に

係る手数料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１２ 議案第６号 東伊豆町お試し移住体験施設の設置及び管理に関する 
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             条例の制定について 

○議長（村木 脩君） 日程第12 議案第６号 東伊豆町お試し移住体験施設の設置及び管理

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６号 東伊豆町お試し移住体験施設の

設置及び管理に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 

  ４月より移住促進施策として実施予定の東伊豆町お試し移住体験施設の開設に伴い、条例

を制定するものでございます。 

  詳細につきましては企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（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、議案第６号 東伊豆町お試し移住体験施設の設置

及び管理に関する条例の制定について、朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。 

  次のページをお開きください。 

  東伊豆町条例第 号。平成 年 月 日。 

  東伊豆町お試し移住体験施設の設置及び管理に関する条例。 

  （趣旨） 

  第１条 この条例は、東伊豆町お試し移住体験施設（以下「施設」という。）の設置及び

管理に関し、必要な事項を定めるものとする。 

  （設置） 

  第２条 施設は、本町における移住促進事業の一環として、移住希望者が一定期間本町で

の宿泊や情報交換を行い、交流拡大及び移住を促進することを目的として設置する。 

  （名称及び位置） 

  第３条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

  名称 東伊豆町お試し移住体験施設。 

  位置 東伊豆町稲取365番地。 

  （管理） 

  第４条 施設の管理は、町が行うものとする。 
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  （使用者の条件） 

  第５条 施設を利用する者（以下「使用者」という。）は、次に掲げる条件を満たす者と

する。 

  第１号 将来的に本町への移住を希望している者。 

  第２号 滞在中、円滑かつ積極的に地域住民との交流をもてる者。 

  第３号 旅行に伴う宿泊利用でない者。 

  第４号 東伊豆町暴力団排除条例（平成23年東伊豆町条例第９号）第２条第３号に該当し

ない者。 

  （使用の許可） 

  第６条 使用者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。 

  第２項 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すこと

ができる。 

  （使用期間） 

  第７条 施設の使用期間は、最短使用期間を５日とし、最長31日とする。 

  （使用料） 

  第８条 使用料は、１日1,000円とし、使用開始までに前納しなければならない。 

  第２項 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、

その全部または一部を還付することができる。 

  （損害賠償の義務） 

  第９条 使用者が建物及び備品等を毀損または滅失したときは、その損害を賠償しなけれ

ばならない。ただし、不可抗力その他の理由があり、町長が特に認めたときはこの限りでない。 

  （委任） 

  第10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、平成28年４月１日から施行する。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（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） 何点か御質問します。 

  まず１点は、この間、全員協議会でこの説明を受けたときもしたんですけれども、総計予
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算主義の原則との関係で、今回のこの取り扱いについては、どういう解釈をしているかという

ことが１点お伺いします。 

  それで、次に、昨日来、この地域おこし協力隊とこの定住化促進ということの質問もあり

まして、だんだん明らかになってくる中で、そうすると、この間全員協議会のときでは、この

お試し居住の施設はできたと。それに来た人たちに対する、いわゆる体験メニューとかそうい

うもの、さらにこの支援策というものがまだ十分にできていないということだったと思うんで

すけれども、それはどうなりましたか。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 総計予算主義ということで、総計予算主義というのは歳

入歳出に全額予算を盛るというような内容だと思いますが、今回、これは県が協議会にお金を

出しまして、協議会のほうで入札をしている状況ですので、町のほうの予算でやっている事業、

建設、改修についてはそういうことではございませんので、そういう事業というのは例えばほ

かにもたくさんあるわけで、例えば市民農園等につきましても、県が県の予算の中でやってい

ただくというような形になってございますので、特別、総計予算主義に違反しているというふ

うな認識は持っていない状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（向井青一君） 体験メニューということですが、使用者の研修としまして、

滞在期間中において当町の歴史や文化等について説明を受けるとともに、町内の視察を行って

いただく等を考えております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 総計予算主義という問題で言うと、やはり町にかかわる事業を、や

はりちゃんと予算に組み込んでやっていくということがないと、例えばこれ、本当に今回の場

合だって、この場所をもらったことさえわからない、もう改修していざ完成間近で議会が知っ

ているというようなことになったわけです。そうすると、もう不明朗な形で、しかしこれがで

きることによって、これを維持するための費用とかというものも、今度町は払っていかなけれ

ばならないわけじゃないですか。そうすると、全くもって不明朗な行政運営というものが簡単

にできちゃうという部分があると思うんです。このやり方の場合に。確かに町からは１円も出

していないけれども、そういう施設が議会や町民にもわからないうちにどんどん進んでいくと

いうことのやり方は、やはり問題が私はあると思うんです。それが１つ。 



－158－ 

  それと、２つ目の問題で、私も十分知らなかったんですけれども、一般質問等を聞いてい

ますと、もう地域おこし協力隊の方がこういうところの管理をするということがわかっている

と。だけれども、しかし、今のお話でいったときに、じゃ、そういう人たちが本当にこのお試

し居住の施設を管理できるのかと。４月１日からうちの町に赴任したと。本当にメニューや何

か、本当にその人たちがちゃんとできるのかという問題と、一般質問でもあったように、お試

し居住をした方が、また地域おこし協力隊でこの町へ来た人が、いざ定住しようかというとき

に、ほかの町であるような支援策が何もないという状況であれば、来た人たちだって、この町

に対して魅力感じてくれないんじゃないですかね。そういう準備がまだ全然できていないのに、

この施設だけができ上がっちゃっているところは、町だけの問題ではなくて、県の進め方も非

常に強引だったという点があると思いますけれども、しかし、これでは本当にやはり施設が機

能していかないんじゃないかと。私個人で言えば、やはり本当にあのもらった施設がお試し居

住に最も適切かどうかという問題も、やはり本来は検討しなければならなかった問題が、完全

に飛ばされているんじゃないかという問題もあろうかと思いますが、いかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これはもう全協の席で、たびたび再三このことに関してはもう議会に

対して大変申しわけない。これはもう謝罪しているつもりでございます。この場をおかりしま

しても、さらに謝罪してほしいと言えば謝罪いたします。 

  やはり、先ほど言ったように、やはり今、時間の速さ、やはり定住・移住となると、全協

でも言いましたけれども、私はうちの町は大変おくれていると考えております。その中で今回

県から話があった段階で、一応、その場所を使わせてほしい、さらに施設の維持管理、設備面、

そういう費用は全部県が持ちますから。これは財政の大変厳しい、また県がこの施設を改修し

てくれる。これは町が大変ありがたいと思いましたもので、再三再四議会のほうには申し訳な

かった。これは全協でも言いました。その中で時間とのスピードがあるという中で、今回やら

せていただきたい。そうして山田議員が総計予算ということも、すぐ調べた中で、それは一切

問題ないということをちゃんと担当のほう確認いたしましたもので、それは御理解願いたいと

思います。 

  さらに、メニューの関係でございます。一般質問でも言いました。地域おこし協力隊にも

お願いする。当然、最初は企画が入らなければならないと考えます。企画と地域おこし協力隊。

最終的にはＮＰＯに移管していきたい、町はそう考えております。 

  さらに、これが出来たときに、町にどのような定住・移住があるかということは、当然、
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この町のよさ、伝統文化、そういうことを知っていただければ、それに沿った中で、町が、お

試し居住に来た人が住みたいと言えば、それはそれなりに居住とかいろんなことは当然やって

いかなければならないと考えておりますもので、これは当然、同時進行しなければ、当然、全

部まとまった中で定住をやっていく、これではもう時代におくれてしまいますもので、その辺

は同時並行しながらやっていきたい、町は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） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 副知事もスピード感と言うんだけれども、スピード感はいいんです

けれども、逆にやはり、しっかり準備しないと、つけ焼き刃ははがれやすいということもある

わけですよ。慌ててやっても何も身につかないと。 

  実際、今後泊まって体験していただいた方についてもそうだし、地域おこし協力隊になっ

た人だって、全く町のことがわからない人にこんなところの事業の管理をさせるのかとなると、

極端な話が、企画課なんかもほとんど１人職員が張りつかなければならないじゃないですか。

そういう問題じゃないですか。 

  だから、やはりスピード感というのは大事かもしれないけれども、やはり準備の不足は否

めないし、最低、昨日来のこの一般質問を聞いていても、やはり支援策というのはやはりある

面、看板だけだと思いますよ。実際移住してくれる人がない限りは財政出動はしないんだから。 

  ただ、やはり考えられることというものは、観光で残られることを、また起業されるのか、

農業や何かで残られるのか、いろんなパターンあると思うけれども、町が一体できることは何

だろうかと、そういうものは、やはり打ち出しとしてはパッケージが必要ではないですか。 

  そうしないと、せっかくお試し宿泊来たって、何もやはり事業がその次につながっていか

ないんじゃないですか。やはりその点では、明らかに僕は準備不足だと思いますけれども。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは山田議員と見解の相違でございます。 

  私はあくまでもスピード感、そして当然課の職員のことも考えております。当然来年度に

は課の職員を１人増やすつもりでおります。その中で企画課、そして地域おこし協力隊、ある

程度地域おこし協力隊がこのことを説明、わかっていただければ、後は地域おこし協力隊に責

任持ってやっていって、後は企画がフォローしていく。将来的にはさっき何回も言ったように

ＮＰＯにやってもらう。その中でやはり何と言っても、交流人口を増やすのが私は一番だと思



－160－ 

うんですよ。お試し移住で、何しろこの町に来ていただいて、この町がいいよと言ってもらわ

なければなりません。その中で、やはりこのお試し居住というのは、やはりこの町に来るたび

に、この町に来たいなという方は一応この町に来ますもので、そういう中でこの町の歴史、文

化、いろんなことを調べて、本当にこの町に住みたいなということを言っていただいた中で、

その並行としながらやっていけば、私はいいと考えておりますもので、その辺はまた同時並行、

やはり時間と、全部済んでからやるということ、これ一番理想でございます。本当は議会に対

してこの報告がおくれたことは、もう再三再四謝罪しております。そういう中でやはりこの定

住移住に関しては、もう時間を早目にやっていきたい。町はそういう考えでございますので、

御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） そのほか、質疑はありませんか。 

（「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６号 東伊豆町お試し移住体験施設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１３ 議案第７号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条 

             例について 

○議長（村木 脩君） 日程第13 議案第７号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 
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（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７号について提案理由を申し上げます。 

  議案第７号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてですが、平

成27年８月の人事院勧告を受け、国家公務員の給与改定が平成28年１月に閣議決定され、これ

に準じた措置を講ずるため、当町職員の給与条例を改正するものでございます。 

  改正内容につきましては、平成27年度における職員の勤勉手当100分の10カ月の引き上げ、

また平成28年４月１日以降に実施を予定している給与制度の総合的見直しを踏まえた内容とな

っております。 

  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７号 東伊豆

町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、お手元の新旧対照表により概

要を説明させていただきます。 

  恐れ入りますが、新旧対照表の１ページをごらんください。 

  平成27年８月６日に国家公務員の給与に対する人事院勧告がなされ、平成28年１月４日に

国会において国家公務員の給与改定が成立しましたので、これに準拠し当町の給与条例を改正

するものでございます。 

  改正の内容でございますが、勤勉手当を民間の支給割合に見合うよう、現行の100分の75

月である12月支給分を100分の10月分引き上げ、100分の85月とする内容でございます。 

  また、再任用職員に関しましては、現行の100分の35月である12月支給分を100分の５月分

引き上げ、100分の40月とする内容であります。 

  実施期間ですが、平成27年４月１日から実施といたします。 

  続きまして、新旧対照表の２ページをごらんください。 

  こちらは、平成28年４月１日から実施予定の、主に給与制度の総合的見直しを踏まえた改

正内容であります。 

  まず、第１条第１項中の条例第24条第６項を、条例第24条５項に改めるものです。これは

地方公務員法の改正により、第24条全６項のうち第２項が削除され、第６項が条ずれにより第

５項となったものでございます。ちなみに、新第５項の内容は、職員の給与、勤務時間、その

他の勤務条件は条例で定めるというものでございます。 
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  次に、条例第２条の「住居手当」の後ろに「、地域手当」を加えました。理由といたしま

しては、消防広域化による沼津への勤務者及び県への人事交流等に対応するためでございます。

地域手当の詳細につきましては、後ほど第９条の３の部分で御説明いたします。 

  次に、第３条の見出し及び同条第３項、第４条の４第１項中の級別職務分類表をそれぞれ

等級別基準職務表へ改めます。改正理由といたしましては、従前の級別職務分類表よりさらに

職務の複雑、困難、責任度に基づき、具体的な職務を適切に位置づけるよう指示されたためで

ございます。 

  新旧対照表３ページをごらんください。 

  第９条の２の後に第９条の３として、地域手当に関する一文を加えます。地域手当は給料、

管理職手当及び扶養手当の月額合計に各地域の級地ごとの割合を乗じた額となります。なお、

人事交流の静岡市、駿東伊豆消防組合の沼津市ともに地域手当率は６％となっております。 

  次に、通勤手当ですが、第10条第２項第２号の表を改正いたします。内容は各区分の基準

額の改正となっております。 

  新旧対照表６ページをごらんください。 

  第10条の３の単身赴任手当ですが、これは異動等により同居していた配偶者と別居するこ

ととなり、なおかつ異動直前の住居から異動勤務先までが60km以上離れており、単身で生活す

ることを常とする職員に支払われる手当でございます。第10条の３の基礎額を２万3,000円か

ら３万円に、また一定の距離以上である場合支給される加算額の上限を、４万5,000円から７

万円に改めます。 

  次に、第15条の７第２項中の行政不服審査法は条項の改正となっております。旧条例第14

条の処分があったことを知った翌日から起算して60日以内及び異議申立を、それぞれ新条例18

条の処分があったことを知った翌日から起算して３カ月、再調査の請求へ修正するのが主な内

容となってございます。 

  続きまして、第15条の８第２項、勤勉手当ですが、先ほど平成27年度人事院勧告として

100分の10月増としたものを、平成28年度勤勉手当の６月、12月支給分に100分の５月ずつ振り

分ける内容でございます。これにより、６月の100分の75月及び12月の100分の85月が、それぞ

れ100分の80月へ改正となります。同様に、再任用職員は６月の100分の35月及び12月の100分

の40月が、それぞれ100分の37.5月となります。 

  次に、新旧対照表７ページから18ページになりますが、第16条の時間外手当についてです

が、時間外手当の１時間当たりの計算方法の改正となります。従来は、国家公務員に準じた計
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算方法をとっており、給料月額に12を乗じた額を１週間当たりの勤務時間38.75時間掛ける52

週を乗じたもので割ることにより、１時間当たりの給与単価を計算していました。今後は、労

働基準法に準じた計算方法に改めます。 

  なお、計算方法は、給与月額及びこれに対する地域手当の月額合計額に12を乗じた額を１

週間当たりの勤務時間38.75時間掛ける52週を乗じたものから祝祭日を減じたもので割ったも

のが１時間当たりの時間外の単価となるものでございます。 

  次に、給料表の改正となります。この改正により、行政職１について、１級は全て、２級

は23号まで、３級は７号まで増額となりますが、２級の25号及び３級８号以降は減額となりま

す。同様に、行政職２について、１級は全て、２級は25号まで、３級は17号まで増額となり、

２級26号及び３級18号以降は減額となります。なお、減額となった場合も、平成28年３月31日

現在支給を受けていた給料は、平成30年３月31日までは現給保障となります。 

  新旧対照表の18ページをごらんください。 

  最後に、級別職務分類表を等級別基準職務表に改正し、職務の複雑、困難、責任度に基づ

き、具体的な職務を適切に位置づけしております。 

  附則について説明いたします。改正文の10ページとなります。 

  附則１ この条例は、交付の日から施行する。ただし、第２条の給与の総合的な見直しの

部分につきましては、平成28年４月１日から施行するという内容でございます。 

  附則２ 第１条の勤勉手当の改正内容を、平成27年４月１日から適用する内容となってお

ります。 

  附則３ 切替日、平成28年４月１日の前日、平成28年３月31日に受けていた給料月額が切

替日後の給料月額に達しない場合、現給保障する内容となります。なお、保障期限は平成30年

３月31日といたします。 

  附則４ 12月に支払い済みの勤勉手当100分の75月は、今回改正する勤勉手当率100分の85

月の内払いとし、差額100分の10月を３月に支払う内容となります。 

  附則６から８までは、今回の東伊豆町給与条例の一部改正に関連し、地方公務員法第24条

第６項が含まれる他の条例について、全て地方公務員法第24条第５項に改める内容でございま

す。 

  実施時期ですが、平成28年４月１日から適用となります。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願い

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７号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを

採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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、２時25分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時１０分 

 

再開 午後 ２時２２分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ、再開します。 

 

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

 

◎日程第１４ 議案第８号 東伊豆町税賦課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14 議案第８号 東伊豆町税賦課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８号 東伊豆町税賦課徴収条例の一部

を改正する条例について提案理由を申し上げます。 
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  平成27年度の税制改正により、地方税法の一部を改正する法律が平成27年３月31日可決成

立し、同年３月31日に公布されました。このことにより、東伊豆町税賦課徴収条例の改正を図

ったものでございます。 

  詳細につきましては税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） 税務課長。 

○税務課長（正木三郎君） 議案第８号 東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条例につ

いて、概要により説明させていただきます。 

  改正文、新旧対照表の次、概要説明資料をごらんください。 

  国税の猶予制度の見直しを受けて、平成27年度税制改正で地方税法が改正され、納税者の

負担の軽減を図るとともに、滞納の早期段階での計画的な納付を確保する観点から、新たに納

税者の申請に基づく換価の猶予制度が設けられるとともに、従来からの徴収の猶予及び職権に

よる換価の猶予について所要の見直しが行われました。これに伴い、条例で定めることとされ

た申請手続等の項目について、国税及び静岡県税の取り扱いに準じて定めるものです。 

  主な改正部分を概要により説明させていただきます。 

  資料表にあります換価猶予とは、差し押さえた不動産を公売により換価することなどを猶

予する制度であり、徴収猶予とは、災害などによって納付することが困難な場合に、町税の徴

収を猶予する制度でございます。 

  資料、新旧対照表をごらんください。 

  第８条 徴収猶予に係る町の徴収金の分割納付又は分割納入の方法でございますが、徴収

の猶予に係る徴収金については、分割納付又は分割納入とする各納付期限及び納付金額を定め、

徴収の猶予を受けた者がその納付期限までに納付することができないことにつき、やむを得な

い理由があると認めるときは、分割納付の各納付期限ごとの納付金額を変更することができる。

分割納付の各納付期限及び納付金額を定めたときは、その旨を当該徴収の猶予を受けた者に通

知しなければならないとする規定です。 

  ２枚目をごらんください。 

  次に、第９条 徴収猶予の申請手続等でございますが、徴収の猶予を申請する場合の申請

書への記載事項は、一時に納付することができない事情の詳細、納付すべき徴収金の年度、種

類、納期限、金額、期間、分割納付の各納付期限及び納付金額とし、猶予を受けようとする金

額が100万円を超え、かつ猶予期間が３月を超える場合には、提供しようとする担保の種類、
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数量、価格、所在、その担保に関して参考となるべき事項及びその他町長が必要と認める事項

とするものです。 

  申請書への添付書類は、一時に納付することができない事実を証する書類、財産目録、そ

の他の資産及び負債の状況を明らかにする書類とし、猶予を受けようとする日前１年間の収入

及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類、猶予を受けよう

とする金額が100万円を超え、かつ猶予期間が３月を超える場合には、担保の提供に関し必要

となる書類及びその他町長が必要と認める書類とするものです。 

  ４枚目をごらんください。 

  第11条 職権による換価の猶予の手続等でございますが、提出を求めることができる書類

は、財産目録、その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類、猶予を受けようとする日前

１年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入支出の見込みを明らかにする書類とし、猶

予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ猶予期間が３月を超える場合には、担保の提

供に関し必要となる書類、分割納付をさせるために必要となる書類及びその他町長が必要と認

める書類とするものです。 

  ５枚目をごらんください。 

  第12条 申請による換価の猶予の申請手続等でございますが、申請期限については徴収金

の納期限から６月以内にされた申請に基づき、滞納処分による財産の換価を猶予することがで

きるものとします。申請書への記載事項は、一時に納付することにより事業の継続または生活

の維持が困難となる事情の詳細、納付すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額、猶予を受

けようとする金額、猶予を受けようとする期間、猶予を受けようとする金額が100万円を超え、

かつ猶予期間が３月を超える場合には、提供しようとする担保の種類、数量、価格及び所在そ

の他担保に関し参考となるべき事項、分割納付の各納付期限及び納付金額、その他町長が必要

と認める事項とするものです。 

  また、添付書類は財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類等、担保の提

供に関し必要となる書類及びその他町長が必要と認める書類とするものです。 

  ６枚目をごらんください。 

  第13条 担保を徴する必要がない場合でございますが、猶予に係る金額が100万円以下で

ある場合、猶予期間が３月以内である場合又は担保を徴することができない特別な事情がある

場合と規定します。 

  第18条については、第８条に地方税法の記載を追加したことによる所要の条文整理です。 
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  第18条の２については、行政不服審査法の改正に伴い、異議申立が審査請求に一本化され

たことによる所要の条文整理でございます。 

  第23条第３項については、第９条第２項第４号に地方税法の施行令の記載を追加したこと

による所要の条文整理でございます。 

  最後になりますが、改正条文に係る附則として、第１条 施行日は平成28年４月１日とし、

附則第２条 経過措置として、徴収猶予に係る改定規定は、平成28年４月１日以後に申請され

る徴収の猶予について適用し、職権による換価の猶予に係る改正規定については、平成28年４

月１日以後にされる換価について、申請による換価の猶予に係る改定規定については、平成28

年４月１日以後に納期限が到来するものについて、それぞれ適用するものです。 

  以上、簡単ではありますが、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。 

○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８号 東伊豆町税賦課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１５ 議案第９号 東伊豆町子ども医療費の助成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15 議案第９号 東伊豆町子ども医療費の助成に関する条例の

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） ただいま上程されました議案第９号 東伊豆町子ども医療費の助成に

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。 

  子育て支援の拡充を図るため、子ども医療費の助成に係る自己負担金について、保護者の

負担軽減を図り、子どもの健やかな成長に寄与することを目的として、就学児の自己負担金を

無料とするため、本条文の整備を図るものでございます。 

  詳細につきましては住民福祉課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○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、ただいま提案されました議案第９号 東伊豆町

子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について、説明をさせていただきます。 

  子ども医療費の助成に係る自己負担金につきましては、未就学児を除く中学校３年生まで

を対象とし、入院は１日につき500円、通院は１回につき500円の自己負担をお願いしておりま

したが、保護者の負担軽減を図り、子どもの健やかな成長に寄与するため、自己負担金を無料

とするものでございます。 

  それでは、新旧対照表により説明させていただきますので、恐れ入りますが、新旧対照表

をごらんください。 

  第５条 自己負担金の額を無料とするため削除し、第６条第１号中「前条に規定する自己

負担金の額及び」を削り、第５条といたします。 

  第７条を第６条とし、以降につきましては１条ずつ繰り上げるものでございます。 

  また、第11条中「第９条」を「第８条」に、第12条第１号中「第８条」を「第７条」にそ

れぞれ改めることといたします。 

  附則といたしまして、第１項 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

  第２項 平成28年３月31日までの診療分については、なお従前の例によることといたしま

す。 

  以上、簡単ですが、説明にかえさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（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） おくれを取り戻して子育て支援進めるという点ではいいと思うんで
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すけれども、ちょっとこれ、制度的な問題で、やはり国のほうは余りこの手当を評価していな

いというふうに思っているんですけれども、国保会計や何か、厚生労働省はペナルティーをか

けるみたいな部分が残っているような話もちょっと聞いたりはしているんですけれども、そう

いうものについてちょっと、もし明らかであればまた教えてもらいたいし、今わからなかった

ら、またちょっと調べて教えていただきたいと思いますが。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） すみません。今、そういう情報をまだ未確認なもので、情報収集した

中で、わかった段階で山田議員にお教えします。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） よろしいですか。 

  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９号 東伊豆町子ども医療費の助成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１６ 議案第１０号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

              について 

○議長（村木 脩君） 日程第16 議案第10号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 
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（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10号 東伊豆町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴う条文の整備、並びに

国民健康保険税の見直しを図るため、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10号 東伊豆町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。 

  今回の国民健康保険税条例の改正は、２点からの改正となっております。改正の説明です

が、資料に基づき説明をさせていただきたいと思います。 

  一番最後のページ、議案第10号説明資料をごらんください。 

  国民健康保険法施行令の一部を改正する政令（平成28年政令第33号）が平成28年１月29日

公布されたことに伴う課税限度額の引き上げと、軽減判定所得の見直しとなっております。 

  １点目の課税限度額についてですが、法律では基礎課税額（医療分）につきましてが、平

成28年度に52万円から54万円に、後期高齢者医療支援分が17万円から19万円に、介護保険納付

金分が16万円で変更なしという形で改正がなされます。 

  しかし、当町につきましては、法律に沿った条例内容となってはおりません。平成30年度

から国保は県単位の広域化となりますが、これに向けて県からも限度額について問い合わせ指

導があり、法律に準じていく必要性を考慮いたしまして、平成27年２月16日に開催された国保

運営協議会において、２カ年かけ限度額を引き上げる方針をお示しし、御理解をいただき、平

成27年度改正を行ったところであります。 

  平成28年度は、基礎課税額51万円を52万円に、後期高齢者医療支援分14万円を17万円に、

介護保険納付金分14万円を16万円に、国の改正から１年おくれの形で限度額を引き上げる改正

をお願いするものであります。 

  ２点目の軽減判定所得の見直しでは、５割軽減、２割軽減の対象者が拡大され、低所得者

に対する軽減の強化が図られます。 

  内容は、算出に用いる基準額が５割軽減の場合、26万円が26万5,000円に、２割軽減の場

合、47万円が48万円に引き上げられます。 
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  附則ですが、 

  （施行期日） 

  １項 この条例は、平成28年４月１日から適用する。 

  （適用区分） 

  ２項 改正後の東伊豆町国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以降の年度分の国民健

康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によ

る。 

  なお、お手元に新旧対照表、国保運営協議会答申書の写し、参考資料を添付いたしました

ので、御参考にしていただきたいと思います。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（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） 限度額の引き上げということでいくと４万円の引き上げということ

になるんですけれども、この対象者とそれに伴う国保の保険税の増額というものはどういうふ

うに推定されるのか。また、軽減判定の所得の見直しによる対象者というのは、５割、２割で

それぞれどういう人数いらっしゃるのか、そのことを教えてください。 

○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） ただいまの山田議員の質問ですけれども、限度額の引き

上げですけれども、26年度分の所得での換算という形になりますけれども、影響がある世帯で

限度額引き上げのほうは、医療分で42世帯、介護分で22世帯、後期支援分で76世帯で、税額で

は約260万円ほどの増額となると思います。 

  軽減判定のほうですけれども、こちらも同じく26年で換算いたしますと、２割軽減に該当

する世帯が14世帯、５割軽減が６世帯で、金額的には45万円弱くらいの減額という試算になる

かと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 大した増収にもならないんだけれども、その足並みをそろえるとい

う枠組みの中で、どうしてもこれはやらなければいけないんですかね。今、広域による保険料

のやつも、結局全部統一した値段という形ではなくなってきていると思うし、この制度設計の
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考え方もまだ流動的なんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、これはどうしても

やらなければいけないということなんでしょうか。 

○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） 一応県からの指導では、30年の全県での、県が保険者に

なる時点で、この限度額につきましては足並みをそろえてもらいたいというような指導を受け

ておりますので、お示しさせていただいて、国の基準に合わせるような形で、今改正のお願い

をいたしているところでございます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） よろしいですか。 

  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10号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決

します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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 議案第１１号 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進す 

              るための関係法律の整備等に関する法律附則第１４ 

              条に規定する経過措置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17 議案第11号 地域における医療及び介護の総合的な確保を

推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する経過措置に関する条例の

一部を改正する条例についてを議題とします。 



－173－ 

  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11号 地域における医療及び介護の総

合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する経過措置に

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。 

  介護保険の地域支援事業のうち、包括的支援事業の実施に関する経過措置の適用について、

広域による前倒し実施ができるよう条文の整備を図るため、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11号について、説明させ

ていただきます。 

  改正の説明でございますが、改正条文の朗読での説明ですと非常に煩雑でわかりにくいた

め、資料に基づき説明させていただきます。 

  ３ページ目、新旧対照表並びにその次のページ、議案第11号説明資料をあわせてごらんい

ただきますようお願いいたします。 

  説明資料の１、背景の３段落目、「そこで」以降ですけれども、平成27年９月３日開催の

第４回賀茂地域広域連携会議において、地域包括ケアシステム圏域運用検討専門部会の設置が

合意され、賀茂圏域の１市５町と県にて、地域包括ケアシステムの構築に向けた、広域連携に

よる行政事務の集約化と共同処理体制の検討を行うこととなりました。 

  専門部会での検討内容といたしましては、次の表となります。 

  包括的支援事業として、在宅医療・介護連携推進、生活支援サービスの体制整備、認知症

施策の推進、この３点については、法律で平成30年４月１日までに実施することとなっており

ます。 

  ほかに新しい介護予防・日常生活支援総合事業、介護事業所指定・指導監査事務、その他

保健事業や権利擁護など、検討を行います。 

  この中で、平成28年度は太枠でくくった在宅医療・介護連携推進について、広域連携によ

る業務委託を実施予定であり、そのほかについても現在検討が進められているため、包括的支
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援事業の３点について、「平成30年３月31日まで事業を行わない」と定めた規定を「町長が定

める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行う」という内容に改め、広域による前

倒し実施ができるよう条文の整備を図るものであります。 

  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行いたします。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い

いたします。 

○議長（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） ２つあるんですけれども、１つは、この中でも県と同じように規模

が小さくて専門職員が少ないというようなことを書いてあるんだけれども、こういう連携の中

で専門職員をたくさん持っている県は、どういう形でサポートなり支援をしてくれていくのか

なということが見えてこないんです。 

  町の場合はいろいろ係が動くんだけれども、県の場合は保健所なら保健所で、東部であれ

賀茂であれ中部であれと、ずっと専門でやっているから、ずっと専門の人間がいっぱいいるわ

けじゃないですか。こういう支援の形というのは出てきていないのかなということが１つと、

もう一つは、ここで期日の問題が、町長が定める日という、この定める日ということについて

の非常に曖昧な形があるんですけれども、その辺の決定というのは、そうはいっても、町民に

知らせるとかいう問題では一定の許容範囲があると思うんですけれども、どのようにお考えで

すか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、県とのかかわりはちょっと担当に。 

  附則の町長が定める日、これは１市５町の中で、うちと河津町だけが一応３月31日まで事

業を行わないとうたってある。しかし、ほかの市町の３町１市、これが町長が定める日と附則

に置いてありますもので、今後また事業をやっていく中で、同じようなことができればいいか

なという中で、これを町長が定める日に定めたのが、それがもとでございます。その中で、や

はり山田議員が言っている町民への啓蒙、また議会の啓蒙も再三再四言われておりますもので、

この辺は早目に皆さん方に知らしめていきたいと、そう考えております。 

○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） 県の支援の関係ですけれども、在宅医療・介護連携推進、

こちらの今新しく始まる介護保険の事業につきましては、町がやっていかなければならない事
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業であり、町から委託するという形や、町が独自でやるか委託をかけるかという方法になって

くるもので、県自体の直接的な支援というものは、実際はございません。ないという状況です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） そうすると、何か副知事さんなんか言われているような、何か市町

でやればということと、本当にその専門職員を育てるとか応援するよとかということがなくて、

ただ一緒にやれ、一緒にやれというふうなことだけでは、やはり本当にその住民の生活を守れ

ないし、結局やはりこういうことでも、県は何も汗をかかないというふうにしか受け取れない

ですよね。だから非常に残念です。言うことは立派だけれども、結局何もやはり汗かくレベル

の仕事をしてくれていないのかなという、非常に県に対するこれは不信感を私は持ちました。 

  それと町長、いずれにしても、これは30年が、期日が早まるということがあるということ

なので、当然、半年前とか一定の期間の中で決定をされれば、その周知期間を置いて事業がス

タートするということですよね。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、附則の町長が定める日、山田議員が言ったとおりでございます。 

  さらにこの広域連携におきましては、これは今、西部、下田、南伊豆、そしてうちが河津

とやっている。これ今３本やっている中で、これが広域だとメリット、デメリットあるかと原

課に聞いた場合、これは広域でやっても別に何ら支障がないということを言われましたもので、

それでは、できれば一本化すればいいんじゃないかという中で、やらせていただきました。さ

らに、県の生活支援サービス体制整備、これも広域でやれと言われましたけれども、これは各

市町によってサービスが違ってくるもので、これはできませんよとはっきり言った中で、今回

この在宅医療・介護連携推進、これはたとえ県がかかわるなと言っても、とりあえず１市５町

でやった中でのデメリットはないというふうに聞いたもので、そういう中で今回これをやらせ

ていただいた。そういう状況でございます。 

  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。 
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  これより議案第11号 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法

律の整備等に関する法律附則第14条に規定する経過措置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１８ 議案第１２号 東伊豆町消防団条例の一部を改正する条例について 

○議長（村木 脩君） 日程第18 議案第12号 東伊豆町消防団条例の一部を改正する条例に

ついてを議題とします。 

  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12号 東伊豆町消防団条例の一部を改

正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  地域防災力の要である消防団運営上の問題点として、消防団員の確保同様に消防団本部の

役員選任が困難となっていることから、団本部役員の任期及び階級の一部改正により、消防団

組織の活性化を図るものであります。 

  詳細につきましては消防長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたしま

す。 

○議長（村木 脩君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） ただいま提案されました議案第12号 東伊豆町消防団条例の一部

を改正する条例について御説明いたします。 

  新旧対照表において御説明いたしますので、新旧対照表をごらんください。 

  今回の改正は、消防団員の任期及び階級の改正を行うものでございます。 

  任期の改正につきましては、第６条において本部長以上の任期を３年から２年に改めるこ

とにより、負担軽減を図り、就任しやすい規定とするものです。 

  階級の改正につきましては、団員の訓練指導を担任する指導部長は分団長経験者から選任



－177－ 

されておりますが、階級では指導部長は分団長の下部階級にあり、組織構成上好ましくないこ

とから、指導部長の階級を廃止し、本部長と同階級に改めるため、第６条及び第18条中の指導

部長を削るものでございます。 

  次のページをごらんください。 

  第10条 報酬において規定されている団員報酬等の表中において、指導部長の階級の廃止

により指導部長報酬の項を削るものでございます。 

  附則におきまして、この条例は、平成28年４月１日から施行するとしております。 

  説明は以上でございます。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12号 東伊豆町消防団条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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１９ 議案第１３号 公の施設の指定管理者の指定について（北川地区防 

              災センター） 

○議長（村木 脩君） 日程第19 議案第13号 公の施設の指定管理者の指定について（北川

地区防災センター）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第13号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて（北川地区防災センター）について提案理由を申し上げます。 
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  北川地区防災センターの指定管理者に北川区を指定するものであります。 

  詳細につきましては総務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） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） それでは、議案第13号 公の施設の指定管理者の指定について

（北川地区防災センター）について、議案書の朗読をもちまして説明にかえさせていただきま

す。 

  議案第13号 公の施設の指定管理者の指定について（北川地区防災センター）。 

  東伊豆町防災センターの設置及び管理等に関する条例（平成18年東伊豆町条例第19号）第

４条第１項の規定により、北川地区防災センターの指定管理者を次のとおり指定する。 

  施設の名称 北川地区防災センター。 

  指定管理者所在地 東伊豆町奈良本1009番地の１。 

  名称 北川区。 

  指定の期間 平成28年４月１日から平成33年３月31日までの５カ年とさせていただくもの

でございます。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いしま

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13号 公の施設の指定管理者の指定について（北川地区防災センター）を

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。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第２０ 議案第１４号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町営 

              熱川海浜プール） 

◎日程第２１ 議案第１５号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町営 

              稲取海浜プール） 

○議長（村木 脩君） 日程第20 議案第14号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊

豆町営熱川海浜プール）、日程第21 議案第15号 公の施設の指定管理者の指定について（東

伊豆町営稲取海浜プール）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について提案理由を申し上げます前

に、公の施設の指定管理者の指定について説明させていただきます。 

  いずれも平成25年４月より指定管理者が管理していた施設について、３年間の協定が本年

３月末に終了いたしますので、再び指定管理者の指定について議決を求めるものであります。 

  なお、指定管理者の選定は、東伊豆町公の施設の指定管理者選定委員会の２回の審議結果

により決定したものに基づくものでございます。 

  それでは、議案第14号及び議案第15号の提案理由を申し上げます。 

  議案第14号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町営熱川海浜プール）。東伊

豆町営熱川海浜プールの指定管理者に、熱川温泉観光協会を指定するものであります。 

  続きまして、議案第15号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町営稲取海浜プ

ール）。東伊豆町営稲取海浜プールの指定管理者に、稲取温泉観光協会を指定するものであり

ます。 

  詳細につきましては観光商工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） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） ただいま一括上程されました議案第14号及び議案第15号 公

の施設の指定管理者の指定につきまして、議案の朗読をもちまして説明にかえさせていただき

ます。 

  議案第14号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町営熱川海浜プール）。 
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  東伊豆町海浜プールの設置及び管理に関する条例（平成18年東伊豆町条例第18号）第３条

第１項の規定により、東伊豆町営熱川海浜プールの指定管理者を次のとおり指定する。 

  施設の名称 東伊豆町営熱川海浜プール。 

  指定管理者所在地 東伊豆町奈良本966番地－13。 

  名称 熱川温泉観光協会。 

  指定の期間 平成28年４月１日から平成31年３月31日までの３年間といたします。 

  続きまして、議案第15号につきましては、議案番号、施設の名称、指定管理者のみを申し

上げますので、よろしくお願いいたします。 

  議案第15号。 

  施設の名称 東伊豆町営稲取海浜プール。 

  指定管理者所在地 東伊豆町稲取1521番地－３。 

  名称 稲取温泉観光協会。 

  以上、簡単ですが、説明にかえさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより議案第14号及び議案第15号の一括質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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14号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町営熱川海浜プー

ル）の討論に入ります。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14号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町営熱川海浜プー

ル）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15号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町営稲取海浜プー

ル）の討論に入ります。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。 
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  これより議案第15号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町営稲取海浜プー

ル）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。 

 

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

 

◎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０２分 
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平成２８年第１回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第３号） 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） 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28年東伊豆町議会第１回定例会第３日目は成立いたしましたので、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１６号 平成２７年度東伊豆町一般会計補正予算（第１１号） 

○議長（村木 脩君） 日程第１ 議案第16号 平成27年度東伊豆町一般会計補正予算（第11

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） おはようございます。 

  ただいま上程されました議案第16号 平成27年度東伊豆町一般会計補正予算（第11号）に

ついて、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出の総額に１億2,041万2,000円を追加いたしまして、歳

入歳出予算の総額を54億4,658万円とするものでございます。 

  国の補正予算の対応としてマイナンバー制度の施行に伴う情報セキュリティー対策の強化
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や年金生活者等支援臨時福祉給付金にかかわる事業費並びに事務費の増額、奈良本地区避難地

整備の第２工区に対する工事請負費など増額し、新年度へ繰り越しといたします。また、それ

らに伴う繰越明許費の設定や地方債の追加をいたしております。そのほかでは全般的に事業の

精算及び執行残額の最終調整を実施いたしたところであります。 

  歳入の主な内容ですが、町税におきましては売り上げ本数の減少に伴う町たばこ税の減額

や実績に基づき入湯税を減額としております。交付金等につきましては実績に基づきそれぞれ

調整をいたしております。交付金につきましてはふるさと納税寄付金を実績から推計し、増額

としております。 

  次に、歳出の主な内容ですが、国民健康保険特別会計の繰出金の確定に伴う増額措置及び

福祉関係の精算に伴う過年度返還金等について増額措置いたしております。必要な財源配分を

行った後、余剰財源を財政調整基金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。 

  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16号 平成27年度東伊豆

町一般会計補正予算（第11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11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１億2,041万2,000円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ54億4,658万円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  （繰越明許費） 

  第２条 地方自治法第213条第１項の規定により繰り越して使用することのできる経費は、

「第２表繰越明許費」によります。 

  （債務負担行為の補正） 

  第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表債務負担行為補正」によります。 

  （地方債の補正） 

  第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表地方債補正」によります。 
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  恐れ入れますが、１ページ、２ページをお開きください。 

  また、補正予算書と合わせてお配りいたしました資料もごらんください。 

  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。 

  １款町税、４項町たばこ税、補正前の金額から724万円を減額し、１億1,442万6,000円と

いたします。たばこの売り上げ本数減少により町たばこ税現年課税分を減額いたします。 

  ６項入湯税、補正前の金額から1,035万円を減額し、１億2,015万1,000円といたします。

入湯客数の減少に伴う減であり、入湯客数の見込みを80万1,000人とさせていただきます。 

  ６款１項地方消費税交付金、補正前の金額に6,000万円を追加し、２億8,000万円といたし

ます。交付額確定に基づき地方消費税交付金を増額するものであります。 

  ８款１項自動車取得税交付金、補正前の金額に200万円を追加し1,100万円といたします。

これまでの実績から自動車取得税交付金の増額を見込んだものであります。 

  10款１項地方交付税、補正前の金額に315万8,000円を追加し、11億238万1,000円といたし

ます。本年度調整分復活による追加交付決定に基づき普通交付税を増額するものであります。 

  14款国庫支出金、１項国庫負担金、補正前の金額に1,027万3,000円を追加し２億6,857万

5,000円といたします。保険基盤安定負担金では交付決定に基づき増額とし、児童手当負担金

につきましては、対象児童数の減少に伴い減額としております。 

  ２項国庫補助金、補正前の金額に9,641万9,000円を追加し、３億2,394万5,000円といたし

ます。民生費国庫補助金では本年度実施いたしました臨時福祉給付金並びに子育て世帯臨時特

例給付金について、支給人数確定に伴う精算のため事業費、事務費ともに減額しております。

また、国の補正予算により年金生活者等支援臨時福祉給付金に係る事業費並びに事務費を増額

し、新年度へ繰り越しをいたします。 

  消防費国庫補助金におきましても、国の補正予算を活用し、奈良本地区避難地整備に対す

る市街地整備事業を増額し、これにつきましても新年度へ繰り越しといたします。土木費国庫

補助金では、交付額確定により社会資本整備総合交付金を減額いたします。 

  総務費国庫補助金では、個人番号カード交付事業費補助金を交付決定に基づき増額いたし

ます。また、地方公共団体情報セキュリティー強化対策費補助金につきましては、マイナンバ

ー制度の施行に伴い住民情報の流出を防ぐため、地方自治体の情報セキュリティー対策の抜本

的強化を図ることが求められております。国の補正予算による当該補助金を増額し、新年度に

繰り越しいたします。 
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  15款県支出金、１項県負担金、補正前の金額に840万6,000円を追加し、１億9,025万1,000

円といたします。国民健康保険基盤安定負担金を交付決定に基づき増額措置するものでありま

す。 

  17款１項寄付金、補正前の金額に900万円を追加し2,905万7,000円といたします。 

  教育費、寄付金100万円の増額につきましては、稲取の田代守義様からお寄せいただきま

した御浄財でございます。なお、寄付者の意向といたしまして、育英奨学金での活用を希望さ

れておりますので、育英奨学基金へ積み増しをさせていただきます。 

  ふるさと納税寄付金では、本年度の実績から試算し800万円の増額としております。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、補正前の金額から7,102万7,000円を減額し２億4,027万円

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７億2,200万

円でございます。 

  20款諸収入、４項雑入、補正前の金額から14万4,000円を減額し6,707万4,000円といたし

ます。 

  雑入では臨時職員の退職等に伴い、社会保険料等被保険者負担金を減額としております。 

  21款１項町債、補正前の金額に2,470万円を追加し、５億9,600万円といたします。国の第

１次補正対応に伴う情報セキュリティー強化対策事業で440万円と、奈良本地区避難地整備事

業第２工区で3,750万円を増額しております。その他の事業につきましては、事業費の確定な

どに伴う減額措置でございます。 

  次に、歳出について主なものを御説明いたします。 

  ３ページ、４ページをごらん願います。 

  ２款総務費、１項総務管理費、補正前の金額に1,184万5,000円を追加し、７億2,620万円

といたします。一般管理費におけるふるさと納税寄付謝礼の増は、歳入と同じく本年度の実績

から試算し記念品を贈呈するための謝礼について、不足見込み分を増額するものであります。 

  次に、電算費におけるセキュリティー強化対策業務委託料の増は、マイナンバー制度の施

行に伴う住民情報流出防止のためのセキュリティー対策の強化に要する委託料の増額でありま

す。新年度に繰り越しし、システム環境の改善を図ります。 

  ふるさと納税基金費では、ふるさと納税寄付金のうち寄付謝礼を控除した部分について、

見込み額として基金積立金を増額しております。 

  財産購入費では庁舎用地の購入額確定に伴い、国有地購入費の不用額を減額としてござい
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ます。 

  ３項戸籍住民基本台帳費、補正前の金額に210万4,000円を追加し4,293万7,000円といたし

ます。個人番号関連事務事業における個人番号カード等交付事業費交付金について、国庫補助

と同額を増額としております。この科目につきましては補正後の残額を上限として繰越明許費

を設定し、第２回支払い後の残額について翌年度へ繰り越すことといたします。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、補正前の金額に8,218万3,000円を追加し、10億9,837万

1,000円といたします。障害者福祉費では利用月数の減少に伴い、身体障害者更生医療費を減

額とし、平成26年度分の自立支援医療費負担金精算に伴い、身体障害者福祉事業過年度返還金

を増額いたします。 

  国民健康保険費では国民健康保険特別会計繰出金について、基盤安定繰出金及び財政安定

化支援事業繰出金の確定に伴い増額としております。 

  介護保険費では介護保険特別会計繰出金について、給付費、地域支援事業、事務費等の減

に伴い減額いたします。 

  臨時福祉給付金等給付事業助成費では、臨時福祉給付金給付事業並びに子育て世帯臨時特

例給付金給付事業の支給額確定に伴い、不用額を減額しております。また、国の補正予算によ

る年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業として、給付金並びに事務費を計上し新年度へ繰

り越しし、対象者１人につき３万円を６月までに支給することとなります。 

  ２項児童福祉費、補正前の金額から661万7,000円を減額し、３億928万1,000円といたしま

す。児童福祉総務費では本年度の支払い実績から所要額を見込み、子ども医療費扶助費の不用

額を調整減額いたします。児童措置費では支給対象児童数の減少により児童手当を減額いたし

ます。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、補正前の金額から792万3,000円を減額し、２億429万円と

いたします。予防費における医薬材料費の減は、小児予防接種事業における対象人数の減とワ

クチン単価減による不用額の減額でございます。 

  環境衛生費における浄化槽設置整備事業費補助金の減につきましても、実績に基づき不用

額の減額措置でございます。 

  ７款土木費、２項道路橋梁費、補正前の金額から2,512万8,000円を減額し9,619万2,000円

といたします。社会資本整備総合交付金の交付額に合わせた事業内容とし、湯ノ沢草崎線のり

面対策工事と入谷天城１号線に係る用地取得費、立ち木等補償費をそれぞれ減額いたします。 

  ８款１項消防費、補正前の金額に7,981万円を追加し７億4,808万9,000円といたします。 
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  防災対策費における災害に備えた安心・安全なまちづくり事業では、国の補正予算を活用

し、奈良本地区避難地整備工事第２工区の工事請負費や関連経費を増額措置し、全額繰り越す

ことといたします。また、建築物耐震化事業の建築物耐震診断事業費補助金につきましては、

本年度利用者がなかったことから全額減額するものでございます。 

  緊急地震・津波対策基金費における緊急地震・津波対策交付金返還金につきましても、先

ほどの奈良本地区避難地整備への充当が増加したため、県への返還金を減額するものでありま

す。 

  ９款教育費、６項保健体育費、補正前の金額から305万8,000円を減額し7,608万8,000円と

いたします。学校給食センター事業における雇い人料の減は臨時職員の年度途中退職や休暇な

どによって生じた不用額の減額でございます。 

  ５ページをお開きください。 

  第２表 繰越明許費の設定につきましては、２款総務費、１項総務管理費の基幹系システ

ム管理事業におけるセキュリティー強化対策業務委託料について、年度内のセキュリティー環

境構築が困難なことから事業を繰り越すものであります。 

  ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費の個人番号関連事務事業における個人番号カード等

交付事業費交付金について、国庫補助と同額を増額としておりますが、補正後の残額を上限と

して繰越明許費を設定し、第２回支払い後の残額を翌年度へ繰り越すものでございます。 

  ３款民生費、１項社会福祉費の年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業について、国の

補正予算による年金生活者等支援臨時福祉給付金並びに事務費を計上し、新年度へ繰り越しし、

６月までに支給するものでございます。 

  ８款１項消防費の災害に備えた安心・安全なまちづくり事業（第１工区）では、基礎の大

きさが予想を上回りさらに強固であったため、破砕に不測の日数を要し年度内の事業完了が困

難となり、一部を繰り越すものであります。 

  同じく８款１項消防費の災害に備えた安心・安全なまちづくり事業（第２工区）につきま

しては、国の補正予算を活用し、奈良本地区避難地整備工事第２工区の工事請負費や関連経費

を増額措置し、全額繰り越しし、新年度に事業執行する内容でございます。 

  ６ページをごらん願います。 

  第３表 債務負担行為補正でありますが、今回の補正予算（第11号）においては、資源ご

み・可燃ごみ等収集業務委託の追加及び事務機器等リース料など、機器使用料の契約締結に伴

い限度額と期間を変更するものでございます。 
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  ７ページ、８ページをごらん願います。 

  第４表 地方債の補正でありますが、歳入で御説明いたしました国の第１次補正対応に伴

う情報セキュリティー強化対策事業で440万円と、奈良本地区避難地整備事業第２工区で3,750

万円を追加し、その他の事業につきましては事業費の確定などに伴い減額としております。な

お、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでありますので、御確認願います。 

  ９ページ、10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53億2,616万8,000円に１億2,041万2,000円を追加いたしまし

て、54億4,658万円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額53億2,616万8,000円に１億2,041万2,000円を追加いたしまし

て、54億4,658万円といたします。 

  次に補正額の財源内訳ですが、特定財源は国・県支出金が１億1,093万8,000円の増、地方

債が2,470万円の増、その他財源は686万3,000円の増、一般財源は2,208万9,000円の減といた

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。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 何点か質問させていただきます。非常に大事なことなので委員会の

ときもお伺いしましたけれども、マイナンバーに関するセキュリティー強化事業の部分ですけ

れども、どういう対策をとって安全性を担保するのかということについて一点お伺いをいたし

ます。 

  ２点目に、国民健康保険の繰出金が増額となっておりますけれども、この理由について簡

単な形での説明はあったかと思いますけれども、こういう金額としても大きいということなも

のですから、どういう内容かお伺いをしておきたいと思います。 

  ３点目に、年金生活者等支援臨時給付金の関係ですけれども、対象者と概要についてお伺

いをしたいと思います。 

  最後に、子育て支援の形でランドセル等のということがございましたので、この関係は町

長、子ども貧困対策法の関係で、やはりちゃんと計画策定等をした場合については財源措置が

受けられるのではないかと思うんです。この辺は、やはりうちの町も全体的に静岡県の中でも
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年収とか、やはり低いと。観光産業というふうなことで女性の就労とか単親家庭というのは非

常に多いわけですから、そうするとこの部分は今後、やはり財源の確保という面ではどういう

やり方があるのかということについては、十分検討していただく部分があるのではないかなと。

本当に子供たちのため、また、単身の親御さんの支援になっていくことをやろうとしているわ

けだから、当然、国の制度に適応してやれるものについては、やはりしっかりもらうものもも

らって、支援をしっかりするという形を、対応をとっ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） 一応ランドセルの関係でございます。これは当然国からこういう施策

があるからということで、町もそれに応えたということで。今、山田議員が言うとおり県との

計画、そこはちょっとまだ調査しておりません。今回、当然国から来たものでその受け入れと

してやった。その中で山田議員さん、県との関係、またこれはちょっと調査をさせていただき

たいと思います。ほかの点につきましては各担当より説明いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（向井青一君） セキュリティー強化の関係ですが、セキュリティー強化につ

きましてはネットワークの分割化、あと二要素認証ということで、２点を改良というか、改善

をしていきたいと思っております。ネットワークの分割化につきましては、現行インターネッ

トと基幹系というふうな形で分かれておりますが、その基幹系を、個人番号を使うであろうと

いう職員につきましてはネットワークを分割し使わせる、また、個人番号を使う職員について

はパスワードと、あと生体認証ということで指紋認証、または静脈認証というふうな形を使う

ことで個人番号の使う者の確定ができるというふうな形で行い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） この点につきましては委員会で山田議員から一般町民にもわかるよう

に広報したらどうかという。しかしながら、担当課からしてみれば、やはりこれを悪用される

可能性があるというもので、ちょっとその辺は考慮させていただいた中で、一般の町民はちょ

っと広報紙では掲載しないほうにいたしましたので、その辺は御理解願いたいと思います。 

○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） 国保会計の繰出金への説明でございますけれども、低所

得者に対する軽減の割合につきましては、現時点で７割、５割、２割という軽減があるんです

けれども、この軽減に対する補助、国、県、町の負担する国のほうの制度が変わりまして、こ

ちらに対して７割、５割、平成26年度から、一番大きいのは２割軽減に対しては特別会計で全
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て見るというところがなしだったものが、13％は国、県、町で見なさいというような制度改正

があります。また、７割、５割も多少ですけれども率は上がっておりまして、この負担が一番

大きな原因となっております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） それでは年金生活者等支援臨時福祉給付金の事業の概要と

対象者ということでございますけれども、国の一億総活躍社会の実現に向けて賃金の引き上げ

の恩恵が及びにくい低所得の高齢者を支援するために行われるものでございます。平成27年度

の臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年度中に65歳以上となる方に対して、１人につ

き３万円を支給いたします。なお、対象者につきましては2,065名ということで試算してござ

います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） まず、セキュリティーの問題はいずれにしてもネット分割というこ

とで、役場のパソコンがハッキングされたりという、そういうことの心配がないように、また

使う人間についてもしっかり管理するということで、町としてこのマイナンバーが悪用される

ことについて最大限対策をとっていくということだと思うんです。町のほうは、これはいいわ

けですけれども、まだ、マイナンバーについては、そういう関連で言うと民間業者がいろいろ

なナンバーを使うということもあって、いろいろ心配されているところがあるわけなんで、町

としてはその対策は一応別ルートでやるし、管理がしっかりしているということで解釈できる

と思います。 

  国民健康保険の繰り出しについて言うと、国の制度改正において、しかし結局２割だとか

５割の軽減世帯のところを、結局町が全部それは負担しなさいというような形での負担が生じ

て、制度改正上はそういう部分が生じているのかなということで、東伊豆町も軽減世帯が一方

では多いわけなので、こういう負担が出るのかなということです。 

  次に、年金生活者等の支援制度の関係で、今回３万円支給されると。しかし、年金が毎年

削減はされていくと。特にマイクロスライドという形の中では大きな削減がされる中で、今年

だけ３万円支給されるということで、来年は消費税が上がると２万7,000円をそのままお返し

しなければならないという、来年以降も続けるということが本当は一番それだったらいいんだ

ろうし、年金も削らないほうがいいんだろうなというふうに思われるんですけれども、そこで
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１点疑問が出てくるんだけれども、ここでシステムの改修費ということで270万円の計上があ

るんです。今年、平成27年度でやった臨時福祉給付金の関係と、ほとんど対象者が同じだよと

いうふうな制度として言われているわけで、そうすると今年使ったシステムをまた新たに270

万円も、それも１年間しか使わないのに270万円システム改修までするということは、本当に

必要なんでしょうか。 

  番たび国やなんかのやつでお金のほうは入ってくるとは言うものの、何かやるたびこのシ

ステム改修というものが莫大なお金がいつも計上される。今回の場合だってほとんど同じ人た

ち、年齢の問題が若干違ったりするということはあるけれども、ほとんど同じ人を対象にする

のに前回もシステム改修をして、また今度270万円、システム改修がかかるという、このやり

方は本当に必要なのかなということにちょっと疑問を、もしかするとこれは国のやり方だよと

町長は言いたいところがあるかもしれませんけれども、本当にシステム関係の出費だけを増や

していくというのはどうなのかなという疑問を感じます。 

  最後のこの子育ての支援の問題で言うと、子ども貧困対策の推進に関する法律等のやはり

施行令でも財源措置があるもので、恐らく基本的な国・県の計画の中で対応されていくと思う

ので、やはりよく県なんかの実施計画等を見て、必要なものはどんどん活用されることが必要

だなというふうに思いましたので、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） やはりシステム関係、本当、基本的には国の関係としか言いようがあ

りません。もう基本的には国のやることは全部国が面倒を見てくれる、システム改修も本当は

全部面倒を見てくれればいいのに、なかなかやってくれないのが現実でございますもので、そ

れは本当は山田議員言ったように、その辺はもう一般財源を使うもので大変苦慮しているとこ

ろでございます。これはあくまで国のことと申し上げる、もうそれしか言いようがありません

もので、御容赦願いたいと思います。 

  それからランドセルの関係、この辺は十分調査した中でさらにもらえるものがあったらも

らっていきたい、そう考えて、十分調査はさせていただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） ランドセルの関係ですが、交付税的に見ますと多子世帯、

低所得者世帯、ひとり親世帯等の保護者負担の軽減のために実施する幼児教育無償化に向けた

取り組みの段階的な推進に係る幼稚園就園推進奨励事業ですか、それとあと子ども・子育て支

援新制度拡充に伴う地方負担については地方交付税措置を講ずることとしているというような
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内容がありまして、この間の財政担当課長会議の中でもそういう説明はなされたんですが、ラ

ンドセルの部分についての説明はちょっとなかったものですから、また今後その辺はよく交付

税のほうも確認いたしますし、あと一億総活躍社会の実現に向けた取り組みという中の交付金

のところもいろいろ調べてはいるんですが、幼児教育の段階的無償化に向けた取り組みですと

か、虐待防止の対策の強化ですとか、そういう項目幾つかあるんですが、ちょっとそこを調べ

た中でも見当たるところがなかったものですから、今後さらに調べて研究してみたいと思いま

す。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 子ども・子育て支援制度の関係はいずれにしても福祉的な分野と教

育委員会的な分野が絡んでくると思うんです。ただ、法律の施行からすると、少なくとも県の

段階まではこの子供の貧困対策計画をやはり策定することについてはなっているはずなので、

だから県もその法律の中で具体化した支援対策を持っていると私は思っているんですけれども、

そういう中でいろいろな形のものでぜひ活用できるものについては、ぜひ生かした中で取り入

れるべきものを取り入れていただきたいので、その両課の連携をぜひお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員から言われました、これは両課の連携を十分とった中で今後

対応していきたい、そう考えておりますのでよろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） そのほか、質疑ございませんか。 

  ７番。 

○７番（飯田桂司君） ちょっとお聞きしたいんですけれども、町税の関係、ちょっと気にな

るところが、これは委員会のほうでも質疑されたかなと考えるわけですけれども、入湯税の関

係、これ減ってきておる。平成28年度の予算等を見ますと、歳入、こう町税の関係が減ってき

ておるわけですけれども、今後の動向も含めて、前のこの入湯税の関係、ちょっとお聞きした

いなと思います。数字的なことも含めてお聞きしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には言った中で、委員会でも言った、一番やはり団体バスさん

が一応軽井沢で事故がありましたね。それによって、また形態が大変厳しくなったもので、や

はりそれがひとつの2.5％減った、その要因ではなかろうかと入湯税は考えている。しかし、



－195－ 

やはり入湯税につきましては大変貴重な財源でございますし、さらに相当観光にお金を使って

おりますもので、当然目標を高く持っ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） ７番、飯田さん。 

○７番（飯田桂司君） 今、町長からお話があったわけですけれども、新聞等でも入り込み客

等の数字が報告され、近隣の市町等も含めて報告があるわけですけれども、今後もこういう形

で行くのかなということで、減っていくのかなということで、危惧するわけですけれども、そ

の動向等についてもちょっとお聞きしたいなと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 最初言ったように、要するに基本的にはうちの町は観光で相当お金を

かけておりますもので、当然上向きのことは目指してやっていきたいと思います。それで、何

回も言った、ある程度国内のパイが決まっているもので、あとインバウンドのほうにも力を入

れた中で、その入湯客数、また増やしていきたい。そう考えておりますもので、その辺は御理

解願いたいと存じます。 

  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。 

（「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16号 平成27年度東伊豆町一般会計補正予算（第11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２ 議案第１７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３号） 
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○議長（村木 脩君） 日程第２ 議案第17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３号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第17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３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351万3,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ23億8,819万8,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では、実績に基づく国民健康保険税国庫支出金、共同事

業交付金の減と療養給付費交付金、県支出金、繰入金の増であります。なお、財源充当のため

国保保険給付費を支払準備基金から1,000万円を繰り入れ措置させていただきます。 

  歳出につきましても実績による療養給付費、高額療養費の増額、共同事業拠出金の減額が

主な内容であります。 

  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17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３号）について、概要を説明いたします。 

  平成27年度東伊豆町の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ351万3,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ23億8,819万8,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入れますが、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、補正前の額から578万6,000

円を減額し、４億5,033万5,000円といたします。１節現年課税分、細節１医療給付費分特別徴
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収現年課税分53万1,000円の減、細節２医療給付費分普通徴収現年課税分393万3,000円の減、

細節３介護納付金分現年課税分91万4,000円の減、細節５後期高齢者支援分普通徴収現年課税

分170万6,000円の減は、本算定によりそれぞれ減額となったものでございます。 

  ２節滞納繰越分、細節１医療給付費分滞納繰越分150万円の減は、実績見込みによるもの

でございます。 

  ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、補正前の額から1,771万

4,000円を減額し、３億2,940万9,000円といたします。１節現年度分、細節１療養給付費負担

金1,557万円、細節２介護保険納付金負担金195万3,000円の減は、交付申請による減額です。 

  ２項国庫補助金、１目財政調整交付金、補正前の額から1,174万8,000円を減額し、9,414

万5,000円といたします。１節普通調整交付金、細節１普通調整交付金1,122万5,000円の減、

２節特別調整交付金、細節１特別調整交付金52万3,000円の減は、交付申請による減額となっ

ております。 

  ４款１項１目療養給付費交付金、補正前の額に1,159万8,000円を追加し、9,884万9,000円

といたします。１節現年度分、細節１退職被保険者等療養給付費交付金1,054万2,000円の増、

細節２退職被保険者等後期高齢者支援金交付金105万6,000円の増は、交付決定による増額とな

っております。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  ６款県支出金、１項県補助金、２目財政調整交付金、補正前の額に1,112万7,000円を追加

し、１億1,336万7,000円といたします。１節普通調整交付金、細節１普通調整交付金69万

8,000円の減、２節特別調整交付金、細節１特別調整交付金1,182万5,000円の増につきまして

も交付申請による増減となっております。 

  ７款１項共同事業交付金、１目共同事業交付金、補正前の額に842万4,000円を追加し、

4,992万5,000円といたします。１節共同事業交付金、細節１高額医療費共同事業交付金842万

4,000円の増は交付決定による増額です。 

  ２目保険財政共同安定化事業交付金、補正前の額から3,544万円を減額し、４億3,563万

9,000円といたします。１節保険財政共同安定化事業交付金、細節１保険財政共同安定化事業

交付金3,544万円の減は交付決定による減額です。 

  ９款繰入金、１項１目一般会計繰入金、補正前の額に3,122万2,000円を追加し、１億

5,576万3,000円といたします。１節保険基盤安定繰入金、細節１保険基盤安定繰入金2,697万

1,000円の増は負担金の確定による増額です。 
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  ５節財政安定化支援事業繰入金、細節１財政安定化支援事業繰入金425万1,000円の増は負

担金の確定による増額です。 

  ２項基金繰入金、１目保険給付等支払準備基金繰入金、補正前の額に1,000万円を追加し、

1,000万1,000円といたします。１節保険給付費等支払準備基金繰入金、細節１保険給付費等支

払準備基金繰入金1,000万円の増は財源充当のため基金より繰り入れ措置するものでございま

す。 

  11款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、補正前の額に52万

3,000円を追加し、292万3,000円といたします。１節一般被保険者延滞金、細節１一般被保険

者延滞金52万3,000円の増は実績見込みによる増額です。 

  恐れ入れますが、11ページ、12ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について御説明をいたします。 

  ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、補正前の額に935万7,000

円を追加し、11億3,752万6,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１一般被保

険者療養給付費保険者負担金935万7,000円の増は療養給付費の伸びによる増額です。 

  ２目退職被保険者等療養給付費、補正前の額に210万円を追加し、6,560万4,000円といた

します。19節負担金補助及び交付金、細節１退職被保険者等療養給付費保険者負担金210万円

の増は療養給付費の伸びによる増額です。 

  ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、補正前の額に373万9,000円を追加し、１

億5,590万3,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１一般被保険者高額療養費

保険者負担金373万9,000円の増は高額療養費の伸びによる増額です。 

  13ページ、14ページをお開きください。 

  ７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業医療費拠出金、補正前の額から288万

5,000円を減額し、5,176万6,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１高額医

療費共同事業医療費拠出金288万5,000円の減は拠出金の確定による減額です。 

  ３目保険財政共同安定化事業拠出金、補正前の額から1,004万2,000円を減額し、４億

8,054万3,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１保険財政共同安定化事業拠

出金1,004万2,000円の減も拠出金の確定による減額です。 

  ８款１項保健事業費、１目保健衛生普及費、補正前の額に123万4,000円を追加し、610万

3,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節２人間ドック補助金51万3,000円の増

は実績と見込みによる増額です。 
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  25節積立金、細節１高額医療費資金貸付基金積立金72万1,000円を基金に積み立ていたし

ます。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま御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23億8,468万5,000円に351万3,000円を追加いたしまして、23億8,819万8,000円

といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額23億8,468万5,000円に351万3,000円を追加いたしまして、

23億8,819万8,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国・県支出金で1,845万4,000円の減、その他

財源で2,580万4,000円の増、一般財源で383万7,000円の減といたします。 

  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17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３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３ 議案第１８号 平成２７年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

○議長（村木 脩君） 日程第３ 議案第18号 平成27年度東伊豆町介護保険特別会計補正予

算（第４号）を議題とします。 
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  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18号 平成27年度東伊豆町介護保険特

別会計補正予算（第４号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から9,758万1,000円を減額し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ13億968万6,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では介護保険料実績による増減と国支払基金、県・町か

らの法定負担分の減額であります。歳出では保険給付費と地域支援事業費を実績により減額す

るものでございます。なお、財源充当のため基金積立金の減額措置をさせていただきました。 

  詳細につきましては健康づくり課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18号 平成27年度東伊豆

町介護保険特別会計補正予算（第４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４号）は、次に定めるところにより

ます。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9,758万1,000円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億968万6,000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。 

  恐れ入れますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明をいたします。 

  １款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料、補正前の額から715万5,000円

を減額し、２億8,518万7,000円といたします。１節現年度分保険料、細節１特別徴収保険料

1,150万円の増は特別徴収対象被保険者の増によるものです。同じく細節２の普通徴収保険料

1,775万円の減は被保険者の特別徴収への移行、死亡、転出等実績によるものです。 

  ２節滞納繰越分保険料、細節１滞納分普通徴収保険料90万5,000円の減は実績見込みによ

るものです。 
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  ４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、補正前の額から1,892万5,000

円を減額し、２億1,994万5,000円といたします。１節現年度分負担金、細節１の現年度分介護

給付費負担金1,892万5,000円の減は給付費の減に伴う変更交付決定によるものです。 

  ２項国庫補助金、１目調整交付金、補正前の金額から1,024万5,000円を減額し、5,528万

1,000円といたします。１節現年度分調整交付金、細節１普通調整交付金1,024万5,000円の減

は給付費の減に伴う変更交付決定によるものです。 

  ３目地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）、補正前の額から64万5,000円を

減額し、880万8,000円といたします。１節現年度分交付金、細節１地域支援事業交付金（包括

的支援事業・任意事業）64万5,000円の減は事業費の減に伴う変更交付決定によるものです。 

  ５款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、補正前の額から3,259万1,000円を減額

し、３億3,642万7,000円といたします。１節現年度分交付金、細節１第２号被保険者介護給付

費交付金3,259万1,000円の減は給付費の減に伴う変更交付決定によるものです。 

  ６款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金、補正前の額から1,602万1,000円を

減額し、１億7,397万4,000円といたします。１節現年度分負担金、細節１介護給付費県負担金

1,602万1,000円の減は給付費の減に伴う変更交付決定によるものです。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  ８款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金、補正前の額から1,050万6,000

円を減額し、１億5,330万8,000円といたします。１節現年度分繰入金、細節１介護給付費繰入

金1,050万6,000円の減は給付費の減に伴う町からの繰入金の減額でございます。 

  ４目その他一般会計繰入金、補正前の額から42万9,000円を減額し、1,345万9,000円とい

たします。１節事務費繰入金、細節１事務費繰入金70万1,000円の減は実績見込みによるもの

です。 

  ９ページ、10ページをごらんください。 

  次に、歳出の主な内容について説明いたします。 

  ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費、補正前の額か

ら1,383万円を減額し、６億6,154万6,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節

１居宅介護サービス給付費保険者負担金1,383万円の減はサービス料の実績見込みによるもの

です。 

  11ページ、12ページをごらんください。 

  ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、３目地域密着型介護サービス給付費、補正前
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の額から4,120万円を減額し7,612万円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１地域

密着型介護サービス給付費保険者負担金4,120万円の減はサービス料の実績見込みによるもの

です。 

  ５目施設介護サービス給付費、補正前の額から1,700万円を減額し、３億1,796万9,000円

といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１施設介護サービス給付費保険者負担金

1,700万円の減は給付費の減によるものです。 

  ８目居宅介護住宅改修費、補正前の額から120万円を減額し337万9,000円といたします。

19節負担金補助及び交付金、細節１居宅介護住宅改修費保険者負担金120万円の減は実績見込

みによる利用者の減によるものです。 

  ９目居宅介護サービス計画給付費、補正前の額から533万円を減額し5,579万7,000円とい

たします。 

  13ページ、14ページをごらんください。 

  19節負担金補助及び交付金、細節１居宅介護サービス計画給付費保険者負担金533万円の

減は、当初見込みより利用者が減少したことによるものです。 

  ２款保険給付費、２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス給付費、補正前の

額から321万2,000円を減額し3,462万円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１介

護予防サービス給付費保険者負担金321万2,000円の減は、要支援認定者、利用者の減によるも

のです。３目地域密着型介護予防サービス給付費、補正前の額から90万円を減額し44万7,000

円といたします。 

  19節負担金補助及び交付金、細節１地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担金90万

円の減も要支援認定者利用者の減によるものです。 

  17ページ、18ページをごらんください。 

  ２款保険給付費、６項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス費、補

正前の額から140万円を減額し、4,285万6,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、

細節１特定入所者介護サービス費保険者負担金140万円の減は食費、居住費の減免利用者の減

によるものです。 

  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、補正前の額から1,140万円を

減額し3,204万4,000円といたします。25節積立金、細節１介護保険給付費準備基金積立金

1,140万円の減は国・県支払基金の交付金等が変更交付決定により減額となったため、財源調

整のため積立金を減額するものです。 
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  21ページ、22ページをごらんください。 

  ５款地域支援事業費、２項包括的支援事業等費、４目任意事業費、補正前の額から116万

3,000円を減額し、147万7,000円といたします。20節扶助費、細節１の成年後見町長申立審査

請求費100万円の減は、成年後見人の申立申請の実績見込みによるものです。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してございます。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。 

  補正前の額14億726万7,000円から9,758万1,000円を減額いたしまして、13億968万6,000円

といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額14億726万7,000円から9,758万1,000円を減額いたしまして、

13億968万6,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国・県支出金が4,630万円の減、その他が

3,264万円の減、一般財源が1,864万1,000円の減といたします。 

  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。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 歳入のほうで、全体で見ると715万円になるんですが、特に普通徴

収分のやはり減額が大きいなというふうに思うんですけれども、この辺の状況についてお聞か

せをいただきたいと思います。 

  ２つ目に、保険給付費の関係で、全体として8,405万4,000円という減額が生じているわけ

ですけれども、サービス給付の減ということですけれども、この主な要因というのは介護者が

減ったとか、当然介護報酬が減ったとか、いろいろな要因があろうかと、何せ介護のサービス

を受けるところが人材不足で供給が十分届かないのか、いろいろな要因があろうかと思うんで

すけれども、これはどういう内容だというふうに担当課のほうは把握しておりますか。 

○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） 歳入の普通徴収保険料の減ですけれども、普通徴収のほ

うにつきましては年金がない方か、年金自体が28万円以下で、通常ですと介護保険料は年金か

らの天引きという形になるんですけれども、それができない方に対して、実質お金がない方に

対しての普通徴収ということになるので、夜間徴収等も毎月行っているんですけれども、なか
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なか集めることが難しいというのが現状でございます。 

  それから、サービス給付費といいますか、今回介護保険につきまして、全般的に減額なん

ですけれども、こちらにつきましてサービスの、事業所のというよりは、平成27年度につきま

しては、平成27年度を初年度として平成29年度を最終年度とする３カ年計画の期間での第６期

の介護保険事業計画に基づきまして、平成27年度の当初予算は作成してございます。こちらに

つきまして、認定者数につきましては増加をしておるんですけれども、実際の、計画に基づい

た予算を組んでおりますもので、実際給付費等は予想ほど伸びていないということで、実質全

般的に今回補正予算では減額になっているというのが実情です。 

  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18号 平成27年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第４号）を採決し

ます。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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、10時45分まで休憩とします。 

 

休憩 午前１０時２９分 

 

再開 午前１０時４２分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第４ 議案第１９号 平成２７年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（第１号） 

○議長（村木 脩君） 次に、日程第４ 議案第19号 平成27年度東伊豆町稲取財産区特別会

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） 議案第19号 平成27年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（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歳入歳出それぞれ３万1,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を106万5,000円とするものであります。 

  天草事業からの配分金は減額となりましたが、前年度繰越金が増額となりましたので、一

般会計への繰出金を増額とさせていただいたものであります。 

  詳細につきましては企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（向井青一君） ただいま提案されました議案第19号 平成27年度東伊豆町稲

取財産区特別会計補正予算（第１号）について、説明させていただきます。 

  平成27年度東伊豆町の稲取財産区特別会計補正予算（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３万1,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ106万5,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入ですが、１款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、補正前の額から６万

1,000円を減額し、97万1,000円といたします。１節その他普通財産貸付収入、細節２配分金は

天草事業の精算により配分金が６万1,000円減額となったものでございます。 

  ２款１項１目繰越金、補正前の額に９万2,000円を追加し９万3,000円といたします。１節、

細節１前年度繰越金９万2,000円の増は決算剰余金によるものでございます。 
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  ７ページ、８ページをお開きください。 

  歳出ですが、２款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金で、補正前の額に３万

1,000円を追加し13万1,000円といたします。 

  28節繰出金、細節１一般会計繰出金３万1,000円の増は前年度繰越金の増に伴う繰り出し

措置でございます。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページにお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で予算内容を総括してございます。 

  補正前の歳入及び歳出予算の総額103万4,000円に歳入歳出それぞれ３万1,000円を追加し、

補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ106万5,000円といたします。なお、補正予算財源は全

て一般財源となっております。 

  以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたしま

す。 

○議長（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19号 平成27年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（第１号）を採決

します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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５ 議案第２０号 平成２７年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第１号） 

○議長（村木 脩君） 日程第５ 議案第20号 平成27年度東伊豆町風力発電事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 
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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20号 平成27年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第

１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,885万6,000円を減

額し、歳入歳出予算の総額を5,965万5,000円とするものであります。 

  昨年より風車２号機のヨー駆動装置の故障に伴いまして、予定した売電収入を見込むこと

ができなくなり、減額措置とさせていただいたものであります。 

  詳細につきましては企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（向井青一君） ただいま提案されました議案第20号 平成27年度東伊豆町風

力発電事業特別会計補正予算（第１号）について、概要説明をさせていただきます。 

  平成27年度東伊豆町の風力発電事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,885万6,000円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,965万5,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入ですが、３款１項１目繰越金、補正前の額に361万8,000円を追加し411万8,000円とい

たします。１節繰越金、細節１前年度繰越金361万8,000円の増は決算の確定によるものでござ

います。 

  ４款諸収入、１項収益事業収入、１目売電収入、補正前の額から2,250万8,000円を減額し

5,549万2,000円といたします。１節、細節１売電収入2,250万8,000円の減は、昨年９月より風

車２号機のヨー駆動装置の故障に伴い、予定していた売電収入を見込むことができなくなり、

減額措置させていただいたものでございます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出ですが、１款電気事業費、２項１目風力発電事業費、補正前の額から688万
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3,000円を減額し2,676万9,000円といたします。11節需用費、細節05修繕料100万円の減は契約

差金によるものでございます。 

  13節委託料、細節１発電施設保安管理委託料350万円の減は、２号機の故障による委託内

容の変更によるものでございます。 

  27節公課費、細節２消費税等176万8,000円の減は、前年度の消費税額の確定に伴い減額と

なるものでございます。 

  次に、２目風力発電基金費、補正前の額から1,149万3,000円を減額し155万4,000円といた

します。25節積立金、細節１基金積立金1,149万3,000円の減は、歳入歳出の収支により基金積

立金を減額するものでございます。 

  恐れ入れますが、３ページ、４ページにお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で補正内容を総括してございます。 

  補正前の歳入及び歳出予算の総額7,851万1,000円から歳入歳出それぞれ1,885万6,000円を

減額し、補正後の歳入及び歳出予算の総額をそれぞれ5,965万5,000円といたします。なお、補

正予算財源は特定財源でその他2,000円の減、一般財源で1,885万4,000円の減となっています。 

  以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいた

します。 

○議長（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20号 平成27年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第１号）を採

決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第６ 議案第２１号 平成２７年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第２ 

             号） 

○議長（村木 脩君） 日程第６ 議案第21号 平成27年度東伊豆町水道事業会計補正予算

（第２号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  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21号 平成27年度東伊豆町水道事業会

計補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出のうち、収入では水道事業収

益の予定額から1,104万1,000円を減額し、４億6,444万9,000円といたします。 

  ホテル、旅館や分譲地など大口使用者を中心に使用水量が減少したことによるものであり

ます。 

  支出では水道事業費用の予定額に784万3,000円を追加し、４億4,497万4,000円といたしま

す。漏水対策等による修繕費や未収金の不納欠損処分に充てる貸倒引当金繰り入れなどを行う

ものであります。 

  また、予算第４条に定めた資本的支出の予定額から1,200万円を減額し、１億9,948万円と

いたします。建設改良費における工事執行の取りやめや契約差金の減額でございます。 

  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21号 平成27年度東伊豆町水道事

業会計補正予算（第２号）について、御説明いたします。 

  （総則） 

  第１条 平成27年度東伊豆町水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よります。 

  （業務の予定量） 

  第２条 平成27年度東伊豆町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条第２号中

「271万立方メートル」を「263万1,000立方メートル」に、同条第３号中「7,404立方メート

ル」を「7,189立方メートル」に改めます。 
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  （収益的収入及び支出） 

  第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正いたします。 

  収入、第１款水道事業収益、既決予定額４億7,549万円から1,104万1,000円を減額し、４

億6,444万9,000円といたします。 

  第１項 営業収益、既決予定額４億4,874万7,000円から1,250万円を減額し、４億3,624万

7,000円といたします。 

  第２項 営業外収益、既決予定額2,674万3,000円から145万9,000円を追加し、2,820万

2,000円といたします。 

  支出、第１款水道事業費用、既決予定額４億3,713万1,000円に784万3,000円を追加し、４

億4,497万4,000円といたします。 

  第１項 営業費用、既決予定額３億9,330万9,000円に533万1,000円を追加し、３億9,864

万円といたします。 

  第２項 営業外費用、既決予定額4,282万1,000円に251万2,000円を追加し、4,533万3,000

円といたします。 

  ２ページをお開きください。 

  （資本的収入及び支出） 

  第４条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「２

億1,148万円」を「１億9,479万1,000円」に、過年度分損益勘定留保資金「２億1,148万円」を

「１億9,948万円」に改め、次に、「、過年度分消費税資本的収支調整額468万9,000円」を加

え、資本的支出の予定額を次のとおり補正いたします。 

  支出、第１款資本的支出、既決予定額２億1,148万円から1,200万円を減額し、１億9,948

万円といたします。 

  第１項 建設改良費、既決予定額１億2,586万5,000円から1,200万円を減額し、１億1,386

万5,000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５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8,191万8,000円に176万5,000円を追加し、8,368万3,000円

といたします。 

  恐れ入れますが、９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。 
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  まず、収益的収入ですが、１款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益、１節水道料

金1,400万円の減及び２目簡易水道収益、１節水道料金150万円の増につきましては、水道料１

期分から５期分までの調定済額に６期分の見込み額を加えて料金収入を推計したものでありま

す。給水収益の減につきましては、大口使用者を中心に使用水量が減少している影響によるも

のです。簡易水道収益の増につきましては、大口使用者の使用水量増加に伴うものです。 

  ２項営業外収益、２目分担金、１節給水分担金108万6,000円の増につきましては、住宅給

水件数の増加と施設の着工などによるものであります。 

  10ページをお開きください。 

  次に、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、22節

修繕費250万円の増につきましては、設備修繕や漏水対策などによるものであります。 

  26節動力費250万円の減につきましては、原油価格下落などによる電気料金の減少による

ものであります。 

  ５目総係費、５節法定福利費101万5,000円の増につきましては、人事院勧告による差額分

の調整と退職手当組合負担金の増加によるものであります。 

  42節貸倒引当金繰入額393万9,000円の増につきましては、時効による未収金の不納欠損処

分などを行うものであります。 

  ７目資産減耗費、１節固定資産除却費52万円の減につきましては、工事費等の変更による

ものであります。 

  ２項営業外費用、２目消費税、１節消費税251万2,000円の増につきましては、建設改良費

減額などに伴う仮払い消費税の減によるものであります。 

  11ページをごらんください。 

  次に、資本的支出ですが、１款資本的支出、１項建設改良費、１目原水及び浄水施設整備

費、39節工事請負費1,000万円の減につきましては、熊口第２水源取水設備改修工事を予定し

ておりましたが、集水管の設計価格の上昇などの理由で来年度に実施する予定としたため、工

事の執行を取りやめたことによるものです。 

  ５目調査費、19節委託料200万円の減につきましては、契約差金を減額するものでありま

す。 

  以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたしま

す。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
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（「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21号 平成27年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第２号）を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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２２号 平成２８年度東伊豆町一般会計予算 

○議長（村木 脩君） 日程第７ 議案第22号 平成28年度東伊豆町一般会計予算を議題とし

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） それでは、ただいま提案されました議案第22号 平成28年度東伊豆町

一般会計予算について、概要と提案理由を申し上げます。 

  既に施政方針でも御説明をさせていただいておりますが、当初予算の規模は47億6,400万

円となり、平成27年度当初予算に比べ４億6,400万円の減額となっております。 

  まず、歳入予算の内容でありますが、自主財源は前年対比7.1％減の24億5,616万7,000円

で、構成比は51.6％となります。構成比40.0％を占める町税におきましては、地価の下落に伴

う固定資産税の減収や売り上げ本数の減少に伴う町たばこ税の減少などにより、19億543万

5,000円で、前年対比2,279万6,000円、1.2％の減を見込んでおります。 

  次に、依存財源は前年対比10.7％減の23億783万3,000円で、構成比は48.4％となります。

そのうち各種交付金、譲与税につきましては地方財政計画による伸びを勘案し推計をいたしま

した。特に地方消費税交付金では前年度の実績を見た中で大幅な増額を見込んでおります。 

  地方交付税につきましても平成27年度には交付額が大幅に増加したこともあり、各種留意
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事項を踏まえた上で推計をし、普通交付税で前年対比8,000万円の増額をいたしました。 

  次に、国庫支出金につきましては、奈良本地区避難地整備事業や小中学校屋内運動場天井

等落下防止対策事業の皆減などにより、前年対比１億3,574万6,000円の減となりました。 

  県支出金につきましては、県議会議員選挙や国勢調査に対する委託金の皆減など、減額要

因もございますが、緊急地震・津波対策等交付金や観光施設整備事業費補助金の皆増などによ

り、前年対比371万円の増となりました。 

  町債につきましては、適債事業に対する充当措置並びに臨時財政対策債との合計３億

3,870万円とし、発行額を大幅に抑制した内容となっております。 

  次に、歳出でありますが、構成比41.8％を占める義務的経費のうち、人件費におきまして

は消防広域化に伴い消防職員の人件費を、今後は負担金として支出することとなるため、10億

2,542万2,000円で、前年対比２億6,920万6,000円、20.8％の減となります。 

  扶助費につきましては対象児童数の減少による児童手当の減額や老人保護措置費の実績に

基づく減額などにより４億4,466万6,000円で、前年対比857万9,000円、1.9％の減となります。

公債費につきましては臨時財政対策債の償還金の増に伴い、５億2,062万6,000円で、前年対比

2,741万9,000円、5.6％の増となります。 

  物件費につきましてはマイナンバー対応のためのシステム改修完了による委託料の減など

により６億9,340万円で、前年対比2,065万7,000円、2.9％の減となります。維持補修費につき

ましてはほぼ前年並みであります。補助費等につきましては駿東伊豆消防組合負担金２億

5,575万8,000円の皆増により、前年対比4,940万4,000円、4.0％の増になります。 

  消防職員の人件費が補助費等へ移行するため、平成28年度は歳出の構成比が大きく変動す

る年度となります。 

  繰出金につきましては４億2,002万2,000円で、国民健康保険並びに後期高齢者医療特別会

計繰出金の増により、前年対比1,215万6,000円、3.0％の増となりました。 

  また、投資的経費についてですが、３億2,968万8,000円となり、前年対比２億7,306万

1,000円、45.3％の減であります。 

  補助事業では市民農園整備事業や小橋熱川線熱川橋補修工事、湯ノ沢草崎線のり面対策工

事、また道路橋定期点検委託など計上しておりますが、前年度実施事業の皆減により全体では

２億6,492万1,000円の減となっております。 

  単独事業では中山間地域総合整備事業、稲取高原親水広場トイレ整備工事、町道全般維持

補修工事などを計上しております。814万円の減となりました。 
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  以上、平成28年度一般会計予算の概要説明及び提案理由とさせていただきますが、依然と

して厳しい財政状況が続く中で、防災対策や子育て支援、また総合戦略の推進など喫緊の課題

解決や、福祉関係の行政ニーズに対応していくため、当面緊急を要する事業以外は計画的な投

資にとどまるものと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（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22号 平成28

年度東伊豆町一般会計予算の主な内容を説明させていただきます。 

  １ページをお開きください。 

  平成28年度東伊豆町の一般会計の予算は次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ47億6,400万円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  （債務負担行為） 

  第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」によります。 

  （地方債） 

  第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」によります。 

  （一時借入金） 

  第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、

７億円と定めます。 

  （歳出予算の流用） 

  第５条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。 

  第１号 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  次に、款項の区分で概要説明をさせていただきますが、この予算の中で、「本年度」と申
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し上げますのは「平成28年度」であり、「前年度」とは「平成27年度」といたします。また、

比較につきましては、平成28年度当初予算と平成27年度当初予算の内容で申し述べますので御

理解をお願いいたします。 

  それでは、２ページをごらんください。 

  第１表歳入歳出予算の歳入について御説明いたします。 

  １款町税につきましては19億543万5,000円、前年対比2,279万6,000円、1.2％の減で、予

算全体に占める割合は40％でございます。 

  まず、１項町民税につきましては、個人町民税と法人町民税で４億8,972万4,000円となり、

前年対比956万5,000円の減であります。個人町民税では課税対象者の減少を見込み、法人町民

税では税割の落ち込みを見込んだところでございます。 

  ２項固定資産税につきましては、地価下落の影響などにより11億3,901万5,000円で、前年

対比0.9％の減となります。 

  ３項軽自動車税につきましては2,869万5,000円で、前年対比4.5％の増を見込んでおりま

す。 

  ４項町たばこ税につきましては、たばこ離れの影響により１億1,600万円で、前年対比

4.7％の減となっております。 

  ５項入湯税につきましては１億3,200万1,000円で、前年対比1.1％の増となります。課税

対象者を88万人と推計してございます。 

  次に、２款地方譲与税につきましては4,800万1,000円、前年対比300万円、6.7％の増で、

予算全体に占める割合は１％となっております。 

  １項自動車重量譲与税につきましては3,500万円で、前年対比12.9％の増となっておりま

す。 

  ２項地方揮発油譲与税につきましては1,300万円で、前年対比7.1％の減であります。 

  ３項地方道路譲与税につきましては、科目存置といたします。 

  ３款利子割交付金につきましては140万円で、前年対比39.1％の減となっております。 

  ４款配当割交付金につきましては750万円で、前年対比25％の増であります。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金につきましては700万円で、前年対比75.0％の増であります。 

  ６款地方消費税交付金につきましては２億4,500万円で、前年対比2,500万円、11.4％の増

であります。なお、予算全体に占める割合は5.1％でございます。 

  ７款ゴルフ場利用税交付金につきましては1,700万円で、前年同額とし、予算全体に占め
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る割合は0.4％となっております。 

  ８款自動車取得税交付金につきましては1,200万円で、前年対比300万円、33.3％の増とな

っております。 

  次に、９款地方特例交付金につきましては250万円で、前年対比10万円、3.8％の減となっ

ております。 

  ただいまの２款から９款の地方譲与税並びに各種交付金につきましては、国の地方財政計

画や県の試算した伸び率、また現下の経済情勢等に基づきそれぞれ予算計上しております。地

方消費税交付金で2,500万円の大幅な増を見込んでございます。 

  10款地方交付税につきましては９億3,500万円で、前年対比8,000万円、9.4％の増で、予

算全体に占める割合は19.6％となっております。普通交付税では平成27年度に交付額が大幅に

増加したことや、各種留意事項を踏まえた推計をし、前年対比8,000万円増の８億6,000万円、

特別交付税で7,500万円を計上いたしました。 

  11款交通安全対策特別交付金につきましては80万円で、前年同額を計上しております。 

  12款分担金及び負担金につきましては3,047万3,000円で、前年対比153万3,000円、4.8％

の減で、予算全体に占める割合は0.6％となっております。 

  13款使用料及び手数料につきましては4,416万4,000円、前年対比69万6,000円、1.6％の減

で、予算全体に占める割合は0.9％となっております。 

  １項使用料につきましては3,510万4,000円で、前年対比1.4％の減であります。 

  ２項手数料につきましては906万円で、前年対比2.1％の減であります。 

  次に、14款国庫支出金につきましては３億9,249万円、前年対比１億3,574万6,000円、

25.7％の減で、予算全体に占める割合は8.2％となっております。 

  ３ページをごらんください。 

  １項国庫負担金につきましては２億4,446万9,000円、前年対比1.9％の増で、障害者自立

支援給付費や医療費の増及び平成27年度から大きく仕組みが変わった子ども・子育て支援新制

度における子どものための教育・保育給付費負担金の増が主な要因でございます。 

  ２項国庫補助金につきましては１億3,575万6,000円、前年対比52.4％の減で、奈良本地区

避難地整備及び小中学校屋内運動場天井等落下防止対策に対する補助金の皆減、また、臨時福

祉給付金並びに子育て世帯臨時特例給付金の皆減が主な減額の要因でございます。 

  ３項委託金につきましては1,226万5,000円で、参議院議員通常選挙費委託金の増により、

前年対比916万円、295.0％の増となっております。 
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  15款県支出金につきましては３億44万2,000円、前年対比371万円、1.3％の増で、予算全

体に占める割合は6.3％となっております。 

  １項県負担金につきましては１億8,000万9,000円、前年対比735万7,000円、4.3％の増で、

国民健康保険基盤安定負担金や後期高齢者保険基盤安定負担金及び障害者自立支援給付費負担

金などが増加しております。 

  ２項県補助金につきましては8,837万2,000円、前年対比956万3,000円、12.1％の増で、新

たに設けられることとなった緊急地震・津波対策等交付金の皆増が主な増額要因でございます。 

  ３項委託金につきましては3,206万1,000円、前年対比1,321万円、29.2％の減であり、県

議会議員選挙や国勢調査委託金の皆減により減額となっております。 

  16款財産収入につきましては6,885万6,000円、前年対比183万6,000円、2.6％の減で、予

算全体に占める割合は1.4％となっております。 

  １項財産運用収入につきましては6,703万8,000円、前年対比2.7％の減で、土地貸付収入

が主な内容でございます。 

  ２項財産売払収入につきましては181万8,000円、前年同額で、温水売払収入を計上してお

ります。 

  17款寄付金につきましては3,000万2,000円、前年対比3,000万円の増であり、ふるさと納

税寄付金を平成27年度実績から推計し、見込み額として3,000万円を計上したところでありま

す。 

  18款繰入金につきましては２億8,817万7,000円、前年対比１億8,169万6,000円、38.7％の

減で、予算全体に占める割合は6.0％となっております。 

  １項財産区繰入金につきましては10万円、前年同額で、稲取財産区特別会計からの繰入金

であります。 

  ２項特別会計繰入金につきましては669万7,000円で、風力発電事業特別会計から662万

7,000円を繰り入れ、住宅用太陽光発電システム設置費補助事業に加え、温泉熱小水力発電施

設管理業務やエコタウンガイド育成事業に充当いたします。 

  ３項基金繰入金につきましては２億8,138万円、前年対比１億8,155万5,000円の減で、財

政調整基金から２億7,800万円、育英奨学基金から338万円をそれぞれ基金条例の目的に沿って

繰り入れ措置をいたすものであります。 

  19款繰越金につきましては、前年度予算執行状況などから実質収支額6,000万円を見込み

ましたが、そのうち地方自治法233条の２の規定による基金への編入を3,000万円といたしまし
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たので、予算計上額は前年度と同額の3,000万円となります。予算全体に占める割合は0.6％と

なっております。 

  20款諸収入につきましては5,906万円、前年対比1,010万7,000円、14.6％の減で、予算全

体に占める割合は1.2％となっております。 

  １項延滞金、加算金及び過料につきましては300万円で、町税の延滞金であります。 

  ２項町預金利子につきましては、前年同額の2,000円を計上いたしました。 

  ３項貸付金元利収入につきましては19万2,000円、前年対比76.0％の減で、育英奨学金貸

付金の返還金であります。 

  ４項雑入につきましては5,561万9,000円、前年対比13.7％の減であります。後期高齢者医

療広域連合派遣職員経費負担金の皆減が主な減額の要因でございます。 

  ５項収益事業収入につきましては24万7,000円で、幼稚園、小中学校の学校施設における

太陽光発電売電収入を計上しております。 

  最後に、21款町債につきましては３億3,870万円、前年対比２億5,780万円、43.2％の減と

なり、予算全体に占める割合は7.1％となっております。農林水産業債、商工債、土木債及び

臨時財政対策債を計上してございます。 

  お手数ですが、７ページをお開きください。 

  本予算の第３条で定めました第３表地方債の内容でございますが、限度額３億3,870万円

で、起債の方法につきましては、証書借入または証券発行といたします。利率については、年

5.0％以内とし、償還方法を定めたものでございます。なお、地方債の現在高の見込みに関す

る調書につきましては、予算書212ページに記載しておりますので、ごらんの上御確認をお願

いいたします。 

  恐れ入れますが、４ページにお戻りください。 

  歳出につきましても、款項の区分で申し上げます。 

  まず、１款議会費につきましては6,403万3,000円、前年対比560万円、8.0％の減で、予算

全体に占める割合は1.3％となっております。内容につきましては議員報酬、各常任委員会活

動費及び事務局職員の人件費が主なものとなっております。 

  ２款総務費につきましては８億5,403万6,000円、前年対比2,444万1,000円、2.9％の増で、

予算全体に占める割合は17.9％となっております。 

  １項総務管理費につきましては６億8,504万6,000円、前年対比2.8％の増であります。全

般的な需用費や庁舎維持管理費、アスド会館費、自治振興費、地球温暖化対策費、電算費など
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を計上いたしました。ふるさと納税寄付推進事業並びにふるさと納税基金管理事業で3,000万

円を増額としております。 

  ２項徴収費につきましては１億674万9,000円、前年対比13.8％の増であります。税務担当

職員人件費、賦課徴収事務費等を計上しており、評価がえに向けた不動産鑑定評価や基礎資料

更新のため増額となっております。 

  ３項戸籍住民基本台帳費につきましては3,626万8,000円、前年対比2.5％の増で、これま

での戸籍事務関係経費に加え、マイナンバー関連の事務経費を計上しております。 

  ４項選挙費につきましては1,633万7,000円、前年対比14.4％の減で、本年度は参議院議員

通常選挙及び静岡海区漁業調整委員会委員選挙が予定されております。 

  ５項統計調査費につきましては858万9,000円、前年対比37.4％の減であります。本年度は

経済センサスを実施いたします。 

  ６項監査委員費につきましては104万7,000円で、監査事務諸費を計上しております。 

  次に、３款民生費につきましては12億7,297万円、前年対比1,161万5,000円、0.9％の減で、

予算全体に占める割合は26.7％となっております。 

  １項社会福祉費につきましては９億6,535万円、前年対比1.3％の減であります。障害者福

祉費や後期高齢者医療等の老人福祉費、また国民健康保険費、介護保険費等が計上されており

ます。臨時福祉給付金等給付事業につきましては平成27年度補正予算において繰り越しとして

おりますので、当初予算では廃目となっております。 

  ２項児童福祉費につきましては３億417万7,000円、前年対比1.5％の増であります。保育

所入所委託料や保育ママ委託料、放課後児童クラブ運営事業などを計上したほか、子ども医療

費助成事業では自己負担を撤廃し中学生までは完全無料化といたします。また、前年度は繰り

越しで実施いたしました子育て支援事業における子宝祝金と子育て用具購入費補助金を本年度

は当初で予算措置しております。 

  ３項国国民年金事務取扱費につきましては334万3,000円、前年対比49.1％の減で、国民年

金事務取扱費を計上しております。 

  ４項災害救助費につきましては10万円で、前年度と同額を計上いたしました。 

  次に、４款衛生費につきましては７億1,056万7,000円、前年対比3,112万2,000円、4.6％

の増で、予算全体に占める割合は14.9％となっております。 

  １項保健衛生費につきましては２億1,160万7,000円、前年対比0.1％の減で、保健福祉セ

ンター維持管理事業費や各種保健対策事務費及び担当職員人件費等が計上されております。ま
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た、新規事業といたしまして、保健福祉センター内において、毎月１回、妊娠から子育て期に

おける相談支援のための子育て世代包括支援センター事業を実施いたします。 

  ２項清掃費につきましては４億9,896万円、前年対比6.7％の増となっております。ごみ収

集委託料や東河環境センター分担金、最終処分場包括的運転管理委託料が主な内容であります。

最終処分場につきましては債務負担行為の設定により、本年度から10年間民間への委託により

運営することといたします。 

  ５款農林水産業費につきましては２億761万5,000円、前年対比548万4,000円、2.7％の増

で、予算全体に占める割合は4.4％となっております。 

  １項農業費につきましては１億6,711万2,000円、3.3％の増であります。農業委員会費を

初め、農業振興費補助金、有害鳥獣対策費、中山間地域総合整備事業負担金等を計上しており

ます。本年度は日帰り型の市民農園をオープンし、滞在型のラウベ整備は２カ年目となります。 

  ２項林業費につきましては2,254万5,000円、前年対比2.5％の減となっております。森林

や林道の整備費並びに公園緑地維持管理費等を計上いたしました。 

  ３項水産業費につきましては1,795万8,000円、前年対比3.9％の増となっております。漁

業振興費補助金や稲取漁港整備事業地元負担金等を計上しております。 

  次に、６款商工費につきましては１億7,024万5,000円、前年対比1,360万4,000円、8.7％

の増で、予算全体に占める割合は3.6％となっております。観光協会補助金や商工会運営事業

補助金を初めとし、町内景気対策や観光振興対策に要する経費を計上しております。また、本

年度は稲取高原親水広場トイレ整備のため増額となっております。 

  次に、７款土木費につきましては２億3,184万6,000円、前年対比3,835万5,000円、19.8％

の増で、予算全体に占める割合は4.9％となっております。 

  １項土木管理費につきましては2,795万3,000円、前年対比5.2％の減で、境界確定のため

の測量登記事務委託料や担当職員人件費が主な内容となっております。 

  ２項道路橋梁費につきましては１億7,025万1,000円、前年対比32.6％の増で、道路維持費

では町道全般維持補修工事、また道路新設改良費では道路橋定期点検委託料などのほか、湯ノ

沢草崎線のり面対策工事ほか４路線の改良工事費と入谷天城１号線改良工事に伴う用地取得費

と立木等補償費を計上いたしました。３カ年の計画で実施する道路橋定期点検委託と小橋熱川

線（熱川橋）の落橋防止対策により増額となっております。 

  ３項河川費につきましては1,035万6,000円、前年対比8.8％の減で、湯ケ岡山田水路や上

赤川の改修工事を計上しております。 
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  ４項都市計画費につきましては2,185万8,000円、前年対比2.9％の減で、都市公園並びに

唐沢汚水処理場の維持管理費及び担当職員人件費を計上いたしました。 

  ５項住宅費につきましては142万8,000円、前年対比18.9％の減で、町営住宅の維持管理経

費を計上しております。 

  次に、８款消防費につきましては３億2,135万1,000円、前年対比３億9,639万5,000円、

55.2％の減で、予算全体に占める割合は6.7％となっております。消防広域化に係る指令セン

ター整備やデジタル無線整備に対する負担金の減、また奈良本地区避難地整備関連経費及び県

から交付された緊急地震・津波対策交付金の返還金等の減により大幅な減額となっております。

なお、本年度は消防広域化に伴い人件費が補助費等へ移行したため、歳出における性質別の構

成が大きく変動しております。 

  次に、９款教育費につきましては３億9,900万円、前年対比１億9,078万1,000円、32.3％

の減で、予算全体に占める割合は8.4％となっております。 

  １項教育総務費につきましては9,533万6,000円、前年対比9.9％の減となっております。

教育委員会並びに教育委員会事務局運営費等を計上しております。 

  ５ページをごらんください。 

  ２項小学校費につきましては5,344万1,000円、前年対比59.5％の減となり、次の３項中学

校費につきましても、4,183万4,000円、前年対比69.8％の減となっております。小学校費、中

学校費におきましては屋内運動場天井等落下防止対策事業の終了により大幅な減額となってお

ります。 

  ４項幼稚園費につきましては9,693万1,000円、前年対比2.7％の減となっております。 

  ５項社会教育費につきましては3,268万9,000円、前年対比5.5％の増であります。 

  ６項保健体育費につきましては7,516万2,000円、前年対比4.8％の減であります。 

  ７項育英奨学費につきましては360万7,000円で、育英奨学金の貸付金及び育英奨学基金へ

の積立金を計上いたしております。 

  次に、10款災害復旧費につきましては168万6,000円、前年同額を計上しております。 

  １項においては農林水産業施設災害復旧費、２項では公共土木施設災害復旧費として、災

害時の復旧工事費等を計上しております。 

  次に、11款公債費につきましては５億2,065万1,000円、前年対比2,738万5,000円、5.6％

の増で、予算全体に占める割合は10.9％となっております。内容は、元金償還金４億6,185万

9,000円、公債利子5,778万円、一時借入金利子98万7,000円を見込んだほか、諸費として２万
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5,000円を計上したものであります。臨時財政対策債の償還額が増加しております。 

  最後に、12款予備費につきましては1,000万円で、予算総額の0.2％を計上いたしました。 

  ６ページをお開きください。 

  第２表につきましては、債務負担行為として平成28年度分をお示ししておりますので、事

項、期間、限度額等をごらんの上、御理解をお願いしたいと思います。なお、債務負担行為が

翌年度以降にわたるものにつきましては、208ページ以降に掲載してございます。 

  ８ページをお開きください。 

  先ほど御説明いたしました各款の歳入内容につきましては、この事項別明細書総括表で前

年度比較も含め示されておりますので、御確認をお願いいたします。 

  ９ページをごらんください。 

  同様に、歳出も前年比較及び財源内訳の総括表となっております。歳出予算総額の特定財

源内訳につきましては、国・県支出金６億9,293万2,000円、地方債8,870万円、その他財源１

億8,753万3,000円となっており、一般財源につきましては37億9,483万5,000円でございます。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願い

いたします。 

 

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

 

◎日程第 ８ 議案第２３号 平成２８年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算 

◎日程第 ９ 議案第２４号 平成２８年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算 

◎日程第１０ 議案第２５号 平成２８年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

◎日程第１１ 議案第２６号 平成２８年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

◎日程第１２ 議案第２７号 平成２８年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算 

◎日程第１３ 議案第２８号 平成２８年度東伊豆町水道事業会計予算 

○議長（村木 脩君） 次に、日程第８ 議案第23号 平成28年度東伊豆町国民健康保険特別

会計予算、日程第９ 議案第24号 平成28年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、日程第

10 議案第25号 平成28年度東伊豆町介護保険特別会計予算、日程第11 議案第26号 平成28

年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算、日程第12 議案第27号 平成28年度東伊豆町風力発電

事業特別会計予算、日程第13 議案第28号 平成28年度東伊豆町水道事業会計予算を一括議題

とします。 
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  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） 議案第23号 平成28年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算につきま

して、概要を申し上げ提案理由といたします。 

  平成28年度の国民健康保険特別会計歳入歳出予算の総額は22億6,738万8,000円で、前年度

当初予算に比べ6,680万6,000円、2.9％の減となっております。 

  まず、歳入につきましては、主な内容を申し上げますと、国民健康保険税が４億5,261万

4,000円で、前年度当初予算に比べ4.9％の減で、歳入総額の20.0％となっております。国庫支

出金は４億4,621万4,000円で19.7％、前期高齢者交付金が５億4,020万円で23.8％、県支出金

が１億609万円で4.7％、共同事業交付金が５億73万円で22.1％、繰入金は１億3,590万5,000円

でそれぞれ計上いたしました。 

  次に、歳出の主な内容につきましては、保険給付費が13億2,828万3,000円で、前年度当初

予算に比べ2.9％の減で、歳出総額の58.6％となっております。後期高齢者支援金が２億5,244

万9,000円で、前年度当初予算に比べ7.4％の減で、歳出総額の11.1％、介護納付金は１億724

万4,000円で、前年度当初予算に比べ6.9％の減で、歳出総額の4.7％、共同事業拠出金が５億

4,369万2,000円で、前年度当初予算に比べ0.3％の減で、歳出総額の24％になる内容でござい

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

願いいたします。 

  次に、議案第24号 平成28年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算につきまして、概要

を申し上げ提案理由といたします。 

  平成28年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算の総額は１億5,947万2,000円で、前年度

当初予算に比べ1,593万1,000円、11.1％の増となっております。 

  まず、歳入の主な内容を申し上げますと、後期高齢者医療保険料が１億1,955万2,000円で、

前年度当初予算に比べ13％の増で、歳出総額の75％となっております。繰入金は3,949万7,000

円で、前年度当初予算に比べ６％の増で、歳出総額の24.8％となります。歳出の主な内容につ

きましては、後期高齢者医療広域連合納付金が１億5,905万1,000円で、前年度当初予算に比べ

11.1％の増で、歳出総額の99.7％となる内容でございます。 

  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。 

  議案第25号 平成28年度東伊豆町介護保険特別会計予算につきまして、概要を申し上げ提

案理由といたします。 

  平成28年度の介護保険特別会計歳入歳出予算の総額は13億365万8,000円で、前年度当初予

算に比べ5,208万4,000円、3.8％の減となっております。 

  まず、歳入の主な内容を申し上げますと、介護保険料が２億9,461万2,000円で、前年度当

初予算に比べ0.3％の減で、歳入総額の22.6％となっております。国庫支出金は２億9,614万

2,000円で22.7％、支払基金交付金が３億5,001万円で26.8％、県支出金が１億8,307万1,000円

で14.0％、繰入金が１億7,746万3,000円で13.6％となります。 

  次に、歳出の主な内容につきましては、総務費が1,239万5,000円で、前年度当初予算に比

べ7.7％の減で、歳出総額の1.0％となっております。保険給付費は12億4,670万1,000円で、前

年度当初予算に比べ4.8％の減で、歳出総額の95.6％、地域支援事業費は2,925万1,000円で、

前年度当初予算に比べ0.7％の増で、歳出総額の2.2％となる内容でございます。 

  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

願いします。 

  引き続き、議案第26号 平成28年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算につきまして、概要

を申し上げ提案理由といたします。 

  平成28年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算の総額は88万7,000円で、前年度に比べ14万

7,000円、14.2％の減となりました。稲取旅館組合へのむかい庵の土地貸付料が３年間の契約

満了に伴う契約更新で、平成27年11月より更新後の土地貸付料が80万円から60万円と変更にな

ったことにより、減額の要因となっております。 

  詳細につきましては、企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

  次に、議案第27号 平成28年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算につきまして、概要を

申し上げ提案理由といたします。 

  平成28年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算の総額は7,050万9,000円で、前年度に比べ

800万2,000円、10.2％の減となりました。昨年より風車２号機のヨー駆動装置の故障が６月稼

働見込みとなるため、売電収入を推計したものであります。 

  詳細につききましては、企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 
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  次に、議案第28号 平成28年度東伊豆町水道事業会計予算につきまして、概要を申し上げ

提案理由といたします。 

  水道事業収益は４億7,203万円で、前年度に比べ46万円の減と、ほぼ前年並みといたしま

した。前年度実績を参考に推計したものでございます。 

  水道事業費用は４億3,241万円で、前年度に比べ1,876万8,000円、4.2％の減といたしまし

た。職員数の減員や原油価格下落に伴う動力費の負担減などによるものでございます。 

  資本的支出は２億2,940万9,000円で、前年度に比べ1,792万9,000円、8.5％の増といたし

ました。 

  主な事業では、稲取地区水源調査ボーリング工事や熊口第２水源取水施設改良工事など、

13件の事業を予定しております。 

  詳細につきましては、水道課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（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23号 平成28年度東伊豆

町国民健康保険特別会計予算について概要を説明させていただきます。 

  恐れ入りますが、予算書213ページをお開きください。 

  平成28年度東伊豆町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ22億6,738万8,000円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  （一時借入金） 

  第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定による、一時借入金の借り入れの最高額は

１億円と定めます。 

  （歳出予算の流用） 

  第３条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。 

  第１号 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用。 

  214ページをお開きください。 
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  第１表歳入歳出予算の歳入について款項の区分で概要を説明申し上げます。 

  １款１項国民健康保険税は４億5,261万4,000円で、前年度対比2,354万6,000円、4.9％の

減で、予算全体の20％を占めております。減額の主な要因は、被保険者数等の減少を見込んだ

ものであります。また、７月の本算定で確定をいたします。 

  ２款使用料及び手数料は40万1,000円で、督促手数料でございます。 

  ３款国庫支出金は４億4,621万4,000円、前年度対比2,270万4,000円、4.8％の減で、予算

全体の19.7％を占めております。 

  １項国庫負担金は３億4,022万3,000円、前年度対比6.3％の減で、主な内容は療養給付費

負担金の減であります。 

  ２項国庫補助金は１億599万1,000円を計上いたしました。調整交付金が主な内容となりま

す。 

  ４款１項療養給付費交付金は8,176万6,000円、前年度対比237万4,000円、3.0％の増で、

予算全体の3.6％を占めております。退職被保険者の療養給付費の増を見込んでおります。 

  ５款１項前期高齢者交付金は５億4,020万円で、前年度対比994万4,000円、1.8％の減で、

予算全体の23.8％を占めております。この交付金は、65歳から74歳までの前期高齢者の加入率

が全国平均を上回る保険者に対し交付金が交付されるものであります。 

  ６款県支出金は１億609万円、前年度対比1,205万2,000円、10.2％の減で、予算全体の

4.7％を占めております。 

  １項県補助金9,158万9,000円、前年度対比1,065万2,000円、10.4％の減であります。減額

の要因は、普通調整交付金の減額を見込んだものであります。 

  ２項県負担金1,450万1,000円で、前年度対比8.8％の減であります。 

  ７款１項共同事業交付金は５億73万円で、前年度対比1,185万円、2.3％の減で、予算全体

の22.1％を占めております。保険財政共同安定化事業交付金の減額を見込んだものです。 

  ８款財産収入2,000円は、科目存置でございます。 

  ９款繰入金は１億3,590万5,000円で、前年度対比1,136万3,000円、9.1％の増で、予算全

体の６％を占めております。 

  １項一般会計繰入金は１億3,590万4,000円で、うち法定外の繰入金は1,000万円でありま

す。 

  ２項基金繰入金は、科目存置でございます。 

  10款繰越金2,000円につきましても、科目存置でございます。 
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  11款諸収入は346万4,000円を計上いたしました。 

  １項延滞金、加算金及び過料は216万円で、一般及び退職被保険者の延滞金でございます。 

  ２項預金利子は、科目存置。 

  ３項雑入は130万3,000円で、第三者行為等の納付金であります。 

  215ページをごらんください。 

  次に、歳出につきましても、款項の区分で申し上げます。 

  １款総務費は959万9,000円で、前年度対比182万5,000円、23.5％の増であります。主な内

容として、１項総務管理費で719万3,000円、２項徴税費で193万5,000円を計上させていただき

ました。 

  ２款保険給付費は13億2,828万3,000円で、前年度対比3,968万6,000円、2.9％の減で、予

算全体の58.6％を占めております。 

  １項療養諸費は11億5,779万6,000円で、前年度の医療費実績から計上させていただきまし

た。 

  ２項高額療養費は１億6,166万3,000円で、前年度対比104万円、0.6％の増となっておりま

す。 

  ３項移送費は10万円で前年と同額です。 

  ４項出産育児諸費は672万4,000円で計上させていただきました。 

  ５項葬祭諸費は200万円で前年度と同額であります。 

  ３款１項後期高齢者支援金は２億5,244万9,000円で、前年度対比2,030万円、7.4％の減で、

予算全体の11.1％を占めております。後期高齢者医療制度を支援するための拠出金であります。 

  ４款１項前期高齢者納付金14万1,000円は、前期高齢者の医療費及び事務費の納付金です。 

  ５款１項老人保健拠出金２万4,000円は、前々年度の拠出金の精算による医療費及び事務

費であります。 

  ６款１項介護納付金は１億724万2,000円で、前年度対比790万1,000円、6.9％の減で、予

算全体の4.7％を占めております。介護２号被保険者の納付金の減を見込みました。 

  ７款１項共同事業拠出金は５億4,369万2,000円で、前年度対比154万6,000円、0.3％の減

で、予算全体の24％を占めております。高額医療費共同事業拠出金、保険財政共同安定化事業

拠出金であります。 

  ８款保険事業費は1,950万円で、前年度対比83万2,000円、4.5％の増であります。 

  １項保険事業費は517万5,000円、２項特定健康診査等事業費は1,432万5,000円を計上させ
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ていただきました。 

  ９款１項基金積立金、10款１項公債費は、ともに科目存置です。 

  11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金は145万5,000円で、保険税の還付金等でありま

す。 

  12款予備費は500万円で、前年度と同額を計上いたしました。 

  次のページ、216ページ、217ページをお開きください。 

  ただいま説明いたしました各款の歳入歳出の内容につきましては、この歳入歳出予算事項

別明細書の総括表で前年度比較を加え示してありますので、ごらんの上、御理解をお願いした

いと思います。 

  次に、217ページの財源内訳ですが、合計で申し上げます。国・県支出金が５億5,230万

4,000円、その他財源は12億5,860万4,000円、一般財源は４億5,648万円という内訳になってお

ります。 

  続きまして、議案第24号 平成28年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算について概要

を説明申し上げます。 

  恐れ入れますが、245ページをお開きください。 

  平成28年度東伊豆町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億5,947万2,000円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  次のページ、246ページ、247ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算の歳入について款項の区分で概要を説明申し上げます。 

  １款１項後期高齢者医療保険料は１億1,955万2,000円、前年度対比1,370万8,000円、13％

の増で、予算全体の75％を占めております。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料は７万円で、前年度と同額であります。 

  ３款繰入金、１項一般会計繰入金は3,949万7,000円、前年度対比222万3,000円、６％の増

で、予算全体の24.8％を占めております。一般会計からの繰入金であります。 

  ４款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料は35万2,000円で、保険料還付に係る後期高齢

者医療広域連合からの納付金であります。 

  ５款繰越金につきましては、科目存置であります。 
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  247ページをごらんください。 

  次に、歳出についても、款項の区分で申し上げます。 

  １款１項後期高齢者医療広域連合納付金は１億5,905万1,000円、前年度対比1,593万1,000

円、11.1％の増で、予算全体の99.7％を占めております。内容は、徴収した保険料等を後期高

齢者医療広域連合に納付するものであります。 

  ２款諸支出金は42万1,000円で、内訳は、１項償還金及び還付加算金で35万1,000円、２項

繰出金７万円となっております。 

  248ページ、249ページをお開きください。 

  ただいま説明いたしました各款の歳入歳出の内容につきましては、この歳入歳出予算事項

別明細書総括表で前年度比較を加え示してありますので、ごらんの上、御理解をお願いしたい

と思います。 

  次に、249ページの財源内訳ですが、合計で申し上げます。一般財源で１億5,947万2,000

円となっております。 

○議長（村木 脩君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５３分 

 

再開 午前１１時５５分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

  この際、午後１時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時５５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。 

  ここで水道課長より発言を求められておりますので、許可いたします。 

  水道課長。 

○水道課長（木田尚宏君） 先ほど、議案第21号 平成27年度東伊豆町水道事業会計補正予算
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（第２号）の説明の中で読み間違いがありましたので、訂正させていただきます。 

  恐れ入りますが、２ページ目をごらんください。 

  『（資本的収入及び支出） 

  第４条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「２

億1,148万円」を「１億9,948万円」に、過年度分損益勘定留保資金「２億1,148万円」を「１

億9,479万1,000円」に改め、次に、「、過年度分消費税資本的収支調整額468万9,000円」を加

え、資本的支出の予定額を次のとおり補正いたします』に訂正いたしますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（村木 脩君） 午前中に引き続き、健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） それでは、議案第25号 平成28年度東伊豆町介護保険特

別会計予算について概要を説明申し上げます。 

  恐れ入りますが、予算書254ページをお開き願います。 

  平成28年度東伊豆町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ13億365万8,000円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  （歳出予算の流用） 

  第２条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。 

  第１号 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用。 

  255ページをお開きください。 

  次に、第１表歳入歳出予算の歳入の款項の区分で概要説明をさせていただきます。 

  １款保険料は２億9,461万2,000円で、前年度対比101万円、0.3％の減で、予算全体に占め

る割合は22.6％でございます。 

  １項介護保険料は、65歳以上の方の特別徴収保険料と普通徴収保険料で、基準月額は

4,840円でございます。 

  ２款使用料及び手数料は11万円で、前年度と同額を計上させていただきました。普通徴収

分の督促手数料となります。 
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  ３款国庫支出金は２億9,614万2,000円で、前年度対比1,884万3,000円、６％の減で、予算

全体に占める割合は22.7％でございます。 

  １項国庫負担金は介護給付費負担金で２億2,737万9,000円、前年度対比4.8％の減で、負

担率は保険給付費の施設分15％、その他分20％でございます。給付費の減によるものです。 

  ２項国庫補助金は調整交付金と地域支援事業交付金で6,876万3,000円、9.8％の減で、負

担率は調整交付金５％、地域支援事業のうち介護予防事業25％、包括的支援事業39％でござい

ます。 

  ４款支払基金交付金は３億5,001万円で、前年度対比1,778万2,000円、4.8％の減で、予算

全体に占める割合は26.8％で、２号被保険者の保険料でございます。 

  ５款県支出金は１億8,307万1,000円で、前年度対比908万3,000円、4.7％の減で、予算全

体に占める割合は14％でございます。 

  １項県負担金は、現年度分の介護給付費県負担金で１億7,779万8,000円、前年度対比

4.9％の減で、負担率は保険給付費施設分17.5％、その他分12.5％でございます。 

  ２項県補助金は、地域支援事業交付金で527万1,000円、前年度対比1.9％の増で、負担率

は介護予防事業12.5％、包括的支援事業19.5％でございます。 

  ３項財政安定化基金支出金は、科目存置でございます。 

  ６款財産収入、１項財産運用収入も、科目存置でございます。 

  ７款繰入金は１億7,746万3,000円で、前年度対比534万5,000円、2.9％の減で、予算全体

に占める割合は13.6％でございます。 

  １項一般会計繰入金は、介護給付費繰入金、地域支援事業繰入金及び事務費繰入金、包括

支援センターの人件費分繰入金で１億7,746万2,000円、前年度対比2.9％の減で、負担率は、

保険給付費及び地域支援事業の介護予防事業12.5％、包括的支援事業は19.5％でございます。 

  ２項基金繰入金は、科目存置です。 

  ８款１項繰越金は、前年度と同額の200万円を計上いたしました。 

  ９款諸収入は24万9,000円で、前年度対比２万1,000円、7.8％の減で、主に雑入でござい

ます。 

  １項延滞金、加算金及び過料、２項預金利子は科目存置です。 

  ３項雑入は24万7,000円、前年度対比7.8％の減で、県からの介護認定手数料及び介護予防

教室参加者の自立体力検定の本人負担分でございます。 

  256ページをごらんください。 



－232－ 

  歳出につきましても、款項の区分で申し上げます。 

  １款総務費は1,239万5,000円で、前年度対比103万3,000円、7.7％の減で、予算全体に占

める割合は１％でございます。 

  １項総務管理費は115万3,000円、前年度対比49.2％の減であります。全般的な需用費、役

務費、委託料などを計上してございます。 

  ２項徴収費は150万8,000円、前年度対比3.7％の減で、納入通知書等の印刷製本費と郵便

料が主なものでございます。 

  ３項介護認定審査会費は973万4,000円、前年度対比1.5％の増で、主に賀茂郡介護認定審

査会負担金、認定調査費などを計上してございます。 

  ２款保険給付費は12億4,670万1,000円で、前年度対比6,326万2,000円、4.8％の減で、予

算全体に占める割合は95.6％でございます。介護給付費等の実績により計上いたしました。 

  １項介護サービス等諸費は11億3,408万円、前年度対比5.1％の減で、要介護認定者の介護

サービス給付費等であります。 

  ２項介護予防サービス等諸費は4,498万3,000円、前年度対比1.1％の減で、要支援者の介

護サービス給付費等であります。 

  ３項その他諸費は84万6,000円、前年度対比8.6％の増で、介護給付費請求書審査支払委託

料であります。 

  ４項高額介護サービス等費は2,120万6,000円で、前年度対比2.4％の減で、負担限度額を

超える介護給付の自己負担に対して補塡するもので、実績により算出してございます。 

  ５項高額医療合算介護サービス等費は283万円で、前年度対比4.8％の増で、実績により算

出してございます。 

  ６項特定入所者介護サービス等費は4,275万6,000円で、前年度対比3.5％の減で、低所得

者の施設入所者の居住費、食費の補足給付でございます。 

  ３款１項財政安定化基金拠出金は、科目存置となっております。 

  ４款１項基金積立金は1,395万9,000円で、介護保険給付費準備基金への積立金です。 

  ５款地域支援事業費は2,925万1,000円で、前年度対比21万2,000円、0.7％の増で、予算全

体に占める割合は2.2％でございます。 

  １項介護予防事業費は353万2,000円で、前年度対比7.2％の減で、一次予防事業費等でご

ざいます。 

  ２項包括的支援事業等費は2,571万9,000円で、前年度対比1.9％の増で、人件費、賀茂地
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域在宅医療介護連携推進事業委託料の増によ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は35万1,000円で、前年度と同額で、保険料過

誤納還付金でございます。 

  ７款予備費は100万円で、前年度と同額を計上させていただきました。 

  257ページ、258ページをお開きください。 

  ただいま説明いたしました各款の歳入歳出の内容につきましては、この歳入歳出予算事項

別明細書総括表で前年度比較を加え示してありますので、ごらんの上、御理解をお願いしたい

と思います。 

  次に、258ページの財源内訳ですが、合計で申し上げます。 

  国・県支出金が４億7,921万3,000円、その他の財源が３億5,017万1,000円、一般財源は４

億7,427万4,000円という内訳となっております。 

  以上、簡単ですけれども、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） 企画調整課長。 

○企画調整課長（向井青一君） 議案第26号 平成28年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算に

ついて御説明させていただきます。 

  292ページをお開きください。 

  平成28年度東伊豆町の稲取財産区特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ88万7,000円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  次に、款項の区分で概要を説明させていただきます。 

  それでは、293ページ、294ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算の歳入について御説明いたします。 

  １款財産収入、１項財産運用収入は88万5,000円で、前年対比14万7,000円、14.2％減とな

ります。主な内容は、むかい庵の稲取旅館組合への土地貸付料ですが、３年間の契約満了に伴

う契約更新で、平成27年11月より更新後の土地貸付料が80万円から60万円に変更になったもの

であります。 

  ２款１項繰越金及び３項諸収入、１項預金利子は科目存置とさせていただきました。 
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  次に、294ページの歳出ですが、１款管理会費、１項管理会委員会費は71万9,000円で、前

年対比11万7,000円、14％の減であります。７名の委員報酬及びむかい庵の土地貸付料の変更

により、天草用地使用補償金が11万7,000円減となった内容でございます。 

  ２款諸支出金、１項繰出金は一般会計への繰出金で、前年同額の10万円を措置いたしてご

ざいます。 

  ３款予備費に６万8,000円を措置させていただいております。 

  恐れ入れますが、295ページ、296ページをごらんください。 

  歳入歳出予算事項別明細書ですが、予算内容を総括いたしております。 

  歳入歳出予算の合計は歳入歳出それぞれ88万7,000円で、前年度比14万7,000円の減となっ

ております。今年度予算の財源内訳は全て一般財源となっております。 

  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。 

  続きまして、議案第27号 平成28年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算について御説明

させていただきます。 

  301ページをお開きください。 

  平成28年度東伊豆町の風力発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ7,050万9,000円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  （歳出予算の流用） 

  第２条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。 

  第１号 電気事業費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用。 

  次に、款項の区分で概要を説明させていただきます。 

  恐れ入れますが、302ページ、303ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算の歳入について御説明いたします。 

  １款財産収入、１項財産運用収入の予算額8,000円は預金利子を見込んだものでございま

す。 
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  ２款繰入金、１項基金繰入金1,000円は科目存置とさせていただきます。 

  ３款１項繰越金は、前年度繰越金を前年度と同額の50万円を見込んでおります。 

  ４款諸収入、１項収益事業収入7,000万円、前年対比800万円、10.3％の減で、風車２号機

のヨー駆動装置の故障が昨年９月にありまして、６月の稼働となるため売電収入を推計したも

のでございます。 

  次に、歳出ですが、１款電気事業費は3,888万8,000円で、前年対比786万1,000円、16.8％

の減でございます。 

  １項電気事業管理費は５万円で、前年比同額とし、一般管理費を計上いたしてございます。 

  ２項風力発電事業費は3,883万8,000円で、前年対比786万1,000円の減でございます。主な

内容ですが、施設稼働時の電気料、修繕料、予期できない事故等により運転を停止した場合に

売電収入を補償する保険料、施設保安管理委託料などを計上してございます。 

  公課費、消費税等につきましては、平成27年度会計の収支状況から消費税337万5,000円を

見込み、327万7,000円の減となっております。基金積立金においても854万5,000円を見込み、

450万2,000円の減となっております。 

  ２款１項公債費につきましては償還計画によるもので、元利償還金は2,449万4,000円で前

年度と同額の措置となっております。 

  ３款諸支出金、１項繰出金は662万7,000円で、前年対比14万1,000円、2.1％の減といたし

ました。住宅用太陽光発電施設補助金、エコ事業への財源補塡として一般会計へ繰り出し措置

をするものでございます。 

  ４款１項予備費は、前年同額の50万円を計上させていただいております。 

  304ページ、305ページをごらんください。 

  歳入歳出予算事項別明細書で内容を総括してございます。 

  本年度の歳入歳出予算の予算総額は、歳入歳出それぞれ7,050万9,000円で、前年度比800

万2,000円の減となりました。なお、財源内訳は特定財源でその他8,000円、一般財源で7,050

万1,000円でございます。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（村木 脩君） 水道課長。 

○水道課長（木田尚宏君） 議案第28号 平成28年度東伊豆町水道事業会計予算について御説

明いたします。 
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  １ページをお開きください。 

  （総則） 

  第１条 平成28年度東伊豆町水道事業会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （業務の予定量） 

  第２条 業務の予定量は、次のとおりといたします。 

  第１号 給水件数 5,920件。 

  第２号 年間総給水量 260万立方メートル。 

  第３号 １日平均給水量 7,123立方メートル。 

  第４号 主な事業 稲取地区水源調査ボーリング工事ほかを予定しております。 

  （収益的収入及び支出） 

  第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めます。 

  収入 第１款 水道事業収益 ４億7,503万円。 

  第１項 営業収益 ４億4,895万3,000円。 

  第２項 営業外収益 2,607万7,000円といたします。 

  支出 第１款 水道事業費用 ４億3,241万円。 

  第１項 営業費用 ３億9,114万2,000円。 

  第２項 営業外費用 4,026万7,000円。 

  第３項 特別損失 1,000円。 

  第４項 予備費 100万円といたします。 

  ２ページをお開きください。 

  （資本的収入及び支出） 

  第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めます。 

  資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２億2,940万9,000円は、過年度分損益勘

定留保資金２億2,940万9,000円で補塡するものといたします。 

  支出 第１款 資本的支出 ２億2,940万9,000円。 

  第１項 建設改良費 １億4,165万1,000円。 

  第２項 企業債償還金 8,775万8,000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５条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費に流用し、または

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 
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  第１号 職員給与費 8,383万8,000円といたします。 

  （たな卸資産の購入限度額） 

  第６条 たな卸資産の購入限度額は572万1,000円と定めます。 

  ３ページをごらんください。 

  予算実施計画で概要を御説明いたします。 

  まず、収益的収入ですが、１款水道事業収益は４億7,503万円で、前年度に比べ46万円、

0.1％の減といたしました。 

  １項営業収益は４億4,895万3,000円で、前年度に比べ20万6,000円の増といたしました。

水道料金収入を前年度実績で推計し、給水収益で200万円の減、簡易水道収益で220万円の増収

を見込みました。 

  ２項営業外収益は2,607万7,000円で、前年度に比べ66万6,000円の減といたしました。長

期前受金戻入の減によるものであります。 

  ４ページをお開きください。 

  次に、収益的支出ですが、１款水道事業費用は４億3,241万円で、前年度に比べ1,876万

8,000円、4.2％の減といたしました。 

  １項営業費用は３億9,114万2,000円で、前年度に比べ1,621万4,000円の減といたしました。

職員数１名の減員と原油価格下落に伴う動力費の減少によるものであります。 

  ２項営業外費用は4,026万7,000円で、255万4,000円の減といたしました。企業債の元金償

還に伴い支払利息が減少したことによるものであります。 

  ３項特別損失は、科目存置といたします。 

  ４項予備費は、前年度同額の100万円を計上いたしました。 

  ５ページをごらんください。 

  資本的支出ですが、１款資本的支出は２億2,940万9,000円で、前年度に比べ1,792万9,000

円、8.5％の増といたしました。 

  １項建設改良費は１億4,165万1,000円で、前年度に比べ1,578万6,000円の増といたしまし

た。主な事業は、稲取地区水源調査ボーリング工事、熊口第２水源取水施設改良工事及び樋ノ

口熱中送水ポンプ動力盤計装設備取りかえ工事など、水道工事13件を予定しております。 

  ２項企業債償還金は8,775万8,000円で、償還計画に基づき計上いたしました。 

  ６ページには予定キャッシュフロー計算書を、11ページには予定貸借対照表を、また14ペ

ージ以降には予算参考書、給与費明細書及び債務負担行為に関する調書などを添付してありま
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すので、御参照ください。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（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） すみません。議案第25号 平成28年度東伊豆町介護保険

特別会計当初予算の説明の中で、258ページの財源内訳の説明の際に読み違いがありましたの

で、訂正をさせていただきたいと思います。 

  財源内訳のその他の部分ですけれども、「３億5,017万1,000円」と説明いたしましたが、

「３億5,036万6,000円」に、一般財源について「４億7,427万4,000円」と説明いたしましたが、

「４億7,407万9,000円」に訂正をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 以上で、提案されました平成28年度の各会計の当初予算の概要説明を

終了します。 

  なお、大綱質疑の締め切りにつきましては、議事の都合上、午後２時までにしたいと思い

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、大綱質疑の締め切りを本日午後２時ま

でとします。 

  なお、質問の範囲は事業別までとしますので、御承知ください。詳細については特別委員

会にて質疑していただくようお願いします。 

  なお、大綱質疑締め切り後、議会運営委員会を開催します。 

 

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

 

◎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。 

 

散会 午後 １時２６分 
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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28年東伊豆町議会第１回定例会第６日目は成立いたしましたので、開会しま

す。 

  最初に、14番、山田議員より発言を求められておりますので、許可いたします。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 10日の私の一般質問の中で、田町公民館の火災報知器につきまして

町民の方から聞いた話をしたんですが、私の質問のままだと20年来、誤作動を放置していた

ように受け取れるという抗議もいただきました。企画調整課と田町区のほうに確認したとこ

ろ、過去に誤作動があったけれども、ここ十数年来においてはそうしたことはなかったとい

うことでありました。不正確な点がありましたので、その点を訂正をし、また、関係者の皆

さんには御迷惑をおかけしましたので、今後気をつけたいと思います。 

  なお、今回の誤作動を機に、町と田町区では三十数年たっている火災報知器については、

整備に着手をしたというふうに聞いておりますので、田町公民館については安心して使って

いただきたいということであります。どうも申しわけございませんでした。 

○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 議案第２２号 平成２８年度東伊豆町一般会計予算 
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○議長（村木 脩君） 日程第１ 議案第22号 平成28年度東伊豆町一般会計予算を議題とし

ます。 

  これより大綱質疑を行います。 

  大綱質疑の範囲は事業別までとし、質疑の回数は２回まで、質疑と答弁を含め１人30分以

内とします。 

  なお、予算に対する質疑ですので、一般質問のようにならないよう御注意を願います。 

  10番、藤井議員の大綱質疑を許します。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） それでは、大綱質疑をさせていただきます。 

  平成28年度の東伊豆町予算が47億6,400万円ということでございます。これは昨年と比べ

ましても大幅な減額になっている。率にして8.9％、昨年が52億2,800万円ですので、金額で

もかなりの減少だということで、大抵の予算ですと他市町なんか含めたり、あるいはこの間

の予算の規模を見ますと、少しずつ増加してきた傾向にあるのですが、ここに来まして

8.9％の減少というのは、ちょっと幅も大きいし、それに関しては何か原因があるのかなと

いうふうにちょっと感じるわけです。ここで歳入が当然少なければ、歳出も抑えざるを得な

いわけですけれども、その歳入の減少になりましたわけということ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。 

  次に、歳出のほうにもかかわるわけですけれども、重点施策事業、そういったものへの予

算配分はどうなされたかというふうなことで、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） 藤井議員の第１問、歳入減少の要因はについてお答えいたします。 

  まず初めに、歳入全般の内容についてですが、予算規模といたしましては、前々年度とほ

ぼ同程度であります。前年度、平成27年度の予算規模が大きかったということが、歳入減収

の要因の１つになっております。前年度に実施いたしました奈良本地区避難地整備工事及び

小中学校屋内運動場天井等落下防止対策工事で、事業費として約３億1,500万円を予算計上

しております。 

  これに対する歳入といたしましては、国庫支出金が約１億3,000万円、また町債が約１億

1,000万円でございますので、これらの事業の皆減によりまして、約２億4,000万円減少して



－243－ 

おります。 

  また、平成27年度限りの特殊要因といたしまして、県への返還分を含めた緊急地震・津波

対策基金繰入金を約１億3,600万円予算措置しておりました。さらに、財政調整基金繰入金

につきましても、前年比で4,600万円ほど抑制しておりますので、これらの要因の合計で約

４億2,200万円減少したことになります。 

  その他の要因といたしましては、町税で約2,300万円の減を見込んでおります。町民税に

おきましては、個人町民税で課税対象者の減少、また法人町民税で税割の落ち込みを見込ん

でおります。町たばこ税につきましても、たばこ離れの影響による減収を見込んだところで

ありますので、よろしく御理解をお願いいたします。 

  次に、第２問、重点施策事業への予算配分はについてですが、まず、少子化対策といたし

まして、子供医療費助成事業におきまして、これまで入院・通院ともに必要としていた１回

500円の自己負担を撤廃し、中学生までの子供医療費を完全無料化といたします。事業費に

つきましては、従来分で2,000万円、新たな無料化分で300万円を予算措置しております。ま

た、子育て支援事業では、前年度に繰り越しにより実施いたしました子宝祝金並びに子育て

用具購入費補助金につきまして、継続して実施するため、当初予算に645万円を計上してお

ります。 

  また、地域の基盤整備事業といたしまして、緊急輸送路として指定されております国道

135号をまたぐ小橋熱川線熱川橋の劣化や損傷箇所を改修し、耐震性の強化を図るため、小

橋熱川線熱川橋の補修工事に4,590万円を予算しております。また、交流人口の増加を目的

とした市民農園整備事業では、滞在型のラウベ整備の２カ年目として残り７棟を整備するた

め、市民農園の整備工事で9,100万円を予算措置いたしたところであります。 

  以上が主な内容となっておりますが、そのほかにも地域経済活性化対策としてのリフォー

ム振興事業及びお試し居住や空き家対策などを初めとした地域振興事業、また国の財政支援

に応じて地域おこし協力隊やインバウンド対策などの地域活性化、観光振興対策にも取り組

んでまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 10番、藤井さん。 

○１０番（藤井廣明君） 予算の拡大が必ずしもいいことではありませんし、不要不急な事業

に関しては、これは主張するのは当然かというふうには思いますので、健全といえば健全な

わけですけれども、ただ、聞きますと町税なんかの減少に関しても2,300万円ほどだという

ことでございます。これはずっと幾つかの理由があるかと思うんですけれども、この減少の
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内容としまして、やはりどういう傾向があるかと。今後ともそういうのが続くのであれば、

何らかの対策といいますか、町税の減少について、もう少し内容を説明いただけないかなと

いうふうに思うんですが。 

  それと、主要産業で幾つか挙げられたんですけれども、重要な４点のほかに幾つかなされ

てると。例えば高齢者福祉、障害者医療対策事業という中では、目新しい中では子供の医療

費の無料化とかいうようなことも含まれているということのようでございます。 

  また、地域基盤整備事業ということで、これは２億7,500万円ほど全体で出ているようで

すけれども、その中では市民農園の9,100万円というのがちょっと大きいかなと。その運営

費を入れると9,500万円ほどになっているわけですけれども、これが目新しいし、また唯一

と言いますか、華と言いますか、目玉みたいな感じもしないでもないんですけれども、この

辺についてもどういうふうな内容かも、もう少し市民農園の建設地における町の地域基盤整

備という関連で、少しお知らせいただきたいなというふうに思います。 

  それと、これは直接的な問題ではないんですが、項目がえといえば、項目がえですが、消

防の分担金に２億5,575万円あるんですが、これは新しい事業というよりも、項目がえとい

いますか、そういう形になるかと思いますけれども、これについても今までとちょっと違っ

た項目的には違う形になっていますので、この辺の金額的にも大きいわけで、町民にひとつ

説明のような意味で町長からのお答えをいただきたいなというふうに思います。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） まず、歳入の内容でございます。これは基本的には町税また固定資産

税の関係、町民税でいきますと、やはり生産人口ですね、15歳から60、働く人の割合、これ

が1.9％ぐらい減っております。これがまず町民税の大きな問題。やはり町としましても、

人口減少化の中でも、この辺のやつはある程度確保していかなければ、当然町民税に響いて

きますもので、この辺はもう確保するような方向でまたこれからやっていきたいと思います

けれども、これが一番の町民税に関する問題、あと生産人口の減少、固定資産税におきまし

ても、地価の下落だとかそういう中で、0.8％まで減っております。これがまた問題でござ

います。この地下の下落に対しては、町の増収、間に合わせるまで、実態、景気がよくなっ

て、土地の売買の動きが多くなることを切に願うところでございます。 

  ２点目の市民農園の開発、これは基本的には地域で移住とかいろんな面の中で、9,100万

円かかるのは、ラウベ、これを新築するのがメーンでございます。これにあわせて外から交
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流人口を増やしていきたい。そして、交流によりまして、また日帰り農民の相乗性があって、

よくなると考えておりますもので、とりあえず9,100万円はラウベのためでございます。 

  基本的には山田議員の一般質問にもありますもので、その点、また詳しく説明したいと思

いますけれども、基本的には人件費がこっちに来たことによって、ほかが増えていると考え

ていただければありがたいと思いますし、さらにいろんなことがありますもので、それが詳

しいことはまた山田議員のところで説明したいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、10番、藤井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 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 大きくは３点についてお伺いしたいと思います。 

  まず１点目は、４款衛生費、２項清掃関係の中ですけれども、特に東河環境センターの分

担金についてということで、今年度から新しい事業が始まるというところもあろうかと思い

ます。今年度の町の分担金についてはどのような内容を含んでいるのかということ。２点目

として、この分担金の増加という問題が人口減少等による町税の減少、介護保険など繰出金

などの増加が予想される中で、財政悪化の要因とならないのか、この辺についてのお考えを

１点、伺っておきたいと思います。 

  ２つ目に２款総務費、また７款土木費の中で、公共施設等総合管理計画に関連した費用の

計上はしっかりなされているかどうかということが２点目であります。 

  ３点目に、８款消防費の１項消防費、今も出ましたけれども、駿東伊豆広域消防への負担

金について、その内容についてはどういう内容、項目を含んでいるのか、お聞かせをいただ

きたいと思います。 

○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、４款衛生費、２項清掃費、東河環境センター分担

金については、２点からの御質問になっておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目、今年度の町の分担金はどのような内容を含んでいるのかについてですが、分担金

にはし尿処理分とごみ処理分とがございます。し尿処理分につきましては、総事業費から雑

入等を差し引いたものを年間搬入量の割合で案分しております。当町の負担率は0.5713とな
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っております。ごみ処理につきましては、当初の建設費、長寿命化分の建設費及び管理運営

分の３つの部分に分けて分担金を計算しております。 

  まず、当初の建設費につきましては、起債償還分を建設当初合意した0.5956の率で負担し、

長寿命化分については、技術職員派遣費と計画策定費の合計から国庫補助金等を差し引いた

分を、今回の協議で決定した率の0.5935の率で負担いたします。さらに、管理運営費といた

しましては、通常のごみ処理業務にかかる経費から処理手数料の収入を差し引いた分を年間

搬入量の割合で案分しております。本年の負担率は0.6519となっております。 

  次に、２点目の分担金の増加・減少等による町税の減少、介護保険への繰出金など、社会

保障関連経費等の増加が予想される中、町財政悪化の要因とならないかについてですが、分

担金の増加や人口減少に伴う税収の減少、社会保障関係経費の増加につきましては、町の財

政運営に対して影響を及ぼす部分はあろうかと思います。しかしながら、必要な公共サービ

スにおきましては、当然継続していく必要がございますので、経済情勢や財政状況などを

注視しながら運営してまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解をお願いいたしま

す。 

  山田議員の第２問、２款総務費、７款土木費、公共施設等総合管理計画に関した費用はあ

るのかについてですが、予算書はごらんのとおり、２款総務費、１項総務管理費、５目財産

管理費、事業コード５公共施設等総合管理事業において、公共施設等総合管理計画委託料

270万円を計上しておりますが、７款土木費にはございません。 

  第３問の８款消防費、１項消防費、駿東伊豆消防組織組合の負担金はどういう内容である

のかについてですが、議会全員協議会におきまして御説明したとおり、組合議会運営経費、

車両等整備経費及び組合発足後採用職員人件費等を決算額割により、全ての市町が負担する

共通経費と組合発足前の採用職員人件費及び庁舎の維持管理経費等を当該市町が負担する個

別経費からなっております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 町長、東河環境センターについては、本棟の延命化工事等について

も、これから始まっていくんです。町長、そこで全協でも組合の職員の方が来ていろいろ説

明はされて、全体としては35億円からの工事があるということ、これはわかったわけです。

ただ、この35億なりの工事事業をこれからやっていくという中で、じゃ一体、元利償還がど

うなっていくのかということについては、不思議なことに前回はちゃんとそういう資料が出

ていたんですけれども、今回はないんです。前回は急にミニ広域になるということもあって、
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じゃこのミニ広域をやったときに負担は減るのか、大丈夫かというようなことがありました

もので、特にこの元利償還も含めて15年間こうですよと。だから、僕も30年までは元利償還

は残っているなということは、そのときの資料でわかるわけなんですけれども、今回は普通

でも、例えば3,500万円の家を個人が建てようったって、当然、これをやったときにどれだ

けの住宅ローンがついて回ってくるかということを、誰も考えるわけですけれども、今35億

の仕事で、当然交付金もそれなりのものが出るんだけれども、町としてどういう元利償還、

これから15年間、これは着手しちゃえば、途中で減らすということができないお金になって

くるわけですから、やはりここのところがまだ我々議員にもないわけですから、ぜひ今回ま

た委員会等にもそういう資料も出していただいて、そういう目でのチェックもやはりしてい

ただきたいなと思うわけなんです。 

  なぜそこまで心配するかと言いますと、例えば町長、ちょうど町長が就任された18年ぐら

いからたしか元利償還が始まっている、15年ぐらいから完成したんだけれども、３年据え置

きで18年ぐらいから返済が始まっていくという、こういう前回の工事は流れだったんです。

前回の建設をしていた当時は、今出たような町税というのは22億から23億円ぐらい毎年あっ

たわけです。今、28年度予算で見ると、この町税が19億まで落ち込んでいるわけです。その

ほか見ていくと、国庫支出金、県支出金も増えているんだけれども、これは増えている要因

というのは、障害者支援制度や子ども・子育て支援制度というものができて、そのお金がぞ

っくり入ってくるんだけれども、これは当然、町の負担を入れて、ざっくり出さなきゃなら

ないということで考えてみると、税収が落ち、ただでもこの国庫や県の支出金が増えたから

と思っても、そのままそれは負担、町が一般財源をつけて支出されていくお金なわけです。 

  そうして見ると、当時の22億、３億あって、50億の予算規模だったというときからすると、

予算規模は今年は47億だけれども、町税も落ちていると。増えたと思っているけれども、

国・県支出金は当然見積もりのある支出になっているわけで、そうしてくると、今後もさら

に介護保険の負担とか増える中では、この２款の衛生費というのは、18年のときには３億

8,353万円、ざっくり言って、３億9,000万円ぐらいだったわけです。今年度予算で見ると、

これが４億9,896万円ということで、この部分でも全体としてやはり負担が大きくなってき

たなと。この問題はしっかり捉えていく必要があるんじゃないかなというふうに私は思って

いますし、こういう点をしっかりと検討していただきたいなと思います。 

  それと同時に、今回は15年たって、耐用期限だ何だかんだということで、延命化という工

事に大規模改修に入るんだけれども、やはり県内も大半の町は15年なんかで改修してないで
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す。平気で20年から30年使っているところは多いです。やはりそうすると、15年でここまで

大規模改修が必要になってきたという中では、やはりごみの減量であったり、水切りの問題

であったり、本当に出すほうでも延命につながるようなこともしっかりやっていかないと、

15年たって大規模改修しました。15年たったら、もうはい駄目ですから、もう１回新しいも

のを建てましょうと言ったって、とてもじゃないですけれども、これは町民のほうも負担は

もたないと思いますので、この辺も今回の予算では特に触れられてないのかなという点も感

じますので、この取り組みもしっかりやっていただきたいなと思うんです。 

  次に、公共施設等の整備計画の関係なんですけれども、これは委託で計上されているとい

うことですよね。この計画について、僕はいろいろ話を聞いた中では、いい面もあるし悪い

面もあると思うんです。委託でやるので、いい面としてはこれから国も町も人口が減ってい

くので、むやみに新しいものを建てるんじゃなくて、ある建物を大事に使って活用しましょ

うというのが１つの方向なんです。これはいいことなんです。それに対して、１つの施設を

つくって、維持するために町は毎年このくらいお金がかかるんだなということをわかるよう

にしようということだから、これはいい面もあるんです。 

  しかし、今回の国の言っていることは、やはり選択と集中が必要だろうと。お前ら今持っ

ているやつを全部改修するなんて言ったら、国も補助金を出しませんよというのが、これは

裏にあるわけでして、そうすると、むやみにそうだからと言って、施設を統廃合するよとい

うようなことがやはり急速に進むこともいかがなものかなということもあります。この点は

やはりお金が幾らかかっているかという把握とともに、しっかり見ていかなきゃならない。

やはり町の公共施設は町民の生活インフラですから、十分この点も配慮した中で最終的な決

定をしていただきたいなということと、メリットとして１つ考えられるのは、今回いろんな

学者さんのお話を聞いたら、地方自治上、初めて施設の解体することに対して特別交付税が

交付されると。これは今まではなかった制度だというふうに聞いています。しかし、それも

やみくもにはできないという部分もあります。2017年ぐらいだという部分もあるし、この辺

も上手に使うかどうかということはありますので、計画はしっかりつくらなきゃならないけ

れども、町民のインフラとしての配慮等も十分した上で、最終的にやはり町として決定をし

ていただきたいなというふうに思います。 

  ３点目なんですけれども、広域消防については、負担の割合、利率については、町長が言

われたような説明がありました。しかし、現実の問題となってくると、非常にこれも大きい

お金でして、今後、当然職員の切りかえ等もあると思うんですけれども、今回の負担割合の
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ままいった場合に、今後やはりこの広域の負担がどういうふうに推移するのか、もしある程

度のものがあれば、今ここですぐ答弁はなくても結構ですけれども、また委員会等にも資料

を出していただいて、十分委員会の皆さんの検討に付していただきたいなと思いますが。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、エコクリーンセンター、前回の建てるときに元利償還金を皆様

にお示ししたと、山田議員言う、私もそのときいたかと、記憶がある。そうなると基本的に

は組合議会の話ですが、ただ、議会の方が管理者のほうに請求してもらえば、当然それは出

てきますし、また前回そういうことがあったんだから、それはそれなりに対応しなきゃなら

ないと考えておりますもので、議会で資料請求していただくと。また町は町として、管理者

でも前回そういうことをやった分が説明責任があると感じておりますもので、それは御理解

願いたいと。 

  そうなると、本当は我々の基本的には安い予算の、本当に今は大変厳しい時代ですから、

安い予算の中で解決できればいいなという中で、やはり山田議員が前回傍聴に来たんですが、

その後も休憩を挟んだ中で、なるべく安い方向でやりましょうよ、もしできればその辺でで

きればいいじゃないかと、そういうことを話し合って、できるだけこの安い予算の中でこれ

が改修できればいいじゃないと考えておりますもので、それが組合議員が選出されている議

員の皆さん方も真剣に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。 

  そういう中で、本当この町民に対する、やはり15年で改修、本当に大変厳しいものがあり

ます。やはりうちの町のごみのケースということもあるし、これはやはり町だけじゃなくて

町民の皆様の御協力がなければならないと考えておりますもので、その辺のごみの分別もい

ろんなことをまた町民に啓蒙した中で、この建物の維持管理をやっていきたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  次に、２点目の公共の管理、これはやはり委託と言いましても、委託するだけじゃありま

せんもので、まず町内に協議会、検討委員会を立ち上げた中で、今山田議員が言ったように、

本当にいいのかどうか。これをやったほうがいいのか。それを町内に検討委員会を立ち上げ

て、これを検討してまいります。だからやみくもに委託ということは、町は考えておりませ

ん。自分の頭の中では、副町長を頭にした中で、そういうことを検討委員会を立ち上げれば

いいじゃないかなとは考えております。やはり基本的には、この計画、これがしっかりして

なければ、今山田議員が言ったいろんな国からの金ももらえませんもので、この辺は十分把

握した中での計画をつくっていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしたい。 
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  次に、消防に関しましては、一応費用負担は今回は決算の中でやっておりますけれども、

計画では今年度は基準財政基準に沿った形でやっていきますもので、町としては大変有利に

なるんじゃないかと思いますし、今は決算でやっています。５年ぐらいになると、５％ぐら

い来ると、いろんな中でやりますので、多分負担的には安くなってくるのじゃないかと考え

ておりますので、その辺はまた償還とかいろんな計画がわかり次第、皆さん方に示していき

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  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。 

  以上をもって、平成28年度東伊豆町一般会計予算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22号 平成28年度東伊豆町一般会計

予算については、６人の委員で構成する一般会計予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22号については、６人の委員で

構成する一般会計予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。 

  お諮りします。ただいま設置されました一般会計予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項の規定により、お手元に配りました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、一般会計予算審査特別委員会の委

員は、お手元に配りました名簿のとおり選任することに決定しました。 

  ただいま一般会計予算審査特別委員会に付託しました議案第22号については、会議規則第

46条第１項の規定により、来る３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、一般会計予算審査特別委員会において、

来る３月25日までに審査を終え、報告できるように期限をつけることに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第２ 議案第２３号 平成２８年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算 

◎日程第３ 議案第２４号 平成２８年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算 

◎日程第４ 議案第２５号 平成２８年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

◎日程第５ 議案第２６号 平成２８年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

◎日程第６ 議案第２７号 平成２８年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算 

◎日程第７ 議案第２８号 平成２８年度東伊豆町水道事業会計予算 

○議長（村木 脩君） 日程第２ 議案第23号 平成28年度東伊豆町国民健康保険特別会計予

算、日程第３ 議案第24号 平成28年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、日程第４ 

議案第25号 平成28年度東伊豆町介護保険特別会計予算、日程第５ 議案第26号 平成28年

度東伊豆町稲取財産区特別会計予算、日程第６ 議案第27号 平成28年度東伊豆町風力発電

事業特別会計予算、日程第７ 議案第28号 平成28年度東伊豆町水道事業会計予算を一括議

題とします。 

  これより大綱質疑に入ります。 

  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。 

  私は特別会計予算についてを大綱質疑させていただきます。 

  水道事業会計について、建設改良費で原水及び浄水施設整備事業が入っているが、内容に

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） 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、水道事業会計について、建設改良費で原水及び浄

水施設整備事業が入っているが、内容はについてお答えいたします。 

  建設改良費中の原水及び浄水施設整備費の内容は、全て工事請負費であり、稲取地区水源

調査ボーリング工事6,000万円、熊口第２水源取水施設改良工事2,000万円、白田浄水場関係

で汚泥ポンプ取りかえ工事420万円、ＰＡＣ苛性ソーダ注入機取りかえ工事670万円を予定し

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） ７番、飯田さん。 
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○７番（飯田桂司君） 今、金額だけの説明を受けて、予算ですから、御説明をいただいたん

ですけれども、今やはり先般から町長に答弁をいただいている中で、住んでよい、来てよい

ということで、まちづくり・地域づくりをされてきているかと思います。そういう中で上下

水道、それから先ほど同僚議員がお話したエコクリーン等ですね、この町の最大の課題とし

て取り組みが図られてきたのではないかなと思います。 

  そういう中で、ここにもありますけれども、平成21年度策定された水道ビジョンにのっと

ってやられてきておるのではないかなと思います。この水道ビジョンの中を見ますと、水道

料金の適正化、それから23年より実施している新たな水源を確保する事業、そして平成28年

度までに大川簡易水道を上水道に統合するなどというビジョンをつくられてきておるのでは

ないか。しかし、過去、奈良本・稲取地区に事業実施、原水等の探査掘削を行っておるわけ

ですけれども、それは失敗といえば失敗ではないかなと思います。 

  そうした中で、やはり白田水源より送水をされておるタンクが、事故により近隣の住民等

に補償等があり、されてきた。これはこれとして過去の経過であるわけですけれども、今町

長から金額6,000万円、2,000万円、420万円、670万円ですか、この内訳説明をされておるわ

けですけれども、やはり一番気になる今回調査をし、掘削をしていくと思うんですけれども、

どの辺に掘るのか、そして今後どういう地区を探し、そして掘削をし、大体何年ぐらいをめ

どに原水として調査、掘削をしていく予算的なものは今後どのような金額となっていくのか

なということで、それはわからないと思いますけれども、やはり一番気になるのは、先ほど

から言っている水道事業、エコクリーンですか、こういうことがやはり一番事業実施として

お金がかかる事業として町長も頭の中に入っておるかと思いますけれども、ぜひ浄水、原水

について昨年から水道事業については本当に感謝を申し上げたいと思います。さすが地元の

業者さん、掘ってやはり感謝したいなと私、思うわけですけれども、今後町長としてこの原

水及び水源を探査をしていくことについて、町長の考えをお聞きしたいと思います。よろし

くお願いします。 

○議長（村木 脩君） 答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には、水道契約において各地区に水源を求めた中で、維持管理

を減らした中でやっていきたい。そして今の白田の浄水はあと40億ぐらいかかるような試算

も出ておりましたもので、できれば各地区に水源を設けて、維持管理を減らした中で、水道

事業をやっていきたいと思っています。そんな中で、昨年は本当にいい結果が出たことは、
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議会の皆さん方にお示ししました。 

  その中で、新年度はその近くの町立体育館の今は駐車場になっておる稲取保育園側か、ま

たは中ノ平といいまして、要するにゴルフ場に行って、中ノ平へ行きますと、その近くかど

ちらかでやりたいと考えております。その中で先程飯田議員も言ったように、今回、地元の

業者が請け負ってくれたおかげで、本当に地元の業者、その付近のことに大変明るくてござ

いますもので、この辺もすごい有望ではないかと言われております。基本的には稲取でこれ

を含めた、今１本掘ってました１本、あと２、３本欲しいかなと考えております。その中で、

稲取地区にはそういう水源があると。 

  しかし城東地区におきまして、本当に前回残念な結果になった中で、自分は熱川奈良本で

は出るのではないかと思ってましたが、大変残念な結果になりましたもので、水源の掘削ば

かりではなくて、現在出ているやつを井戸かそういうの、ある程度量が出れば、買収しても

いいのかなということは頭に入れております。ただ、城東におきましては、水源ばかりなの

をある程度そういう井戸とかそういうのをある程度買収した中で、その水源をやっていきた

い、そういう考えでございますので御理解願いたいと。 

  何年かというのはこれは早いほど、できれば早いほどいいです。何年までとはちょっと言

えないもので、やはり早い時期にやっていって、その辺で御理解願いたいと思います。また

予算的なものはちょっとその辺はまだわかりませんもので、それは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、７番、飯田議員の大綱質疑を終結します。 

  以上をもって、平成28年度特別会計予算の大綱質疑を終結します。 

  お諮りします。議案第23号 平成28年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算から議案第28

号 平成28年度東伊豆町水道事業会計予算までは、６人の委員で構成する特別会計予算審査

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23号から議案第28号までは６人

の委員で構成する特別会計予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。 

  お諮りします。ただいま設置されました特別会計予算審査特別委員会の委員の選任につい
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ては、委員会条例第７条第２項の規定によって、お手元に配りました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、特別会計予算審査特別委員会の委

員は、お手元に配りました名簿のとおり選任することに決定しました。 

  ただいま特別会計予算審査特別委員会に付託しました議案第23号から議案第28号までにつ

いては、会議規則第46条第１項の規定により、来る３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、特別会計予算審査特別委員会において、

来る３月25日までに審査を終え、報告できるように期限をつけることに決定しました。 

  なお、委員会室として、一般会計予算審査特別委員会には中会議室を、特別会計予算審査

特別委員会には第１委員会室をそれぞれ当ててあります。 

  お諮りします。特別委員会審査のため、３月15日から３月24日までの10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、３月15日から３月24日までの10日

間を休会とすることに決定しました。予算審査特別委員会を開き、付託案件の審査をお願い

します。 

  来る３月25日は、午前９時30分から本会議を開き、委員長の報告を求め、質疑、討論並び

に採決を行います。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（村木 脩君） 本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時４１分 
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平成２８年第１回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第５号） 

 

                    平成２８年３月２５日（金）午前９時３０分開議 

日程第 １ 議案第２２号 平成２８年度東伊豆町一般会計予算 

日程第 ２ 議案第２３号 平成２８年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算 

日程第 ３ 議案第２４号 平成２８年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第 ４ 議案第２５号 平成２８年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

日程第 ５ 議案第２６号 平成２８年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

日程第 ６ 議案第２７号 平成２８年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算 

日程第 ７ 議案第２８号 平成２８年度東伊豆町水道事業会計予算 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） 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28年東伊豆町議会第１回定例会第17日目は成立いたしましたので、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２２号 平成２８年度東伊豆町一般会計予算 

○議長（村木 脩君） 日程第１ 議案第22号 平成28年度東伊豆町一般会計予算を議題とし

ます。 

  一般会計予算審査特別委員長の報告を求めます。 

  13番、定居さん。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 皆様、おはようございます。 

  それでは、朗読をもって審査の結果を報告いたします。 

  平成28年３月25日。 

  東伊豆町議会議長 村木脩様。 

  一般会計予算審査特別委員会委員長 定居利子。 

  一般会計予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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より報告をいたします。 

  記。 

  事件の番号、議案第22号。 

  件名、平成28年度東伊豆町一般会計予算。 

  審査の結果、原案可決。 

  １ページをおめくりください。 

  一般会計予算審査特別委員会に付託された議案第22号 平成28年度東伊豆町一般会計予算

歳入歳出全部について、質疑の対象となったものを重点的に報告をいたします。 

  第１、会議回数、月日、場所、出欠席委員につきましては、下記のとおりとなっています

ので、御確認をください。 

  ３ページをお開きください。 

  第２、主な質疑の対象となった事項につきましては、総務課以下、下記のとおりとなって

いますので、御確認をください。 

  ５ページをお開きください。 

  第３、予算に対する意見についてですが、（１）ふるさと納税寄付金について。 

  寄付金という意味から歳入予算額は抑えられているが、近隣他町の状況を見てみると、貴

重な財源となっている。各課の連携・協力によって広報は行っているようだが、財源の増や当

町の魅力をアピールすることができる絶好の機会となるので、返礼品等をよく考え、より一層

広報を行っていただきたい。 

  （２）公園等の施設維持管理の一元化について。 

  現在、公園管理の一元化については検討されているようだが、経費削減の意味から早急に

対応を図られたい。 

  （３）アスド会館体育館等について。 

  アスド会館体育館は介護予防事業で使用されていて、介護予防での町民へのメリットは認

められると思う。しかしながら、利用料等の予算収入362万6,000円に対して光熱水費だけで

1,400万円計上されている。売却について検討されているようだが、継続して活用するのかど

うかも含め、早急に結論を出されたい。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と意見を付し、全会一致で原案を可決すべき

ものと決定したことを報告します。 

  よろしく御審議のほどお願いいたします。 
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○議長（村木 脩君） これより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。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） すみません。 

  細かい内容について、何点かお聞かせいただきたいと思います。 

  １つは、４ページの住民福祉課のところのごみ処理対策事業についての部分、２つ目は観

光商工課のところの観光施設整備事業の内容、３点目は５ページになりますが、消防本部の駿

東伊豆消防組合の負担金のところについて、どのような審議等がなされたのか、お聞かせくだ

さい。 

○議長（村木 脩君） 13番、定居議員。 

○１３番（定居利子君） 山田直志議員の御質問に対して御答弁をさせていただきます。 

  住民福祉課のごみ処理対策事業につきましては、これは東河環境センター分担金の内訳な

んですけれども、この見通しに対してはとの質問に対して、分担金は当初建設分、起債償還分

なんですけれども、あと長寿命化分として計画策定とか調査費、また管理運営費の３つで構成

されております。 

  当初分はあと２年で償却が終わるが、その後は延命化分の返済が始まります。広域化につ

いては、現在は構想はないですが、効率のよい方法があれば政治的な判断を仰ぎたいとの答弁

がなされました。償却については、あと28年、29年、２年間で終わりになります。 

  それと、観光商工課のほうですけれども、観光施設整備事業の内訳ですけれども、これは

稲取高原親水広場トイレ整備工事についての御質問がありました。これは、公園の管理につい

ては、どこが所管するかという御質問でしたので、町内に数多くある観光トイレについては、

維持管理等の一元化を図ったかどうかの質問に対してですので、今後行政改革の一環として清

掃浄化槽管理は観光商工課が担当しているんですけれども、検討していきたいという答弁があ

りました。 

  それと、消防本部のほうですけれども、駿東伊豆消防組合負担金についてですけれども、

これは      も４月１日から駿東伊豆消防組合の一部組合の議員として、出向されます

が、また内容については、よくまた一部組合に行って、御活躍をされたいと思いますので、 

   はよく内容については御承知のことと思います。 

  これは、駿東伊豆消防組合の内容についての質疑がありました。共通経費は、組合議会運

営費、また車両、資材の購入経費、採用した職員の経費等が対象となりまして、負担割合は、

常備消防費の決算割合で4.66であるということの説明をいただきました。 
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  負担金については、人件費について特殊勤務手当等の支給項目を伊東市とそろえたことに

よって増減がありますが、常備消防費全体では約350万円の減となります。この中には東伊豆

消防署の消防ポンプ自動車１台の更新経費を計上しているとの説明がなされました。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） そのほか質疑ございませんか。 

（「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。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） すみません。 

  討論は賛成か反対かという事しかないので、反対という点を、どこが反対なのかというこ

とについて表明をしておきたいと思います。 

  今回の28年度予算ということで見ますと、全体的に大きな事業がないということ、基金か

らの繰り入れや起債も抑えられているというふうな内容になっているというふうに思いまして、

そういう点では妥当な部分があるのかなというふうには感じております。しかし、投資的経費

が３億2,968万円と、予算全体の７％に落ち込むという状況もありますし、起債が３億3,870万

円と財政運営は非常に厳しいというものを感じております。 

  ここでは、さらに施策として子供医療費の負担をなくすなど評価したい点も幾つかござい

ます。しかし、私は２つのことの進め方については疑問がございますので、この点について意

見を申し述べたいと思います。 

  １つは東河環境センターの分担金の取り扱いであります。今年度からエコセンターは焼却

の延命化工事、プラントの改修などが35億を超えるような、全体として整備計画が始まってき

ます。多額な起債も発生することになります。しかし、これらの整備計画に対して、起債の返

還計画等は結局明らかにされませんでした。前回の改築工事では、こうした資料は添付をされ

検討されたという経過から見ても、大変残念な対応だと思います。 

  焼却場が必要であるということは当然、言うまでもありません。環境センターで今計画さ

れている内容についていえば、国のマニュアルなどにも沿って立派なものになっているという

ふうには思いますが、しかし、木を見て森を見ないということわざもあります。いくら立派な

計画でも東伊豆町の将来にわたる財政見通しなども考慮しなければ、森に合った木とはいえま

せん。 
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  大綱質疑でも触れましたけれども、平成15年、28年との比較でも税収が二十二、三億から

19億へ落ち込み、歳出では補助金等が８億から12億7,000万円と大きく増加しており、投資的

経費は先ほど言ったように９億円規模から３億3,000万円規模にと縮小という傾向が出ていま

す。そして、広域化をしても、この間のエコセンターの負担金は４億円余りから６億円へと大

幅に増えてきているわけであります。今後、こうした傾向で進むということで、財政運営は大

変厳しいわけであります。 

  そういう点では、補助金の問題もありますけれども、規模の抜本的な縮小なども十分、私

は検討される必要があったのではないかと。しかしながら、そういう計画も含めて一切、私ど

もには明らかにされてこなかったという点では、この進め方とそれに対する負担を背負ってい

くということについては、今後大きな重荷になっていくというふうに考えております。 

  ２つ目に、観光施設整備による稲取高原の親水広場トイレの整備ですけれども、今年度完

成したばかりであり、小さなお子さんが利用するということも、事実ありますけれども、１カ

月余りということです。しかし、現状で見ると、もう周辺は鹿のふんだらけなんです。だから、

秋口にも私は行きましたし、つい先日も行ってきましたけれども、もう年間通して見ると、大

半の時期が鹿のふんにまみれているような状況のところに、子供を遊ばせるかどうかというこ

とも、大変私は疑問になるし、利用状況のしっかりとした把握をした上で、こういう整備はや

はりされるべきだというふうに思います。そういう点では、やはり非常に拙速ではなかったか

という点も感じております。 

  以上の点を指摘をしまして、私としての反対討論を終わります。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時４３分 

 

再開 午前 ９時４４分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  次に、本案に賛成者の発言を許します。 

  ７番、飯田議員。 

○７番（飯田桂司君） 私は賛成ということで、ちょっと話させていただきますけれども、今
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ごみ、それから観光についての反対討論があったわけですけれども、やはりこのごみについて、

前々から担当委員会等、あるいは議会等で話がされてきた中で、町の状況を考え、予算的なこ

とも考えて、これから整備をされていくわけですけれども、やはり人間、生きていく以上、水

とあるいはごみ、そういうものについては、ついて必ず回るものであって、これについてはや

はりしっかりとした考えを持ち、これから整備を図っていくわけですけれども、やはり改める

ところは改め、しっかりとした整備をしていく、これが私は大事ではないかなと思います。し

かし、やらなければならないものは、後に残さないように、しっかりとした考えを持ち、整備

をしていくということが大事かなと思いまして、私は賛成いたします。 

  それから、観光の整備、これは親水公園のトイレですか、私も何回となく行って、先般も

私も行って、現状を見てきたわけですけれども、やはりあのところの整備については、これか

らそれにかわるものも必要になってくる。これからあのところが町の観光として一番のメーン

になってくるところではないかなと思います。やはりつくった以上は、いいものをつくり、整

備をしていくということで、管理も含めてぜひ町としてしっかりとした対応を図っていくとい

うことで、私は理解したいと思います。賛成ということで発言させていただきます。よろしく

お願いします。 

○議長（村木 脩君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） これで討論を終結します。 

  これより議案第22号 平成28年度東伊豆町一般会計予算を採決します。 

  この採決は起立によって行います。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村木 脩君） 起立多数です。よって、議案第22号 平成28年度東伊豆町一般会計予

算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時４７分 

 

再開 午前 ９時４７分 
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○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第２３号 平成２８年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算 

◎日程第３ 議案第２４号 平成２８年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算 

◎日程第４ 議案第２５号 平成２８年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

◎日程第５ 議案第２６号 平成２８年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

◎日程第６ 議案第２７号 平成２８年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算 

◎日程第７ 議案第２８号 平成２８年度東伊豆町水道事業会計予算 

○議長（村木 脩君） 日程第２ 議案第23号 平成28年度東伊豆町国民健康保険特別会計予

算から日程第７ 議案第28号 平成28年度東伊豆町水道事業会計予算まで、以上６件を一括議

題とします。 

  特別会計予算審査特別委員長の報告を求めます。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） おはようございます。 

  朗読をもちまして、審査の結果を報告いたします。 

  平成28年３月25日。 

  東伊豆町議会議長 村木脩様。 

  特別会計予算審査特別委員会委員長 鈴木勉。 

  特別会計予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

より報告いたします。 

  記。 

  事件の番号・件名。 

  議案第23号 平成28年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算、審査の結果、原案可決。議

案第24号 平成28年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、審査の結果、原案可決。議案第

25号 平成28年度東伊豆町介護保険特別会計予算、審査の結果、原案可決。議案第26号 

平成28年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算、審査の結果、原案可決。議案第27号 平成28年
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度東伊豆町風力発電事業特別会計予算、審査の結果、原案可決。議案第28号 平成28年度東伊

豆町水道事業会計予算、審査の結果、原案可決。 

  特別会計予算審査特別委員会に付託された１、議案第23号 平成28年度東伊豆町国民健康

保険特別会計予算、２、議案第24号 平成28年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、３、

議案第25号 平成28年度東伊豆町介護保険特別会計予算、４、議案第26号 平成28年度東伊豆

町稲取財産区特別会計予算、５、議案第27号 平成28年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算、

６、議案第28号 平成28年度東伊豆町水道事業会計予算について、質疑の対象となった主な事

項を下記のとおり報告いたします。 

  第１、会議回数、月日、場所、出欠席委員につきましては、お手元の資料をごらんいただ

きたいと思います。 

  ３ページをごらんください。 

  第２、質疑の要旨。 

  １、平成28年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①国保の世帯数と被保険者数は。 

  一般被保険者は、2,817世帯4,672人で、前年対比115世帯314人の減。退職被保険者は、

126世帯150人で、前年対比27世帯41人の減である。 

  ②28年度の徴収率の目標は。 

  28年２月末で、現年度分78.86％、滞納繰越分17.0％、同年同時期は、現年度分79.0％、

滞納繰越分15.93％。 

  28年度当初予算では、現年度一般分特別徴収を100％、普通徴収を90％、滞納繰越分を

15％、退職分の普通徴収を92％、滞納繰越分13％と、それぞれ前年と同率を見込んだ。 

  ③低所得者に対する保険料の徴収対策は。 

  臨宅等を行って納付をお願いしているが、対応に苦慮している。 

  ④一般会計繰入金のそれぞれの内容は。 

  保険基盤安定繰入金は、７割、５割、２割等の軽減をされている国保税の金額を一般会計

から繰り入れするもの。 

  職員給与費等繰入金は、国保事務に係る委託料等について、一般会計から繰り入れするも

の。 

  助産費等補助金繰入金は、出産育児一時金の費用の３分の２を一般会計から繰り入れする
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もの。 

  その他一般会計繰入金は、特定疾病の人工透析患者の保険者負担分の一部を、一般会計か

ら繰り入れするもので、法定外の繰り入れとなっている。 

  財政安定化支援事業繰入金は、被保険者の年齢構成が高齢者に偏っていることから高齢被

保険者の割合による補正を行った額を一般会計から繰り入れするものである。 

  ⑤システム改修業務委託料194万円の内容は。 

  平成30年度から県が国保財政の責任主体となる。これに伴い、各市町村から県に納付金を

納めることになるが、その試算をするために既存のシステムの改修が必要となる。詳細な仕様

書は今のところ国から示されていないので、概算で予算計上をした。なお、経費については国

から100％補助がもらえる。 

  裏面をお願いします。 

  ⑥人間ドックの実態と見込み数は。 

  平成26年度実績で162人。平成27年度２月末時点で149人。28年度は160人と予想。 

  ⑦特定健診の受診人数の目標は。 

  1,470人で受診率40％を目標とした。 

  ⑧人間ドックや特定健診の受診率の増加策は。 

  人間ドックを受けた後、その結果を町に提出するよう依頼している。集団検診とは別に個

別健診を実施して、検査を受けやすくしている。また、県が実施しているマイレージ事業とい

うものがあり、受診した人に対しポイントを付与する制度がある。今後はこの制度を活用して

受診率の向上に努めたい。 

  ⑨マイレージ事業制度の内容は。 

  静岡県が実施する「ふじのくに健康マイレージ制度」のことで、協定を結んだ事業所との

間で特典がもらえる。今後、町内業者と連携がとれないか、商工会と協議していく。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①退職被保険者が減少している理由。 

  ②歳入の国庫支出金、県支出金がそれぞれ減少している理由。 

  ③財政安定化支援事業繰入金の算定方法。 

  ④出産育児一時金について。 

  ⑤葬祭費支給金について。 

  ⑥高額療養費共同事業医療費拠出金の内容。 
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  ⑦一般被保険者高額療養費１億4,836万円の算定方法。 

  以上が質疑の対象となった事項で、全会一致で原案を可決しました。 

  ２、平成28年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①保険料の滞納状況は。 

  普通徴収については、国保会計と同様に臨宅等を行っているが、加入者の年齢が75歳以上

の方で、年金からも徴収できない低所得者が多いため、収納に苦慮している。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①特別徴収と普通徴収の割合。 

  ②普通徴収から特別徴収への移行の促進。 

  以上が質疑の対象となった事項で、全会一致で原案を可決いたしました。 

  ３、平成28年度東伊豆町介護保険特別会計予算。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①保険料の普通徴収の収納率と滞納繰越分の徴収に対する取り組みは。 

  現年度分については、28年２月末現在で73.5％、昨年同月は71.1％だったため、昨年並み

の徴収率を見込んでいる。滞納繰越分は28年２月末現在で6.6％。昨年同月は8.0％なので、国

保、後期高齢者と同様に厳しい状況。28年度の徴収率は6.0％を見込んでいる。今後も地道に

徴収事務を続けていく。 

  また、徴収対策として、滞納処分費19万4,000円を歳出に計上しているが、これは催告書

の郵送料である。 

  ②歳入に計上されている地域支援事業交付金は、新しい事業が含まれている金額か。 

  新年度から地域支援事業の中で、賀茂１市５町の広域連携による在宅医療介護連携事業を

新たに実施する。そのための予算を、歳入歳出両方に計上している。 

  ③役割が重要となる地域包括支援センターの充実はどうなったのか。 

  包括支援センターの職員は専門職である。専門職の募集をかけたが応募がなかった。今後

町長と相談の上、対応を検討したい。また、静岡県から職員が派遣されるという話もない。 

  人材育成に関しては、事業内容により町の社協など法人への委託も検討したい。 

  ④特別徴収と普通徴収のそれぞれの人数は。 

  被保険者全体では5,391人で、うち特別徴収は4,409人で全体の82％、普通徴収は982人で

全体の18％。 
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  ⑤要介護認定者の推移は。 

  平成25年度決算で653人、平成26年度667人、平成27年度直近の数値で725人と年々増加し

ている。 

  ⑥在宅医療介護連携推進事業費の内容は。 

  制度改正に伴い新たに実施することになった事業で、賀茂１市５町の広域で実施すること

になったもの。事業の内容は、在宅医療・介護連携に関する相談支援、医療・介護関係者の研

修、地域住民への普及啓発事業、医療・介護連携の課題抽出と対応策協議、関係市町の連携な

どについての事業実施を下田メディカルセンターに委託する。 

  ２、平成28年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①保険料の滞納状況は…… 

○議長（村木 脩君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時０２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。 

○１２番（鈴木 勉君） 大変申しわけございません。読み違えがございました。読み直しさ

せていただきます。 

  ⑦居宅介護サービス給付費が１億1,000万円減額となっている理由は。 

  平成28年度からの制度改正に伴い、通所介護サービスのうち、利用定員18名以下の小規模

事業所については、地域密着型サービスに移行することになった。それに伴い、居宅介護サー

ビス給付費を減額し、地域密着型介護サービス給付費に予算を振りかえた。 

  ⑧保険給付費が減額となっている理由は。 

  平成27年度当初予算は、３年を１期とする介護保険事業計画の中で給付費や保険料を推計

することになっており、初年度ということで計画値を用いて予算計上したが、実際は計画ほど

給付が伸びなかった。そのため、28年度は27年度実績見込みに基づいて予算を計上したため、

減額となった。なお、減額した給付費は、介護保険給付費準備基金に振りかえて積み立てる予

定。 
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  ⑨町内にある小規模通所介護サービスの事業所は何カ所か。 

  町内11カ所のうち、今回移行する予定の小規模事業所は６カ所、残りの５カ所が通常規模

の事業所である。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①その他一般会計繰入金の内容。 

  ②支払基金交付金の内容。 

  （３）意見。 

  要支援１・２や高齢者を対象とする介護予防・日常生活支援総合事業が、町が事業主体と

なって平成30年度から実施され、今後必要とされるサービスの提供などきめ細かな対応が迫ら

れている。 

  後期高齢者の増加に比例して介護費用の増加が将来予想されるが、介護費用を抑えるため

にも、町民が元気でいきいき暮らせるよう、予防、健康増進、介護予防と係の連携を一層図り、

切れ目のない健康づくり事業の整備と充実を、町に対して強く求める。また、こうした新規の

事業実施に備えて、知識や経験を備えた職員体制の充実を望む。 

  以上が質疑の対象となった事項と委員会からの意見で、全会一致で原案を可決いたしまし

た。 

  第４、平成28年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①アクアラングを使った天草漁を行うとのことだが、新しい事業は今回の予算に反映され

ているのか。 

  アクアラングをする人は漁業権を持っていないため、漁業権を持つ漁船に乗り込んで一緒

に操業することになる。稲取支所では今年から試験的に行いたいとのことだが、松崎町では既

に行われているので、同様の方向になると思われる。28年度当初予算では見込んでいないが、

天草の漁獲量と配分金が増えたときは補正予算で対応したい。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①配分金収入12万5,000円の算出根拠。 

  ②町と漁協との配分金の割合。 

  以上が質疑の対象となった事項で、全会一致で原案を可決いたしました。 

  第５、平成28年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 
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  ①歳入歳出予算をそれぞれ800万円ほど減額している理由は。 

  ２号機本体が故障の影響で長期間とまっているため、予算の減額をした。 

  なお、現在、その故障とは別に、電気系統の基盤故障で全基運転を停止しているが、今月

中には修理が完了する見込みである。 

  ②今回の故障についてメーカーの保証はないのか。また、保険の補償はないのか。 

  建設から10年以上経過しているので、メーカーの保証はない。また、保険には加入してい

るが、災害等に対する損害への補償であって、今回のような機器の経年劣化に係る故障は対象

外である。 

  ③将来的に延命化して使用し続けるのか、撤去するのか、また建てかえるのかを検討する

時期に来ているのではないか。計画を立てて事業を進めてもらいたい。 

  耐用年数が20年といわれているので、その間は稼働させたい。当町の風車はデータの公表

を積極的に行っており、これまでの蓄積されたデータを持っている。耐用年数に至るまでの歳

入歳出見込みなどの基礎データを勘案しながら、将来的にどうするか検討したい。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①建設時に借り入れた借金の残高と償還終了時期。 

  ②基金の残高。 

  以上が質疑の対象となった事項で、全会一致で原案を可決いたしました。 

  ６、平成28年度東伊豆町水道事業会計予算。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①３条予算（収益的収入及び支出）の内容は。 

  動力費が原油価格の下落により、前年度対比630万円減っている。また、職員の人件費も

1,241万円減っているが、これは職員が１人減ったのと職員の年齢が３歳若返ったためである。 

  ②４条予算（資本的収入及び支出）の内容は。 

  白田浄水場の延命化対策工事を行っていく。浄水場内の排泥ポンプ１台が故障しているが、

修理して直せる見込みがないため、取りかえ工事を実施する。 

  また、稲取地区の町立体育館裏の保育園へ行く道路側と中の平へ続く道路入り口の海側の

２カ所のうち、どちらかで井戸の掘削を予定している。水源確保の事業費は6,000万円を計上

している。 

  ③水源確保を含めた今後の水道事業の方向性は。 

  まずは稲取地区の水源を確保し、それから城東地区の整備を進めたい。 
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  白田浄水場については、他の水源で水が確保できるまで、限られた予算の範囲で施設の延

命化工事をしていきたい。 

  稲取地区では、３号井と熊口水源、27年度に掘削した井戸、それに28年度中に掘削する井

戸の水が出たと想定して、今のところ合わせて5,000トンの供給量が見込まれている。普段の

白田浄水場からの送水量は3,000トン台であるが、盆や正月等のピーク時では5,000トンを超え

る日もある。今後も何カ所か井戸を掘削していきたい。 

  白田からの送水管については、稲取地区で水が確保できれば必要なくなる設備ではあるが、

一度水をとめてしまうと管にさびが出たり、ポンプも稼働させないと故障したりするなどして、

断水の原因にもなると考える。また、減圧弁などを設置すれば、逆に稲取から送水することも

可能なので、将来給水人口が減って、稲取地区の水量に余裕が出れば、白田地区に送水するな

ど、施設の有効活用を考えている。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①白田浄水場の今後について。 

  ②隣の河津町から水を分けてもらう可能性。 

  ③百山荘跡地の売却の目途。 

  以上が質疑の対象となった事項で、全会一致で原案を可決いたしました。 

  報告を終わります。 

○議長（村木 脩君） お諮りします。議案第23号から議案第28号までの平成28年度特別会計

及び水道事業会計の予算６件について、一括質疑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、議案第23号から議案第28号までを

一括質疑とします。 

  それでは、議案第23号から議案第28号までについて、委員長の報告に対する一括質疑を行

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23号 平成28年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算の討論に入ります。

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（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。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第23号 平成28年度東伊豆町国民健康

保険特別会計予算を採決します。 

  この予算に対する委員長の報告は可決とするものです。本案は委員長の報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。よって、議案第23号 平成28年度東伊豆町国民

健康保険特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第24号 平成28年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算の討論に入ります。

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。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第24号 平成28年度東伊豆町後期高齢

者医療特別会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものです。本案は委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、議案第24号 平成28年度東伊豆町後期

高齢者医療特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第25号 平成28年度東伊豆町介護保険特別会計予算の討論に入ります。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。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第25号 平成28年度東伊豆町介護保険

特別会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものです。本案は委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、議案第25号 平成28年度東伊豆町介護

保険特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 
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  次に、議案第26号 平成28年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算の討論に入ります。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。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第26号 平成28年度東伊豆町稲取財産

区特別会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものです。本案は委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、議案第26号 平成28年度東伊豆町稲取

財産区特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第27号 平成28年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算の討論に入ります。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。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第27号 平成28年度東伊豆町風力発電

事業特別会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものです。本案は委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、議案第27号 平成28年度東伊豆町風力

発電事業特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第28号 平成28年度東伊豆町水道事業会計予算の討論に入ります。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。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第28号 平成28年度東伊豆町水道事業

会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものです。本案は委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 
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（「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28号 平成28年度東伊豆町水道

事業会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第８ 議案第２９号 指定金融機関の指定について 

○議長（村木 脩君） 日程第８ 議案第29号 指定金融機関の指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29号 指定金融機関の指定について、

提案理由を申し上げます。 

  地方自治法第235条第２項及び同法施行令第168条第２項の規定により、金融機関を指定し、

東伊豆町の公金の収納及び支払い事務をとり行わせるものとする。 

  現在の東伊豆町指定金融機関である伊豆太陽農業協同組合の指定期間が平成28年５月31日

をもって満了となるため、継続の打診をしたところ、了承を得たので、平成28年６月１日から

２年間業務を継続し、当町の指定金融機関として指定するものであります。よろしく御審議を

お願いいたします。 

○議長（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。 

  次に、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。 

  お諮りします。これより議案第29号 指定金融機関の指定についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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。 

  この際、10時35分まで休憩とします。 
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休憩 午前１０時２２分 

 

再開 午前１０時３２分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ、再開します。 

 

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

 

○議長（村木 脩君） ここで、13番、定居議員より発言を求められておりますので、許可い

たします。 

  13番、定居議員。 

○１３番（定居利子君） 先ほどの一般会計予算審査特別委員会の中で、山田直志議員からの

質問で、駿東伊豆消防組合について御質問がありました。 

  その中で、駿東伊豆消防組合の一部組合として      は全協では決まっているんで

すけれども、本議会ではまだ議決をされておりませんので、その名前の部分を削除させていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

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

 

◎日程第９ 議案第３０号 平成２７年度東伊豆町一般会計補正予算（第１２号） 

○議長（村木 脩君） 日程第９ 議案第30号 平成27年度東伊豆町一般会計補正予算（第12

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30号 平成27年度東伊豆町一般会計補

正予算（第12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1,000万円を追加いたしまして、歳入歳

出予算の総額を54億5,658万円とするものであります。 
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  今回の補正予算につきましては、１億総活躍社会の実現に向けた緊急対応として、国の補

正予算に計上された地方創生加速化交付金の対象として、美しい伊豆創造センターにおいて計

画した日本版ＤＭＯ美しい伊豆創造センターによる広域観光地域づくり事業が採択されたため、

繰越明許による新年度に事業実施する内容となっております。事業内容につきましては、地域

資源の消費拡大に向けた仕組みづくりや首都圏を中心としたプロモーションの強化など、７市

６町の連携により推進するものであります。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（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30号 平成27年度東伊豆

町一般会計補正予算（第12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12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1,000万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ54億5,658万円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  （繰越明許費） 

  第２条 地方自治法第213条第１項の規定により繰り越して使用することのできる経費は、

「第２表繰越明許費」によります。 

  恐れ入りますが、４ページ、５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。 

  14款国庫支出金、２項国庫補助金、８目商工費国庫補助金、補正前の金額に1,000万円を

追加し、1,000万円といたします。１節商工費補助金、細節１地方創生加速化交付金1,000万円

の増は、美しい伊豆創造センターで計画した広域観光地域づくり事業が当該交付金の対象とし

て採択されたため、増額措置するものであります。 

  次に、３、歳出について御説明いたします。 

  ６款１項商工費、３目観光費、補正前の金額に1,000万円を追加し、１億8,253万7,000円

といたします。事業コード２広域観光振興推進事業、19節負担金補助及び交付金、細節15美し

い伊豆創造センターＤＭＯ負担金1,000万円の増につきましても、歳入で御説明いたしました
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地方創生加速化交付金を活用し、美しい伊豆創造センターにおいて、日本版ＤＭＯ美しい伊豆

創造センターによる広域観光地域づくり事業に取り組むための負担金を増額するものでありま

す。 

  ２ページをごらんください。 

  第２表繰越明許費の設定につきましては、６款１項商工費の広域観光振興推進事業のうち、

美しい伊豆創造センターＤＭＯ負担金1,000万円を翌年度へ繰り越すものであり、記載のとお

りでございます。 

  ３ページをごらん願います。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書でただいま説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず、歳入ですが、補正前の額54億4,658万円に1,000万円を追加いたしまして、54億

5,658万円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額54億4,658万円に1,000万円を追加いたしまして、54億

5,658万円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、全額国県支出金といたします。 

  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。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 国の交付金ということがあったんですけれども、この1,000万円の

根拠と、あとこの1,000万円の事業で美しい伊豆創造センターが具体的にやる事業については、

どれくらいのそれぞれの費用負担の内訳が入っているのか、ちょっと事業名でやってもらわな

いと。どんぶり勘定で1,000万円出しましたけれども、事業としては内容がちゃんとやられま

せんでしたという報告をもらっても困るもので、具体的に取り組むべき事業について、そのお

金については場合によって項目を流用させるなんていうことができるような予算計上の形にな

っているんでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 具体的な1,000万円の根拠というのは、ないという言い方はおかしい

けれども、とにかく各市町で1,000万円やって、これを見るとこの予定が１億6,000万円になっ

ております。そういう中で、とりあえず各市町で1,000万円をこの加速化交付金の中で申請し

たのが現状でございました。根拠というものはありません。 
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  その中で、昨日たまたまやったときに、事業概要という中で、一応今美しい伊豆をやって

ますが、新年度に社団法人を立ち上げまして、その中でビッグデータやＲＥＳＡＳをちょっと

マーク的に分析を実施するほか、アンテナショップやカップグルメの商品開発、販売促進を行

い、伊豆半島全体一体で国内外の観光交流化及び体制づくりを本格的にスタートする、こうい

う事業概要です。具体的なものは全然ありませんもので、また具体的になりましたら申し上げ

ますけれども、また議会のほうで説明していきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） まだ全体の構想が認められて交付金が出たというふうに解釈してお

りますので、ただ、広域観光の問題について、非常に大事な面だと思っておりますので、その

辺の事業が具体化したら、全協はやらなくても結構ですけれども、決まった段階で何らかのや

はり資料なりをまた議員にも配付していただきたいと思いますが。 

○議長（村木 脩君） 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30号 平成27年度東伊豆町一般会計補正予算（第12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１０ 議案第３１号 平成２８年度東伊豆町一般会計補正予算（第１号） 

○議長（村木 脩君） 日程第10 議案第31号 平成28年度東伊豆町一般会計補正予算（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31号 平成28年度東伊豆町一般会計補

正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 
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  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に2,193万8,000円を追加いたしまして、歳

入歳出予算の総額を47億8,593万8,000円とするものであります。 

  町の総合戦略を推進するための地域おこし協力隊事業や空き家利活用拠点づくり事業、ま

た地域の観光振興対策事業について、国の補正予算に計上された地方創生加速化交付金を活用

すべく申請したところでありますが、国との調整の結果、採択を受けられなかったことから、

今回の補正により予算措置し、新年度に事業実施する内容となっております。 

  また、現在臨時休館としておりますアスド会館プールを再開するため、温泉施設の復旧の

ための経費も計上しております。必要な財源配分を行った後、財政調整基金からの繰り入れ措

置をさせていただきましたので、御理解をお願いいたします。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（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31号 平成28年度東伊豆

町一般会計補正予算（第１号）について、概要を説明いたします。 

  平成28年度東伊豆町の一般会計補正予算（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2,193万8,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ47億8,593万8,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページをお開きください。 

  ２、歳入について御説明いたします。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額に1,905万9,000円

を追加し、２億9,705万9,000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1,905万9,000円の増は、今回の補正における財源不足額を補填措置いたした内容でござ

います。 

  20款諸収入、４項２目雑入、補正前の金額に287万9,000円を追加し、5,849万6,000円とい

たします。９節雑入、細節14社会保険料等被保険者負担金87万9,000円の増は、地域おこし協

力隊３名分に係る健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の被保険者負担金を増額する内容

でございます。細節26地域協働促進事業助成金100万円の増は、東海汽船事務所の改修に要す
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る経費150万円に対する静岡県市町村振興協会からの３分の２の助成金の増額措置であります。

細節32公共事業ユニバーサルデザイン化助成金100万円の増は、ダイロクトイレのユニバーサ

ルデザイン化改修工事100万円に対する静岡県市町村振興協会からの10分の10の助成金の増額

措置でございます。 

  ５ページ、６ページをお開きください。 

  次に、３、歳出について御説明いたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正前の金額に178万1,000円を追加し、

４億4,075万1,000円といたします。事業コード14総務課一般事務管理事業、４節共済費、細節

８社会保険料170万円の増は、地域おこし協力隊３名分に係る健康保険料と厚生年金保険料を

増額する内容であります。６目アスド会館費、補正前の金額に314万8,000円を追加し、2,050

万7,000円といたします。事業コード１アスド会館維持管理事業、15節工事請負費、細節１源

泉揚湯管取替工事313万5,000円の増は、現在臨時休館としておりますアスド会館プール並びに

体育館を早急に再開するため、腐食した揚湯管の取りかえ及び落下したエアー管の引き上げを

行うための増額措置であります。９目企画費、補正前の金額に1,400万9,000円を追加し、

1,778万6,000円といたします。事業コード８地域おこし協力隊事業、１節報酬、細節１地域お

こし協力隊報酬597万6,000円の増は、協力隊３名分の報酬を増額措置するものであります。11

節需用費、細節６燃料費73万円の増並びに14節使用料及び賃借料、細節１自動車等借上料73万

9,000円の増は、地域おこし協力隊の３名が使用する自動車の借り上げ料とガソリン代を増額

するものであります。細節６建物賃借料144万円の増につきましても、地域おこし協力隊が使

用する借家に対する町負担金を増額措置するものであります。１人１カ月当たりの上限を４万

円としております。事業コード10空き家利活用拠点づくり事業。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  13節委託料、細節１空き家利活用拠点づくり委託料100万円の増は、市町村振興協会の助

成金を活用し、東海汽船の事務所１階部分の改修を行うため、委託料を増額措置するものであ

ります。15節工事請負費、細節１ユニバーサルデザイン化対策工事100万円の増につきまして

も、市町村振興協会の10分の10の助成金を活用し、ダイロクのトイレを洋式に改修する内容と

なっております。 

  ６款１項商工費、３目観光費補正前の金額に300万円を追加し、１億1,502万6,000円とい

たします。事業コード１地域観光振興対策事業、19節負担金補助及び交付金、細節10インバウ

ンド等対策事業補助金200万円の増は、台湾からのゴルフツアー誘致のための団体バス支援や



－280－ 

外国人向けのモデルコースを掲載したパンフレットの作成費用などを計上した内容でございま

す。細節11無線ＬＡＮ機器設置推進事業補助金100万円の増は、平成27年度から実施しており

ます無線ＬＡＮ機器設置に対する支援として、限度額50万円を２件分予算措置したものであり

ます。 

  恐れ入りますが、２ページへお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書でただいま説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず、歳入ですが、補正前の額47億6,400万円に2,193万8,000円を追加いたしまして、47

億8,593万8,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額47億6,400万円に2,193万8,000円を追加いたしまして、47

億8,593万8,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は、その他財源が287万9,000円の増、一般財源

は1,905万9,000円といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（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） 地域おこし協力隊とかアスドのポンプの修繕というのは、ある面突

発的な部分があったかなというふうに考えられるんですけれども、そのほかの項目というのは、

そもそも本来当初予算にのっていておかしくない問題じゃなかったかなと。今回の補正でやる

というのは、ちょっと予算に計上し忘れたというふうな要素があるんじゃないのかなと思うん

だけれども、この内容を見る限り、本来当初予算にあっていいものが幾らもあるんだと思うん

ですけれども、その辺当初予算にのせなかった経過というのは、何かあるんですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは全協で説明したと思います。今、一般財政が大変厳しい。でき

れば国の予算を使いたいと。もしそれがだめだった場合は、補正でお願いしますということは、

全協で言ったつもりでおります。その中で、今回たまたま本当に残念な結果になった中で、加

速化交付金が採択されなかったもので、今回はやはり当初から必要なインバウンドのことを上

げさせていただきました。山田議員が言ったように、当然当初予算に上げるべきことでありま

すけれども、うまく国のほうのお金が使えれば、それを使いたい。そういう考えでやりました

もので、その辺は御理解願いたいと思います。 
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  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 当然、そういうものがあるとは思うんですけれども、そうすると地

域おこし協力隊なんかも、これも本来は28年度で執行、支出するものも大半あるじゃないです

か。一部は支度金だとかいろんな形のもの、準備するという部分はあるんだけれども、27年度

中の予算執行ということについての、ちょっとその辺も問題が出てこないですか。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（向井青一君） ただいま山田議員から御質問がありましたが、この補正１号

につきましては、28年度執行ということで、協力隊の赴任の補助金等は27年の11号で計上して

おります。27年に係るものについては、11号の補正で計上しております。 

  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） そのほか、役務料とかいろいろ補正予算、上げてありま

すが、それを全部地域おこし協力隊に関連するものですとか、加速化交付金の申請に係るそう

いったもろもろのものも、今回一緒に計上させていただいたという内容になってございます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ほかに質疑ありませんか。 

（「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31号 平成28年度東伊豆町一般会計補正予算（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１１ 同意案第 １号 東伊豆町農業委員会委員の選任について 
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◎日程第１２ 同意案第 ２号 東伊豆町農業委員会委員の選任について 

◎日程第１３ 同意案第 ３号 東伊豆町農業委員会委員の選任について 

◎日程第１４ 同意案第 ４号 東伊豆町農業委員会委員の選任について 

◎日程第１５ 同意案第 ５号 東伊豆町農業委員会委員の選任について 

◎日程第１６ 同意案第 ６号 東伊豆町農業委員会委員の選任について 

◎日程第１７ 同意案第 ７号 東伊豆町農業委員会委員の選任について 

◎日程第１８ 同意案第 ８号 東伊豆町農業委員会委員の選任について 

◎日程第１９ 同意案第 ９号 東伊豆町農業委員会委員の選任について 

◎日程第２０ 同意案第１０号 東伊豆町農業委員会委員の選任について 

○議長（村木 脩君） 日程第11 同意案第１号 東伊豆町農業委員会委員の選任について、

日程第12 同意案第２号 東伊豆町農業委員会委員の選任について、日程第13 同意案第３号

 東伊豆町農業委員会委員の選任について、日程第14 同意案第４号 東伊豆町農業委員会委

員の選任について、日程第15 同意案第５号 東伊豆町農業委員会委員の選任について、日程

第16 同意案第６号 東伊豆町農業委員会委員の選任について、日程第17 同意案第７号 東

伊豆町農業委員会委員の選任について、日程第18 同意案第８号 東伊豆町農業委員会委員の

選任について、日程第19 同意案第９号 東伊豆町農業委員会委員の選任について、日程第20

 同意案第10号 東伊豆町農業委員会委員の選任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同意案第１号から同意案第10号まで、順

次提案理由を申し上げます。 

  同意案第１号 東伊豆町農業委員会委員の選任について。 

  東伊豆町農業委員会委員に下記の者を選任することについて、農業委員会等に関する法律

（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

  住所、賀茂郡東伊豆町大川317番地の２。氏名、稲葉明政。 

  続いて、同意案第２号。同じく住所、賀茂郡東伊豆町奈良本1080番地。氏名、成瀬明子。 

  続いて、同意案第３号。同じく住所、賀茂郡東伊豆町奈良本131番地。氏名、楠山節雄。 

  続いて、同意案第４号。同じく住所、賀茂郡東伊豆町奈良本910番地。氏名、太田規正。 

  続いて、同意案第５号。同じく住所、賀茂郡東伊豆町片瀬1045番地の６。氏名、土屋陽一



－283－ 

郎。 

  続いて、同意案第６号。同じく住所、賀茂郡東伊豆町白田480番地の２。氏名、横山敦。 

  続いて、同意案第７号。同じく住所、賀茂郡東伊豆町稲取2418番地。氏名、田村俊宣。 

  続いて、同意案第８号。同じく住所、賀茂郡東伊豆町稲取2037番地。氏名、鈴木和実。 

  続いて、同意案第９号。同じく住所、賀茂郡東伊豆町稲取147番地の１。氏名、齋藤傳。 

  続いて、同意案第10号。同じく住所、賀茂郡東伊豆町稲取1060番地。氏名、前田はや子。 

  提案理由を申します。 

  御審議いただくこの10件の同意案件は、平成28年６月21日に任期満了となるため、10名の

方々の就任を願う内容であります。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより同意案第１号から第10号までの一括質疑に入ります。質疑あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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。 

  これより同意案第１号 東伊豆町農業委員会委員の選任についての討論に入ります。討論

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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１号 東伊豆町農業委員会委員の選任についてを採決します。 

  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されました。 

  次に、同意案第２号 東伊豆町農業委員会委員の選任についての討論に入ります。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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２号 東伊豆町農業委員会委員の選任についてを採決します。 

  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されました。 

  次に、同意案第３号 東伊豆町農業委員会委員の選任についての討論に入ります。討論あ
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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３号 東伊豆町農業委員会委員の選任についてを採決します。 

  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されました。 

  次に、同意案第４号 東伊豆町農業委員会委員の選任についての討論に入ります。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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４号 東伊豆町農業委員会委員の選任についてを採決します。 

  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されました。 

  次に、同意案第５号 東伊豆町農業委員会委員の選任についての討論に入ります。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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５号 東伊豆町農業委員会委員の選任についてを採決します。 

  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されました。 

  次に、同意案第６号 東伊豆町農業委員会委員の選任についての討論に入ります。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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６号 東伊豆町農業委員会委員の選任についてを採決します。 

  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） 
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○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されました。 

  次に、同意案第７号 東伊豆町農業委員会委員の選任についての討論に入ります。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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７号 東伊豆町農業委員会委員の選任についてを採決します。 

  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されました。 

  次に、同意案第８号 東伊豆町農業委員会委員の選任についての討論に入ります。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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８号 東伊豆町農業委員会委員の選任についてを採決します。 

  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されました。 

  次に、同意案第９号 東伊豆町農業委員会委員の選任についての討論に入ります。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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９号 東伊豆町農業委員会委員の選任についてを採決します。 

  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されました。 

  次に、同意案第10号 東伊豆町農業委員会委員の選任についての討論に入ります。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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 東伊豆町農業委員会委員の選任についてを採決します。 
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  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されました。 

 

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

 

◎日程第２１ 陳情・要望書等の審査について 

○議長（村木 脩君） 日程第21 陳情・要望書等の審査についてを議題とします。 

  審査を付託した文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

  ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

  平成28年３月25日。 

  東伊豆町議会議長 村木脩様。 

  文教厚生常任委員会委員長 飯田桂司。 

  陳情・要望書等審査報告書。 

  本委員会に付託された陳情・要望書を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則

第94条第１項の規定により報告します。 

  受付番号357。 

  付託年月日、平成28年３月９日。 

  件名、「精神障害者に対する他障害者並み交通運賃割引を求める意見書」採択に関する陳

情。 

  審査の結果、採択であります。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） ただいま文教厚生常任委員長より報告のありました陳情・要望書等の

審査報告について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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。 
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  これより陳情・要望書等の審査報告について採決します。 

  本件に対する委員長の審査報告は採択です。 

  この審査報告については、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、陳情・要望書等の審査については、委

員長の報告のとおり決しました。 

 

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

 

◎日程第２２ 意見書案第１号 精神障害者の交通運賃割引に関する意見書につい  て 

○議長（村木 脩君） 日程第22 意見書案第１号 精神障害者の交通運賃割引に関する意見

書についてを議題とします。 

  提出者より提出理由の説明を求めます。 

  ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 意見書案第１号 精神障害者の交通運賃割引に関する意見書について。 

  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、精神障害者の交通運賃割引

に関する意見書を別紙のとおり提出する。 

  平成28年３月25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 飯田桂司。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 笠井政明。 

  １ページをめくってください。 

  精神障害者の交通運賃割引に関する意見書（案） 

  障害者に対する交通運賃割引制度は、身体障害者については昭和25年から、知的障害者に

ついては平成３年から実施されており、現在、割引を実施している交通機関等は、ＪＲ、民間

鉄道、航空、旅客船、バス、タクシーで有料道路の通行料金も割引対象とされてきた。 

  しかし、精神障害者については平成９年～10年当時、精神障害者家族の全国団体が主とし

てＪＲ運賃割引を求めて大規模な署名運動を実施した経過があるが、運賃割引は実現せず、以

後、全国的には一部の路線バス、民間鉄道などが割引を行うようになったものの、いまだに実
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現には至っていない。 

  こうした状況を踏まえ、精神障害者に対しても身体障害者や知的障害者と同等な交通運賃

割引が速やかに実現されるよう、強く要望する。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成28年３月25日。 

  静岡県東伊豆町議会。 

  １枚おめくりください。 

  送付先につきましては、国会及び行政庁、下記のとおりとなっておりますので、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。 

  これより意見書案第１号 精神障害者の交通運賃割引に関する意見書についてを採決しま

す。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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２３ 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23 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28年第２回定例会までに調査することにしたいと思いま

す。御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（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） お諮りします。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。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  平成28年第１回東伊豆町議会定例会を閉会します。 

  長い間、御苦労さまでございました。 

 

閉会 午前１１時０８分 
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