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開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会の宣告 

○議長（村木 脩君） 皆様、おはようございます。 

  平成28年第２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お忙し

い中、御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  梅雨の季節を迎え、ぐずついたお天気が続いていますが皆様たちにおかれましては、健康

に十分御留意されて審議に御精励くださいますようお願い申し上げます。 

  ただいまの出席議員は11名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成28年東伊豆町議会第２回定例会は成立しましたので、開会します。 

  ３番、栗原議員から欠席の届け出がありましたので、御報告いたします。 

 

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

─── 

 

◎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２回定例会の運営について御報告をいたします。 

  まず、本定例会には８名の議員の方々より16問の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。 

  また、質問通告者の中で、10番議員より掲示板の使用及び資料配付の願いが出されてお

ります。 

  本定例会の提出案件といたしましては専決処分に関する承認案が１件、条例の一部改正案

が１件、工事請負契約が１件、補正予算案が１件、人事案件が３件、合計７件がそれぞれ日程

に組み込まれております。 

  条例の一部改正につきましては、説明資料等により簡潔でわかりやすい要点説明とし、ま

た、補正予算の説明につきましては、おおむね50万円以上で説明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。 

  議会からは、静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙が１件、また、議員派遣の議案

１件、これは８月に行われる議員研修について公務災害の適用などから、議員派遣として議決

するものです。 

  また、陳情・要望書等の審査報告についても予定されております。 

  以上の内容を踏まえまして、本定例会の会期は本日から予備日を含めて６月20日までの

６日間といたします。 

  また、節電対応といたしまして、議員の服装については当局と同様にクールビズを実施し

ます。テレビ等で見ている町民の皆様に見苦しくないように御配慮をお願いいたします。 

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

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３

点を閉会中の継続調査といたしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

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

委員会からの報告といたします。よろしくお願いいたします。 

 

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

─── 

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

─── 

 

◎議事日程の報告 

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

ます。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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



─── 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（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、11番、森田議員、12番、

鈴木議員を指名します。 

 

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

─── 

 

◎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６月20日までの６日間にした

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、会期は６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。 

  例月出納検査の結果に関する報告につきましては、既に送付しました。 

  陳情・要望書等の付託につきましては、お手元に一覧表を配付しました。付託案件の審査

につきましては、６月16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。 

  なお、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

については、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 行政報告 

○議長（村木 脩君） 日程第４ 町長より行政報告を行います。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 皆さん、おはようございます。 

  平成28年第２回議会定例会を招集申し上げたところ、議員各位には、何かとお忙しい中、

御出席を賜り、厚く御礼申し上げます。 

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

町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  政府は、来年４月に予定していた消費税率10％への引き上げを、内需を腰折れさせない

ためとして、2019年10月まで２年半延期することを正式に決定いたしました。中国経済の低

迷など新興国経済に陰りが見えており、世界的な需要の低迷、成長の減速化が懸念されたこと

によるものだと思われますが、町といたしましても社会保障関連予算等、今後、国の政策動向

を絶えず注視していきたいと考えております。 

  このような中、当町の経済状況の指標の一つであります入湯客数ですが、平成27年度に

おきましては82万3,856人、前年対比で１万7,726人の減で2.1％のマイナスとなりました。貸

し切りバス運賃値上げによる団体客の減少や、北陸新幹線の開業、圏央道の開通等の影響によ

り、北陸、北関東方向に行楽客が流れたことが主な要因として上げられますが、一方では一部

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。 

  また、今年の大型連休の宿泊状況は長期休暇をとりやすい日並びだったことや、天候にも

恵まれたことにより、連休前半を中心に前年を大きく上回り、連休後半も堅調に推移し、宿泊

客の伸びが15％を超えるとともに、町内観光施設も宿泊客数と同程度の大きな伸びとなりま

した。今後も官民が一体となって誘客対策を講じていかなければならないと考えておりますが、

議員各位におかれましても、新たな観光施策や事業についての御提案や御提言をいただきます

よう御協力をお願い申し上げる次第であります。 

  それでは、行政諸般の報告をさせていただきます。 

  まず、防災関係ですが、４月14日夜、発生の熊本地震に対し、県の要請を受け、第４陣



として５月５日から14日まで県が支援する嘉島町へ防災課の職員１名を派遣いたしました。

派遣した職員から、当町で昭和53年に経験した活断層による直下型の地震と同じく家屋被害

が多かったと報告を受けており、住民の皆様には住宅の耐震化をお願いするものであります。 

  なお、今後の被災地への職員派遣につきましては、６月23日が第11陣と、６月30日が第

12陣に職員各１名を派遣する予定としております。 

  また、これから梅雨時を迎え土砂災害の発生の危険が増す時期となりますので、５日に町

内全域の崖地、急傾斜地を抱える土砂災害危険地域の住民の皆様を対象に、各地区におきまし

て土砂災害に対する避難訓練を実施し、土砂災害の知識向上と避難の重要性について周知を図

ったところであります。大雨が予想される場合には、土砂災害の危険な崖地、急傾斜地周辺は

もちろんのこと、河川、水路周辺の住民の皆様にも水害の発生に備え、避難に向けた早期行動

をお願いいたします。 

  地震津波対策では、昨年度から整備を進めております奈良本地区避難地整備事業におきま

して、工事車両の通行や騒音など周辺の皆様には大変御迷惑をおかけいたしますが、引き続き

御理解と御協力をお願いいたします。 

  消防団関係では、本年度から防災課が事務を引き継ぎ、太田団長以下本部役員を中心に災

害時等を想定した消防団運営組織強化に取り組んでおります。５月22日に町営グラウンドに

おきまして、団長以下130名の団員が参加し、自衛隊第１戦車大隊隊員による救出訓練を実施

いたしました。当日は晴天に恵まれ気温も高い中、真剣に取り組み、団員の規律と団結力高揚

によりまして組織強化に努めました。 

  また、６月５日午後には団長以下122名の団員が参加し、水防訓練を第９分団周辺で行い、

土のうづくりと水防工法の確認をいたしました。今後、想定されるさまざまな災害に備えた安

心・安全なまちづくりをさらに進め、減災に努めてまいります。 

  次に、ふるさと納税の寄付金ですが、昨年度からふるさと納税寄付金の寄付者に対しお礼

の品をお送りしておりますが、今年度よりクレジット決済を導入したところ、５月末時点で

41都道府県の皆様から586件、2,390万4,000円の寄付申し込みをいただいております。お礼の

記念品としての地場産品等につきましても103種へと増加し、東伊豆町の特産品を広く全国に

ＰＲするよいきっかけとなっているとともに、町内の経済活性化にもつながることから、今後

も記念品の拡充を進めていきたいと考えております。 

  なお、本定例会に関連する補正予算を提案させていただきましたので、よろしく御審議を

お願いいたします。 



  次に、お試し移住体験施設についてですが、町が寄付を受けた稲取田町新宿通りの旧小林

邸を県の支援を受け改修し、この町に移住を希望する方の拠点としてお試し移住体験施設とし

て整備いたしました。３月27日には完成を祝い、県の関係者及び町議会議員の皆様ほかをお

招きして、オープニングセレモニーを開催いたしました。 

  今後、移住希望者がこの施設を利用して町に滞在し、地域の文化や歴史、コミュニティー

などを事前に体験し、移住に対する不安解消を図り、この町への移住を促進することを目的と

しております。このほど、開業の許可がおり、備品の整備も完了いたしましたので、６月１日

より受け入れを開始しております。ぜひ、皆様におかれましても、多くの方が利用されるよう

御理解と御協力をお願いいたします。 

  また、都市部からのマンパワーを取り入れ、地域の活性化を図るため、総務省の地域おこ

し協力隊の制度を活用し、当町でも今年度から３名の隊員を委嘱いたしました。４月から２名

の隊員が我が町に移住し、オリーブ栽培及び市民農園支援並びに空き家対策に取り組んでおり

ます。また、６月からは観光振興に１名が赴任いたしました。外部からの視点、また若さあふ

れる発想や行動力に大いに期待しているところであります。さまざまな機会を捉えて、町民の

皆様に御紹介をしてまいりますが、町で見かけた際には温かいお声がけをいただければ幸いで

ございます。 

  次に、税務関係ですが、平成27年度の出納を閉鎖いたしました。平成27年度は、固定資

産の評価替えに伴い町税の収入額は減額となりましたが、収納率につきましては前年をわずか

に上回る結果となりました。引き続き職員の資質向上に努め、公平な賦課徴収を行ってまいり

ます。 

  また、町単独では困難な徴収事案は静岡地方税滞納整理機構に移管するとともに、今年度

からは県の税務職員の短期派遣事業にかわり、新たに県と１市５町で構成された賀茂地方税債

権整理回収協議会と連携をとり、円滑かつ効率的な徴収及び債権整理事務の推進を図り、さら

なる収納率の向上に努めてまいります。 

  次に、住民福祉関係ですが、５月29日に環境美化推進運動の一環として町内一斉のクリ

ーン作戦を実施いただきました。大勢の町民に御参加をいただき、無事終了することができま

した。町民並びに関係各位の御協力に感謝申し上げます。 

  交通安全関係では、４月６日から15日に春の全国交通安全運動が「安全を つなげて広

げて 事故ゼロへ」をスローガンに実施され、４月６日には交通指導員、学校及びＰＴＡ等の

御協力をいただき、朝の街頭指導が行われました。参加いただきました関係各位にはお礼申し



上げます。 

  次に、福祉関係では、総合戦略における子育て支援事業として、昨年、地方創生先行型交

付金を活用して実施してまいりました子宝祝い金、子育て用具購入費補助金につきましては、

今年度は一般財源にて継続実施しております。一億総活躍社会の実現に向け、賃金引き上げの

恩恵が及びにくい低年金の受給者への支援、高齢者世代の年金も含めた所得全体の底上げを図

る観点に立ち、国の施策であります年金生活者等支援臨時福祉給付金を所得の少ない高齢者の

方に３万円を支給しております。申請受け付け期間は４月18日から７月19日までの３カ月間

とし、役場住民福祉課及び熱川支所で受け付けております。熱川地区におきましては、５月

11日から18日にかけて各地区の公民館、防災センター、保健福祉センターにおいて巡回受け

付けを実施いたしました。 

  また、平成28年度熊本地震災害義援金を役場住民福祉課、熱川支所、保健福祉センター、

アスド会館に募金箱を設置し、受け付けております。日本赤十字社を通じまして、被災された

方々にお届けいたしますので、皆様方の温かい御支援をよろしくお願いいたします。 

  なお、伊豆つくし会が昨年度より整備を進めておりました東伊豆のワークセンターとグル

ープホームにつきましては、５月１日にオープンいたしました。両施設を現在29名の方が利

用しており、うち町内の利用者は20名となっております。この施設が開所したことによりま

して、当町の障害者福祉の増進に大きく寄与し、サービス体制の向上に貢献するものと期待し

ております。 

  次に、健康づくり関係では、４月22日よりスタートいたしました月１回開催の妊娠産後

なんでも相談ですが、窓口開設のほかに電話による相談の受け付けや、新生児訪問に助産師と

も連携をとり、悩み事などに対しより専門的なアドバイスを行うことなど、安心して子育てが

できるような体制で臨んでおります。 

  また、６月13日から７月９日までの20日間の予定で特定健診を行っており、現在、1,261

名の御予約をいただいております。今後、受診率の向上に向けまして、９月と11月、１月に

個別健診を含む追加健診を予定しております。 

  健康増進関係では、３月に温泉設備の故障により休館しておりましたアスド会館プールで

すが、改修工事も無事に終わりました。町民の皆様には大変御迷惑をおかけいたしましたが、

健康づくり教室や一般開放も従来どおり行っておりますので、引き続き多くの方に御利用いた

だきたいと思います。 

  国民健康保険関係では、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お



きまして、県において静岡県国保運営方針連携会議を設置し、財政運営部会、制度運営部会の

２部会にて検討を行ってまいります。当町は、制度運営部会に参加をいたします。今後も制度

内容を把握し、広域化に向けた準備を整えていく所存でございます。 

  介護保険関係では、地域包括ケアシステムの構築に向け賀茂広域で協議がなされており、

在宅医療・介護連携推進事業においては、５月に医療法人社団静岡メディカルアライアンスと

委託契約を締結し、広域にて事業を実施してまいります。 

  また、介護予防教室は、４月から順次開始をしており、認知症サポーター養成講座、安心

見守りネットワークの勉強会、介護支援専門員を対象とした防災研修を６月から９月にかけて

予定しております。地域における見守り体制のより一層の充実を推進してまいりたいと考えて

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、29年

度の保険料が改定されました。また、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ております。 

  次に、建設関係ですが、４月に発生した熊本地震では４万棟余りの建物が被災し、現在で

も避難生活を強いられている住民は約１万人にも及ぶなど、住民生活に大きな影響を及ぼして

おります。地震発生直後から実施された建物応急危険度判定によって、立入禁止、赤紙が張ら

れた家屋は地域によっては半数以上に及んでいると報道されております。被災建物の多くは、

昭和56年以前の建築で、柱、はりなどの接合部や耐震壁が弱く、耐震性能が劣っていたとい

う事実がございます。 

  今回の地震では、被災地の状況やその後の日常生活の困窮を考えると、建物耐震性の強化

がいかに重要であるかを痛感させられました。町民の皆様におかれましては、住宅の耐震化に

関して無料の耐震診断や、その後の補強工事に対する助成制度などの支援制度を積極的に活用

していただきまして、生命、財産、生活を守っていただきたいと感じております。 

  次に、農林水産関係ですが、県営事業として実施されておりました稲取地区の市民農園の

事業は、日帰り型施設が完成し、４月に開設いたしました。21日に東伊豆町市民農園運営協

議会や賀茂農林事務所の関係者が出席する中、静岡県から町に財産の引き渡し式がとり行われ、

マスコミ各社も大きく報道し、地域活性化への第一歩を踏み出しました。 

  当町の事業となります滞在型の施設につきましては、７棟分の工事の入札を執行いたしま

した。本定例会に本契約の議案を提出しておりますので、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。これによりまして、来年４月に滞在型の施設10区画が開設する予定でおります。 



  また、農業基盤の整備に関しましては、主に県営の中山間地総合整備事業を中心に実施さ

れておりますが、昨年度に続き地域の実情を見きわめ、県と協議をしながら進めてまいります。 

  奈良本けやき公園では、毎年春恒例の里の朝市を５月14日に開催いたしました。18店舗

の出店があり、関係者を含め525名のお客様でにぎわいました。また、ホタルのイベントも５

月25日から約２週間、奈良本ホタルの会、熱川観光協会により開催されるなど地域の活性化

が図られております。 

  次に、森林の整備についてですが、町有地の名勝の松の木に優良景観の保全事業として静

岡県グリーンバンクの助成をいただき、松くい虫の防除対策を実施いたしました。 

  次に、水産関連では、伊豆漁業協同組合稲取支所主催の第36回水産祭りが５月４日に行

われ、稲取キンメを求め早朝より長蛇の列ができました。地域団体商標登録された稲取キンメ

のブランド力の向上によるものと思われます。 

  また、５月25日には白田川の内水面の漁協の主催によりまして、熱川小学校の５年生に

よる鮎104キロの放流が行われました。本年度も引き続き地域ブランドの情報発信や守り育て

る漁業を支援してまいります。 

  次に、観光商工関係ですが、５月17日から22日まで美しい伊豆創造センター加盟市町首

長による台湾のトップセールスに行ってまいりました。台北の国際観光博覧会におきましては、

参加市町の観光プレゼンテーションを行うとともに、台湾政府はもとより台湾の旅行会社やメ

ディア、観光関係団体との交流会や情報交換会を通じて、伊豆半島への誘客の要望とさらなる

交流及び観光戦略を確認することができました。今後もさらに広域連携のもとで伊豆半島全体

を売り込み、エリアとしてのインパクトを与えることで知名度を上げるとともに、民間事業者

と連携して効果的かつ継続的に台湾へのセールスを展開してまいりたいと考えております。 

  次に、商工関係では、町内業者のさらなる振興を図るため、今年度も引き続き住宅リフォ

ーム振興事業により助成制度を実施する中で、裾野が広く経済波及効果が大きい住宅リフォー

ムの需要を喚起するとともに、地域経済の活性化につなげる考えでおります。ちなみに、平成

27年度の助成金の支給実績は56件の960万円で、対象となる工事費総額も6,850万円の大きな

経済効果を生み出しました。 

  さらに５月27日には、町の商工会主催による伊豆半島温泉旅館合同企業説明会が東京の

都立産業貿易センターで開催され、本年は初の試みとして当町とともに熱海市、伊東市、下田

市、伊豆市、河津町を含めた６市町の旅館、ホテル18社が参加し、首都圏を中心とした学生

72人に伊豆の温泉旅館で働く魅力などの情報提供をさせていただきました。雇用確保が大変



厳しい中、幅広い人材を確保できる絶好の機会と捉え、若者の積極的な採用をお願いし、町の

活性化につなげていただきたいと大きな期待をいたしております。 

  次に、６月定例会までのイベント関係でありますが、１月20日から３月末までに開催さ

れました第19回雛のつるし飾りまつりは、昨年に比べ12.6％減の８万3,019人の入館者数とな

りました。例年よりも開花が早かった河津桜まつりの来場者が大幅に増えたことにより期待を

寄せておりましたが、素戔嗚神社の雛段飾りは好調を維持したものの、３月の大幅な落ち込み

により前年を大きく下回る厳しい結果となりました。来年は、稲取大島航路活用による積極的

な誘客とともに、20周年を迎えることで新たな魅力やにぎわいの創出に向けて関係団体と連

携強化を図ってまいりたいと考えております。 

  次に、５月18日には、町のゴルフ連盟主催による第51回町民ゴルフ大会が稲取ゴルフク

ラブで開催され、若者から年配の方まで女性13名を含む146名の参加をいただきました。当日

は快晴のゴルフ日和となり、和やかな雰囲気の中でプレーをされ、町民相互の交流と親睦を深

めることができました。また、稲取～大島航路復活に伴い、友好関係にある大島町から６名の

特別ゲストの参加によりまして大会を盛り上げていただきました。 

  ５月28、29日の両日はグッディーズ・ダンス＆ミュージック2016が役場庁舎前の特設会

場で開催され、ヒップホップダンスを中心に県内外で活躍するプロと小中学生を含む一般ユニ

ットが熱演し、来場者約2,300人を楽しませてくれました。今回で６回目を迎えるグッディー

ズは町の商工会青年部を中心とする若者によるイベントとして、東北復興支援のチャリティー

も兼ねており、今後さまざまな分野での社会貢献活動に取り組まれることに大きな期待を寄せ

ているところでございます。 

  また、６月３日、４日の両日は稲取温泉のどんつく祭りが開催されました。今年から会場

が庁舎海側にかわり、どんつく御輿カーニバル、芸妓踊り、どん太鼓、花火大会など盛大に繰

り広げられ、両日で2,600人を超える多くの観光客の皆さんや近隣市町からの来場者でにぎわ

い、楽しんでいただけたことと思います。 

  なお、初日は姉妹都市の岡谷市より小口副市長、竹村議会議長を初め13名の方々を迎え、

姉妹都市交流事業を実施し、両市町の親睦を深めるとともに祭りにも参加をいただき、多くの

来場者と交流をしていただくことができました。 

  次に、６月５日から大川の竹ヶ沢公園で町の観光協会主催による第14回ホタル観賞の夕

べが開催されております。開催初日から多くの来遊客が訪れ、初夏の風物として定着してまい

り、神秘的な光の舞を楽しんでいただけたことと思います。 



  今後、夏のイベントとして熱川温泉では、７月22、23日に今年50回記念を迎える恒例の

熱川温泉海上花火大会の開催が予定されております。この夏には一人でも多くの来遊客が訪れ

ることを期待するところでございます。 

  次に、教育関係でありますが、学校教育では本年も４月初旬に各幼稚園、小中学校におい

て入学式が厳粛な中にも晴れやかに行われ、新年度がスタートいたしました。 

  また、５月21日に大川小学校と大川幼稚園が、５月28日は稲取小学校が、６月４日には

熱川小学校が、それぞれ運動会を実施しました。子供たちの明るい笑顔とともに皆で力を合わ

せ、本年度最初の大きな行事を成功させようとする姿に感動を覚えまして、将来の学校教育の

あり方について早急に方針を打ち出す必要性を改めて感じたところでございます。 

  社会教育関連では、４月24日に行われました稲取ふるさと学級の開級式を初めとして、

それぞれの文化、生涯学習、スポーツ等の教室や授業がスタートいたしました。この社会教育

関連各種事業に多くの皆様に御参加いただき、町の活性化につながることを期待しております。 

  また、５月15日には熱川地区町民体育大会が熱川小学校グラウンドにて開催され、1,000

人余りの町民の御参加をいただきました。当日は天候にも恵まれ、活気あふれた町民の皆様を

拝見し、楽しい１日を過ごすことができました。 

  次に、水道事業関係でありますが、平成27年度水道事業会計の出納を３月31日に閉鎖い

たしました。料金収入は、昨年度第２期分より水道料金を値上げしたことにより、税抜きで

5,602万9,774円、16％の増収となりました。また、費用面では主に動力費が原油価格低下等

の影響で936万1,000円負担が減少したことなどから、純利益は3,073万6,536円となる見込み

であります。しかしながら、使用水量は減少傾向が続いており、経常経費の縮減や未収金の収

納強化を図りながら、事業運営に努めてまいります。 

  また、新たな水源を確保するための水源試掘調査として、町立体育センター裏広場におい

て調査ボーリング工事を実施し、揚水試験や水質分析などを行う予定であります。昨年度と同

様に、良質で豊富な地下水が取水されることを願っているところでございます。 

  ４月の熊本地震で被災された住民が一番困ったことは、水道管が被害を受け、生活に欠か

せない水が十分供給されなかったことだと聞いております。安全に安心して飲める水を供給で

きるよう水道事業を運営してまいりますので、町民の皆様の御理解と御協力をいただけますよ

うお願い申し上げます。 

  最後になりましたが、梅雨に入りうっとうしい日が続いておりますが、町民の皆様並びに

議員各位におかれましては、健康に十分留意されまして、来るべき夏の観光シーズンが活気あ



ふれるものとなることを祈念いたしまして、行政諸般の報告とさせていただきます。 

 

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

─── 

 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（村木 脩君） 日程第５ 一般質問を行います。 

  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をください。 

 

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

─── 

 

◇ 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。 

  ６月に入りまして梅雨ということで大変はっきりしない、うっとうしい日々が続いておる

わけですけれども、今回１問を通告してございます。御答弁のほうをよろしくお願いいたしま

す。 

  政治姿勢について。全国各地、災害の発生に伴い、道路整備が問われる状況にあります。

そこで、２点について伺います。 

  １点目、28年度町内道路整備について。 

  ２点目、国道、町道へつながる道路整備は。伊豆縦貫道やアクセスするための道路整備に

ついてです。 

  以上２点についてお伺いをいたします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 



○町長（太田長八君） 飯田議員の第１問、町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28年度の町内の道路整備についてですが、本年度の主要な道路整備情況につい

てお答えいたします。 

  県関係では、賀茂農林事務所による入谷地区からＪＡ伊豆太陽貯蔵施設に至る間の農道の

新設、整備、下田土木事務所では、国道135号、稲取駅上における歩道の改良工事、大川地区

の上林地内で昨年度に引き続きまして半島代行事業による町道湯ヶ岡赤川線のバイパス工事が

予定されております。 

  次に、町関係ですが、稲取の町営住宅付近の町道稲取片瀬線で土質調査を実施し、舗装の

改良工事、さらに国道135号にかかる町道小橋熱川線の熱川橋の落橋対策工事を、また町道湯

ノ沢草崎線大川地区草崎地内では、昨年に引き続きまして老朽化したのり面の補強対策工事を

実施してまいります。 

  次に、２点目の国道、町道等へつながる道路整備についてですが、町の道路整備の基本的

な考えにつきましては、災害時、緊急時に国道135号の代替道路の確保とその安全強化、そし

て管内の生活道路の向上であります。 

  また、東伊豆町では、伊豆縦貫自動車道へと直接アクセスできる管内道路はございません

ので、直近のインターチェンジまでの肋骨道路の確保が必要でございます。平成30年には天

城湯ヶ島インターチェンジが完成し、伊豆市の月ヶ瀬まで道路が南下いたしますが、天城峠区

間の完成年度が不透明な状況であります。 

  現在、伊東市、伊豆市、西伊豆町と２市２町で伊豆横断道路建設促進期成同盟会を結成し

ておりまして、東伊豆町大川地内から伊東市の池地区への直接アクセス道路の要望と、その先

の県道中大見八幡野線から伊豆市内の天城湯ヶ島インターチェンジに至る現況道路の改修など、

東伊豆町内からスムーズに天城湯ヶ島インターチェンジにアクセスできる肋骨道路を国・県に

要望しております。 

  また、喫緊の課題として、東海岸の緊急輸送路である国道135号の防災対策強化を継続し

て国・県に要望しております。 

  いずれにいたしましても、町民の安全・安心な暮らしは必要なときに道路が機能していな

ければ成り立ちません。町が必要とする道路機能強化が計画的、確実に進むように関係団体と

連携し、これからも国・県に予算の確保の要望を重ねてまいります。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員。 



（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 御答弁ありがとうございます。 

  大変詳しい県、それから町の整備についてお話があったわけですけれども、その前に私個

人的というよりは、先ほど町長からもお話があったように、九州熊本を震源とした地震、当町

でも職員１人が派遣をされ、報告があったわけですけれども、避難を余儀なくされている方た

ちに心よりお見舞いを申し上げたいなと思います。 

  昔から災害は忘れたころにやってくるなんていう話があるわけですけれども、最近はもう

本当に毎年のようにどこか各地で災害が発生をし、避難を余儀なくされたり、被災をされてい

る方が大変多くあるわけですけれども、そんな中で我が町としても防災・減災に取り組んでい

る状況を確認をしている中ですけれども、これはやはり自分の町にこういうことが起きていな

いから、やはり本当の意味ですけれども、感じがないのかなということで、私は考えます。以

前、50年代には災害町長だなんて言われた時期もありまして、大変町の予算等も使ってこら

れた経過があろうかと思います。 

  まず、１点目の町内道路整備について伺うわけですけれども、町長がお話ししたように県

の当初予算が決まり、土木等、予算計上がされ、今、町長がお話あったわけですけれども、や

はり県土木等の関係で橋梁の整備、熱川橋について整備されていますけれども、もうちょっと

詳しくこの内容を、県から来た予算について詳しくもう少し説明を受けたいなと思います。 

  これは、平成28年度の当初予算の中で交通基盤部、それから箇所づけ予算が決まり、報

告を受けているわけです。それを私も確認をしておるわけですけれども、その内容等について

ももう少し詳しくお話をいただきたいなと思います。 

  次に、２点目の国道、町道へつながる道路整備、これは以前に平成23年でしたか、第１

回定例会で町長に道路整備ということで、災害発生に伴う道路整備ということで伺った経過が

あるわけです。そんな中で、町長として伊東市へお願いをするよと、先般もちょっと私、タブ

レットで上空からの伊東市、東伊豆町の境のところを上空からのやつを見たわけですけれども、

ほとんどが伊東市の土地、要するに所有しているところは伊東市の土地が多いわけですけれど

も、伊東市へどのようなお願いをしているのかなということで、もう一度再度お聞きしたいな

と思います。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に道路に関しましては、東日本大震災がありまして、この整備は、

本当にさすがにやらなければいけないと考え、その中で職員の話を聞きますと、やっぱり熊本



地方は本当に地震に対してもほとんど無防備だという言う方はおかしいですが、そんな中でや

っぱり静岡県の防災対策、大変進んでいるなということを実感したという報告は受けておりま

す。 

  それでやっぱり今までどおりある程度、静岡県に沿った中で自主防災組織をやっていけば

ある程度のことはできるんじゃないかと。やっぱり熊本地方は、地震に対する防災に対する考

え、これは少し甘かったのではないかということは職員の報告を受けた中で考えておりますが、

しかしながら本当に１日も早い復興、これは願いたいと考えております。できるだけの支援は

していきたいと、そう考えております。 

  そんな中で道路関係、これは本当に今、国からの助成が当初予定していたよりかまた半分

になってくるんですよ。だから、基本的にはやっぱり早くこういうところは直して、単年でや

っていきたいんだけれども、基本的には財政厳しくてやっぱり国・県のお金を借りた中で整備

していく。その中でやっぱり今年も本当に道路に関しては全然つかないという言い方はおかし

いけれども、大変苦労しているところでございます。 

  そんな中で熱川橋につきましては、現況どんな形になっているかということは担当のほう

から説明いたさせます。 

  次に、伊東市とのアクセス。これは基本的には佃市長に会うときは言っています。基本的

には自民党の皆さん方がまずそういうことを言われたもので、自民党の中でそうやっていただ

いて、ある程度煮詰めた中でやっていただければ、本当にこれはほとんど伊東市内でございま

すから、やっぱりそういう中である程度の信頼関係、またその中でやっています。伊東市とし

てもメリットという言い方は、なかなかこの道路ができることによってあります。ただ、自分

は自民党の組織に大変期待しております。その中で話が煮詰まってくれば大変ありがたいなと

考えておりますもので、引き続き自民党とは御支援、御協力をまたお願いしたいと思います。 

  また、自民党のみならず、この町議会の皆さん方がまた一体となってやっていただければ、

また違った意味での町の事情がわかると考えておりますもので、その中で町の行政のみならず、

町全体の中でそういう動きをしていただければ、町としても大変ありがたいと感じております。

あとは担当のほうから説明いたします。 

○議長（村木 脩君） 建設課長。 

○建設課長（高村由喜彦君） それでは、熱川橋の概要について説明をいたします。 

  熱川橋は、国道135号の熱川の伊東園ホテルの前にかかる橋でございます。その落橋防止

対策として、築造年次がもう40年以上たっております。その橋に対して、老朽化しておりま



すので落橋対策工事として橋が落橋しないような対策工事を実施いたします。これは、社会資

本整備交付金事業を使って実施いたします。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 今、町長、それから担当課長からお話を聞く中で、ちょっと御答弁が

難しいところがあるのかなということで、確認をするわけですけれども、先ほど来から言って

いるように賀茂郡下へ、県下へ交通基盤、それから経済産業部との箇所づけをしていただく中

で、道路、河川、砂防事業、工事内容について個人的に確認をする中で、やはりこれからいろ

んな事業がされてくるなということで、それにはやはり町の負担もいるのかな、賀茂郡下の状

況を見たときに各市町、事業数が多いなと、うちの町はちょっと少ないのかなということで、

私はちょっと思うわけですけれども、やはりそれには今、町長が言ったように県のほうのお金

の予算が削られてきておるよということで確認し、私は多いとか少ないとかそういうのを言う

んじゃないです。 

  いろんなことで上がってくる中で、各区の区長さん、これは新年度の要望事項が上がって

きて、どのような対応をしているのかなということで、町長に聞きたいのはやはりお金がない

からもうやらないよと、ちょっと見合わせるよということで終わってしまうのか、それよりも

上がってくる中で、これはやはり県に上げていく事業だと、やはり国の補助もいただく中で事

業をしていくことだなということをしていくことが、これは大事なことだと思います。 

  そして私、一つ整備ということで先般も熱川温泉をずっと、昨日もちょっと見て、道路整

備を見て回ったんですけれども、熱川の防災関係で大型自動車が通った後、そしてある程度の

大型自動車等も含める中で、それ以前の道路状況、そして終わった後の状況を確認をした中で、

大変な道路は盛り上がりしていて、それも下には水道管本管が通ったりしているところを昨日

見て来ました。そして、整備しているところも見てきたわけですけれども、やはり終わった後

の状況をどのようにしておるのかなと。お客さん等が歩く、これから海水浴シーズンになって

道路を歩く状況なんですけれども、やはり道路整備を見たときに大変傷んでおるなと、そうい

う状況を担当課は確認をしておられると思います。そういうことでぜひ道路整備についても、

ただ県から上がってくる道路整備じゃないんです。やはり路面舗装等についても、しっかりと

したことをしていくことが大事かなと思います。 

  それでもう１点伺いたいのは、先般もちょっと確認をしてきたのですけれども、熱川地区



の道路、昔の温泉ホテルのところですけれども、何か道路を歩いた方がけがをされたと、そし

てそれを町が補償しているわけですけれども、それには入り口のところを見て来ましたけれど

も、やはりそれについて入り口の側溝にふたをしてある、これは個人がふたをしているわけで

すけれども、道路使用許可願いも出ていないということであるわけですけれども、そのときの

状況と補償内容はどのようにしたのかと、それをちょっと担当はわかっていると思いますけれ

ども、やはりそれをちゃんとしっかりとお聞きしたいと思います。 

  そしてもう一つは、先般も稲葉同僚議員にもお話をしたんですけれども、熱川温泉を見て

回る中で、グレーチングが壊れて穴があいておる。そして個人的に私はふたをしましたよ、危

ないから。しかし、１カ月たてど２カ月たてど、何も改修がされておらない。これもやはり建

設課は現場も確認していると思うんです。そういう状況を、やはり何か事があってからでは遅

いんですよ。ただ単に歩道をつくる、橋の橋脚を直す、そういうことだけの道路整備じゃない

んです。やはり町の中を、私は個人的には全部回って歩くことはできないんです。しかし、地

域の方たちがそういうことで感じておられる、それは要望を受けて直すようなことになろうか

と思いますけれども、ぜひその点ちょっとお聞きしたいなと思います。 

  それから、２点目の縦貫道アクセス、これは前々から今、町長、自民党なんて話がありま

したけれども、伊東市長とも話をした経過の中で、早くやれよと、進めていこうよということ

で、伊東市長もお話をしているわけじゃないですか。だけれども、それについてはやはりいろ

んなお金のかかることから要望に上げていく中で、そういうこともやっぱりしっかりしていく。

そして思うには、伊豆縦貫道が今、ずっと先般も見て橋の橋脚等も、中伊豆を見て来ましたけ

れども、月ヶ瀬のほうに道路が上がってくる、道路がきっと盛り上がってくる状況ですけれど

も、伊東市からそれにつなげていくアクセスができます。そして、私思うにはやはり今２市２

町、横断の関係の連盟ができておるということでお話を伺ったわけですけれども、やはりこれ

は135号線については伊東、東、河津、下田、南伊豆が一体となって同盟会、もと何かちょっ

とそういう組織が、連盟があったと聞くわけですけれども、やはりそういう組織を立ち上げて

いく。これは、町長だけではないですよ。これはこの町の産業団体、いろんな組織が県・国へ

上げていこうよという立ち上がりが必要だと思うんですよ。 

  そういうことで、道路をこれから整備していくことが必要ではないかなと、私は考えます

けれども、町長いかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この県の要望、うちの町が少ないということは、それだけもうほとん



ど整備されているということだけ理解していただきたいと思います。 

  先代の首長のあれは、もう危ないところは率先してやっていただいた中で、うちの町はも

ういろんな面である程度整備されている。その中で、うちの町のほうは県に対する要望事項が

少ない。これはちょっと理解していただきたいと。やっぱりそれは先代の皆様方のおかげだと

私は考えております。 

  そういう中で県の事業、これは当然区からも要望があれば当然町は上げます。それは上げ

ないということはありません。そうなれば、本当に国の社会資本整備事業、これはひどいです

よ。例えば4,000万円の事業の中でその55％ある中で、4,000万とてもとても、その半分、さ

らにその半分。本当に進まない、これは現状でございますので、今後は国のほうにこの地方の

実情を訴えて、社会資本整備、町とかいろんな予算が必要な中で、相当最初に計画したとおり

のお金をください、これはやっぱり国に要望していかなければならないことだと私は考えてお

ります。その中で町もまた議会もそういう中でも、また国のほうの国交省そのほうに要望して

まいらなければ、やはり今後のまちづくりはできないと考えておりますので、その辺は御理解

願いたいと思います。 

  さらに、補償の問題、これは詳しくまた担当にかわります。基本的に側溝は道路の外に出

ているんですよ。だからそういう中でいかにやるかということで今、担当のほうが話をしてい

る中でどういう状況かということは、また担当のほうから詳しく説明させてもらいます。 

  その中で熱川橋をなぜやるかと言えば、その下に国道が通っているんですよ。やっぱりこ

の重要性ということは、いざ災害が起きたときに、この橋が下に落ちて国道がもう通行できな

い。そうなると本当に困るもので、これは優先順位第一でございます。その中で今回やらせて

いただく中で、これも予算が満額ついてこないことを一番考えておりますので、これはやっぱ

り町道の下に国道が走っている。これは早急にやらなければならない、これは御理解願いたい

と思います。 

  それで、飯田議員がいろいろ熱川を回った中で、いろんな細かなところがあるという中で、

やっぱりまず工事をやるときに最初の状況をみんなで確認します。それでどこが壊れたか、こ

れは一応見た中で、それを改修させているのが現状でございます。その中で改修額がちょっと

少ないじゃないかと言われれば、またこれはちょっと見直しますけれども、またグレーチング

に関しても、そういうことは原課に言っていただいたかわかりませんけれども、その後の対応

という中で、その辺は自分は聞いておりませんもので、そういうことがありましたらどんどん

言っていただければ、なかなか職員が１人１人やるのは本当はいいんですが、やっぱり広い面



の中でそういう不備なところがあったとなれば、どんどん原課のほうに言って、それはけがの

ないような方向で対応していきたいと思いますので、また引き続きそういう中で教えていただ

ければ、町としても大変ありがたいと思います。 

  それと同盟会の組織の立ち上げ、これは今は多過ぎるもので、美しい伊豆の中でも同盟化

を縮小、縮小しよう、そういう方向で今考えております。しかしながら、道路に関しましては

いろんな事情があるもので、これは統合できないのではないかなという中で今一応やっていま

すけれども、やっぱりまたつくりますとなかなか多くなりますもので、そういうやつは基本的

にはなかなか厳しいかなと考えております。そういう中でさっき言った迂回路の道路、これは

先ほど飯田議員が言ったように、これはほとんど伊東市でございます。そういう中で町が積極

的に伊東市として何かメリットがなければ、佃市長も、いいよ、やりますよと言っていても、

なかなか伊東市の中でメリットがなければ進まない現状でございますもので、その辺はある程

度の実情を訴えた中でまたやっていきたいと考えております。それで広域もまた協議会の立ち

上げ、これはなかなか厳しいのではないかなとは自分自身考えております。 

  以上です。あとは担当のほうから説明いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 高村建設課長。 

○建設課長（高村由喜彦君） それでは、１点目の転倒事故の状況について説明をいたします。 

  今年３月30日に旧ビードロ亭、さくら亭の前で県外者が旅館の日帰り温泉に入りに行く

関係で道路を歩いていたと。そのときに側溝のふたががたがたしていて、そのがたがたしてい

た側溝のふたに足をかけて転倒したという状況です。 

  これについて、側溝の管理云々については側溝の管理者という者が町ではない関係もあり

ましたので、側溝の管理者に対して占用等も含めて今後の維持管理をお願いしたいということ

を一つ申し出をいたしました。その前の横断側溝のグレーチングについても危ない状況ですか

ら、そちらについては温泉管を所有する施設管理者の旅館、ホテルのほうに早急に直すように

指導をいたしました。 

  転倒事故の状況ですが、その後何回かやりとりをいたしまして、補償等には至らないとい

う状況でございます。ただ、けがをされたことは事実ですので、定期的にその後いかがでしょ

うかという連絡等はして、今でもやりとりをしております。 

  それから２点目の道路の通常管理ということで、グレーチング、横断側溝等が穴があいて

いると、側溝とも穴があいているという件ですが、建設課では特に道路のパトロールにつきま

しては、職員が道路を、出たときには必ず回ってもらって確認をすると。確認したところにつ



いては、今速やかには対応をしていると思っています。ただ、そこの箇所が特定できない、ま

たは町のほうに情報が入っていない等については、なかなか確認ができないような状況でござ

います。 

  それからまた、町内の道路の路面の補修等につきましては、稲取地区、熱川地区、祭典の

前に必ず１回やっております。それ以外にも各区からの要望等で緊急性があるものについては

やっております。今回のキンメマラソン等についても、うちのほうも道路の点検等はいたしま

して、側溝または道路の穴埋め等はやっております。今後、また何か道路上の異常等がありま

したら、建設課のほうに一報いただければ職員が確認をいたしまして、速やかに対応できるも

の、できないものを判断いたしまして対応させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 今、町長、それにまた課長、御答弁をいただいてお話を伺ったわけで

すけれども、やはり道路整備については大変お金がかかることだなと、なかなか難しいところ

があるわけですけれども、26年度の決算書なんか見ると執行率、大変いいなと、いろんな事

業をしている中で執行率を見ると大変しっかりとした事業運営をしておるなということで確認

をしたわけですけれども、やはり今、課長がお話をされたように道路舗装等についてはいろい

ろあるわけですよ。 

  城東地区、祭り前の路面舗装、それから今、大川地区、霊友会道路等についても、路面の

舗装についてもいろいろ検討されておるなということで確認をしておるわけですけれども、や

はりそういうときにはしっかりとした対応を図っていくということが、これは大事だと思うん

です。やはり民間の方たちが整備してくれよと、橋もともかく道路整備をしてくれよと、やは

りやるについては１カ所だけでなくずっと路面舗装をしていくよということで確認を私もして

いるわけですけれども、それに対しては対応をしっかりと図っていただく、担当課としてもし

っかりと図っていただくことが私は大事かと思います。 

  それから次に、２点目のアクセスの関係。そういうことで私、また再度５次総合計画を引

っ張り出してきたわけですけれども、この中にも135号線の関係のこともうたってあるわけで

す。これがただ書いた文章だけで終わってしまうのか、それはそれとしてやはりもう５年近く

たつ中で、なんとか方向性を打ち出していくことがやはりいいのかなと。これは町長だけに一

つ押しつけることじゃないと思うんです。やはりいろんな諸団体の方たちにもお願いをし、こ



ういうことで立ち上げていきたいよということで、いろんな方面からしていただくことが私は

大事かと考えます。 

  ぜひ、そういうことも含めて、まちづくりの中で安心・安全なまちづくりをしている町長

として、しっかりとした道路整備をしていただきたいなということでお話をさせていただき、

質問を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 道路整備に関しましては、ここは危ないですから、原課のほうからこ

こはどうしますかと言ってきます。その上で区との関係でございますが、基本的には区のほう

から必ず要望は１カ所やってやりたいと思っております。それは区長会でいつも話し合ってい

る中で、今回はこういう状況なので悪いけれども、ちょっと見送ってくれとか、一応区との連

携の中でやっております。そういうわけで、大変厳しいときはそちらは継続でやらせてもらう

とか、やっぱり区との連携をちゃんとやっている中では、そういう道路整備はやっていると自

分は思っておりますもので、またそういう中で区長会の中でそういう話があったということは、

また言っておきたいと思います。 

  さらに今の迂回道路、これは飯田議員が言ったように、この町だけでもそういうのをつく

ってもいいのかなと今感じましたもので、これは大変町といたしましてもその道路、中伊豆の

件は大変重要な道路と考えておりますもので、それに対しましては一応町独自のそういう関係

のやつは、ある程度協議会的なものは立ち上げてもいいのかなと考えましたもので、これはち

ょっと検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、７番、飯田議員の一般質問を終結します。 

  ここで、10時45分まで休憩とします。 

 

休憩 午前１０時３０分 

 

再開 午前１０時４５分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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



─── 

 

◇ 鈴 木   勉 君 

○議長（村木 脩君） 次に、12番、鈴木議員の第１問、アスド会館についてを許します。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 皆様、おはようございます。 

  今回、私は３問通告してありますので、よろしくお願いをいたします。 

  第１問、アスド会館について。５月11日付の伊豆新聞にアスド会館の売買計画の記事が

報じられました。今、町の方々の中では真意がわからず困惑しております。そこでお尋ねいた

します。 

  １点目、売買交渉について町の意向は。 

  ２点目、本館とプール、体育館の利用者数と維持管理費はどのようになっておるのかお伺

いをいたします。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。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 鈴木議員の第１問、アスド会館については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点目の売買交渉について町の意向についてですが、４月26日の議会全員協議会

でお諮りし、御協議いただきましたが、昨年11月に購入希望者の神戸市にある学校法人須磨

学園の西和彦学園長が来庁し、購入したいとの申し出を受けました。日本語学校や介護関係の

各種学校、情報技術ＩＴの専門学校を計画しているとのことであり、売却を前提に交渉を進め

てまいりたいと考えております。 

  次に、２点目の本館とプール、体育館の利用者数と維持管理費についてですが、決算前で

すので平成26年度の数値で答弁させていただきます。本館の会議室等は、ヨガ、太極拳など

のサークル活動で延べ1,509人の方に、プール、体育館につきましては健康づくり教室の延べ

3,309人を初めとして、一般開放などで延べ１万2,777人の方に御利用いただいております。 

  維持管理費につきましては、本館及び源泉関連の維持管理事業が約1,999万、プール、体

育館の介護予防拠点事業で約1,100万円、合計で約3,090万の費用がかかっております。 



○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 答弁、ありがとうございました。 

  町の意向は売却したいという、そういう形の中で私、質問続けてよろしいですね。ありが

とうございます。 

  この１点目のアスド会館の売却につきましては、私たちにも４月26日の全員協議会で説

明がございました。そして、先ほども申し上げたとおりに５月11日の伊豆新聞の記事の中で

報道されております。これが大体町民の方たちには、目にとまったわけでございますけれども、

この伊豆新聞の記事を読んで町民の皆さん方のアスドは売るのか売らないのか、そういう形の

中での関心度が非常に高くなっております。今、この５月というのが町長も大変なんですけれ

ども、総会が非常に多くありまして、その総会をいい機会という形の中で私はいろいろ多くの

人たちにアスドについての話題でお話をさせていただいているわけなんですけれども、そうい

う多くの人たちに意見交換をさせていただいたというのはいい機会だったろうと思うんですけ

れども、総じて申しますと大体多くの人たちは一番最初に私に問いかけてくる言葉は、アスド

会館は売却するのという、そこら辺が新聞だけですとはっきりとしていなかったものですから、

今質問の中で町長の答弁では町は売りたい方向にあるよと、そういう確認でよろしいんですよ

ね。 

  それから、この記事の中の内容に触れさせていただきますと、事業計画の中にはＩＴの専

門学校、医療部門の各種学校とかいわれて、生徒数が400人ぐらい、それ以上になるのかなと

いう予測がされるわけなんですけれども。そしてこういう記事の中を、先ほども申したとおり

に話す話題の中で話す中には、本当に記事の内容のようなこの町にこういう企業が誘致できる

のかなと、本当なのという、そこら辺もまた疑問の中で、本当にこんなに多くの人たちの若い

人たちがこの町に来てくれるような企業が誘致できるのかどうか。そこら辺も非常に関心の高

いところでございまして、だんだん話を進めていきますと一つの余談的な話になると申しわけ

ないんだけれども、中にはこれだけの学生さんが来ると、町の中での飲食だとかそういう形の

中でも結構活性化できるし、中には若い男女のことですからカップが成立して、そこで東伊豆

町の住民も増えてくれるといいねとか、そういう期待性も非常に高いこの事業の計画なんです

けれども、そこで一つの活性化という点ではアパートに入っていただいたり、また大きくはそ

こに入学します生徒たちの食事、それとかその企業が使う物品、そういう納入業者を地元から

選択して選んでくれれば非常に経済効果は大きいんじゃないかなという期待もあるわけですよ



ね。 

  こういう一つの大きな企業の誘致については、心配する点としましてはこの事業計画の内

容、先ほど言われたみたいな非常に町民の方たちの期待度が高い事業計画の内容。これについ

て町は、どれぐらいの調査をして、本当に実現できるものなのかどうなのかという、そこに町

は信用性と言うんですか、ＩＴ企業の信用性を高めるためには、向こうが示された事業計画に

ついても精査する必要があるだろうと思うんです。それと同時に、新計画これだけのプロジェ

クトをやるのに、やはりあそこを購入していただく費用やもちろん改装費も非常にかかるわけ

です。それから学校を運営に乗せるには非常に多額な金額が必要じゃないのかなと、私たちみ

たいな小さな人間が心配することではないのかなと思うんですけれども、そういう一つの心配

もあるわけです。 

  ですから、町に購入を申し込んできますそういう業者に本当にしっかりとした資金計画が

あるのか、その裏づけがあるのかと、そういうものについて町長にはどれぐらいのものを信用

して、こういうものの売却先に選んでいくのかという、そこら辺を聞いてみたいなと思います

けれども、よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、町民皆様に誤解を与えた点はおわびいたしますけれども、これ

はまだ決定したわけでありません。基本的には前回の全協で話したのは、こういう話がありま

すから話し合いを始めてよろしいでしょうかと議会の承諾を得たんです。その中で議会のほう

から話し合ってもいいですよということを言われましたもので、これから交渉するんですよ。

だから全然まだ内容とか、ただ計画としては壇上で言ったようにＩＴまたは各種学校、こうい

うことをやりたいということはそのとき言いましたけれども、まだその中身、これは全然精査

しておりません。これからの精査です。 

  その中で全協でも言いましたように、一応検討委員会立ち上げました。その中で委員とし

ては、役場、副町長１人に５人、そして稲取の区長さん２人、そして各種団体の青年部から３

人入れた中で、一応検討委員会を開いた中で、活力があるからいいんじゃないかという中で、

一応議会のほうに諮った中で交渉相手として話をさせてほしい。それで一応議会のほうからオ

ーケーを出した。その中で14番議員から、いろいろ事業審査、いろいろ問題があるから会計、

コンサル、いろいろな人を入れたほうがいいじゃないかと言われましたもので、それは今後の

ことでございます。 

  今後、いかにそういうことを精査した中で、これが本当にこの町にとってよいか。これを



精査した中で、これから話をするんですよ。だから、あくまでも伊豆新聞が混乱させたのはい

けないけど、全協におきましてはあくまでもこのところを相手に交渉してもいいですか、ただ

それだけでございます。決まったわけじゃありません。これが決まったことに関して、町は全

協で言ったように、こういう方向でやりたいということで、そのときには全協でちゃんとした

正式に決まったことは、全協で言ったようにお話いたします。 

  だから、事業計画とか精査、そういう資金計画、まだ全然聞いておりません。だから、こ

ういうことをしたいからという中で一応検討委員会を立ち上げたわけで、いい話だから話した

ほうがいいんじゃないのと答えがありましたもので、全協におきましてこのことを話し相手に

交渉を進めていきたい、その中で町は売却をこれでいきたい。それをただ言っただけでありま

して、全然まだ決まっていません。これだけは町民の方に理解していただきたいと。これから

の交渉でございますもので、これは決裂する可能性もあります。だから、そういう中で町とし

ては売却して、そういうことで来てもらいたい。やっぱり壇上で言ったように専門学校生、若

い者が来ればこの町の活性化につながりますもので、町としては売却の方向でいきたいと思い

ますけれども、交渉相手がおりますもので、これはあくまでも決定ということだけは町民の皆

様も、まだそこまでは確信していただきたくないと思います。全協におきましては、あくまで

も１つの交渉相手としてこれから話し合いをする、それを町民の皆様に理解していただきたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 町長、私も先ほど意向はどうなのかと言ったら、売却したいよとい

う意向だと。決して決定したなんていう言葉はどこにも出ていないんですよ。だから、今言わ

れたみたいに検討委員会を立ち上げたから、ここで事業計画だとか、資金計画だとかをよく精

査して、それをもとにして先に進みたいと、そのとおりでいいんじゃないですか。決して僕は、

もう決まったなんて言っていませんよ、悪いけれども。 

  それと２点目の体育館とプールのことなんですけれども、先ほどの町長の答弁の中では約

1,000万ぐらいが体育館とプールのほうの維持管理費に費用がかかっているというような答弁

があったと思うんだけれども、自分たちもあのプールと体育館はやはり町民が使うという前提

の中で交渉は考えた方がいいんじゃないのかなと思ったんですけれども、今、町長の答弁の数

字を聞くと、やはりこれからそれこそ調査員を立てて考えるとかという形の中だから、そうい



う委員会の中にも本館と体育館とプールを全て含めて売却をしていったらどうかなというのが、

これは私の提案なんですけれども、やはり1,000万以上のものがかかるプールと体育館を独自

にお互いに持ち合うという形になると、町は何でアスド会館を売却して経費の削減を図って、

財政の負担を軽くしたいというテーマが薄れてくるような気がするわけですよ。だから、あそ

このプールと体育館は更地になるわけじゃないと思うんですよ、交渉の中の形の中で。あそこ

を利用する人たちは、数いるわけですよ。この利用する人たちも大事にしてあげたい。 

  そういう形になりますと、あそこを今度売却される相手との話の内容によるんですけれど

も、有料で町民に貸していただけるかどうか。有料ならば個人負担に少しでも町があそこに助

成金、補助金を出してあげて、あそこに通いやすくしてあげるとか言って、町民の健康づくり

にちゃんと町も手助けしていくというテーマさえ忘れなければ、経費でいえば、数字的なあや

でいけば非常に金額的な差は大きいんじゃないかなと思うんですけれども、そこら辺について

はお時間があるんですけれども、含めての売却については町長、どういうお考えかちょっとそ

こだけ聞かせていただけますか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） アスド会館、当然鈴木議員はわかっています、意向だということは。

しかし、一般の町民は、私に決まったようなことを言ってくるもので、一般の町民に対して言

わせてもらっている。それで鈴木議員には申しわけなかった。やっぱり一般の町民はアスド会

館はもう決まっていると言ってくるもので、そうではないよ、これから交渉が始まるんですと

いうことを一般の町民に知ってもらうために今言わせてもらったもので、鈴木議員には大変ち

ょっと不快感を与えたかわかりませんが、その辺は御容赦願いたいと思います。 

  それで今、鈴木議員から全部を売ったらどうかと提案されました。それも１つの案でござ

います。これから検討していきたいと思います。ただし、一番のやっぱりアスド会館のプール

の維持管理費、これも相当電気代もかかってきますもので、それも１つの案として、これから

本当にやっていきますもので、それも１つの案として今後検討させていただきたい、そう考え

ておりますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） なかなか一方通行の、要するに町民には報道なわけですよ。自分た

ちみたいにそこに議論があって、一つのものを理解していくのでなくて、公の新聞に出たもの



を読んで、それを100％信じるわけでございますので、だからそういう点では今、町長が言わ

れたみたいに非常に町民の中では誤解をしている人たちが多いと。だから私も冒頭に申し上げ

たとおりに町民も非常に困惑していますと、どうなるのかなというそういうところが大きいか

ら、今回質問させてもらっているわけなんですけれども、町は売却したいと、しかしながら、

これからよく調査委員会を立てて精査していきたいんだと。 

  そこら辺のものがはっきりと町民に伝わっていけば、また一つの私の役目もあるのかなと

思っておりますけれども、私の個人的な気持ちの中でこのアスド会館について申し上げさせて

もらうと、本当に多くの町民の方たちが、町の活性化という形の中で期待しているわけです。

なかなか、こういう田舎に大きな企業を誘致するというのは大変なことでございますから、そ

の点では今回のことは１つのチャンスではないのかなと思っている方たちが多いわけですよ。 

  それで、先ほどの中でもいろいろと町長も町民の方たちにも関心のもとにあるのは、どれ

ぐらいで売れるのかなという形でございます。ですからこれから交渉しますから、そのときに

なってみないと金額がわからないわけですけれども、そういう定かな金額が出たときには議会

にも報告してもらいたいし、町民の方たちにもそういう金額をちゃんと提示して、こういう意

向でございますとかいうのは、親切に丁寧に報告してもらいたいということでございます。 

  自分の一番心配なのは、これは町の、町民の財産でございますから、売買契約書で判こだ

けついて、そこで何年もやれるという、これは不動産業の中では結構あるんですけれども、判

こだけ押して５年も10年も100年もじゃないけれども、長く引っ張られてしまって、もう転売

もできなければ何とかという、個人の場合なんですけれども。そういうことにならないように、

しっかりと精査した上でもし調印するんだったら、先に全てお金をくださいぐらいのそこら辺

の交渉力を持って臨んでもらいたいなというのが私のお願いなんですけれども、本当にこうい

う町の将来の発展につながることであれば、私は売却についてもスムーズに交渉を進めていた

だきまして、早期に解決していただきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 先般の全員協議会で言いましたように、これも調印する場合には必ず

全協に諮ります。その中で、全協の中でいいよとなれば調印するものです。その辺は御理解願

いたいと思いますし、それに対して決まったらば町民に対しましてこうやって決まりましたと

いうことを、これは絶対広報しなければならないと考えております。 

  それで、先般やったように全協があくまで交渉していいよという議会の許可を得た。そう



なると交渉した中で再度全協を開いた中で、こういう方向で調印したいんだけれども、いかが

ですかと、また議会の皆さんの意見を求めますもので、そういう中で調印していきたい。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） 次に、第２問、高齢者福祉についてを許します。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 第２問、高齢者福祉について。 

  全国的に少子高齢化が進み、高齢者の孤独死やさまざまな社会問題が増加しております。

東伊豆町においては、地域住民初め民生委員、児童委員、社会福祉協議会、行政や民間事業者

などさまざまな機関、団体が安心して暮らせるまちづくりに取り組んでおりますことに感謝を

申し上げる次第でございます。 

  しかしながら、我が町でも高齢者のひとり暮らしや老老世帯が増えました。心配なのが自

治会や隣組への未加入者でございます。これが非常に大勢おりますことでございます。 

  そこでお伺いしたいのは、65歳以上のひとり暮らし世帯、老老世帯また自治会や隣組に

未加入者への刊行物の配布や安否確認、見守り対策についてをお伺いしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 鈴木議員の第２問、高齢者福祉についての65歳以上のひとり暮らし

世帯、老老世帯また自治会へ、隣組未加入者への刊行物の配布や安否確認、見守り対策につい

てお答えいたします。 

  刊行物につきましては、自治会に加入している方につきましては回覧板で、分譲地やマン

ションについては管理事務所に送付をしております。 

  自治会未加入者への対応として、広報「ひがしいず」は役場などの町施設や稲取、熱川駅、

町内金融機関、郵便局などに備えていただき、ごらんいただくようにしております。また、ハ

イキャットや伊豆急ケーブルネットワークの文字放送を利用し、情報の発信を行っております。 

  安否確認、見守り体制につきましては、高齢者等配食サービス事業や高齢者緊急通報シス

テムの設置、また民生委員、あんしん見守りネットワークに登録いただいた協力事業者の皆様

からの情報提供により地域全体での支え合いの体制を構築しております。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 



（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 答弁ありがとうございます。 

  私も町が一生懸命この事業に取り組んでいただいているということは承知しているわけな

んですけれども、何事も100％という形はないわけですよ。そこのちょっとしたすき間にも、

私もこういう提案になるわけなんですけれども、こういう福祉事業がどうですかというのが今

回の質問の趣旨なんですけれども、私も今までひとり暮らしの老人世帯の中には、議員になり

始めましてから非常に緊急通報、緊急の電話の設置を頑張ってやってきているわけなんですけ

れども、おかげさまで今この包括支援センターの方たちが非常にこういうひとり暮らしだとか

老老世帯というのは、私初めて太田町長に頼んで、今まではひとり暮らしだったんですけれど

も、今度はひとり暮らしプラス老老世帯まで緊急電話を引けるという形にさせていただいたん

ですけれども、そういう形の中で非常に加入率が、利用する人たちが増えてくれましてよかっ

たなというところでございますけれども、今回私がお願いしたいなと思うのは、いろいろとメ

ディアの情報が多いんですから、そういう中でちょっと目にとまったのが青森県なんですけれ

ども、雪の多いある市なんですけれども、そこで行われております65歳以上の高齢者見守り

サービスという事業があるわけなんですけれども、これは行政と民間業者とが連携して行って

おります福祉事業なんですけれども、この内容というのは高齢者の見守りサービスが特徴なん

ですけれども、どういうふうに見守っていくのかなといったときには、行政が発行いたします

刊行物、回覧板それからお知らせとかという、そういう刊行物を定期的に業者が配達してくれ

るという形なんです。だからきめ細かなんですよ。そこにお伺いして、２日間その受け取りが

ないとかというと町のほうとか、行政のほうに連絡をしまして、ここの誰々さんが２日間いま

せんよとかいうそういう情報がすぐ来るわけなんですけれども、そこでもっと考えたくないん

だけれども、恐ろしいことができたときにも、すぐに町のほうに通報してくれるという安否確

認もちゃんとできるという形なんですけれども、一番その町も、行政側も心配するのはこうい

う形の中でサービスを提供すると費用がかかるんじゃないかなというのがあるんですけれども、

町のほうは今までどおりのつくったもののかかる費用だけなんですよ。その業者が配達して安

否確認をしてくれる、報告してくれる、そういうサービスについては全て無料なんですよ、こ

の町でね、町の資料を見ますと。 

  東伊豆町でも今、先ほど町長が言われたサービスにプラスこういうきめ細かな見守りので

きる福祉事業は検討してもらいたいなと思っておりますけれども、いかがでございますか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 



○町長（太田長八君） 今、鈴木議員から提案されました。本当に未加入者へどのように配布

するか、これは本当に永遠のテーマだと考えております。そういう中に今、鈴木議員から提案

された見守り隊に対しましては、町の発行物をやって、とってなかったら確認すると、その辺、

町のほうにはあんしん見守りネットワークというやつがありますので、これでできるかどうか

ちょっと検討させていただきたいと思います。今の鈴木議員の提案という中で、これはちょっ

と原課と検討させていただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 提案で申しわけないんだけれども、この町ではやはり先ほど言われ

たとおりにちゃんとしっかりとやっているという形を、私も安心してそこら辺をまたさらなる

充実を求めて、１回検討してみてくださいという話なんですけれども、町長の答弁が検討しま

しょうという形だから、ぜひ取り組んでいっていい結果が出るかどうなのか、それこそさっき

の話じゃないんですけれども、しっかりと検討してみて、取り組んでいいものだったらぜひよ

ろしくお願いしたいなと思うわけでございます。 

  こういう話の仕方で申しわけないんだけれども、今一生懸命、鈴木さんなんかは頑張って

くれていますね、健康づくりについても確か一般質問の中で私は大洋村のやつをテレビのニュ

ースで見て、発言させていただきまして、時の町長が自分も行ってくれたし、議員もそこに行

って現地調査をしてきて、今があるのではないのかなと思っておるんですけれども、そういう

点ではやはり一つのものを提言していくというのもいいのではないのかなと思っております。

ですから、ぜひこの事業計画の中も精査してみて、東伊豆町に取り入れることができるかどう

か、よろしくお願いしたいなと思いますけれども、答弁は、もしあったらでいいですよ。 

○議長（村木 脩君） 次に、第３問、通学路の交通安全対策についてを許します。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） それでは、第３問、通学路の交通安全対策についてをお伺いいたし

ます。 

  稲取地区においては道路整備が行われ、町並みや景観がよくなり、地元の人たちも訪れる

観光客にも好感が持たれております。また、一方では小学校周辺や住宅地等において通行量の

増加や町外車が狭い道まで入ってきておりますのが現状でございます。 

  そこでお伺いいたします。 



  稲取小学校神社側道路にはね出し歩道が必要ではないかと私は思うわけですけれども、い

かがでしょうか。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） 鈴木議員の第３問、通学路の交通安全対策について、稲取小学校神社

側道路にはね出し歩道が必要ではについてお答えいたします。 

  町では、平成24年度から下田警察署、学校関係者、児童保護者、地区関係者と合同で町

内通学路の危険箇所を抽出し、安全対策工事を進めております。御指摘の町道入谷天城１号線

の道路区間につきましては、歩行者への安全対策として学校施設側にカラー路面舗装による歩

車道の識別や、路面上のスクールゾーン表示による運転者への速度制限喚起の措置を施した経

緯がございます。 

  今回は、新たに学校敷地側へのはね出し歩道の設置が安全上必要ではないかという御指摘

ですが、国道との立体交差による道路幅員の制約など前後の道路の形状を考えますと、この区

間だけの改良では十分な効果はつながらないと考えておりますので御理解ください。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 町長、答弁ありがとうございます。 

  今の答弁についてちょっと後で質問させてもらうんですけれども、児童生徒や町民の皆様

の交通安全対策については、本当は私たちの責務としても町内くまなく見渡していかなければ

ならないなというものがあるわけでございますけれども、なかなか町全部を見渡すというのは

難しいんですよね。それで、ポイント、ポイントみたいな形の中で、自分たちが考えた危険個

所については町に提言していきたいと思っておるのが今回の発言なんですけれども、そういう

中ではこことはまた別な場所なんですけれども、観光１号線、これから折戸線に入ってくるこ

この道も、非常に今、港の整備が終わりまして、他県ナンバーが昨日なんかもちょっと沖縄ナ

ンバーを見てびっくりしちゃったんですけれども、入ってきてくれるわけなんですよ。 

  入ってくることが悪いという形じゃなくて、よそから来てくれる方たちを事故なくして帰

ってもらいたいな、土地の人たちにもそういう車との接触だとかの危険性はなるべく避けてい

きたいなというのが、そこに住んでいる人たちの気持ちではないのかなと思うわけですけれど

も、この道に関しても今は二ところあるんですけれども、大型車の進入が狭いからできません

とか、注意だけなんですけれども、住民がこれだけ学校児童とか云々というそういう看板がな



いわけですよ。スピードを落としてくださいとかという、そういう看板がないもので、ここは

スピード制限、住宅地だから静かにお通りくださいぐらいの看板が必要じゃないのかなという

場所なんですけれども、本当に自分の近くだけの話で申しわけないんですけれども、本当は町

全体の中でもそういう箇所というのは相当あると思うんですけれども、またそういうときには

町長のほうにも耳を傾けていただきたいと思うのが、別な話なんですけれども、お願いしてお

きたいと思っております。 

  この今の町長の答弁の中で、私も現地をちゃんと見ております。脇に緑の線がありまして、

本当は135号の下にあるトンネル、あれを横にぶち抜いたトンネルをつくっていただいて、そ

ういうものだって本当はお金は幾らかかっても構いませんと言ったら、幾らも方法はあるわけ

ですよ。本当に天城１号線を100として整備するんだったら、相当なお金がかかるわけです。

それが最高の目的であるという形は、私は決して町長の言っていることについては反論はする

つもりはないんですけれども、私は今の状況の中で何が一番、今のあそこを通る子供たちを初

めとして、買い物に下ってくる地域住民の人たちがあそこの狭いところに、急カーブのところ

で車との接触に巻き込まれないのか、またふなれな人たちが先ほども言ったみたいに町内に非

常に増えてきているわけです。これはいい方に考えているんですよ。その人たちが、それに思

わぬ事故を起こしてしまったら、起こした人も起こされた人もみんな大変なわけです。 

  そういうものからしたときに、今の私が言ったあの部分だけなんですよ、本当に直線の部

分だけなんですけれども、あの一番急カーブのところだけでも対応策としてはいかがですかと

言って、今回の質問になっているわけなんですけれども、先ほどの町長の答弁を伺いますと、

100を考えたときには無理だというような答弁があるんだけれども、そこら辺はどうでしょう

か。もう１回、この狭い部分ではどう思っているのか聞かせてください。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 確かに子供の安全は重要だと。そういう中で平成24年度からと言っ

たんですけれども、平成20年に何か通学路に関して事故があったでしょう。それで警察のほ

うから通学路の安全点検、これを確認されたという中で、さっき壇上で言った下田警察署、学

校関係者、児童保護者、地区関係者、これが入った中で今回熱川地区、稲取地区において通学

路を点検した中でカラー舗装をやった、それが現状でございます。 

  鈴木議員が言ったのですけれども、１カ所それは必要じゃないかということも言われます。

それも確かにそういう側面もありますけれども、いろいろまたこれは検討させてもらい、やっ

ぱり基本的には確かに安全化の判断、学校側のこちらに入ってくるとか、やっぱり学校の敷地



を通すとなると結構またＰＴＡとかいろんなことの関連もしてきます。そういう中で、いろい

ろその当時は学校関係者が今の現状ではこういう工事がとりあえずはベストだった、いいんじ

ゃないかと言われたので、今それで進んでおります。 

  それで今、鈴木議員がはね出しをしたらどうかと、その一部分だけでもね。これは鈴木議

員の一つの考えとした中で、一つ提案いただいたという中で、これは検討していきたいと思い

ます。多分厳しいのかなと自分自身は思いますけれども、ちょっと検討させていただきたい、

そう思っております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） やはり提案していくという大事さを感じるわけなんです。あれだけ

のはね出しだから１メーターか２メーターぐらい横に、今あるフェンスの中側につけていただ

けたらいいんじゃないかなという提案なんですけれども、前向きに一応検討してみて、当事者

とも話し合って、どうしたら子供たちの安全が守れるかという形の中で議論していただければ

ありがたいと思うわけですけれども、つい最近に135号線に新しい信号機がついたの御存じで

すか。あれも苦節何十年ですよね、つくっていただくまでには。 

  町長がまだ議員のときから、あそこに信号欲しいなという声があったことは確かだと、覚

えているんじゃないかと思うんです。私もここで一般質問をさせてもらいました、あそこに信

号が大事ですよという話を。そのときにはなかなかけんもほろろで、答弁もなかなかノーとい

う答弁のほうが強かったんですけれども、何年かたちますと本当に必要ならばそういう形の声

が大きくなってきた声に、行政側も県も国も耳をかしてくれるときが来るのかなと思っており

ますから、今回も一応皆さんの考え方からいくと先走りかもわかりませんけれども、稲取小学

校のあそこにはやはり子供たちの安全を守るためには必要なものがあるんじゃないかなという

形の中で、提言をさせてもらうんですけれども、御存じのように全国のテレビやニュースの中

で報道されておりますのは、ちゃんと横断歩道を渡っていても事故に遭うわけです。本当にち

ゃんと自分たちが歩道を歩いていても、事故に遭うわけです。それは、子供たちもそうですけ

れども、大人も何もああいう悲惨な事故が非常にあるわけですよ。 

  だから、今、町長が言われたような道の安全性も確かにあるんですけれども、私が言って

いる安全性があったとしても事故が起こらないとはなかなか言えるものじゃないんだけれども、

これよりもこっちの方が安全じゃないかなという対策については、私は町長にはお願いしてい



きたいと思っております。 

  東伊豆町では、起こしてはならないじゃないですか、この悲惨な交通事故。そういうこと

を町長に前向きに検討していただくことをお願いしまして、私の質問は終わらせていただきま

す。ありがとうございます。 

○議長（村木 脩君） 以上で、12番、鈴木議員の一般質問を終結します。 

  この際、午後１時まで休憩をします。 

 

休憩 午前１１時２３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。 

  午前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、夏季、アスド会館プール使用についてを許

します。 

  １番、笠井君。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 午後も引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

  私の質問は、事前に通告したとおり３問に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。 

  それでは、１つ目ですが、夏季、アスド会館プール使用について、ちょっとお伺いをいた

します。 

  １点目ですけれども、城東地区のプール休止に伴う代替案としてアスド会館のプールの利

用をするということでしたが、今年度の予定を教えていただきたいと思います。 

  また、２つ目なんですが、３月議会において私が提案いたしました夏季プール使用におけ



る城東地区の子供たちへの送迎について検討していただいた対応状況というのをひとつ教えて

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） 笠井議員の第１問、夏季、アスド会館プール使用については２点から

の質問となっておりますが、１点目、城東地区（白田、大川）のプール休止に伴う代替案とし

てアスド会館のプールを利用するとのことだが、今年度の予定はどのようになっているか及び

２点目、３月議会において提案した夏季プール使用における城東地区の子供たちへの送迎につ

いての対応状況等はどのようになっているのかについては、関連がありますので一括してお答

えいたします。 

  白田地区の海浜プールを従前利用されていた方々については、夏休み期間中にアスド会館

への送迎を計画しております。アスド会館では、午前中に水泳教室を実施しているため、一般

開放している午後の使用となりますが、アスド会館の送迎バスを使用して週１回は保健福祉セ

ンター発着で運転を予定しております。 

  また、大川海浜プールの休止による影響の出る大川小学校の水泳授業については、熱川小

学校プールを利用し、６月14日から７月19日までの毎週火曜日、計６回について町のマイク

ロバスにて公民館発着で送迎を行うことにいたしましたので御理解をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 御答弁ありがとうございます。 

  夏休み期間中の午後、週１回程度ということで白田の保健センターから送迎をしていただ

くという形なんですけれども、白田地区、片瀬地区の子供たちは非常に利便性が上がると思い

ます。町のバスを動かしてやっていただく対応、非常にありがたいと思います。週１回という

ことで、なかなか２回、３回というのは難しいところだと察します。白田からの送迎なんです

けれども、僕とすればもう少し熱川地区、ほかはあとは大川とかそちらまで足を延ばしていた

だけないかということが一つございます。 

  もう一つなんですが、子供の利用ということですけれども、一般開放のときということで、

料金等はどのように考えているかを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） この件につきましては、３月議会において笠井議員から提案された中

で、やっぱり白田地区の子供たちがプールがなくなるということで、検討した中でアスド会館

のプールにつきましては、各種団体いろんな教室を使っております。そういう中で今壇上で言

ったように、週１回午後、この日がちょうどあきになっておりますもので、多くやりたいので

やっぱり物理的に週１回しかできないもので、今年はそういう段階でやって、やっぱり子供た

ちが多く活用すれば、また今後検討していきたいと考えておりますけれども、今回の３月議会

で笠井議員に提案されて検討した中で、今年度は週１回しかあいてなかった。そういう中で今

回、週１回でやらせていただいて、また、これは多くで検討していきたいと考えております。 

  さらにもう１回、さらに大川、熱川地区のほうと提案されました。そのときにそういう要

望があれば、またこれは検討していきたいと考えております。とりあえず、３月議会におきま

して笠井議員から白田がなくなっちゃう中で今回検討させていただき、白田地区の子供たちに

関しては保健福祉センターを発着として、大川地区の子供に関してはとりあえず小学校のプー

ル、これは授業で使いますもので、そこでやっている中でまた今後はそういう要望があったな

らば、また検討していきたい。今そういう考えでございますので、よろしくお願いいたしたい

と思います。 

  料金に関しては、当然無料と町は考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） ありがとうございます。 

  大川、熱川地区、要望があればということなんですけれども、時期がもう６月の中旬でご

ざいます。準備等を考えると要望が上がってきたときには８月近くなってしまうのではないか

と思うので、もう一度町のほうもちょっと御検討いただいて、白田、片瀬だけではなくて、ル

ートとすれば熱川、北川、奈良本地区、最後白田の保健センターという形で寄っていただくル

ート、これを考えていただきたいと思います。 

  そこで、今年度１回目という初めての取り組みになりますので、大川、北川の利用が少な

いということであれば、やらないという方向もあるかと思うんですけれども、最初からちょっ

と要望があればということであると、奈良本の子たちはもしかしたら歩いて熱川のプールに行

けますけれども、大川の子たちは今までグランドホテルのところにあったプールを使っていた

りしたところもあるとも思います。なので、ぜひそこの部分ももう一度御検討いただいて、ル



ート今回試験的でも構いませんので通していただければと思います。 

  あと先ほど、１点聞くのを忘れちゃったんですけれども、夏の開放時期、いつからいつの

何曜日という形で、もし決まっていれば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） まず、大川、熱川地区のことに関しては、やっぱり熱川地区に関しま

しては、今まで同じような状況の中で熱川地区の中まで奈良本地区、中まで入るのがちょっと

厳しいかなと考えて、と申しますのは、白田地区があってもなくても一応熱川地区の子供たち

は多分熱川とかそういう中に入ると考えておりますもので、大川地区の子供に関しては検討さ

せていただきたいと思いますけれども、基本的には中に入らないで運転手が入りますので、大

川なら例えば公民館から発着して、北川はあれですから、北川にしても、熱川は中に入るのは

ちょっとその辺は検討させていただき、とりあえず大川、白田地区のことに関しては重点的に

これはちょっと検討させていただきたいと考えております。 

  あとは、週何回、いつからいつか、やっぱり基本的には夏休み期間中と私は考えておりま

すし、その中で週１回という中で今後のやつは、ちょっと自分は忘れてしまいましたけれども、

プールの担当の健康づくり課のほうでそれがわかれば言いますけれども、もしわからなくても

後でまた笠井議員には知らしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） それでは、笠井議員の御質問でございますけれども、運行

の日程につきましてですけれども、一応担当課のほうで考えておりますのは夏休みを原則とし

て考えておりますので、７月20日前後から８月いっぱい程度、週１回という曜日につきまし

ては水曜日を予定しております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 御答弁ありがとうございます。 

  夏休み期間中、水曜日ということで回数的には期間中行くので、５回とかいう形にはなる

のかなと思いますので、その辺はよろしくお願いいたします。 

  先ほど、町長のほうからお話しもありましたが、大川、白田地区、重点的にということで、

白田、片瀬の地区、ぜひお願いしていただいて、奈良本のほうもできれば農協のあたりとかで



集めていただいて、通っていただくところですからぜひ１回通して、数字を今年１年統計をと

ってみて、来年以降また検討材料として対応していただけたらと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは前向きに検討してまいりますので、基本的にはマイクロバス１

台でやる予定でございますもので、ある程度やっぱり多量に来てもらうと多少厳しさがあると

考えております。基本的にはやっぱり大川と片瀬、白田地区の子供たち、これをちょっと考え

ていきたい。そういう中で、またそういうことがあればちょっと検討させていただきたいと思

います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、東伊豆町内学校統合についてを許します。 

  １番、笠井君。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） それでは、２つ目の質問に移りたいと思います。 

  東伊豆町内学校統合についてお伺いをいたします。 

  １つ目、大川小学校の統合についてです。現在までの進捗状況と今後の予定を教えていた

だきたいと思います。 

  ２つ目、東伊豆町内の子供たちへの教育における長中期ビジョン、どのように町はお考え

になっているか、２点お願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは教育関係でございますので、教育長より答弁させます。よろし

くお願いいたしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

（教育長 黒田種樹君登壇） 

○教育長（黒田種樹君） 笠井議員の第２問、東伊豆町内学校統合については２点からの質問

ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の大川小学校の統合について、現在までの進捗状況と今後の予定はどのようになっ

ているかについてですが、まず、大川地区説明会のお話をいたしますと、４月18日に第３回

目となる保護者説明会、４月25日には第２回目となる地区説明会を開催しました。今回の説

明会では、これまでの説明会の中で具体的な回答を求めるといった御意見が多かったことから、



統合に関する提案書を作成し、説明させていただきました。 

  この説明を受け、子供たちの将来を考えると一定の人数が確保された学級で社会性を身に

つけることが大切であるといった統合に賛成の御意見や、学校は大川地区にとって地域コミュ

ニティーを維持する上で大変重要であるといった存続を求める御意見がありました。 

  また、存続を求められている方々より意見に対する町の姿勢や考え方など、大川区民が安

心できる回答を求めるとの御意見もいただきました。 

  今後、引き続き大川地区説明会を開催し、これまでにいただいた御意見に対して丁寧にお

答えし、御理解を求めていきたいと考えております。 

  次に、学校教育環境整備委員会の状況ですが、５月31日に第５回整備委員会を開催しま

した。事務局から大川地区説明会とアンケート結果の内容を報告し、協議、検討を進めていた

だきました。 

  今後、整備委員会としては保護者アンケートの結果や、地域の皆様の御意見等を整理し中

間答申書を作成する予定となっております。 

  ２点目の東伊豆町内の子供たちへの教育における長中期ビジョンはどのように考えている

かについてですが、町及び教育委員会ではこれからの変化の激しい社会で生きていくためには、

子供たちに社会性とコミュニケーション能力をつけさせることが重要であり、そのためには地

域のよさを実感しながら子供たちがかかわり合って学ぶことのできる教育環境の整備が必要不

可欠であるといった考え方を基本としております。 

  当町の児童生徒数は、減少傾向にあり、熱川地区は平成31年度、稲取地区は平成38年度

から小中学校ともに全学年が１クラスになると見込んでおります。そこで、今後10年先を見

通した教育環境の整備について検討していただく学校教育環境整備委員会を昨年７月に設置い

たしました。この委員会の設置期間は２年間で、本年度中に諮問事項である町立幼稚園、小中

学校の規模及び配置の適正化について答申していただく予定となっております。 

  その後、答申に基づき町及び教育委員会において具体的に進めるための長中期ビジョンに

ついて決定していきたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 教育長、御説明ありがとうございます。 

  大川地区のほうは、地域保護者説明会と地区の説明会、あとは31日に委員会のほうでと

いうことで、精査をして進めていただいているということでありますけれども、大川小学校だ



けではなく、その２問目にも書きましたが長中期ビジョンという形で考えますと、町のホーム

ページにも今、年齢別の人口というのが数字が出ています。私の子供もまだ未就学児でござい

ます。 

  その辺を考えますと、今ゼロ歳から５歳までの合計人数というのが337人という形になり

ます。単純にですけれども、これを熱川、稲取と考えた場合ですが、２つに割ると168人とい

う形になります。これをまた６で割ると28人という形で、完全にぎりぎり１学級というとこ

ろがあると思うんです。 

  先ほど、御説明があったとおり平成31年には熱川地区で１学級、38年は稲取でも完全に

１学級になってしまうというところを考えると、時間がもう10年しかありませんよと。熱川

に関してはもう３年切っているわけですけれども、考えていったときに委員会で検討していく

んですけれども、このスピード、財政的な問題、あとは地方創生のところで出生率をちょっと

上げて維持をしていこうという形の部分を考えていくと、もう余り時間がないと個人的に私考

えております。 

  その場合ですけれども、大川小学校の統合も進めていただく中で当然なんですけれども、

いろんな部分、熱川小学校、稲取小学校をどうするか、中学校をどうするか、それとももう９

年制、幼稚園まで含めて12年一貫にするとかいう多岐にわたる検討をこの短い時間でやって

いかなければ、決まったときにはまた状況が変わってしまうと思います。本当にこれが10年

ぐらいで10人ずつ減っていっている状況、10歳以下とか見ると本当に５年ごとに５人から10

人ぐらいの減少率というのがもうはなから数字で出ていますので、そのスピードが上がってい

く可能性というのも十分考えられると考えると、10年後にこうなるからこうしていきましょ

うではなくて、もう早い段階で10年後には全部１クラスになる、じゃそこの部分でお母さん

たちにその１学級二十数人の学校、熱川と稲取に置いておくのがいいのか、悪いのか、そこま

で考えて進めていただけたらと考えております。 

  なかなか新しい学校をどこかに建てるというのも問題点もありますし、そういうところも

考えてくると、今のスピードで町としては平成38年めどと考えますと、あと10年で間に合う

かどうか、そのスピードという考え方をどのように感じているか、ちょっと教えていただきた

いと思います。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 御意見ありがとうございます。 

  10年先のことを見通してというような児童生徒数を見通して、現在の学校教育環境整備



委員会でも諮問していただいているところです。見通してというのは10年後までの子供たち

の数を一覧表にして、検討していただいているというところです。先ほど、大川の幼稚園、小

学校について熱川地区との統合の進捗状況をお話ししましたけれども、その中でも大川地区に

つきましては、やはり児童数の減少が著しいということもありまして、学校教育整備委員会で

は中間答申の中で、まずそこのところを検討した結果をいただくことになっておりますが、熱

川小中、それから稲取小中の児童生徒数を見ても、先ほど申しましたように10年後にはそれ

ぞれ全ての学年が１クラスになるという状況です。 

  その様子につきまして、10年先のことだけではちょっとスピード感が、子供たちが減っ

ていく様子に対応できるのかどうかというようなそういう御意見だったかと思いますが、本当

に子供たちが減っているというこの状況は、東伊豆町内だけでなく賀茂地区あるいは静岡県内、

全国的にも加速しているなというようなところはあります。本当に生徒数、児童数を維持して

いるところは一部の地域に限られております。 

  そのような状況の中で、10年後を見通すよりもっとスピード感がある教育ビジョンを持

つ必要があるというような御意見だったかと思いますが、幼稚園、それから小中学校の形を今、

学校教育環境整備委員会で検討していただいておりますが、その中でもこれまでの御意見の中

には、例えば笠井議員からもありました小中一貫というような学校の考え方もありまして、そ

ういう御意見も出てきております。ただ、まだどういう形がいいのかということは検討してい

ただいている今段階ですので、私としてもいろんな学校のあり方というのは選択肢があるとは

思いますが、本当におっしゃるとおりスピード感を持って今後の子供たちの、そういう児童数、

園児数の変化に対応できる学校のあり方、幼稚園のあり方を進めていきたいなとは思っており

ますが、まずは環境整備委員会の答申をいただいて、速やかに10年後とは言わず、もっと近

い将来に早く子供たちの教育環境が整備できるようにという思いではおります。ただ、具体的

に答申をいただいておりませんので、おっしゃるとおりスピード感を持って進めていきたいと

いうお答えをさせていただいて、これから教育行政を進めていきたいなと思っております。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） ありがとうございます。 

  スピード感を持ってというのもそうなんですけれども、委員会があって答申を考えていた

だいて、指標を出すということなんですけれども、僕の提案として地域の方々もそうかもしれ

ないですけれども、いつまでに町としてとか委員会でどのような形が望ましいというのをいつ



までにまず第１で出すと、例えば平成38年までには存続を、３校そのまま存続させた場合と

か、あとは熱川、稲取、存続させた場合のビジョン。もしくは全てを１つにまとめてしまうビ

ジョンというのを、例えばゴールを38年と仮定をした場合、いつまでに何をしなきゃいけな

くて、どのような問題が出てくるかというところまで委員会のほうでもめていただいて、それ

が途中で方向が少し変わってもそれは構わないと思うんです。ただ、やはりお母さん方のお話

を聞いていると人数が減っている、中学校に行って部活動が選べない。これは今後、２人目、

下の子が上に上がったときにはもっと大変なことになる、例えばうちの子は運動が余り得意じ

ゃないけれども運動しかないよとか、文化部でじゃ入りたいけれども実はそんなに手先が器用

じゃないから本当は違う文科系をやりたいというようになってきたときに、やはりそこの子供

たちの選択肢というのも減ってきます。 

  先ほど、町としてもコミュニケーション、かかわり合いを学ぶというところで地域とのコ

ミュニケーション、かかわり合いというのは学校生活においても大事ですけれども、地域に例

えば学校というシンボルがなくなってしまうのはさみしいことですが、そこを拠点として新た

にコミュニケーションを図るプログラムというのを、ふるさと学級ではないですけれども、そ

のような形で地域とのかかわり合いというのはつけてこれるかと思います。僕が思うのは、子

供たち同士のやっぱりコミュニケーション、子供たちの社会というものをやはり小さな世界で

はなくて、少し大きな世界で持たせてあげたいというのが個人的な考えでございます。 

  ですので、町にちょっとお願いをしたいのは先ほど言いましたようにゴールを何年という

形に決めて、途中で方向性が変わる、それはいろんな状況があると思います。急激に子供が減

ってしまったりとか、逆の場合もあるかもしれないですよね、増えた場合どうするという場合

もあると思うんですけれども、今の現状のシミュレーションから出していただいて、そのよう

なことは町としてはできないでしょうか、ちょっと御答弁いただければと思います。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 御意見ありがとうございます。 

  学校教育環境整備委員会でまず方向性を検討していただいていますので、その答申を本年

度いただいた上で、笠井議員のおっしゃるようにいつまでに、どのような進め方でゴールを考

えていくかということは当然設定していかなければ具体的な進め方ができないと考えています。

ですから、私も早目に答申をいただいたらば、教育委員会そして町として園や学校のあり方を

何年までに、どのような形で進めるかということはお示しできるようにしていきたいなという

思いは持っております。ただ、先ほど申しましたように具体的なことは今後のことですので、



また決まりましたらお伝えさせていただきたいと思います。 

  それから、あわせて子供たち同士の教育というのは、子供たち同士のコミュニケーション、

かかわりの中で育てていきたいという笠井議員さんのお考え、私ども教育委員会としてはその

ような基本的な考えに立って、教育を進めていきたいということで、今いろいろとお話しをさ

せていただいておりますので、またいろいろと御意見をいただきながら、いい形の教育を進め

ていきたいと思っております。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） ぜひ教育長、そのような形で進めていただいて方向性が見えたらぜひ

御報告をいただけたらと思います。 

  もう１個、子供が減っていく中でその統廃合云々もそうなんですけれども、一つやっぱり

学力向上という形、それは大人数だから、小さいからということではなくて、学校がやはり人

数が多ければ多少競争というのが出てきますよと。ちょっと質問がずれるかもしれないですけ

れども、移住定住の方々でやはり学力という部分、その学校が人数が少ない、やっぱりお母さ

ん方とかで移住をしたいけれども、競争の部分あとは都会と比べて学力の差というのは、教育

長最後にすみません、何か考えていたら教えてください。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） これは学校の規模と学力向上というのは、なかなかちょっと簡単に

はお話しはできない難しいテーマじゃないかなと思いますけれども、おっしゃるように小規模

の学校の中で少人数で行われている教育のメリットの中には、個々の児童の思いとか、それか

ら課題とかに対応した個別の学習が丁寧にできるというそういうメリットがあります。ですか

ら、大きな多人数の学校であっても１クラスを２つに分けたり、学年を幾つかに分けたりして、

少人数で授業をやっているといようなそういう工夫をした授業形態もとって、できるだけきめ

細やかな教育の中で学力向上を図っていくということは一つの教育のやり方で、当然成果もそ

れは出ているやり方です。 

  町の現在の学校の規模で都会と比べて学力はどうかということですが、単純な比較はちょ

っとできないんですけれども、今行われている全国学力学習状況調査、毎年行われております

が、その中で町の子供たちの学力、その中ではかれる学力を全国的な平均とかそういうものと

比べて昨年度についてはほぼ平均的な様子でいくと、ほぼ全国的な平均の値かそれよりちょっ

と小学校では上の様子ということで、中学校においてはほぼ全国平均的な様子でした。 



  ですから、小さい町で学校規模も都会に比べると多少小さいかもしれませんけれども、そ

ういう地域の子供たちの学力が極端に落ちるということは現状では考えておりません。ただ、

個別な教育課程というのは、それぞれの学校、それから学年、学級、個々の児童生徒にありま

すけれども、それに丁寧に対応していける学校のあり方、それは教員の研修と教員の資質向上

もありますし、それからどういう教育体制で授業体制をとるかというそういう工夫の問題もあ

りますので、ぜひ当町の学校の教育の中では学力向上もきちんとした成果を出していきたいと

思っておりますし、これまでもそのような教育成果を上げてきていると思っております。 

  また、そういう心配される他県からとか移住の方等ありましたら、ぜひ学校の教育を見て

いただくとか、説明させていただける機会があれば、当町の教育を理解いていただけるように

努力したいと思います。 

○議長（村木 脩君） 次に、第３問、データの利活用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） すみません、それでは３問目です。 

  データ利活用について、ちょっとお伺いをいたします。 

  ふるさと納税における寄付者のデータ活用について本年度はどのように考えているか教え

ていただきたいです。 

  あと、２点目。昨年の12月の議会で私がちょっと提案をしました、そして検討事項にな

っていましたＩＣＴの地域マネージャー派遣事業の検討はどのようになったのか教えていただ

きたいと思います。 

○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、データの利活用については２点からの質問ですの

で、順次お答えいたします。 

  １点目のふるさと納税における寄付者のデータ活用は本年度どのように考えているかにつ

いてですが、ふるさと納税における寄付者のデータ活用につきましては、寄付者へ新たな記念

品のパンフレットの送付、年賀状の発送や寄付者へのメール配信などが考えられますが、現在

データ活用の同意を受けておりませんので、本年度はデータ活用の同意を受ける方向で検討し

てまいりたいと考えております。 



  次に、２点目の昨年12月議会で提案し、検討事項となったＩＣＴ地域マネージャー派遣

事業の検討はどのようになったのかについてですが、先般御提案いただいた総務省の地域情報

化アドバイザーは、地域の要請に基づきアドバイザーを派遣し、助言、講演等の活動を通じ、

地域の情報化を促進することを目的としています。 

  また、ＩＣＴ地域マネージャーにつきましては、ＩＣＴ基盤システムを利活用して効率的、

効果的な事業を運営する地域に対して実務的、技術的ノウハウ等を有するＩＣＴ人材を一定期

間にわたり派遣する事業であります。 

  御承知のとおりＩＣＴの活用は、あくまでも手段であり、我が町の施策、事業の推進が目

的であります。現在、県主催の行政経営研究会のＩＣＴ利活用部会に職員を出席させており、

各分野での利活用事例を参考に検討を行っております。また、こちらの総務省の事業について

も、先進事例の研究をして、目的に合致する有効なものがあれば制度の活用も検討していきた

いと考えております。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） ありがとうございます。 

  ふるさと納税におけるデータ活用は、同意を得ていないので使えないですということなん

ですけれども、ちょっとお伺いしたいんですが、ホームページ上には寄付者のリストというの

が出ていまして、番地までは出ていませんけれども、何々県のどこどこ市のというところまで

は公表されていると思います。 

  そこまで一応公表ができるけれども、その方々へ町から年賀状だったりとか、メールに関

してはあれかもしれませんが、新たなパンフレットの配布というのはやはり同意を得ていない

からできないのでしょうかというのが、もう１回ちょっとお伺いをしたいところです。 

  今年度は同意をしていただくような形ということでよろしいかというのも、もう一度確認

をさせていただきたいと思います。 

  データ活用に関しましては、やはり今年度もふるさと納税、先ほど町長のお話にもありま

したように、順調に推移していると考えております。このデータの２次利用を前回も言いまし

たけれども、やはり使っていかない手はないんじゃないかというところがございます。なので、

ぜひ本年度は同意をいただいているということなので、これをもう一つ僕は言いたいのは、観

光協会だったりとか、各単協とか、そういうところのデータを渡すのではなくて、逆に町が受

けて、窓口になっているところが代理に発信をする。要はデータをいろんなところにまず投げ



てしまうとまずいので、窓口は１つにしてそこが要は受け皿となって、窓口となって発信をし

ていく。こういう形で町からの記念品であったりとか、年賀状だけではなくて、例えば観光協

会が発行している観光情報の冊子だったりとかチラシ等を配布していただけないかなと。本年

度ももう件数来ていますので、そういう方々に例えば２カ月、３カ月に一遍ぐらい送るとかい

う形も、もう使っていっても私はいいんではないかと感じていますが、町としてはどうでしょ

うか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは事務的なことがありますので、後で総務課長が事務的なことは

ちょっと答弁させます。 

  私の考えを言わせていただきますと、やっぱりさっき言ったようにほかの町では年賀状と

か、そういうことは私はやってもいいんじゃないかと考えております。それは事務方がどのよ

うに考えているか、やっぱり事務的なものでこれはちょっとまずいよとか言われたら、それは

やめなければならない。基本的に事務方のほうに、ちょっと答弁させますものでよろしくお願

いいたしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木利昌君） ただいまの笠井議員の御質問ですが、寄付額の公表につきまして

はこれは同意を得ております。同意を得た方だけを今回ホームページ上で公表させていただい

ているという内容になってございます。ですから、同意を得ていない方については、公表は差

し控えさせていただいております。 

  それから今、町長からもお答えがあったように、年賀状であれば同意を得る、得ないでは

なくできると思います。これはやっぱり好感度という意味では、各市町を参考に見ましたけれ

ども、お正月実家から戻ってみたら何々町の町長さんから年賀状が来ていましたよと、うれし

かったというような内容が多かったものですから、それは今検討しているところでございます。 

  ただ、ダイレクトメールとかその辺につきましては、やはり申し込みの中に東伊豆町から

のお知らせを希望する、希望しないとかいうチェックを入れていただくとか、ダイレクトメー

ルを希望するか、しないか、あるいはそのほかアンケート、どういうような動機でやっていた

だいたかとか、そういうようなものは今後申し込み用紙の中に入れていきたいなというふうに

は考えてございます。 

  メールにつきましては、今うちの町自体もメールはあるにはあるんですが、結構よそを見

ますと健康情報のメールを誤ってふるさと納税の方のメールリストへ送ってしまったとか、そ



ういうこともありますので今後検討しながら慎重に対応してまいりたいというふうには考えて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木利昌君） 答弁漏れがあったようですので、観光協会で使うというのは一応

ふるさと納税の中で使うということで一応明記してございますので、その辺につきましてはち

ょっと今の時点では厳しいのかなと思いますので、よその事案を確認しながら検討していきた

いというふうに考えております。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） なかなか観光協会にそのままデータを流すというのは承知しておりま

す。ただそこの部分で逆ですよね、要は観光情報を観光協会は発信をしていますので、その情

報誌が出たときに例えば町が封筒に一緒に入れて送るということでございます、僕が言いたか

ったのは。データの活用は当然個人情報になりますので、たくさんのところで使ってしまうと

いうのは、やはりリスクが高いです。なので、当局側には御負担にはなるかもしれないんです

けれども、もし年賀状をやるとか、今後ダイレクトメールとかを使っていく形をとるのであれ

ば、町の冊子だけではなくてプラスアルファもやっぱり時期として入れてあげて、リピーター

を増すという形でまた来ていただくというきっかけをつくるという形でも、情報の発信をして

いっていただけたらと思います。 

  あとは、ＩＣＴの地域マネージャーのことですけれども、なかなかまだ検討をちょっとし

ていますということなんですけれども、こちらに関しては間違いなくインターネットをパソコ

ンというのがいろんな分野で使われてくるのは、もう目と鼻の先でございます。もう使ってい

るのが当たり前な状況になります。これを行政で使っていくとなると、いろんな分野が考えら

れます。 

  例えば電子母子手帳だったりとか、先ほどの教育の問題にもちょっと戻っちゃいますが、

人数が減ったときに遠隔での合同授業等、必ずインターネットというものが活用されていく。

そしてデータのほうの活用というのも一極集中、そして今多分役場庁舎の中でもそうですけれ

ども、いろんな情報がペーパーから、紙から電子データへ切りかわっているというところを考

えていきますと、当然なんですけれども、もうこの準備というのは研究段階ではなくて、アド

バイザーを入れて今の現状を見ていただいて、どのようにかえていくというアドバイスでも私



はいいのではないかなと思うんです。 

  その中で当然先進的な事例というのがたくさんあります。それが町の行政だけではなくて、

漁業だったりとか農業だったりとか林業というところに活用をされているという形もあります

ので、県の講演会とか勉強会に行っても、なかなか導入事例を見てもぴんとは来ないと思うん

です。その中でやっぱり、アドバイザー的な指導とか助言ができる方がその場にいたほうが、

私は基本的にはビジョンを考えていく中でも当局側は非常に考えやすいんではないかと。今ま

で皆さんが思っているデータ活用をしていくというと、個人情報だったりとか、あとはハッキ

ングの問題だったりとか、いろんなリスクというのはあると思うんですけれども、そのリスク

をじゃ大きな企業さんたちはどうしているのかというところは、多分なかなかどうしているん

だろうというところで終わっているだろうと思うんです。 

  でも、こういう専門の方々を入れていくことによってリスクと利便性、あとは費用の問題、

長い目で見てこれは導入はすべき、しない方がいいというものの検討をもうできると思うので、

その辺も考えて来年度ちょっともう一度どうするか、思い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） まず、ふるさと納税の関係、データの同意をとったときの笠井議員か

ら提案されました各団体から情報を送る、これはできればやっていきたい。それはちょっと検

討させていただきたいと思います。まずふるさと納税は今回は同意を得る、そういう作業をし

ていますものでその辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに今、地域のＩＣＴの地域マネージャーの関係、やっぱり12月に提案されましてか

らどうなったかというのは、この中を見ますとやっぱり地方公共団体の中で地域との関係者と

の協働、さらには全庁的に支援、推進に対する体制の構築、これをしなければＩＣＴ地域マネ

ージャー、なかなか推進システムをとれない、そういう中でやっぱり12月に提案されてもう

３カ月、今年度にできなかったらもろもろの中を検討した中でいいことがあれば、それは笠井

議員が言ったように新年度においてＩＣＴ地域マネージャー、これは町としても一応そういう

人を招待してもいいと思います。 

  ただ、その前段階として一応いろんな協働、全庁的な支援体制、これを構築できるかどう

か検討させた中で、前向きにこれはちょっと検討いきたいと考えていますので、その辺はよろ

しくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 



○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 時間的な問題もあって、なかなかすぐというところはあるかと思いま

すが、12月でも御案内をさせていただいたとおり総務省のほうが費用も持っていただいて、

通ればアドバイザーを派遣していただくと。もうこれが地域情報化アドバイザーに関しては、

平成19年より行われていて、直近ですと平成23年から27年度を比べてみますと約４倍ぐらい

使っていただいている自治体があります。 

  ＩＣＴの地域マネージャーに関しても24年度から始まっていますが、昨年度27年度だと

36地域という形で２倍以上活用をいただいていると、もうそういう時代が来ていますよとい

うことなので、ぜひ今年活用を検討していただいて、ＩＣＴのところをまずはフリーになっち

ゃいますけれども、何にというのは全てにというところがあります。防災でもありますし、情

報発信もありますし、地域コミュニティーもありますし、商売の部分でも使えます。そういう

部分も検討していただいて、アドバイスを受けるというところでも私はいいと思いますので、

ぜひ御検討をお願いしまして質問を終わらせていただきます。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 笠井議員からのこの12月からの提案でございますもので、これは本

当にお金はかかりません。そういう中で、笠井議員が言った27年度の事業としてこの辺のこ

とをやっております。これを検討した中で、この町が取り入れることができればそれは積極的

にやっていきたいと思いますので、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） 以上で、１番、笠井議員の一般質問を終結します。 

 

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

─── 

 

◇ 西 塚 孝 男 君 

○議長（村木 脩君） 次に、５番、西塚議員の第１問、町の経済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） １年たちましてネクタイが似合うようになったかなと思ったら、今日



はノーネクタイになりましたのでちょっと。 

  私の質問は２問からなっています。 

  まず、１問目。町の経済について。 

  １、東伊豆町の平均所得は、また町役場の平均所得は。 

  ２、町の経済の循環をどう考えているか。 

  答弁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、町の経済については２点からの御質問でございま

すので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の東伊豆町の平均所得は、また町役場の平均所得はについてですが、単純に

比較はできませんが、所得割が発生する方の町の平均所得にはパートの方や年金受給者、株式

譲渡の所得や先物取引に係る雑所得だけの方も含まれ、226万595円で、高齢化率が高い市町

ほど低くなる傾向となっております。 

  一方、町役場職員の平均所得は、給与所得で380万5,705円となっており、職員の給与に

つきましては５月号の広報でもお知らせをしております。 

  次に、２点目の町の経済の循環をどう考えているかについてですが、町の歳出予算執行に

つきましては、法令等を踏まえた中で極力町内事業者に発注し、町の経済循環に資するような

形をとっております。また、ふるさと納税制度を活用いたしまして、当町の特産品等を広く全

国に発信するとともに町内産業の活性化を図ってまいりたいと考えておりますので、御理解を

お願いいたします。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 町長、この前の伊豆新聞に載っていた熱海の齊藤市長が新人の職員を

集めまして、挨拶で給料は市民の税金であるということを忘れてはならないという言葉を述べ

ていました。私も今、現に町民からの税金で議員をやらせてもらっているという中で、この町

の今までの横綱というのがいわゆるホテルであったり、ホテルに入れている業者だったり、そ

ういうところが税収を上げたり収入を得て、それでひところは夫婦で旅館で働けば５年もたて

ば家が建つと、そういう中にあったのに今ホテル業も苦しくて、それに伴い出入り業者も苦し



い中にあるわけですよ。 

  そこで、今この町のじゃ横綱は何かなと言ったときに、やっぱり町であったり、町職員、

そういうのがこの町の中で一番の横綱じゃないかなと今思うんですよ。そこでその人達が、今、

一般の町民も安いところを探して買い物したりしているのが現状で、だけれども観光で生きて

いる人たちはやっぱり自分の時間を費やして誘客に努力したり、商工関係に、町のために働い

ていらして、そういって一生懸命やっているんですね。大型店にどうしてもお客をとられてい

る。そういう中で、町は町民の見本となって、町長がさっき言われました事業については、町

は一生懸命町の業者を使ってやっているというのはわかっているんですけれども、自己消費と

なるとやっぱりちょっと違っていると思うんですよ。 

  そこで、やっぱり町職員が町のみんなの見本となるように町の中で買い物をしたり、飲食

したりして、そしてその中でお金を回していくことによって税収も増えるし、それで町が豊か

になってくると。そうしていけば、おのずから子供も増え、人が増えてくるんじゃないかなと

思いますけれども、そういう考えに町は、一生懸命消費をする、やっぱり町民の税金でもらっ

ている給料を町の中で、店主の顔の見える店で使っていくというのが一番のことだと思うんで

すけれども、どうでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 西塚議員の提案、その中で町の事業におきましては壇上で言ったよう

に基本的には町内事業者を重点的に法を犯さない程度にもうやっている。これは西塚議員も今

わかっていただきました。 

  そうなると、次は役場の職員とかそういう中で一応役場が団体ですが、極力町内でやるよ

うに、例えば役場の職員の忘年会とかそういうやつは極力町内の中でやって循環しております。 

  あとは、個人的な件に関してこれは強制できないですから、基本的にはできるだけ町内で

消費しなさいよということは言っております。しかしながら、一般の町民にちょっとお願いし

たいのは、例えば夜ちょっとリラックスしようかという中で行ったとき、役場の職員はいいな

などとちょっと陰口をたたかれますとなかなか行けないもので、町内循環するためにはそうい

うことはなるべく役場の職員に来てもらってよかったよ、町内循環景気をやっている、こうい

うことを言ってもらえれば大変ありがたい。陰口を言われますとなかなか行けないのが実情で

ございますもので、その辺は一般の町民も理解していただいた中で、職員も町内の経済のため

に頑張っているんだというようなことを言っていただければ、また役場の職員も行きやすくな

りますもので、その辺はまた一般町民の方にも御理解願いたいと思います。 



  以上です。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 本当に今、町の中のお金の空洞化、せっかく外貨を稼いでもすぐ出て

行くと、よそへお金が流れていく。どこかで歯どめをしないと、本当にこの町がだんだんと寂

れていくんじゃないかと、人も減っていくし。それをやっぱりしていくには、そういうことか

ら、小さなことかもしれないけれども、みんなが本当にこの町の人たちの中で物を買っていく、

町民もまたそうであるし、そうしていかないとこの町は本当にどんどん店もなくなっていって、

最後には大型店しか残らない。けれども、大型店も人口が減れば、メリットがなければ撤退し

ていく、これは常識なんですよ。そうなると、一番困るのは町民であって、そこのところをよ

く考えて、みんなで協力してこの町を盛り上げていきたいなと思っています。いいです、答弁

は。 

○議長（村木 脩君） 答弁はいいですか。 

  それでは次に、第２問、小中学校の制服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、小中学校の制服について。 

  町の子育て支援についてを問う。 

  １、東伊豆町の小中学校の少子化が進む中で、制服についてどのような考えを持っている

か。 

  ２、制服のリサイクルについて。 

  答弁をお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この問題に関しては学校関係でございますもので、教育長より答弁さ

せますものでよろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

（教育長 黒田種樹君登壇） 

○教育長（黒田種樹君） 西塚議員の第２問、小中学校の制服についての１点目、東伊豆町の

小中学校の少子化が進む中で、制服についてどのような考えを持っているかと、２点目の町は

制服のリサイクルについては関連がありますので、一括してお答えします。 



  初めに、小学校についてですが、当町では熱川小学校と稲取小学校の２校でそれぞれ統一

した服を着用し、学校生活を送っています。また、その２校では制服ではなく、協定服と呼ん

でおります。協定服は学校がこれを指定しているものではなく、ＰＴＡの協議により決定し採

用され、現在に至っているものです。 

  次に、中学校ですが、町内２校では学校生活の決まりとして制服を指定しています。現在、

県内各地域においてほとんどの学校で制服が指定されているところです。これは、学校生活に

おいて規律を重んじ、愛校心や伝統を大切にする意義があるものと思われます。 

  次に、協定服、制服のリサイクルについてですが、熱川小学校、稲取小学校ではＰＴＡに

おいてリユース活動が行われております。中学校ではＰＴＡ等の活動ではなく、個人的なつな

がりで交換され、大事に着用されていると聞いております。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 小学校の制服が協定服だということで、ＰＴＡが決めていると言いま

したけれども、本当にＰＴＡが１年に皆かわっていくわけですよね。それでいて、本当にその

ことがわかっているのかと。稲取小学校につきましては色が違って、特別な生地だと。そうい

う中でロット数というのがあるわけですよね。自分たちのときは180人とか、200人とか、そ

の下が160人とか、そういう大人数でのロットが入っていたわけですけれども、今、先ほどか

ら少子化になってきて１クラスとか、そういうような中で50人足らずの新入生がそういう制

服をつくらなきゃならないと、コストも上がってきている。本当にそれでいいのかと。ＰＴＡ

に任せているのかと。ＰＴＡは１年限りでかわっちゃうと。そういうことを本当にＰＴＡと話

をしているのかを聞きたいですけれども。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） ＰＴＡが１年間でかわるというのは、役員さんは基本的に本町内の

学校では１年間で交代されているんじゃないかと思いますが、ＰＴＡ組織自体は１年に入学さ

れて６年生で卒業するまで、小学校であればＰＴＡ会員としては６年間会員として一緒に活動

していただいているというふうに思います。 

  それで、協定服がＰＴＡのほうで決まったということで、先ほど簡単にお答えはしたんで

すが、稲取小学校においては100年史という稲取小の歴史を書いた本がありますけれども、そ

の中に協定服が相談されて決まったという記述があります。 

  昭和40年のことですけれども、ＰＴＡの中から、保護者の中から子供たちの服を登下校、



学校生活に使う服をどのようにするかというようなことで、特にそのときに出された意見では、

１年間を通じていろんな、それまで自由服だったわけですけれども、夏服、冬服、いろんな私

的に服を用意することが大変であるというような意見、それから修学旅行等、外へと出かけた

ときの統一した服が欲しいとか、それから女子のことでは、そのころ女子が服装について華美

になるようなそういう懸念があったということで、統一した服はどうだろうというような話し

合いが稲取の中では各地区ごとに保護者で行われ、12月に最終決定をして昭和41年１月、３

学期から着用を開始したというふうになっています。その保護者の皆さん、そのときに何か趣

意書みたいなものを出されたそうですけれども、これはみんなで決めたことを長く将来にわた

ってきちんと続けていこうというようなことも書かれていたようです。 

  そういうことをこれまでも引き継ぎながら、学校生活を子供たちが送る形として協定服が

使われてきておりますが、西塚議員さんがおっしゃるように、決めた当時の方はもう当然ＰＴ

Ａの会員ではないわけですけれども、これまで私が稲取小学校に勤務した経験上、協定服をど

うするか、廃止するとか、やめるとかやめないとか、そういうようなそこまでの意見はありま

せんでしたが、やはりサイズが成長とともに合わなくなるので、途中で買いかえる必要がある

というようなことで、そういう意味で経済的にも負担であるというようなことは、もう当然声

がありました。そういう中でＰＴＡとしては、先ほども申し上げたように、熱川小学校も稲取

小学校もＰＴＡの自主的な活動として、ＰＴＡ活動としてサイズの合わなくなったものを提供、

出していただいて、そして必要とされている会員さんにまた使っていただいて、できるだけ物

を大切にするということもありますし、経済的に会員相互の負担が軽くなるような協力をして

いこうというようなことで取り組まれております。 

  それから、ＰＴＡ活動の中に出されなくても、中学校のように個人的に、親戚とか知り合

いとかということでお互いにうまく融通をしながら使っていただいているというようなことも

あります。そういういろんな形の工夫で取り組まれているということは聞いておりますが、西

塚議員さんおっしゃるように、子供たちの数が少なくなってきている中で、その少ない数の協

定服を商品として販売する側が数が少なくなれば、もしかしたらコストが高くなるというよう

なことは当然考えられますので、値段が上がっていくということも心配されます。 

  現在のところまでは保護者から強い、そういう協定服についてどうするかという要望は、

強い要望はたくさんあるわけではありませんけれども、先ほどの議題の中で大川小学校の説明

会のお話をしましたが、その中でも大川小学校は協定服がありません。そして、もし統合が進

んだ場合に、熱川小学校と一緒になった場合に協定服を使うとなると、そういう負担があると



いうような心配の声は聞いております。そういう場合には、熱川小学校で協定服をどうするか

ということは、やっぱりＰＴＡをまず中心として相談していただくことではないかなというふ

うに考えておりまして、そのようなことをお答えしたんですが、今後は子供たちが非常に少な

くなる、それで学校の形が統合されて学校数が少なくなる。そうすると、協定服のような統一

した服装で、もし特殊な服装であればやっぱり単価が高くなるというようなことを考えますと、

学校と教育委員会、それから保護者と一緒にそういう問題も検討していかなければならなくな

るかなというふうに御意見をいただいて考えております。 

  そのような声は、またＰＴＡと話し合いながら子供たちのために、あるいはその家庭負担

の軽減のためにいい方向を考えたいなというふうに思っております。ありがとうございます。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） あのね教育長、なくすとかじゃなくて、東伊豆町を一つにする意味で

も一緒の生地にするとか、全国で一番ある生地にするとか、そういう考え方ができないのかな

と。今の制服に固持しなくてもいいんじゃないかと。行く行くは先ほどから言っている統合と

かそういう問題を考えたときに一つの東伊豆町の制服とか、そういうものを考えていったらい

いんじゃないかなと自分は思っているんですよ。今の現状のものを維持するとコストが高くな

るけれども、一番安くてどこでも使っているような、ただデザインを変えるとか、そういう中

で東伊豆町、熱川と稲取のあれを変えてもいいし、最終的には統合していくんだったら同じ形

にするとか、そういう試みはできないのかなと思っているんですよ。 

  それと、あとリサイクル。中学生もいきなり身長が10センチとか伸びてくる。そういう

中で今、知り合いとか関係でやっていると言いますけれども、知らない人は知らないわけです

よね。やっぱりそういうのは、どこかでちゃんとしたリサイクルというものを考えてやってや

れば、成長が速い子供たちに親の負担をなくしていけるんじゃないかなと思っているんですけ

れども、町としてのそういう考え方か、それかどこかの業者に頼んでやってもらうとか、そう

いう考え方はないのかなと思っているんですけれども、どうでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） ありがとうございます。 

  私ちょっと、西塚議員さんの御意見をそこまでちゃんと受けとめていなかったものですか

ら、まず１つ目の生地等が統一したものとか、安くできるような形に変更していくとか、それ

はやはり母体はＰＴＡがまず中心になって話し合うのかなと思いますけれども、そのような変



更は当然必要じゃないかなと、検討していく必要があるんじゃないかなというふうに思います。

とても勉強になりました。 

  ちなみにというか、中学校が採用しているというか、中学校では稲取小、熱川小みたいに

こういう形のこういう生地でというような、そういう指定ではありませんので、制服を着用す

るというようなことで、それは多少形が変わっても学校がこの制服を着用しましょうというも

のを使ってもらえばいいので、多分いろいろ全国的にというか、たくさん使われているような

生地とか形を取り入れているんじゃないかなと思いますので、そちらのほうは全国的に使われ

ているものを購入するということで、多分数の限定ということは町内だけとかいうことでない

と思います。 

  そういう考え方でいくと、小学校も昔決めたのは稲取小の色、生地、それもその100年史

に書いてありましたけれども、そういうこともこういうデザインで、こういう生地で、こんな

色でということを最初に申し合わせがありましたので、稲取小学校ではグレーを基調としたも

のですし、熱川小学校では紺を基調としたものになっております。それはだから特殊な形です

ので、今後そういう数的なもの、それから町内統一感のあるものとか、あるいは統合によって

そういう状況が生じた場合には当然変更していくというか、そんなふうに進めたらいいのかな

というふうには思っております。参考にさせていただきます。 

  それから、リサイクルについては、先ほど小学校はＰＴＡで、それから中学校は個人的に

ということをお話ししましたが、そのやりとりの中に余り知らなかったというような保護者が

当然いらっしゃるのかもしれませんので、何らかの形でお知らせしながらリサイクル、リユー

スが進んでいくことが望ましいと思います。小学校については、ＰＴＡでお便りを出して、全

ＰＴＡ会員、それからＰＴＡ会員を終わられた小学校にも子供さんがいらっしゃらない、家庭

にも御協力をお願いしたことがあります。地域の皆さんにお願いをして、もし眠っている、し

まわれている協定服があったら御提供くださいというようなこともやった活動もありましたの

で、できるだけ町が率先してというよりは、ＰＴＡが中心になっていろんな団体とか教育委員

会も一緒に知恵を絞って、そういう活動が進んだらいいなというふうに思っておりますので、

今後また学校やＰＴＡと考えていきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 子育て支援といってもお金をかけるだけじゃなくて、そういう形の中

で支援していくというのが一番大事なことかなと思っているんですよ。だから、ただお金ばか



りでなくて、そういう本当に現実のあることで支援していくというのが子供たちのいる親とし

てはありがたいなと思っていると思います。これで質問を終わります。 

○議長（村木 脩君） 以上で、５番、西塚議員の一般質問を終結します。 

  ここで２時30分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時１１分 

 

再開 午後 ２時３０分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

─── 

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（村木 脩君） 10番、藤井議員より一般質問で掲示板の使用及び資料の配付をした

いとの申し出がありましたので、これを許可します。 

  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アスド会館の売却についてをお尋ね

いたします。 

  先ごろ当局より議会全員協議会にアスド会館の売却についてが提案されました。用途は民

間による専門学校の設立のためというふうに伺っております。アスド会館は御承知のように全

電通、現在のＮＴＴの労組である全電通労組がこの町に設立し、それを使っていたものですが、

撤退に当たって世話になった東伊豆町に譲渡したという経過でいただいたかと思います。平成

14年に無償譲渡されたんですが、面積は６万4463.11平方メートル、約１万9,500坪あります。

その後、国の補助金１億円を入れて介護予防拠点施設として町民に親しまれて、現在に至って

います。使われているわけでございます。 

  これに対して、今回当局より提案のあった売却の方向ということである以上、私たち町会

議員、議会としてこれは本当に実現性があるのかどうか、その目的はどうなのか、金額はどう



か、相手先はどうかということを真剣に検討しなければならない。議会の責任にもなると思い

ますので、この点に関しては私たちも真剣に討議したいと思っております。 

  そこで、以下の点を質問いたします。 

  １番、アスド会館の利用状況はどうなっているか。 

  ２番としまして、町の希望する売却価格はということでございますが、これは購入希望額

が3,000万円だというふうに示されておりますので、当然売る側の町としてもそれでは幾らで

売るんだというような心づもりがあるのではないかというふうに思いますので、ぜひ町の希望

する売却価格というふうなものを伺っておきたいと思います。 

  それから、購入希望者。これはもう出ているのかどうか、それは個人なのか、法人なのか

等々についてお伺いします。 

  それから、専門学校ができるというふうなことがもし本当であるとすれば、そのメリット、

デメリットについてお尋ねしたいなというふうに思っております。 

  また、事業計画書というふうなものは出されているのかどうか、この点についてもお尋ね

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、アスド会館の売却については５点からの質問とな

っておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目のアスド会館の利用状況についてですが、平成25年度から27年度まで３年

間の利用状況を延べ人数でお答えいたします。 

  平成25年度は本館1,936人、プール、体育館１万2,218人で計１万4,154名。平成26年度は

本館延べ1,509人、プール、体育館延べ１万2,777人で、計が延べ１万4,286人。平成27年度は

本館が延べ1,474人、プール、体育館延べ１万2,674人で、計が延べ１万4,148人となっており

ます。 

  次に、２点目の町の希望する売却価格はについてですが、アスド会館は平成14年に当時

のＮＴＴ労組より鉱泉地や源泉施設を2,500万円で購入。本館、プール、体育館などを無償譲

渡され、公共施設としての活用方法が検討されてまいりました。 

  しかしながら、耐震補強を含めた施設の改修に多額の財政負担が生じるとのことで、活用

が断念された経緯があり、また民間の活力導入も踏まえた中で売却先の検討をしてまいりまし



た。売却金額よりも町にとって有益な事業内容や活用方法を最優先したいと考えておりますの

で、売却希望価格は設けておりません。 

  次に、３点目の購入希望者についてですが、兵庫県神戸市にあります学校法人須磨学園の

学園長西和彦氏であり、須磨学園名義で購入するとのことであります。 

  次に、４点目の専門学校ができるとすれば、メリット、デメリットはについてですが、専

門学校、各種学校ともに学校法人が所有する場合、固定資産税は非課税となりますが、専門学

校などが設立されることにより若年層の人口増加が図られ、町の活性化につながることはより

大きなメリットだと考えております。 

  次に、５点目の事業計画書はについてですが、現在詳細な事業計画書の提出はありません

が、外国人留学生を対象とした日本語学校、ＩＴ関連の専門学校、そして介護関連の各種学校

を順次開校していきたいとの説明をいただいております。 

○議長（村木 脩君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） ただいまお答えいただきましたが、疑問だらけでございます。これ

は、先ほど来、鈴木勉議員、それから笠井議員も質問した件もございますが、既に伊豆新聞と

か、それからこちらは静岡新聞にも掲載されて町民の皆さんが非常に心配しているということ

は事実だと思います。 

  現在の使用状況は、非常にたくさんの方が使用しているわけで、町長お答えのように年間

にして延べ人数で１万4,000人以上の人間が利用している。25年度も、26年度も、27年度も大

体１万4,100とか200という数字でほぼ使用は一定しているんじゃないかと思うわけです。こ

の中で町が出している成果説明書、この成果説明書の中にもこれは健康づくり課としまして非

常によくやってくれているんじゃないかと思いますけれども、たくさんの事業を行って、それ

なりの成果を上げている。高齢者においては筋力向上トレーニング、あるいはハッピーエクサ

サイズということで介護予防拠点施設、これはプールのことをそんなふうに言っているようで

すが、町長も言っているように国から補助金を１億円ほどいただいて、これは介護予防拠点施

設に改修したという経過があると思います。 

  おっしゃるように源泉は2,500万で買ったんだというふうなことでございます。年々、こ

れは利用者が非常に増えておりまして、今年もちょっとそこに青い色の、これは町の健康づく

り課が出している募集要項ですけれども、４月末から募集しているクラスもほぼ満杯と、月曜

日のクラス、火曜日のクラス、水曜日のクラス、木曜日のクラス、それから金曜日のクラスと、



さらに体育館でやっている健脳元気塾、そういったものも非常に好評でほぼ満杯になっている

というのが実態でございます。 

  実際、申し込んだけれども受けられなかったという方もいらっしゃるんですよね。そのぐ

らい非常に好評に利用されていると。ですから、非常に現在の状況の中では私は使われている

のが非常に適宜な使われ方、それでまたこれは町長、誇っていいと思いますけれども、国保も

それによってなるべく安くするようにというような方向にもなっているんではないか。それか

ら、住民に対するこれは本当にみんな楽しそうにやっているので、笑顔あふれるような町とい

う町長のキャッチフレーズですが、やっている方は皆さんおうちに閉じこもっているよりもプ

ールで泳いだり、いろんな吹き矢をやったりしてみんな楽しそうにやっている。そういう意味

では、非常に健康増進と同時に楽しみになっている、いわゆる福祉の一環の重要な一翼を占め

ているなというふうに思っております。 

  町の健康づくり課のほうでは、始まる前とその期間にちょうど運動機能の評価のためにテ

ストをするわけです。その結果、半年なり１年過ぎてもう一度テストをするわけです、終わっ

た段階で。そうしますと、非常に実際の体の状態、運動機能が高まっている。例えば体の前屈、

こう曲げて何センチ曲がるかというふうなものが初めが、１つの例ですと38.9センチが40.1

センチであると。あるいは例えば片足立ちが38.2秒ぐらい片足で立てたものが、これがもっ

ともっと長く立てるようになったとか、往復運動をやるとそれもどんどん距離も伸びてきたと

か、椅子立ち上がる回数も非常に早くなったということが使用説明でも明らかになっているわ

けです。 

  このようにエビデンスと言いますか、成果が非常に上がっているという事実がございます。

年間１万4,000人といいますと、延べ人数ですけれどももちろん、赤ちゃんは行けませんし、

病気の方も行けない。ただ、１人の方は１つの教室にしてくださいと言っているので、ダブっ

てはいないとは思うんですが、非常にたくさんの方が使っている。町民が今、１万3,000ぐら

いですから１人１回以上は延べにしても使っている率です。もちろん１万4,000人というふう

な延べ人数は、１回以上２回使っている方もいらっしゃるわけです。この教室以外にも卓球で

あるとかヨガ同好会、それからバドミントンとか、前は漬物石のカーリングみたいなこともや

られたり、いずれにしましてもいろんな太極拳やらヨガやら、そのほかも含めて本館、体育館、

プール等々で非常な利用頻度があるということは、これは事実だと思います。 

  そのものを町長が今、お荷物だ、お荷物だというふうに時々、先ほどの質問等にも答えて

いらっしゃいましたけれども、年間3,000万もかかるんだと、これは非常にお荷物だというふ



うにおっしゃるんですが、これは町民の福利厚生、住民サービスとして考えれば、非常に安い

んではないかと私は思うんですよ。あれは町の宝だと思いますよ。全電通労組から受け取った

ときは、どうぞ町で有効に使ってくださいということで、これは譲渡されたわけです。現実に

は、今言ったように国の補助金も得て使っているわけですよ。そこに関して、これは年間に

3,000万かかるから売るんだと、3,000万の内容は先ほど伺いましたけれども、この会館の維

持管理では2,000万弱と、それから健康管理事業で1,100万だということですけれども、いず

れにしましてもそれをお荷物と考えるのか、それともそうではない、これは町の宝だというふ

うに考えていくのかということです。 

  大体、お荷物なんていうふうに言っているほうが逆にお荷物ですよ。これだけ町の人が喜

んで、毎日楽しみにして、バスで行ったり自家用車で行ったり、それから先ほどの笠井君の質

問にもありましたように、大川と白田のプールがなくなったわけですよ。それでそこを代替の

施設として泳がせてくれと、先ほどお答えになっていましたけれども、バスを出しますという

ような話をなさっていましたよね。ということは、それだけウエートが増しているんじゃない

ですか、重要性が。 

  いずれにしましても、そういった中で今売るんだという話が町のほうで議会のほうに出し

てきまして、出された以上私たち議員も真剣にこれは討議しなくちゃならない責任があります。 

  それに関して４月26日の会議では、リハビリやらＩＴの学校に使う、あるいは日本語学

校も併設するというふうなお話でした。それが、開校予定が平成29年10月としますと、来年

10月、あと１年半で果たしてできるんでしょうかというふうな疑問がございます。それは相

手の方ですから、これはどういう能力がありますか、ちょっとわかりません。 

  それから、購入希望金額が3,000万円ということで、先ほど町長がちょっとおっしゃって

いましたが、学校法人の須磨学園の学園長である西和彦さんがこれを取得したいんだというふ

うに言ってきているというふうに伺っております。一番初めに購入希望者というところですね、

須磨学園の学園長西和彦だというふうに言っております。 

  今の町長の答弁ですと、町の売却価格というのは設けないんだというふうにおっしゃって

いますけれども、これは変だと思います。物事の売買に売るほうの値段が決まっていなくて売

買できるわけないじゃないですか。買いたいという人が値段、それは１円でも安い方がいいと

思うんですよ。どうでしょう、3,000万円でというふうにこう話を持ってきていると伺いまし

た。ところが、町は幾らで売るんですかと、これはまだ決めていない、それは設けないと。そ

れじゃ交渉成立しないじゃないですか。こんな子供でもわかるようなことで物の売買ってでき



ませんよ。そうではないですか。 

  それから、個人か学校かと私はお尋ねしたんですが、学校法人の学園長をやっている西和

彦さん、須磨学園名で買うんだと。これはちょっと矛盾ですよ。須磨学園という立派な学校ご

ざいます。中高一貫校で、あちらではなかなか有名な学校で、女子マラソンなんかでは時々優

勝したりしたことのある本当にすばらしい学校だと思います。その学校が買うのか、いわゆる

学校法人の須磨学園が買うのか、学園長である西和彦さん個人が買うのか。ここのところが、

さっき町長変なんですよ。学校法人の須磨学園名で買う、学園名ということはこれはあり得な

いですよ。この辺はもう一度お尋ねしておきます。 

  それから、今回買いたいという買い受け希望者、もちろん個人でもいいわけですよ。それ

はそれなりの力のある個人の方が買ってくださるというのであれば、それはそれでいいと思う

んですよ。ですから、その方はどういう方なのかなということを、やはり十分に精査していた

だきたいなというふうに思います。 

  この間、暮れに来られたというふうにさっきおっしゃいましたが、今まで何回来られてい

ますか。またそれも後でお伺いしますね。お答えいただきたいと思います。 

  もし、そうであればこういう話は当然ながら議会とか、そういうあるいは住民の説明会と

かいうようなものも開いて、町民の財産である公有地、公有財産を売るに当たって皆さんの考

えを聞きたいというふうに言ってもちっともおかしくないんではないかと思うんですよ。その

点で、もし西さんが何回かお見えになっているようですけれども、これは議会なんかのほうに

も顔を出す必要があるんじゃないかと思います。これはまた後、議長さんを通じて私も要請し

ておきますけれども、ぜひどういう方か、どういう考えなのか、それは何回かに１回は私たち

にも会わせていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。 

  そのあたりを答弁漏れのないように、ひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今の藤井議員の質問ですけれども、これは売るのが当然という考えで

やっていますよね。しかしながら、鈴木議員に言ったように今回全協でお示ししたのはこうい

う案件があるから、この人たちと交渉していいですかということを全協で言ったんですよ。そ

の中である程度そこで煮詰まったら、その中で全協の中でじゃお話ししなさいと言いましたも

ので、これから須磨学園とは交渉する段階でございます。 

  それで、私が会ったのは最初に表敬訪問した11月、それが第１回です。私、２回しか会

っていません。そして皆さん方がじゃ交渉していいですよと言いましたから、その次にすぐ須



磨学園の西学園長に会いました。一応議会からこういうことを受けたもので、これから交渉相

手として町としても正式にお話いたします、こういうことでまだ一切全然決まっていないです。

3,000万円、決まっていないです。3,000万円というのは向こうの希望です。 

（「もちろん」の声あり） 

○町長（太田長八君） 町が幾らとこう決まっていないですよ。だからこれは議会でも、また

町としてもこれじゃここで売りたい、そういう中でまた議会の中でノーとなればそれはもうこ

こで交渉決裂ですよ。あたかも、もうこれによって健康づくりもなくなっちゃう、そういう町

民に誤解を与えるようなことはもうやってほしくないんですよ。基本的には当然健康づくりが

後退するようなことは町はいたしません。そこで、須磨学園、このことが健康づくり一切やら

せません。そう言ったらもう話は決裂ですよ。基本的にはあくまでも町の健康づくり、これが

後退したならばいけませんもので、その辺は承知していただきたいと思います。町民の方もこ

れを聞いています。その中でこれを売ることによって、この健康づくりが後退する、こういう

ことは町としては絶対いたしません。その辺は、町民の方もこれを聞いた中で安心していただ

きたいと思います。 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） だから、売却価格はもう決まっている。これがおかしいと言いますの

は、基本的には壇上で言ったようにこの町のために何が一番いいか、鈴木議員にも答弁いたし

たように、これをやるのに処分検討委員会を設けました。その委員、町も副町長を含めて５人、

そして当時の区長さん２人、そして町の産団連の若手３人、計10人でこの今来たところはい

いのかどうか検討した中で、よろしいんじゃないですかと言った中で議会のほうに全協を開い

て、こういう案件があるから町としては話をしたい。そういう中で事業計画書、これは一切あ

りません。これからなんですよ。これから町と須磨学園、これが話した中でお互い歩み寄った

中で、議会で説明して、これでいいですよと言ったら初めて調印になります。ただ、まだまだ

これは全くの決まったそういうことではないということだけは、町民の方も理解していただき

たいと思います。 

（「購入額は」の声あり） 

○町長（太田長八君） 購入に関しましては、２回目に西さんが来たときには確認をいたしま

した。これは誰が買うんですかと。そんな中で須磨学園が名義で買います、これははっきり言

いました。これに関しましては、あくまでも土地は須磨学園名義、これで買うということは西

さんの口から聞きました。あとは詳しいことは、副町長のほうが詳しいと思いますもので副町



長から答弁させます。 

○議長（村木 脩君） 副町長。 

○副町長（鈴木忠一君） 平成29年10月開校予定だが、間に合うかどうかという御質問があ

りましたけれども、平成29年10月開校予定というのはあくまでも去年の11月に初めて当町へ

来町されてきたときの計画でありまして、それ以後の日程的なことを考えますと無理だという

ことは相手方に伝えておりますし、相手方のほうもそういうふうな認識はしてございます。 

  それから、これまで何回うちの町へ西さんが来られたという質問なんですけれども、まず

最初に来られたのは去年の11月。このときは私が対応しました。それから12月１日の日に、

これは町長のほうに初めて面談しております。それから、今年の２月23日、これは先ほど町

長申しましたように財産処分検討委員会の中で区長さんを含めた委員さんのほうに一応説明を

しております。それから、今年の５月20日、このときはやはり来庁しまして、町長含めて私

も面談しております。 

  以上、４回西さんはこの町に来ております。 

○議長（村木 脩君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 閣内不一致ですね。町長と副町長のおっしゃっていることが違うじ

ゃありませんか。先ほど町長は、２回しか来ていないとおっしゃったんですよ。 

（何事か言う声あり） 

○１０番（藤井廣明君） 何言っているんですか。町に来たのは何回ですかと私はお尋ねした

んですよ。町長が会ったか、会わないかというふうなことを聞いているんじゃないんです。今、

４回とおっしゃいました。議会のほうに顔を出したという事実はございません。 

  それから、須磨学園が買うんだと本人は言っているようですけれども、ここに伊豆新聞さ

んが取材してくれまして、いいですか、ちょっと読ませていただきますよ。 

  須磨学園の広報担当者は伊豆新聞の取材に対し、購入を法人として申し出た事実はなく、

学園長が個人的に行っていることであると、このようにおっしゃっているじゃないですか。と

いうことは、じゃこの記事は間違いですか。伊豆新聞さんの方にお尋ねして、これはもし間違

いならそうではないよと。町長おっしゃるように学校法人須磨学園が買うんであると。である

から、間違いないと言うんであれば、これは訂正させなくちゃいけないですよ、町長。どちら

なんですか、その点１点伺っておきますね。 

  それから、これはこれまでも西和彦さんという方は９年前にも来られましたね。そのとき



の話は、確か秋葉大学院大学というような話を持っていらっしゃいましたね。その方と同一人

物ですね、同一の方。あのときも個人でした。秋葉大学院大学設立準備委員会委員長、西和彦

という方がお見えになったんですよ。その方と私どもさんざん議論もつき合いました。いろん

なことをしまして、最終的に仮契約のところまで行きましたよね。それは、そこにちょっと示

してありますが、ハイキャットさん、わかるかな。仮契約のところまで行ったんですよ。当時、

金額、町長おわかりでしょうか。仮契約を幾らで結んだか。まだ10年もたっていないですよ。

もし、お忘れであるということであれば、私お答えしてもいいんですが。副町長大丈夫ですか。 

  そのときに仮契約を結んだわけですけれども、ざっくばらんに言って流れたわけですね。

仮契約のときの金額は確かに１億5,000万でしたよ。そのときに議会の皆さんにもお渡しして

ありますが、資料の２、見てください。アスド会館売却に関する経過についてと、資料の２の

１です。企画調整課が出している資料です。平成20年９月18日の資料ですね。下から５行目、

町側の意見。町の売却希望価格を３億円とすると、３億円と考えていると。何で今回は言えな

いんですか。前回は言えた、そして相手の希望価格１億5,000万になりまして、私これを半額

セールとは何事だと、どういう根拠で半額にするんだというようにちょっとかみついた経過が

ありますけれども、いずれにしましても今回もかみつかないわけにいかない。もしこれ以下の

余りにもひどいような額、あるいは相手の言いなりのような金額であれば、これは当然かみつ

かなければならないんですが、ふざけた話だと思いますけれども、あの１万9,500坪の土地、

建物を、源泉2,500万で買った源泉、それとプール、体育館、現在使っているものに3,000万

で買いたいんだというふうな希望を言ってくるのは、これは町民に対する侮辱ですよ。１軒の

家を買うくらいの金で、あれだけの資産を買うなんてとんでもない話ですよ。そのようになめ

られているというか、前に１回そういった事実があったわけでしょう。 

  さっきの話の続きで言いますと、１億5,000万で買うんだと、仮契約はこうなっていまし

た。第５条、そのうちの1,000万をお支払いして、残金１億4,000万は３年後にお支払いする

と、こういった仮契約ができたんですよね。これは、当時の議員はみんな知っているわけです

よ。町長も、副町長もみんな総務課長、田村課長でしたか、お答えいただきました。何回か言

ったはずですよ。そして、その1,000万の支払いがもし契約が成立しないときは町にあげても

いいというふうな条項も確か入っていたんですよ。もし契約が不成立だった場合は、それをも

らったんですか、1,000万。どちらが契約を破棄したんですか、仮契約の寸前まで行って。 

  でも、常識的に言って1,000万の手付金で、残金を後の９割を３年後に払うというような

不動産取引は現在日本にはないんですよ、ほとんど。もし、1,000万の手付金を払った場合は、



これは権利が移って、その話はもう追いかけ切れなくなる、町が失うことになりますよと。こ

れは私も司法書士をやっている方に相談に行って聞きました。いいですか、危うく1,000万で

町はここを失うところだったんですよ。それは、しかしどちらかが言い出して、ストップしま

した。そのときの書類もここにありますが、どこですか。当時の資料を見ますと、秋葉大学院

大学の中にそうそうたる設立発起人会とか、メンバーなんかありますけれども、この話に関し

ては非常におかしいことだらけです。 

○議長（村木 脩君） 藤井さん。 

○１０番（藤井廣明君） はい。 

○議長（村木 脩君） 暫時休憩します。 

○１０番（藤井廣明君） はい。 

 

休憩 午後 ３時０２分 

 

再開 午後 ３時０４分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

○１０番（藤井廣明君） 寸前まで行ったということで、結構でしょう。 

  ただ、私が言いたいのは、そのとき町はちゃんと売り値、売却を思う額を持っていたと、

３億円というような金額をね。今回はそれを決めないというのはちょっとこれは契約としてお

かしいんじゃないかというふうに申し上げております。それはなぜなのか。 

  それから、これは町民みんなの財産ですよ。であれば公有地ですから、これに関して普通

ですとインターネットを含めた公売をして、また言うと何とかというようなことをおっしゃい

ますけれども、町長、それは常識ですよ。一般公募をかけて、前とは全然違う話というのであ

ればなおさらのこと、またこれに関しては一般公募して、その中で議員も含めて、その検討委

員会も含めてどれがいいかということをやるのが普通じゃないですか。 

  資料の３、皆さんごらんください。ここに示した資料の３、こちら前回の一般公募したと

きの資料です。資料３です。 

（「議長」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 暫時休憩いたします。 

 



休憩 午後 ３時０５分 

 

再開 午後 ３時０９分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

  10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） いずれにしましても、私は町民の財産である公有地に関しては、こ

れは一般公募すべきであると、競争入札にするのはこれは常識だというふうに申しておきます

ので、それに対してなぜ今回は１つの学園、その方にお決めになろうとするのかその辺につい

てちょっとわかりませんのでお尋ねいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） それでは、まず一点をおわび申し上げます。回数の件です。私は自分

が会った回数だと思ったもので２回と言いました。その点、藤井議員は何回来たかという質問

の中で４回というので、私は２回。これはおわび申し上げます。私が会った回数と勘違いした

もので、その辺は御理解願います。 

  さらに、金額の関係でございます。前回１億5,000万、そして今回は金額を決めていない。

それは壇上でも言ったように、今は町にとって売却、町にとって有益な事業内容、やっぱり地

方創生なんかでこの町が消滅する中で、じゃどのようなものがアスド会館に来てもらえればい

いか、そうなるとさっき言ったように処分検討委員会をつくった中で、若手が来るのは大変い

いじゃないかという中で議会のほうでこういう処分検討委員会になったもので、議会の方に全

協でこれに沿ってこの方たちとお話をしたいと言われた中で、議会のほうがお話しはいいんじ

ゃないかと言われている中で、今現状になっているのが現状でございますもので、その辺は御

理解願いたいと思います。 

  さらに、金額に対して改修に関しまして、これは数億、二、三億かかるんですよ。町とい

たしましてはただ財産処分をするだけではなく、それをいかに有効活用してもらうか、これが

大変私は重要と考えております。やっぱりある程度何千万安く売った中で、それが一切活用さ

れないということはとんでもない話ですから。何しろこれを買ってまたアスド会館を活用して

もらいたい。これが町の願いでございますもので、この辺はまた金額に対して議会全員協議会

の中で、これはこのぐらいの金額で相手と合意したものでよろしく検討していただきたい。こ

れはまた議会全員協議会を開いて、ある程度煮詰まったならば全員協議会でお話ししたい。 



  あと、そのときにはまた議会のほうで西さんとお話をしたいと言えばと、それは西さん当

然呼んだ中で考えを聞いていただければ、これは西さんが来ることはやぶさかではないと町は

考えております。 

  以上で、そんなものかな。 

（「伊豆新聞とどっちが正しいか」の声あり） 

○町長（太田長八君） 伊豆新聞との関係。基本的には大体この全協があった後、西さんに来

てもらいました。そういう中で西さんの言うことには、やっぱりまだ町と正式にお話しがない

限り広報に聞いたとしても、それはそういうコメントをしたということは言いました。そこで、

やっぱり静岡新聞と伊豆新聞の相違がありましたもので、私はすぐさま西さんに聞きました。

西さん、この相違はどうしてですかと確認した中で、西さんは、広報といたしましては町と正

式のそのような話がない中で、まだ町ははっきり言っていないということを答弁したというこ

とは確認いたしましたもので、これはどちらも間違っておりません。やっぱり、伊豆新聞が取

材したときはそういう取材をした、静岡新聞は聞いていません。その後どういう取材したかは

わかりませんけれども、伊豆新聞に関してはそういう西さんの答えでした。あくまで当時は伊

豆新聞のときは町との正式なあれがなかったもので、まだ広報は聞いていない、そのようなお

答えをしたということは西さんから確認をしております。だから別に伊豆新聞が悪いとか、そ

ういう問題ではないと私は考えております。 

  以上です。 

（「計画書ができるのかとさっき１番で」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 計画書に関しましては、壇上で言ったように、まだ正式な事業計画書

をもらっておりません。ただ簡単にこういうことをやりたいということを言うだけで、これか

ら今後、全協で言われました14番議員からこの人達で決めていいのかという中で、当然公認

会計士、弁護士、いろいろな相談した中で本当に町が不利益にならない、そういうことをやっ

ていきたいし、そこで事業計画書を精査した中でまた決まったら全協を開いた中で、こういう

方向でいきたい、これは言っていきたい。そういうことでございますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（村木 脩君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） るるお答えいただきましたけれども、正式な計画書はまだないと。



そういうことにおいて、私ら全協のほうに売却したいんだという話を持ってきているわけで、

これは非常に乱暴な計画なんじゃないかなというふうに思わざるを得ません。 

  現在、町で非常に有効に活用されているということであれば、これは本当にもっと町長、

どうですかこれを荷物だ、荷物だと言っておられますけれども、3,000万足らずで、もちろん

町の１つの課がかかって人件費も含めてそういう値段ですよ。 

  例えば町も非常に高齢化してきている中で、自分たち今回ちょっと町なか歩きますといろ

んな声をいただきました。そうすると、これはどう藤井さん、特別養護老人ホームなんかつく

ってはどうだというような声をいただいた覚えもあります。これは、町長が否定されるなら御

自由ですから否定してください。例えば南伊豆でああいうことがあったんだけれども、うちの

町はできないの。せっかく建物あるんだから、何とかすればいいんじゃないの。待機老人が延

べで111人、実数で59人、町にもいますよという中でやっぱりそういう需要も非常にあるとい

うこともあります。 

  それから、熊本の地震を見るにつけ、熊本の幾つかの市町で地震で倒壊した市庁舎があり

ます。そうすると非常に救援が遅れたというふうに、これはテレビなんかでもおっしゃってい

ました。事実、これは東北のときもそうですけれども、自分たちがボランティアやらで行って

も、町役場が残っているところは割としっかりした受け入れ態勢ができて、その後の態勢もス

ムーズにいくという例が幾つかあるわけです。ところが、町の建物そのものがだめになってし

まうと、これは指令塔がなくなるわけですから、非常な混乱を来し、いらぬ犠牲を強いること

になる。そういう意味では、あそこのアスド会館というのは非常に防災拠点、危機管理センタ

ーになるんではないかと、そういう意味では全電通さんが下さったという趣旨から言えばまさ

にそういうのが一番の使い道ではないかと。それをお荷物だ、お荷物だというふうに売るとい

う考えではなくて、むしろあそこの建物は非常に丈夫だそうですよ、町長。それは管理してい

る方に聞きました。電話というのは最後のインフラだから、非常に丈夫につくっているんだと。

あそこは電波状態も非常にいいんだそうです。また、道路もあそこに太い道があるのは下の

135号がだめになったときのために、あれは地震の後にたしかつくったはずなんですよ、そう

いう迂回路として。あれがまた大川のほう、伊東のほうにつながっていくわけで、そういう意

味では隣町の下田の先般の…… 

○議長（村木 脩君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時１７分 



 

再開 午後 ３時１８分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

○１０番（藤井廣明君） そういった意見、いっぱいいただきました。それも含めてこれは売

却というふうなことがありきじゃなくて、まず使い道を皆さん考えようじゃないかという提案

が当然議会等にもあってもいいし、住民にも投げかけてはいいんじゃないかというふうに思い

ます。 

  使っている方の中に、大人だけじゃなくて子供さんもいらっしゃるわけです。親の方がち

ょっと何かアスド会館を売るという話していますねなんていうふうに言っていたら、子供が心

配して何、アスド会館なくなっちゃうの、じゃ僕たち泳げないじゃないかというふうに言った

と言うんですよ。その方は非常に、その父兄の方はこれは何とか残さなくちゃならないという

ふうに思ったというふうに言っているわけです。 

  町長、当たり前ですよ。これは全て決まってから反対したって、意見言ったって意味ない

わけですから。これからというふうに言って、議会の全員協議会に案件が出てきた以上は、こ

れは私たち議員としては真剣に検討して、この数字は正しいのか大丈夫か、計画書はあるのか、

計画の実現性はどうなんだ、先ほど鈴木勉さんも伺っていたようですが、資金的な裏づけはあ

るのか、そういうようなことを。本当に１年半後につくるというふうに言っているけれども、

実現性はあるのか。前回のときの轍を踏まないだろうなというふうに思うのはこれは当然であ

りまして、私たち議員としての責任だというふうに思っておりますので、そこは何度あれされ

ても譲れない点かなと思いますので、私は真剣に考えて町民の福利厚生の一環でもあり、健康

づくりに役立っている施設をそんなに荷物だ、荷物だと言うものではないというふうに私は思

いますので、これを生かして町長、いい町をつくっていったらどうでしょうか。 

  例えばそれは提案ですが、東京の荒川区なんかでころばん体操、なんかすごい簡単な、結

んで開いてとか、もしもし亀よとかそんなことをやらせて、それをみんなに高齢者の方にやっ

てもらったら非常に病気にかかる方が少なくなって健康になった。健康保険が非常に安くなっ

たと、これは信州の南牧村、そこにもそういった例があるし、幾つかそういった例があるわけ

ですよ。今現在、真剣に健康づくり課も取り組んで、成果が着々と上がりつつある。そういう

中で、これはやはり町の宝としてそこを何とか利用しようではないか、とっておこうじゃない

か、町民のプール等にも重要な存在になっているんだから考えていってほしいなと、ひとつそ



の辺を要望しておきまして私の質問を終えたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 最後に、これは本当にまだ議会の方から、この人たちと話をしていい

ですよというところなんです。当然藤井議員が言っているように議員としての責務、これはあ

ります。それでこれから煮詰めた中で、こういう方向で須磨学園さんと契約書を結びたいとい

うことで今のようなことを言っていただければ、これは契約書を結ぶ中でやっていきます。そ

の中で町としてもさっき言ったような健康づくりの後退、これは絶対させません。そのような

ことをしたら、幾ら前々からのこれに関し町は処分していきたいということは言っております

けれども、処分していきたいけれども健康づくりに関しては絶対後退させません。そういう気

持ちでやっております。 

  その中で、全電通さんからもらったものでございます。これは、当時秋葉大学院のあった

ときに、この財産処分をするときにちゃんと全電通さんに断った中で、町はこういう方向でい

きたいという中で全電通さんもいいですよということを言ってもらったので、もうやっている

のが現状です。そういう中で、全電通さんの建物、これは自分自身は耐震はもう大丈夫だと思

っていますけれども、いざ県の耐震になりますとこれは耐震補強しなければいけないんですよ。

私自身はもう全電通さんの建物だからすごい一番頑丈につくってあると思いますけれども、県

の指針でいきますとこれは耐震補強やらなきゃならない。それに耐震補強よると１億ぐらいか

かるのかな、そういうことも言われております。本当に、簡単に言えば耐震補強にそれだけの

金がかかるんですよ。確かに全電通さんの職員の言っていることわかりますよ。全電通の建物

だから、もう絶対に間違いない。 

  これは私もそう思っていますけれども、いざ県の指針になるとこれは耐震になっていない、

ちゃんと耐震補強しなさい。そういうことを言われておりますもので、ただ本当にこれはまず

第１歩ございます。まず、全協の中でこのところと話をしていいということをもらいましたの

で、これから真摯に須磨学園とお話しをします。その中で、当然こういうことが決まった、ま

たこういうことはどうしたらいいかとかは全協でお示ししますし、またそのときに西さんに来

てもらっても当然参考人に来てもらっても、当然議会としてのこれは責任でございますから、

その辺は十分やっていただければ私はいいんじゃないかと。やっぱり、このアスド会館がいか

にこの町の活性化になるか、これをまた当局も議会も一緒になって考えていければ大変ありが

たいなと思いますので、ひとつよろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 



○１０番（藤井廣明君） ちょっと、議長。さっき早口で聞こえなかったんですよ。改修に今

１億円とおっしゃいましたね。そういうふうに今、言ったので聞こえなかったもので。そのぐ

らいかかっちゃうんですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 耐震ですよ。改修に関しては４億ぐらいかかるらしいですよ。耐震に

関しては工事の中で１億円弱、全部を改修するとなると４億円近くかかるんじゃないかという

ことはちょっと入っております、そういう情報は。 

  以上です。 

○１０番（藤井廣明君） わかりました。ありがとうございます。 

○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） 副町長。 

○副町長（鈴木忠一君） ただいま町長が１億円と申しましたけれども、平成16年に耐震補

強計画が出まして、その中の数字としましては一部改修を含めまして耐震補強をやりますと、

当時のお金で４億数千万という数字が出ております。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） そのように訂正させていただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） よろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） はい、了解しました。 

○議長（村木 脩君） 以上で、10番、藤井議員の一般質問を終結します。 

  掲示板を外へ出しますので、暫時休憩します。 

  30分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時２５分 

 

再開 午後 ３時３０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、築城石の石丁場の整備についてを許

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） 今日の最後になりましたけれども、私の質問は１問です。 

  築城石の石丁場の整備についてをお尋ねします。 

  当町の貴重な文化財である石丁場の整備についてお伺いいたします。 

  ①稲取志津摩本林の石丁場の整備保存を考えているのかどうか。それと２点目は、石丁場

を学校教育、そして観光的な視点で生かす方法を考えているのかどうか、その２点を伺います。 

○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） 内山議員の第１問、築城石の石丁場の整備については２点からの質問

ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の稲取志津摩本林の石丁場の整備保存を考えているかについてですが、当町の稲取

志津摩本林の石丁場跡を初め、町内に点在する江戸城築城石や石丁場跡は貴重な遺跡であり、

東伊豆町の歴史を語る上で大変重要な文化財です。この稲取志津摩本林の石丁場跡については、

現在ＮＰＯ法人全国まちづくりネットワーク東伊豆支所の皆様より、この石丁場跡を広く町民

の方々や児童生徒に対し歴史的遺跡として紹介し、あわせて講座の開催も計画しているので石

丁場跡の調査や、それに伴う雑木の伐採を行いたいといった内容の要望書をいただきました。 

  町では、歴史的、文化的価値を有するものであれば活用されることを願う旨の回答を行っ

たところであります。これからも貴重な文化財を将来に継承するため、地域の皆様にも御協力

いただきたいと考えております。 

  ２点目の石丁場を学校教育、観光的な視点から生かす方策を考えているかについてですが、

既に町内に点在する築城石や石丁場跡を町民の皆様に紹介する取り組みとして、ふるさと学級

や生涯学習講座の中に取り入れ、さらに小学生に対しては毎年発行する「わがふるさと」にも

紹介しております。 



  観光面では、熱川温泉において江戸城築城石を引く石曳き道灌祭や、伊豆急行が観光コー

ス伊豆歴史街道の一環で伊豆急稲取駅に江戸城の築城石ふるさと広場を整備するなど、民間に

も御協力いただき誘客に取り組んでいるところであります。また現在、これらの石丁場跡につ

いては、国指定の文化財登録に向けた取り組みを行っております。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） まず、第１点目の志津摩の石丁場の関係ですけれども、これは私この

間、現場を見に行ってきたんですけれども、すばらしいところなんですね。もう１つは大川に

もしっかりした石丁場があるわけですけれども、あそこはもう民有地でなかなか町が手を入れ

ることができないと思うんですよ。そういう意味で、私は志津摩の本林の関係については本当

に東伊豆町としては貴重なものだと思っています。 

  そういう意味で今、町長が言われたようにＮＰＯが率先してやっていただいているんです

けれども、私はこれをもうひとつ進めて、実際に伊東だとか熱海についてはもうこの３月に国

の指定の登録ができたそうなんですよ。私は商工会にいたときから、もうこの江戸城の築城石

ということについては率先してもう30年前からやって、石曳き祭だとかそういうもの商工会

を通じて行ってきたわけですけれども、それからなかなか進んでいかない。そういう点で、今

ＮＰＯだけにお任せしないで、できれば今こういうものもＮＰＯの仲間でつくっていただいて

いるんですよ。だけれども、これももう自費でやっているような状態、それからいろんな関係

を調査もしているんですけれども、ここのＮＰＯさんだけ、文化財の審議会だとかそういうも

のだけでは、もう済まなくなっちゃっているんです。 

  そういう点でもう少し手をかしていただくというか、例えばお金についても国の補助金だ

とかそういうものも多分あると思うんです。そういうものを活用して、町がもう少し、もう一

段協力してあげて、実際の調査をやっていく。これで、国だとかそういうものの指定をいただ

くについては、専門家、学芸員だとか、あるいは国の著名な専門家がやはりこういうものを記

述しないと、指定だとかそういうものはとれません。だからそういう準備をできれば町が率先

して、このＮＰＯだとかそういう人たちに協力してやってほしいなと。そういうことが今回の

私の質問の狙いです。 

  それと２点目については、やっぱり教育的にもここの地域に石丁場ができたことの歴史だ

とか、あるいはこれは西国の大名が多いんですね。大川の場合なんかについては、西国の大名

が江戸城に築城石を運んでいく。そういうものの石丁場ができたわけですね。それで、今の志



津摩の本林については、同じように西国の久留米の26万石だとか、あるいは福知山の大名が

石丁場をつくったわけですけれども、切り出したわけですけれども、これが基本的に大阪のほ

うに大坂城、そちらに出した資料があります。そういう歴史を教えるとか、あるいは石丁場が

できることによって石工だとか、あるいはそういう皆さんが大勢来て、この地域にどんな影響

があったのかどうか、子供さん方だとかあるいは経済的にもどうなのか、それから西国の地域

とのいろんな交流だとか、そういうものがどうだということについても教育的に教えてあげる

ことも必要かなと。 

  確かに、ふるさと学級だとかいろんなものの中でやっていただいています。できれば今度

の本林についても、石丁場をちゃんと調査をして子供さん方にもわかるようにしてあげてもら

いたいです。 

  もう１点は、観光的にもせっかく本当に歴史的にほかの町にないわけですから、こういう

ものを利用した中で今、石曳き祭についても熱川の観光協会が主催をして、町が補助を出して

やっていただいていますけれども、これも確実に継続していくようなことも大事だし、できれ

ば稲取地区にももう一度復活させるようなことも考えていただけるような格好になれば、もっ

と進んでいくのかなと。 

  そういう点で、教育の観点あるいは観光の観点からもさらに一層進めていくことによって、

まちおこしの一つにしていただければと思っています。そういう視点で、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） 壇上でも言いましたが、稲取の徳造丸の上の本林、これは私も見て来

ました。すばらしいところでございます。その中で町有地と、もう１つ民間の土地があるんで

すね。民間の土地をまたいだ中でありますから、やっぱり町だけのところで果たして整備して

いいのか、そういうこともいろいろ考えます。 

  その中で今回、ＮＰＯの方がこういうことをやるという中で町は要望書が出てきたもので、

そういう文化的価値を有するのであれば、活用することを願うという旨の回答を行いました。

当然今後、そういうことに関して国とかいろんな助成で町が必要であれば、それは手助けやっ

ていきたい。それは考えておりますので、今のところ町の単独でそれをやるのか今のところは

考えていません。とりあえず、今回初めてＮＰＯ法人からこの本林をちょっと調査したいとい

うことを言われてきました。その中で児童生徒に対して遺跡として紹介、また講座も開催、こ

れも計画していると。実際それを本当にやるのか、その辺もちゃんと検証した中で、やっぱり



これが本当にいいものであれば国・県の助成のものがあれば、それを活用した中でまた町も応

援してやっていきたいと考えております。 

  さらに、この文化的文化財、これを国指定の文化財、これはやっぱり基本的には本当に伊

東、熱海、うち、やっぱり石丁場跡としては、やっぱりうちが一番規模も大きいし、当然国と

かそうやってほしい中でやっぱり民間とかいろいろ所有権の関係がありますもので、これはや

っぱり町としてもそういう指定登録していきたいところなんですが、やっぱり土地の所有者の

関係がありますもので、なかなか進まない。これが現状でございますもので御理解を願い、粘

り強くその辺は土地所有者と話し合いをした中で、いい方向に持っていきたい、そう考えてお

ります。 

  あと、石曳き道灌祭。この辺は当然もう町より観光のほうがやっているもので、観光が頑

張ってもらった中で、やっぱり町が支援するのでなくて民間のほうがこれで頑張るんだという

中でそういう熱意がわかれば、それは当然町としても支援していきたい。ただ、町がこういう

ことをやるということは当然長続きはしませんもので、それは当然民間の活力の中でこういう

ことをやりたいから町も何とか応援してほしいと言えば、それはやっていきたいと考えておき

ます。 

  やっぱり築城石というのは、東伊豆町の昔からのそういう一つのいい文化になっておりま

すもので、これはできれば町としても活用していきたいなということは考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） まず、一番初めの本林の関係ですけれども、確かに今聞いている方は

ちょっとわからないかもしれませんけれども、町長が言ったように徳造丸さんの本社がある志

津摩のところですけれども、その上に上っていくと昔別荘地をつくったところがあるんですけ

れども、そこのところまで今の状態ではマイクロ程度、バスは入れませんけれども、途中まで

マイクロで行けて、あとは別荘地になるところで相当広い道があるんですね。それももう町の

道路になっています。そういう点で、一部所有者が民間かぶっていますけれども、地元の方で

もあるし、広大な土地については町のものですから、そういう点で私はここが一番可能性が将

来的には高いのかな。皆さんに、子供さんにもそれから観光的な格好で見せるについても、こ

こが一番ふさわしい場所なのかなと。 

  そういう点を考えると、できるだけ早くに、先ほど言ったように今ＮＰＯがやっています



けれども、ＮＰＯだけではもうそこの段階で終わってしまうんですね。そういう点で国の指定

だとか、そういうものを今を契機にしてやっていくことが、これからのまちづくりについても

相当確実になるものですから、そういう格好のことの考え方をして教育委員会ができるだけ協

力してあげて、当座は予算がなければ予算的なものじゃなくて、一緒にやっていくんだよとい

うことの中でやっていって、本格的なものを数年かけてやっていくようなことができればと思

っています。そういう協力をぜひまたよろしくお願いします。 

  それから、子供さんの教育だとかそういうことについては町長も十分わかっていると思う

し、それから観光的にも私も今の議長も石曳きについては商工会のほうから役場のほうに移管

したときに、率先して一番重要な役割をやってくれた方ですから承知もしています。そういう

点でやっぱり築城石がある町ということの中で、うちの町を見ると稲取でもそこの堤防のもの

の石垣も全部築城石の石であるし、それからほかのところへ行っても築城石のものが忠魂碑に

なったり、いろんな形のものがあります。町中の中にあります。 

  そういう点でやっぱりこれを早くにもう一度洗い直して、観光的にも生かしていかなけれ

ばいけないし、そういう点でイベントも今熱川のほうでやってくれますけれども、町長言われ

たように稲取地区でも復活するような気持ちでやっていただいて、それについては十分町のフ

ォローもぜひお願いしたいということで、私の質問を終わります。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 資料的、そういう町ができるものは資料はＮＰＯのほうには当然送っ

てあります。そういう協力は、もう現在既に行っていることは御理解願います。 

  それで財政的な面となると、やっぱりとりあえず今回どのような形になってくるかをちょ

っと様子を見た中で、それは今後検討していきたいと考えております。 

  それと築城石の町、これは稲取地区と言いました。最初本当にこれは残念なことでござい

ますのは、最初に稲取地区でまた復活したんですよね。それで稲取地区がなかなかできないと

いう中で熱川へ行っちゃった。これが現状でございます。やっぱり稲取地区の方もやりたいか

らという中でやってくれると本当にありがたいです。これが今の現状は、稲取地区でやった中

でもうできなくなったから熱川へ行った、それで熱川の方はこれをもってまちづくりをやって

いきたいというので今やっておりますもので、当然それは大変ありがたいことです。そういう

中でやっぱり築城石の町、当時私も議員のとき、これに対してイベント、莫大な費用がかかり

ました。やっぱり今そういう莫大な費用をかけず、少ない費用の中で最大の効果を上げること。

これが最適だと思いますもので、築城石の町ということは東伊豆町としての顔ですから、やっ



ぱり少ない費用の中で東伊豆町の町の顔として築城石を売っていきたい。そういう考えでござ

いますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、６番、内山議員の一般質問を終結します。 

 

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

─── 

 

◎散会の宣告 

○議長（村木 脩君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時４７分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） 皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は11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２回定例会２日目は成立しましたので、開会します。 

  ３番、栗原議員から、会議を欠席するとの届け出がありましたので、御報告します。 

  昨日の藤井議員の一般質問に対して当局より発言を求められていますので、許可します。 

  町長。 

○町長（太田長八君） おはようございます。 

  昨日、10番議員の藤井議員、一般質問におきまして、副町長の答弁が休憩中であり、ま

た一部答弁漏れがありましたもので、副町長より発言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） 副町長。 

○副町長（鈴木忠一君） 昨日の藤井議員の一般質問の中で、平成19年ごろに町がアスド会

館の売却に当たり、インターネット公売で購入希望者を募集したとの発言がありました。その

ような事実は全くございません。資料の３の購入希望者につきましては、当時、東京都内であ

る不動産の業者の方が、アスド会館が売却のようだというふうな情報を流したことにより、多

くの購入希望者の方が当時、町のほうに来た内容でございまして、資料３の表につきましては

議会全員協議会のほうに提出した資料でございます。 

  また、昨日、秋葉大学への売却に当たり仮契約を交わし、町は1,000万円の手付金を得た。

その1,000万円はどうしたのかという発言がございました。この件に関しましては町が仮契約

を交わした事実はありません。したがいまして、1,000万円の手付金につきましても存在して

おりません。ここで改めて御報告いたします。 

  なお、１点答弁漏れがございました。 

  平成20年ごろの秋葉大学との交渉の中で、昨日藤井議員は資料の２ということで提示さ

れましたが、町の売却希望金額３億円という内容ですが、当時、アスド会館の売却後に介護予

防の拠点設備をほかの場所へつくるという計画がございまして、その費用ぐらいはということ

で、当時、売却希望金額ということで提示した内容でございます。現在はそのような計画はご



ざいませんので、売却希望金額は設定しておりません。 

  以上でございます。 

○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、あらかじめ皆様のお手元に配付したとおりであり

ます。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

─── 

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（村木 脩君） 日程第１ 昨日に引き続き一般質問を行います。 

 

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

─── 

 

◇ 稲 葉 義 仁 君 

○議長（村木 脩君） ２番、稲葉議員の第１問、観光客の安全対策についてを許します。 

  ２番、稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） おはようございます。 

  それでは、早速ですが始めさせていただきたいと思います。 

  第１問、観光客の安全対策について。 

  夏休みの繁忙期を控え、来訪される観光客の安全対策などにつきまして、以下３点につき

ましてお伺いしたいと思います。 



  １つ、本年度における穴切海岸へ至る町道での落石等に対する注意喚起の方法や安全対策

について。 

  ２点目、海浜プールの整備・修繕に関する予算設定の考え方について。 

  ３点目、国道135号線の熱川大橋を徒歩で通行する観光客が目立つようになっております

が、その対応の方向につきまして。 

  以上、３点御質問いたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 改めまして、おはようございます。 

  稲葉議員の第１問、観光客の安全対策については、３点からの質問ですので、順次お答え

いたします。 

  １点目の本年度における穴切海岸へ至る町道での落石等に対する注意喚起の方法や安全対

策についてですが、平成27年度９月議会において、稲葉議員から同じ趣旨の御質問があり、

現況では十分な落石対策工事が施されておりませんが、ハード対策において安全対策を講じて

いくのはなかなか難しいと答弁をしております。しかしながら、この道路を利用する漁業関係

者や散策する観光客はおりますので、道路を管理している以上、最低限の危険告知看板や、あ

るいは危険回避措置はとるべきであると認識しております。担当課には通常の道路巡回や異常

気象後の巡回には、必ず落石等の確認をさせるとともに、何らかの異常等が発生した場合には、

速やかに道路の閉鎖措置などの対応を講じるように指示しております。 

  次に、２点目の海浜プールの整備・修繕に関する予算設定の考え方についてですが、町内

稲取及び熱川海浜プールは、それぞれ地元の観光協会に指定管理者として管理運営をお願いし

ているところであります。海浜プールの修繕につきましては、当該年度のプール営業終了後に

修繕工事に係る設計業務を委託し、その内容に基づき次年度に工事費の予算を計上しておりま

す。ちなみに、前年度の町内４カ所の海浜プール補修工事への総事業費は509万4,000円とな

っております。御承知のとおり、町内海浜プールの運営は、老朽化の進行による修繕費の増大

や利用者の減少により厳しい状況下に置かれておりますが、財政的なこともありますので、施

設の安全面や管理運営に支障のないように配慮しながら、必要最小限の経費に抑制させていた

だいております。 

  なお、台風や高波等の被害に伴う突発的な修繕につきましては、状況に応じまして予備費



等で柔軟に対応させていただいておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、３点目の国道135号線の熱川大橋を徒歩で通行する観光客が目立つようになってい

るが、その対応の方向についてですが、この件につきましては、町でも歩行者の危険性は十分

認識をしており、平成28年４月19日付で下田土木事務所長宛に、橋を往来する歩行者の安全

確保に関する要望書を提出した経緯がございます。今のところ、県のほうから具体的な安全対

策の提示はございませんが、引き続き協議してまいります。 

○議長（村木 脩君） ２番、稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） 御答弁ありがとうございました。 

  穴切海岸へ至る町道につきましては、昨年度も、今、おっしゃられたとおり質問をさせて

いただきました。該当の町道におきましては、これまでにつきましても大雨や台風等の悪天候

のときなんかを中心に、それなりの頻度でたびたび落石なども発生しておりまして、そういっ

た際には現地の状況確認、それと通行制限なんかは担当の課の方々に迅速に御対応をいただい

ております。その点につきましては大変感謝しております。 

  本年度におきまして道路管理者として必要と思われる危険告知の看板、こういったものも

同様に考えていくとのことですが、そのあたり、具体的にどのような対応を御検討されている

のか。これは個人的な意見で、昨年度もちょっと御案内させていただいたこともあるかとは思

いますが、穴切海岸の湾内のほうに行ったときに、崖際、ああいったところに、特にお盆の繁

忙期などは駐車をしたり、下手をするとテーブルを置いて、そこでバーベキューをしたり、そ

んなことをされているような観光客が実際いるようなこともございます。特に、崖際で車をと

める、テーブルを置くというのは、やはり見ていても非常に不安になる部分もございますので、

できればそういったところに対しても何らかの形で注意喚起をしていただければいかがかと思

いますが、そのあたりについてお考えを伺いたいと思います。 

  また、海浜プール、こちらの件につきましては、施設の安全面や管理運営に配慮しながら、

必要な部分の経費を要して整備しているという御答弁を頂戴いたしました。熱川のプールにつ

きましても、毎年現地で確認をしていただき、修繕の希望箇所についてのヒアリング等も行っ

ていただいております。その上でどこを修繕するということを決めていただき、整備を行って

いただいているようなんですが、町長のおっしゃるとおり必要最小限というか、どうしても直

さなければいけないところ、そういったところを確実に直していただいていると、そういった

認識でおります。 



  しかしながら、その反面、プール本体としての機能、そういった部分から少し範囲が広い

部分、周辺の部分につきましては、どうしてもなかなか手をつけられていないのも実情かと思

っております。どうも抽象的な話になってしまいますので、簡単に実情で御案内させていただ

きますと、まず、プールの入り口に当たる階段の部分、こちら、かなり横幅の広い階段なんで

すけれども、多少段が不規則になっていたり、あとは幅が広い分、やはりお年を召された方な

どがおりるときに、かなり、場合によっては転んでしまうというようなケースも間々発生して

いるようでございます。こういった部分であったり、あとは海浜プールということで非常に日

当たりがいいんですが、現状、本当に日よけになるようなものがごくわずかしかございません。 

  来場客を熱中症等、そういったものから守るための日よけの増設なども、希望としては管

理者のほうで持っているようですが、そういった部分、なかなかプールの本質的な修理という

ところをやはり中心にやっていくとなかなか手が回らないところなんですけれども、可能であ

ればこういったところも何年に一度か、少し面倒を見ていただけると、来場していただくお客

様、また迎える側につきましても安心して運営ができるものと考えております。 

  財政的な問題もありますので、全ての対応を求めるものではありませんし、現地で対応で

きるものについては何とか対策を講じていきたいとは言っておりますが、そのあたり、いかが

お考えか、ちょっとお考えいただければと思います。 

  また、熱川大橋の件、こちらにつきましては状況のほうを御認識いただいて、既に土木事

務所宛に御要望も提出いただいているということで、御対応に感謝いたします。この部分、私

どもも非常に気にはなっているんですが、正直、場所が橋ということもあって、危ないのでで

きるだけ渡らないでねと言うこと以外に、なかなか具体的な対応が現状とれておりません。私

も不勉強で申しわけないんですけれども、実際問題、あそこに何らかの対策をとるとすると、

土木のほうで対応されることなので難しいかと思いますが、どういった方法が考えられるのか、

そういったあたりにつきましても何か御意見等ございましたら、教えていただければと思いま

す。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず穴切の件でございます。今、壇上で言ったように安全、防災をや

ると本当に大変お金をかかる中で、これが現状でございます。落石注意は一応５カ所ぐらいや

っています。それで、今、稲葉議員が言ったバーベキューの件、この辺も確かに危ないですか

ら、それはやはり町として─また熱川観光協会と協議した中で、その方向でいいというなら

ばやはりバーベキュー、それはやって、結構使っていることもわかっておりますもので、そう



いう中でそういうふうな意見がありましたもので、確かに危険性があれば町はこの方法で行き

たいということの中で協会のほうに相談しながらこれはやっていきたい、そう考えております

ので、この点についてはよろしくお願いいたしたいと思います。 

  その次にプールに関してでございますが、基本的にはやはり、壇上で言ったように、最終

的には安全面、また管理運営、これが大原則でございます。そういう中でやはり一番困るのは、

来た人がそこで事故を起こした後で、また町の管理運営を言われますもので、今、階段につき

ましては、ちょっとそれは検討してもいいのかなということは考えておりますけれども、ほか

の件についてはある程度、プールにおきましては熱川も稲取も、ある程度歳入がありますもの

で、ある程度その中でやっていただいた中でどうしても足りない、これをお願いしたいと言え

ば、それはまた検討していきたいと思います。基本的にはやはり安全面、そうした管理運営、

この方向で現実にはやっていきたい、そういう考えでございます。 

  次に、３点目の熱川大橋。私も車で通って通行人が本当に危ないなと感じております。そ

ういうふうなのは何とかしたいということで、県のほうに要望書を出した中で、やはり一番い

いのは橋のはね出し。しかしながら、これは一番お金もかかるし、またやった場合、これは大

変厳しいと思いますもので、ほかのことはまだ考えて─とりあえずはね出しと、この歩道橋

をつくっていただきたい、これは要望していきたいと思います。今、何しろそれを第一に要望

した中で、まただめだったら違う方向を考えております。まず第一にそれが第一番として町は

考えておりますもので、その辺の要望はしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ２番、稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） 御答弁ありがとうございました。 

  穴切海岸のところにつきましてはいろいろと難しいところがあるのは承知しております。

そうは言いながらも、どうしても近年のお客様の嗜好の多様化といいますか、砂浜ではなくて

磯がいいというお客様もかなり増えてきて、穴切のほうへ入り込むお客様というのも増えてい

る現状もございますので、できる限りの対応をちょっと御検討いただければと思っております。

もし必要があれば穴切海岸を実際利用している事業者や漁業関係者等もいるかと思いますので、

そういった方々とも連携をとるような形も御検討いただいて、とにかく安全に過ごしていただ

けるように御検討いただければと思います。 

  プールの件につきましては安全管理が第一ということで、おっしゃるとおりだと思ってお



ります。その中で、町長もおっしゃられたとおり、ちょっと階段の部分につきましては、私の

ほうでも意識はしていなかったんですけれども、実際見に行くと、言われてみればそうだなと

いう部分と、多分かなり昔にはなると思うんですけれども、最初の段階では恐らく手すりがつ

いていたような跡もあるようでございます。鉄の腐食と台風の被害等で撤去してしまったとい

うような話は、管理している方からは伺っているんですが、そういったところもございますの

で、ぜひ引き続き御検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  プールにつきましては、このたび白田、それから大川のほうのプールの運営が休止となり

まして、熱川と稲取が何とか運営をしている状態でございますが、稲取につきましても、恐ら

く同じような事情というのはどこかしらあるものかと思います。そういった部分につきまして

は、せっかく残して頑張って運営している部分でありますので、引き続き来場される方が楽し

んで安全に過ごせるように、環境を整備していただくことが管理者の励みにもなるかと思いま

すので、くれぐれもまたよろしくお願いいたします。 

  熱川大橋の部分、そうですね、はね出しという形が対応できれば本当にすばらしいなとは

思っておりますが、恐らく継続して要望を続けてもすぐに対応できるという簡単なものではな

いような気もしております。私も何度かたまにやはり渡ることがあるんですが、特に暗い服な

んかを着て夜歩くと、実際真っ暗で、歩いているこちらも車から見えているのか不安になるよ

うなところもございますので、もし可能であれば何らかの照明というか、歩いている方が見え

やすくなるような工夫というのも含め、引き続き土木事務所のほうに要望をお願いできればと

思っております。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず穴切です。これ本当、安全対策を講じてとなると、全部やらなけ

れば、これ、安全を完全に確保できませんもので、そうなるともう相当金額がかかる。これは

もう何回も言っている中で、その近隣の方といろいろ話し合いをした中で、安全対策とかいろ

いろな面の話をして、ここは大変重要と考えておりますもので、今後、今、ありましたとおり

いろいろな面に関して、地域の方と話し合いをして、どのような方法が一番いいか、これは検

討させていただきたいと思います。 

  次に、プールの関係でございます。 

  稲取と熱川のプール、これは本当に頑張っている中で町としても指定管理でやって、大変

ありがたいと感じております。その点でやはり一番大事なのは安全性、運営上、これはもう町

としても考える中、そういう中で、今、階段の件については前に手すりがあったような形跡が



あると、今、稲葉議員が言いましたもので、これはちょっと早急に現場を見させていただきま

して、それが対応できれば、それは事故が起きてからでは遅いのでありますから、その辺はち

ょっと現場を見た中でどのようになっているか、ちょっと自分の目で確かめてから、それは対

応させていただきたいと思います。 

  それに熱川大橋、これは本当に危険でございますもので、これはもう土木と再三話し合っ

て、これは絶対に事故が起きる可能性があるという中で、どの方法が一番いいかという中をま

た、再度土木のほうと打ち合わせて、近々円卓会議をやって土木と農林の関係の話し合いがあ

りますもので、またこういう一般質問があったので、これを何とかしてほしいということは、

また要望していきたいと思います。その辺またよろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、私設街路灯補助についてを許します。 

  ２番、稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） では２問目の質問に移らせていただきます。 

  私設街路灯の補助について。 

  私設街路灯補助を受けている団体の種別・地域や数、また平均的な補助額や電気料金の金

額に対する補助率といったものにつきましてお伺いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 稲葉議員の第２問、私設街路灯補助についての私設街路灯補助を受け

ている団体の種別・地域や数、また平均的な補助額や電気料金の金額に対する補助率について

伺いますについてお答えいたします。 

  平成27年度に私設街路灯の補助金を交付した団体の種別と団体数は、商店会が８団体、

観光協会４団体及び町内会等10団体の合計22団体であります。 

  また、地域別では大川地区が１団体、北川地区が２団体、奈良本地区が８団体、片瀬地区

が２団体、白田地区が２団体及び稲取地区７団体となっております。 

  補助金の総額は予算の範囲内とし、各団体の電気料を合算し、その総額に対する割合によ

って案分しております。また、電気料金の金額に対する補助率は、平成27年度の実績を年間

に換算しますと18.6％となっております。 



○議長（村木 脩君） ２番、稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） 御答弁ありがとうございました。 

  団体が全部で22団体。大川から稲取まで数はいろいろありますが、満遍なく各地域に散

らばっているということで理解いたしました。街路等の補助につきましては予算総額を各団体

の電気料金に応じ案分をする。で、補助額を決定するということでしたが、この予算額自体と

いうのはこの数年というんですか、特に電気料金の値上げが目立ってくる以前というんでしょ

うか、だから2010年ぐらいから以降というのか、どんな感じで推移しているものなのでしょ

うか。よろしければお聞かせいただければと思います。あわせて、先ほどの電気料金に対する

補助率というところも、もしわかるようでしたらあわせて教えていただけるとありがたいと思

います。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今のはほとんど事務的な質問でございますので、担当課より説明いた

させます。 

○議長（村木 脩君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） それでは、ただいまの稲葉議員の御質問で、まず予算額の推

移ということでございますけれども、100万円を予算額としまして、その中でやっておりまし

たけれども、今年度から一団体が廃止をしたということがありまして、その分としての、その

前の年の補助額４万円を差し引いた、今年度から96万円を予算額として計上させていただい

ております。 

  それから、補助率の推移でございますが、補助額を決めるに当たりまして、４月から12

月の実績で計算をさせていただいていますが、それを年間に換算した場合の補助率ということ

で、平成25年度で15％、平成26年度で15.6％、平成27年度が18.6％という推移となっており

ますが、これにつきましては一団体減ったという部分と、電気料金がここのところで下がって

おりますので、電気料金が下がって予算額は決まっているということであれば補助率は上がっ

てくるという形になろうかと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） 私設の街路灯につきましては、設置のときもいろいろ補助をいただい



て、以後の維持管理を当該団体が頑張って行いながら、一部電気料金を町が補助するというこ

とで、維持管理の部分はとにかく自己責任というのもおかしいんですけれども、設置した団体

がきちんと行うものということで理解しております。ただ、ここ、平成27年度あたりからか

なり電気料金、落ち着いてきましたが、それ以前の部分の電気料金の上昇というか、これがか

なり極端であって、本当にこういう言い方が適切なのかどうかわからないんですけれども、管

理している団体にとってはまさに想定外というか、そんな感じではなかったかと思っておりま

す。実際、私自身が住んでいるところの地区も、わずかではございますが街路灯を持っており

まして維持をしておりますが、平成22年度の電気料、それと平成27年度を比較すると、やは

りざっくり言うと倍近い料金になってしまっているというのが現状でございます。 

  街路灯につきましてはＬＥＤ化による電気料の削減といったものや、そういった形で継続

的に出ていく部分を削減していくという対応策ももちろんあるんですが、それぞれの団体も構

成している人、あるいは業者というか会社等々の減少などもあって、なかなか新しいＬＥＤの

新設というか、新たな費用を拠出するという部分を検討するのもちょっと難しいところもある

のではないかと思っております。先ほども申し上げましたとおり私設街路灯の維持管理につき

ましては、本来設置した各団体が行うということはもちろん承知しておりますけれども、他方

で、夜間に出歩いても不安がない、明るい町並みというのを維持管理していくという意味では、

この部分、観光立町における基礎的な部分、基盤的な意味合いというのも非常に強いと思って

おります。 

  お金のことばかりで大変申しわけないんですけれども、この部分につきましては各団体に

明るい町並みを今後も維持していただくためということで、街路灯補助の予算額、ここの部分

を多少なりとも底上げしていくということを考えることができるのかどうか、そのあたりにつ

いてちょっとお聞かせいただければと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この街路灯の補助、本当、必ず、もう加入者が少なくなった。電気代

がで、町で面倒を見てくれ。もう数団体の方が私どもへ来ております。その中で私、最初の趣

旨のことを言うんです。最初はもう何しろ自分たちが全部やるから、町にお願いをやった。そ

れで、もう本当に苦しくなってからそれを何とかしてくれ。これは、気持ちはわかります。や

はり最初の気持ちを忘れないように頑張ってほしいと考えております。そういうなかで補助金

の増額、今のところ考えておりません。と申しますのは、確かにやはり観光的な街路灯、そし

て防犯的な街灯、当然防犯的な街灯に関しては自分の指針としてはもう将来的にはこの防犯灯



に関してはある程度、これは町が面倒を見なければならないかなということは、もう自分とし

ては思っております。 

  しかし、観光的とかそういうものに対しまして、町がそれに対する補助とか、やはりこれ

はあくまで初心に返っていただきまして、やはりこういった中で観光を盛り上げたいという中

では、やはり観光とかそれに対しましては街灯がありますもので、それに関してまでは基本的

にはある程度、その方たちに見てもらいたい。防犯灯に関しましては将来的には、これは町が

ある程度面倒を見なければならないかな。これは私の指針でございますけれども、一応私はそ

ういう考えを持っておりますし、現状ではその補助金を上げるということは考えておりません。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ２番、稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） 御答弁ありがとうございました。 

  町長がおっしゃられることもよく理解しているつもりでございます。その中で、あえて今

回このような質問をさせていただきましたのは、とにかく今後電気料金がどう推移していくか

というのは、ちょっとまだわからないんですが、この数年の間にかなりのスピードで電気料金

が上がってしまっていること、それによって結果的にこの補助金の電気料金に対する補助率、

これが大幅にやはり下がってきてしまっている部分というのがかなり大きな負担になっている

というところもあり、ちょっとお考えを伺おうかということで質問をさせていただきました。 

  おかしな話というか、本来こういう考え方はいけないのかもしれないんですけれども、こ

この電気料金を何とか減らしていこうという中で、場所によってはやはりせっかく設置した街

灯、先ほど廃止したというところもありましたけれども、少し間引きしようかとか、そういう

形で電気料を下げていこうかとか、そんな話が出ているところもないわけではございませんの

で、町長のお考えを曲げてまでというつもりはありませんが、どこか頭の片隅に置いていただ

いて、何か機会があればまた御検討いただければと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この街路灯につきましては、本当、これからＬＥＤ化するのが一番い

いと自分は考えております。そういう中で商工会の基本的には３分の１、３分の１、３分の１、

こういう助成というのがあります。隣町では本当に商工会の人がぱっと来まして、もう一切地

元には負担をかけないで、町と県、ここでもうやったという経緯があるんです。だから、やは



り町といたしましてはほかの団体が一応ある中でこういうことがあるもので、お願いしたいと

いうことを言ってくれば、そうすれば去年やっていれば、その辺はもう一切、地元の方に負担

なく国、県、そして町だけでそれができたんですね。 

  もう今はそれがなくなってしまったもので、その辺はまた考えておきますが、基本的には、

将来的には先ほど言ったようにこの防犯灯はある程度町が面倒を見なければならないかな。そ

して、実際問題、間引きした中でやっております。そういう中で暗いということも聞いており

ますもので、その辺は十分認識しておりますもので、何とかある程度一定の明るさを持ったま

ちづくり、これはやっていきたいと考えております。御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で２番、稲葉議員の一般質問を終結します。 

 

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

─── 

 

◇ 山 田 直 志 君 

○議長（村木 脩君） 次に、14番、山田議員の第１問、火災におけるサイレンについてを

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１問、火災におけるサイレンについて質問いたします。 

  ３月議会でも取り上げてきましたが、いつ起こるかわからない火災への備えという点であ

りますので、引き続いて今議会でも質問をさせていただきます。 

  前回の答弁からどう進んだのかを伺いたいと思います。 

  第１点は、町長、サイレンを使用しない市町の数とその対応を調査されるというふうな答

弁もございましたが、どうだったのでしょうか。こうした調査をもとに町としての検討はどう

いうふうになさったのか。 

  ３点目に、消防の広域化の中で町の機関である消防団は、この火災延焼のおそれに対して

どう対応されるのか、この点についてまずお伺いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 



（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第１問、火災におけるサイレンについては、３点からの質

問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず１点目のサイレンを使用していない市町の数と状況についてですが、駿東伊豆消防組

合及び下田消防組合管内で申し上げますと、サイレンを市町が使用していないのは12市町の

中で８市町となっており、メールによる対応と伺っております。 

  次に、２点目の調査後の検討はどうなったかについてですが、サイレンを吹鳴していない

市町においては、指令センターからのメールにて対応しておりますので、当町におきましても、

当町の体制等を考慮し、メールでの対応としていきたいと考えております。 

  次に３点目、延焼のおそれに対する消防団の対応はについてですが、消防団の出動態勢、

延焼への対応としましては、第１出動の火災発生地区分団出動、第２出動では稲取、熱川地区

分団出動、第３出動では全分団出動が消防署との協議の中で決められており、火災現場からの

報告により指令センターが指令メールを送信することとなっておりますので、御理解をお願い

いたします。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、サイレンについてが一番の題目なんですけれども、これは２

つあるわけですけれども、町長、行政としてはこのサイレンはあくまでも消防団の出動を促す

という認識があるわけですね。ただ、町民の皆さんからすると、火災の発生を知り、やはり自

分の身に危険が及ばないかどうかという、この部分の認識もあるわけです。消防団員をサイレ

ンで招集することについても確かに是非があります。町内全般で鳴らすことによって、非常に

観光地ということもあれば、時間によっても大変マイナスな部分もあるでしょう。だからメー

ルというものも、これを、そういう活用も時代の流れの中であるのかもしれません。しかし、

誰もが考えることは、本当に夜メールで出動を呼びかけて、本当に参集できるのかという疑問

は誰もが思うことなんです。やはりここの問題がまず一つはあるわけです。 

  もう一つは、サイレンにおいて、やはり近隣で火事が起きていないかどうか。また、それ

が延焼─例えばこの間の修善寺のように強風によって、その危険性が自分に及ばないかどう

かということも、サイレンの鳴っていることを通じてやはり町民は判断してきたと思っている

わけです。だから、ここのところでサイレンが鳴らないことに対する不安感というものを持っ

ているわけですね。いろいろ調べていただいて、では、まず消防団の出動はそれでもいいです。



おいたときに、町民の皆さんのこの不安に対して、やはりいかにサイレンを活用するかどうか

という問題があると思うんです。 

  一応、今日質問するについて、警察署に行ったんですけれども、警察のほうではやはり公

安委員会へちゃんと確認をしますということで、３点目にある消防団が、いろいろちょっと言

われたけれども、出動態勢がある。延焼して、この間も言っているんだけれども、行くまでは

確かにサイレンを鳴らすんですね。消防車というのが、これは道路交通法も緊急車両について

は鳴らす。で、その許可をとっていると。これはこれでいいわけです。で、例えば、   現

着をして火災現場に消防車が着いたときに、その時点で、例えばサイレンを鳴らし続けること

が可能かどうか、道路交通法上の問題はないかという問い合わせをしました。消防車というこ

との必要性があれば、その一定のルールの中で活用されることについては、道路交通法上の問

題はありません。やるかやらないかという、それは皆さん方の考えですよねというのが警察署

の交通課のほうが県警と相談をした最終的な結論でした。 

  ですので、消防団も最終的に実際の火災の段階では消防署、いわゆる広域消防本部の中に

指揮下で動くというような問題もあろうかと思いますけれども、しかし、この際何人もの議員

からも言われるように、延焼や何かの危険性があった場合、当然それは消防車のほうでも広報

等を流すというようなこともあるのかもしれませんけれども、当然それは雨の場合、また風が

強ければなかなか聞き取れない場合、いろいろなこともあります。そういう点で考えると、や

はり消防車等々が出動して、やはりサイレンを鳴らすというようなことが、そこにやはり位置

づけられてもいいのではないのかな。その辺についてもう少し、これは広域消防の問題もある

かもしれませんけれども、町としてその可能性とか活用について、私はもう少し検討していた

だく必要があるのではないかなと思うんですけれども、いかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当、このサイレンに関しては町民からすごい不安視する声を言って

きます。その点は初めてから当座１年間ちょっと様子を見てくれとか言っている中で、確かに

消防団のほうもこれに対しまして、いろいろ真摯に検討はしております。そういう中で、今、

現場へ行くまでサイレンを鳴らすか、そういうことも言っておりますし、これについては延焼

のおそれがある場合、第１出動、第２出動、第３出動とある中で、これをいかに徹底させるか

というのはこれからの課題だと自分は考えているんです。指令本部へ行って、そこから出動す

るなんていうことは、ちょっと時間的に遅いかわかりませんけれども、そこができれば町内で

そういうルールができればいいかなとは考えております。 



  その中で、今度はデジタルの関係で、広報がＦＭ等、今、検討している中で、やはり火災

がそういう雨とか風、そういうときに声が聞こえなくなる。現状はそうでも、今、検討してＦ

Ｍをちょっと検討している中で、それが各所へ行けば、それが直接入りますもので、そういう

中で、そういうことも検討している中で、やはりこう１年間見たなかで、改善すべき点は、こ

れは改善していかなければならんと考えておりますので、消防団のなるべく皆さん方に消防団

の団員がすぐ来るようにということを今、一生懸命検討して、それはやはり一番いいのは火事

になったときに現場に多くの人が集まるのが一番団としてはやりやすいという、消火活動に対

しまして、そういうメリットもありますし、これはまだまだ検討していかなければならない課

題と考えております。 

  そういう中で何が一番いいか、これは検討させていただいた中で、町単独でできるものな

ら、これはやっていきたいと思いますし、ちょっとこれ、今すぐ結論は─とりあえず、現場

から火災へ行く、現場へはサイレンを鳴らしていくということで、今、消防団をやっている中

で、その辺で近場の付近の部落の方に承知させている。私が言ったのは現場に着いてから、や

はり危ないですから、当然近場の家、回った中で、本当に人がいるかどうか、それをまず確認

してほしいということは言いました。そういうので、やはり言ったようにサイレンが鳴らない

中でも、熟睡していると本当にわかりませんもので、そういう中で火事現場の近くの近隣の建

物に対して、人が存在しているかどうか、それは確認してほしいということは言いました。 

  そういう中で、一応この１年間様子を見た中で、改善すべき点は改善していきたい、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） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、根本的にＦＭ波云々かんぬんの問題も、これはあるんだと思

うんですけれども、ただ、今言われるように、実際火災という状況が発生した場合に、当然広

域消防が出動する部分と、当然それに対してまた消防団が当然サポートを含めて出動される。

そういう中でできることをやはり考えていく。それと、町長１年間、１年間と言うが、この１

年間の間いろいろやって、その後、火事等がやはり起きるという場合もあるわけだし、どうい

うことがあるのかもわからない中で、最低限お金のかからない、ただ一つのルールとしては考

えられる、一応ベスト的な─同時に前から町長も言われるように、確かに懸念問題はあると。 

  サイレンを鳴らす、消防団の出動に対してもそうだし、近隣ではやはり延焼のおそれがあ



るというときも、いわゆるやじ馬的な形で、やはり消火活動に支障が出るというおそれという

のは、確かにないとは私も言えないと思います。それはやはり町民の皆さんにも、確かに近隣

で自分の友達や親戚がいて心配だという思いと同時に、そのためにもやはり消火活動の障害に

ならないようにしていただきたいという、ここのところはお互いの、それはお互いできるルー

ルとしていかないと、やはり延焼を拡大させるとかいう、もっと最悪なことになっていくわけ

なので、やはりそこの点が確かに心配される点がないとは言えない。それはもっと啓蒙や広報

活動を通じて町民の皆さんにもお願いをしていかなければ、改善できない問題でもあるし、こ

れは広域になるとかならないとか、消防団の問題ではなくて、町民の皆さんがやはり火事に対

して心配だという思いがあるとすれば、何よりも消火活動をさせていただかなければいけない

わけですから、やはり余り邪魔にならない範囲に、当然消防署や消防団が非常線を張られる、

そういうルール、活動域を確保し、そのルールに協力していただかないと、これは当然できな

いわけですから。 

  都会だったら非常にさばさばしていますから、隣で火事があってもちょっと出てくるぐら

いなんだと思うんですけれども、なかなか田舎ではそういう思いだけではないので、しかし、

それが問題を生じているとすれば、それはその問題として解決をし、しかし、実際の問題とし

ては火事に対する町民の不安、自分たちが、また家族が火災に巻き込まれるというような、不

安を取り除くということの中でできる行動というものを選択していただきたいし、そういう点

でも広域でなくても、また広域が絡んだ場合でも、町がそういう対応を個別に、町民の不安か

ら、してほしいということを町長さんから言われないと広域のほうも動かないと思うし、そう

いうやりとりをするけれどもという、お互い意思疎通をしていかないと、何だと、東伊豆に行

ったら消防団がって、そうではないと、こういうことだよというのは、お互いやはり認識の中

で、広域であれ消防団であれ、やっていただくことが私は必要だと思うので、これはもう、ぜ

ひ町長が動かないとこの問題の解決は、根本的に、全て解決するとは言いませんけれども、町

民の皆さんの不安を少しでも解消していく方向に私は動い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） 当然これに関しましては本当、サイレン、今まで鳴っていたものが鳴

らなくなる。本当に町民は不安に思っております。そういう中で町民の不安を取り除く。そう

いう中で、今、広域になりましたけれども、うち単独の消防団に対しましてはこういうことを

やりますよと。これはもう投げかけていきたいと思いますし、それは当然広域になったとして

も消防団はまた別物だということを言っておりますもので、これは十分そのことはできると思



う。その中で一点、区長会でもやはり、最初これを言ったときにはすごい心配して、それでは

一地区とか単独で鳴らしてもいいのかということを言いました。しかしながら、やはり当然、

今度は広域でやっているもので、とりあえずちょっと様子を見てくれという中で言ってきてお

ります。そういう中で１年間と言いましたが、１年たたないうちにまた不備なことが出たら、

当然そこでも解決しなければならない。そういう考えだと思います。 

  １年間というのはあくまでもめどでございまして、１年以内にそういう何か改善すべきこ

とができましたら、それは改善していきたい。そういうことで、なるべく町民に火事の後、不

安を与えないような方向でやっていきたい、そう考えておりますもので御理解願いたいと思い

ます。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、地域コミュニティーの強化充実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） 次に、地域コミュニティーの強化充実について質問させていただき

ます。 

  町でも婦人会が解散をし、老人会の加入者も大幅に減少している。地域コミュニティーの

中心になっている町内会でも会員の減少という状況がやはり進んでいるというふうに思います。

しかし、一方で今後も高齢化が進んでいくという問題、また、避けられない災害の発生という

ようなことを考えると、町民の安心・安全というのには町というような行政機構による公助に

も両面からおいて限界があるんだろうと。そうしますと地域コミュニティーをどうしていくの

かということが、やはり今、大きな課題になっているのではないかと私は思っております。 

  その点で、１点目に防災や地域包括ケアなどで地域コミュニティー、町内会が自立的な活

動を強めることや連携されることが私は期待されていくと思うんですが、これについてどうお

考えか。 

  ２点目に、今後の地域コミュニティーの充実について、どういう考えを持って対応してい

るのか、その点をお伺いします。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第２問、地域コミュニティーの強化充実については、２点

からの質問になっておりますが、１点目、防災や地域包括ケアなど地域コミュニティー（町内



会）が自立的な活動を強めることや連携することが期待されると考えるがどうか及び２点目、

地域コミュニティーの充実についてどう考えているかについては、関連がありますので一括し

てお答えいたします。 

  地域コミュニティーがさまざまな分野で重要な役割を果たしていることは論をまたないと

ころであります。御指摘のとおり防災面や福祉面、衛生面、教育面、インフラ整備、祭典など

の信仰面、あるいは冠婚葬祭の共助など、多岐にわたり日々の住民生活に密着した活動主体だ

と考えます。ただ、近年の社会情勢の大きな変化により地域コミュニティーの形も変革を余儀

なくされております。少子高齢化、独居世帯の増加により地域行事や防災組織の存続が厳しい

状況となり、冠婚葬祭でも近隣との助け合いが薄くなっているのが現状です。 

  また、町の事業にお力添えをいただく各種委員の選出につきましても、各区役員の皆様に

も大変な御苦労をおかけしております。加えて賃貸住宅などに住んでいる方々の未加入につい

ても一つの問題となっている状況も承知しております。 

  そんな中、各区町内会の活動に対してできる限りの支援を行っていくことはもちろんです

が、定住・移住政策に取り組み始めており、地域おこし協力隊の力などもかりて、この地域に

移り住み、地域に溶け込んでコミュニティーの中で一緒に活動をしてくださるような方々が増

えるような施策を進めていきたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、一般論的に言うと確かにいろいろそういう点はある。特に私

は防災と地域包括、いわゆる福祉という部分で少し考えているんですが、町長、もう、昨日も

鈴木議員も福祉的な対応について言われたような、独居老人、いろいろな問題がありますよと

いうお話をされていました。本当にそういう事態だと思うんです。それを今の、例えば町内会

や福祉なんかだと、もう本当民生委員さんや何かに本当、どんどん仕事の範囲が広がってきて

いるわけではないですか。そうすると、本当にこのやり方でいいのかなということを私は考え

るわけです。かといって全く別にもできないだろうなという点があるんですけれども、我々や

はり意識しなければいけないのは、高齢化の進行で福祉的に考えれば、まだ37％を少し超え

ているけれども、まだ40％にちょっとというような段階ですけれども、国の社会保障・人口

問題研究所の推計データでいけば、もう2020年には40％を超えてくる。 

  その中でも東伊豆町の状況というのは、この2020年以降ずっと大体高齢化率という数字

は40％を超えるんだと。問題なのは、75歳以上比率も25％から30％ぐらいの非常に高い比率



で進行していくという社会を迎えるんだということのわけではないですか。この社会の中で、

町長もよく言われる安心・安全ということでの、いわゆる防災と福祉という、特にこの課題の

中で、やはり地域の皆さんにどう協力していただくのかというのが、私は今課題ではないかと。

安倍さんは１億総活躍社会というふうに言っています。活躍という意味が働いてお金をもうけ

るという意味だけではなくて、地域の中でみんなが安心して暮らすためには、少なくても役場

に防災や福祉の部分では行政機能だけではもう、この状況の中では成り立たないという状況な

んだと思うんです。 

  そこで考えることは、当局のほうも総合計画等の中では防災体制を強めますとか、これは

いろいろ書いてあります。福祉の部分でも全くあれですね。災害のやつも要援護者への支援体

制を強めますとか、言葉はいいんです。福祉のやつも安心して暮らせる地域環境体制をつくり

ますとかいう言葉は全て出てくるんですけれども、問題はもうこの５次総合計画をつくって５

年たって、具体的な中身が出てこないというのが、私、今の問題だと思うんです。 

  ここに県の、まず自主防のほうから行きますけれども、防災関係で言うと、これは県の自

主防災の組織実態調査というのがあるんですけれども、やはりいろいろ課題は書いてある。大

半ややはり自主防が町内会と兼ねているものですから、役員が一、二年で変わってしまう。結

果どういうふうになっているかというと、やはり必要な訓練ができない。計画立案ができない

というのが、うちの町も必ずしも同じとは言いませんけれども、遠からず同じような状況だと

思うんです。人員がどんどん変わる、役員が変わってしまう。専門的な知識もそんなにないで

すから。２年間では身につかないです。 

  今回の熊本の地震で見ますと、よくテレビに出る益城町というのは、自主防災の組織率は

100％なんです。熊本市は60％というふうな状況だったんですけれども、熊本でも避難所の問

題を含めて大混乱をしたと。益城町というのも自主防というのは恐らく町内会があるので兼任

なんだと思うんですけれども、しかし状況としては、被害の状況からすると、避難所の問題を

含めて、対応は非常に後手後手に回るというようなこともあったわけです。こういうふうに考

えていきますと、自主防の問題についても、当然町のほうでも防災委員を強化したり、研修し

てきますとかいう議論もあるんだけれども、防災委員も各自主防の中で増やしていくと同時に、

町内会の中でも一つの部になるようなくらいにして、そこは、自主防の役員が、区長さんが兼

任でも防災関係の部分というのは、選び方も看護の経験とか、いろいろな職人さんがいたりと

か、必要なメンバーもそうなので、それである程度経験を積めるということが、今の課題に対

する必要さではないのかなと。ここがちゃんとしていかないと、やはり熊本の地震のような問



題が出てくる。 

  私自身も、ここでも言いましたけれども、避難所の設営なんていうものは１回やっただけ

ではとてもどうにもならない。どんなにすばらしい人がいたって無理ですね。まして消防団だ

ってどれだけ当てになるかわからない。消防団だってもしかしたら、ああいう熊本地震の場合

であれば、まず発災した、また倒壊家屋や何かで人命の救出や何かもしなければならないとい

うようなことを含めて考えてみても、こういうところをもっと強化して、役場の体制を、また

自主防の体制を少し広げていただいて、強化していくというようなことを考えていただく必要

があるのではないかなと。 

  もう一方で、福祉の面でもそうなんです。福祉のほうもこの普通の問題と災害の問題ある

んですけれども、現状で、例えば地震なんかの災害時の問題でも、町長、総合計画から見られ

るように要援護者の避難をやるといっても、今も大体、我々訓練しても、大体民生委員さんに

やってもらうとかいうことになるわけではないですか。高齢者が４割もいて、75歳以上が2

5％、30％いるというような段階で、民生委員さんだけにこれをお願いできますかという状況

になってしまうわけです。災害時ではない場合で考えてみると、今、町でやっているいきいき

サロンだとか、もう民生委員さんの活動というのが、もうどんどんそこに依拠する活動が増え

てきてしまっているわけなんですけれども、これもなかなか今後、１人の民生委員さんという

仕事に対して、増えていくことによって、民生委員さんのなり手というふうな問題も出てきた。 

  そこで、ここの福祉の分野で考えられるのは、片瀬なんかでは福祉委員なんていう形で隣

組に委員がいて、実際はそんなにしなくて、社協や赤い羽根の募金集めや何かをするというふ

うな活動もあったんですけれども、地域の中にそういう体制をつくっていくとか、そういう考

え方、今だと社協の関係者というのも大体、各町内会の副区長さんや区長代理というのが社協

の組織のあれになっているので、実際ここも町内会と社協が一緒なんだけれども、だから、別

に動く人がいないわけです。だから全部仕事は民生委員にいくと。こういう点では地域の組織

が実際動けない、このままでは、高齢化やいろいろ起きてくる事態に対して対応できないので

はないかというふうに私は思うんです。 

  これら、そういう状況に対して、だから防災委員だとか自主防の防災分野を強めるである

とか、福祉委員やそういう形の中で、当然、逆に人間、人口的にも今、50歳代、60歳代とか

元気な方々も相当数はいらっしゃるわけなので、いろいろな形でやはり町内会、コミュニティ

ーの活動に参加していただくという面も含めて、やっていかないといけないのではないのかな

というふうに思うんですけれども、いかがですか。 



○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員、ほとんどある程度の問題というのを上げていただきました。

そのとおりだと思う。自主防災、本当うちの町は大変すばらしいもの、全国でも誇ってもいい

と思います。やはり任期がありまして２年、長くて４年、ここでどんどん変わっていきますも

ので、やはりこれはいつ来るかわかりません。継続性というのは大変重要と考えております。

そうなると今、防災委員の方も３年に１回か、４年に１回変わっていきますね。最長やっても、

本当はこういうところはもっと自分たちも継続してやった中では10年間、そのぐらいやって

もらった中で、それは一つのあれですから、毎年変わる、３年ぐらいで変わるよりも、それは

継続してやってもらった中でやっていくほうが町の防災も大変強まるもので、これは相手方も

ありますもので、そういう中で大体防災委員もほとんど自主防の役員の中から入ってきてもら

うとか、あと分団長の経験者にやってもらうということになっておりますもので、その辺を加

味した中で、やはりある程度継続性がこれ、絶対必要と考えております。 

  そういう中で、今、山田議員からいろいろな問題を指摘されました。これはひとつ解決し

ていかなければならない。そういう中で、やはり民生委員さんの仕事、本当これ、自分も見て

も、また民生委員の改選がありますからこういうことは言いたくありませんけれども、本当、

大変重要な仕事をやっていただいております。そういう中で、本当、自主防の中では要援護者、

その人はほとんど民生委員さんに面倒を見てもらっている、民生委員が助けるような方向にな

っておりますけれども、これも大変負担になってくると考えています。ただし、民生委員さん

と要援護者はある程度ふだんのつながりがありますもので、今、そういう方向でやっておりま

すもので、これもまた一つ考えていかなければならないなと考えています。 

  それで、やはり民間との協働の中で、安心見守りネットワークができましたもので、この

辺とうまく活用した中で、そういう人たちのところをこの人たちに面倒を見てもらった中でど

ういう状況か。この安心見守りネットワーク、今後はますます増えてもらっておりますし、町

と連携した中でそういう福祉とかいろいろな面で連携できれば大変またありがたいなと考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 防災の、町がこういう方向でやはり自主防なりを、体制をもっと強

化していきたいよと、こういう姿勢をはっきり示さないといけないと思うんです。河津なんか



の場合は、各町内会に専門的な防災士を配置しようとか、そういうことを考えていくわけでは

ないですか。だから、それがいいかどうかは別として、今のままでは万が一の災害に対しても、

非常に町の対応もやはり脆弱ではないのかなというふうに感じます。特にああいう避難所生活

や何かに対しても、町民と自主防との関係もそうだと思うんですけれども、やはりいろいろ熊

本のやつテレビで見ていると、「とんでもない」と、「町は何をやっているんだ」と言うよう

な人たちもいるんだけれども、文句を言っている人しか映さないので、テレビも悪いんですけ

れども。大半、やはり自主防なりで自宅避難しているとか、自分たちは車中で、ここで避難し

ているとかという情報が自主防を通じて町や市に入ってこないから置き去りにされているとい

うか。 

  現状で見回って、「あんた、避難しているの。大変ね」という手を差し伸べられる環境と

いうのは、災害時はほとんどないわけですから。何だかんだとやっても、町民の皆さんは町で

考えれば自主防に自分がどういう形で避難しているのか、避難所にいるのか、また自宅避難を

されているのか、また安全な場所を確保して、そこで、車中で避難しているのかという情報が

集まらないことには、町から、また国から幾ら物資が来たって届けることもできない。そうい

う訓練を含めて、やはり体制を強化していくためには、防災委員を含めた方たちを、また今後、

防災課もできたわけですから、その部分はもう直接的にも防災部門としてやっていかなと、町

内会長さんにいろいろなことを言っても、先ほど町長言ったようにコミュニティーの中では町

内会も果たしている部分というのもいっぱいあるわけですけれども、でもこれはもう、防災に

関して言えば万が一のことだけれども、専門的な知識、経験を積み重ねていないと対応ができ

ないことはもうわかりきっているわけだから、それに対する施策を町が打ち出さないと、これ

から先の問題についていかないし、私は総合計画でも町もこれだけうたっている以上、今まで

の枠組みとは違った一手を打っていくということが必要だというふうに思っています。 

  民生委員の問題、本当に苦労だというのは、私も前、民生委員推薦委員をやったときに感

じているんですけれども、やはり仕事を分けていくということがどうしても今、必要なんだと

思うんです。民生委員さんとは違って。それが福祉委員とか社協の委員になるのか、その言葉

はちょっとわかりませんけれども、しかし、新しくいろいろな地域にいる方々を町内会等で結

集しなければ、今後の地域包括ケアなんかも、今、地域包括支援センターがとにかくみんな仕

事を抱え込んでしまっている中で、やはり高齢化が進んで地域の中で起きてくるいろいろな問

題について、地域の中でもっとコーディネートしたり、いろいろ連携をとれる人たちというの

が、民生委員さんだけでいいのか。民生委員さんのほかにももっと一緒に動いてくれる人がい



ればもっと─昨日も鈴木議員が言っていました、いろいろなちょっとしたボランティアでで

きる、「あ、そんなのやるよ。一緒にやろうよ」とかという、こういう部分もつくっていかな

いと、全てが可能になるわけではないんです。 

  ここのところをぜひ考えていただいて、今後の地域包括ケアというふうな新しい連携を必

要な部分については、何らか福祉の部分でも人材を─ボランティア組織をつくる、リーダー

をつくるというのは、総合計画にはいっぱい書いてあるんですけれども、具体的な形が出てこ

ないものですから、もう総合計画も５年たっているわけです。もう残り５年なんです。絵に描

いた餅にしないで、確実に今の時代が求めている形に、町も組織を変えるんだから、町内会の

皆さんにも御理解と御協力いただいて、そういうところの体制を変えていかないと、今、やっ

ている人たちの負担が増えるだけで、余計困憊して事態の対応が難しくなってしまうというふ

うに思いますが、いかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的にはうちの町、本当、ボランティアさん、本当にボランティア

をお願いすると、やはり表面的だったら嫌だと。それで、やはりボランティアさんがなっても

らうのが一番ありがたい。それが一番町が苦労しているところでございます。それで、本当、

いざ災害となると避難所、これ、本当に私も熊本をテレビで拝見して、それから西伊豆の大雨

のときも避難所に行っている。本当に混乱しているんですね。やはりその中で、混乱はしよう

がないけれども、最小限の混乱。これをやらなければならないと考えておりますもので、先般

の区長会のときも女性がいざ避難所に行ったとき、その振り分けとか、そういうことも実際、

今度は避難所の中でこれもやっていかなければならないと考えております。 

  そうなると災害ボランティアも社協のほうでもありますもので、その辺との連携、これは

今後強くしていかなければ、やはりいざ災害が起きたとき、今までの町のようにこの町も混乱

する、そういう懸念がありますもので、そういうことは、もうふだんからしっかり練習し、ま

して防災課もできましたもので、その辺はしっかりと避難所の運営とか、そういうことはもう

最小限の混乱に抑えていきたい、そういう気持ちでございますし、そういうボランティアの

方々がこれから連携したときに、民生委員と連携した中でこれをやる。これは理想でございま

す。そういう中でまちづくりをやっていかなければならないと考えておりますけれども、なか

なかボランティアをやってくれる人が見つからない。いざ、実際活動しているのは、ただボラ

ンティアとして活動するとなるとちょっと遠慮させてほしいとか、そういうことを言ってきて

おりますもので、そういうことといかに連携してやるか、これが今後の町の課題と考えており



ます。 

  そういう中で民生委員さんの仕事、これは本当は言いたくないんです。大変なことはわか

りますけれども、民生委員もちょっと改選期なもので、ちょうどこれを言うとまた、ますます

民生委員さんが厳しくなってきますもので、民生委員さんの仕事が少しでも和らぐ、そういう

ことを今後町はやっていかなければならないと考えておりますので、やはりほかとの連携、こ

れは十分認識した中でまちづくりをやっていきたい。 

  自主防の許可、これは当然、今言ったように、今の一点は防災、そして福祉それが必要か

どうか。この辺検討した中で、本当、自主防の充実はやっていきたいし、やはり、当然今のと

ころ町の自主防は一番いいと考えているのは、そういう中でそういう担当、福祉とか防災委員、

これを継続─自分はまずは防災力、引き続き長く継続してやってもらえば町も大変助かるな。

そして防災士、隣町は防災士をやっている。その防災士がどれだけ活躍しているか。ただ名前

だけではなくて、やはり年１回研修しているか、年２回ぐらい研修しているか。その辺もまた

隣町から聞いていきたいと思います。ただ、名前だけではまた、山田議員と同じようにいけな

いと考えておりますもので、そういうことであったら最低年１回か２回、これは研修して、そ

の辺はやっていかなければならない、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） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、私、全体として、やはり東伊豆町ではボランティアは大変だ

というのはもうわかっています。だけれども、だから、逆にやはり町内会の中で防災委員だと

かいろいろな町内会の位置づけられた役職として災害に対する協力を「あなた、してください

よ」という位置づけたお願いを─都会のように「こんなボランティアありますから、来てく

れませんか」と言って、「はい」と集まってくるなら、こんな質問しなくてもいいんです。な

かなかこれは難しいと、防災であれ、福祉の問題であれ、言われるとおりで、人間が慎ましい

のか、それはわかりませんけれども。でも、だからしっかりと町や町内会の中に位置づけられ

て、「大事な仕事なんだけれども、大変だけれども、少しこんな分野を担ってくれない」とい

うことで位置づけてあげないと、やる気も出てこないではないですか。みんなから頼まれて、

「しようがない。少しだけやれることをやろうかな」というような人も増やしていかなければ

いけないのが私は実情ではないのかなというふうに思います。 

  町長、まず、自主防関係、防災委員の関係だけれども、これは総務省かな、自主防組織の



沿革と課題というようないろいろな形の中で見ると、確かに言われたように町内会の役員さん

がそのまま防災員になっていたりとか、消防団ＯＢがなっていたりということのメリットもあ

るけれども、逆にデメリットもあるわけです。逆にこの指針で見ると、例えば地域内の専門家

や経験者、中には消防団員、消防署員経験者とか、医師、看護師とか大工、エンジニア、いろ

いろな業種の方が防災委員にいたほうが、訓練を立案する上でも、実際の活動をサポートする

上でも役に立つということもあるわけですね。だから、やはり今の体制、やり方のいい点もあ

るんだけれども、足りない点もあるわけだし、課題もあるわけだから、そういう形の中で、ち

ょっと何とか対応をしていくということが必要だと思いますし、福祉のほうもやはり同じです

ね。 

  やはりボランティアでなかなかできない、ボランティアという形で呼びかけができない部

分では何らか、町内会の福祉委員とか福祉部というものが町内会や何かの中にできて、この町

や社協と、また地域包括センターと連携ができるような足場を地域に持たなかったら、自主防

も福祉も回っていかない。町民にはいろいろな必要な取り組みに手も届かないということにな

るという状況だと私は思っていますので、それは全て総合計画にも私は書いてあることだとい

うふうに認識をしていますから、総合計画に書いてあることなので、この５年間の中で、ぜひ

今までとは違った、高齢化社会に対して東伊豆町はこういう備えをしていきます、こういう形

で一緒に町民の皆さんと進んでいきますよということを示されなかったら、総合計画をつくっ

ても意味がないということになってしまうと私は思いますけれども。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には総合計画、絵に描いた餅、こうならないようにやっている

のが現状でございます。それで前半やったけれども、今度は後期の総合計画をやるんですけれ

ども、それで一点、防災委員に関しましては、今まで防災委員１人はもう通年やってもらって

おります。それで、今度は熱川地区でちょっと防災にかかわったという人がＯＢになったもの

で、これまた引き続き、今度は年間通じてずっと、もうある程度、10年間、任期はあるけれ

ども継続してやってもらう。やはりそういう中で徐々に防災委員さんと任期を長くしてやって

いきたいと考えております。そういう中で防災委員の今、区の役員、または分団のＯＢ、これ

今、防災委員さんほとんど自主防の区のほうにお願いしてありますもので、その点はまた、今

言ったように、では、こういう人は防災委員にお願いしたいということは、また町のほうはで

今、提案されたものもありましたもので、その点は考えていきたいと思います。 

  基本的には防災委員のほうは、今、自主防を区のほうにお願いした中で防災委員をお願い



していますけれども、２名の方は町独自でお願いしている。これだけは御理解願いたいと思い

ます。 

  そして、さらにはボランティアの関係、町のほうから直接こういうことをやるからお願い

したいよと言ったとしても、なかなかそれが、ふだんはやっていても、お願いするとやりにく

いよと、本当、町の人は奥ゆかしいんですかね。自分はこういうことをやってほしいからお願

いしていると、やはり責任を感じるんですかね。そういう中で町からお願いされると、今、や

っている、自主的にやることはいいんですけれども、そこで言われておりますけれども、基本

的にはまた町のほうから積極的にお願いしたりする。ある程度が責任の重さではないですけれ

ども、そういうことを認識してもらった中でその辺はやっていきたいと、そう考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 質問の途中ですが、ここで11時５分まで休憩をしたいと思います。 

 

休憩 午前１０時５０分 

 

再開 午前１１時０５分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  次に、第３問、子供の貧困等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） 次に、子供の貧困等について伺いたいと思います。 

  子育て世代の就労環境の悪化、ひとり親家庭の増加など、子育て環境の悪化が進み、子供

の貧困化が全国的にも懸念をされております。そこで、国や県はこども貧困対策計画というも

のを策定しております。そういう中で町の子供の状況がどうなっているのか。町としてこうし

た計画の中で重点を置き、進める施策は何があると考えておられるのか、この点を伺っておき

たいと思います。 

  次に、全国的に就学援助受給の児童生徒が増えていると言われておりますが、町の就学援

助受給の児童生徒の数とその比率はどうなっているでしょうか。また、町の就学援助の認定基

準とその制度の告知方法はどのようなものでしょうか、お聞きします。 

○議長（村木 脩君） 第３問の答弁を求めます。 



  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第３問、子供の貧困等については、４点からの質問ですの

で、順次お答えいたします。 

  １点目の県のこども貧困対策計画が策定されたが、町の子供の状況はと、３点目の就学援

助受給児童生徒の数と比率はについては、関連がございますので一括してお答えいたします。 

  静岡県では、都道府県ごとの貧困率の数値が公表されていないため、経済的困難を示す客

観的な指標と考えられる生活保護世帯の子ども、児童扶養手当受給世帯の子ども、児童養護施

設等に入所している子ども及び就学援助を受けている子どもの数の推移等を通じて現状を把握

しております。 

  町の子供の状況もこれらの指標の推移に基づきますと、生活保護世帯の子供の数は平成

23年度から平成25年度にかけて大幅に増加し、平成25年度をピークに減少しております。児

童扶養手当受給世帯も平成24年度が最も多く、それ以降は減少傾向になっております。児童

養護施設等に入所している子供の状況は、家庭状況の変化等で各年度で増減しております。就

学援助を受けている子供につきましては現在17名であり、全児童生徒数の２％となっており

ます。 

  次に、２点目の町としてこの計画で重点を置き進める施策は何かについてですが、県のこ

ども貧困対策計画は教育の支援、生活の支援、保護者の就労支援、経済的支援の４つの重点項

目を施策に上げております。現在、当町では経済的負担の軽減等を目的とした、ひとり親家庭

等就学支援事業などを実施しておりますが、今後は子育て支援を重点的に行っていくことで、

保護者の就労や勤務時間延長など仕事に集中できる環境を確保し、保護者の収入増加につなげ、

子供の貧困解消を図っていきたいと考えております。 

  次に、４点目の認定基準と制度の告知方法はについてですが、認定基準につきましては東

伊豆町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱第４条の規定に基づき、経済的理由によっ

て就学困難と認められる児童及び生徒に対して就学援助を行っております。 

  次に、制度の告知についてですが、町のホームページを活用し告知しております。また、

実際に子供と家庭の様子を伺い知ることのできる、教育委員会と住民福祉課を連携させ、状況

把握に努めております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 



○１４番（山田直志君） 町長、数として述べられたのは就学援助の受給者のところだけで、

傾向としては述べられたんですけれども、いわゆる生活保護率であったりいろいろな数字とし

て、増えた、減ったというのがわかっているということは、数字は把握できていると思うんで

すけれども、その把握状況といえば国や県の数値というのは出ているわけですから、町の数値

というのと、やはり比較を私はしたいなと思うわけです。町長、今言われた就学援助の問題で

17名の方が利用されているということでしたけれども、２％と。２％ということになります

と、これは大変低いですね。静岡県は、これは文科省が平成25年度にまとめた、平成25年度

のデータで静岡県は全国平均が16.68％というときに、全国最下位で6.42％だったんです。子

供に対する就学援助の受給状況。静岡県が6.42％という中で、東伊豆町の２％というのは極

めて低いという状況ですね。 

  だから、それは結局町長が言われた、後に、４問目に質問した認定基準だとかの問題がや

はり影響してくるのではないかなと。町長言われたような概念はそうだと思うんです。結局、

最後のところはそれぞれの市町で基準を設ける。これが生活保護と同等だという基準なのか、

生活保護に対してやはり大体1.1倍だとか1.5倍程度までを経済的困難な人と認定するかとい

う、この認定基準があるからこういう問題があるんです。静岡県はその認定基準が全国的には

厳しいということで数字が少ない県だと言われています。これはやはり、その点をよく考えて

いただく必要があるんではないかなと。本当にみんな裕福で就学援助をもらわなくてもいいん

だという状況であれば、それは何の問題もないんです。しかし、やはり共働きをせざるを得な

い、またその中で、また今、離婚されたりして、片親の世帯というのが増えているのは実態で

す。 

  そういう中で、この就学援助の受給率というのは、やはり極めて低いのではないかなと。

就学援助について言えば、学校教育法にも位置づけられて、経済的困難な方々については支援

をするというのは学校教育法に根拠があるわけで、当然憲法等にもあるわけなんですけれども、

法律的にもそういうことになっているという中では、この基準が非常に、やはりよく調査して

見直す必要があるのではないかなと。たしか、町はほとんど生活保護同等世帯しか適用しない。

現状で言えば生活保護世帯の方がいらっしゃれば、ほとんど17人のうち大半が生活保護世帯

の方だということで、実際本当に、では生活保護以外で困っている人たちは、やはりこの制度

を受けられない状況も生じている可能性もあるわけですね。ですからこの辺が問題としてはあ

るのかなという現状です。 

  これも町長、町の第５次総合計画では母子福祉家庭に対して、ひとり親家庭など生活の安



定や自立を促進するための支援、援助を行いますなどなど、総合計画には、またこれもいろい

ろ書いてはあるんですけれども、先ほど町長が言ったように、先般の条例改正で子育て支援制

度の全般を見直して底上げを図ったという点で、当然ひとり親であれ何であれ、底上げは図ら

れている部分もありますが、実態からすると、やはりここの比率は非常に私は高いという感じ

はしていまして、見直すべき状況があるのではないかと私は思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、山田議員言ったように、どのようにして認定しているか。これは

担当のほうから説明いたさせます。確かに２％という数値を見ると本当に少ないような感じを

─見ると、現在所得等の照会、所得等と書いていますから、そのほかにも多分認定すること

があると思います。それは担当のほうからちょっと説明いたさせますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（村木 脩君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ただいまの御質問にありました東伊豆町要保護及び準

要保護の認定基準ということで紹介をさせていただきます。まず、要保護なんですが、これは

生活保護を受けている方ということになります。準要保護につきましては、やはり生活保護者

と準じる程度に困窮されている方ということでありますが、これもアからク、十幾つか項目が

ございます。重立ったものですが、生活保護法に基づく保護の停止、または廃止であったり、

地方税法に基づく町民税の非課税、地方税法に基づく町民税の減免、それから個人事業税の減

免、固定資産税の減免、国民年金法に基づく年金の掛金の減免、国民健康保険に基づく保険税

の減免、または徴収の猶予、あと児童扶養手当法に基づく扶養手当の支給等が基準の中にうた

われております。それ以外にも保護者の職業が不安定で生活が困難と認められるものというよ

うな内容もありますが、そこら辺は、園、学校等にも確認をした中で上げて状況を把握できる

ような体制で行っております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） ちょっと、最終的には一つの基準というのは収入所得という問題に、

一番なってきて、高いところというのは、だからそこの生活保護に準じるというのが、1.1倍

なのか1.5倍ぐらいまで、ある程度の生活保護に準じるという形にとっているのか。もちろん

静岡県内でももう少し、比率がこうあるというのは、町民がそんなの嫌だから、要らないから



ということでなっているのではないのだろうと思うし、また、それは逆に制度が知られていな

い可能性もありますね。 

  ホームページでも掲載してあるということを考えると、もう少し知っていただく必要があ

って、ざっくりで、いろいろ学校によって負担金が違いますから何とも言えませんけれども、

公立小学校の場合で言えばおおむね年間10万円ぐらい、中学校であれば17万円から20万円前

後ぐらいの、いわゆる後納金、給食費等々の支援が受けられるというのが実態ですから、だか

ら、基準の問題もあるし、ちゃんと、あ、そんな制度があるんだということも知っていただく

ということは大事で、本当に母子家庭等々で苦労されている方はたくさん見受けるわけです。 

  小学校、中学校も当然そうなんですが、高校なんかも本当に休む暇がないとか、ＰＴＡの

会合も出てこられないくらい働かなければならないというような保護者の方なんかも、それは

いらっしゃるわけで、これだけ低いということで見れば、その基準はもう少しほかのところを

見直してみるということ、また、告知のあり方なんかも、もう少し工夫できる余地がないのか

というふうなことも、あるということの中では、単価を上げろとかいうことではないですから、

もう少し対応をして町の実態にあった形で、せめて全国平均が15％、県の平均でも６％です

から、それよりこんなに低いということは、私は東伊豆町ではあり得ない。そんなに町民がみ

んな裕福な町だとはとても思えないですから、やはり制度と告知、もうちょっと工夫していた

だいて、できる手を差し伸べ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） やはり子供は全て平等と考えますもので、その辺は見直しとか、それ

は十分考えてもいいと思います。そういうわけで、告知法の中でホームページだけ、この辺は

また学校と話し合った中で、まず学校で子供たちも─それはどの方法がいいか、またそれは

考えた中で、さらにまた教育委員会の事務局長も言っておりますけど、この辺は十分また話し

合った中で、やはり県が６％でうちが２％、やはりこれはちょっと低過ぎるかなと自分たちも

考えますもので、やはり子供たちに十分そういう教育とかそういうことを学ばせる、やはりそ

ういうことをさせないような方向で町がやっていきたい、そう考えておりますので、よろしく

お願いいたしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 以上で14番、山田議員の一般質問を終結します。 

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

─── 

 



◎発言の訂正について 

○議長（村木 脩君） ここで当局より稲葉議員の質問に対する訂正がございますので、発言

を許可します。 

  住民福祉課長。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 稲葉議員の第２問、私設街路灯補助についての答弁の中で、

予算の推移についてですけれども、「今年度から96万円」というふうに答弁させていただき

ましたけれども、「平成27年度から」ということでしたので、訂正をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

（何事か言う声あり） 

○議長（村木 脩君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時２０分 

 

再開 午前１１時２１分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

─── 

 

◎日程第２ 専決承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２８年 度東伊豆

町一般会計補正予算（第２号）） 

○議長（村木 脩君） 日程第２ 専決承認第８号 専決処分の承認を求めることについて

（平成２８年度東伊豆町一般会計補正予算（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専決承認第８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、参議院議員通常選挙に要する経費の不足分について、早急

に予算措置する必要が生じたため、平成28年度東伊豆町一般会計補正予算（第２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（鈴木利昌君） ただいま提案されました専決承認第８号 専決処分の承認を求め

ることについての平成28年度東伊豆町一般会計補正予算（第２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２号）は次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ155万5,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ47億8,749万3,000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。 

  14款国庫支出金、３項委託金、１目総務費委託金、補正前の金額に102万1,000円を追加

し、1,076万1,000円といたします。２節選挙費委託金、細節１参議院議員通常選挙費委託金

102万1,000円の増は、今回の国政選挙に係る事業費に対する国からの委託金の増額措置であ

ります。 

  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53万4,000円を

追加し、２億9,759万3,000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53万4,000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歳出について御説明いたします。 

  ２款総務費、４項選挙費、３目参議院議員通常選挙費、補正前の金額に155万5,000円を

追加し、1,107万9,000円といたします。事業コード１参議院議員通常選挙事業の内容につき

ましては、期日前投票の日数が増えたことにより、投票立会人報酬並びに選挙事務従事者の手



当、また雇い人料などをそれぞれ増額いたしております。 

  また、18節備品購入費、細節１選挙用備品119万9,000円の増につきましては、投票箱及

び記載台の購入費を計上した内容であります。 

  恐れ入れますが、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47億8,593万8,000円に155万5,000円を追加し、47億8,749万

3,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額47億8,593万8,000円に155万5,000円を追加し、47億8,749万

3,000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102万1,000円の増、一般財

源を53万4,000円の増といたします。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（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８号 専決処分の承認を求めることについてを採決します。 

  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） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

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

─── 

 

◎日程第３ 議案第３３号 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

条例の一部を改正する条例について 

○議長（村木 脩君） 日程第３ 議案第33号 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33号 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を改正する条例について、提案理由を申し上げ

ます。 

  市町村が空家等対策の推進に関する特別措置法の権限を持って空家対策を推進していくた

めには、この法律における第７条第１項の規定に基づき、東伊豆町空家等対策協議会の設置が

必要でございます。今回新たに設置する協議会の委員に対する報酬及び費用弁償を東伊豆町特

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に位置づけ、支払をするものでござ

います。 

  なお、その費用につきましては新年度予算において、空家等対策事業の中の協議会委員報

酬並びに費用弁償として計上済みでございます。 

  詳細につきましては建設課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（村木 脩君） 建設課長。 

○建設課長（高村由喜彦君） それでは、ただいま上程いたしました議案第33号について、

御説明をいたします。 

  まず、配付議案の一番最後のページをお開きください。 

  今回の一部改正条例の趣旨は東伊豆町空家等対策協議会設置要綱第４条において、新たに

設置する協議会委員の報酬及び費用弁償について、この条例について定めるものでございます。 

  それでは、改正条例を朗読いたします。 

  条例題名。 

  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を改正する条

例。 

  改正条文。 

  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を改正する条

例（昭和43年東伊豆町条例第13号）の一部を次のように改正する。 

  改正箇所。 



  別表１中「東伊豆町都市計画審議会委員」の項の次に「東伊豆町空家等対策協議会委員 

日額5,500円」を加える。 

  施行日。 

  附則。この条例は、公布の日より施行する。 

  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

します。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「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33号 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４ 議案第３４号 平成２８年度（農山漁村活性化対策整備事業）滞在型市民農園整

備工事請負契約について 

○議長（村木 脩君） 日程第４ 議案第34号 平成28年度（農山漁村活性化対策整備事

業）滞在型市民農園整備工事請負契約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34号 平成28年度（農山漁村活性化



対策整備事業）滞在型市民農園整備工事請負契約について、提案理由を申し上げます。 

  去る５月25日に執行いたしました制限付一般競争入札の結果、契約金額9,061万2,000円

で株式会社竹内組と請負契約を締結するため、地方自治法第96条第１項第５号及び議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、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農林水産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） 農林水産課長。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） それでは、ただいま上程されました議案第34号 平成28年

度（農山漁村活性化対策整備事業）滞在型市民農園整備工事請負契約について、概要を説明さ

せていただきます。 

  今回御審議いただく工事は、稲取地区で整備中の滞在型施設を備えた市民農園を整備する

ものでございます。 

  お手元の工事概要書の記載のとおり、７棟の滞在型施設と附帯設備を整備いたします。 

  昨年施工いたしました３棟を加え10棟とし、来年４月のオープンを目指すものでござい

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。御審議のほどよろしくお願いし

ます。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「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34号 平成28年度（農山漁村活性化対策整備事業）滞在型市民農園整備

工事請負契約についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  この際、午後１時まで休憩とします。 



 

休憩 午前１１時３３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５ 議案第３５号 平成２８年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号） 

○議長（村木 脩君） 日程第５ 議案第35号 平成28年度東伊豆町一般会計補正予算（第

３号）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35号 平成28年度東伊豆町一般会計

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9,031万4,000円を追加いたしまして、

歳入歳出予算の総額を48億7,780万7,000円とするものであります。 

  歳入の主な内容を申し上げますと、県支出金では新婚世帯のスタートアップ費用を支援す

る結婚新生活支援事業費補助金と農業者等が高収益な作物・栽培体系への転換を図るための取

り組みを支援する産地パワーアップ事業費補助金を増額しております。 

  寄付金ではふるさと納税寄付金について、本年度の実績に基づき増額措置をいたしました。 

  次に、歳出の主な内容を申し上げますと、先ほどの歳入と関連しております。 

  新婚新生活支援補助金や産地パワーアップ事業費補助金、また、ふるさと納税寄付謝礼な

どの経費やふるさと納税基金への積立金を増額いたします。 

  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（鈴木利昌君） ただいま提案されました議案第35号 平成28年度東伊豆町一般

会計補正予算（第３号）について、概要を御説明いたします。 

  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9,031万4,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ48億7,780万7,000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。 

  15款県支出金、２項県補助金、１目総務費県補助金、補正前の金額に135万円を追加し、

615万6,000円といたします。１節企画費補助金、細節３結婚新生活支援事業費補助金135万

円の増は、新婚世帯のスタートアップ費用を支援するための補助金の増額措置であります。 

  ４目農林水産事業県補助金、補正前の金額に3,112万9,000円を追加し、5,787万3,000円

といたします。１節農業費補助金、細節５産地パワーアップ事業費補助金3,112万9,000円の

増は、農業者等が高収益な作物・栽培体系への転換を図るための取り組みを支援する補助金の

増額措置であります。 

  17款１項寄付金、３目ふるさと納税寄付金、補正前の金額に5,000万円を追加し、8,000

万円といたします。１節ふるさと納税寄付金、細節１ふるさと納税寄付金5,000万円の増は、

本年度の実績に基づき増額する内容であります。 

  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235万7,000円

を追加し、２億9,995万円といたします。１節財政調整基金繰入金、細節１財政調整基金繰入

金235万7,000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。 

  20款諸収入、４項２目雑入、補正前の金額に498万8,000円を追加し、6,348万4,000円と

いたします。６節消防団員退職報償金、細節１消防団員退職報償金366万8,000円の増は、消

防団員の退職者人数確定に伴う増額措置であります。９節雑入、細節27地域防災組織育成事

業助成金100万円の増は、消防団が使用するプロジェクター購入費に対する宝くじを財源とし



た助成金の増額であります。 

  ５ページ、６ページをごらん願います。 

  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2,073万9,000円を追加

し、４億6,149万円といたします。事業コード15ふるさと納税寄付推進事業、８節報償費、細

節１ふるさと納税寄付謝礼1,992万7,000円の増につきましては、歳入と同じく実績に基づき

記念品に係る必要額を増額するものであります。 

  ５目財産管理費、補正前の金額に105万6,000円を追加し、4,921万1,000円といたします。

事業コード２公用車・バス維持管理事業、18節備品購入費、細節１自動車71万5,000円の増に

つきましては、公用軽自動車の購入費を増額するものであります。 

  ９目企画費、補正前の金額に180万円を追加し、1,958万6,000円といたします。事業コー

ド11結婚支援事業、19節負担金補助及び交付金、細節１結婚新生活支援補助金180万円の増に

つきましては、歳入でも御説明いたしました新婚世帯のスタートアップ費用を支援する補助金

の増額措置であります。 

  15目ふるさと納税基金費、補正前の金額に3,053万8,000円を追加し、4,877万8,000円と

いたします。事業コード１ふるさと納税基金管理事業、25節積立金、細節１基金積立金3,053

万8,000円の増につきましては、歳入と同じく実績に基づき積立額を増額するものでございま

す。 

  ７ページ、８ページをごらん願います。 

  ５款農林水産事業、１項農業費、３目農業振興費、補正前の金額に3,112万9,000円を追

加し、4,436万6,000円といたします。事業コード１農業振興事業、19節負担金補助及び交付

金、細節７産地パワーアップ事業費補助金3,112万9,000円の増につきましても、歳入で御説

明いたしました農業者の取り組みを支援するための補助金を増額するものでございます。 

  ８款１項消防費、２目非常備消防費、補正前の金額に486万5,000円を追加し、4,721万

1,000円といたします。事業コード１非常備消防事務事業、８節報償費、細節２消防団員退職

報償金366万8,000円の増につきましても、歳入と同じく消防団員の退職者人数確定に伴う退

職報償金の増額措置でございます。事業コード２非常備消防活性化推進事業、18節備品購入

費、細節１消防用器具備品107万3,000円の増につきましては、歳入で御説明いたしました消

防団が使用するプロジェクターの購入費を増額するものであります。 

  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ございます。 

  まず歳入ですが、補正前の額47億8,749万3,000円に9,031万4,000円を追加いたしまして、

48億7,780万7,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額47億8,749万3,000円に9,031万4,000円を追加いたしまして、

48億7,780万7,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国・県支出金が3,247万9,000円の増、その

他財源が5,472万円の増、一般財源は311万5,000円の増といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「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35号 平成28年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

─── 

 

◎日程第６ 同意案第１１号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任につい 

              て 

○議長（村木 脩君） 日程第６ 同意案第11号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の

選任についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 



（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 同意案第11号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任につい

て。 

  下記の者を東伊豆町固定資産評価審査委員会委員に選任することについて、地方税法第

423条第３項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

  住所、賀茂郡東伊豆町奈良本483番地。 

  氏名、太田正一。 

  提案理由を申し上げます。 

  前任者が、平成28年６月30日をもって任期満了となるため、新たに固定資産評価審査委

員会委員を選任するものであります。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより同意案第11号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任についての同意を

求める件を採決します。 

  本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決

しました。 

 

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

─── 

 

◎日程第７ 同意案第１２号 東伊豆町教育委員会委員の任命について 

○議長（村木 脩君） 日程第７ 同意案第12号 東伊豆町教育委員会委員の任命について

を議題とします。 



  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 同意案第12号 東伊豆町教育委員会委員の任命について。 

  東伊豆町教育委員会委員に下記の者を任命することについて、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４条第２項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

  住所、賀茂郡東伊豆町稲取386番地。 

  氏名、竹内明美。 

  提案理由を申し上げます。 

  現職の竹内明美教育委員が、平成28年７月３日をもって任期満了となるため、再任をお

願いするものでございます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより同意案第12号 東伊豆町教育委員会委員の任命についての同意を求める件を採

決します。 

  本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決

しました。 

 

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

─── 

 

◎日程第８ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

○議長（村木 脩君） 日程第８ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題と



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） 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について。 

  外岡惠美子氏を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

  住所、賀茂郡東伊豆町稲取700番地の２の２。 

  氏名、外岡惠美子。 

  提案理由を申し上げます。 

  現任者の任期が平成28年９月30日をもって満了となるため、新たに人権擁護委員をお願

い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。 

  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。 

  お諮りいたします。諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦については、適任とすること

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、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推

薦については、適任とすることに決しました。 

  ここで、１時20分まで休憩をします。 

 

休憩 午後 １時１４分 

 

再開 午後 １時１６分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開をいたします。 



 

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

─── 

 

◎日程第９ 静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙 

○議長（村木 脩君） 日程第９ 静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙を行います。 

  静岡県後期高齢者医療広域連合議会につきましては、広域連合規約第７条の規定により、

20人をもって組織されています。その中で、町議会議員区分からは４人を選出して組織する

こととされています。このたび町議会議員区分から選出すべき議員のうち１人が欠員となり、

その補充のために候補者を募ったところ候補者が２人となり、選出すべき人数１人を超えまし

たので、投票による選挙を行うものです。 

  この選挙は、広域連合規約第８条の規定により、全ての町議会における得票総数により当

選人を決定することになりますので、会議規則第33条第２項の規定に基づく選挙結果の報告

のうち、当選人の報告及び当選人への告知は行えません。 

  そこでお諮りいたします。選挙結果については、会議規則第33条第２項の規定にかかわ

らず、有効投票のうち候補者の得票数までを報告することとしたいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、選挙結果の報告については、会議規則

第33条第２項の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票数までを報告することに決

定いたしました。 

  選挙は投票で行います。 

  議場の出入り口を閉鎖いたします。 

（議場閉鎖） 

○議長（村木 脩君） ただいまの出席議員は11名です。 

  次に、立会人の指名を行います。 

  会議規則第32条第２項の規定により、立会人に13番、定居議員及び14番、山田議員を指

名いたします。 

  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、両名が立会人に決定いたしました。 

  候補者名簿を配ります。 

（候補者名簿配付） 

○議長（村木 脩君） 候補者名簿の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 配付漏れなしと認めます。 

  これより投票用紙を配ります。 

  念のため申し上げます。投票は単記無記名です。 

（投票用紙配付） 

○議長（村木 脩君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

○議長（村木 脩君） 異状なしと認めます。 

  ただいまから投票を行います。 

  議会事務局長が議席番号、氏名を呼び上げますので、順次投票を願います。 

（投  票） 

○議長（村木 脩君） 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終わります。 

  これより開票を行います。 

  13番、定居議員及び14番、山田議員は、開票の立ち会いをお願いいたします。 

（開  票） 

○議長（村木 脩君） 選挙の結果を報告します。 

  投票総数11票、有効投票11票、無効投票ゼロです。 

  有効投票のうち、太田侑孝議員 10票。 

          森野善広議員 １票。 

  以上のとおりです。 



  議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

 

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

─── 

 

◎日程第１０ 陳情・要望書等の審査について 

○議長（村木 脩君） 日程第10 陳情・要望書等の審査についてを議題とします。 

  審査を付託した総務経済常任委員長の報告を求めます。 

  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、朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

  平成28年６月16日。 

  東伊豆町議会議長 村木脩様。 

  総務経済常任委員会委員長 藤井廣明。 

  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、61番。 

  付託年月日、平成28年６月15日。 

  件名、所得税法第56条の廃止を求める意見書提出を求める陳情。 

  審査の結果、不採択であります。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） ただいま総務経済常任委員長より報告のありました陳情・要望書等の

審査報告について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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。 



  これより陳情・要望書等の審査報告について採決します。 

  本件に対する委員長の審査報告は不採択であります。 

  この審査報告については、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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１１ 議員派遣について 

○議長（村木 脩君） 日程第11 議員派遣についてを議題とします。 

  お諮りします。議員派遣については、お手元に配付したとおり、現時点で期日等が確定し

ている行事について派遣することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣については、お手元にお

配りしましたとおり派遣することに決定しました。 

 

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

─── 

 

◎日程第１２ 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12 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３回定例会までに調査することにしたいと思い

ます。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。 



  議会運営委員会所管事務調査については、議会運営委員会にこれを付託し、調査すること

に決定しました。 

 

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

─── 

 

◎閉会の宣告 

○議長（村木 脩君） これをもって、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。 

  したがって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本定例会は本日で閉会することに決定

しました。 

  平成28年東伊豆町議会第２回定例会を閉会します。 

  御苦労さまでした。 

 

閉会 午後 １時３０分 
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