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平成２９年第１回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                     平成２９年３月７日（火）午前９時３０分開会 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 施政方針 

日程第 ５ 一般質問 

    １． ７番 飯 田 桂 司 君 

     １）ふるさと納税について 

    ２． ５番 西 塚 孝 男 君 

     １）火災における対応について 

     ２）町の道路整備は 

    ３． ３番 栗 原 京 子 君 

     １）胃がん検診について 

     ２）町営墓地について 

    ４． １番 笠 井 政 明 君 

     １）町内設置のＡＥＤ（自動体外式除細動器）について 

     ２）東伊豆町子ども・子育て支援事業計画について 

     ３）東伊豆町への移住、企業誘致について 

    ５．１０番 藤 井 廣 明 君 

     １）アスド会館について 

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

出席議員（１２名） 

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

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

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

     ８番  村 木   脩 君     １０番  藤 井 廣 明 君 
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    １１番  森 田 禮 治 君     １２番  鈴 木   勉 君 

    １３番  定 居 利 子 君     １４番  山 田 直 志 君 

欠席議員（なし） 

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

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 太 田 長 八 君 副 町 長 鈴 木 忠 一 君 

教 育 長 黒 田 種 樹 君 総 務 課 長 鈴 木 利 昌 君 

企画調整課長 遠 藤 一 司 君 税 務 課 長 正 木 三 郎 君 

住民福祉課長 齋 藤   匠 君 
住 民 福 祉 課 
参 事 

木 田 尚 宏 君 

健 康 づ く り 
課 長 鈴 木 嘉 久 君 健康づくり課 

参 事 村 上 則 将 君 

農林水産課長 鈴 木 伸 和 君 農 林 水 産 課 
参 事 山 田 義 則 君 

観光商工課長 梅 原 裕 一 君 建 設 課 長 高 村 由喜彦 君 

防 災 課 長 竹 内   茂 君 会 計 課 長 兼 
会 計 管 理 者 鈴 木 敏 之 君 

教 育 委 員 会 
事 務 局 長 坂 田 辰 徳 君 水 道 課 長 石 井 尚 徳 君 

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

職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 向 井 青 一君 書 記 木 村 昌 樹 君 

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

 

◎開会の宣告 

○議長（村木 脩君） 皆様、おはようございます。 

  平成29年東伊豆町議会第１回定例会の開会に当たり、議員の皆様におかれましては、公私

ともに大変お忙しい中、御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  本定例会は、新年度予算を審議する重要な議会であります。議会として、町民福祉の向上

や町の発展のために十分審議を尽くし、町民の要望する諸施策に反映すべく、尽力したいと

存じます。 

  なお、春とはいえ寒暖定まらぬ時期ですので、皆様方には健康には十分注意され、議会運

営に格段の御協力を賜りますようお願い申し上げまして、開会のあいさつとします。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成29年東伊豆町議会第１回定例会は成立いたしましたので、開会します。 

 

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

 

◎議会運営委員長の報告 

○議長（村木 脩君） 議会運営委員長より報告を求めます。 

  13番、定居議員。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 皆様、おはようございます。 

  議会運営委員会より、平成29年第１回定例会の運営について御報告をいたします。 

  本定例会には、８名の議員の方々より一般質問が通告されております。一般質問の趣旨を

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

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

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

10番議員、14番議員より掲示板使用、10番議員より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、議員提出発議が１件、条例の改正案が７件、規約

の変更が１件、平成28年度一般会計ほか６つの特別会計の補正予算案、平成29年度の各会計
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の予算案がそれぞれ日程に組み込まれております。 

  なお、議案第19号から第24号につきましては一括議題とし、質疑は一括、討論、採決は各

号ごとに行います。 

  補正予算の説明に関しましては、一般会計は、今回、補正項目が多いため、おおむね200

万円以上、特別会計は、従前どおり、おおむね50万円以上で説明すること。また、条例改正

案等の説明には、新旧対照表、または説明資料等を用いるなどにより概要説明とすることが

協議決定されましたので、当局の皆様もよろしくお願いいたします。 

  平成29年度予算案につきましては、一括上程後に町長の提案理由、担当課長の概要説明を

受け、大綱質疑を経た後に、２つの特別委員会を設置し、付託案件の御審議をいただくこと

になります。 

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

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

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

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

出していただき、質疑の範囲は事業別までとします。持ち時間は１人30分以内で、質問回数

は２回までとさせていただきます。 

  大綱質疑の通告用紙につきましては、既に、議案とともに配付してあります。受け付けは

本日午後１時より事務局で行いますが、締め切りは３月９日の正午までとさせていただき、

その後議会運営委員会を開催します。 

  ３月10日の議会は、午後１時から開会し、大綱質疑を行う日程となっております。 

  以上の内容を踏まえまして、今定例会の会期につきましては、予備日を含め、本日より３

月24日までの18日間とさせていただきます。 

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

則・委員会条例に関すること、議長の諮問に関すること、以上３点を閉会中の継続調査とい

たしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  最後になりますが、議員各位には、平成29年最初の定例会となりますので、活発な御意見、

御審議と円滑な議会運営を切にお願い申し上げまして、議会運営委員会からの報告といたし

ます。 

 

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



－5－ 

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（村木 脩君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、１番、笠井議員、２

番、稲葉議員を指名します。 

 

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

 

◎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いたします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、本日から予備日を含めて３月24日までの18日間とした

いと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、会期は18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。 
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  議会閉会中に提出されました例月出納検査等の結果に関する報告につきましては、既に送

付しました。 

  当局より専決処分についての報告がありました。内容については、お手元に資料を配付い

たしましたので、御確認ください。 

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

あわせて御確認ください。 

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

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第４ 施政方針 

○議長（村木 脩君） 日程第４ 町長より施政方針を行います。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 皆様、おはようございます。 

  平成29年東伊豆町議会第１回定例会を招集申し上げましたところ、議員各位には、何かと

お忙しい中、御出席を賜り、厚く御礼申し上げます。 

  平成29年度の当初予算案、その他諸議案の御審議をお願いするに当たり、所信の一端と大

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

から念願するところでございます。 

  さて、政府は経済財政運営に当たり、引き続き「経済再生なくして財政健全化なし」を基

本とし、名目ＧＤＰ600兆円経済の実現と、平成32年度（2020年度）の財政健全化目標の達

成の双方の実現を目指すとしております。 

  経済対策の円滑かつ着実な実施により、内需を下支えするとともに、民需主導の持続的な

経済成長と一億総活躍社会の着実な実現に向け、アベノミクス「新・三本の矢」に沿った施

策を実現するとのことで、「戦後最大の名目ＧＤＰ600兆円」に向けては、地方創生、国土

強靭化、女性の活躍も含め、あらゆる施策を総動員することにより、デフレ脱却を確実なも

のとしつつ、経済の好循環をより確かなものとし、アベノミクスの成果を十分に実感できて

いない地域の隅々までその効果を波及させるための施策を実施していく必要があるとしてお
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ります。 

  地方行財政分野では、地方財政にかかわる制度の改革、地方行財政の見える化、ＩＴ化と

業務改革、行政改革に引き続き取り組み、地方交付税については、まち・ひと・しごと創生

事業費における「取り組みの必要度」から「取り組みの成果」へのシフトを進めるとともに、

トップランナー方式を導入することなどにより、努力した自治体には厚い配分がなされるこ

ととしておりますが、29年度には対前年度比で2.2％の削減が提示されており、財政的な見

通しは不透明なものがございます。 

  このような中、昨年３月に皆様の御協力をいただき「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

を策定し、「しごとづくり」「結婚・出産・子育て」「人の流れ・まちづくり」を三本柱と

して事業を展開し、人口減少の克服、活力ある地域づくりに取り組んでおります。毎年効果

を検証し、見直しを行いながら実効性のある取り組みを行ってまいりたいと思いますので、

引き続き皆様方の御支援と御協力をよろしくお願いいたします。 

  また、当町の主要産業である観光関係では、28年度の入湯客数は、７月、10月及び12月を

除いてほぼ前年度割れの状態が続き、当該年度累計も前年度に比べ2.0％の減が見込まれ、

総じて厳しい状況にあります。 

  29年度から33年度までの５年間は、観光振興計画の後期として、積極的な事業展開及び魅

力の定着の期間に当たります。関係機関との積極的な連携を検討し、観光を核とした農林水

産業、商工業との連携を強化し、東伊豆町の魅力を一層充実させ、東伊豆町らしさとして定

着を目指して取り組んでまいりますので、各関係団体等におかれましても、さらなる御理解

と御協力をお願いする次第であります。 

  さて、新年度予算編成に当たりましては、依然として大変厳しい財政状況が続いており、

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

議会とともに十分協議し、行政運営に取り組んでまいる所存であります。 

  それでは、29年度の当初予算案でありますが、私はその基本となる方針を「次世代の育成

支援」「移住・定住の促進」「町内産業の振興発展」「健やかで生き生きと暮らせるまちづ

くり」「安全・安心な環境整備」「広域行政への対応」とし、着実に推進してまいりたいと

考えております。 

  特に、出産・子育て支援の充実や、移住・定住の促進などに意を注いで編成したところで

あります。 

  それでは、予算規模について申し上げます。 
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  まず、一般会計の予算規模は47億3,400万円となり、28年度当初予算に対しまして、3,000

万円、0.6％の減となっております。 

  また、国民健康保険、介護保険など５つの特別会計は、合計で37億7,035万6,000円となり、

前年度に比べ0.8％の減となりました。水道事業会計は、支出ベースで６億4,045万9,000円

で、前年度比3.2％の減となっております。 

  一般会計当初予算の内容について申し上げます。初めに歳入でありますが、根幹となる町

税では、町民税につきましては課税所得の増により若干の増収となりますが、固定資産税に

つきましては、地価の下落に伴い減収が見込まれるため、総額は前年並みとなりました。 

  地方交付税につきましては、国・県からの情報に基づき試算した結果と合わせ、近年の実

績も勘案し、2,000万円の増額としております。 

  一方、歳出では、補助費等が増加し、事業終了に伴う普通建設事業費と、児童手当等の減

額に伴う扶助費が減少しております。 

  投資的経費については、稲取漁港の直売施設詳細設計業務委託料、湯ノ沢草崎線のり面対

策工事等、重点施策に絞り込んだため、前年度に比べ大幅な減額といたしました。 

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

障関係経費の自然増などにより、財政状況が厳しさを増していくことは必至であります。そ

のためには、事務事業の徹底した見直しと重点化を進めるとともに、今後は補助金のさらな

る見直しも検討していかなければならないと考えております。 

  歳入面では、財源確保における重要な課題である町税の収納率向上を図るため、静岡地方

税滞納整理機構の活用による滞納整理を初め、28年度に発足した賀茂地方税債権整理回収協

議会など、県・賀茂地区１市５町との連携を図るとともに、29年度から実施いたしますコン

ビニ収納により、納税者の利便性を確保し納期内納付を促すことで、さらなる税収の確保に

努めてまいりたいと考えております。 

  それでは、29年度の具体的な取り組みの大要を説明いたします。 

  初めに「次世代の育成支援」についてであります。 

  子育て支援関係では、ゼロ歳児から２歳児までの保育園の受け入れ児童数を増やすため、

小規模保育事業費補助金を事業者に補助し、開園を支援することで、保育環境の整備を推進

いたします。 

  また、小学生までの児童を有する子育て中の保護者などを会員とし、依頼会員と提供会員

との相互援助活動に関する連絡・調整を行い、子育て中の保護者の負担軽減を図るファミリ
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ーサポートセンター事業を実施してまいります。 

  さらに、放課後児童クラブ在籍の、ひとり親家庭等の子供を対象に、放課後児童クラブ終

了後学習支援等を行い、ひとり親家庭の子育てを支援いたします。 

  乳幼児を持つ子育て世代が、各種イベントへ参加しやすい環境を整えるため、授乳やおむ

つがえを行うテントやベッドなどの備品を整備し、赤ちゃんの駅として各種イベントに貸し

出しますので、御活用いただきたいと思います。 

  継続事業といたしましては、保護者の負担軽減を図り、子供の健やかな成長に寄与するた

め、中学生までの子供医療費無料化や、保育ママ事業、放課後児童クラブ、特別支援教育等

事業、言葉の教室、子宝祝金等、引き続き実施してまいります。 

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

門職が必要に応じて支援を行う、子育て世代包括支援センター事業を実施しておりますが、

産後ケア委託の内容を充実し、産後の母子支援をより柔軟に行えるよう整備いたします。 

  少子化に伴う町内各学校の小規模化が進む中、我が町の未来を担う子供たちにとって、学

校教育環境はどうあるべきかを目的に、学校教育環境整備委員会を設置し、27年度より検討

を行ってまいりました。この中で特に小規模化の現状が顕著にあらわれている大川幼稚園と

大川小学校については、熱川幼稚園、熱川小学校に統合することが望ましいとのと答申を受

けましたので、30年４月からの統合を決定し、町議会及び住民各位に対し報告を行ったとこ

ろでございます。なお、29年度はさらに具体的な準備を行うため、準備委員会を設け協議を

行うとともに、必要に応じた予算要求なども行ってまいりますので、関係各位の御協力をお

願いいたします。 

  また、28年度中には、当町全体の学校教育環境のあり方についても答申をいただきます。

その内容について皆様に御報告することはもちろんのこと、その実現を目指した説明会や協

議会の設置なども考えておりますので、皆様のより一層の御理解と御協力をお願いいたしま

す。 

  次に、人口減少に歯どめをかけ活気ある町をつくるための「移住・定住の促進」を進めて

まいります。 

  若い世代が住居を求めて町外に転出している現状に歯どめをかけるため、29年度から若者

が家を新築・購入することに対して補助制度を創設することを予定しており、新年度予算に

計上いたしましたのでよろしく御審議をお願いいたします。これにより若者の定住を支援し、

結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援を行ってまいります。 
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  また、稲取新宿通りに古民家を改修し、お試し移住体験施設を昨年６月に開設いたしまし

た。本年２月までの９カ月間で11組、24名、139日の利用があり、そのうち２人の方が実際

にこちらに移り住み、１人は起業するなど、早速成果があらわれており、４月上旬まで予約

で埋まっている状況ですので、さらなる効果を期待しております。 

  27年度に開設をいたしました空き家バンクですが、町中の賃貸物件の要望が多い中、29件

の登録がなされ、５件の物件が成約となりました。引き続き、少しでも移住希望者の意向に

沿った住居を提供するため、また空き家を減らし安全・安心な環境整備のためにも、所有者

の皆様には御理解と御協力をお願いいたします。 

  昨年４月から３人の地域おこし協力隊を受け入れ、空き家対策、農業振興及び観光振興の

分野で活躍しており、活動を通してさまざまな方々と交流し、町の皆様からも好意的に接し

ていただいております。29年度は新たに天草漁の存続、耕作放棄地対策及び観光振興で３人

の増員を考えており、地域振興の担い手としてさらなる活躍を期待するところであります。 

  空き家利活用拠点づくりとして、今年度、東海汽船事務所１階を芝浦工大の学生が中心と

なって改修いたしました。このたび町の生活文化を展示するスペースとして改修を終え、去

る２月25日にはオープニングイベントを実施いたしました。今後、多くのお客様の御利用を

期待するものであります。また、29年度には引き続き２階部分の改修を計画しております。 

  27年度から２年計画で実施しております、滞在型市民農園整備事業は10区画が完了し、４

月にオープンを迎えます。日帰り型とあわせまして全て完了いたしました。市民農園運営協

議会を中心に地域の活性化に努め、移住・定住の推進に向け空き家バンクとの連携も模索し

ていきたいと考えております。 

  次に「町内産業の振興発展」についてであります。 

  稲取漁港の区域内に農協・漁協と連携し、生産者の所得向上、地域活性化の促進、担い手

や雇用の創出、耕作放棄地の解消、稲取地区の中心街の再生等を目的に、農・水産物の直売

施設の立ち上げを検討いたします。中心的集客施設の創設により、町民や来訪者に親しみの

ある憩いの場として、整備してまいりたいと考えております。29年度は実施設計と行政手続

の申請を予定しております。地域活性化の鍵となる重点政策でありますので、議会の皆様と

十分協議をし、また御理解をいただき、よりよい施設整備をしてまいりたいと考えておりま

す。 

  雇用対策につきましては、例年、商工会主催により東京都内で東伊豆温泉旅館合同企業説

明会を開催しておりましたが、今年度から美しい伊豆創造センターに業務を引き継ぎ、伊豆
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半島全体で参加団体を募り実施することになりました。また、町内の建築関連産業の振興を

促進し、住民の居住環境の向上と地域経済の活性化を図るため、引き続き住宅リフォーム振

興事業を実施いたします。 

  外国人旅行者（インバウンド）は、2016年も国全体では2,400万人を超え、今後も着実に

増加が見込まれることから、当町におきましては、外国人旅行者が安定的に増えていく環境

整備とともに、リピーターの確保を中心とした好循環をつくってまいります。特に台湾旅行

者の割合が高いことから、引き続き台湾の大学生のインターンシップを積極的に招致し、受

け入れを大幅に増やしてまいりたいと考えております。 

  昨年、当町の観光振興の中心的役割を担う町観光協会が、任意団体から一般社団法人へ組

織を改めました。法人の安定的な運営のためには、一定の収益性が確保できる仕組みづくり

が求められることから、自主財源の確保に向け各種イベントによる収入に加えて、旅行業の

登録により宿泊あっせんや訪日観光客の宿泊等のあっせん、さらには着地型旅行商品の造

成・販売等の新たな事業展開を支援してまいります。また、将来の統合を見据え、各地区の

観光協会の一体化を促してまいります。 

  24年度より実施中の中山間地域総合整備事業は、奈良本農道の完成、白田集落道・稲取農

道４号の用地買収を中心に事業実施する予定であり、県営事業で整備中の一般農道稲取とと

もに、農業基盤の整備に力を注いでまいります。 

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

月から開始したクレジット決済や返礼品の充実により、寄付額は大幅な伸びとなりました。

29年度におきましても、寄付額の区分拡大や、さらなる記念品の拡充を図り町内産業の振興

発展に取り組んでまいります。 

  次に「健やかで生き生きと暮らせるまちづくり」についてであります。 

  行政運営において、住民福祉の向上は最優先課題でありますので、町民の皆様が生き生き

と安心して暮らせるまちづくりを目指してまいります。 

  まず、健康づくりについてですが、身近な資源を利用した健康づくりのための新たなプロ

グラムの構築に向けて、公民館を利用した健康づくり教室のモデル事業を奈良本区において

実施いたします。 

  また、今年度準備を進めております健康マイレージ事業について、健康づくりを実践され

る町民の方々に得点が与えられ、より健康づくりに励んでいただけるよう事業の拡充を図っ

ていきます。 
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  当町の子供の虫歯の有病者率は、県内では非常に高く、その対策が急務と思われます。母

子の保健事業におきましては、５歳児歯科健診と妊婦歯科健診を新たに実施することを初め、

フッ化物を利用した虫歯予防など、歯科保健対策を進めます。 

  同じく母子保健事業として、新生児聴覚スクリーニング検査を行い、難聴など聴覚障害の

早期の発見に努めます。 

  また、食育推進事業につきましては、当町の特徴でもあります幼稚園・保育所・小学校・

中学校・高校と一貫した食育事業を地域と行政が連携して行ってまいります。 

  次に、福祉関係ですが、国の施策ではありますが、消費税率の引き上げが延期され、福祉

財源が抑制されたことを踏まえ、経済対策の一環として臨時福祉給付金給付事業を実施いた

します。社会全体の所得の底上げに寄与するとともに、低所得者の安心感を確保するため、

延期された２年分半を一括して支給するものです。基準日、平成28年１月１日時点で住民票

のある方で、28年度住民税の非課税者に対し、臨時福祉給付金１万5,000円を支給いたしま

す。 

  また、住民サービスの向上を目的とし、全国のコンビニ店で住民票や印鑑証明書等の交付

を受けることのできるコンビニ交付サービスを30年度からの導入に向けて準備を進めてまい

りますが、住民票等の交付を受けるには、マイナンバーカードが必要となりますので、今後、

カードの取得について推進してまいりたいと考えております。 

  次に「安全・安心な環境整備」についてであります。 

  平成34年11月に運用期限を迎える、アナログ同報系防災行政無線にかわる防災行政無線の

デジタル化を含めた防災情報通信システムについて、整備費、維持管理等のランニングコス

トや、住民への迅速かつ有効な情報伝達のあり方について、28年度に実施した調査機関の報

告をもとに、協議、検討し期限までの整備を進めてまいります。 

  多額の経費を伴い、町財政に大きな影響を与える整備となりますので、議会の皆様におか

れましても、積極的な協議、検討をお願いしたいと考えております。 

  また、津波が発生したとき災害からの迅速な復旧を図るため、津波災害警戒区域を対象に、

熱川地区から地籍調査事業に着手してまいります。 

  次に住宅の耐震化についてですが、無料の耐震診断など、本年度も幾つか補助メニューが

ございます。特に補強工事の割増助成期限は30年３月末までとなりますので、工事を検討さ

れている町民の皆様には早目の活用をお願いし、住宅の耐震化に取り組んでいただきたいと

思います。 
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  空き家対策の状況でございますが、去る２月20日には第２回目の空き家等対策協議会を開

催し、東伊豆町空家等対策計画の基本方針の内容について、御審議いただいております。 

  その他、道路の保全関係でございますが、国の社会資本整備総合交付金２次補正分で採択

を受けました、道路橋定期点検委託、町道湯ノ沢草崎線のり面対策工事、町道小橋熱川線熱

川線橋改修工事、町道稲取片瀬線舗装補修工事につきましては、繰り越しにより事業を実施

し、国道並びに町道の通行の安全確保に努めてまいります。また各地区の要望箇所につきま

しては、優先順位と危険度を考慮し、対処してまいります。 

  消防団においては、火災等から住民の生命、財産を守るため、駿東伊豆消防本部と消防団

との連携強化に向けまして、協働訓練など実際の災害を想定した訓練を実施するとともに、

今後の消防団を取り巻く社会情勢等を踏まえた消防団組織の体制等の見直しについて協議検

討を行い、機動的な組織となるよう地域の消防、防災力向上に努めてまいります。 

  また、伊豆東部総合病院の新築につきましては、平成29年５月連休明けに新病院が開院す

る見込みと伺っております。 

  町民が要望する小児科や産婦人科等の設置につきましては、引き続き経営母体である医療

法人康心会に働きかけていきたいと考えております。 

  次に「広域行政への対応」についてであります。 

  学校教育の専門的事項の指導に当たる指導主事は、賀茂５町では未配置の状態でありまし

たが、賀茂地域の広域連携協約に基づき、賀茂５町でこれを共同設置し、さらに県及び下田

市の指導主事と連携して賀茂地区の学校支援体制の強化を図ってまいります。 

  美しい伊豆創造センターにつきましては、１月30日の理事会において、４月より一般社団

法人と任意団体の二本立ての、美しい伊豆創造センターとして運営することが決定し、一般

社団法人では観光に関する事業を担当し、観光以外の事業については引き続き任意団体で担

当することとなりましたが、将来的には一般社団法人に一本化する予定となっておりますの

で御理解をお願いいたします。 

  河津町との一部事務組合で進めております東河環境センターにおけるごみ処理施設の延命

化につきましては、ボイラー化ではなく単純延命でＣО２を３％以上削減することにより、

国の二酸化炭素排出抑制対策事業交付金２分の１を活用し、水噴射方式（現状方式）で実施

することが決定されました。29年度より施工される予定でありますが、この事業に係る事業

費は多大となりますことから、町民の皆様の御理解をお願いし、あわせて今後の施設管理に

当たり、今まで以上のごみの減量と分別の徹底をお願いいたします。 
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  次に、主な特別会計でございますが、まず、国民健康保険関係につきましては、財政運営

を都道府県が担う30年度からの国保新制度スタートに向け、県と市町の協議の場として設置

されました静岡県国保運営方針連携会議や主管課長会議において、納付金や保険料率の算定、

国保運営方針等の協議が進められます。円滑に新制度へ移行できるように取り組んでまいる

所存です。 

  また、前年度に引き続き、物価上昇の影響で軽減対象者が縮小しないよう、軽減判定所得

の基準額を引き上げるなど、低所得者などに配慮した制度改正が行われますが、一方で、高

額療養費限度額が引き上げられます。 

  後期高齢者医療保険関係につきましても、国保同様、軽減判定所得の基準額が引き上げら

れますが、保険料の軽減特例措置については段階的に縮小されます。 

  介護保険関係につきましては、29年４月から市町が地域の実情に応じて取り組む新しい介

護予防・日常生活支援総合事業がスタートいたします。当面は、国の基準に準じた介護予防

事業を実施してまいります。また、地域包括ケアシステムの構築に向け賀茂広域にて、介

護・保健事業の連携、認知症施策の推進、生活支援体制の整備などについて協議が進められ

ます。また、30年度から３カ年を計画期間とする第７期の介護事業計画を策定いたします。 

  風力発電特別会計につきましては、昨年から３号機に基幹的な故障が発生し、新年度は２

機での稼働となるため、収支面について従来から大きな変更を余儀なくされました。今後運

営方針については慎重に検討していく予定であります。 

  最後に、水道事業会計でありますが、収益的には、５期分までの水道料金調定額は料金値

上げの関係もあり、前年度対比1.0％増加しておりますが、使用水量はホテル・旅館などの

大口使用者を中心に需要が伸びず、前年度対比2.8％減少しています。 

  費用的には、大きなウエートを占めている動力費で、電気料金が下がっていることもあり

減少しておりますが、厳しい経営環境が続いております。引き続き未収金の収納強化に努め

ながら、費用の抑制に努め、事業運営に努めていきたいと考えております。 

  また、町立体育センター裏で実施している水源試掘調査につきましては、水脈も発見され

掘削も終了しました。現在、揚水試験と水質検査を行っており、よい結果を期待しておりま

す。 

  これからも、安全で安定した水の供給に努めてまいりたいと考えております。 

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

して暮らせる町、笑顔があふれる町」を目指し、限られた財源の中で諸施策に誠心誠意取り
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組んでまいりますので、議員各位並びに町民の皆様の御理解と御協力を心からお願い申し上

げまして、施政方針といたします。 

 

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

 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（村木 脩君） 日程第５ 一般質問を行います。 

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

３回以内となりますので、御協力ください。 

 

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

 

◇ 飯 田 桂 司 君 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員の第１問、ふるさと納税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。 

  平成29年を迎え、１月、２月、３月ということで、新年度予算も含めた定例会、多くの方

が質問をされるようです。今回、１問を通告してございます。御答弁よろしくお願いいたし

ます。 

  ふるさと納税についてを伺います。 

  全国1,741の市区町村、県下35の町や市があるわけですけれども、今、ふるさと納税に対

する意識が高まってきているわけです。現状と今後についてを伺います。 

  １点目、現状と今後について。 

  ２点目、返礼品の選定について。 

  ３点目、寄付金の使途はどのように。 

  以上、３点についてをお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 
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○町長（太田長八君） 飯田議員の第１問、ふるさと納税については３点からの質問ですので、

順次お答えいたします。 

  まず、１点目の現状と今後についてですが、ふるさと納税につきましては、平成27年度か

らは記念品の贈呈を開始し、28年４月からはインターネットでの申し込みやクレジット決済

を導入しております。 

  このような施策の成果や、29事業所から131品目の記念品の提供により、２月末現在で

4,008名の方から4,484件、２億5,850万円の寄付申し込みをいただいております。 

  また、29年度からは記念品区分の上限を現行の寄付額20万円から100万円まで引き上げる

ことにより、さらに選択肢を増やすとともに、町内施設で提供されるサービスや体験、季節

限定品や数量限定品など幅広く記念品等を募集することにより、町の魅力を発信していきた

いと考えております。 

  次に、２点目の返礼品の選定についてですが、返礼品につきましては、地場産業の振興発

展につなげるため、東伊豆町の魅力を発信することのできる地域の特産品等に限定しており、

町と産業団体連絡会の各代表で構成する審査会において、記念品の審査、認定を行っており

ます。 

  29年度分の申請につきましては、３月10日までに申請していただき、24日には審査認定を

行う運びとなっておりますが、申請につきましては、その後も随時受け付けることといたし

ておりますので、町内事業者の皆様には魅力的な返礼品の開発及び提供をお願いいたします。 

  次に、３点目の寄付金の使途はどのように、についてですが、寄付金の使途につきまして

は、平成26年までは、既存の社会福祉基金や教育振興基金などに積み立てしておりましたが、

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

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

本来のふるさと納税の趣旨といたしまして、施策の内容に対して理解、賛同を得て寄付先の

自治体を応援してもらえる制度とされております。寄付者の意向に応えられるような施策を

展開してまいりたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 今、御答弁をいただきまして、本当にありがとうございます。 

  ３点ということで、１点目は２点、３点目に関連がありますので、お話の途中で混同する

かと思いますけれども、ひとつよろしくお願いいたします。 
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  現状と今後についてお話を伺ったわけですけれども、今、町長から御答弁ありましたよう

に、県の予算も１兆2,058億円、町の予算が47億3,400万円ということで決まり、これから新

年度予算について、審査討議がされるわけですけれども、近隣市町の状況を新聞等で確認を

いたし、なるほどなということで、確認をしたわけですけれども、0.6％の減、大変緊縮財

政となり、新規事業を極力抑え、削減予算の中で今後の財政のあり方、今、町長答弁の中で

もありましたけれども、こういう時期にきておるのかなということで考えます。 

  さて、本題に入るわけですけれども、ふるさと納税ですが、2009年に2,000円以上につい

て、個人住民税、所得税が控除されるとされ、全国各地で取り組みがされてきたわけです。

しかし、町として職員の繁忙、積極的なアピールがないために、ちょっと少し乗りおくれて

きたのかなということで考えます。 

その後、時を経まして2014年の９月議会、私、質問されて町長の答弁の中で、従前に比べ

寄付をしていただく方が増加をしており、寄付をしていただくとき、礼状と広報「ひがしい

ず」を送っているよと話されました。まだまだ、大変ちょっと少し遅れておるのかなという

ことで、町長にお話をした経過があるわけですけれども、それはそれとして、ここにきて、

新聞報道もありました、テレビ等もありましたですけれども、２月14日、国として高市総務

大臣が返礼品の見直し、変更をちょっと金額はもとより商品等を含めて是正を図らなければ

と、有識者会議を募って検討に入るということでお話を聞きました。町の現状として、今後

についてですけれども、新年度予算、説明が全協でもお話があり、予算の中で総務、民生、

農林課等々事業実施をされ、説明があったわけです。その中で、まだほかの担当課でも、こ

のふるさと納税について使われるところがあるのかなということで、もしありましたらお知

らせいただきたいなと思います。 

  ２点目の返礼品の選定について伺うわけですけれども、その前に、先般２チャンでテレビ

の川柳をちょっと見ておったわけですけれども、その川柳の中で「ネット見てふるさと選ぶ

グルメ通」という川柳が出て、ああなるほどな、ということで感じたわけですけれども、ま

さに今、全国各地の特産品がテレビ、ラジオ、その他の報道等によりインターネット通販に

より取り寄せができる状況の中で、町として商品選び、今、町長が答弁いただきましたけれ

ども、やはり、商品選びで大変御苦労されておるのかなということで、以下３点ほどちょっ

とお聞きしたいですけれども、特産品、名産品としてどのような今度特産品、名産品が選ば

れておるのかなということで、私ちょっと商品見てみないからわからないですけれども、内

容について、わかる範囲で結構ですので、お知らせいただきたい。そして、納税者が納税し
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ていく、ふるさと納税を出していただく方が、希望があるのかなと、こういうものが欲しい

よと、こういう商品が欲しいよということで申し出があるのかなということ、この１点と。 

  それから、２点目、返礼品が寄付額の何％を占めているのか、どのぐらいの寄付額がある

のかなと。それが第２点目。それから、３点目、これは新聞報道等でも問題になっているん

ですけれども、返礼品の是正、金額等を含めて、是正をこの町は行うのか。近隣市町の状況

も確認しておりますけれども、是正を行うのかなということで、その３点について返礼品の

関係についてお伺いいたします。 

  次に、３点目の寄付金の使途、使い道について伺うわけですけれども、納税された皆さん

には使途、使い道については御案内をされていると思いますが、先般、ラジオにてふるさと

納税の利用について、ラジオをちょっと聞いておったんですけれども、これ長野の方です。

少子化が進み、小学校・中学校統合あり、地元の高校が閉校の危機にある。町として何とか

してくれないかということで、その中で、ふるさと納税にて全国より生徒を募集する、その

ための基金として積み立ててくれないかということで、卒業生よりお話があり、ラジオのア

ナウンサーと一緒にお話をされていたラジオを聞きました。 

  使途については先ほども言いますように、予算説明資料の中でも確認しているわけですけ

れども、今後寄付をいただく中で、使途について大変問題提起がされてくるわけですけれど

も、よりよい効果のある使途、使い方をお願いしたいなと思います。そんなことですけれど

も、高校・大学と進学について、それから、高校・大学と進学について町の育英基金あるわ

けですけれども、これは前にも一議員が質問したことがあろうかと思いますけれども、高

校・大学の進路について、勉強したくても家庭の事情により進学ができない状況下にいるよ

うな学生、または生徒であっても、かつ必要な資格を有するものに対して、奨学金を貸与し

てその学業を助け、もって有為な人材を育成するという東伊豆町育英奨学基金条例というの

がつくられていると思うんです。こういうこともある中で、ぜひ、この使途、ふるさと納税

の基金について、何かこう地元から出る子供たちに基金として使ってもらえないかなと、基

金として積み立ててもらえないかなということで提案をし、この３点を質問させていただき

ます。 

  ちょっと長くなりましたけれども、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） 事務的なことは、原課から答弁させます。 

  まず、ふるさと納税乗りおくれた、私はもうそういう観点はありません。ふるさと納税の
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趣旨が、基本的に返礼品ありきで、本当のふるさとを思っている方がふるさとにやる、そう

いう体質がなかったから、自分的にはふるさと納税はやる気はなかったです。 

  しかしながら、一般の商工会の会員の方が、やっぱり地域の特産品を全国に発信するため

には、これは非常にいい施策じゃないかというようなもので、おととしあたりから力を入れ

てきた、これが現状です。だから、私はふるさと納税に乗りおくれた、そういう観点は一切

ございません。ほかの首長さんというものは、やっぱりあって、やっぱりふるさと納税やる

人、さらにふるさと納税の趣旨が果たして、返礼品が本当に過熱しております、それで本当

にふるさとを思っている方がふるさと納税をやっているのか、そういうことの中でふるさと

納税はやらない自治体もかなりありました。 

  しかしながら、ふるさと納税やった自治体が相当な寄付があったもので、今、見直しがさ

れておりますが、今、飯田議員が言ったように、国のほうでは高市総務大臣が過熱化、これ

本当にすごいですよ。やっぱりうちの町は大事で返礼品を後で詳しく説明しますが、４割以

下に抑えております。もうほとんどの方は５割ですよ。半分が返礼品でやっています。そう

いう中で、また半分の中のまた半分の今度はいろんなクレジットカード決済とか、また職員

とか、本当に残るお金は微々たるものだと私は思います。 

  しかしながら、これはあくまでも、地場産品とかそういう特産品を全国にＰＲするために

本当にいいあれですから、おととしあたりから、力を入れまして、おかげさまで今年度は２

億5,000万円近くの寄付もありました。その中で、自分のできる施策もやらせていただいて

おりますもので、その中で、乗りおくれたとは自分は思っておりませんで、ただ、そのふる

さと納税の趣旨に沿った中ではないのでやらなかった、それが現状でございますので、その

辺は御理解願いたいと思います。 

  そういう中で、商工会の皆様方がふるさと納税で地場産品を一応全国に発信していただき

たいと、そういう趣旨がありましたもので、それは一理あるなという中で、おととしから力

を入れている、そういう現状でございます。 

  さらに、もっと、私はこのふるさと納税はあと５年もてばいいんじゃないかと。やっぱり

地方にとっては大変いい制度でございますが、東京とかそういう大都市、これは基本的に税

が減りますから、もう当然そのあたりからもう不平不満が出てきます。現にもう出ておりま

す。その中でこのふるさと納税、本当の趣旨でやっていければいいんですが、今、飯田議員

が言ったグルメ通のね、そういうふうになっているように私も感じますもので、これは、あ

る程度長くは続かないと考えていますけれども、今、おかげさまでこのふるさと納税によっ
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て、この町の施策が多少できてきておりますもので、ある程度ふるさと納税によって町は外

貨を稼ぎたい、そういう気持ちでございます。それによって、外貨を稼ぐとことと、地場産

品、そういうものを全国に発信できる、そういう中で、このある限り、ある程度今は力を入

れていきたい、そういう考えでございますので、御理解願いたいと思います。 

  あと、その使い道です。これは当然、これから、今、飯田議員が提案されたようなことも

検討していきたいと、いろいろ、希望に沿ってやっておりますもので、その辺の希望もまた、

総務課長かどなたかやりますけれども、やっぱり今、ちょっと違いますのは、稲高の存続と

いう中で、全国的に集めたらどうかと言っています。ただし、賀茂郡の高校は危機的な状況

にあります。基本的には多分県で高校の見直しをやるときには、賀茂郡が多分ターゲットに

なる、これはもうあると言われております。松崎か稲取か。そういう中でそうならないよう

な方向でも広域連携の中でやっていますけれども、稲高を存続させるためには、そのような

方向がいいか。ただ一般の普通高校じゃなかなかそういうことやっても来ないと思うんです。

これが例えば、東伊豆町に特化した学科とかそういうものがあれば、また話は別ですけれど

も、そういうときにやっぱりふるさと納税を使った中で生徒を募集する、そういうことも可

能であるとも考えておりますけれども、それはちょっとまだ検討させていただきたいと思い

ます。その育英奨学金もそれも提案です。だから、今後どのような使い道がよいかというの

は、やっぱり教育というその使ってほしいということも多分あると思いますので、そういう

中でこれから検討していきたい。飯田議員が提案したことは検討した中でできるものはやっ

ていきたいし、厳しいなと思えばやってみて…… 

  そのふるさと納税につきましては、新年度の事業、それはまた原課が説明いたすのでよろ

しくお願いします。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木利昌君） 新年度予算でのふるさと納税を財源として使用するものにつきま

しては、今、町長のほうから御答弁ありました、小規模保育所への補助、それから若者の住

宅取得についての補助、それから、農林水産関係で直売所の設計と、その３点となってござ

います。それから、ふるさと納税をする方から、どんなものが欲しいかという申し出ですが、

これについては、今のところ聞いておりません。 

  それから、返礼品のパーセントですが、これにつきましては、１万円の寄付につきまして

は3,000円の返礼品、２万円につきましては6,000円、３万円につきましては１万円、５万円



－21－ 

以上につきましては２万円ということで、うちの町につきましては、30％から40％の間でや

っておりまして、よくあるような半分というところまではまだいっておりません。 

  今後、返礼品を是正するかということですが、是正につきましは、うちの町の返礼品につ

きましては、特に厳しい審査をしております。特に地場産品の関係ですとか、その辺では、

いろいろ決めごとをした中でやっておりますので、総務省の指導の中に入っているものと私

は思っておりますので、今のところ是正するつもりはございません。 

  特産品の内容ですが、やはり、水産関係ですとキンメダイの鮮魚、それから加工品、あと、

農産物ですとミカン、イチゴ、それから花、それとあと、肉ですね、豚肉の関係があります。

それから加工品ですとジャムですとか、あと、先ほどちょっと漏れましたが、水産物ではそ

のほかに伊勢海老、アワビ、サザエ等この辺があります。それから、そのほかには、宿泊補

助券ですとか、ゴルフ場の利用券、動物園等の入園券等が主なものとなってございます。 

  それと、うちの町はふるさと納税をしていく際に、納税者から一応目的を持って納税して

いただくような形をとってございます。基本的には、教育子育て、２番目が地域福祉、３番

目が生活環境、４番目が指定事業ということで、自由に書けるような形になってございます。

５番目が町長にお任せするという内容で、寄付をいただいておりますので、その内容に沿っ

た形で使途を決めていきたいなと。また、寄付をしていただいた方には、これらをどのよう

な使途で使ったかを公表するような形になっておりますので、今後も公表しながら、どのよ

うな形で使っていくかを決めていきたいなというふうに考えております。 

  それと、やはり町といたしまして、維持補修とか修繕ということは、これは町がやらなけ

ればならない事業ですので、ふるさと納税につきましてはそういうことではなくて、先ほど

町長の御答弁にあったように、先進的なものになるべく使っていけたらなと、その中で、寄

付者の意向に沿った形を取り入れてまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 大変詳しく御説明をいただきまして、本当にありがとうございます。 

  冒頭、町長に、乗りおくれたなんていう、バスや電車の乗りおくれと違うわけですけれど

も、大変私も言葉を間違えたのかなということで、反省するわけですけれども、やはり、一

つこと、実績が上がってくるわけです。納税にしても何にしても、上がってくる数字を見た

ときに、簡単に見たときに、町民、私も含めて、あ、何だ東伊豆町は少ないのかな、どうし
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てなのかなということで、こう考え危惧するわけですけれども、私も返礼品の関係ですけれ

ども、以前もちょっとお話をしたわけですけれども、50年代、キンメのみそ漬け、まだうち、

あるいはホテル等で出されておったわけですけれども、全国発送するものがないなというこ

とで、仕事柄、近隣の会社を募りまして、キンメのみそ漬けを民間企業にお願いしまして、

全国発送し、１日に100、200ということで発送した経過があり、大変いい勉強をさせていた

だいたことがあるわけですけれども、町として、返礼品の関係、納税が目的なのか、返礼品

欲しくて納税をしておるのかなということで、しかし、町長が言うように、地域経済の振興

を兼ねているよと、地場産品の返礼により町の知名度を上げる、自治体を応援する本来の姿

が本当に基本的にはこれなのかないうことで私は思うわけです。 

  そんな中で、特別変わったなというこの町の大体港が近い、あるいは農業が盛んなところ、

そういうところでは、もう出るものは、返礼品が大体決まっておると思うんですよ。魚にし

ろ、かんきつにしろ、いろいろあろうかと思いますが、何かこう、稲取で、熱川地区で変わ

った商品がないのかなということで、一つ思うわけですけれども、ちょっと一例として、私

暮れに門松を、皆さんもつくると思うんですよ。私もホテル、旅館で使うような門松もつく

るんです。つくってホテルに届けたり、会社に届けたりしたこともあるわけですけれども、

門松、大体早いところは10月の末から11月、つるし雛をつけて門松を送ってみたらどうかな

と、そんなことも冗談かもしれませんけれども、返礼品の一つとして何かこう、町としてつ

るし雛と結びついたようなものがないのかなということで、私は考えるわけです。ぜひ、そ

ういうことも含めて、お願いをしたいなと思います。 

  次に、３点目の寄付の使途について、今、総務課長からいろいろとお話を伺いまして、金

額を含めて１万円、２万円、３万円、５万円以上ということでお話を伺ってわかりました。

国も３月２日、先般、テレビで皆さん見られた方もあろうかと思いますけれども、参議院予

算委員会の中で、新年度より奨学金の見直しについてということで、国立、私立大学の質の

向上、ちょっとこの質の向上ということがどういう意味かちょっと余りよく理解できなかっ

たわけですけれども、質の向上を目指して予算配分をしていくと、総理が答弁をしたわけで

す。 

  今後奨学金問題については、改正がされていくと思いますけれども、ぜひ、町としてもし

っかりとした子育て支援、いろいろな形であろうかと思いますけれども、基金として奨学金

で使ってもらえるのかなということであります。 

  そういうことの話の中で、先般、教育長とともに稲取高校の卒業証書授与式、卒業式に行
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ってまいりました。大変この子供たちの姿を見たときに、これは、子供たちがいいなという

ことで思うわけですけれども、私、高校の話になりますけれども、以前校長に含め、町長に

もお話ししたことがあろうかと思いますけれども、農業科、隣に農業試験場がある、そして

もう一つは、観光科をつくってもらえないかと、お話をしたことがあるんです。というのは

この町、観光立町と銘打っている中で、やはりこの町へ全国から生徒さんが来て観光を学ぼ

うよと、そういう科ができないのかなと、ただ普通科そういうものはあるのはいいとして、

何かこう変わった科ができないのかなということで、もう、新しい校長さんにもお話はして

ありますけれども、やはりそういうことで、この高校が存続をする、賀茂郡下の大事な高校

として存続をしていくようなことを、今から真剣に考えていくところがあろうかと思います。

ぜひ、そのことも町長を含め、御確認をいただきたいと思います。 

  そういうことで、ぜひ寄付金についても、担当課より多くて使い道に困るよと、そういう

お話が出るくらいの、ぜひ寄付を、町長あと５年くらい目途かなということで大変寂しい話

ですけれども、やはり、この町の財政を潤す一基金として、ぜひ増額がされるようにお願い

を申し上げまして、私の一般質問を終わります。 

  よろしく御答弁をお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） このふるさと納税は本当ね、今度は伊東も真剣にやるんですよ。やっ

ぱり、伊東の市長もこれに対して果たしていかがなものかという中で、あんまり力入れてい

なかったです。そういうので全国でこうなってきたもので、担当のほうからも新年度は伊東

も力を入れますもので、大分厳しくなってきますよということは言ってまいります。そうい

う中で、やはり東伊豆町としての独自のこれ出した中で、やっぱりふるさと納税のこれは増

やしていきたい、そう考えております。その中で、３月10日、一応また産団連の会長だそう

いう中で、新しいやつが来て、これが本当に東伊豆町にふさわしいかという中でまたやって

いきます。 

  それで、今、門松という話が出ました。確かに門松単体だとやはり、うちの町のじゃない

ですか、基本的には今度すぐその審査委員会の中では、門松だけでは、やはり全国どこにで

もありますから、東伊豆町の特産ではないという中で、これはすぐごめんなさい、撤去され

んですが、これにプラスつるし雛となれば、またこれは違いますから、そういう中で検討し

ていく、つるし雛の単体も返礼品の中に入っております。しかしながら、なかなかやっぱり

ある程度高価な中で、本当に知っている人でなければわからない中で、やっぱり希望者があ
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るらしいですから、それでまたもっとつるし雛のＰＲをしながら、うちの町、やっぱり門松

プラス何とか、これは絶対必要だと思います。門松だけじゃなくて、この東伊豆町独自のや

つを付加した中で、この東伊豆町の特産、そういうことが考えられると思いますから、これ

も一応その中でまたいろいろ検討していきたいと思います。 

  また、これをやってくれるところがなければ、とてもじゃないけれども、また、そういう

業者がなければ、やっぱり一番西伊豆町は盛んにやっておりますけれども、いいほうに循環

しているんですよね。やっぱり売れるから商品を開発しよう、それでどんどん売れるから商

品を開発しよう、その中でやっぱりいい循環になっております。ただ、そういう中で、うち

の町もそのように来たんですから、また、出す人がさらに商品を開発してこういうものがで

きたからという中で、こういうふうにやってくれればさらに伸びると思いますもので、出す

人につきましてはそういうような方向でやってもらえたら大変ありがたいと思います。 

  そういう中で、高校、これは話は違いますが、私も本当これは危惧しておりますし、土屋

副知事も賀茂伊豆半島担当、これも大変危惧しております。やはり基本的には、いずれ高校

の統合になるときには、西か松崎か、こことうちの町、これ本当もう入っているらしいです

よ。だから、そういうふうにならないためにも、その教育委員会というものがやっています

もので、その中でこの観光科、農業科、そうなると、このふるさと納税は使う可能性はでき

ます。 

  しかし、普通学校に対しましてこのふるさと納税を使うことは果たして価値があるのかな

と考えておりますもので、稲高が一気に伸びるためには何しろやっぱり生徒数を増やすこと、

さらに飯田議員が言ったように、ふるさと納税を使って特色ある科をつくるという、これは

私も賛成でございます。これはまた県のほうに言った中で、こういう方向でできないかなと

いうことは、やっていきたいです。そういう中でふるさと納税を使うこともこれは一理ある

のではないかと考えております。 

  そういうことで、以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で飯田議員の一般質問を終結します。 

  この際、10時50分まで休憩とします。 

 

休憩 午前１０時３８分 

 

再開 午前１０時５０分 
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○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 西 塚 孝 男 君 

○議長（村木 脩君） 次に、５番、西塚議員の第１問、火災における対応についてを許しま

す。 

  ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） おはようございます。 

  私の質問は、２問からなっていますので、よろしくお願いします。 

  第１問目、火災における対応について。 

  稲取地区で発生した火災における消防署と分団の消火活動などはどのようであったか、次

の点を伺います。 

  １点目、メール発信での分団は対応はできたのか。また、団員へのメールの発信での実情

はどうであったか。 

  ２点目、デジタル無線での消防署と分団の通信及び分団同士の連絡はできたのか。 

  ３点目、水道課は出動していたのか。 

  よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 西塚議員の第１問、火災における対応については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点目のメール発信での分団は対応できたのか、また団員へのメール発信での実情

はどうであったかについてですが、メール発信への分団の対応につきましては、第一出動に

おいて迅速な対応が行われたと考えております。 

  駿東伊豆消防指令センターから配信された第二出動を促すメールに対しては、出動がスム

ーズに行われなかったと報告を受けております。 



－26－ 

  このことを受け、町では、現場において第一出動以降の出動指令を迅速に伝達するため、

タブレット端末からメール配信が行えるように対応を図りましたので御理解をお願いいたし

ます。 

  次に、２点目のデジタル無線での消防署と分団の通信、及び分団同士の連絡はできたのか

についてですが、まず、デジタル消防無線を消防団が使用することはできませんので、相互

通信する場合は、現在消防団が使用しているデジタル防災行政無線を消防隊が使用する方法

が考えられます。 

  しかしながら、隊員がデジタル消防無線とデジタル防災行政無線の２つを使い分けること

は、現場での混乱等、消火活動に影響を与えかねないため、消防隊と消防団の間で、現場活

動の指示等については、消防隊の指揮隊長及び現場指揮隊本部から得た情報、指令を消防団

本部が無線、伝令により分団へ指示を出すことが相互に確認、取り決めが行われております。 

  また、本部と分団、分団同士の通信につきましては、現場での無線の運用において、スム

ーズな伝達ができなかったと聞いております。 

  このことを受け、消防団内で検証いたしまして、今後訓練を通じ、団本部からの指揮命令

体制の見直し、無線や伝令による分団等への情報伝達の徹底を図っていくと報告を受けてお

ります。 

  次に、３点目の水道課は出動しているのかについてですが、火災発生の通報と同時に出動

はしておりません。 

  現在は、火災の規模に応じ、防火水槽への給水補給が必要な場合など状況に応じた出動と

しておりますが、今回の火災での防火水槽等の使用状況を踏まえ、体制等について検討して

いきたいと考えております。 

○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） 町長、今の町長の答弁ですと、第一出動はうまくいったと、第二出動

が問題があったと。そのことですけれども、第一出動、第二出動という中で、その第一出動

がどこであるかと、稲取地区のような密集しているところ、そこのところで、いわゆる境目

がわかる、わからないというのがあると思うんですよね。そこで、１個分団だけを第一出動

で出して、本当にそれで対応ができていくのかという点があると思うんですよ。 

  それと、１点目、署と分団の通信ができないということは、署が現場に着いたときの無線

は分団は聞こえてないということになりますよね。それだと、自分も消防団の本部長、副団
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長の経験ありますけれども、団は無線を聞きながら水利を探して出動していかなければなら

ないというのが鉄則なんですよね。それで、今のお互いが通じていないということは、１カ

所に集中してしまうということが起こるわけですよね。そうすると、やっぱりああいう大型

車、特殊車というのはなかなかバックしたり、方向変えたり、ほかの水利へ移動するという

ことが非常に難しいと。そういう中で、やっぱり新しくデジタルにしたのに、いわゆる分団

と署との連絡、それと今、この消防署と団が一緒じゃないから、本部より団のほうが先行っ

た場合は、命令系統がつながっていないのかということも、いわゆるデジタル無線が、署の

無線が団に聞こえていないということは、そういうことだって起きるわけですね。そういう

ことが円滑に起きられるような、今の２つの無線、防災無線と消防署との無線とのあり方と

いうものが、うまくできるようになっていくのかを聞きたいですけれども。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まずは、消防団に対しては本当にふだんより心より敬意を表します。 

  そういう中で、今回、駿東の広域になりましてちょっと初年度ということで、ある程度の

混乱があります。これは事実でございます。その中で、今回の稲取地区における火災におき

まして、いろんな不備な点というかが出てきて、それを改良しているところでございます。 

  その中で、やはり私も一般の町民から今まで鳴ったサイレンがなぜ鳴らないのだといろい

ろ言ってきます。サイレンを鳴らしてほしい、また今回も議会の申し入れがありますよね。

その中でやっぱり区長会も訪問して、あと、あじさい学級のほうからも一応そういうことが

あった中で、とりあえず、この１年間様子を見た中でいろいろな検討をして不備があった、

それは直しますよと言っております。 

  そういう中で、やっぱりサイレンの第１に、これのまず、今までは鳴っていた、火事だと

いうことがあった。まずサイレンを鳴らすということは、まず消防団員に火事だ、現場に来

いというこれが一番です。確かに町民も不安と思いますが、やっぱりサイレンの第一義は、

消防団員です。やっぱり、火事だから早く現場に来なさい、これが一番のサイレンの意義だ

と考えておりますもので、その中でいろいろその後、消防団がいろいろ検討した中で、なぜ

サイレンがないのか、放送がないのか、メールでは気がつかない。この中で親戚や知り合い

など火事があっても知らないでは困るので、これは本末転倒なんです、基本的には。 

  やっぱりサイレンというのはあくまでも消防団員が早く現場に行く、火事が起きたので来

なさい、これが第一ですが、その中で今はメールでやっています。このメールをいかにして、

団員の方が気づくか。これをさらに検証した中で、どのような方法が一番いいかというのを
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今やっている中で、今言ったように、私が一番啓蒙が足りなかったというのは、やっぱり消

防団が第一出動、第二出動、こういうことがありますよね。基本第一出動というのは、その

地区で起きた分団、例えば今言った、あそこは田町区、第一出動は田町区だけなんですよ。

それで第二出動になると、今度は各団出なさいということになっております。 

  その中で、それを踏まえた中で、今回反省点がありましたもので、やっぱり稲取地区にお

いては、第一出動においては入谷と田町、これが一緒に出る。それで、西町と田町が一緒に

出る。今まではその地区だけでしたけれども、今度はとりあえず二分団が出なさいという。

今度第二出動は稲取地区全員出なさいとなっておりますもので、その中で一応、検証してお

りますもので、指揮隊のほうに関しましても、今まで火事が起きたら、まず最初は稲取消防

署がありますもので、指揮隊長は稲取がやっておりました。しかし、今度は伊東から来ると、

指揮隊長がかわったらしいんですよね。それもこの火事を検証した中で、それではやりにく

いという中で、指揮隊長、例えば稲取地区でまた東町地区で起きた火事に関しては、指揮隊

長は引き続きそのまま東町になっています。伊東署じゃなくて、東町の消防が指揮隊長とな

る。こういうことになりましたもので、それが何しろ、いろいろ初年度でいろんな課題が出

てきます。その中で、一々検証してよりよい方向にやっておりますもので、その辺は御理解

願いたいと思います。 

  当然、今回の火事、不幸中被害がなかったですけれども、暮れの火事におきましては、い

ろいろ検証した中で、今、そういうことも改善しておりますし、団のほうも一生懸命頑張っ

ておりますもので、少し温かい目で見ていただきたいと考えております。 

  それと、デジタル化についてはちょっとわかりませんので、これは原課のほうでうまく連

携が行くのかということは、説明いたします。 

○議長（村木 脩君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） それでは、消防無線のデジタル化と防災行政無線のデジタル化に

ついて、説明させていただきます。 

  今まで、消防につきましては、昨年の２月までは、指令センターができるまでは、消防無

線の活動波、消防署と同じ無線を使っておりました。２月以降につきましては、消防団は消

防署のデジタル消防無線を使えませんので、今までのアナログを使っておりました。それは、

今、現在はそこがうちのほうで貸与しましたデジタル行政防災無線を使うという形になって

おります。ですから、２月以降につきましては、消防署と消防団につきましては、無線での

相互通信というのは行われておりません。 
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  その中で、消防署と消防団の中で、どういう連絡体制がとれるのかということを検討させ

ていただいた中で、要は現場指揮隊本部というのができますので、そこに消防団本部が行き

まして、そこから通信をするという話になっております。先ほどありましたように、もし消

防団が先に着いた場合はどうなのかということになりますが、消防団が先に着いた場合につ

いては、消防団のほうで消火活動を行い、後から来た消防隊に消火活動を引き継ぐという話

になります。また、水利の関係につきましても、先ほど言いました消防団本部が指揮隊本部

に入った中で、それぞれの分団にどこどこの水利につけとか、そういう指揮をするという体

制になっているというふうに消防団本部のほうから聞いておりますので、そういう体制で今

後は進んでいくと思われます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） ちょっと、訂正をお願いしたいと思います。 

  改善した中で、現行は第一出動は各地区で、今度は第一出動で入谷、田町が一つ、そして、

西町と東町が一つ、さっき何か西町と入谷区と言ったのかな、だから、入谷と田町がまず第

一出動出る、そして、西町東町が第一出動。こういうことになりましたもので、その辺の訂

正お願いしたいと思います。 

○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） 今の質問で、結構わかったんですけれども、水道課のことについては、

出動もしてもらって、今までは団なんかは、いわゆる飲料水型防火水槽というのがあるんで

すよね。それは、なかなか今までは訓練でもさわらせてもらえなかったりというのがあって、

だけれども、それは、同時開放されているから減るということはないわけですよね。どんど

ん入ってくると。そういうところの活用も訓練の中には入れていかないと、本当に今までは

水が濁るからということで、使わせないとか、訓練できないとか、そういうのがあったもの

で、なかなかあけ方もふたも特殊なもので、あけ方もわからないとかそういうことがいっぱ

いあったと思うんですよ。だから、そういうのもやっぱりこれから密にして訓練やってもら

っていくと。 

それと、水道課が出てくるならば、防災も出てくると思うし、そういう中でやっぱりサイ

レンはなくなったけれども、放送ぐらいはできるんじゃないかと、水道課も出ていくなら防

災も出ていって、役場に来て放送ぐらいできるんじゃないかと、自分思うんですよ。さっき
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町長が言いましたように、サイレンがなぜ鳴ってというと、みんなが火事だぞと意識して、

呼ばれていない分団もみんなポンプ小屋に行って、無線を聞きながらどうするかって見てい

るわけですよ。そういうことをみんなしていて、地域を守るために自己防衛をしていたと。

ですから、やっぱり遅れてでも有線か何かでお知らせしたほうがいいと思うんです。 

  それとですね、やっぱり初期消火、今、団員数も少なくなって仕事もよそ行っている人が

多いと、そういう中で初期消火ですか、それは、地域の住民というのは、昔皆元団員ですよ

ね。そういう方々が、自分はよく言うんですけれども、ウルトラマンと、３分間は戦えるん

じゃないじゃないか、スーパーマンが来る前の３分間は地域の自主防衛で、みんなで戦える

と思っています。だから、やっぱりお知らせする、知らないでメールですぐ近くの火事がわ

からなくて、みんなで初期消火ができなくて、大火にするよりは、やっぱりお知らせして、

何とか食いとめるというのが一番だと思っています。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） サイレンに関しましては、何回も言ったように、やっぱり防災課は出

ますよ。出るけれども、基本的にはやってくるとやっぱりロスがあって、メールやった中で

出てもらうと、これが一番早いですよ。やっぱりサイレンというのは確かに住民とかそうい

うのは啓蒙しますけれども、基本的な一番は、サイレンの意義は団員に対して火事が起きた

からすぐに行きなさいよという、これが第一義です。そして、この前も区長会でも、鳴りま

しても、やっぱり防災課がここにきてやるとまた十何分かかるようなこと聞いております。

そうならば、防災課はすぐ現場へ行った中で、今、言ったようにタブレットもやりましたか

ら、何しろ消防団員に対しまして、第一出動が足りなかったら第二出動、どんどんやるよう

な、その方法のほうがよっぽど消防の鎮火に対しましては有効性があると思いますし、やっ

ぱりメール配信をいかに徹底して消防団員を火事現場に送らせるか、これが第一だと、これ

を徹底していきたいと、今、考えております。 

  サイレンに関しても、町民が知りたいことはわかりますけれども、ここも広域になりまし

たもので、まずはメール配信、これを徹底した中でなるべく早く消火活動をやっていただく。

確かに、西塚議員のボランティアでサイレンですぐやってくれる、これ町としても大変あり

がたいですよ。大変ありがたいですけれども、もし万が一、これ本当に起こってはならない

けがとか、いろいろ事故があった場合、今度はその補償になってきますもので、補償は出て

きますのでやっぱり町がいろんな対応していかなければならない。本当にボランティアとい

うことは大変ありがたい、これは本当に意に返せませんけれども、いざ今回の稲取のところ
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のガスがいつ爆発してもおかしくないようなことも私は聞きました。 

  それで本当にボランティアやってもらった人に、またそういう中で、災害が起きたら本当

に申しわけないような気持ちもありますもので、基本的には、今言ったように、メールによ

って団員を一刻も早く火事現場に送りたい。だからメールでのやつを消防団員に徹底してや

っていきたいように、また、団長消防団のほうも、団長も副団長もそのほかも頑張っており

ますもので、とりあえず何しろ過渡期ですからいろんなことが出てきます。その中で、また

一番いい方法をやっておりますもので、ちょっと様子を見ていただきたいです。 

  そういう中で、暮れの稲取地区において私も聞いたんですけれども、やはり、ある分団が

来ても指示がなかったからそのままそこで待機していたと、やっぱりこれはあってはならな

いことですから、例えばやっぱり火事現場にきましたら、そこで見るのではなく消火活動を

するのが消防団の務めだと思いますもので、何しろその辺は、また徹底していきたいし、ま

た水利に関しましても、今、そういうようなこと聞きましたもので、もう火事になったらも

う防火水槽は例えば飲料水兼用のもの、何しろまず火事を消すのが第一目的ですから、まず

濁りがどうなろうが構わないから、もう火事になったらまず、消火するのに何でも水が濁っ

ても構わない、まず火災を消すのが第一。これはもう徹底、言いましたもので、その辺はも

う、火事になったらどこにいてもやるようなこと。そして飲料水兼用、確かに難しい件もあ

ります。これは検討した中でやっていきたいと考えております。あくまでもやらないという

ことじゃなくて。 

  それはやっぱり過渡期ということで、本当にいろんなことが出てきます。今、議会からも

申し入れがありましたもので、この中で改善するものは改善していきたい。ただし、見せて

いただいた中で、今、救急車が、ある程度消防車は出るんですよね。これは、一応区長会で

言いましたよ。だけれども、やっぱり一般の町民が知らないもので、これは啓蒙しなければ

いけないかな、一応区長会のほうには今度救急になって、救急車が出ればその後一応、消防

車が工作車が、何かあったら困るから、消防車が出ることだけは理解してくださいと、これ

は区長さんには言いましたが、一般町民に言っておりませんもので、この辺はちょっと啓蒙

が足りなかったかなと。やっぱり第一出動、第二出動、これはやっぱり我々は知っていても

町民は知らなかったもので、全部消防団の体制をね、この辺もやっぱりある程度啓蒙しなけ

ればいけなかったかなと考えておりますもので、また、いろんなことがありましたら言って

いただいて、いいほうに改善できるところはどんどん改善していった中で、なるべく、火災

が起きないのが一番でございますけれども、火災が起きた場合も最小限に食いとめる、その
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ような方向で今やっているし、消防団も頑張っておりますもので、その辺はまた、温かく見

ていただきたいと思います。 

  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） 町長、大変わかりました。ですけれども、消防団って自己犠牲の本当

に最高にすばらしい人たちで、その人たちの活用を、やっぱり消防署とのうまく関連、そう

いうことをちゃんとやっていかないと、いくら訓練していてもその命令系統とか、そういう、

団は命令系統で動いていますからね、その命令系統というものはちゃんとしてもらわなけれ

ば生かせないと思います。 

  それと、いわゆる初期消火に当たって、やっぱり地域住民が出ると思うんですよ。ただ、

来たら退くというような、消防署が来たり、分団が来たら、もう一般の人はすぐどいてくれ

るというようなことを徹底して、それでまた、大きな震災、あのようなとき、本当に本部が

来るのか、そういうものがあったとき、地域は地域でやっぱり戦わなければならないことが

いっぱいあると思うんですよね。だから、そういう訓練もやっぱりルールとしていっぱいや

って、訓練のときにそういう一つの教えをちゃんしていくということが一番大事かなと思っ

ています。 

  以上、これで第１質問を終わります。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当、一番はやっぱり広域になった消防署と消防団の連携、これが一

番だと思うんですよ。やっぱり今までは東伊豆町があって、ある程度連携がうまくいった。

それで、今回29年３月に分団長会議の中で、一応熱川地区と消防署との合同訓練をやったら

しい、その中でいろいろ反省点も書いてありますもので、またその辺も改良した中でやって

いくと思いますもので、その辺、まだ本当なったばかりですから、ちょっとまた温かい目で

見ていただきたいと思います。 

  それで、初期活動、本当に地域の方がすぐ集まってやってくれること、これ本当にありが

たいことです。その中で、サイレンが鳴らなくてとかそういうこともちょっとなくなる可能

性もありますけれども、まず何しろ、その辺また、やったほうがいいのかということは消防

団とかまたいろんな中で検討して、今、西塚議員からそういうことも言われましたもので、

それもどのように方法がいいのかということを検討した中で、なるべくそのような火災が起
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きた場合は最小限に食いとめる、そのような方向を考えていきたいと思いますので、よろし

くお願いいたしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、町の道路整備は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） それでは、２問目の質問の町の道路整備は。 

  この時期、稲取のつるし飾りまつりが始まると、町の中を歩く人が多くなりますが、道路

の安全はどうか。 

  １点目、道路にある鉄板がいびつになったり、沈んだり段ができて危険な箇所がある。ま

た、小学校より入谷方面に行く稲取設備へ曲がるところに長いグレーチングがあり坂道なの

で雨の日には滑りやすいが、安全面ではどうであろうか。 

  お願いします。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 西塚議員の第２問、町の道路整備は、について、道路にある鉄板がい

びつになったり、沈んで段ができて危険な箇所がある。また、小学校より入谷方面へ行くと、

稲取設備へ曲がるところに長いグレーチングがあり、坂道なので雨の日には滑りやすいが安

全面ではどうなのかについて、お答えいたします。 

  最初の箇所につきましては、稲取の観光イベントの中心となっている温泉場で人の往来が

多い通りになると思われます。危険な箇所は段差を改善して、転倒事故などを発生させない

よう、歩行者の安全対策を講じていきたいと思いますので御理解ください。 

  次、２番目の箇所については、稲取小学校の通学路となっております。平成24年度に実施

した通学路危険箇所の安全点検作業では、特に指摘がなされなかった箇所になりますが、雨

天時にグレーチング表面が滑る危険があることは確認をいたしましたので、滑りどめの対策

を講じ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） 町長、やっぱりこの町は観光立町でありますし、こういうイベントと

いうのは、もう前もって、ことしで20年という中で、いわゆる町を歩かせようと、ことしも
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また三島神社でも段飾りをしているという中で、町並み整備という中で、道路というのが大

切だと思うんですよ。都会から来る人は、目的地に早く行きたいから下を見ていないし、早

く行きたいって早足になったりとか、そういう面で、そんなのでけがされて、また町に何か

言われても困るし。だからそういう面で、皆さんも車ばかり乗らないで、歩いて町を見ても

らったりとか、そういう中で、そういう気がついたところをより早く直してもらいたいと。 

  また、小学校のほうのグレーチングとか、ほかにもいろいろグレーチングがあると思うん

ですけれども、やっぱり観光客、ハイヒール履いていたりとかそういう面もあったり、よく

通るところのグレーチングの使い方とか、本当にそこの水をとるところのいい方法がないの

かとか、そういうのも検討しながら、やっぱり道路整備をしていってもらえたらいいと思い

ますけれども。 

  よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に今、西塚議員が言ったように、うちの町は観光の町でございま

して、そうするとやっぱり町もできるだけ、町の中歩いてほしいと言っている中で、今言っ

たように、いびつな段差があったり、これ本当大変危ない中で、職員だけではわからないも

ので、郵便かな、いろんな人に、区の役員に対しても、そういうところがあったら教えてほ

しいとか言っております。 

  しかしながら、これは本当、お金じゃないんです。やっぱり直すには相当な財源が必要に

なってきますもので、これはある程度、本当に危ないところから順次やっていきたいと考え

ております。 

  今回、とりあえずこの質問の中で、一番イベントの多い温泉場を見させていただいた中で、

やっぱり相当危ない箇所がありますもので、いちどきにはできないもので、申しわけないで

すけれども、これは継続した中で、１年、２年かけた中で、そこはやっていきたいと考えて

おりますし、稲小のところの、あそこのグレーチング見ました。そういう中で、自分も滑り

そうになりました。本当にこれは確かに危ない箇所だなと思った中で、原課と見たときに、

あのグレーチング相当長いですから、そして結構急配がありますから、あそこは全部グレー

チングでいいのかとか、ある程度暗渠をした中で、グレーチング２カ所ぐらいやって、それ

で対応できるんじゃないかなと、そういうことも検討しておりますので、そこに関しては、

私も滑りそうになったもので、これは本当子供たちにとっては危ないなと思いましたもので、

そこはなるべく検討して、どの方法が一番いいかという中でちょっとやっていきたいなと考
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えております。それで、やっぱりいろんなことがありましたら、とりあえず行政のほうに、

こういうところが危ないよということを言っていただければ、まず、現場を見ていただきま

して、それは対応していきたいと考えております。 

  しかしながら、本当金のことを言っては申しわけないですが、やっぱり財源が伴いますも

ので、できるだけやっていきたいんですが、その辺はまた、補正とかいろんなことになろう

かと。何しろ危ないときは、今、町ではすぐに対応しておりますもので、その辺は御理解願

いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 町長、本当にいわゆる観光客が歩きたい道というかまちづくり、今ど

こでもそういう形の中で、探索とかってありますよね。だから、観光立町である以上は、お

金がかかっても直さなければならないところとか、景観とか、道路の、よそよりも楽しいよ

うな道歩きができるような、そういう駅からの道歩き、そういうものをいろんなほかと違っ

た考えを練って、ただの安全だけでいいのかという、よそだってそれは当たり前のことで、

観光客がどこ行くにも楽しくなって行ける、わかりやすいとか、そういう道の案内も道路の

中にあってもいいのかなと思っています。危険なところは、より早く直してもらってやって

もらいたいと思います。 

  これで終わります。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に、西塚議員はもっともでございます。前からも駅から温泉場へ

歩いたときに、これからユニバーサルな、これが歩道と車道の間結構段差があるんですよね。

そういうことがユニバーサルや優しい町となれば、その辺も当然改善しなければならない。

これだと本当に莫大な金がかかるもので、その辺は本当はやらなければいけないんですけれ

ども、なかなか現状、手にかからない、それが現状でございます。 

  その中でできるだけそういう優しい町の中で、できるだけ危ない箇所はやっていきたいと

思います。本当に危ない箇所はすぐに対応いたしますし、その中で、やっぱり町を歩いても

なるべくそういうけがをしないような町、さっき言った損害賠償なんかも熱川も結構一、二

件起きております。今回もありました。やっぱりその中で、そのようなことがないような町

をまた、つくっていきたいと考えておりますもので、その辺また、よろしくお願いいたした
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いと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で西塚議員の一般質問を終結します。 

  この際、午後１時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時２２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。 

 

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

 

◇ 栗 原 京 子 君 

○議長（村木 脩君） 午前に引き続き、一般質問を行います。 

  次に、３番、栗原議員の第１問、胃がん検診についてを許します 

  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 皆さん、こんにちは。 

  今回、通告書２問について、通告のほう出させていただきました。 

  それでは、御答弁は一問一答にてお願いします。 

  まず、胃がん検診についてです。 

  近年、胃がんの原因の95％以上がピロリ菌の感染によることが明らかになってきました。

血液検査によって、ピロリ菌の感染や胃粘膜の萎縮の度合いがチェックできる胃がんリスク

検診の普及について次の点を伺います。 

  １、特定健診の項目に胃がんリスク検診を導入すべきと考えますがいかがでしょうか。 

  ２、新しいガイドラインにあるように、胃レントゲン検査か内視鏡検査を選択できるよう、

胃内視鏡検査の導入を提案しますがいかがでしょうか。 

  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。 
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  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 栗原議員の第１問、胃がん検診については、２点からの質問となって

おりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の、特定健診の項目に胃がんリスク検診を導入すべきと考えますがいかがでしょう

かについてですが、現在、当町の特定健診は、圏域での日程調整を経て、賀茂医師会の行う

集団健診を中心に個別健診を併用し行っております。その健診の中で、胃がんリスク検診が

実施可能かどうか、あるいは対応可能な場合であっても、契約や金額設定等など圏域の他市

町との調整などが必要となります。また、特定健診の項目に加えて行うこととすると、町で

は国保加入者のみが対象者となるので、受診者が限られることとなります。効果的な実施の

方法などについて今後検討をしていきたいと思います。 

  次、２点目の、新しいガイドラインにあるように、胃レントゲン検査か内視鏡検査を選択

できるよう、胃内視鏡検査の導入を提案しますがいかがでしょうかについてですが、現在、

当町では、国の指針に照らしエックス線検査にて40歳以上に対し年１回の胃がん検診を実施

しております。指針の中では検査項目として、問診に加えエックス線検査または内視鏡検査

のいずれかとなっておりますが、内視鏡の検査につきましては、現在賀茂医師会において検

査体制が整っておらず、実施につきましては体制が整った段階で検討してまいりたいと思い

ます。 

○議長（村木 脩君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。 

  先ほど、賀茂医師会のほうで体制が整っていない、また圏域で相談しながらという御答弁

でありました。胃がんリスク検診ですけれども、胃がんの発生というのは、ピロリ菌が深く

かかわっているということがわかってまいりました。そのまたピロリ菌が長く住み着くこと

によって、胃の粘膜が萎縮して胃炎が起こり、それがさらに進んでがんにかかりやすくなる

ということで、今、日本人の約半数近くがこのピロリ菌に感染していると言われています。

また、50歳以上の７割が、やはり感染しているということで、除菌することによって胃がん

のリスクがかなり減るということなんですね。 

  この胃がんリスク検診は、そのピロリ菌がいるかどうか、またそのピロリ菌によって胃の

粘膜がどのくらい萎縮が進んでいるかどうかというのを、ＡＢＣＤの４段階にわけて、リス
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クの低いほう高いほうと群に分けていく検診なんですけれども、ＡＢＣ健診とも言われてい

まして、血液検査だけで、ピロリ菌の有無もまた萎縮のぐあいもわかる検査であります。特

定健診では血液検査も含まれておりますので、検診する方の負担も少なくて済みますし、ま

た、将来胃がんにかかるリスクを自分で掌握することによって、自分でまた医療機関で定期

的に検診をしたりということも可能であります。 

  今、行われているバリウム検査というのは、胃がんそのものを発見する検査ですが、いわ

ゆる胃がんリスク検診はリスクを判定するだけの検査ではあります。その検査結果によって、

医療機関をそれぞれが受診していただいて、内視鏡検査を経て、保険を使って除菌をすると

いう治療になります。その除菌をすることによって、胃がんのリスクが３分の１に減少する

と言われていまして、内視鏡の検査をすることによって、胃がんの発見率は現行のバリウム

検査の三、四倍に上がるという検査であります。 

  このことによって、医療費も削減されますし、費用対効果の面からも今、導入する自治体

が増えております。今、賀茂医師会のほうでは、胃がんリスク検診のほうは入っていないと

いう御答弁でありましたけれども、これ、オプションで項目を追加するだけの検査で済みま

すし、その検査自体は賀茂医師会ではなくて、保健科学なんか会社がやっている検査であり

ますので、追加ということはさほど難しいことではないのかなというふうに思いますので、

これ、ぜひ進めていっていただきたいと思います。 

  先日、国保の委員会がありまして、町の特定健診についての受診率などのお話がありまし

た。東伊豆町は、本当に健診についてはとても充実していまして、40歳から74歳の特定健診

と、75歳以上の一般健診。20歳から39歳の若年者の生活習慣病予防健診。そしてまた各種が

ん検診、さらに歯周疾患検診とか、肝炎ウイルス検診、骨検診も対象者は限られていますけ

れども、行われておりまして、また、今年度、先ほど町長の施政方針の話にもありましたけ

れども、５歳児の歯の検診と、また新生児の聴覚スクリーニング検査も今回導入される、こ

れは本当に素早い対応で、すごいなというふうに思うんですけれども、残念ながら受診率の

ほうがやや低いのかなというふうに思いました。 

  厚生労働省のほうは、特定健診の受診率は目標50％にしていますけれども、東伊豆町の場

合は特に40代、50代の男性の受診が少なくて、20から25％になっています。理由はお仕事が

忙しい年代だったりして、さまざまあろうかと思いますけれども、せっかくの健診の機会を

逃して、やっぱり自分の体をもう一度大切にしていくことというのはとても重要なことだと

思いますし、また、このがん検診に至っては、大腸の38.4％の受診、肺の39％の受診に比べ
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て、胃がん検診が17.4％なんですね、27年度の実績で。本当にこの胃がん検診だけがとても

低いんですけれども、これはやはりバリウムを飲むのが大変とか、飲食が禁止だったりとか、

飲んだ後ちゃんと排せつされるか心配とか、いろんな理由があって、やっぱりバリウム検査

に対する抵抗感というのがとても大きいのではないのかなと思います。 

  また、バリウム検査をしても、引っかかった場合はまた内視鏡検査をさらに医療機関で受

けなければいけないという面もありまして、だったら、もう最初からリスク検診でリスクの

ある方が内視鏡検査をそれぞれ医療機関で受けていただいて、町としても受け皿として、内

視鏡も導入できればなというふうに思います。 

  ただ、現状としては、内視鏡をできる医師の数が少なかったり、設備も整っていないとい

うことですので、これはもうちょっとまだ先の話になるのかなと思いますが、この胃がんの

リスク検診のほうは、すぐにやっていける検査だと思いますので、ぜひ導入のほうを、また

圏域で相談しながらということであれば、また、他の自治体とも連携し合って、ぜひ、これ

は導入できればというふうに思います。 

  岡山県の真庭市というところで、40歳以上を対象とした胃がんリスク検診を推奨する市民

講座を開いたそうです。そこで、その内容を理解した参加者のほうから、若年層の、とにか

くピロリ菌は若いうちに除菌してしまえば胃に対する負担も減って萎縮も進まないので、胃

がんのリスクが本当に抑えられるということで、若年層のピロリ菌検査の提案があったそう

です。市と医師会のほうで相談しまして、成人と同じ薬剤量でほぼ問題ないとされている中

学２、３年生でのリスク検診を行うことにしたそうです。若年のうちに除菌することで将来

胃がんの発症するリスクはほぼゼロになるとも期待されています。東伊豆町でも、本当は中

学２、３年生で１回検査をして除菌をしておけば安心かなと思うんですけれども、これもま

だまだこれから周知が必要なのかなというふうに思います。 

  このリスク検診をすることによって、リスクの高い人低い人というのがそれぞれはっきり

してきます。リスクの低い人は５年に一遍でも内視鏡なりバリウムなりオーケーだというふ

うに言われていますし、40歳以下で除菌をした人に限っては、二、三年に一度の検査で済む

し、リスクの高い人は毎年受けなければいけないんですけれども、そこら辺の無駄な検査と

いうのも省くことができると思いますし、でも、あくまでもこれは胃がんを見つける検査で

はなくて、リスクを自分でわかる検査ですので、これによってリスク検診してリスクがない

からがん検診は受けなくていいやというふうになってしまうと、またこれも問題なんですけ

れども、そこら辺は、ちゃんと町のほうでも広報をしていただいて、本当早くにこのリスク
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検診が導入していただけるようになればいいなというふうに思います。 

  また、そのリスク検診をして内視鏡検診して除菌という流れの中で、除菌による副作用と

いうか逆に体調が悪くなったよという声もあるんですけれども、これはあくまでも除菌、か

なり強い薬を使いますので、一時的な副作用というか、下痢だったりとか味覚障害だったり

とかというのはあるんですけれども、一時的なものでありますし、また、除菌を受けた人の

１割に逆流性食道炎が出る場合があることもありますけれども、それもその薬のせいではな

くて、除菌したことによって、胃の調子がよくなって、逆に過食だったり飲酒をしたりして

生活習慣が変わるために起こる症状だとも言われております。なので、本当にこのリスク検

診で、内視鏡、そして除菌ということで毎年じゃなくても５歳刻みでやるとか、そういうふ

うにやっていく自治体が本当に広がってきていますので、これはぜひ町のほうでも導入して

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） 今本当、栗原議員から大変いい提案がございました。その中で本当、

血液検査で胃がんのリスクがわかれば、大変いいことですから、とりあえず原課にこれはで

きるんじゃないか、やったらどうかといいました。しかしながら、ここに書いてありますよ

に、まず集団健診でやっていると。やっぱりできればその医師会がやった中でやってもらえ

れば一番いいと。と申しますのはあのやっぱり一人当たり四千何百円かかるらしいんですよ

ね、何か金額が。だから、集団健診の中である程度まとまれば、抑えられると思いますから、

できれば集団健診の中でやっていただきたいというのが本心です。 

  しかしそれがもしだめだったならば、さっき言ったようにこれは大変いいあれですから、

栗原議員が提案したように、じゃ５歳刻みでやっていくとか、これは十分考えられます。こ

れはちょっと検討させていただいた中で、これはやっていきたいなと考えております。もう

ちょっと検討させてください。 

  その中で、あとは内視鏡、今、バリウムですか、これは当然がんの発見率は高いですから、

これは内視鏡やっていたら本当に、これはあとに関しては個々の問題だと思うんですよ、や

っぱり個々が私はバリウム、私は内視鏡やりたいとなれば、その方向で胃がんの検診をして

いただいた中で、やっていく。まずはこの胃がんリスク、これをなるべく早くやるような方

法を検討していきたいと思います。これによってがんの発見とか、リスクが少なくなれば、

本当に町民にとっても大変よいことだと思います。 

  まず、この胃がんリスクに対して検討させていただきたい。あと、内視鏡につきましては、
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またその後のことということ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） ３番、栗原議員 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。 

  本当にリスク検診、結構一人4,000円ぐらいかかるということで、結構コスト的には随分

高くなってしまうなという感じはあるんですけれども、やっぱりいざ、胃がんが見つかって

発症したら、医療費はそれどころではなくなってしまいますし、それより何よりもやっぱり

も御本人とか家族がつらい思いをしなきゃいけないということで、オプションでつけられる

だけのことなので、例えば連携しなくてもいいと思うし、また、できたら特定健診にもし含

めるのが難しいのであれば、せめて若い世代の若年者の検診のほうにでも入れていただけれ

ば、除菌するんであればやっぱり早いほうがいいので、その30代、40代の方たちにぜひ受け

ていただきたいですし、また内視鏡も集団健診は今のところ現状は厳しい状況ではあります

けれども、個人個人でこれは意識して内視鏡検査のほうは受けていただけたらなというふう

に思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この胃がんリスク検診につきましては、一応は例として真庭市さんが

やった中でやっぱり若年層のほうが効果があるんじゃないかと、そういうことを提案されま

したもので、これは本当、今、結論出ませんもので、検討させていただいた中で、これは前

向きにやっていきたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、町営墓地についてを許します。 

  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） ２番目の町営墓地についてを質問します。 

  近年、少子化や核家族化の進展に伴い、また人の価値観やライフスタイルの多様な変化に

おいて、墓地のあり方においても新たな対応が求められています。そこで、次の点を伺いま

す。 

  ①長期間管理ができていない墓地の対応は。 

  ②墓地の返還状況について。 

  ③さまざまな昨今の状況を考慮し、納骨堂の建設を検討すべきと考えますが、いかがでし
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ょうか。 

  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。 

（村長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 栗原議員の第２問、町営墓地については３点からの質問ですので、順

次お答えいたします。 

  まず、１点目の長期間管理ができていない墓地の対応はについてですが、稲取上野墓園の

区画数は1,839区画で、旧墓地が1,510区画、新墓地が329区画ございます。新墓地につきま

しては使用者が把握できておりますが、旧墓地では80％強の使用者について把握している状

況であります。 

  東伊豆町の墓園条例施行規則では、使用者等は常に使用墓所の清浄維持に努めなければな

らないとされております。長期間の管理ができていない墓所の対応につきましては、墓所埋

蔵届け出に来られた時点で、墓所の場所及び使用者の確認を行うとともに、管理についても

お願いしているところでございますので、ご理解願います。 

  ２点目の墓地の返還状況についてですが、墓地の返還につきましては平成24年度が４区画、

平成25年度が７区画、平成26年度が７区画、平成27年度が１区画、平成28年度が２月末時点

では３区画となっており、ここ５年間で22区画が返還されております。 

  返還の理由といたしましては、永代供養を行っている寺院へ改葬するための返還が16件、

居住地付近の寺院に改葬するための返還が５件、その他１件となっております。 

  ３点目のさまざまな昨今の状況を考慮し、納骨堂の建設を検討すべきと考えますがいかが

でしょうかについてですが、栗原議員が言われますように、価値観やライフスタイルの多様

な変化に伴い、最近では先祖代々の墓所ではなく、夫婦墓の建立等も増えていると聞き、ま

た人口減少等により将来にわたって家の墓を維持することが困難であり、墓じまいをして寺

院に永代供養をお願いするケースもあると聞いております。 

  町が納骨堂の建設をした場合、遺骨の管理はされますが、供養については寺院と檀家さん

との話し合いが必要であろうと考えるところであり、現在は納骨堂の建設について検討はし

ておりませんが、将来的には検討も必要かと考えておりますので、御理解願います。 

○議長（村木 脩君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 
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○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。 

  今、本当に社会情勢の変化で、今までのようにお墓が先祖代々守り継いでいくものという

価値観が変わってきています。 

  また、墓地におきましても長期間管理されないまま本当に草がぼうぼうになっているお墓

があって、お墓が無縁墓になってしまったり、そういうことが全国的にも問題になってきて

いる状態であります。永代供養塔だとか、納骨堂を望む声が増えてきているというふうに言

われています。 

  本町においても墓地の返還が５年間で22区画あったということで、町民の皆さんからのそ

の納骨堂についての問い合わせ等はないように伺っておりますけれども、潜在的に要望する

方はたくさんいらっしゃるのではないかなというふうに思います。 

  この納骨堂なんですけれども、さまざまなタイプのものがありまして、骨つぼから出して

他の御遺骨と一緒に永久的に合葬するもので、これは後から遺骨を返還できないものなんで

すけれども、そういう永年収蔵タイプのものだとか、あと、期限つき収蔵で何年間かたって、

これは１体ずつ骨つぼのまま収蔵して１年とか30年たって、その本人の希望によって、時期

が過ぎると最終的に合葬するというタイプのもの、また個別式のロッカータイプのものだと

か、仏壇式のものとか、いろんなものが今出ているようであります。これはますますこれか

らニーズが増えてくるのではないだろうかというふうに言われております。 

  本当に町民の方の声の中にも、今はいいんだけれども、子供たちが遠くにいるし、お墓の

手入れというか、お墓の管理をこれからしてもらえるのかどうか不安だとか、子供に迷惑を

かけられないとか、これからこの先祖代々来たお墓がどうなってしまうのかなというふうに

心配する声が上がっています。 

  町のお寺さんでも随分、その納骨堂というのはあちこち建っているようでありまして、料

金設定のほうも良心的なものになっているようではあります。ただ、やっぱり公営の、町営

の納骨堂があればなという声は正直多いと思いますし、また、安心とか安価だということで

望む声というのはたくさんあると思うんです。そのお寺さんとの話し合いでということで、

平成27年６月の定例会で内山議員のほうから、荒れたお墓の管理等について質問があって、

町長が、お寺さんと相談しながらこれからやっていくと、無縁仏の遺骨も今満杯な状態で、

そこら辺もお寺さんと相談しながらやっていきますという御答弁だったんですけれども、そ

こら辺がどうなったのか教えていただければなというふうに思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 
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○町長（太田長八君） まず、現実的にまだお寺さんとは話していないような現状でございま

す。と申し上げますのは、町営の墓地にどれだけ管理されていない墓があるかを調査したら

20％強があると。20％強の中で所有者がわかる人、わからない人がいる中で、所有者がわか

る人にはある程度原課のほうからお手紙は差し上げているらしいし、所有者がいない方に関

しては、さっき内山議員が、何か法律の改正で１年間たっていなければ、それはもう公示し

た中で改葬になるということを言われておりますので、それをまず最初に、これからやろう

かと考えております。１年間やっていないのがどれだけが出てくるか、そのときになってお

寺さんと相談しながら、今後どのような方法でやったらいいかとか、それは検討していきた

いと考えております。 

  また、どれだけの方が出てくるか、それもわかりませんもので、現実的に出た段階で、お

寺さんと今後このようなことでしていきたいと。そういう状況でございますもので、内山議

員からそういう一般質問をされて、まず墓の中の不在者等を調査して、管理されないで所有

者がわかる者に対して、所有者がわからないときは、内山議員が言ったように、法の改正に

よりまして、１年間たっているかたっていないかでこれからやっていきたい。そういう状況

でございますので、御理解願いたいと思います。 

  その要望というものは、まだ直接、町には来ておりません。やっぱり個々の方のそういう

要望は直接町のほうに要望来ておりませんもんで、今、栗原議員からそういうことを言われ

ましたもので、これは、そういう要望があるのかなということは感じておきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

  お寺さんとはまだこれから相談していくということで、これからますます身寄りのない方

たちとか、自分の代で最後という方たちは増えていくと思うんですね。今、無縁のお墓が満

杯状態だということで、お寺さんにお願いをする形になるかなとは思うんですけれども、こ

れから増えていく中で、町のそういう無縁の方たちのお骨を全部お寺さんにお願いしちゃっ

ていいのかなというふうに思いますし、また、例えば町営のその納骨堂をつくった場合に、

檀家さんが公営のほうに来てしまう心配もあるかとは思うんですけれども、お墓は町営の納

骨堂に入れても、そこでは町営の場合は宗教的な行為は行わないので、回忌法要だとか、そ

ういうものはやっぱり従来のとおりお寺で行う方がほとんどだと思いますし、また、納骨堂
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を建てても、みんながそこに入れるわけではなくて、やっぱり新しい墓石を建てる方もいら

っしゃると思いますし、本当に民間に配慮していくというようなことは大事だと思うんです

けれども、それよりも、やっぱり町民の方たちのニーズに応えていくというのが一番大事な

ことだと思いますので、なかなか納骨堂を建ててもらいたいという声は上げづらい部分では

あるかなというふうに思うんです。ないから声が上がってこないだけで、できたら入りたい

よという方はたくさんいらっしゃると思うんですね。なので、そこら辺も検討していただい

て、ぜひ前向きに、町営の納骨堂をつくっている自治体もいっぱいありますので、お願いし

たいなというふうに思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今回、栗原議員のこの一般質問で、納骨堂を欲している町民の方も多

いと聞きましたもので、これは真摯に受けとめた中で今後やると。 

  一般質問があった中では、インターネットを調べさせていただきました。原課が調べたの

を私、見せていただきました。その中では、最近では結構、自治体でやるようなことも書い

てありますし、そのニーズが云々の中で、これはまた検討していきたいと思うし、これはど

ういうことかわからないけれども、これについては合葬式は、税金の使い方と公平感を保つ、

いろいろあると思いますので、その辺を検討した中、また町民のニーズが高ければ、それは

やっていきたいと考えております。 

  やるとしたら、その町民ニーズがどれだけあるか、これも町のいろいろな方がやった中で、

またそういうことを町のほうにお知らせ願えれば、これは真剣に考えていきたいと思います。 

  本当に、町民のほうからそういう要望がありませんもので、その辺のことはまた今後検討

していきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で栗原議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◇ 笠 井 政 明 君 

○議長（村木 脩君） 次に、１番、笠井議員の第１問、町内設置のＡＥＤ（自動体外式除細

動器）についてを許します。 

  １番、笠井議員。 
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（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） こんにちは。栗原議員に続きまして、一般質問をさせていただきます。 

  通告どおり、私、今回３つ出しておりますので、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、早速ですが、１つ目の町内設置のＡＥＤですね、自動体外式除細動器について

お伺いいたします。 

  今、東伊豆町内では何カ所か設置をしていると思いますが、現在の設置箇所と利用の方法、

あと今後の設置、増設の計画があるかどうかを教えてください。 

  あと、メンテナンスに関してどのように行っているかをお願いいたします。 

○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） 笠井議員の第１問、町内設置のＡＥＤ（自動体外式除細動器）につい

ては２点からの質問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の現在の町内設置箇所と利用方法は。また、今後の設置計画はについてです

が、現在、町内に24カ所設置し、防災課と住民福祉課が所管しております。 

  防災課が所管するＡＥＤは、役場など災害拠点及び避難場所となる幼稚園、学校施設13カ

所、住民福祉課が所管するＡＥＤは地区公民館11カ所となっております。 

  利用方法は、原則、施設利用者が対象となっております。 

  今後の設置計画についてでありますが、現在、新たな設置計画はございません。 

  次に、２点目のメンテの状況はについてですが、防災課所管のＡＥＤについてはリース契

約により受託業者においてバッテリー及びパットの交換を行っております。住民福祉課所管

のＡＥＤについては日本赤十字社静岡支社から東伊豆分区に寄贈を受けた物品となりますの

で、住民福祉課が管理し、必要に応じ日赤東伊豆分区の会計からバッテリー、パットの交換

などを行っております。 

○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） 御答弁ありがとうございます。 

  24カ所ということで、役場だったりとか公民館というところに設置をされていますという

ことですね。新たに計画は立てていないということだったんですが、この観光地である東伊



－47－ 

豆町において現在24カ所あるということなんですけれども、置いてある場所が役場とか幼稚

園、学校、あと公民館というところで、夜間、休日、あとは観光客が町で何かあったときに

いざ使うというときに、今現状は使えないのではないかなと私個人は思っているんですが、

その辺は町としてはどのようにお考えをしているのかということを一つお伺いしたいと思い

ます。 

  もう一つ、実際、役場とかで事が起きれば職員の方々は対応ができるのかもしれないんで

すが、公民館等で起きた場合、実際、町民の方々が操作ができるかどうかというところです

ね。防災訓練等で講習とか、簡単な使用の方法とか、過去に行ったこととか、直近で行った

こととかあるかどうか教えてください。 

  あと、各旅館さんとか施設ですね、そういうところの設置状況というのは町としては把握

しているかどうか教えてください。 

  あと、メンナンス状況に関してですが、防災課のほうはリース契約ということなんですが、

これは定期的にメンテナンスを行っているのかなと思いますが、そのメンテナンス期間とい

うのは明確には決まっているのか。もう一つ、住民福祉課のほうの日赤さんから寄贈された

ほうに関しても、同じに期間的なルールというものがあるかどうか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、これも以前議員さんがこういう一般質問をいたしました。やっ

ぱり公民館でいざ使用する場合はできるのかという質問があった中で、あいているときにと

りあえずＡＥＤをそこで使用してもらうと。いざ何か起きた場合は、本当にそこは蹴り破っ

てもいいですからいつでも使ってください、そういう言い方をしております。基本的には施

設利用者が使うのが原則でございまして、いざ何かあった場合は、確かに笠井議員の言うこ

ともわかりますけれども、それを全部やるとなかなか大変ですから、またこれは今後検討し

ていきます。今のやつは、あくまでも施設利用者が一応使うようなＡＥＤということで御理

解願いたいと思います。 

  さらに、各施設、旅館とか、ＡＥＤをどこに設置したか。これは今把握しておりませんの

が現状でございます。また把握が必要となれば、これは防災課を通じた中、どういう場所に

何があるか、これは把握はしていきたいと考えておりますけれども。 

  あと、防災訓練など事務的なことは原課に説明いたさせます。もし答弁漏れがありました

ら、私がいたします。 
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  それでは、原課のほうから説明いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） それでは、ＡＥＤの訓練等での実施状況でありますが、９月の防

災訓練で各自主防災会単位で要望がございまして、昨年度の防災訓練でも行っております。 

  あと、うちのほうとは違いまして、消防署でも応急救急手当訓練という講習会というのを

やっておりまして、10名以上の申し込みがあれば消防署において、今現在は女性消防団員が

講師となりまして、そういう講習会も実施してございます。 

  それから、メンテナンスの関係ですが、うちのほうの設置していますＡＥＤにつきまして

は、自動検査というのがありまして、異常が発生した場合について電波で異常発生がうちの

ほうに通信されるという形になります。そうしますと業者のほうでその内容を見に来るとい

う形になっております。 

  期間につきましては、リース期間の５年間となっております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 住民福祉課で設置しましたＡＥＤのメンテナンス状況です

が、住民福祉課では23年度に日本赤十字より寄贈を11台受け、設置しました。バッテリーの

耐用年数が４年ということで、27年度に11台分を交換しております。また、パットの耐用年

数が２年で、28年に11台分を交換しております。バッテリーは４年ごと、パットは２年ごと

に交換しているという状況になっております。 

  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。 

  メンテナンス状況に関しては非常にわかりやすく、ありがとうございます。メンテナンス

というところは、やはり人にかかわるところなので、きっちりしていただいていて安心して

いるところでございます。 

  訓練に関しては自主防でやっていただいていますよというところなんですけれども、もう

ちょっと裾野を広げていただいて、例えば中学校とか高校とかの学生さん向けにやってもら

うとか、若いうちからなれてもらうという言い方は変ですけれども、いざというときになか

なか動けませんので、そういうところでも周知していただければと思います。 
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  あともう一つ、観光地で旅館とか施設、ちょっと把握していませんよというところと、あ

とはやはり、今町長言いましたけれども、施設利用者のみで今考えていますと。閉まってい

れば壊してでも入って使ってくださいみたいなことだと思うんですけれども、なかなかそう

も、いざ町民が遭ったときには難しいと思いますので、ちょっとこれは提案なんですけれど

も、東伊豆町内、24時間あいているコンビニエンスストアが５軒ございます。稲取地区にセ

ブンイレブンが２軒、あとは白田にセブンイレブンが１軒、熱川地区にファミリーマート、

あと大川地区にローソンがあります。ここは全部24時間あいていますので、ぜひそちらのほ

うへ企業さんとの協力体制をとっていただいて設置することはできないかということを御提

案します。 

  そちらにあれば、万が一、町中で人が倒れたとかいっても、そこまで行っていただいてパ

ックを借りてきていただければ対応ができるという目星になると思います。そこから主要な

ホテルさんだったりとかにも置いていただいている状況がわかって、借りられれば、例えば

夏の熱川海岸とかで何かあったときにも対応ができると思います。稲取でも同じことが言え

ると思いますので、ぜひ町としても、どこにどれだけ設置されているかというもののマップ

だったりとか、指標がわかるような対応をしていただきたいと私は思いますけれども、町長

どう思いますか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、コンビニの提案、これは考えられるなと。やっぱりその中で、

今後コンビニの人と話し合いをした中で、それが可能ならばそれも一つの方法だと考えてお

りますので、これは検討させていただいた中でいろんな企業を巻き込んでやるとか、なるべ

く費用のかからないような方向で検討していきたいと。まず、コンビニのところがそういう

協力体制ができるかどうか、いろんな面をまた検討させていただきたいと思います。 

  さらに、中学校の子供たちに対するＡＥＤの啓蒙のやり方、これは実際、幼稚園の保護者

たちにもやっております。しかし、子供となると……、一応、中学生の要望によってやって

おります。あくまでも要望という中でＡＥＤには対応していることは理解願いたいと思いま

す。 

  そういう中で、各民間施設の中のＡＥＤの把握が必要ではないかと考えておりますもので、

その辺は、今度は観光協会のほうへ投げかけて、ＡＥＤの設置してあるところはどこかとか、

そういうことはやっぱり町側でも把握する必要があるのかなと考えましても、これはちょっ

と調べていきたい、そういう考えでございますので御理解願いたいと思います。 
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  以上です。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） そうですね、把握のほうはなるべく早目にやっていただくと、これか

ら迎える夏シーズンとか、あとは６月にも稲取のほうではまたキンメマラソンもあります。

そういうときに、主催者側にではなくて、町のほうにもここにもあるよ、あそこにもあるよ

というのがわかると、運営に関しても使えたりとか、あとは秋のイベント等で人が来るとき、

今の時期もそうですけれども、万が一、本当に町中で急にぐあいが悪くなって、ＡＥＤを使

うこととなるのは１分１秒を争うことでございますので、ぜひ早急にこのマップのほうを策

定をお願いをして、１問目をお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） どこに何があるか、なるべく早く観光協会に投げかけた中で、この施

設はどこなのかということを調べていきたいと。 

  キンメマラソン、これは本当に大変すばらしいことでございます。これはあくまで実行委

員会がやって、基本的には町は今全然把握していないですよ。やっぱり実行委員会の皆さん

がいろんなことを言ってくれた中で、今キンメマラソンがどこまで進んでいるか町は一切把

握をしておりません。実行委員会の皆さんが一生懸命やっている中で町にいろんなことを言

ってくれば、協力できることは協力していますけれども、キンメマラソンについての詳しい

ことはまだ全然把握しておりませんもんで、その辺また実行委員の皆さん方に、現状はこう

だとか、こういうこともやりたいからまた御支援お願いしたいなんていうことを言ってくれ

ば、協力をする。キンメマラソンについてはそういうことでございますので、よろしくお願

いいたしたいと思います。 

  マップのことは、早速、どこにあるかということは調査させていただきます。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、東伊豆町子ども・子育て支援事業計画についてを許し

ます。 

  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） それでは、２つ目の東伊豆町子ども・子育て支援事業計画についてを

お伺いいたします。 

  平成27年３月に東伊豆町として国からのガイドラインで策定をしております子ども・子育
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て支援事業計画、こちらに記されている計画の実施状況と、今後の予定を教えてください。 

  ２点目なんですが、その中に書かれています４月より行われますファミリーサポートです

ね。センターの事業の事業内容と提供会員の募集をしていたかと思いますが、登録者数、あ

と利用者見込み、こちらのほうを教えていただけますでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 笠井議員の第２問、東伊豆町子ども・子育て支援事業計画については

２点からの質問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の平成27年３月に策定された子ども・子育て支援事業計画に記されている計

画の実施状況と今後の予定はについてですが、平成27年３月に策定されました子ども・子育

て支援事業計画については、平成31年度までの５年間を期間と定め事業を進めており、施設

型給付の幼稚園、保育園、地域型保育給付の家庭的保育において、町内の保育等を必要とす

る乳幼児期などに支援している状況であります。 

  また、地域子ども・子育て支援事業では、放課後児童クラブ移転の改修工事などを行い、

子育て環境の整備を図っております。 

  今後の予定といたしましては、４月からのファミリーサポートセンター事業の実施や、小

規模保育事業の支援を行い、子育て支援事業の拡充に取り組んでいきたいと考えております。 

  ２点目の４月より行われるファミリーサポート事業の事業内容と提供会員の登録者数、利

用者数の見込みはについてですが、４月より実施いたしますファミリーサポートセンター事

業は小学生までの児童を有する子育て中の保護者などを会員として、センターが子供を預け

たい依頼会員と預かってもよい提供会員との相互の連携調整を行います。子育て中の保護者

が仕事や諸行事等で子供の面倒を見ることができない場合、提供会員が子育てのサポートを

行うことで仕事と育児の両立を支援し、子育て中の保護者の負担を軽減することを目的とし

ております。 

  具体的な相互援助活動内容ですが、保育施設、小学校までの送迎、保育施設の開所前、終

了の放課後、また保護者の病気や休養、冠婚葬祭、学校行事への参加、子供を連れていけな

い買い物、趣味など、突発的な事象で子供を預かり、子育てサポートをする内容となってお

ります。 

  提供会員の登録者数は、現在４名となっており、利用者数の見込みつきましては今月より
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依頼会員を募集し、問い合わせは何件か来ておりますので、今後、多くの方が登録されるこ

とを願っているところであります。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 御答弁ありがとうございます。 

  ４月より行われるファミリーサポート事業の提供会員の登録が４名ということで、利用者

に関しては数件問い合わせが来ているということなんですけれども、この事業内容なんです

けれども、今までなかなか難しかった部分を突発的に見てくれるということで、事業として

は非常に私も期待はしているところでございます。 

  ただ、これの事業がまだなかなか町民へどういう事業なのかというのが、実際何件か、ど

ういうことかということでお問い合わせをいただいた件もございます。町民への告知、確か

広報とかに載っていたかと思いますけれども、いまいちちょっと理解がまだできていない方

もたくさんいらっしゃるように見受けられますので、今後どのようにもう一度町民へ広めて

いくのか、この突発的なところのルールとか、細かい部分も一応告知をしていっていただけ

たら、非常にいいかなと思います。 

  事業計画の中で、放課後のところの改修だったりとか、今回のファミリーサポートセンタ

ーの事業、あとは小規模保育施設の開設ということでありましたけれども、小規模保育施設

の開設についてちょっと一つお伺いをしたいのですが、29年度の予算に組み込まれています

が、こちらのほうは全協で聞いたところだとゼロから２歳児のところをやるよと。今、稲取

保育園ではそこのキャパが少しオーバーしているから、新しくつくるというところなんです

けれども、確かに稲取保育園の中ではオーバーはしていると思うんですが、保育ママだった

りとか、その他施設を含めても、この事業というのが町としては必要だと考えて予算を組ん

でいるかと思うんですけれども、必要だと思う根拠を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、この小規模の必要性、これは稲取保育園がやることはもう全協

でお話ししました。その中で、ゼロ歳から２歳の面接をしたときに、その落ちこぼれがある

ということを聞きました。やっぱり町といたしましては、その落ち込みをできるだけなくし

たい、そのような方向の中で、ある程度予算的なものが、国が２分の１、そして町が４分の

１、そして事業者が４分の１、これは国会のほうで子育て支援を大変重要視する中で予算も

大分いいようなことを聞いておりますもので、待機者をできるだけ少ない方向で町はやって
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いきたいと考えておりますので、稲取保育園がそういう児童ができたら何とかお願いしたい

と言われた中で、この事業を進めているのが現状でございます。 

  そういう中で、町としては、今現在、この待機児童をゼロにしたいためにやりたい。そし

て、保育ママということも聞きましたけれども、保育ママについても現状がどういう現状か

をお知らせしたい。また町は、無認可の三宝がありますよね、そういうところをある程度こ

れからは活用した中で、どこかの自治体では３歳以下、何しろ保育率も高いですから、民間

は。そういう格差をなくすような方向で、これから子育て支援としては町は必要かなとは考

えております。 

  今回のこの小規模に関しましては、基本的には稲取保育園からそういう待機児童を少なく

したいという中で、町もそういった中で待機児童をできるだけやらない、そういう方向の中

でこの小規模保育事業の支援を行っております。 

  ファミリーサポートの告知のほうは、今、笠井議員が言っているように、広報、そして今

ハイキャットでもやっております。回覧板でも行いました。そういう中で、本当は笠井議員

は周知がまだ少ないと言われれば、また考えなきゃならない。町では、考えられるその辺の

３つをやっております。ホームページもやっておりますので、そういう中で町民に対する啓

蒙、これはある程度子供たちのいる施設、例えば稲取保育園、幼稚園、いろんなところで、

またこういう事業があったということは、これからさらにやった中で受ける人を多くしてい

きたいものと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 今質問がありました家庭的保育、保育ママの現状でござい

ますが、現在５人の保育ママが活動しておりまして、11人を保育しております。27年度の状

況は、保育ママ４人で12人を保育しておりました。 

  また、ファミリーサポートセンター事業の告知の方法なんですけれども、今、広報「ひが

しいず」の回覧、ハイキャット、ＩＫＣ、小中学校への父兄へチラシを配布しまして、提供

会員のほうの募集をいたしました。 

  また、提供会員は12月より募集して、２月17日までということでしたが、随時受け付けを

行っております。また、依頼会員におきましても３月より募集していまして、随時募集を受

け付けております。ぜひ登録していただいて、利用を多数の方にしていただきたいと思って

おります。 
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  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。 

  保育ママのほうの現状ですけれども、今、５名、11人ということなんですけれども、これ

でまず一つ聞きたいのが、これ以上はちょっと厳しいという状況かどうかということを聞き

たいと思います。 

  もう一つなんですが、町長は無認可のところはちょっと値段がということなんですけれど

も、ただ、逆に言ってしまうと、町が認可保育園のところで確かに補助金が出て、そういう

ニーズがあってというところで補助を出すという決定なのかもしれないんですけれども、そ

うすると、確かに稲取保育園で入り切れなかった子たちがいる、待機児童がいるというとこ

ろなんですけれども、逆に言うと、無認可のほうでは受け入れもやはりいっぱいで、今受け

入れられない状況ということだから増やしたいということでよろしいんですかね。新しくつ

くるということは、結局値段が高いから、町長はそっちに行けないということを言いたいの

か、それとも、そっちもいっぱいで待機児童が待っている状況なんで新しくつくってあげな

いといけないという状況なのか、教えていただきたいと思います。 

  もう一つは、この間全協でもあったと思うんですが、本年度のゼロ歳児の出生の人数34名

ということですよね。ここで昨年が50名前後だったと思います。そこを考えると、この待機

児童というのがあと数年でなくなる、自然的になくなっていくというのが考えられるんです

が、それでも町としてはこの事業が必要かどうか、町長のお考えを教えてください。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、私、再三再四、無認可保育園さんには認可さんになってくれま

せんかと言っている中で、なかなか無認可さんがいろんな面で認可は厳しいよということを

言ってくれております。それぞれやっぱり保護者も安いほうへ行くと、これが現実ですよ。

認可保育園と無認可保育園ではやっぱり保育料が大分差がありますから。今回もそういう中

で、認可に入れないから無認可とすると費用がかかり過ぎますもので、それはちょっと無理

だということを言われましたもので、できれば町といたしましても、無認可のところが認可

さんになってくれれば大変また違うと思いますので、よろしくお願いしたいと。 

  その中で、これからのゼロ歳、２歳児がどんどん減っていく中で、それは必要かと言われ

ますけれども、基本的には増やす方向でやっておりますもので、どんどん減っていくからこ
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れは必要ないではないかと言われるけれども、これからまた認定こども園ということも大変

重要視されています。今、各幼稚園があって、保育園がある。児童数が少なくなっていけば

当然、町といたしましても認定こども保育園、これは当然考えなければならないことでござ

います。 

  そういう中で、基本的にはどこにお願いするかということは、また今後検討していきます。

これは近い将来、必ずその方向に行くのは、今の子供たちのことを考えればまず間違いない

と考えておりますもので、その辺は御理解願いたいと思いますし、やっぱり町といたしまし

ては、確かに子供数はどんどん減っていく可能性もありますけれども、ある程度そういう中

でそういう待機児童を少なくしていきたいという中で、今回やっている。 

  これは本当に予算的には、財政上大変いい事業でございますので、やっぱり事業所がそう

いうことをやりたいと言えば、ある程度町といたしましてはそれを支援していきたい、そう

いう考えでございますので、御理解願いたいと思います。 

  あとは、保育ママの現状、手がいっぱいかということは原課のほうから説明いたします。 

○議長（村木 脩君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 保育ママの保育できる子供の数ですが、保育ママ１人につ

き３名まで保育できますので、現状５人おりますので15名までの子供を保育することができ

ます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 確かに定員は15名ね。現状11名。しかし、年齢によってゼロ歳から２

歳は結構手間がかかりますもので、やっぱり保育ママとしてはなるべく、大変だからという

ことでね。定員はあっても、ゼロ歳から２歳までは結構手間がかかりますもので、その辺が

なかなか受け入れてもらえないというのが現状ではなかろうかと思います。一応、原課から

はそういう説明を受けております。 

  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。 

  内容については、そういう形でいくということで、町長が増やしていく方向でおるという

ことですので、そちらの言葉を期待していきたいと思います。 
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  ただ、もう27年には34名、この事実は何も変わりません。なので、増やしていくんだった

らスピード感が必要になるということだけは感じていただきたいと思います。 

  今回、この子育て支援事業計画、平成31年には34名という目標値で来て、ＰＤＣＡサイク

ルでチェックをして、改善をどんどんしていくということを最後に書いてございますので、

ぜひこの数が減っていかず、小規模保育施設を開設して、町長が増やすと言っていますので、

ぜひ活用ができるように町としては進め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） やっぱり地方創生の中では人口減少ということをうたっておりますも

ので、気持ちはその気持ちでやらなければ、とてもではないけれどもまちづくりはできませ

んもので、当然その方向で町の運営はやっていきたい、そういう気持ちでございますので、

ご理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第３問、東伊豆町への移住、企業誘致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） それでは、３つ目の東伊豆町への移住、企業誘致についてお伺いをい

たします。 

  お試し移住施設の稼働が始まりまして、稼働率が非常に好調だということは聞いておりま

す。現状までの利用者数また移住された方はどの程度いるか、ひとつ教えていただきたいと

思います。 

  あと、東伊豆町としての企業誘致についての取り組みの現状と今後の予定、あれば教えて

いただけたらと思います。 

○議長（村木 脩君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 笠井議員の第３問、東伊豆町への移住、企業誘致については２点から

の質問ですが、順次お答えいたします。 

  まず、１点目のお試し移住施設が稼働し、稼働率が好調だが、利用者数は。また移住され

た方はどの程度いるかについてですが、お試し移住施設は、昨年６月開設以来、順調に利用

者が切れない状況が続いており、現在、既に５月いっぱいまで予約で埋まっている状況であ
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ります。これは施設の魅力、手ごろな料金、立地環境のよさによるものと思っております。 

  平成29年２月末までの実績で通算137日、11組、24人の利用がありました。施設利用者に

対し地域文化の勧め、この地での生活の留意点、町内案内など、職員のきめ細かな対応によ

りまして、実際に移住された方は２名おり、30代の男性が片瀬に９月から住み始め、また50

代の男性は年明けから稲取駅前にパン屋を開業するために移住をされ、２月末に起業・開店

されました。 

  次に、２点目の企業誘致についての取り組みの現状と今後の予定はについてですが、企業

誘致に関しましては、当町は形状平たんで広い面積の土地を確保することが困難であること、

道路網の脆弱なことの問題があるため、工場などの建設、物流を伴う産業の誘致は難しいも

のと考えます。ただ、近年は通信のインフラの整備が進み、町内でも光回線が敷設されまし

たので、ＩＣＴ関連のオフィスの開設は可能となってまいりました。実際、山間部の町にお

いても実験的にサテライトオフィスを置いて稼働を始めたケースも聞いております。町内に

点在する空き店舗や空き家を用いてこのような企業を誘致していくことを図っていかなけれ

ばならないと考えております。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 御答弁ありがとうございます。 

  一応、10家族程度で137日の利用で11組、たしか24名という方だったと思います。そのう

ちに２名ということなんですけれども、残り９組の方々というのは利用をされて、今こちら

のほうにはまだ移住はされていないんですけれども、その方々の移住への前向きな考えとか

は何か町のほうでは確認していますかね。 

  もう一つですけれども、お試し移住施設、非常によくて５月末まで予約がいっぱいだよと

いうことなんですけれども、日本全国、今、移住・定住ということで、いろんなところで行

っていますが、町としてなんですが、町営の定住促進住宅の整備というものはお考えはない

かどうか、ちょっと教えていただければと思います。 

  町営の定住促進住宅というのをちょっと簡単に御案内をすると、町が場所によっては町営

地に新築住宅を建てて、そこに町営住宅みたいな形で家賃で住んでいただくという形ですね、

それで定住促進を促すという形のものでございますが、町としてはこのような設備は検討は

していないかどうか教えてください。 

  あとは、企業誘致についてですが、先ほど町長の答弁にございましたが、やはり運搬を伴
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うもの、工場だったりとか物流を伴うものはなかなか厳しいという状況は昔から言われてお

ります。先ほど町長の中にもありましたが、通信インフラが整っているこの東伊豆町で、や

はり地方においてももう数年前から多いのがプログラム系、通信系、あとは映像等のクリエ

イティブ系のサテライトオフィス、こちらのほうが非常に今盛んになっております。これを

町が主導となって、小さな企業でも呼び込むということで働きかけをしていくというところ

なんだと思うんですが、具体的にどのような形で働きかけをしていくのかというのがあれば、

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、11組中の９組、この感想とか意向、これはちょっと原課のほう

でやって、もしやっていなければ、当然これはやらなければならない。ただ、この町に来て

住んだというだけでは元も子もありませんから、その辺の意識調査は、まずこの町に住んで

みたいからお試しさせてくださいよということは、定住・移住のために来る。その後のフォ

ローですね、その人が来た感想とかそういうことがどのような状況か、やっていなければ、

これは当然やらなければならない。そういうことでございますので、原課のほうでの対応を

後でお知らせしたいと思います。 

  定住促進のこれは以前考えたことはあります。と申しますのは、ちょっと町の名前は忘れ

ましたけれども、名古屋あたりの近辺、そこが名古屋に出勤のためにどんどん人口が増えて

おります。その中である程度町が町営の住宅をつくって、家賃も安くして、さらに地元の行

事、いろんなことを協力した中で家賃を安くして人口を増やした。それを聞いてきまして、

そうやろうかなと思いましたけれども、うちの町はそういう企業がないんですよね。例えば

それをやったとしても、果たして費用対効果がいいかという中で、ちょっとそのときはため

らった経緯がありますけれども、今回、結構空き家がありますもんで、この空き家を活用し

た中で、名前は違いますが、定住促進のような施策はやっていきたい。何しろ空き家の活用

も今後のまちづくりにおきましては大変重要かと考えておりますもので、やっていきたい。 

  そんな中で、私、静岡新聞を四、五日前に見たときに、やっぱり行政主導ではなくて、そ

の地域の方々が、空き家になると寂しいから困ると、その空き家の住民に対しまして、この

空き家を活用させてくれと。地域住民でやっている中である程度成功した例が静岡新聞に載

っておりました。 

  空き家にしているのは、お盆に来たいとか、そういうところを何とか１年に１回でも２回

でも来るところがあるもので、他人に貸すのはちょっとなんていうこともある中で、地域住
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民がその空き家の人を説得した中で、１カ所空いたらどんどんそういう空き家を他人に貸す

ようなことが静岡新聞に載っておりますもので、地域住民が主導になってこの空き家解消を

やっていただければ、町がやるよりか地域住民のほうが、本当に空き家が増えて寂しくなっ

たよということで実践していただければ町は大変ありがたいと思います。 

  その記事は、区長さんたちに見せた中で、そういうことをやっていただければ行政として

も大変ありがたいし、町も空き家が多少減るのではないかと考えております。 

  そして、ＩＣとの関連施設、基本的には結構光回線が整備されましたもので、この辺も空

き家を活用した中でやっていきたいと。空き家解消の中でそれが一番いいのではないかと考

えておりますもので、何しろ空き家解消の方向で町はやっていきたい、そういう考えでござ

います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 御利用なさった11名の皆さんからアンケートをとってありま

す。いらした方々につきましては、家族が３組、単身でいらした方が５組、それから夫婦で

いらした方が３組になります。年齢層でいきますと、30代が１組、40代が４組、50代が３組、

60代が３組ということになっております。 

  その中で、アンケート調査の項目の中で「今後の移住の時期についてどのようにお考えで

すか」という設問がありました。その中で、今すぐにでも移住したいという方は、残念なが

らゼロ名でした。ですが、実際に移住した方が２名おりますけれども、アンケートではゼロ。

それから、いずれは移住したいという方が４組、それについては不動産物件が見つかればと

いうことと、年内前後、仕事など条件に合う場所が見つかればという方がいらっしゃいまし

た。そのほか７名の方が、移住したいが時期は未定であるということでしたので、皆様移住

を前提に考えてこの施設を利用してくださったものと考えております。 

  それから、移住について障害になることはどういうことがありますかということを伺った

ところ、やはり仕事の問題という方が３名、それから移住後の生活不安という方が５名で、

移住後の生活が不安ということの中では、医療、それから公共交通、スーパーなどの生活関

連施設などが不安ということで挙げてあります。それから、地域の方とうまくできるかとか、

やっぱり住むところ、坂道が多いということ、障害ほどではないけれども地域住民との交流

に少し不安があるというようなお答えをいただいておりますので、今後またそこら辺の要望

に対してお応えできるように改善していきたいと思っております。 
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  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。 

  今、担当課長からありましたアンケートの中で、やはりアンケートに出てきているとおり

ですよね、移住に関してはやはり不安要素というのが、仕事のことだったりとか、医療、交

通とか、あとは商店ですよね。というところというのがはっきりこの短期間で出ている課題

ですよね。なので、もうまちづくりとしては移住もそうなんですけれども、企業誘致ですね。 

  今ある会社さんたちに雇っていただいたりとかしていく雇用を増やしていくというのも大

事なんですけれども、なかなか突然たくさんの雇用というのは難しいという中で、先ほど言

ったような企業誘致、町のほうが主導となって受け入れていきましょうと、町全体で受け入

れていきましょうという形でやっていくと、この仕事というのが新しいものが生まれて、そ

の移住の人たちだけではなくて、例えば中学生、高校生が大学へそのまま進学をしてしまっ

て、つきたい仕事が伊豆にないから東京で就職をするというのが、こういうＩＴ系だったり

とかクリエイティブな仕事というのは非常に華やかに見えるのであこがれもあると思うんで

すが、これが東伊豆町にあったら、やはり戻ってきたい、もしくは東京で生まれ育った学生

さんたちが新入社員でこういうサテライトオフィスのある東伊豆町の企業へ受けたいという

ことで、新しい人口が増えるという可能性も非常にあると私は感じておりますので、ぜひこ

れはもう力を入れていただいて、町はやっていただきたいと思います。 

  この仕事ができると、先ほど言った移住したいよという方々の生活不安の中の仕事という

のが一つなくなりますよね。人が増えると、やはりスーパーとか商店も残ります。新しいも

のも増えてくると思います。この不安も消えてくると思います。 

  交通に関しては、なかなかバス等というところで、車社会にはなっていますけれども、そ

この部分も人数が増えるというのはなかなか難しいかもしれませんが、例えば電車が最悪の

場合は廃線になってしまうという危機は乗り越えられるということは考えられると思います

ので、ぜひここの部分は早急にやっていかないと、先ほどの子育てに戻りますが、子供の数

も減っていますので、町長は増やしていくよといっても、若い人たちがいなければ増えませ

んので、こういうところで増やしていけたらと思いますので、ぜひ早急に対応を練っていた

だいて、僕の質問は終わりにしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 



－61－ 

○町長（太田長八君） 実は、これからのまちづくりもＩＣ関係、この東伊豆町とか、また伊

豆半島が生きるためには大きな企業誘致ができない限りは、やっぱり光回線を整備してそう

いう企業を誘致する。そういう中で、私、本当に今回残念だったのはアスド会館でございま

す。アスド会館はまだ協議するうちにだめになってしまいました。 

  アスド会館、ああいうのがくれば当然サテライトもできますよ、話した中で。それが一つ

の突破口となりまして、またいい方向に私は行くのではないかと考えている中で、そこがだ

めになったことは大変残念でございます。もう頭を切りかえまして、その辺はまた、今言っ

たように空き家を活用した中で、ある程度その場所がなければ積極的に誘致できませんもの

で、そういう中で、基本的にはその場所をある程度選定した中で、そういうことでなければ

企業誘致、若い人は来ませんもので、そういうふうに今後は頭を切りかえた中でやっていき

たい、そういう考えでございますので御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で笠井議員の一般質問を終結します。 

  この際、２時30分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時１７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、資料配付の申し出があ

りましたので、これを許可します。 

  次に、10番、藤井議員の第１問、アスド会館についてを許します。 

  10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） それでは、通告しておきました問題について質問させていただきま
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す。 

  先般、アスド会館の売却が取りやめとなりました。町長の英明な御判断に私は敬意を表し

たいと思います。アスド会館は町民みんなのもの、現在利用している人たちもほっとしてい

ます。存続を希望する町民の声を聞き届けてくださいましてありがとうございました。私は、

一町民、一議員として感謝申し上げます。 

  もとより町有財産の売却処分に関しては、これは慎重さが求められているわけですが、期

待と不安をもたらした今回の場合も、きちんと総括をしなければいけないかなというふうに

思いますので、そういう意味で今回質問させていただきます。よろしくお願いします。 

  １点目が、この間、アスド会館売却の取りやめに至った経過についてお伺いします。 

  ２番目は、購入希望者が購入を断念した理由は何だったのか。 

  ３番目に、プール、体育館を含んだ売却の話でありましたが、売却することは可能だった

のか。 

  ４番目、専門学校設立の構想について、具体的な計画書というようなものはあったのかど

うか、これについて伺っておきたいと思います。 

  それから、５番目、現在、介護予防拠点施設として町民に利用されているアスド会館の今

後について、どのようにお考えになっているか、お聞かせいただきたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 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、この間、アスド会館売却の取りやめに至る経緯は及び２点目の購入希望

者が購入を断念した理由はどう伺っているかについてですが、まず、須磨学園名義での購入

ということでしたので、学校法人の運営責任者である理事長にお会いしてから交渉を進めて

まいりたいと考えておりました。理事長が体調を崩されたとのことで交渉が長引いておりま

したところ、１月27日に西学園長が来町され、アスド会館購入について正式に断念したいと

の意向を伺いました。この際に、議会の代表やマスコミにも経緯説明をしたいとのことで、

２月７日に議長、議会運営委員長並びに財産の処分検討委員会委員に列席をお願いし、西さ

んから経緯説明がなされました。その後、新聞等の報道関係に対しても同様の説明がなされ
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ております。 

  断念の理由は、ネット上に公開されたブログの内容であり、ブログの発信者が一個人なら

ともかく、町の議員と思われる方からのものであることを鑑み判断したとのことでした。 

  次に、３点目のプール、体育館を含んだ売却の話であったが、売却することは可能かにつ

いてですが、アスド会館、本館、プール、体育館はいずれも行政財産であり、公の施設であ

ります。行政財産は用途廃止をして普通財産へ切りかえた上での売却となります。今回につ

いては、売却により公の施設でなくなりますので、議会にお諮りし、アスド会館設置条例を

廃止することとなります。プール、体育館については、介護予防拠点施設の設置及び管理条

例により管理運営されておりますが、介護予防事業、健康増進事業の継続実施が売却時の大

前提であり、町が所有していなくても賃借権等によって利用が担保されれば公の施設に該当

いたします。 

  次に、４点目の専門学校設立の具体的な計画書は示されていたのかについてですが、これ

まで何度も答弁しておりますが、町はアスド会館を購入したいとの申し出の受けて、西学園

長と売却に関する協議をしていたわけであり、専門学校設置の話し合いをしていたわけでは

ありません。専門学校設置の許認可は県知事の権限であり、処分申請のための設置の計画書

等の提出は県の所轄部局に対して行われることとなります。 

  次に、５点目の介護予防拠点施設として利用されているアスド会館の今後をどう考えるか

についてですが、購入希望先の意向もありますが、施設の老朽化や修繕費、維持管理費など

の財政負担を勘案しますと、基本的にはプール、体育館を含めた売却の方法で検討したいと

考えております。 

  売却に当たりましては、インターネット公売などによる金額の多寡によるものではなく、

若年層が増え、地域の活性化と経済波及効果につながるというような事業内容や活用内容を

最優先してまいりたいと考えております 

  なお、アスド会館のプール、体育館の介護予防、健康づくり事業は売却のいかんにかかわ

らず、これからも継続実施してまいりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） １0番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） ありがとうございます。 

  私は感謝申し上げますと言いましたが、町長はお笑いになっていらっしゃいましたけれど

も、新聞、私も読みました。伊豆新聞にも大きく掲載されておりましたし、それから静岡新
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聞社のほうからはインタビュー等も受けまして、内容を聞かれまして、私は私なりの考えを

述べさせていただきました。 

  この間、アスド会館に関してはこれで２度目の話なわけですよね。八、九年前、平成18年

か19年ぐらいに、同じ西和彦さんがお見えになりまして、ここに秋葉大学院大学を建設した

いんだというふうに申し上げまして、一度買われようとしました。このときは、その後の町

長の説明ではリーマンショックということで、それを理由にいつの間にか撤退されたという

ようなことでございます。いつの間にといって首ひねっていますけれども、これはアスド小

委員会が結成されたわけですから、そこのところでどういう事情になったのかということを

全議員、全町民に本来は知らせる必要があったんではないかと思いますけれども、私はそう

いった記憶はございませんので、いつの間にというふうに使わせていただきました。 

  その理由がリーマンショックだったということなんですが、学校法人というふうなものが、

そういう証券会社とか製造業の会社でもないのがリーマンショックということでなぜ撤退す

るのかなということにもちょっと疑問はありましたけれども、それはともかく、今回は、先

ほど町長おっしゃいましたが、一議員の発言、インターネット上におけるブログというふう

なものに心が折れたというふうにおっしゃられて撤退したと。また、内容をお聞きしますと、

理事長が本来は町に来てお話しするんでしょうけれども、その理事長が体調を崩されて来れ

なかったというお話のようでございます。 

  いずれにしましても新聞報道等によりますと、一議員のブログにおける発言、インターネ

ットにおける発言が自分は気持ち折れてしまって、これ以上続けられないんだというような

話でございますが、考えてみますれば、西さんという方はマイクロソフトの元副社長、それ

からアスキーという会社を立ち上げて日本のインターネット界の黎明期を牽引した方でござ

います。いわばインターネットを全体的に広げてくれた役割の方が、単なる一地方議員のイ

ンターネットブログの書き込みで心が折れたというのも、これも不思議な話でございますけ

れども、それは人の心の中ですから、私が踏み入るわけにいきませんので、はあ、そうです

か、不思議な話ですねというふうに言うしかありません。 

  ただ、このことを理由に撤退されたということに関しては、非常にみんな疑問に思ってい

るようで、例えば、そこの資料の２というのを皆さんにお渡ししてありますけれども、これ

は伊豆新聞さんの記者さんが書かれているのではないかと思いますが、コラムに書かれてい

るんですけれども、釈然としないのは記者だけではあるまいと、その撤退の理由がですね。

このように疑問に思っているわけです。また、多くの町民の皆さんも、期待した方も含め、
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不安に思った方を含め、何でというふうな疑問はお持ちのようでございます。 

  そういう意味で、私はきちんとこういうことを明らかにしておかないと、また町民に要ら

ぬ期待やら不安を与えるのではないかと思いまして、その辺を問いただしておきたいなとい

う思いで質問しております。 

  本当にもし事業が生徒を集めるということのめどが立っており、資金計画もばっちりであ

ると、スタッフもそろっているということであれば、これは事業から普通は撤退はしないの

ではないでしょうかね。去年の４月26日に議会の全員協議会にこれが示されました。そのと

きに既に１年半も、つまり、ことしの10月には開校だというふうに書いてあるわけですよ。

専門学校を２つつくる、さらに語学学校も含める等々の構想が１年半後ぐらいに本当に可能

なのかと。１年半後くらいであれば既に生徒募集ぐらい始まっていないと、これはあり得な

い話なわけですよ。学校をつくるに当たってはもういろんな手続、ご存じのようにあると思

います。その中で、例えば寄付金なんかも、多額の金がかかるんで寄付金なんか集める、そ

の寄付行為の認可だけでも何カ月も、あるいは何年もかかるというような事例でございます

ので、これは学校をつくるというふうなものがそんなに簡単ではないというふうに思ったん

ですが、その辺、町長は本当に１年半後に開校は可能というふうに思っていたのかどうか。

この話を引き受けられたときにどういうふうにお考えになったか、その点をお伺いしたいな

と思います。 

  これは県が許可しなくちゃならないことなんで、これまで何度も売却やら何やら学校の話

はあったけれども、学校に関しては県の権限だというふうに言っていますけれども、曲がり

なりにも東伊豆町の土地建物を買いたい、そこを拠点にしたいというからには、議会全員協

議会にかける以上は事業計画書というのがなければ、これはちょっと話にならないと思いま

すよ。もし町長が見ていなければ、それは役場の係に、担当の課に計画書を示せというふう

に言うのが、これは最低限の私は議会にかけてくる前提ではないかと思うんですよ。それが、

その計画書ありますかと聞いたら、依然ないというふうにおっしゃいました。現在それは示

されていなかったわけですね。その点に関してはないということでよろしいかというふうに

思うんですが、うなずかれたようですけれども。 

  どうでしょうかね。計画書のない計画を信じろというほうがこれは無理な話で、議会の私

たちもどういうふうに信じていいかわからないですよ。いずれにしましても、これに関して

は、町長、計画書も示されない計画をなぜ今回信用されたのか。 

  それで、いい話としても、よしんばそれができるのは私は悪いこととは言っていません。
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学校ができる、大学院、大学ができるときにも言いました。いい話ですけれども、その場合

は、本当にそれができるのかどうか、資金計画はどうなのか、スタッフはいるのか、あるい

は学校としての運営はどうなのか、信用性はどうなのか等々をやっぱり緻密に調べない限り、

町有地を売ることはできないと思うんですよ。にもかかわらず今回それをなされたのかどう

か、この点もまた２点目で承っておきたいと思います。 

  それから、ここに可能性の問題ですが、売却は可能だったかということに関して、町が公

の施設には貸すことはできるというふうなことでございましたが、これはちょっと無理のあ

る話だったんではないかと私は思うんですけれどもね。これは地方自治法の第９節財産とい

うところがあります。皆さんのお手元にも資料として抜粋して、資料のナンバー４です、示

してございます。ちょっと読ませていただきます。皆さんにとっては釈迦に説法で恐縮です

けれども。 

  地方自治法第９節財産、第１款公有財産の範囲及び分類、第238条、公有財産はこれを行

政財産と普通財産とに分類する。行政財産とは普通地方公共団体において公用又は公共用に

供し、又は供することを決定した財産をいい、普通財産とは行政財産以外の一切の公有財産

をいう。238条の４、行政財産は次項から第４項までに定めるものを除くほか、これを貸し

付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設

定することが出来ない。このようになっております。同条第６項、第１項の規定に違反する

行為は、無効とするというふうになっております。 

  どうでしょうか、この条文、皆さんの手元にも配ってありますが、例外は、国とか、地方

公共団体、県とか、そういうところには貸し付けることはできるというような条文でござい

まして、それ以外は、これは売り払うことも貸し付けることも譲与することもできないんだ

と言っているわけです。 

  町長おっしゃるように、アスド会館はプール、体育館も含めて行政財産であるというふう

におっしゃっているわけですから、これは、町長が今回、西さん個人にしろ、学校法人須磨

学園にしろ、もし売却の話を進めていって契約を交換するようなことがありましたら、これ

は第６項にありますように全て無効となるというようなことなわけですよ。 

  というふうに法律には書いてあるんですけれども、地方自治法です。町長はこれをどんな

ふうに考えていたか。私は、繰り返しますが、釈迦に説法で口幅ったいことを言うつもりは

ありませんけれども、これはそもそも売却できない財産を売却するというふうに発表したの

ではないでしょうか。それについて町長はどんなふうにお考えなのか。公の施設に貸すこと
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ができるというふうに言っていますけれども、須磨学園なり、西さんなりは公の施設と言え

るのかどうか。全くこれは私学でございまして、私立のＩＴ学院、あるいは介護の学校をつ

くるというようなことに関しては、全く町長がおっしゃるような公の施設ではないわけです

よ。 

  しかも、それに貸すということに関しても、国とか公共団体に貸すことはできるとなって

いますけれども、いわんや売却なんてことはあり得ないわけですよ。したがって、この話そ

のものが非常に私はずさんだったと。私のブログでも言っています、ずさんだったんではな

いかと。 

○議長（村木 脩君） 藤井議員さん、よろしいですか。今、町長の答弁は、行政財産を普通

財産にして売却するという話ですから、そこのところ行政財産をそのまま売るという話では

ないので、要対処するということですので、そこのところはきちんと整理して２回目の質問

にしてください。 

○１０番（藤井廣明君） はい。 

  その場合は、行政財産を普通財産にするには議会の議決も要ります。そういうようなこと

をもしやるんでしたら、さまざまな手続が要るわけです。ですから、この行政財産がこのま

ま売ることはできなかったわけで、それが可能だったのかということで新聞発表がこれは大

きく出ていますけれども、アスド会館の売却なんていうような話がこのまま進むことはまず

不可能だったんではないかと。その点に関してどんなふうに考えているかということです。 

  それから、その計画書に関して、どういう人で、どれだけの資産があり、どういう学校を

やろうとして、どういう内容かということに関してのその計画をきちんと聞くというふうな

ことは必要だったと思うんですよ。それに関して十分なされたかどうか。売却相手方ですよ、

町有地約２万坪と建物、現在使っているものを売却するに当たって、購入したいと、いい話

だと町長がおっしゃるように、話を持ってきた相手方に関して、これは十分な精査をしなけ

れば、ちょっとあり得ない話だと思うんですよ。そうでなければ、新聞発表だけで、これは

いい話だというふうにみんな思って、町民にも非常に誤解やら、淡い期待やら、あり得ない

話を拡散するわけで、そういう点でもっともっと慎重に調査すべきだったんではないかと思

いますけれども、その点に関しては多少安易さがあったんではないかと。 

  私は、町長に先ほど感謝申し上げましたけれども、と同時に町長は、やはり淡い期待を抱

いた方、何とか若い人が来るのではないか、いい話ではないかといった方に関して、もっと

綿密な調査と、それに基づいた発表がなされてしかるべきではないかというふうに思ってお
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ります。 

  今言った点あたりをどうぞ御答弁いただけますか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、私、藤井議員から感謝される筋合いはございません。はっきり

言って残念でございます、これは。はっきり言わせていただきます。感謝なんかされちゃ困

ります。町としては、大損害を受けたと思っています。 

  私は一議員と言いました、しかしながら調べた中、ブログ「伊豆の風」、この伊豆の風と

いうのは藤井議員ですよね、はっきり言いましてね。その中で、西さんは、例えば藤井さん

が一個人ならばそれは考えてもいい、しかし、藤井さんは公人なんですよ。藤井さんの下に

町民が何人いるか。そういうことをはっきり言いました。藤井さんが一個人ならば、こんな

の関係なくやりますとはっきり言いましたよ。そういう中で、藤井議員が公人であるから、

公人である方がこのようなことを書くということは、藤井議員を支持した町民がいることは

間違いないですよ、二百何名の町民が。 

  言ったのはそれですよ、はっきり言って。そしてまず見解の相違は、リーマンショックが

大した事件ではないということを言いますが、これはもうすごい事件ですよ。世界の経済が

これによってどれだけ変わったか。そこでまず認識が違うから、藤井議員とは幾ら話しても、

これ同じなんですよ。我々はリーマンショックって世界経済を動かすほどの大ショックでし

たよ。それが、それぐらいのことで秋葉大をあきらめるのはおかしいなんて、私は、リーマ

ンショックというのは世界の経済を揺るがしたですからね、学校であろうと何であろうと、

これによってやめたところはたくさんあります。このリーマンショックの認識が違うという

ことが、まず藤井議員とは違うところでございます。 

  その中で、ブログを読ませていただきました。資料ももらいました。確かにこの表面的、

これは本当にすばらしいことが書いてありますよ。私も読ませていただきました。しかし、

書き込みを見てくださいよ。いいですか。基本的に秋葉なんか私も関係ないと思っています

から、あくまでも今回は秋葉大学のときのように西さんが専門学校によって来たと考えてお

ります。そういう中で、議員ですから正確な情報を流してもらいたいと思います。「東伊豆

町長の言うことは信用できません」、私のことはいいですよ。しかし、正確なことを書いて

もらいたい。2016年６月13日何とかさん、「東伊豆町の言うことは信用できません。なぜな

ら2006年５月２日に東伊豆町長に就任して間もなく、建設に同意する判こをついて、しかし

ながら、河津町の土地に建った河津の風車であるからしらばくれています」、この同意は熱
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川の同意なんですよ。この文面を見ますと、いかにも2006年にその河津町に建った同意を出

した、それで何回も藤井議員は質問している。河津町長に対しては知らないからと言ってい

ますけれども、この2006年の同意は熱川なんです。この文面から見ると、2006年というのは

河津に対してのように読めるではないですか、その辺ははっきり書いてもらいたいですよ。

一般の町民が見れば、これはそう読めます。 

  さらに、その次の下に、「コメントありがとうございます。全く本来なら一度だまされそ

う」と書いてあるんですよ。西さんもこういうこと読んでいますよ。だまされそうとか。確

かに藤井議員が言うように、大変すばらしいことを書いてあります。コメントを見ますと、

やっぱり本心が出てくるんですよ。こういうところを見て、一個人ならいいけれども、一公

人がこういうことを書くのはいかがなものか、そう感じております。 

  さらに、やっぱり学園が買うんですから理事長と話をしたい、これはそのとおりで、私も

そう思っていました。その中で、１月27日に来たときに、私は本当にこれはショックでした

よ。と申しますのは、私が議員または町長になったとき、玄関口である大川地区、この空き

家の大川グラウンド、パートが買っているんですよ。パートが買っていて、この話がうまく

いけば、その裏を西さんが買って、そこを拠点としてアスド会館をやるとはっきり言ったん

ですよ。そして、ここにありますよ、大川グラウンドというのは誰が買ったか、パートが買

っているんですよ、３月１日。現在の謄本です。ということは、町はアスド会館もだめにな

った、そして長年の懸案事項である大川グランドホテル、これは空き家の特措法ができたと

きに、すぐに大川区長、北川区長から、この大川の空き家を何とかしてくれと頼まれている

んですよ。もしこのアスド会館がそのままいっていれば大川も解決できたと思うんですよ。

本当に町は重大な損害を受けたと考えております。 

  一番、藤井議員にわかってもらいたいのは、全協でこれが決まりましたと言いましたか、

これから協議させてほしいと言ったんですよ。それを、藤井議員は、あくまでもこれで決ま

ったと。しかし、我々は全協で、これからこの話を進めていいですかと言ったつもりです。

皆さんもそう理解していると思いますよ。だから経過質問、全然ありません、はっきり言っ

て。これからね、こういう話が来たから話を進めた中で、いろいろ計画書も出た中で、また

議会に諮ると私は言ったつもりですよ。あくまでこれが決定と言ったつもりはありません。 

  さらに、プールにおきましても、健康づくりに関しては絶対後退させない、そういう言い

方をしたと思いますよ。たとえ売却してもね。そういう状況の中で、今回こういう話が来ま

したもんで、町は大変いいと思いますもので、この西さんが来たとき、ちょっと売却に対す
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る話し合いをさせてください、町はそういうつもりでお願いした中に、もう藤井さんはこれ

売却という中で、そこでもう全然違うんですよね。 

  だから、我々は、これから西さんと交渉した中でいろんなことをやっていく中で、もうは

っきり言って、このブログによって西さんは最終的に私のところに言ってきました。このこ

とに関しては、ちゃんと財産処分検討委員会も立ち上げましたよ、役場の方、そして稲取地

区の区長さん２人に入ってもらって、さらに農協、商工観光協会の若手、これでいいですか

と。そういう中で話し合いをしてもいいですよといったもので、全協にかけた。これだけは

皆さんに理解していただきたいと思います。 

  本当に今回はもう残念でございました。感謝されても私は困ります。せっかくいい話がだ

めになったから本当に残念、これが本当の気持ちです。 

  そして、公の施設に関しましては、壇上で言ったように、あのときは話し合いをすると言

いましたから、そういう中で、決まったならば行政財産は用途廃止をして普通財産へ切りか

えた上の売却となると、壇上ではっきり言いました。やっぱり議長さんが言ったように、ち

ゃんと聞いてもらいたいですよ、壇上で言ったことを。ちゃんと壇上でも、行政財産ではな

く普通財産に切りかえて売るということを言いましたもので、答弁をちゃんと聞いてもらい

たいと思います。 

  そして根本的なやつは、藤井議員はもう売却ありき、しかし、我々は話し合いをさせてい

ただきたい。そこで当然ずれがあった中で、今回こういうふうになった結果と思った中で、

我々も少し反省はあります。全協の中でもっと強く、これは決定ではなく話し合いでいきま

すよということをもっと強く言えば、藤井議員は誤解しなかったかもわかりません。そうい

う中では反省するところは反省したいと思いますし、今回、町は非常に残念な結果になった、

これだけは言っておきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） １0番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 残念だったというお気持ちはよくわかりましたけれども、逆に、町

民の中にはよかったとおっしゃる方もいらっしゃるのもまた事実ですよ。ですから、それが

どちらがどうということではございませんが、さっき申しましたように、このまま契約なん

かにはまずいかなかったろうと。 

  それから、決定したというふうなことではないというのは、それは当たり前で、決定して
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から反対したって、議員は何の意味もないわけですから、これは全協なら全協に諮ったとき

に、やっぱり私は何回も質問もしましたし、じゃあこちらは調べましょうということで、い

ろいろ調べさせていただいたわけです。 

  言っておきますけれども、ブログは、これは西さんも皆さんに配布したようですけれども、

私のブログで、私が書いている部分に関してはどの部分が違法とか何かと言っているのか。

ないんですよ、私はどの部分でも真実以外は言っていません。 

  それから、他人のコメント、熱川の風車のほうとか、河津のほうのあれがなんて、そうい

うよその方のコメントをされている方に関してまでは責任負いかねるんですよ。これはイン

ターネット上のいわば常識ですけれども、自分が何か発言した、それに対して相手がいろん

なことをコメントしてくる、そのコメントに対してまではこちらはちょっと責任持ちかねる。

こんなことは常識ではないかと。それこそインターネットの世界を領導された西さんによく

お聞きになったほうがいいのではないかと思います。 

  ですから、私が上げているブログ、それからコメント、私が返事していることに関して、

ここがうそとか、誹謗中傷ということは一切ありません。 

  それで、私は、ここの中でずさんな計画というふうには言っております。実現性のないず

さんな計画だったというふうには言っているんですよ。それは、例えば皆さんにお渡しした

資料の中で、前の秋葉大学院大学をつくるときの設立準備委員会、そこにあったメンバーに、

私はほとんどの方に連絡しました、とれる範囲で。そうしたら、そこの設立準備委員会の名

前が載っている皆さんの資料の３番の西澤潤一さん、そのほかにもあるんですよ、ただ、こ

の方から秘書の方が電話くださいました。「うちは全然頼まれてないですよ、何の話でしょ

う」と。ああ、そうですか。じゃあそれは電話で受けても言った、言わないになりますから、

できればファックスいただけませんかと私が申し上げたところ、このようなファックスが来

たんですよ。「藤井廣明様。拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、

貴殿からの平成21年３月17日付書面拝誦いたしました。お尋ねのありました秋葉大学院大学

発起人会メンバー予定者についてですが、これまで依頼を受けた覚えはございません」。依

頼を受けた覚えがない方の名前を載せているわけですよ。こういったこと。 

  それから、私たち全協に、皆さんの中に当時の全協に出された書類、平成19年12月12日の

ブログには、既に50億円集まったと。ビルゲイツから25億円振り込み済み、入金済みとなっ

ているんですよ。しかし、それは示されなかった。そういった事実をもって、この計画はず

さんだったというふうに私は言っているわけであって、その点に関して、私のフェイスブッ
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クもそうですが、このブログにおいての発言に関して一切、私は事実に基づかないことは言

っておりません。ですから、これで心が折れたというのもちょっと笑止千万という感じがし

ますけれども、それは先ほど申し上げたように、人の心の中ですから、これはやむを得ませ

ん。 

  マイクロソフトの副社長までやった方、アスキーの社長だった方が一地方議員のブログに

心折れるというのも不思議な話ですけれども、それはともかく、これは私、これに関しては

本当に自分の発言に関しては、こういうネットの社会ですからうかつなことは言えないんで

すが、それはよくわかります。 

  その中で、きちんと相手の方を調べたんですかという中で、町長は、まだ正確な答弁はさ

れていませんけれども、例えば相手は教育者としてふさわしいのかどうかというふうなこと

等々も含めて、当然ではないですか、学校をつくるというんですから。相手が、その方が実

際学校をつくるに当たって適格者であるかどうかに関しても調べたのかどうか。これに関し

ては、この間、須磨学園というのは地方でいい学校ですよ、評判聞いても。ただ、西さんは、

この間２回ほど自分の学校の先生を解雇して裁判所に訴えられているんです。10年の間に２

人も裁判沙汰になって、いずれも西和彦学園長あるいは学校法人須磨学園が敗訴をしており

ます。これは解雇は不当だったと。１人目の方は依藤薫先生、それから、昨年判決下りまし

た、神戸地裁の204号法廷で判決ありました後藤芳春先生、いずれも不当解雇だったという

ことで、これは原状復帰しなさいというふうな命令が下っているわけですよ。そういうよう

なことを含めて、私は全て発言に関しては裏をとりましたよ。ですから自信あります。それ

に関して、例えば今言ったようなことも全部公的に発表されている内容ですから、相手が知

られたくなくても事実を発表するのは誹謗でも中傷でもないんですよ。事実をもってね。 

  ですから、これは町の相手ですから、この方が東伊豆町に来て学校を開きたいと言ってい

るわけですから、それに関しては、やっぱり徹底して調べる必要があるのではないでしょう

か。これは、私一議員といえども個人で全部やっているわけですよ。町という法人であれば、

さらに優秀なスタッフそろっているわけですから、命令一下、どんな情報でも集まるし、調

べられるわけでしょう。そういった事実を知っていたのかどうか、調べたかどうか。調査は

十分だったかと言ったのは、その辺も含めて私は伺っているんですよ。 

  それから不動産の価格でございますが、この間は、町長はいいことだがなということで、

3,000万でもいいのではないかというふうにおっしゃいました。町民の中では、ちょっと

3,000万円では安いのではないかな、うち１軒分ぐらいの値段だなというふうに言っている



－73－ 

方もいらっしゃるわけですよ。それに関しても私も徹底して調べましたよ。平米数というよ

りも、坪数が約１万9,500坪、それがどのくらいの価値があるのかに関して、私も静岡県の

不動産鑑定士協会やら、そのほかにも連絡したり、法務局に行って登記簿建物土地、それか

ら地籍簿、それから公図、こういったのを全て閲覧だけではなくてとったですよ。だからど

うだというんですけれども、それは正確を期すために、私ですら、そんな個人的にこれの価

値を調べたんですよ。それから、今年出ました静岡県地下調査資料、これ等々では平米幾ら

になっているのか。 

  今回買いたいという、６割方買いたいと言っているんですけれども、アスド会館が１万

9,500坪のうち、今回買いたいと言ったのはその６割６分の１万4,920坪、これを買いたいと

いうわけだ。じゃあ残った土地はどうなんだと質問した経過ありますね、町長、それは保安

林だから売れないんだというふうにおっしゃいました。でもちょっとつじつま合わないんで

すよ。保安林は何の保安林ですか、保安林の種類をちょっと教えてください。関係なくない

んですよ、買おうとして、売ろうとした話の内容ですから。 

  と同時に、その周りの保安林はそのまま残されたら非常に困るのではないですかと言った

ら、今売れないと言ったんですけれども、保安林の中で一番重要な水源涵養保安林、これは

それこそ石１個そこから持ち出してもいかん、枝１本持ち出してもいかんという非常に規制

の厳しい水源涵養保安林を、町は東電が風車建てるときに売っているではないですか。そう

いう事実はないですか。あるいは、その前の秋葉大学院大学のときには、それ全体を売ると

いう話だったんですよ、１万9,500坪。それでは今回は何で６割６分しか買わないんですか、

売れないんですか。売れないというふうにおっしゃったんですよ。それは矛盾でしょう。 

  そういう、これだのあれだのその都度はぐらかすような感じでの答弁は、これは慎んでい

ただきたい。私個人ですら、それだけ議員報酬もらっているんだから当たり前と言えば当た

り前ですけれども、万の金ですよ、全部これ。自分の不動産鑑定業務をやっている友達複数

にも聞いて、資料も全部送りました。だけど、それは大体３億から４億ぐらいの価値がある

のではないかとおっしゃいましたよ。だけど正式ではないから言わないでくれと。これ頼む

とやっぱり100万以上かかるそうですよ、そんな金ありません。個人の力量でやれるのはこ

こまでだなということで、これらの書類を全部送りまして、机上計算してもらったんですよ。 

  その際に出たのが、建物もまだ50年たっていない、鉄筋コンクリートは50年だそうですけ

れども、減価償却。まだこれは1969年に譲渡されていますので50年たっていないんで若干の

価値もあると。それから、隣地宅地が２万7,800平米ですか、これ静岡県の土地が幾ら安く
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ても、平米１万円なんていうことないんですけれども、例えば１万円単純に掛けても、それ

だけでも二億四千何百万になるんですよ。それに建物の若干の価値と、それから隣地があり

ますね、それも含めて、さっき言ったように大ざっぱな数字ぐらいではないかと。それはた

だし、正式な不動産鑑定ではないということは先ほど断ったとおり、現地も見ていませんの

で、これは使わないでくれと、名前も出さないでくれと言われていますので、私は大ざっぱ

な感触を得たというぐらいにしておきます。 

  しかし、数字には根拠あると思いますよ。なぜか。この前のアスド会館を利用して秋葉大

学院大学をつくるというふうに話を持ってきたときに、町の希望売却価格は３億円と言った

んですよ。それは覚えていますよね、書類も残っています。交渉の結果、それが１億5,000

万になり、さらにそのうち1,000万だけ払って、あとの１億4,000万は３年後に払うなんて仮

契約までいったんですけれども、それはともかく、あんまり枝に入らないようにしますけれ

ども…… 

○議長（村木 脩君） 藤井議員、質問を明確にして、答弁する側の時間も考慮していただき

たいなというふうに思います。 

○１０番（藤井廣明君） わかりました。 

  その点で、私はこのブログに関してでたらめとか言われる筋合いはない、そういうことで

ございます。 

  私がこれだけ個人でも調べているのに、なぜ町はそれだけの調査をしないでこういった話

に二度までも乗っているのかということで、この点に関しては記載した帳面も含めて疑問で

すので、調査を十分になされたかどうかお伺いしたい。 

  それから、何らかの形のお約束をされているのか。というのは、町民はみんなこう言って

いるんですよ、「また来るんじゃない」と。ことわざに二度あることは三度あると、こう言

っているんです。まさか議員が12人いれば、全員賛成するとは思えなかったと思うんで、こ

れは常識でしょう。十人十色というんですから。１人くらいは反対で、そんな事業撤退なん

てことはちょっと不思議だと言っているわけですけれども、町民の皆さん疑問に思っている

わけですけれども、そういったものがなければないでいいわけです。 

  あと、町長が、このアスド会館に関してこれからどんなふうに使おうとしているかという

ことに関しても聞きましたけれども、ただ売却の方向ということではなくて、私ちょっと提

案させていただきたいなと思うんですよ。そこにちょっと示しておきましたけれども、提案

の１つとして、これは例えば、必ず来ると言われている東海地震、その際に、この建物は非
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常に危ないということを、前に別な話で聞きましたよ。その際に、今、伊東は早々と高台に

庁舎を持っていっている。下田も移転して建てようとしている、稲梓のほうにやっているよ

うです。河津も何か総合会館つくっている。災害の場合に、本当にここのところはそのまま

役に立つのかどうか。もしそうでなければ、どこか移転するとして、あの土地、約２万坪あ

るわけですけれども、3,000万円くらいでまた買い戻すことができるのかどうか。 

○議長（村木 脩君） 藤井議員さん、もう10分しかありませんので、答弁のほうを聞くのか、

質問だけで、演説だけで終わるのか、そこのところ。 

○１０番（藤井廣明君） いえいえ、その辺、提案を含めて、こういったことに利用するとい

う考えはないですか。いいんですか、町が3,000万で買えると思いますか、もしあれを失っ

た場合に。そういう点に関して長期的に、これは町長さんの防災等々に関する考え方もです

ね…… 

○議長（村木 脩君） 防災のほうは通告外になりますので。 

○１０番（藤井廣明君） 防災を含めてあの土地の利用の仕方を考えられたらどうかというふ

うに思っております。 

  お答えお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 議長、10分過ぎてもちょっとやらせていただきたいと思いますので。 

  まず、仮契約はやっておりません。それだけは理解……、基本的に、秋葉大学は秋葉大

学、今回は今回、これ切り離してもらいたいですよ。いつまでも秋葉大学、秋葉大学って

それをやっていて、今回の計画がいかがなものか。それは果たしていかがなものかですよ。 

  まず、仮契約、これはやっておりません。それだけは……、やったと言ったではないです

か。 

（「それは前回ですよ」の声あり） 

○町長（太田長八君） やったと言ったではないですか。1,000万と言ったではないですか。 

（「それは、ですから前回の」の声あり） 

○町長（太田長八君） 前回やってないですよ。 

（「前回の話がでたらめだと言っているから」の声あり） 

○町長（太田長八君） ですから、それ仮契約やってないですよ、町は。 

（「それは知ってますよ、私だって」の声あり） 

○町長（太田長八君） ではなぜそう言うんですか、仮契約したなんて。 
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（「これに関しては前回の契約じゃないですか」の声あり） 

○町長（太田長八君） 前回、仮契約していませんと言ってるじゃないですか。 

（「仮契約寸前だったと言っているんですよ、それは」の声あり） 

○町長（太田長八君） 全然話が違うじゃないですか。話にならないよ。 

○議長（村木 脩君） 藤井さん、今、町長のほうがお答えしている番ですから。 

○町長（太田長八君） そうですよ。私、黙って聞いていたではないですか、あなたのあれを、

言いたくても。やっぱり議員もその辺のルールをちゃんと守ってくださいよ。私はね、藤井

議員の質問に対して私も言いたいですよ、反応したいですよ。しかし、じっと我慢してね、

答弁するの待っているんですよ。それを、私が言ったことに対して、あんたは違うという中

でまたこう言っている。これでは議会のルール何もないではないですか。やっぱり議会のル

ールを守ってもらいたいですよ。それが１点。 

  そして、今回はね、やっぱり西さんが持ってきましても、あくまでも計画は須磨学園だか

ら、須磨学園の理事長に会ってからこの話は正式に進めたいと、そう言っているでしょう。

その辺を理解してくださいよ。決定ではなくて、理事長に会ってから正式にこの話を進めて

いきたい、その辺を絶対理解してもらいたい。本当に町は今回大損害を受けたと思っている

んですよ。今後のまちづくりにおいて、アスド会館、そして長年の懸案事項であった大川温

泉の空き家、大川グランドホテル、これ一挙に２つ解決できたんですよ。その中で、この東

伊豆町本当に大損害を受けた。私はそう思っております。だから感謝なんてとんでもないで

すよ、私は。 

  私に言ってくる町民は、みんな「残念だったな」、そういう声ばっかりですよ。よかった

なという話は私には一切入ってきません。藤井議員のところに来たかわかりませんけれども、

私には、「本当残念だ、いい話だったな。せっかく若い者が来るような計画の中で、それが

挫折した、非常に残念だった」、そういう声が大変多いですよ、私に聞こえてくるのは。 

  本当に大ショックだった。これによって大川地区の空き家、大川グランドホテル、これは

っきり言いますよ、あなたがどれだけ町に損害与えるか考えてくださいよ、感謝、感謝では

なくて。 

（「関係ない」の声あり） 

○町長（太田長八君） 何で関係ない、あんたは自分の言っていることはあれで、こっちが言

うと関係ない、関係なくないではないですか。これが現実ですよ。 

  それで、お金、私は、この土地を3,000万円で売っても、後の活用を考えなきゃ売らない
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と言っているでしょう。土地だけで3,000万、それは確かに安いかわからない。しかし、そ

の後の活用を考えた中で、この活用に３億ほどかかるんですよ。土地だけの売却、これを考

えれば3,000万は安いですよ。しかし、その後のことを言ってくださいよ。土地は3,000万円

だけれども、この後の活用がありますよと。全然その辺のフォローがなくて、ただ土地代だ

けで3,000万、これがひとり歩きしているんですよ、藤井さんのブログ見ると。それが一番

困るわけ。 

  確かに、今のアスド会館を３億で買う人いますか。全然いないですよ、はっきり言って。

そういう人が来れば喜んでやりますよ。現にね、町が売りますよと言って、来た企業ありま

せんよ。どれだけ藤井議員があの土地がすばらしい土地かと、それはすばらしい土地ですよ、

それは私もわかります。町は、あのやつを活用した中でやっていきたい、そう考えておりま

す。だから、その中で3,000万円プラスその施設の活用、それを含めれば当然３億か４億ぐ

らいかかりますよ。その辺のことも私は全協で言ったつもりでございます。あくまでも土地

代ではなくて、総合的に含めた中であそこをやっていきたい。 

  そして、健康づくりも絶対後退させない、そういうことを私言ったと思いますよ。その辺

は理解していただきたいと思います。 

  今後の方針、これは、基本的には私はっきり言って、だめになってからマスコミの方が来

ましたよ、町長の気持ちはと。私はあの土地は、はっきり無償でもいいと言いました。議会

の皆さんが理解できれば。無償でもいいからよりよい方、この町の活性化のために来てほし

いと言いました、そういう気持ちで。と申しますのは、それだけ町は少子高齢化の中で、そ

ういう町の若い人を受け入れたいんです。さっき笠井議員が言ったように、ＩＴ関係、一つ

の拠点なんですよ、あそこが。もう「たら」は言いませんけれどもね。もうそういう夢がど

んどん膨らむ。 

  確かに藤井議員は心配すると思います。しかし、心配した中でね、もし話し合いをした中

でだめだったら断ります、はっきりと。町の意向と全然違っていたならば、これは町の意向

に沿わないから、すみませんけれども、この話はなかったことにしてくださいということを

はっきり言います。しかし、藤井議員とかマスコミでは、これがだめになったからまた来る

のではないかと。絶対ありません。私は、だめになったとき西さんに、大変いいことだから

もう一度気持ちを切りかえてやってほしいと言ったんですよ。さらに、大川のことももうパ

ートナーが買ってありますから、その裏を西さんも買うつもりで、あそこを拠点にしてアス

ドへ行くと言っていましたよ。だから、アスドがだめでも、１つでもいいから大川のほうを
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やってくれとお願いしましたけれども、もう気持ちは折れています。残念ながら。 

  だから、これまた振り出しですよ。そういう中、本当にアスド会館につきましては、私は

もう金額ではないと思っています。藤井議員は３億円、どこか知らないけれども、調べたら

そのぐらいの価値があると思っています。私の認識は、もうとにかく年間の維持費が2,000

万ぐらいかかっていますから、これはなくしたいんですよ。これを５年やればもう１億です

よ。これをどんどん継続することによって町の財政負担はどんどんやってきますから、町の

意向といたしましては、何しろ早く売却して町の活性化、そういうようにしてもらいたい、

そういう気持ちでございます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で藤井議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（村木 脩君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時３０分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成29年東伊豆町議会第１回定例会第２日目は成立いたしましたので、開会しま

す。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（村木 脩君） 日程第１ 昨日に引き続き一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員の第１問、伊豆東部総合病院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） おはようございます。 

  私は、今日は２問の質問をしておりますけれども、回答については、一問一答でよろしく

お願いします。 
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  それでは、まず、伊豆東部総合病院についての関係ですけれども、ついせんだっての新聞

等にも伊豆東部総合病院について地域の中核病院として期待されている、それから、まもな

くオープンするというようなことがありましたけれども、その状況を町が把握している中で、

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） おはようございます。 

  内山議員の第１問、伊豆東部総合病院についての伊豆東部総合病院の新病院の建設は、地

域の中核病院として期待されているが、状況の把握はについてお答えいたします。 

  この件に関しましては、本定例会での施政方針でも御報告をいたしておりますが、平成29

年５月連休明けに新病院が開院する見込みと伺っております。 

  また、町民が要望する小児科や産婦人科等の設置につきましては、引き続き経営母体であ

る医療法人康心会に働きかけていきたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 今、町長のほうから５月のオープンと、それから、診療科目等につい

ては、従来から160床の病床と、それから、内科の一般的なもの。それと産婦人科と眼科に

ついては、今、町長のほうから、おいおい設備等あるいは医師が整った中でやっていきたい

ということがありましたけれども、私は前から町長も悲願で、3,000人からの署名があって、

それを進めているわけですけれども、やっぱりここの病院を充実させるためには、やっぱり

行政の絶大な協力が必要だと思っています。その協力度合いによって充実がどの程度できる

か、そんなふうにも思っております。 

  それで、この間の全協でも、その協力の一端として隣接する赤道を町のほうで無償で譲渡

しました。本当にありがたいことだと思います。 

  それから、その前には、田町の土地等の交換だとか、そういう譲渡、そういう関係につい

ても、協力を果たしたわけですけれども、もう一つは、医師不足については、これは全員協

議会の中でも、議員のほうにも協力を求められたわけですけれども、実際にお医者さんを養

成するということは、なかなか大変なことだと思うんですね。町の住民の中から、お医者に

なる方がいらっしゃったら、ぜひというようなことがありましたけれども、これもやっぱり
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町としてそういう条件提示といいますか、例えば大学に行くにもお金がかかりますから、そ

ういう学費の無償の奨学金的なものを考えていただくとか、あるいは住まいだとか土地、そ

ういうものを地元ではない方、よそから来る方々については、医師に来る考え方がある方に

は、住まいだとか土地を提供するようなこともある程度考えていくようなことも、町として

条件提示するとか、あるいはこれについては、勤務年数を条件付で何年とか区切ってやるよ

うなことが必要かなと、そんなふうに考えております。 

  それから、もう一つ、私が心配だったのが、関係者のほうからちょっと聞いたんですけれ

ども、ドクターヘリの関係について、隣接の皆さんから一部反対があるというようなことを、

ちょっとお聞きしたんですよ。これについては、どっちにしても人の命にかかわることです

から、ドクターヘリの発着、離着の基地として、できるだけ屋上から飛んだり、離着できる

ような形にするようなことをしていただくことが必要かなと。これも町のほうへどこまで耳

に入っているかわかりませんけれども、ちょっと私、二、三日前にいろいろ話した中でそう

いうことがあったものですから、その辺の関係ももし把握していれば、どういうふうな格好

の協力をしていくのか、その辺についてお伺いをしたいと思っています。よろしくお願いし

ます。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、赤道は、これ無償譲渡をしておりません。先般、全協で話した

のは、田町区等売った平米数の単価で売却したということは報告いたしましたもので、この

無償譲渡ということはありませんもので、その辺は御理解いただきたいと思います。 

  もう１点、医師不足の関係でございます。これはあくまで康心会のほうのお願いでござい

まして、基本的には非常勤の医師は集まらず、やっぱり常勤の医師を確保したいと。そうい

う中で、この東伊豆町に今現在医者としている人がいたならば紹介してほしいということを

言われましたもので、一応、全協の中で、今現在、この東伊豆町の住所が町民で医者の方が

いたら、また教えてほしいということを言いましたもので、医者を育てるとか、そういうこ

とではございませんもので、その辺はまた御理解を。康心会のほうの要望というのは、なに

しろ、今いる医者、このやつを確保したいという中でお願いされたもので、全協ではそうい

う言い方をしました。 

  また、このテレビを見ている方が、町民がいらして、そういうことがいらっしゃったなら

ば、また町のほうにお知らせ願えれば、また康心会のほうにそれを伝えていきたいと思いま

すもので、その辺はよろしくお願いいたしたいと思います。 
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  やはり将来的なことは、やっぱり内山議員が言ったように、奨学金、これは将来的には考

えることもあるかなと思いますけれども、今現在、相当お金がかかりますもので、また奨学

金につきましては、今のところを考えてはいないというところが状況でございますが、将来

的には考えなければいけないかなと考えております。 

  次に、ドクターヘリの関係。これはまだ、町では一切聞いておりません。基本的に言った

ときに、ドクターヘリを考えているんだけれども、町はドクターヘリに対するお金は出せま

すかねということがありましたけれども、今、県が順天堂がやっておりますもので、町独自

でそのドクターヘリに対する応援、これはできませんよと言っただけで、そこにドクターヘ

リが来るとか、そういうことは一切町のほうは報告を受けておりません。 

  ただ、ヘリコプターの離着陸が駐車場になりましたよね。それに関しましては、神奈川県

との病院とのコネクションに結構いい関係があるもので、ヘリを使うならばその辺を使うの

で、ドクターヘリということは一切町は聞いておりません。 

  基本的には、医者さんの居住とか、そういうことは一切町は受けておりませんので、あく

までも康心会のほうに依頼されたのは、基本的には常勤の医者が欲しいもので、東伊豆出身

の医者、これがいたらお願いしたいという中で、まだ康心会のほうからそのようなことは言

われてはおりませんもので、またそういうことを言うと、どんどん確かに大事な病院ではご

ざいますけれども、全部が全部引き受けると、これはまた大変な財政負担になりますもので、

できるだけ康心会のほうは自助努力で頑張ってもらった中で、最低の件で町は支援というこ

とは支援していきたい、そう考えておりますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 赤道については、ちょっと申しわけなかったです、無償譲渡ではない

ということで。それも一つの田町区との協力の関係ですから、本当にありがたいと思ってい

ます。 

  それから、お医者さんのことについては、いずれにしても眼科だとか産婦人科については、

やっぱり常勤の医師が必要だということで、地元のお医者さんがいればということですけれ

ども、なかなかそういうことがすぐにということがないと思うんですね。そういう意味でも、

いらっしゃれば知り合いを通じてやるとか、そういうことは、当然骨を折ってあげないとい

けないんですけれども、私、いずれにしても、今でも医学部だけでなくて、普通の大学に行
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くについても町の奨学金がありますけれども、それは無償の関係ではなくて、ちゃんと利子

をとっていくような形のものですから、町長言われるように、できるだけ早くに、そういう

医学部に行く皆さんについては奨学金を無償にするとか、あるいは、よそから来るお医者さ

んの誘致についても、採用についても、土地だとか建物だとか、そういうものを町が無償で

貸してやるとか、そういうことも考えていくことも、この地域の病院を充実させることだと

思っています。そんな点で、よろしくぜひお願いします。 

  それから、ドクターヘリについては、やはりこれ緊急の病院ですから、私は今町長からも

お話があったように、康心会のほうからほとんど何もないというようなことがありましたけ

れども、お金の工面というようなことでなくて、いずれにしても何か一部の方が、やはり騒

音だとか、いろんな危険だとかってことがあって反対をしておる部分があるというようなこ

とをちょっとお聞きしました。そういう点をできるだけ解決をしていただけるように、実際

には、今有線放送なんかでもうるさいということがありまして、実際とってくれというよう

なことの時代ですから、なかなか大変だと思いますけれども、いずれにしても人の命がかか

ることですから、私なんかの友人も順天堂までちょっと倒れて行ったわけですけれども、ヘ

リでなければ確実に命が亡くなったような話もされています。車で行けば２時間かかります

から、ヘリで行けば15分ぐらいですね。そういうことがあるもので、できるだけヘリの発着

だとか、そういうものを可能にするような形を、ぜひ町も十分協力してお願いを再度して、

お伺いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 要は、私が、では全協での説明の仕方が悪かった点は申しわけなかっ

たと。要するに、今の医者不足の常勤が、東伊豆町民の出身者は、今現在診療している科目

のお医者さんのことです。産婦人科または小児科、この医者はまた別でございまして、要す

るに今やる科目の医者さん、これは非常勤は来るけれども、やっぱり常勤として多くの方に

常勤をさせてほしい中で、今いる科の医者、これを頼まれましたもので、その辺は御理解願

いたいと思います。 

  さらに、ヘリの関係。やっぱり今、内山議員が言ったように、ヘリと救急車は全然生存率

が違います。そういう中で、ヘリポートも駐車場につくりましたもので、いざという場合は、

やっぱりヘリを使うような感じになると思います。それは、これは毎日ではありませんから、

その辺やっぱりある程度付近の住民と、こういう状況でいきたいという話をして、本当に緊

急の場合は、一応ヘリを飛ばす、ヘリポートを駐車場につくったということは、多分緊急の
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場合、やっぱりヘリを使う可能性があると思いますもので、それが付近の住民は、これはあ

る程度知らしめた中でそれはやっていきたい、また、理解した中でやっていきたい。その中

で町ができること、また地元の方にお願いすることも、町内会にお願いすることもあると思

います。その辺は話をした中で、住民に迷惑かけない方向でやっていきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  また、将来は、そう言いましたように、奨学金に対しても、今は無理でも、将来的にはち

ょっと検討はしていきたいと、そういうことです。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 町長のほうから、できるだけの協力は惜しまないというようなことの

ものがありましたから、私はいずれにしても今の医師の関係についても、町ぐるみで、行政

もそうですけれども、議員の皆さんにも、もし知り合いがあったらそういうことをお願いし

たいということと、それから、ドクターヘリ等については、やはり命にかかわることですか

ら、ぜひそういうことも含めて十分に御協力をしてあげていただきたいと思いますから、こ

れで質問を終わります。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、高齢者の自動車運転の事故防止についてを許します。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） ２問目の関係ですけれども、高齢者の自動車運転の事故防止について

ということですけれども、各地で高齢者による交通事故が相次いでいるが、事故防止のため

の考え方を伺いたいと思っています。 

  まず、１点目に、高齢者の事故防止の対策については、町がどう考えているか、その辺を

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） 内山議員の第２問、高齢者の自動車運転の事故防止についての高齢者

の事故防止対策はについてですが、高齢者の自動車事故につきましては、全国的な問題とな

っていることは、十分承知しております。 

  リスクの高い高齢運転者への対策として、75歳以上の運転者が違反行為をした場合は「臨

時認知機能検査」を受け、認知機能の低下が運転に影響する恐れがあると判断された高齢者
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は「臨時高齢者講習」を受けなければならないとする改正道路交通法が平成29年３月に施行

されます。 

  町といたしましては、下田警察署の交通安全指導員と連携して高齢者宅を訪問し、高齢運

転者事故等について十分注意するよう啓蒙しております。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 今、町長の説明から言いましたけれども、本当にテレビを見ると、毎

日のように高齢者の事故があります。 

  １つは、認知症の状況だとか、あるいは飲酒運転で、それだとかうっかり運転ですね。そ

ういう中で、高速道路の逆走だとか、あるいは通学の学童の列に突っ込んだりした死亡事故、

あるいはコンビニエンスストアだとか、病院の待合に突っ込むような、そういう事故が多発

しております。 

  そういう中で、事故防止について、今町には具体的なものはちょっとなかったんですけれ

ども、事故防止に効果があることが、新聞紙上だとかテレビでも言っているように、運転免

許証を自主返納というような制度があります。そういう形のものを、できるだけ町が下田警

察だとか、あるいは交通安全協会に働きかけをして推進をしていただけるようにすればいい

のかなと。 

  それで県のほうでは、県警の調べで16年度は65歳以上の運転免許証を返納した方ですね、

それが１万2,896件、それから11年が5,598件ということで、２倍に増えているということが

あります。そういう中で、免許証を返納した場合には、運転経歴証明書というようなことが

交付されることになっています。そういうことが、自分の身分証明だとか、そういうふうに

したり、それから、各自治体が積極的に図って、各団体だとか、あるいは教習別だとか、あ

るいは商店街だとか、そういうものの中で特典を設けたようなサービスをしているような自

治体がありますけれども、そういう形のものをうちの町でも考えてみることができるのかど

うか、その辺をちょっと伺っていきたいと思っています。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） この自主返納というのは、基本的に県警のほうでやるべきことであり

まして、自主返納に関しましては、県のほうで積極的にこれを啓蒙していることは伺ってお

ります。 

  それで、自治体が特典のことを今言いましたけれども、今のところは考えておりません。
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基本的には、ある程度、交通安全指導員と連携して高齢者を訪問した中で、この啓蒙をして

いく。しかし、本当になった場合、これはうちだけでやるのは、また当然ほかの町もやって

きますもので、これはある程度、町独自ではなくて、町長会を通じた中で、この賀茂郡の１

市５町の中で、では自主返納した方に対しましては、この１市５町の中で、こういう特典を

与えましょうとか、そういう話はしてもいいかなと思います。今のところ、そういうことも

ありませんもので、今のところ特典というものは、町は考えておりません。 

  とくにかく、とりあえず県警のほうにお願いした中で、自主返納は啓蒙した中で、今言っ

た身分証明とかいろいろな中で、これを保証していく、そういうことで県のほうには強く働

きかけた中で、自主返納のパーセント、これを上げていくような方向で、今町としては考え

ていますもので、今のところ特典を考えていないことが現状でございますので、その辺は御

理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 町長言われるように、自主返納については、私も言っているように県

警だとか、あるいは交通安全週間がやることですけれども、その辺の、先ほど町長が言った

ように啓蒙するとか、そういうことについては、町がやっぱりしっかりやっていかないと、

なかなか住民がついていかないと思います。 

  そういう点で、そういう特典等についても、賀茂地区の全体の中で考えていくということ

でありますから、ほかの地域ではもう始まって、それが絶大な効果をあらわしている地域も

あります。そういう点で、ぜひうちの町でも早急に取り組んでいただけるように、賀茂地区

あたりで御相談をしていただければと思います。 

  もう１点、逆に今度は高齢者の事故の中でいくと、今度、高齢者自身が今度は事故に遭う

とか、あるいは一部学童とか遭うようなことがありますけれども、その辺の関係で、今交通

指導員だとか、あるいは通学路で交通指導員が見回りするとか、集団下校だとか、登校だと

か、そういうものをほかの地域でもやっておることがあります。 

  それともう一つは、ハードの面で、歩道の整備だとか危険箇所ですね、そういうとこにつ

いても注意喚起をするようなことも町が対策を打ってもらうことが必要なのかなと、そうい

うことについてどういう形で考えているのかどうか。 

  それで、もう一つは、散歩だとかジョギングの関係で、従来は蛍光の衣服だとか目印があ
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ったんですけれども、最近、町なかを歩く方も、ちょっとやっている方が少ないようなこと

があるもので、そういうことの中で危険を伴うことがあるもので、それもちょっと町のほう

でも、交通安全協会等と話をして、できるだけ、そういうジョギングだとか散歩するときに

は、蛍光の塗料とかで目印を、はっきりわかるような、そういう指導をしてほしいし、それ

から、認知症等の関係についても、家庭のほうに、事故があると困るから免許証や高齢にな

ったらやめていただければというようなことを啓蒙していくことが必要なのかなと。 

  自分なんかも、もう身内の中でもそういう形がありまして、運転免許証の返納をして車も

運転していないような格好にしましょうということに、お約束をするような形を今、家庭の

中でもやっているものですから、そういうことを積極的に町が奨励あるいは指導することに

よって、高齢者の事故がなくなってくるようなことの地域社会ができると思います。 

  そんな点で、町の負担がちょっと大変ですけれども、ぜひ今お話ししたようなことを、町

が積極的にやっていただけるように、よろしくお願いしたいと思っています。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず本当、交通指導員の皆さん方の活動、これは本当に心より敬意を

表したいと思っています。 

  その中で、児童とかそういう安全に対しましては、小学校の子供たちが、一応町を歩いた

中で、一応こういうところが危ないとか、やっぱり区長さんとか、やっぱりいろんな含めた

中で、町の危ないところを、ここが危ないよということを、町のほうに報告してきます。そ

の中で、できるだけその子供たちが危ないよと言ったところは、できるだけ改善していきた

い、そういう方向でやっておりますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに自主返納、これは私、結構、老人会や敬老会、あじさい学級、いろんなところに出

ますので、そのときはまた啓蒙も言った中で、なるべく高齢者事故が増えても、うちの町、

本当は交通の便がよければ、結構自主返納が多くなっている。やっぱり都会が結構多いとい

うのは、やっぱり交通の便がいいとか、そういう面で、うちの町は交通の便が悪いもので、

やっぱり自主返納となるとなかなか思い切りができない。しかしながら、確かに町がそうい

う自主返納に対しては、啓蒙をして事故が起きない。そういうのは、言っていきたいと思い

ます。 

  その中で、必ずでは何か自主返納した場合、高齢者の便が不便だから、町は何かあります

よと絶対言ってきますもので、その辺があると今度は町長会なんでもこういう中で、何か各

自治体で足並みをそろえてやりましょうと。多分うちの町はどんどん開きまして、どうせや
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るなら、もう１市５町の町長が話し合った中で、では一気にやったほうが私はいいと考えて

おりますもので、それが一応、今、内山議員が提案されたもの。これはまたちょっと今度、

町長会かなんかで、一応こういう提案があったもので、ちょっと検討してくれないかなとい

うことは言っていきたいと考えております。 

  現在、高齢者に対する交通安全性、どういうことをやっているかというのを原課のほうか

ら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） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 内山議員の歩行者やジョギング等をされる方へのソフト面と

いうことにつきましては、平成20年度に交通安全啓蒙品としまして反射材を配布しました。

それを、私も黒根とかよく行きますけれども、そちらで結構つけて歩いている方もいらっし

ゃいますので、まだ使われている方もたくさんいらっしゃると思っております。 

  また、今後につきましても、事故防止についての広報とか啓発はしていきたいと考えてお

りますので、御理解をお願いいたします。 

○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） 今、住民福祉課長から申し上げましたけれども、その蛍光

グッズですね。健康づくりの教室等においても、以前、配布をさせていただいた経緯があり

ます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 今、町長のほうと、それから、担当課長のほうからお話がありました

けれども、ぜひ悲惨な事故が起きると加害者だけでなく、本人ですね、高齢者だけではない

家族の方も、それから、事故に遭った方も悲惨な形で考えていかなきゃならないものですか

ら、ぜひ町が率先してそういうことをないような地域社会を目指すように、ぜひお願いしま

す。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 答弁。 

  町長。 

○町長（太田長八君） マスコミなんかを通じた中で、高齢者が事故を起こして、高齢者自体

も本当に非常に悲しい。また、それに巻き込まれた人、本当にこういうことがないように、

そういう地域社会をつくっていきたいなと考えている中で、今、とりあえずは高齢者さんた
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ちに、まず事故についての十分な啓蒙、今はそれは町は交通安全指導員の方とやっておりま

すもので、ある程度これを今、例えば３カ月に１回、４カ月に１回ならば、それをもう少し

回数を多くした中で、これはどんどん啓蒙した中で、その中でもあとこういう時代ですから

自主返納をお願いしたいよということで、町も言っていきますが、県と連携しながら、これ

はやっていきたいと考えております。 

  そういう中では、さっきも言ったように、この町は都会に比べてそういう交通の便のこと

を考えた中で、自治体が、行政ができること、これまた各市町の首長と話し合った中で、こ

れは連携してやっていきたい、そういう考えでございますので御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で内山議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◇ 稲 葉 義 仁 君 

○議長（村木 脩君） 次に、２番、稲葉議員の第１問、学校教育環境整備についてを許しま

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。 

  本日は、２問の質問を御用意させていただきました。よろしくお願いいたします。 

  では、１問目のほう、学校教育環境整備についてお伺いいたします。こちらの質問、２点

からなっております。 

  １点目、熱川幼稚園と大川幼稚園、それに熱川小学校、大川小学校の統合について、これ

から具体的にどのようなスケジュールで要望や課題の整理・対応策などの検討を行っていく

のか、この点について伺いたいと思います。 

  もう１点、町立幼稚園・小学校・中学校の規模及び配置の適正化に向けた基本的な考え方

や具体的な方策について、次年度以降どのようなスケジュールで検討を進めていくのか、こ

の点について伺いたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 
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○町長（太田長八君） この質問は教育関係でございますもので、教育長より答弁させますの

でよろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

（教育長 黒田種樹君登壇） 

○教育長（黒田種樹君） 稲葉議員の第１問、学校教育環境整備については、２点からの質問

ですので、順次お答えします。 

  １点目の大川幼稚園と熱川幼稚園、大川小学校と熱川小学校の統合について、これから具

体的にどのようなスケジュールで要望や課題の整理・対応策の検討などを行っていく予定な

のか伺いますについてですが、昨年９月、総合教育会議において、大川幼稚園と熱川幼稚園、

大川小学校と熱川小学校の統合について、それぞれを統合する方針の決定を行い、町議会及

び住民に対し御説明するとともに、大川・熱川両地区には､説明会を開催し、報告してまい

りました。 

  現在、両小学校と幼稚園には、統合に向けて、子供たちの交流学習や活動、教育課程のす

り合わせ等についての計画を立ててもらっております。 

  本年４月からは、「大川小学校・熱川小学校等統合準備会」を設置し、学校・園、保護者、

地域の代表者の方々に、統合に関する課題の整理と対応策の検討をしていただく予定です。 

  また、あわせて、保護者・地域への説明会、大川小跡地利用検討会を開催し、保護者・地

域の皆様の御意見をいただきながら、よりよい形で新しい小学校・幼稚園づくりを進めてい

きたいと考えております。 

  準備会等の内容については、随時、報告を行っていきたいと考えておりますので、皆様の

御理解と御協力をお願いいたします。 

  次に、２点目の町立幼稚園・小学校・中学校の規模及び配置の適正化に向けた基本的な考

え方や具体的な方策について、次年度以降どのようなスケジュールで検討を進めていくのか

について伺いますについてですが、現在、東伊豆町学校教育環境整備委員会において、町立

幼稚園・小学校・中学校の規模及び配置の適正化に向けた基本的な考え方や具体的な方策に

ついて、検討を進めていただいております。 

  ３月17日、第９回目となる整備委員会を開催し、最終答申について、確定をする予定でご

ざいます。 

  その後、町長と教育委員で組織される総合教育会議において、その答申に基づき、「当町

全体の学校教育のあり方」について、その方針と次年度以降のスケジュールの決定を行い、
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町議会と住民の皆様に説明していく方向で考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） ２番、稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） 御答弁ありがとうございます。 

  大川と熱川の幼稚園・小学校につきましては、30年、来年の４月からの統合ということで

お話を伺っておりますが、そのような形で進んでいくものと把握しております。 

  それに基づいて、今は両小学校・幼稚園で、子供たちの交流学習、教育課程のすり合わせ

を行っている。さらに、本年４月から統合準備会が設置されて、そこで具体的な課題につい

て整理・検討をしていくとの御答弁をちょうだいいたしました。 

  統合に当たっては、これまでの説明会などでもいろいろな御意見が広範囲にわたり挙がっ

ているかと思います。これから４月以降、そういった課題の整理というか、どう対応してい

くかというのを詰めていくという形になるかと思うんですけれども、何分よく考えてみると、

かなり時間があるようでないのかなというようにも感じております。 

  そういう意味で、この統合準備委員会、ここでのいろいろ会議というか、検討の具体的な

サイクルというんでしょうか、どのくらいの頻度で、どういう形で実際に検討を行っていく

のか。また、そこでの検討結果を受けて、今度は町の当局側、あるいは学校側で実際どのよ

うな対応を行っていくのか、このあたりを検討していくスケジュールというのは、どのよう

にお考えなのか、伺いたいと思います。 

  あわせまして、大川小の跡地のほうの利用検討会のほうも、これから進めていくというこ

とですので、そちらのほうについても、そのあたり具体的なイメージ等がありましたら、お

聞かせください。 

  ２点目の質問についても同じような形になりますけれども、具体的な学校の環境整備の方

向性等は、これから学校教育環境整備委員会で出される最終答申を受け、実際詰めていくこ

とになるかと思いますが、その後のところ、来年度、具体的にどういう形であれをやってこ

れをやってではないんですけれども検討を進めていくのか、あるいは、こんなふうに進めて

いきたいというスケジュール感等について、お考えがあればお聞かせ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） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 御質問いただいた件について、お答えさせていただきます。 

  まず、統合準備会ですけれども、具体的な進め方について、もう少し御説明が必要かなと



－95－ 

思いますが、現段階では、委員さんの委嘱をするべく、どういう方にお願いをしようかとい

うことで人選をさせていただきながら、会の準備を、開会をするための準備を進めています

が、来年度４月からは、本当に時間があるようでないというふうにおっしゃっていただいた

ですけれども、私たちも１年間の中で、しかもそれをできるだけ早く検討していかなければ

ならないということでは、時間はそんなにないと思っております。 

  現在の段階で、準備委員会をどれくらい持つかということは、想定としては、大体２カ月

に１遍ぐらいの全体的な委員さんの会を持ちながら、その中で出てきた具体的な項目につき

まして、必要な関係者というか、担当者に集まっていただいて、そういう部会をまた別に間

間で開かせていただくようなイメージで、今持っております。 

  ただ、集まっていただいて、皆様の御意見をいただく中で、それがもっと回数が必要であ

るとか、こういう部分についてもっと検討が必要であるということを受けまして、回数と内

容等がちょっと変わっていくかなというふうに思っています。できるだけ準備会は本年の12

月までに、できるだけ話し合いができて、次の年度、30年の４月に向けて話し合いを進めた

上で準備をしたいというふうに考えています。 

  それから、２点目の跡地利用の検討会ですけれども、これは教育委員会だけの担当ではな

くて、町にかかわってくるものですから、町と、それから大川区の皆さんがお話し合いにか

かわってくるんではないかと思いますので、教育委員会、それから町の企画調整課とも相談

をさせていただきながら、どのように跡地、校舎とかを利用していくかということ、活用し

ていくかということは検討させていただきたいとは思っています。これも大まかではありま

すが、４月第１回、そしてやはり２カ月に１遍ぐらいの回数で、12月までに方向性を決定す

るようなイメージで現在は考えております。これは教育委員会だけではありませんので、ち

ょっと相談させていただきながらということになります。 

  これまで大川の保護者、それから、地域の皆様に説明会を開いた中では、できるだけ子供

たちが使える公園的な内容とか、それから、大川区にとっては防災の拠点となるようなとこ

ろにしていただきたいというような御意見はいただいておりますが、それをもとに検討委員

会を持つことになると思います。 

  それから、３点目の学校教育環境整備についてのこれからのことについてですが、町全体

の幼稚園・小学校・中学校のこれからのあり方、環境整備のあり方ですけれども、まだ答申

をいただいておりませんので、それを今年度中、先ほど３月17日予定とお話ししましたが、

そこで最終答申を決定していただいて、それを教育委員会に答申をいただくという形でいた
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だいた上で、その内容を受けて、町の総合教育会議で今後の方向性、どんなふうに方向性、

地域の皆様と話し合って方向性を決めていくかということを、そこからまた相談をさせてい

ただくと、検討させていただくということになります。 

  ですから、余りここではっきりしたイメージを私がお話しすることはできないんですけれ

ども、一般的なお話をさせていただくと、やはり学校が、環境が変わる、特にまた統合を伴

うような整備が必要であるということになれば、やはり大川のこともそうでしたけれども、

保護者、地域の皆様の御意見をきちんといただいて、それを踏まえた上で最終決定がなされ

るのではないかなというふうに思います。それに向けてのスケジュールというか、どのよう

に地域の皆様、保護者の皆様と話し合っていくかを、できるだけ早く決定をして、考えて進

めていきたいと思っていますが、できれば６月の議会等で、そのような方向性がお話しでき

ればいいなというふうに考えております。すみません、一般的な方向性ということでのお答

えをさせていただきます。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） すみません、大川小の跡地利用、これは基本的には今、教育長が言っ

たとおりでございます。しかしこれは、跡地利用は、あくまでも当局が指導していきますも

のです。その辺は御理解、大体、教育長が言ったような方向でやりますけれども、主導権は、

あくまでも当局がやったんです。やっぱり区長さんと話し合った中で、一番いい方法の中で、

町といたしましては、その方法で検討していきたいなと、そういう考えでございますもので、

御理解を願いたいと思います。 

  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） 丁寧な御答弁どうもありがとうございます。 

  そうですね、大川と熱川の学校の統合は、やはり時間がないということで、これから進め

ていくにも当っても、やっぱり時間が限られている。ただ、どうしてもやはり人を集めてと

いうと、それほどたくさんの頻度を、極端な話、毎週毎週やるというわけにもいかないです

し、いろいろ難しいところは出てくるかと思います。ただ、せっかくこうやって最終的に統

合して、いい学校、いい幼稚園をつくっていこうということですので、課題の積み残しであ

るとか、そういったものがないようにお願いできればなと思っております。 

  また、あわせて、特に登下校の問題なんかについては、大川と熱川の間ということでいき
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ますと、間に北川の地区があったりもしますので、せっかくですから、そこの地域、あるい

は、今回は範囲には入っていませんけれども、中学校、中学生の話、こういったところも含

めて、せっかくですから御検討いただければと思っております。 

  それと、大川小の跡地利用の件につきましては、了解いたしました。区の方、地元の方々

と町の当局、それと教育委員会と皆さんで、どういう使い方をすれば一番いいのか、その辺

は御検討いただければいいのではないかと思っております。 

  あと、学校環境の整備について、ここのところについては、もちろんまだ最終答申も出て

おりませんし、その内容次第で検討すべき課題みたいなものも、またいろいろと変わってく

るかとは思います。そのあたり、教育長がおっしゃられたとおり６月議会あたりで方向性な

んかが聞けると、こちらもありがたいなとは思っておりますが、一方で、子供の数はやはり

確実にここから５年、10年の範囲で見れば極端に増えるということもなく、ある程度のこう

いう数で行くんだろうなというのは見えている部分もあろうかと思います。そういう意味で

は、どのような対応をとっていくにしろ、余り時間をかけていても、対応が後手後手に回り

かねないような部分もあるかと思います。そうはいっても学校というものは、周辺に暮らし

ている方々にとっても大切なものですし、丁寧な議論、意見を取り入れる、伺うということ

も大切だと思いますし、なかなか両者の視点を両立させていくというのは難しいことだとは

思っておりますが、せっかくのことですので、このあたりは町民の皆様を含め、みんなで一

体となって、どういう形がいいのか、ぜひ議論を進めていただければと思っております。 

○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。 

  まず、課題の大川と熱川の統合について、課題の積み残しがないようにということは、本

当にそのとおり重々考えてやっていきたいと思っています。これまでの説明会の中でも、保

護者の方、地域の方から不安とか、それから、このようなことを、こうしてほしいよという

ような声は幾つかいただいております。そういうことをもとに、再度、また皆様から課題、

御意見をいただきながら、それを一つずつ解決して、短い期間ではありますけれども、本当

にいい形で統合できるようにというふうに考えております。 

  それから、登下校についてのお話もありましたが、基本的には、町で通学用のバスを準備

をして、登校、登園ができるということを考えておりまして、その方向で、通学路には、バ

スの運行路には北川の地区がありますので、できればその北川の子たちも、それにうまく使

っていただいて、スムーズな通学ができるということにもできればいいなというふうに思っ
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ております。運行路と、それから、時間とバスの使い方等は、現在、小学校、園と相談しな

がら、コースや時間帯、どのような利用をするかということは、相談させていただいている

ところでございます。 

  それから、中学生の登校についても検討というようなお話がありましたが、確かに大川や

北川の生徒、中学生は、公共交通機関を使っての通学になっておりますので、その辺は小学

校が使うバス等は、ちょっと中学生が同乗するということは、ちょっとなかなか難しさもあ

りますので、そこのところは、うまく中学生が活用するということはできないと思いますけ

れども、町としては、中学生の通学についても、できれば何らかの形で支援ができたらとい

うことは考えていただいておりますので、それはまた検討させていただきたいと思います。 

  それから、今後の学校や園のあり方ということで、本当に子供たちの数が減っていくこと

が当然これからの子供たちの状況等を考えると、当然学校の児童数、生徒数が減っていくこ

とは想定されますので、その中で検討していただいております。その結論というか、どうい

う形にするかを、教育委員会として、町として考えていくのに、できれば、その状況を10年

先を考えての検討はしていただいてはおりますけれども、できれば早く方向性をつくりたい

と、決定したいとは思っていますが、稲葉議員のおっしゃるように、本当に難しいいろいろ

なさまざまなことが関係してくる子供たちの教育環境ですので、早く決めたいことは決めた

いんですけれども、本当に議員のおっしゃるように丁寧な議論、それから、皆様の御意見を

いただきながら、どういう形で、これから町の教育を、環境をつくっていくかという、そう

いう点では、急ぐ余りに形が、10年先がまた、その次の子供たちの世代で教育環境がうまく

いかなかったというようなことにならないような、そういう丁寧な議論が必要であるという

ことを考えていますので、難しい両面がありますけれども、何とかそれの中で、できるだけ

早く町のこれからの子供たちの教育環境を考えていきたいというふうに思っております。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、産業振興に向けた取り組み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） それでは、産業振興に向けた取り組みについてお伺いいたします。 

  町内の空き店舗や利用されていない施設に関する情報の整理や活用について、また、その

他企業誘致や起業を希望する個人に対するアプローチなど具体的に検討している施策等につ

いてお伺いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 
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  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、産業振興に向けた取り組みについての町内の空き

店舗や利用されていない施設に関する情報の整理や活用について、また、そのほかにも企業

誘致や起業を希望する個人に対するアプローチなど具体的に検討している施策について伺い

ますについてお答えいたします。 

  まず、商工会では、空き店舗や利用されていない施設等の情報を収集・把握し、店舗探し

をされている方が来られたときには、御希望の条件等を踏まえ個別に対応しております。し

かしながら、自宅兼店舗であった空き店舗が多く、テナントとして随時募集を行っている物

件が限られているのが現状です。 

  また、企業誘致に関しましては、昨日の笠井議員に答弁をさせていただいたとおりですが、

今後は、このような資産の活用等により、企業や高等教育機関の誘致に向けて取り組んでま

いりたいと考えております。 

  次に、町内で起業を希望される方々のニーズへの対応といたしましては、商工会では今年

度、４回の創業セミナーを開催いたし、希望者には事業計画の作成や資金調達方法、さらに

は専門家の派遣を利用して開業に係るすべてのことがワンストップで行えるよう指導してお

ります。その際の告知方法といたしましては、新聞折込みや広報誌、ＣＡＴＶ等を活用させ

ていただいております。なお、平成29年度も引き続き年４回の創業セミナーを開催する予定

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） ２番、稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） どうもありがとうございます。 

  まず、ちょっと順番があれですけれども、企業誘致の部分、ここで昨日の笠井議員への答

弁にあったとおりということでお話をいただきましたが、アスド会館を初めとする町の資産

を、町の活性化に持続的に寄与するような会社であったり、教育機関というものを探して、

そういったものを誘致していきたいということで受け取りました。 

  現在の社会情勢といいますか、状況などを見ますと、なかなか手を挙げていただけるよう

なところを探していくのも難しいこととは思いますが、物が大きい分というか、見つかれば、

またいろいろと効果も大きく出てくると思いますので、この部分につきましては、引き続き

粘り強く取り組んでいただければと思っております。 
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  次に、空き店舗の情報等につきましては、商工会さんのほうで情報を収集・把握して、希

望する方に個別でフォローをしているというように伺いました。当町の「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」、こちらにおきましては、この企業数なんかの一応目標も立てておりまし

て、平成31年度までの４年間で一応30件ということで、いろいろ具体的な取り組み内容も挙

げていただいております。 

  中を見ておりますと、特に起業に関する部分につきましても、町内外は問わずといったら

いいんでしょうか、そういった方を探していきたいというようなニュアンスが見られるんで

すけれども、そういった意味では、創業セミナー、ここの部分も同様に、告知の部分で、空

き店舗は来たときに個別で対応、創業セミナーについては新聞折り込みや広報誌、あとケー

ブルテレビなどを使って告知しているということですけれども、町内町外を問わず起業して

いきたいという人を募るという意味では、こういった部分、空き店舗の情報もある意味あわ

せて告知媒体というのを、町外の方に向けた部分というのを、少し検討する余地もあるので

はないかと思いますけれども、いかがでしょうか、伺いたいと思います。 

  あともう１点、空き店舗情報の把握の部分で、実際問題確かに見てもそうなんですけれど

も、自宅兼店舗の物件が多くてなかなかテナントとして募集をかけているものが限られてい

るということなんですけれども、実際このあたりの何ていうんでしょう、件数というわけで

はないんですけれども、状況というのは商工会さんで把握されているということでよろしい

んでしょうか。 

  以上、お答えください。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、町施設の遊んでいる土地の建物、これはさっき言ったような資

産を活用した中で、そういう企業とか、また高等教育を誘致していきたい、この気持ちは何

ら変わりありませんもので、先般ちょっとアスドが断念になったもので、これは引き続き町

といたしましてもこういうことをやっていって、そういう中でこれはまたいろんな意見があ

る中で、町といたしましては、そういう町の活性化、さらにはそういう将来的な若者が増え

る施設、そういうときに対しましては、もう先般言ったアスド会館に対しましては、ある程

度町の考えとしては、無償でもいいじゃない、それが町の活性化になればですよ、それ以外

のことは考えません。ある程度そういうことになれば、そういうことも考えていいのではな

いかなとは考えております。何しろ遊んでいる土地、また今、何もしないで管理している建

物とか、そういうものは早くもうやった中で、行革の中でなるべく行財政、財政負担、これ



－101－ 

を軽くしていきたいというのが考えてございますので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに、商工会では、このように空き店舗の状況を把握しております。そういうのは、確

かに一般の人はわからないもので、もしプライバシーがよければね、これは商工会のホーム

ページに私は載せてもいいんじゃないかと思うんですよ。やっぱり、商工会のホームページ

の中でね、町がやってもこれは商工会のホームページの中、これはプライバシーがあるのは、

その話し合いの中でホームページに載せてもいいと言うならば、やっぱり情報公開した中で、

空き店舗がこれだけありますから、よそから来る人、また町内ですと起業したい人がね、こ

れを見たらこれはまた違いますもので、ただこの情報開示が果たしてできるかどうか。これ

は、また商工会と相談しながら、情報開示ができれば、こういうのはどんどん情報開示した

中で、町ではこういうものがありますもので、どんどん活用していただきたい。そのような

方向に、また商工会とは話をしていきたいと思います。 

  創業セミナーに関しまして、この辺はいろんな中で新聞折り込み、広報、ＣＡＴＶほか、

これは当然町内だけではなく、いろいろ町外からも、この辺はメンバー的なものはちょっと

把握しておりませんけれども、基本的には町内外問わずこれはやっているのではないかなと

は、自分としては感じておりますし、もし町内だけならば、やっぱりそれはいかがなものか

という中で、やっぱり町内外を問わずこれは受講者が来ているんでもいいのではないかなと

いうことは、一応ちょっとアドバイス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） どうもありがとうございます。 

  アスド会館の件については、いろいろとあるかと思いますが、最近、土地とか建物につき

ましても、積み上げの値段じゃなくて、民間の方々は、そこから例えばどのくらいの利益が

上がるかというか、収益還元的な見方でそういったものの値段をはかるような部分もあるか

と思います。そういう意味でいうと、結果的に町にどのような形でのメリットをもたらすか。

この部分をきっちりと見定めていけば、そもそも耐震の工事云々の話でかなり費用のかかる

可能性の高い建物でもありますし、売却価格等にこだわって進めていくという筋合いのもの

ではないかとも感じておりますので、このあたりはまたよろしくお願いしたいと思っており

ます。 

  空き店舗情報、それと創業セミナーの告知の部分なんですけれども、もし情報があって出
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すことが可能なのであれば、例えば今、町のホームページでもせっかく移住・定住に関して

立派な告知をしておりますので、そこの中に紛れ込ませるとか、そういったことも考えても

いいのかななんてことは感じております。 

  特に、移住・定住に関しましては、お試し居住施設、あとそれから地域おこし協力隊、こ

ちらの活動なんかも含め、少しずつ成果がせっかく出ているところでもありますので、そう

いったところとうまく絡めていくと、また引っ越してきたいけれどもちょっと、先日の移住

された方でもね、パン屋さんをあけたというような事例もございましたので、同じような方

がまたいらっしゃらないとも限りませんので、可能性を広げるという意味においては、そう

いった形でお仕事も見つけられるし、おうちも見つけられるというような形の告知をするの

も一つの手ではないかと感じました。そのあたりについてどうでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この空き店舗の空き家バンクへの紹介、基本的には空き家バン

クは、ある程度そういう方々から、こういう空き家がありますもので、町の空き家バンクに

登録した中でやっていきますもので、こういう空き店舗とかそういうのは、基本的には商工

会が主導してやっていただきたいと考えておりますもので、またその辺は、商工会と連絡し

ながら情報開示できるものは情報開示した中で、町としてはこれだけ空き店舗がありますよ

と。そして、この方たちが空き家バンクに登録して、こういう物件があって賃貸したいと言

えば、それは当然、町といたしましては空き家バンクに登録いたしますけれども、あくまで

も空き家バンクは相手方からの登録制なもので、その辺を御理解、まずは、主導をするのは

やっぱり商工会ではないかと考えているので、御理解願いたいと思います。 

  次に、お試し居住、これは本当にいろんな、昨日言ったように大変いい場所であるし、ま

た好みやすい、そういう中で多くの方がお試し居住を使っております。昨日は11組中２組、

そして９組がとりあえずこの町に来て、いつかは定住じゃない、そういうことも考えて、今

考えている。何しろこの町に来ていただいた中で、やっぱりこの町のよさだ、いろんなこと

を知った中で、また将来的に移住・定住していただければよいと考えておりますもので、そ

ういう中で１件先ほど言ったように、駅前にパン屋さんができたと。これは、町としても大

変うれしいことでございますもので、できたのはやっぱりある程度町民の方も、そういう方

の支援ね、支援と言えばいろいろ買っていただく、ある程度そういう方、そしてコミュニケ

ーションなんかも大変大事でございますから、いろんな面でおもてなしの気持ちで、その方

たちを温かい目で見ていただきたいと考えております。 
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  アスドに関しましては、もう本当に結構来るんですよ。一番が介護なんかをやりたい。し

かし、そこにやった人が、今度は保険料の問題でね、町民に負担が来ますもので、町といた

しましては、できるだけ町民に負担をかけないで町の活性化なりを、その方向で今やってお

りますもので、その辺は御理解願いたいと思います。基本的には、稲葉議員が言ったような

方向で町としてはやっていきたい、そういう考えでございますもので、御理解願いたいと。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） セミナー等の告知についてですけれども、先ほど稲葉議員か

らおっしゃっていただいたように、移住・定住のページに一緒に掲載するのはやぶさかでは

ございませんし、今ツイッターも頻繁につぶやいておったり、また協力隊のフェイスブック

などでも取り上げて、なるべく対外的に多くの機会に発信していきたいと思っています。よ

ろしくお願いします。 

○議長（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） できるところについては、どんどん進めていただけると大変ありがた

いと思います。 

  空き店舗なんかの部分につきましては、空き家バンクについては住民の方というか、その

あたりから町のほうに直という部分で、先日町長がおっしゃったとおり、周知の徹底をして

住民の中から協力していただいて、何とか登録していただくような仕組みづくりが必要にな

るかと思うんですけれども、この空き店舗の部分については、そういう意味では、商工会さ

んが間に入っていらっしゃるという部分を逆に考えれば、商工会さんに変な話頑張っていた

だいて、うまく空き店舗を使えるように調整していただくというような役割をとっていただ

くことも考えられるのではないかと思っております。 

  そういったところも含めて、今、企画調整課を中心に動いている移住・定住、こういった

施策と含めてうまく全体で連携して動いていければ、このまち・ひと・しごとという文字ど

おりいい循環で回っていく部分も出てくるかと思いますので、ぜひそのあたりの連携も含め、

御検討いただけますようよろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 答弁は。 

○２番（稲葉義仁君） いいです。 

○議長（村木 脩君） 以上で稲葉議員の一般質問を終結します。 
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  この際、10時50分まで休憩します。 

 

休憩 午前１０時４１分 

 

再開 午前１０時５０分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 山 田 直 志 君 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員より一般質問で掲示板の使用の申し出がありましたの

で、これを許可します。 

  次に、14番、山田議員の第１問、町社会福祉協議会についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） まず、町社会福祉協議会について質問いたします。 

  町の地域福祉、介護において、重要な役割を果たしている社会福祉協議会についてでござ

います。 

  １、この間、町として社会福祉協議会にどのような連携を図ってきたのか。 

  ２点目に、財政援助団体にもなっている社協との財政的関係、ルールはどのようになって

いるのか。 

  ３、赤字が続く運営について、どのように考えているのか。 

  その点をお答えいただきます。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第１問、町福祉協議会については、３点からの質問となっ

ておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の町は社会福祉協議会とどのような連携を図ってきたかについてですが、社会福祉
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協議会とは、町が直接実施することが困難な障害者等移動支援事業や身体障害者在宅福祉サ

ービス事業などの福祉事業の委託や関係団体等への援助などを通じて、連携を図っておりま

す。 

  ２点目の財政援助団体になっている社協との財政的関係、ルールはどのようになっていま

すかについてですが、社会福祉協議会への補助につきましては、一定額を補助しておりまし

たが、平成25年度の事務事業レビューを受け、補助内容を精査し、26年度より社会福祉協議

会で実施している収益事業を除く公益事業に対して、事業費の２分の１を限度に補助してお

ります。 

  ３点目の赤字が続く運営についてどのように考えているのかについてですが、社会福祉協

議会の運営は、24年度までは黒字でありましたが、25年度以降、継続的に赤字となっており

ます。しかし、過去に黒字運営で積み立てられた剰余金等もありますので、社会福祉協議会

自体が運営方法見直しなどの自助努力を行いまして、経営を立て直していただくことが重要

であると考えております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、まず町長言われたようにね、社会福祉協議会といって介護事

業が始まるまでは完全に非営利で、今、町長言われたように町と一緒に、町が政策をやれば

町の福祉的な事業体としてやってきて、ほとんどだから公的な団体だったんですね。その仕

事も、今、町長言われたように相談事業を含めて、身体障害者、各種団体の指導、連携を含

めて、非常に公的な仕事をしていると。 

  しかし、今、この社協が、例えば平成26年度の決算で見れば、843万円の赤字になると。

27年度は590万の赤字になると。こういう事態になっているわけですよ。じゃ、なぜそうな

ったのかなというのをちょっと河津や下田社協を訪問して、決算書やいろんなことについて

お伺いしてきた。 

  町長言われたように、あのレビューがよかったのかなと、今の話を聞いていると全然わか

らないけれども、しかし実際としてですよ、町長、ここにあるように、２分の１というふう

に決めた。黒字のときは、もしかしたらそれでもよかったんですよ。 

  でも、今、27年度決算で東伊豆町と河津町を考えてみると、東伊豆町が、委託金運営補助

を含めて1,321万補助しているけれども、実質使用料で400万円取っているから、実際は921

万ね。社協の本部事業と委託事業の部分において、これだけの補助になっているわけ。しか
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し、河津町は、町が1,900万円補助して、賃料として575万円支払っていただくと。町の実質

補助は1,325万になっているわけですよ。 

  その上ですよ、介護事業が今まで順調だったときは、介護保険から本部事業にお金を入れ

られた。しかし、この２年間で見れば、当初目標からしたら1,000万円を超えるような減収

が続いて、現状ではこの２年間、介護保険から本部会計にお金が入れられないわけですよ。

河津のほうは、それでもまだね、サービス間繰り入れということで入れている。全体の黒字、

赤字の問題は、例えば介護事業の赤字で言えば、これは営利活動だから、町長が言われるよ

うに自助努力の範囲の問題さ。しかし、今、問題になってきているのは、本部会計が維持で

きないじゃないかと。この問題が今ね、出てきているわけですよ。 

  町長は、黒字だ、黒字だと言うけれども、そこにも書いてありますけれども、確かに27年

度決算ベースで見れば、当期末の支払い資金残高で5,280万円というのはあるんだけれども、

そのうち負債というか、退職手当引き当て等々の資産があるわけで、そうしますとね、実際

にはそんなにたくさんのお金があるわけじゃないわけ。ここのところがね、今一番大きな問

題なんだと思う。本部部分について言えば、黒字であれば、当然介護が黒字であったら本部

会計のほうに入れていただく。これはいいんですよ。だけれども、赤字だけれども、町は委

託やその補助を減らしていて、実際問題として河津町よりもね、補助額自体が少なくなって

いるわけさ。これじゃね、社協の運営ができなくなってしまう。今、そういう危機感を役員

の皆さん、また働いている皆さんが感じているわけですよ。 

  だから、ここのところでなぜこの絶対額がね、町長言われるように２分の１だとか、そん

なことを決めたって、それははっきり言って意味がないですよ。はっきり言ってこれじゃね、

こんなやり方をしていったら社協を潰してしまって、結果的にですよ、こうした活動、また

は使用料で保健福祉センターの維持費に回していくんだけれども、そうしたものだって取れ

なくなっちゃうわけ。そうしたらね、町にとっては物すごい財政負担になるんですよ。 

  ここのルールがね、やっぱりはっきりしていない。過去５年間で見ても、町の補助は、平

成24年からこれはまだ今後上程されますけれども、29年度の予算のベースで見れば、951万

から687万円に減額をする。委託料は、1,065万から500万へ減額する。これは配食サービス

をとり、委託費から外したという問題もある。しかし、そういう問題なんだよ。しかし、同

時に24年から施設使用料を290万から450万に増やしていると。だから、出すほうは低く、低

くして、取るほうは上げていくと。これは、下田や河津の管理からしてもないですよ。やっ

ぱり取るものは、一定見直しは５年、10年に１回するけれども、一定額ですよ。 
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  委託事業というのは、そもそも町が本来やらなきゃならない事業だから、当然その部分に

ついて言えば、一定の満額なりのね、それに準じた補助金は毎回来るわけ。これが、うちの

町の場合は、ルールとして見ると赤字でも金額が減らされる、使用料は増やされると。こん

なことをしたらね、社協が成り立たなくなるんじゃないかというふうに私は言いたいと思う

んですけれども、町としてこの赤字になってきた社協を自助努力だと言いますけれども、一

体理由はどういう原因を考えているのか。また、この社協について、こうした問題について、

町としてどのような指導をこの間してきたのか。この点をお聞かせいただきたい。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、社協に対する補助金、これはある歴代の町長でがくんと落ちま

した。これは山田議員も御承知のとおり。そういう中で、私がなってある程度上げた中で、

そのときは町から執行役、職員がいました。そういう中で、ある程度それじゃ歴代町長がが

くんと減らしたときと前と同じぐらいの補助金は、そのとき上げました。しかし、町の職員

が行っていないもので、その辺は今後、その金額に対しては考えなければいけないかなとは

考えております。 

  そういう中で、基本的になぜこうなったかというと、介護の中でやっぱり賃金とかそうい

う報酬が全然低いところが、要するに社協が準公共的でありますもので、民間の事業がもう

かるというところをやってね、そしてもうからないという言い方はおかしいですが、大変な

ところは社協に来ると。それが、多分赤字の原因じゃないかと私は考えております。 

  そういう中で、今回もさっきから何ですか、退職のあれね、今、現に担当に聞けば4,200

万ぐらい剰余金があるといいますもので、できるだけそれを使ったり、どうしようもないと

きは、また町がある程度お助けしますよということは、もう社協に言っておりますもので、

ただない、ないと言わないでね、やっぱりそういう中でちょっと頑張ってもらいたい。もう

どうしようもないときは、やっぱり町といたしましても、準公共な建物ですから、団体です

から、それはもう社協の役員さんにも言っております。そういう中で、社協に対しましては、

本当準公共と言える。やっぱり民間でももうかると言えばもう社協もやっておりますもので、

その辺はまたこれからやっていきたいと考えている。 

  その補助金に関しましても、私がなったときは、一応職員が行っている中で、そういうの

を加味した中で自分は決めましたもので、それによりますとがくんと減ったときの前に戻っ

た、そういう感じでございますもので、その辺は理解願いたい。 

  それで、その２分の１が、これが果たしていいかどうか。これは、議論の余地があるとい
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うことで、当時はそういう中で、事務レビューの中で、じゃお互いにこれは社協と町は同じ、

話し合いの２分の１ずつで、そういう一応合意をいたしましたもので、その根拠というもの

は、もうそういう中で、もう話し合いの中でなったということで、この辺もまた見直しも必

要だと思いますけれども、社協の補助金に関しましては、確かに河津が1,000何百とか、う

ちは今幾らだ、700幾らかだよね、そのぐらいの中で、やっぱりそのときは一応執行した職

員の加味した中の助成でございますもので、その辺は今後考えてもいいかなとは、自分の中

では考えております。社協に対してでしたら、これは話し合いをした中で、やっぱり軽減で

きるものはどんどんやった中で、また話し合いをした中で、よりよい社協というものをつく

っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、基本的に社協本部の部分と委託の部分というのは公的な部分、

さっき町長言われたように町が本来やるべきものについて、実動部隊としてお願いしている

ということでいうと、会費や寄附もあるということはあるんだけれども、基本の部分、そこ

のところはある程度町がね、公的に形で対応していくというのが、基本にしてあげないとい

けない。 

  それで、この使用料だとかいろんな部分も、ある程度５年、10年、毎年上げたり下げたり

したらね、これは幾ら何でも自助努力とか言ってもだめですよ。今回も何かＬＥＤにするか

らとかね、だけれどもね、こんなことやっているのはうちだけですよ。下田も河津も、当然

30万円以上の修繕は、町がやると。30万円以下のものは、当然使用している者がやるとか、

だからそこのルールをしっかりした上でね、ちゃんと自助努力をしてもらうと。そうでなか

ったら、もう自助努力するほうが、もらえるものがちゃんとしてもしないでね、毎年減らさ

れるかもしれないというふうな中では、これは自助努力のしようがないと。 

  まして、今、全体として介護事業のほうが赤字というか、収益を上げていないと。そうい

う中でね、取るほうも何もルールがはっきり決まっていなかったら、これは自助努力しなさ

いと言ったって、とかくそれは無理があるんですよ。町長、やっぱりね、町長御認識は私も

そのとおりだと思うんですけれども、この社協の介護事業について言うと、僕も２つの理由

があると思う。 

  １つは、町長言われたように、どうしても社協ということで、保険あって介護なしと言わ
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れないように、軽度の人たちの取り扱いが全体事業として多い。これは、赤字の理由なんで

す。しかし、同時に今、介護事業所の倒産が増えていて、これは何かというと、2015年の介

護報酬の改定が一番大きいんですよ。全体で2.9％ということでの、2.27％の引き下げか、

ということでしたけれども、特に訪問介護や通所をやっているこの部分は、私が言っている

んじゃないですよ、東京商工リサーチがそういうふうに分析していますけれども、小規模の

デイサービス事業等では、やっぱり約１割の引き下げになっているんだと。こういうことが

あって、診療報酬の減少が、ホームヘルパーや通所事業ということをやっている小規模が取

り組んでいる社協の収益が落ち込む大きな要因でもあるんですね。 

  だからその辺を、そこも言われるように、大変軽度な方なんだけれども、今後の介護の町

としてやらなきゃならない総合支援事業の中でも、そういう部分は、大事な部分を担ってい

ただくんだろうと思うんですね、社協の取り組みというのは。だから、ここは、適切に対応

していく。だから、こういう補助金、本部と委託事業の絶対的に低いというものについては、

町ももう少し下田や伊東も含めて、よその取り組みもよく見て、安ければ当然町が助かると

いう部分あるけれども、生かさず殺さずですよ、殺しちゃったら意味ないんですよ、こうい

うことをやっていて。これはやっぱりね、考えていく、見直していただくことだと思います。 

  もう一つは、町長、各議会でも社協も財産持っているんじゃないかと、こういう議論もあ

った。しかしね、町長、この横にあるやつですけれども、これは昨年11月28日に社会福祉法

人の制度改革の施行に向けた全国担当者会議の説明会資料ということで、やっぱりいろいろ

あって、一体じゃ社協が持っている財産の中で、本当にもうけ過ぎた、ため込んだものは何

かということがいろいろあって、厚生労働省がまとめて説明をしている資料なんですよ。 

  当然、まず活用可能な財産というのは何なんだといったら、資産の中から負債をまず引き

ましょうと。退職手当引当金等々の負債を引きましょう。それから、資本金を引きましょう。

そこがまず一つの財源ですよね。その上で、活用可能な財産というときに、事業用に不動産

を持っていたら、当然そのことは必要だし、再生必要な資産を得る費用、また必要な運転資

金、こういうものはやっぱり引いて、これを超えるものについて、ここが社会福祉充実のた

め込み過ぎの部分ではないのかと。こういう理論整理がされてきているわけですよ。 

  これを東伊豆町に当てはめると、現状資産、これは貸借対照表で見ますけれども、7,846

万円から負債の部2,401万円、さらに資本金の110万円を引くと、ここにある5,335万円とい

うのが、まず活用可能な財産という認定ができるわけです。さらに、活用可能な財産という

ことで、事業の継続や再精算という、また運転資金というものを考えるわけなんですけれど
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も、うちの町の場合、当然下田、河津も町の建物に入っているということでいうと、建物の

そのあれはないんだけれども、これについて言うと、国の考え方で言えば１年分の運営費だ

よというような、これを一つの基準にしましょうと。こういうことでいくと、27年度で考え

れば8,560万円、今のさっきの状況を考えるとね、実際から言えば5,335万から8,560万円を

引いて、現状でいくとマイナスの3,225万円というような感じになってくるわけ。だから、

もうお金をね、確かに繰越金だとかという形で持っているけれども、当然事業を再精算して

いくそのためのもの、また職員の退職給与、引当金というものなんかを考えれば、そんなに

金額は大きいものがね、余剰にあるというような状況では、僕はないと思うの。ここはやっ

ぱりちゃんと見てあげないと、これは今後ね、大変なことになる。 

  さらに言えば、もう既に来年度の当初予算書に載っているもので見れば、今年の状況から

さらに184万円減っていくわけですね。使用料は上げて、また補助金や委託の部分を減らし

ていくんだから、これじゃね、やっぱり人材の流出とかが起こっていくんじゃないですか。

どうお考えですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 企業によってはそうでしょう。しかし、私はまず意識改革ね、もう皆

さん準公務員と思っているんですよ。この意識改革、観光協会もそうです、町の。商工会も

そう。何にしても準公務員とか、もう身分は安定的になっている。まず、民間という意識改

革をしなければね、これは絶対だめですよ。それをまず徹底した中でね、やっぱり企業とし

て残るためには、どうすればいいかということを徹底的に１回やってもらいたいですよ。 

  この配食サービスもそうです、今回町がはっきり言わなくて民間がやったらね、どのぐら

い違ったんだろう、結構違ったよね、単価で１食ね、社協でやったら1,600円ですよ。これ

なら、弁当買ったほうがよっぽどね。そういう中で、やっぱり準公務員というまだ意識があ

りますもので、これはもう本当民間なんだから、民間の意識の中でやってもらわないとね、

なかなかそういうことはできないと思う。 

  しかしながら、やっぱり社協というのは、実は準公共的なものですから、幾ら民間といっ

てもね、これは町がある程度面倒を見て委託でお願いしていますから、その辺は多少のそう

いう委託のところに関して、町は助成金、今の助成金でいいかとなれば、その２分の１が果

たしていいのかどうか、その辺はもう本当わかりません。 

  そういう中で、本当自分がやったときは、プラス職員の執行という中で、歴代町長のがく

んと減らした以前に戻したもので、そういう中で今後は検討していく。そういう中で、賃料
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があります。その賃料が確かに一定した中で、今回いろいろ維持費がかかるとそうなったも

ので、これがあります。これは、果たして本当にいいかとか、それは検討していきたいと。 

  ただ、源泉に関しましては、本当これ町は一切使っていない中でね、その源泉の維持費、

これはほとんど社協ですよ。やっぱり、そういう中で町も半額やったりね、そういうときは

もう源泉に関しては、本当もう社協がやっているんです。本当、民間ならもっと全部やる中

ね、一応町の中に入っている中で、じゃその温泉の修理とか、そういうやつも町が半分出し

ているから、そういうこともやっております。その辺も理解していただきたいと思います。 

  本当、今、山田議員が言ったように、今の社協に対する補助金でいいかとなると、これは

また検討した中で、やっぱりこれは検討した中で、また本当に社協が今後もなるたけ継続し

ていくような方向でこれはやっていかねば、町としても大変困りますもので、その辺はもう

十分理解した中でやっていく、運営していきたい、そう考えています。 

  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、今までね、黒字だったから町長そういうふうに対応したとい

うのは、これは僕もわかるんです。我々も、議員も黒字だからそういうことをしてもね、こ

れは大丈夫よねというふうに思った。 

  しかし、今、やっぱり条件が、状況が変わってきたんだから、もう１回ここは少しリセッ

トして、社協に対する財政的な補助、支援はどうあるべきか、ここを本当に見直してほしい。

今、社協の役員さんや職員の中では、今の財政状況からすると、もう３年半しかもたないん

じゃないかとかね、そういうふうにもう思っているんですよ。例えば、今の赤字の状況から

いけば、実際、退職引き当てを除いて残ったところで何年できるんだといったら、単純な計

算で言えばそんなふうな、だからもうどんどんお金が切り詰められて、もうだったら退職手

当、引当金まで食い潰す前にやめたほうがいいんじゃないかとかね。こういう気持ちさえ生

んでしまっているということなんで、そこはね、本当に町としてしっかりちゃんと対応する

ぞという姿勢を見せてほしい。 

  それと確かに僕も、町長言われるようにね、意識改革は本当大事だと思います。多分前あ

ったり、よく僕使うんですけれども、生活支援で入ってね、買い物してきて料理をつくって

あげる。だけれども、ごみを出すときはさ、これ介護保険事業じゃないですからってあるん

だよね、そういうことも。だから、今、それは私もこの間勉強したばかりですけれども、介
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護保険で適用してやれること、しかし、介護保険適用できなかったら、極端な話は、実費で

保険外でもらったっていいんですよね。でも、その人は、そういうサービスがなければ暮ら

していけないんだから、利用者の方々が本当に地域で暮らせるためのサービスで、残念なが

らサービスの内容を社協が決めているわけじゃなくて、国のいろんな中で限られているけれ

ども、暮らしていくために選択ができる余地だってやっていかなきゃならない。 

  そういうやっぱり複合サービスということだって、意識改革していかなきゃいけないです

よ。町から言われたからといって、それにただやっぱりおんぶに抱っこじゃなくて、介護事

業について言えば、よくも悪くもやっぱり自分たちでその道を選択したので、そのことにつ

いてある面経営者感覚等持って対応して、僕もたしか導入するときには社協の理事だったん

ですけれども、その後やっぱり労務管理であったり、中期計画とかね、事業をやっている以

上、人材育成をどうしていくのかとか、こういう部分が欠落したままなんですよ。そういう

ところも、ぜひ町としては、町長言うように意識改革をしていかなきゃならない。それはで

もやっぱり労務の問題、または人材の確保、そういうことを通じて、社協はどういうふうに

ね、今後は町の中で役割を果たすかということ。町としても、しっかり指導するようなこと

を私は望みたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員と認識一緒で、やっぱり意識改革です、本当に。これは、も

う意識改革していかないと、もう本当、自分も役員さんとかね、話して感じております。職

員に対しましては、まずははっきり言って事務局長がもっとね、意識改革しなきゃだめです

よ、あれは。若手がもう本当一生懸命やる気になっている。しかしながらね、本当に考えれ

ば事務局のトップがやっぱり意識改革しなきゃとてもじゃない。もう準公務員的な考えでや

っておりますもので、その辺の意識改革を町は望みますしね、その辺はそういう中でやって

いきたい。 

  そういう中で、町がやっぱり、これは本当大事な話ですよ。これは真剣に、じゃ町がある

程度育てるかなんていうとね、それこそまた意識改革にならないもので、この前来たときも

ね、もう今の中でどうしようもないときは、それは町がやってやる、何しろ自分とりあえず

頑張ってくれと社会福祉協議会に言っております。 

  そういう中で、町がいろいろ改革できるというのがね、山田議員が言ったように踏み込ん

だ中でいい方向に、これは持っていきたいと考えておりますもので、また社協との話し合い

を持った中で、これはやっていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長（村木 脩君） 次に、第２問、中学校の部活動についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（「ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと訂正」の声あり） 

 

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

 

◎発言訂正について 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） すみません、今、再答弁の中で社協の事務局長と言いましたが、事務

局長は今いませんもので、その辺を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） 中学校の部活動について伺います。 

  学校の中でも、非常にまた子供たちにとっても、また親にとっても、部活動というものに

ついて、大変意味あるものだと私自身は思っております。その中にある問題について、幾つ

かお伺いしていきたいと思います。 

  まず１つ目に、各学校の中学の部活動の内容、状況はどうなっているのか。 

  ２つ目に、各部活動の中で公式試合と練習試合の状況、またその中で保護者の負担という

ものがどういうふうな状況になっているのか。 

  ３点目に、校外指導者の導入やその評価についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） これは、教育委員会の質問でございますもので、教育長より答弁させ

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

（教育長 黒田種樹君登壇） 



－114－ 

○教育長（黒田種樹君） 山田議員の第２問、中学校の部活動については、３点からの質問で

すので、順次お答えします。 

  １点目の各学校の部活の内容はについてですが、現在、稲取中学校は６種目、９つの部、

熱川中学校では５種目、９つの部がそれぞれ活動しています。 

  これまでに、稲取中学校では、平成20年に団体競技を残すため陸上部を廃部、熱川中学校

では、平成26年に吹奏楽部と女子バスケットボール部を廃部した経緯があります。 

  次に、２点目の各部活動の公式試合と練習試合の状況は、保護者の財政負担の状況はにつ

いてですが、まず、各部活動の公式試合と練習試合ですが、部によって違いはありますが、

夏の中学校体育連盟、いわゆる中体連の大会を含めて、５回から10回ぐらいの公式大会と、

その各種大会へ向けての練習試合が、月平均で１回から３回ぐらい組まれている状況です。 

  保護者の財政負担の状況ですが、学校の小規模化により、各部活動の人数も減少してきて

おります。１人１人の負担割合が大きくなっているというのが現状です。教育振興とともに

保護者の負担軽減を図るため、選手派遣費補助金交付事業を実施しておりますが、保護者負

担が大きくなるというこの現状に対応するため、補助金交付範囲の拡大を図るように交付要

綱の整備を行ったところでございます。 

  次に、３点目の校外指導者の導入状況とその評価はについてですが、現在、稲取中学校で

は、男子・女子バレーボール部と男子・女子バスケットボール部、さらに女子テニス部に、

そして熱川中学校では、女子バレーボール部と男子テニス部に外部指導者をお願いしており

ます。技術面の指導を中心に、継続的にかかわっていただいているという状況です。部活動

には、それぞれ顧問がおりますが、必ずしも担当する部の経験者であるとは限らないという

ことから、専門的な指導については、顧問だけでは十分に対応できないところもあり、各学

校からは大変に外部指導者は助かっている、ありがたいといった評価を伺っております。 

○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） 教育長言われたように、まず部活動の試合、公式試合、練習試合、

本当にある面でいうと、僕らの昔のころからすると、ある面増えたのかなというふうには思

うんですけれども、同時にあれなんですよね、もう私たちの時代だと学校のジャージイコー

ルそのままで部活の生活が成り立っていたんですけれども、今はやっぱりどうも部ジャー、

部ジャーということで、各部活それぞれまたジャージやなんかをそろえるとか、もうこうい

うことも含めてあるわけなんですけれども、ここでもやっぱり一つの負担もあるんだけれど
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も、最近この公式試合、また練習試合で、最近これはあれですかね。教育長、今まで私が見

ている限りでいうと、顧問の先生方が割とワンボックスの車を大体持っておられて、その先

生方が生徒を引率するような形が今まで多かったんですけれども、最近は指導者が運転をし

ていくということで、事故の発生もあるのか、かなり自粛されているような傾向かなと思う

んです。 

  そうしますとね、町長、これは町長のほうを見ていかなきゃいけない部分あるんですけれ

ども、大変なんですね。結局、今、町にあったレンタカー屋さんもなくなって、松崎のほう

から来るレンタカー屋さんで借りると。そうすると、大体１台８万から10万ぐらいですか。

１つの学校で行くと、本当に教育長言われたように人数がね、部活の数も減ったということ

もあるんだけれども、１人１回8,000円ぐらいの負担になると。弁当代を含めると、１回練

習試合があるというと、親とするとどきっとするわけですよ。１万円出ていくわけですよ。 

  偶然、この間私が出くわしたのは、稲取と熱川の卓球部が一緒に行ったんですって。そう

したら、先生が喜んでいましたよね。半分の4,000円で済みましたと言うんです。こういう

やっぱり負担、これが今言われたような形で公式試合、練習試合がこれだけあるということ

になると、その金額たるや物すごい金額になるんじゃないのかな。当然、頑張ってもらいた

いわけだし、それを応援するということについて親もあるんだけれども、今、そういう負担

が本当にもう少し何とかならないかという声がある。 

  教育委員会で、私も前から言っていたんですけれども、200万円のあそこの範囲は減らさ

ないでね、子供は減っているけれども、そこは減らさないで今言ったように拡大をしてきて

くれると。これは本当ありがたいことだと思うんだけれども、しかし実態との関係で見ると

ね、どうなのかな。確かに、全額町が持たなきゃならないというような部分、幾ら義務教育

でいってもということはあるんだけれども、しかし、伊豆半島のここに住んでいる限り、熱

海の子供たちなんかであればね、ＪＲを使って三島や沼津、富士や静岡まで行ったって幾ら

の負担もならないんだけれども、この地域に住んでいれば、どうしても三島や沼津で大会が

あるということになると、どうしてもそういうバスで行こうが、電車で行こうが、もう数千

円からの負担が強いられる。こういうやっぱり実情をもう少し僕はね、教育長、もうちょっ

とこれ各調べてみたほうがいいんじゃないかなと思うんです。バスを利用しても本当に負担

がある。電車で行っても負担がある。それは、当然先生方の負担もあるわけなんだけれども

ね。これはもうちょっとね、僕は実態調査みたいなものを１回かけて、全額できないにして

も、もう少しこの負担の全容というものは必要なんじゃないかな、調べることはね、そうい
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うちょっと考えをしています。 

  ２つ目に、町長、前もほかの同僚議員からも出たんですけれどもね、我々、私もそうなん

ですけれども、父兄の方々からマイクロという声は強い。しかし、今のままできないですと

いうのもわかります。思うんですけれども、町もマイクロを２台持っていますよね。当面１

台は、アスドで中心に使っているんですけれども、あの部分を一定指定管理みたいな形で維

持を任せて、あいているアスドが使わない、事業をやらない、土日に使えるような形とか、

こういうことなんかも考えられないのかなと。今の枠の中では使えないんですけれども、町

も経費を節減しながらある程度自由度をきかせるということになると、２台あるうちの１台

をね、そういう形でできないものかなというようなことなんかも、検討する余地があるんじ

ゃないかなと。町としても、大きな負担は出さない。そういうことが考えられないかなと、

私自身は思っております。これは、教育委員会じゃなくてちょっと町長のほうになりますが、

この辺やっぱりお願いをしたいなと思います。 

  ３点目の外部指導者の問題で、教育長言われたとおりなんですけれども、やっぱり先生方、

今、全体で国の中でも先生方の負担を軽減しなくちゃいけないということで、国でも場合に

よっては、もう部活動についてね、先生方を外そうというような意見もあるぐらいのもので

すから、外部指導者をやっぱり導入していく。同時に、それはやっぱりちゃんと学校教育の

中でね、しっかり組み込んでお互いの効果を発揮しなきゃいけないですね。幾ら技術だけを

指導してくれるといっても、やっぱり学校教育の中でやるわけですから、学校や顧問の先生

と密な連携がとれるような形じゃないと、お任せでもいけないし、指導者のほうからの子供

たちの状況もしっかり把握して、部活動として効果が、学校教育の中でやっているわけです

から、効果をどう高めていくのか。 

  これは、国なんかでもこういう点については、部活動についていろんな意味でのガイドラ

インなんかもつくって、例えば校外の指導者が当然体罰だとかね、そういうことはしちゃい

けないよとか、いろんなやっぱりガイドラインというのもありますよね。そういう面も含め

て、これからこれだけ校外の指導者も入ってきているんで、そこにおけるルール化、またし

っかりと学校教育の中でそれを生かしていくと。こういう体制づくりというのも必要、また

指導者の教育ですよね。そういうことが必要になっているんじゃないかと私は思うんですが、

いかがですか。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 部活動は、子供たちの非常に豊かな学校生活、それからスポーツや
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文化に接していく姿勢とか、そういう面で非常に意義があるわけですが、その活動の中で、

先ほど申しましたとおり、部活動の生徒数が減少している中で活動する保護者の負担、活動

に対する保護者の負担が多くなっているという話で、今、山田議員さんからもお話をいただ

きました。 

  例えば、ジャージの話もありましたが、現在それぞれの、特にスポーツの部活については、

その部活専用のやはり必要なジャージというか、スポーツ着が必要になっているところもあ

りますし、中体連等では、やはり部活のその衣服、衣類のきちんとした、統一をきちんとす

るというようなことも決まりにありますので、そういう中でそういう着るものに対するもの、

それから用具に対する必要な経費、それもかなりあります。例えばですけれども、バレー部

のシューズを用意すると。バレー部の部員がシューズを用意するのには、大体8,000円とか

１万円とか、そういうようなお金がかかるというようなことも聞いております。 

  そういういろいろなことで、負担についてもう少し調べたほうがよいということがありま

したが、私も部活は全部回ってみて、詳細に経費等調査はしておりませんけれども、現在聞

いている中では、例えばですけれども、中体連、町教育委員会の部活動の派遣補助で交付し

ているお金以外に、公式と言われる協会とか団体とか主催の試合等に行っている例でいきま

すと、大体ですけれども、大体というか、概算を聞いたわけですが、男子バレー部は、保護

者の負担の遠征額は３万円程度というようなことも聞いております。それに、プラス用具代

とか衣服代、それから登録や参加の費用等もかかってきます。それプラス学校全体として、

やはり部活動の活動費というものも徴収というか、集めて集金をしてそれぞれの部活動に使

っていくというようなことはありますので、かなりの金額になるということで、もう少しお

っしゃられるような詳細な調査をして、こういう実態に基づいて教育委員会としてさらにど

ういうふうに支援をしていく必要があるかということは、検討していきたいと思います。 

  それから、外部指導員の効果について、高めていくということは当然必要なんですが、本

町では、きちんとした外部指導員の派遣制度とか、まだつくっておりません。ただ、先ほど

申しましたように、中学では地域の方、保護者の方の協力を得ながら部活動の指導に入って

いただいているという意味で、外部指導員をお願いしているというような形をとっています。

ですから、ボランティア的な形でお願いをさせていただいているということです。 

  でも、それでも学校としては、やはり子供たちのために、生徒の部活のために、本当にい

い形で入っていただくということでは、どなたでもいいというわけでもありませんので、や

はり相談をしながら、技術的な面のことやそれから学校の体制の中で、どういう指導をして
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いただきたいかというような、そういうようなことをお話し合いさせていただいて、簡単な

約束事等も確認をさせていただいているとは聞いております。 

  いい形で学校、教員だけでなく、地域や保護者の皆様の力をかりてこの部活動を充実させ

ていくということは大切だと考えていますので、そういう面でもこれから学校とも相談しな

がら、この外部指導者の導入、それからお願いの仕方等もさらに検討していきたいなと思っ

ております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 町のマイクロの関係でございます。 

  本当、山田議員と同じでもううちのほうにも何とかしてくれと来ております。負担が相当

かかってきているもので、町のマイクロを何とか貸してほしいとか、そういうのが来ている

中で、今、断っているのが現状でございます。   

そういう中で、指定管理してアスド会館のバン、そういうのをやるよりかは、ある程度の

規定とか、そういう運用方法のその表がありましたんで、それを見直した中で、できるだけ

貸せる方法を１つそれは検討したいと思うし、今、担当の事務の係長には、一応調べさせて

はおります。今後、副町長を筆頭にした中でね、どのような方向がいいかということはちょ

っと検討していきたいと、そう考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 次に、第３問、消火栓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） 消火栓ということで、同僚議員からもありましたように、やっぱり

火事との関係なんですね。つくづく私も、12月の火事を見ていて感じたところが幾つかある

んですけれども、広域で対応できること、いろいろそれはもう先日同僚議員から出ましたん

で、私特に思ったんですけれども、初期消火における役割が、今後重要視されてくるのがや

っぱり消火栓じゃないのかなということで、消火栓について伺うんですが、１点目には、消

火栓の設置数といろいろ地上式でもハンドル式、バルブ式と、地下式とか携帯もあります。

今、その実情がどうなっているか。 

  あと、年間のその管理とどのような整備がされているのか。また、訓練で活用されている

団体や使用された消火栓の数というのがわかれば、その点をまずお聞かせください。 

○議長（村木 脩君） 第３問の答弁を求めます。 
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  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第３問、消火栓については、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点目の消火栓の設置数と内訳は、地上式、ハンドル式、バルブ式、地下式につい

てですが、消火栓全体では268基、うち地上式が186基、そのうちハンドル式が139基、バル

ブ式が47基、地下式は82基となっております。 

  次に、２点目の年間にどのような管理、整備がされているのか、訓練で活用された団体と

使用された消火栓の数はについてですが、まず、年間の管理につきましては、消防署及び消

防団による定期的な見回り点検を実施し、不具合があったものについては、防災課に報告を

いただき、本年度より防災課から水道課に報告、依頼し、水道課において修理、改修を行っ

ております。 

  消火栓の整備におきましては、地域等からの要望があった場合、水道管等の状況や既存の

消火栓の位置等を勘案しまして、設置の可否について水道課と協議を行った上、整備をして

おります。 

  次に、訓練で活用された消火栓についてですが、昨年防災課に報告があった範囲で申し上

げますと、９月の総合防災訓練において、片瀬区が水道課に了承を得て、地域住民に周知を

図った後、１カ所の消火栓を使って訓練を行っております。 

○議長（村木 脩君） 14 番、山田議員。 

  町長、一番問題は、この地上式の消火栓。一番うちの町の主流なんですけれども、このタ

イプは老朽化すると、水道課からしてみると、中はさびが出たりとか汚れたりいろんなこと

もあって、使わせたくない部分もあると。過去、そういうことがありましたね。 

  私、消防団のころなんかは一時出していたんですけれども、だんだん水道課からのあれも

あって、使えなくなってきたと同時に、この消火栓ていうのは、私、２年ぐらい前かな、た

またまちょっと火が出たところに通りあわせて、ほかの一緒にいた区の役員なんかと操作を

したという経験があるんですけれども。一緒にやっていた、かなり屈強な農家の方が２人い

ても、やっと開くかどうか。 

  確かに、見回りはして開けたりもしているかもしれないけれども、地上式のこの消火栓と

いうものは、訓練の対応でも水道への影響でも、あまりどうも僕はよくないんだと思うんで

す。そういう意味では、バルブ式というもののほうが、水道課への影響も、当然、中、コー



－120－ 

キングしてあるというようなことも含めると軽減できるし、今後の地域の中で若い人が増え

ていくってことではないですから、初期消火に地域の方々が参加していただく上でも、ある

程度操作しやすい、こういうものに変えていかないといけないのかなということを感じてお

ります。 

  同時に、町長、これは小樽市の消火栓なんですけれども、色がついているんですよ。何で

色をつけてあるかというと、小樽市は小樽大火ということで、大火を経験して、消火栓の弱

点というのは、同じ配水管から同時に取水すれば水が出なくなるわけで、だからその意味で

は、水道管の経路の中で、経路によって色分けをすることによって、消火作業のときも同じ

経路から取水しないとか、こういう意味で色分けをするという工夫をしたという経緯がある

ようなんですけれども。 

  今後も初期消火という面でいくと、当然、広域の問題でのいろんな、昨日も出たような問

題点もないわけではありません。同時に、地域の方々自身が一定、みずからの命や財産を守

るということになると、地域で利用しやすい、また、訓練もしやすいという部分も含めて、

消火栓のありようを変えていく、そして、もう少し水道課にも迷惑をかけない範囲で、訓練

にも使用できるという形に切りかえていく必要があろうかと思いますが、いかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この放火栓の色は大変いい提案だと。と申しますのは、今回の稲取の

火災におきまして、水がちょろちょろという言い方、やっぱりそれは同じ水道本管から出て

いる中で、通っていたやつだもので、その辺は方法によって分かれるわけですね。その辺は

区別できるの  じゃないかと思うので、これは早急に検討して、こういうことができれば

やって、これは大変いいことを受けたと思います。 

  さらに、この地上式のハンドル式とバルブ式ですか、本当にハンドル式は山田議員が言っ

たように、回すのに大変だと。本当に初期消火は大変消火栓は重要でございますから、でき

れば  そのようにだれでもできるような方向でやっていきたいと考えております。 

  そういうのはまた引き続き、消防団と話し合いをした中で、これは逐一そういう方針に変

えられれば変えていきたいなと考えて。多少予算がかかります、一気にはすぐできませんけ

れども、その辺検討させていただきたいと思います。 

  さらには、訓練におきましては、やっぱりやることというのは、水道水が濁る、これが一

番の欠点でございますもんで、それを住民の方がわかっていただければ、これはどんどんや

っていきたいと思います。やっぱり、いざ火災が起きたとき、平時のこの訓練は大変大事で
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ございますもので、その辺また、水道課、また、区長さん、いろんな中で話し合いをした中

で、訓練の方法はこれから検討していきたい。よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 町長、消火栓の問題は、今、大体中がバルブ式の場合は、コーキン

グもしてあるんですね、水道管もそうなんですけれども。今のハンドル式のやつは、古いや

つは鋳物だったりするので、鋳物が大丈夫だと思ったかもしれないけれども、今はもうそれ

が中がさびているわけだから、それが水道管の本管に悪影響をするというのが実態だと思う

んで、そういう面も含めて、当然、水のほうに悪影響があるってことでは訓練にもならない

のが今の状況です。それがずっと続いてきたので、まずそういうことからも御検討ください。 

○議長（村木 脩君） 次に、第４問、キャンピングカーについてを許します。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） キャンピングカーについて、私も別に持っていませんけれども、嫌

いじゃないんですが、引き続くこのアウトドアブームの中で、キャンプ、バンガローの利用

に加えて、近年はキャンピングカーを利用する人が増えています。キャンピングカーという

ことで見ると、駐車スペースがあればどこでもとめられると。そこで違法な駐車もあるだろ

うし、火の使用とかごみの放置とか。しかし、弊害も少なくないという。 

  実態で見ると、細野高原であれ稲取高原であれ、また、海岸、この役場の前の海岸空地な

んていうのは、もうただでとめられて、最高のロケーションを得られて、水もトイレもある

という、最高のキャンピング場になっているようにも思うんですけれども、これらについて、

町としてどう見ていくのか、これはやっぱり非常に大事ではないかと思っていますが、いか

がですか。 

○議長（村木 脩君） 第４問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第４問、キャンピングカーについてのアウトドアブームの

中で、キャンプ、バンガローの利用に加えて、近年はキャンピングカーの利用が増大してい

る。キャンピングカーは、駐車スペースさえあればどこでもとめられることから、違法な駐

車、火の使用、ごみの放置などの弊害も少なくない。細野や稲取高原、海岸でも見受けられ

るが、キャンピングカーについて、町はどう考えているかについて、お答えいたします。 

  多くのキャンピングカーユーザーは公共の駐車場等において、良識を守り、一般の方々の
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迷惑となるような行動を慎んでいると理解しております。しかしながら、近ごろ、道の駅や

高速道路のサービスエリア、パーキングエリアなど、公共駐車場でごく一部のユーザーがマ

ナーを守らないことで、駐車場の管理者やメディアの一部から、退去させようという声が流

れてくるようになりました。町では以前、文化公園内でキャンピングカーによりトイレの雨

どいの一部を破損する被害を受けたことがありましたが、それ以外に問題が発生したという

報告は受けておりません。 

  最近は、宿泊費がかからず、時間に束縛されない利点から、ＲＶ車やキャンピングカーで

車中泊をしながら旅をするというスタイルが普及しつつあります。昨年、キャンピングカー

の売り上げが過去最高を記録し、さらに軽キャンピングカーの市場拡大が目覚ましい状況を

踏まえ、今後注意深く監視するとともに、実態の把握に努めてまいりたいと考えております。 

  町といたしましては、町内消費の交流人口の拡大という観点から、マナーをしっかり守っ

ていただくことを前提に、キャンピングカーでの来訪者も歓迎したいと思いますので、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） 今、町長が言われたように、キャンピングカーについては、売り上

げが増えていると。特に、今までは、例えばハイエースとか大型車だったですよね。そうす

ると、キャンピングカーというと、400万円も500万円もしないと我々からではとても手の届

かない物だったんです。 

  でも、今、自動車ラッシュとかアウトドアラッシュの中では、軽自動車のキャンピングカ

ーのイベントなんていうのがもう花盛りで、そうしますと、200万円前後で軽自動車のキャ

ンピングカーが買えると。車中泊はできると。ただ、当然、大型と違いますから、中でコン

ロがあるとかトイレがあるわけではない。そうすると、軽だとどうしても外で火を使い、ご

みも出すという形になってくる。 

  こういうことで、なおかつ自動車ラッシュなんかで見ますと、自分でキャンピングカーを

持つことで、駐車場や維持費かかっても、別荘を持つよりも、全国に旅をするというような

ことからすると、固定したところに物を持つよりも、これでいいのではないかとか、こうい

う別荘族をこっちに誘導するというような、当然１つの売りもあるわけですね。 

  そうすると、本当に高級な存在だった物が、身近な存在になってくるんだけれども、今、

町長が言われたように、マナーやいろんな問題が出てくるんですよ。これはちゃんと対応し

ないと、細野なんかもそうですよ。ありますよね、本当に。キャンピングカーだけの人は、
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本当に火を燃やそうなんて方もいらっしゃるわけだし。 

  これを町として考えるのか。また、僕は１つ考えとしては、伊東なんかの場合はマリンタ

ウンがあったり、下田は武ガ浜なんかでもおおむねそこで認めていくような形になっている

と思うんですけれども。場合によっては、県外でやっているビーズとか、広域でもキャンピ

ングカーに対してどういうふうに対応するのかというのは、東伊豆町だけでこれがいいとか

悪いとかやると、非常にマイナスの部分もある。 

  だけど、全体として対応を考える必要があるし、同時にマイナスの部分もあるわけですか

ら、しっかりとここはだめなんですよというところは、しっかり町は管理していただかない

といけないというのが現在の状況ではないかと思うので、稲取高原なんかも本当にあそこで

キャンプやられていいのかというようなところもありますので、この点も町として考えるべ

きだと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） キャンピングカーは本当、さっき言った別荘街という言葉はその通り

だと思います。そういった中で、本当は高級車に関しましては、もう車の中でほとんど完結

しちゃう。大半はやっぱり軽自動車が一応そういう問題点が出てくるのではないかと考えら

れますもので、これはやっぱり注視しながら、成約するときは制限するというような。まず

は注視しながらもやっていきたい。 

  そうすると、やっぱり山田議員が言ったように、これは伊豆半島全体の中でキャンピング

カーをどのように対応するかということは、これはまた提案していきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で山田議員の一般質問を終了とします。 

  この際、午後１時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時５０分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第２ 発議第１号 防災情報システム整備特別委員会の設置について 

○議長（村木 脩君） 日程第２ 発議第１号 防災情報システム整備特別委員会の設置につ

いてを議題とします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 今、上程されました発議第１号について、朗読をもって提案説明と

させていただきたいと思いますが、それでは、お手元に配付の提案理由の中で、アナログ行

政無線となっておりますが、正確には、アナログ防災行政無線だそうですので、そこのとこ

ろは御訂正をお願いいたします。 

  発議第１号 防災情報システム整備特別委員会の設置について。 

  上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第１項の規定により提出します。 

  平成29年３月７日提出。 

  東伊豆町議会議長 村木脩様。 

  提出者 東伊豆町議会議員 山田直志。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 西塚孝男。 

  提案理由、平成34年11月のアナログ防災行政無線の打ち切りに対応して、次期防災情報シ

ステム整備に関する調査・研究を行うため。 

  次ページをお開きください。 

  防災情報システム整備特別委員会の設置について。 

  下記のとおり、防災情報システム整備特別委員会を設置するものとする。 

  記。 

  １、名称 防災情報システム整備特別委員会。 

  ２、設置の根拠 地方自治法第109条第４項及び東伊豆町議会委員会条例第５条第１項。 

  ３、目的 防災情報システム整備に関する調査・研究。 

  ４、委員の定数 ６名。 

  ５、設置期間 平成30年第１回定例会までとする。なお、本委員会は議会の閉会中も必要

に応じて活動できるものとする。 

  ６、運営経費 20万円以内。 
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  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより発議第１号 防災情報システム整備特別委員会の設置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。 

  お諮りします。ただいま設置されました防災情報システム整備特別委員会の委員の選任に

ついては、委員会条例第７条第２項の規定により、お手元に配りました名簿のとおり指名し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。 

  したがって、防災情報システム整備特別委員会の委員は、お手元に配りました名簿のとお

り選任することに決定しました。 

 

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

 

◎日程第３ 議案第１号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

について 

○議長（村木 脩君） 日程第３ 議案第１号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（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１号について、提案理由を申し上げま

す。 
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  議案第１号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてですが、平

成29年４月から実施を予定している給与制度の改正に伴い、必要な措置を講ずるため、当町

職員の給与条例を改正するものでございます。 

  改正内容につきましては、平成29年度における職員扶養手当支給額及び職員勤勉手当支給

時の改正を踏まえた内容となっております。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木利昌君） それでは、ただいま提案されました議案第１号 東伊豆町職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、お手元の新旧対照表及び説明資料に

より、概要を説明させていただきます。 

  まず、第８条の扶養手当ですが、配偶者にかかる手当の月額については、手当をめぐる状

況の変化等を踏まえ、手当額を他の扶養親族と同額まで減額。一方で、子にかかる扶養手当

につきましては、子に要する経費の実情や国全体として少子化対策が推進されていることを

考慮し、減額した配偶者への手当額を原資とし、手当額の引き上げを行うこととなりました。

なお、平成29年度は受給者への影響を考慮し、段階的実施とし、平成30年度をもって完全実

施となります。 

  恐れ入りますが、新旧対照表の１ページをごらんください。 

  扶養手当第８条第２項において、１号は配偶者となります。２号の「22歳」を「満22歳」

に改め、「子及び孫」を２号は「子」３号は「孫」に分割します。分割する理由は、扶養手

当の支給額が従来同額でありました子及び孫が、平成29年４月以降、それぞれ異なる支給額

となるためです。 

  ３号から５号をそれぞれ４号から６号に改め、全ての年齢の前に「満」をつけます。なお、

「満」をつける理由は、次の第９条において「満」という表現があり、９条との整合性を保

つためであります。 

  次に、扶養手当第８条第３項です。こちらは、恐れ入りますが、説明資料をごらんくださ

い。 

  １号の配偶者の支給額を１万3,000円から１万円に、２号の子においては、6,500円を

8,000円に、３号から６号までは6,500円で変更ありません。なお、職員に配偶者がない場合、

当該扶養者のうち、１人について、２号は１万円、３号から６号までは9,000円となります。 
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  恐れ入りますが、新旧対照表の２ページをごらんください。 

  第８条第２項第２号の子及び孫を第２号と第３号に分割したことにより、第９条第１項第

２号中、「第２号又は第４号」を「第２号、第３号及び第５号」に改正します。 

  続きまして、第15条の８、第２項の勤勉手当ですが、12月議会において、人事院勧告に準

じ、勤勉手当支給率を100分の10月増としたものを、平成29年度勤勉手当の６月、12月支給

分にそれぞれ100分の５月ずつ振り分ける内容でございます。これにより、６月の100分の80

月及び12月の100分の90月がそれぞれ100分の85月へ改正となります。同様に、再任用職員は

６月の100分の37.5月及び12月の100分の42.5月がそれぞれ100分の40月となります。 

  実施期間ですが、平成29年４月１日から施行します。 

  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。よろしく御審議のほど、

お願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第１号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを

採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第４ 議案第２号 東伊豆町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す 

る条例について 

○議長（村木 脩君） 日程第４ 議案第２号 東伊豆町職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 
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  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第２号について、提案理由を申し上げま

す。 

  議案第２号 東伊豆町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてです

が、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、地方公務員育児休業等の対象とな

る子の範囲に、特別養子縁組の看護期間中の子及び養子縁組、里親に委託されている子を加

えるなど、見直しを行うものです。 

  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） それでは、ただいま提案されました議案第２号 東伊豆町職員の

育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、お手元の新旧対照表により、

概要を説明させていただきます。 

  恐れ入りますが、新旧対照表の１ページをごらんください。 

  まず、従来の「第２条の２」を「第２条の３」とし、第２条の２に「育児休業法第２条第

１項の条例で定める者」の一文を加えます。育児休業法第２条第１項の条例とは、職員は任

命権者の承認を受けて、当該職員の子を養育するため、当該子が３歳に達する日まで育児休

業をすることができるという内容で、育児休業等の対象として職員が養育する子の範囲につ

いては、現在、職員と法律上の親子関係がある子に限られていますが、職員が民法の規定に

よる特別養子縁組の成立に係る看護を現に行う者、児童福祉法の規定により養子縁組里親で

ある職員に委託されている児童及びその他これに準ずる者として人事院規則で定める者とい

った法律上の親子関係に準ずる関係にある者についても、当該子の範囲に含むこととし、職

員が育児休業をすることができることにするものであります。 

  次に、第３条についてですが、１号の内容を分割し、１号及び２号とし、以下２号から５

号を繰り下げ、それぞれ３号から６号とするものです。なお、育児休業法第２条第１項ただ

し書きの条例で定める特別な事情、これは再度の育児休業取得が認められるですが、１号の

内容は、育児休業中の職員が新たに産前休暇及び出産により育児休業の承認が取り消された

後、新たに産前休業、出産に係る子が死亡又は養子縁組等により、別居となった場合であり

ます。例えば、現在第１子の育児休業を取得している職員が新たに第２子を授かり、その第
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２子の産前休業等を取得した場合、第１子の育児休業が失効してしまいます。しかし、第２

子が死亡もしくは養子縁組等で別居となった場合、第１子の育児休業を再度取得できるとい

うものであります。 

  次に、２号の内容は、育休中の職員が第５条育児休業をしている職員について、当該育児

休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとするに該当した後、新たに

該当する子に関して、上記１号のイ、死亡とロ、養子縁組等による別居に養子縁組が成立し

なかった場合が加えられます。これは、養子縁組として来る予定、面倒見る子供が来なくな

ったと、養子縁組が成立しなかったものでということが加えられるという内容になります。 

  これらの制度は従前からありましたが、今回１号を分割する理由は、分割後の２号、育児

休業取得中に別に育児休業取得において、養子縁組が成立しなかった場合という要件が追加

されたことによります。 

  第10条につきましては、先ほどの第３条における内容と同様であり、対象者が育児短時間

勤務している職員となります。 

  実施期間ですが、平成29年４月１日から実施します。 

  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。よろしく御審議のほど、

お願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第２号 東伊豆町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ

いてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第５ 議案第３号 東伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を 

改正する条例について 

○議長（村木 脩君） 日程第５ 議案第３号 東伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第３号について、提案理由を申し上げま

す。 

  議案第３号 東伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につい

てですが、育児休業、介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の

改正に伴い、介護者がある職員の深夜勤務、時間外勤務の制限、介護休暇の改正及び介護時

間の新設などを行うものであります。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木利昌君） それでは、ただいま提案されました議案第３号 東伊豆町職員の

勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、お手元の説明資料によ

り、概要を説明させていただきます。 

  恐れ入りますが、説明資料の１ページをごらんください。 

  まず、第８条の２第４項の説明ですが、同条例第１項から第３項までの育児に関する条文

の一部を全３項とし、育児を行う職員について適応している内容を、要介護者を介護する職

員について準用するものです。 

  第８条の２第１項につきましては、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員及び要

介護者があり、その要介護者を介護する職員とも、深夜勤務の制限をするものであります。 

  第８条の２第２項につきましては、３歳に満たない子があり、その子を養育する職員及び

要介護者があり、その要介護者を介護する職員とも、災害や回避不能の事態を除く時間外勤

務の制限をするものであります。 

  第８条の２第３項につきましては、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員及び要

介護者があり、その要介護者を介護する職員の時間外勤務時間を１月24時間、１年150時間
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を超えてはならないという内容です。 

  次に、11条の休暇の種類ですが、介護休暇の後に新設された介護時間が入ります。 

  恐れ入りますが、説明資料の２ページをごらんください。 

  次に、第15条についてですが、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他を要介護者に、ま

た、介護休暇の期間、連続する６月の範囲内を３回を超えず、かつ通算して６月を超えない

範囲内とし、介護休暇の分割取得が可能となりました。 

  次に、第15条の２に新設の介護時間ですが、介護休暇とは別に、連続する３年の期間内に

おいて、介護のために１日につき２時間の範囲内で勤務しないことができる制度であります。

なお、介護時間取得時は勤務しない１時間につき給与額は減額となります。 

  最後に、第17条の休暇の承認ですが、先ほどの第11条と同様、介護休暇の後に新設の介護

時間が加えられます。 

  実施時期ですが、平成29年４月１日から施行します。 

  なお、ここで言う要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、

２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態になった場合のことをいいます。公的

介護保険制度上の要介護状態の要件と違うため、要介護認定を受けていなくても介護休暇の

対象となります。 

  なお、介護休暇及び介護時間は、無給ということになっております。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議のほど、

お願いいたします。 

○議長（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３号 東伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第６ 議案第４号 東伊豆町個人情報保護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６ 議案第４号 東伊豆町個人情報保護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４号 東伊豆町個人情報保護条例の一

部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号

法の改正に伴い、同法を引用する条文の整備を図るものでございます。 

  詳細につきましては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） それでは、ただいま提案されました議案第４号 東伊豆町個人情

報保護条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。 

  情報提供ネットワークシステムの使用に関する規定について、番号法第26条が追加される

ことに伴い、以後、１条ずつ繰り下げとなるため、個人情報保護条例第39条第１項第１号中

で引用する「同法第28条」を「同法第29条」に改める内容でございます。 

  また、施行日につきましては、番号法の施行日であります平成29年５月30日にあわせてお

ります。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。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。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第４号 東伊豆町個人情報保護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７ 議案第５号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ 

いて 

○議長（村木 脩君） 日程第７ 議案第５号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（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５号 東伊豆町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴う条文の整備及び国民

健康保険税の見直しを図るため、議会の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第５号 東伊豆町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例について、説明させていただきます。 

  改正内容につきましては、資料により説明させていただきたいと思います。 

  資料につきましては、最終ページをごらんください。 

  議案第５号説明資料でございます。１の背景ですが、平成29年度税制改正の大綱が平成28

年12月22日に閣議決定され、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が、平成29年２月
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22日に公布され、国民健康保険税の軽減の対象となる所得の基準が改正されることとなりま

した。また、課税限度額につきましては、平成28年度の法律改正により引き上げが行われて

おり、国の基準にあわせた改正を行うものです。 

  それでは、改正内容を説明させていただきます。（１）課税限度額についてですが、国の

改正状況をこちらの表にお示ししてあります。平成28年度が基礎課税分54万円、後期分19万

円、介護分16万円で、平成29年度につきましては改正はございません。当町の課税限度額に

つきましては、平成27、28年度の２年間で引き上げをさせていただきましたが、国の基準に

対して、現在１年遅れの状況となっております。平成30年度からの国保制度改正によりまし

て、県が財政運営を行うこととなります。こちらの課税限度額につきましては、国の基準に

統一されることとなっております。 

  この点も踏まえまして、平成29年度に限度額の引き上げの改正を行いたいと考えておりま

す。基礎課税分を52万円から54万円に、後期高齢者支援分を17万円から19万円に、介護納付

金分は16万円で据え置きという改正をお願いするものでございます。 

  （２）軽減判定所得の見直しですが、物価上昇など経済動向等を踏まえ、軽減対象者が縮

小しないための見直しが行われ、軽減の対象となる所得の基準が５割軽減につきましては、

26万5,000円が27万円に、２割軽減の場合は、48万円が49万円に引き上げられます。 

  （３）附則ですけれども、施行期日、１項、この条例は、平成29年４月１日から、すみま

せん。資料は「適用する。」となっておりますが、こちらは「施行する。」に訂正をさせて

ください。よろしくお願いします。適用区分、２項、改正後の東伊豆町国民健康保険税条例

の規定は、平成29年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの

国民健康保険税については、なお従前の例による。 

  なお、お手元のほうに新旧対照表、国保運営協議会答申書の写しを添付いたしましたので、

御参考にしていただきたいと思います。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） すみません、今の説明で、いわゆる限度額が値上がりする。このこ

とについて、28年度ベースで現状の対象者が何人ぐらい増えるのか。逆に負担軽減の問題で、

５割、２割の軽減のところが今回のやつで、28年度ベースで考えたときに、対象者がどのぐ
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らい増減するのか、この辺のデータがあったら御説明お願いします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいまの御質問ですけれども、限度額の引き上げにつ

きましては、28年度ベースでいきますと、対象となる方、今現在、42世帯、後期分につきま

しては65世帯、介護分で25世帯というような形で、総額でいきますと、147万6,000円ほど増

になろうかと思います。 

  軽減判定の見直しですけれども、現在５割軽減が10世帯あるのですが、こちらにつきまし

てが10世帯、軽減の判定のほうは変わらないです。10世帯は10世帯。２割軽減につきまして

は５世帯でございます。ただ、軽減判定のほうは、所得の上昇を見ての国のほうの判定なの

で、現在軽減になっている方が変わらないというような形での改正になっております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第５号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決

します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第８ 議案第６号 東伊豆町育英奨学金条例の一部を改正する条例について 

○議長（村木 脩君） 日程第８ 議案第６号 東伊豆町育英奨学金条例の一部を改正する条

例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 
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（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第６号 東伊豆町育英奨学金条例の一部

を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  本条例の条文中、一部修正が必要となる箇所があり、これを改め、条文整備を図るため、

議会の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては教育委員会事務局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） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ただいま上程されました議案第６号 東伊豆町育英奨

学金条例の一部を改正する条例について、御説明させていただきます。 

  恐れ入りますが、３枚目の新旧対照表をごらんください。 

  まず、第２条第１項中、「日本育英会法施行令（昭和59年政令第253号）第２条」を「独

立行政法人日本学生支援機構法施行令（平成16年政令第２号）第１条」に改めます。これは、

平成16年、国の機構改革により、日本育英会法が廃止され、これまでの日本育英会と他団体

が合併し、独立行政法人通則法に基づく独立行政法人日本学生支援機構として新たに設立し

ていたことに伴い、改正するものでございます。 

  次に、第13条、ただし書き中、「第12条」とあるものを「第11条」に改めます。この第13

条は、奨学金の返還を遅延したときに、延滞金を徴収することができることについて定めて

おりますが、ただし書きには、奨学金の返還を猶予された者はその期間についてこれを免除

する内容を規定しています。この返還の猶予につきましては、第12条ではなく、第11条が正

しいため、改正するものでございます。 

  今後、上位法令等の改正に伴うそういった状況を注視しながら、条例改正に努めてまいり

ます。よろしく御理解をお願いいたします。 

  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） 
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○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第６号 東伊豆町育英奨学金条例の一部を改正する条例についてを採決しま

す。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第９ 議案第７号 東伊豆町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条 

例の一部を改正する条例について 

○議長（村木 脩君） 日程第９ 議案第７号 東伊豆町公営企業職員の給与の種類及び基準

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７号 東伊豆町公営企業職員の給与の

種類及び基準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。 

  平成29年４月から実施を予定している給与制度の改正に伴い、条文の整備を図るものでご

ざいます。 

  詳細につきましては水道課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（村木 脩君） 水道課長。 

○水道課長（石井尚徳君） ただいま提案されました議案第７号 東伊豆町公営企業職員の給

与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について、説明資料のほうで説明させ

ていただきます。 

  ２枚目の説明資料をごらんください。 

  今回の改正は、給与制度の改正に伴う扶養手当の改正となります。１の新旧対照表のほう

をごらんください。改正箇所は第５条の扶養手当で、第２項第２号の改正前は、満22歳に達

する日以後の最初の３月31日までの間にある「子及び孫」となっていますが、この中で、子
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「及び孫」を第２号では「子」、第３号では「孫」に分割をするものです。分割をする理由

は、平成29年４月からの扶養手当の支給額が異なってくるからです。また、分割により、第

３号から第５号をそれぞれ第４号から第６号に改めます。 

  なお、東伊豆町公営企業職員の扶養手当の支給額は、東伊豆町公営企業職員の給与に関す

る規定で定められますので、参考で説明資料の中で示させていただきます。 

  附則ですが、この条例は平成29年４月１日から施行するものであります。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第７号 東伊豆町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を

改正する条例についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１０ 議案第８号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約に

ついて 

○議長（村木 脩君） 日程第10 議案第８号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更す

る規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８号 静岡県市町総合事務組合規約の
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一部を変更する規約について、提案理由を申し上げます。 

  今回の変更は、当該組合の構成市町における名称変更に伴い、当該組合規約の変更を行う

ものであります。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木利昌君） それでは、ただいま提案されました議案第８号 静岡県市町総合

事務組合規約の一部を変更する規約について、御説明します。 

  地方自治法第286条第１項の規定により、静岡県市町総合事務組合の構成市町における名

称変更に伴い、同組合規約を変更するものであります。 

  内容ですが、もともと構成市町であった「裾野長泉清掃施設組合」が共同処理する事務の

追加を理由とし、新たに名称を「裾野市長泉町衛生施設組合」に変更することに伴い、所要

の変更を行うものでございます。 

  また、施行は平成29年４月１日からとさせていただきます。 

  以上、簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。御審議のほど、よろしく

お願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第８号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約についてを採決

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。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第１１ 議案第９号 公の施設の指定管理者の指定について（片瀬地区防災

センター） 

○議長（村木 脩君） 日程第11 議案第９号 公の施設の指定管理者の指定について（片瀬

地区防災センター）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第９号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて（片瀬地区防災センター）、提案理由を申し上げます。 

  片瀬地区防災センターの指定管理者に、片瀬地区町内会を指定するものであります。 

  詳細につきましては防災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） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） それでは、議案第９号 公の施設の指定管理者の指定について

（片瀬地区防災センター）、議案書の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。 

  議案第９号 公の施設の指定管理者の指定について（片瀬地区防災センター）。 

  東伊豆町防災センターの設置及び管理等に関する条例（平成18年東伊豆町条例第19号）第

４条第１項の規定により、片瀬地区防災センターの指定管理者を次のとおり指定する。 

  施設の名称 片瀬地区防災センター。 

  指定管理者 所在地 名称 東伊豆町片瀬584番地の１。片瀬区町内会。 

  指定の期間 平成29年４月１日から平成34年３月31日まで。 

  平成29年３月７日提出。 

  指定の期間につきましては、５カ年とさせていただくものでございます。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 町長、指定契約の議案はこの額面でいいんですけれども、前も私、

申し上げたと思うんですけれども、この公民館、防災センターについて、町が費用を負担す

るところとか、どこまでが指定管理者になるところが修繕するのかとか、そういうアウトラ

インが、これでは見えてこないわけさ。別に、今回のこれが片瀬町内会でだめだということ
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ではなくて、でも、そういう中身がどういう契約を結んであるのか、そういうことぐらいは

添付資料で必要になると。 

  議会としたら、そこのところを見ていかないといけないと思います。後のやつなんかもそ

うなんですけれども。負担というのは、どこからどこが町の負担だよ、どこから先は全部こ

うなのか。この辺は指定管理者に全部お任せなのか、そういうところはちょっと見えるよう

な、もう少し工夫をして、指定管理者の指定については議案を出していただくと私はありが

たいと思いますが。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今回のこと、まことに申しわけない。今後は、公の施設の指定管理の

内容を添付していきたいと思うし、この議会が終わりましたら、内容は議会の皆様にお知ら

せいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第９号 公の施設の指定管理者の指定について（片瀬地区防災センター）を

採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１２ 議案第１０号 公の施設の指定管理者の指定について（熱川温泉し

おかぜ広場） 

○議長（村木 脩君） 日程第12 議案第10号 公の施設の指定管理者の指定について（熱川

温泉しおかぜ広場）を議題とします。 
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  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第10号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて（熱川温泉しおかぜ広場）、提案理由を申し上げます。 

  熱川温泉しおかぜ広場の指定管理者に、熱川温泉観光協会を指定するものであります。 

  詳細につきましては防災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） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） それでは、議案第10号 公の施設の指定管理者の指定について

（熱川温泉しおかぜ広場）、議案書の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。 

  議案第10号 公の施設の指定管理者の指定について（熱川温泉しおかぜ広場）。 

  東伊豆町防災公園の設置及び管理等に関する条例（平成28年東伊豆町条例第19号）第12条

第１項の規定により、熱川温泉しおかぜ広場の指定管理者を次のとおり指定する。 

  施設の名称 熱川温泉しおかぜ広場。 

  指定管理者 所在地 名称 東伊豆町奈良本966番地の13。熱川温泉観光協会。 

  指定の期間 平成29年４月１日から平成32年３月31日までの３カ年といたします。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いしま

す。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） すみません、これも今年初めて出すわけで、こういうときによくわ

からないんですよ。さっきの防災センターの場合は、いわば公民館的にも使っているので、

片瀬区のほうが負担をするということがあると思うんですけれども、ここのしおかぜ広場の

場合、特に利用しない限り、お金を生むということではないのではないかな。そうすると、

管理をするということについて、町がお金を出したりする部分はどこなのであって、観光協

会なりがどこまでの負担をするのか。その中でさらに、どういう形で財源確保というものが

考えられているのか。この辺が、こういう契約上、見えてこないんですよ、ただ更地なだけ

に。それはどういう形のものを考えていて、それで観光協会と話し合いをされて、合意に至

っているのか。その概略を御説明ください。 
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○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） ここの熱川温泉しおかぜ広場、これは将来的にこの場所で稼いでもら

いたいのでね、指定管理にしていきたい。それで、現在、熱川の観光がないもので、基本的

には電気代と、あと、トイレがありませんもので、あとは草刈りですね。その辺のことを援

助した中で、指定管理を結んでいきたい、そう考えております。 

○議長（村木 脩君） よろしいですか。 

  そのほか、質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第10号 公の施設の指定管理者の指定について（熱川温泉しおかぜ広場）を

採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  この際、午後２時まで休憩とします。 

 

休憩 午後 １時４７分 

 

再開 午後 ２時００分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程第１３ 議案第１１号 平成２８年度東伊豆町一般会計補正予算（第１０

号） 

○議長（村木 脩君） 日程第13 議案第11号 平成28年度東伊豆町一般会計補正予算（第10



－144－ 

号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第11号 平成28年度東伊豆町一般会計補

正予算（第10号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から1,979万6,000円を減額いたしまして、

歳入歳出予算の総額を52億6,469万3,000円とするものでございます。 

  歳入の主な内容ですが、町税におきましては、売り上げ本数の減少に伴う町たばこ税の減

額や、実績に基づき入湯税を減額としております。 

  各種交付金や国・県支出金につきましても、事業費の確定や実績に基づき、それぞれ調整

をいたしております。 

  寄附金につきましては、ふるさと納税寄附金を実績化推計し、増額いたしました。 

  次に、歳出の主な内容ですが、ふるさと納税に係わる基金積立金と、寄附・謝礼等必要経

費を増額しております。 

  また、国民健康保険特別会計の繰出金の確定に伴う増額や、福祉関係の精算に伴う過年度

返還金及び不足が見込まれる科目について、増額をいたしております。必要な財源配分を行

った後、余剰財源を財政調整基金へ繰り戻し、措置させていただきましたので、御理解をお

願いいたします。 

  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11号 平成28年度東伊豆町一般会

計補正予算（第10号）について、概要を説明いたします。 

  補正予算とあわせてお配りいたしました資料もごらんください。 

  平成28年度東伊豆町の一般会計補正予算（第10号）は、次に定めるところによります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,979万6,000円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52億6,469万3,000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
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出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  繰越明許費。 

  第２条、地方自治法第213条第１項の規定により、繰り越して使用することのできる経費

は、第２表繰越明許費によります。 

  債務負担行為の補正。 

  第３条、債務負担行為の追加及び変更は、「第３表債務負担行為補正」によります。 

  地方債の補正。 

  第４条、地方債の追加及び変更は、「第４表地方債補正」によります。 

  恐れ入りますが、１ページ、２ページをお開きください。 

  また、補正予算書とあわせてお配りいたしました資料もごらんください。 

  第１表、歳入歳出予算補正。 

  歳入について御説明いたします。 

  １款町税、４項町たばこ税、補正前の金額から710万円を減額し、１億890万円といたしま

す。たばこの売り上げ本数減少により、町たばこ税現年課税分を減額いたします。５項入湯

税、補正前の金額から1,350万円を減額し、１億1,940万円といたします。入湯客数の減少に

伴う減であり、入湯客数の見込みを79万人とさせていただきます。 

  ４款１項配当割交付金、補正前の金額から370万円を減額し、380万円といたします。県の

最終予算額並びにこれまでの実績から推計し、減額措置するものであります。 

  ５款１項株式等譲渡所得割交付金、補正前の金額から400万円を減額し、300万円といたし

ます。先ほどの配当割交付金と同様、県の見込みと実績からの推計により、減額する内容で

あります。 

  ６款１項町消費税交付金、補正前の金額から1,500万を減額し、２億3,000万円といたしま

す。平成27年度の国勢調査人口が反映されたことにより、減収が見込まれるため、町消費税

交付金を減額するものであります。 

  13款使用料及び手数料、１項使用料、補正前の金額に403万6,000円を追加し、3,857万

3,000円といたします。細野高原の風力発電エリアにかかる赤道部分の使用料が確定したこ

とに伴い、道路使用料を増額するものであります。 

  14款国庫支出金、１項国庫負担金、補正前の金額に1,451万7,000円を追加し、２億7,415

万8,000円といたします。国民健康保険の基盤安定負担金決定に伴う保険基盤安定負担金の

増額や、保育所の委託料増額並びに単価の改正に伴い、子供のための教育、保育給付費負担
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金を増額するものであります。また、児童手当負担金につきましては、対象者減少により減

額といたします。２項国庫補助金、補正前の金額から2,632万円を減額し、１億9,270万

1,000円といたします。国の施策であります臨時福祉給付金並びに年金生活者等支援臨時福

祉給付金に係る事業費、補助金について、給付金の支給額確定及び新年度への先送り分をそ

れぞれ減額いたします。また、事業費確定に伴い、社会資本整備総合交付金につきましても、

減額としております。 

  15款県支出金、１項県負担金、補正前の金額に695万8,000円を追加し、１億9,455万3,000

円といたします。国庫支出金と同様に国民健康保険基盤安定負担金と、子ども子育て支援給

付費負担金を増額するものであります。２項県補助金、補正前の金額から1,077万1,000円を

減額し、１億1,428万8,000円といたします。滞在型市民農園に対する県費負担の見直しによ

り、県単独農林業振興事業費を増額いたします。また、事業費確定に伴い、産地パワーアッ

プ事業費補助金を減額いたします。 

  17款１項寄付金、補正前の金額に5,000万円を追加し、３億110万3,000円といたします。

ふるさと納税寄付金につきまして、これまでの実績に基づき今後の見込みを想定し増額措置

いたします。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、補正前の金額から735万1,000円を減額し、２億6,632万

9,000円といたします。今回の補正予算における歳入歳出調整後の剰余金を基金へ繰り戻す

ため、財政調整基金繰入金を減額いたします。 

  なお、補正後の財政調整基金残高の見込みは、約６億2,600万円でございます。 

  20款諸収入、４項雑入、補正前の金額に456万3,000円を追加し、6,831万円といたします。

地震津波対策事業交付金につきましては、繰り越しで実施いたしました熱川温泉しおかぜ広

場整備に対し、市町村振興協会からの交付金が交付対象となったため、今回増額するもので

あります。 

  21款１項町債、補正前の金額から840万円を減額し、３億2,780万円といたします。小橋熱

川線整備事業の事業費確定に伴う減額措置であります。 

  ３ページ、４ページをごらん願います。 

  次に、歳出について主なものを御説明いたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、補正前の金額に4,552万円を追加し、９億6,342万2,000円

といたします。早期退職者に係る退職手当組合特別負担金及びふるさと納税寄付金の増加見

込みに伴い、ふるさと納税寄付謝礼並びに基金積立金を増額いたします。 
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  ３款民生費、１項社会福祉費、補正前の金額から283万円を減額し、10億7,240万円といた

します。自立支援給付費につきましては、対象者が増加したことにより、不足見込み額を増

額するものであります。身体障害者厚生医療費につきましては、透析患者２名減に伴う不要

額の減額措置であります。身体障害者福祉事業過年度返還金の増額につきましては、平成27

年度分の障害者自立支援医療費負担金確定に伴う過年度精算返還金であります。同じく、後

期高齢者医療費負担金過年度精算返還金につきましても、平成27年度分過年度精算返還金の

確定に伴う増額であります。 

  次の、国民健康保険特別会計繰出金につきましては、国民健康保険の基盤安定繰出金及び

財政安定化支援事業繰出金の確定に伴う増額措置であります。介護保険特別会計繰出金につ

きましては、介護給付費、地域支援事業、事務費等の減に伴う繰出金の減額であります。 

  次の、年金生活者等支援臨時福祉給付金につきましては、給付金の支給完了に伴う不用額

の減額であります。臨時福祉給付金につきましては、歳入で国の補助金を新年度に先送りす

ることに伴い、あわせて歳出を減額する内容であります。 

  ２項児童福祉費、補正前の金額に235万2,000円を追加し、３億1,997万8,000円といたしま

す。保育所入所委託料につきましては、４月にさかのぼっての単価の改正や処遇改善に伴い、

委託料が増加するため、不足見込額を増額するものであります。一方、子宝祝い金並びに児

童手当につきましては、対象者の減少により、不要見込額を減額いたします。 

  ５款農林水産業費、１項農業費、補正前の金額から1,386万9,000円を減額し、１億9,797

万1,000円といたします。事業費確定に伴い、山地パワーアップ事業費補助金を減額いたし

ます。 

  ７款土木費、２項道路橋梁費、補正前の金額から2,202万1,000円を減額し、１億8,583万

9,000円といたします。国の社会資本整備総合交付金の交付額にあわせ、事業内容を調整し

たため、小橋熱川線（熱川橋）補修工事の不用額を減額する内容であります。 

  ８款１項消防費、補正前の金額から534万1,000円を減額し、３億4,042万1,000円といたし

ます。防災情報システム整備調査業務委託料の契約差金を減額するものであります。 

  ９款教育費、６項保健体育費、補正前の金額から544万円を減額し、7,235万円といたしま

す。学校給食センター事業における雇い人料について、欠員分の不用額を減額いたします。 

  ５ページをお開きください。 

  第２表繰越明許費でありますが、２款総務費、３款戸籍住民基本台帳費の個人番号関連事

務事業における個人番号カード等事業費交付金について、交付決定を受けた個人番号カード
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交付事業費補助金の未執行分を翌年へ繰越す内容であります。 

  ３款民生費、１項社会福祉費の臨時福祉給付金給付事業（経済対策分）における事務費並

びに事業費について、支給開始を新年度とするため、繰り越す内容であります。 

  ７款土木費、２項道路橋梁費の道路新設改良事業において、国の二次補正により、採択を

受けた社会資本整備総合交付金を活用し、実施いたします道路橋定期点検委託料、湯ノ沢草

崎線のり面対策工事、小橋熱川線（熱川橋）補修工事、稲取片瀬線舗装補修工事について、

事業を新年度に実施するため、全額繰り越しする内容であります。 

  ６ページをごらんください。 

  第３表債務負担行為補正でありますが、今回の補正予算第（10）号においては、資源ごみ、

可燃ごみ等収集業務委託に係る債務負担行為を追加するものであります。 

  ７ページをお開きください。 

  第４表地方債補正でありますが、小橋熱川線整備事業の事業費確定に伴い、借入額を840

万円減額しておりますので、御確認願います。 

  ８ページ、９ページをごらん願います。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書でただいま御説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず、歳入ですが、補正前の額52億8,448万9,000円から1,979万6,000円を減額いたしまし

て、52億6,469万3,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額52億8,448万9,000円から1,979万6,000円を減額いたしまし

て、52億6,469万3,000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1,577万9,000円の減、地方債が

840万円の減、その他財源は4,973万4,000円の増、一般財源を4,535万1,000円の減といたし

ます。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） ３点ほどお伺いいたします。 

  １点目は、15ページの関係、その後の17ページにも出てきますけれども、民生費の関係で、

子どものための教育・保育給付費負担金というところが増えていると。支出のほうでは、保

育園の入所等に1,000万円から出ているということ。この理由については、単価ないし、ま
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た、入所者の数なのか、その要因と全額保育入所料に充てられたのかどうなのか、その辺の

説明をお願いします。 

  ２点目に、37ページで、国民健康保険への繰出金のことなんですけれども、基盤安定とい

うことで説明をされたんですけれども、基盤安定への繰り出しということであると、７月内

に行われる本算定の段階で、ある程度の部分が決まっていたのではないかなと思うんですけ

れども、ここで補正するになった要因というものは何なのかなということを教えていただき

たいと思います。 

  ３点目に、65ページですけれども、学校給食センターのところでの雇い人料の問題なんで

すけれども、360万円からの減額ということで、雇い人料が減額ということは、人が集まら

なかったということなのかなと思うんですけれども、これに対する対応というものはどうい

うふうになっているのか。現在、何人調理員がいらっしゃるのか、その辺をお願いします。 

○議長（村木 脩君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 御質問の、子どものための教育・保育給付費負担金につき

ましては、保育児童でゼロ歳児が２名増え、４月にさかのぼっての単価改正や、保育士、保

育ママの処遇改善、広域入所の３名増加などが生じたことによりまして、851万円を増額す

るものであります。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 国保会計の基盤安定繰入金の関係ですけれども、７月の

本算定でということでしたけれども、基盤安定自体の繰入金につきまして、確定につきまし

ては、現在、今、申請中でおりまして、今、確定、決定する段階であります。確定によりま

して、今回補正をやりますけれども、一応基盤安定につきましては、国保保険税の軽減分に

対しての繰り入れや、保険者支援の関係の繰入金というような形になっております。確定に

ついては、現在、今の段階での確定となっております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） それでは、学校給食センター事業の雇い人料360万

6,000円の減額についてでございますが、給食センターでは、調理員は通常８名体制という

体制の中で調理を行っているわけなんですけれども、現在５名といった状況です。年間を通

じて定期的な募集ではなくて、年間を通じて総務課のほうでも御協力いただき、募集を行い
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ましたが、応募がなかったということで、それに充てる予定の金額を減額するものでありま

す。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木利昌君） 現在、ただいまの給食センターの調理員さんの関係ですが、現在

３名減になっているということで、４月１日からの採用ということで今回応募をしました中

で、４名ほど応募が来てございますので、４月１日からは定員で出発することができるとい

うふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） わかりました。 

  まず、保育の関係は増員等が図られた、また処遇改善と広域ということで、これだけのも

のが年度末にあったということなんですけれども、国民健康保険の問題で、逆に言うと、基

盤安定のところへ繰出金が増えているということは、いわゆる軽減世帯や何かが増加してい

るというような要因を含んでいることなのかなというふうに推察もするんですけれども、要

因についてはどのような形で見ているのか。ただ増えたということだけでなくて、その内容

的なものをぜひお聞きしたいと思います。 

  ３点目に、給食センターの問題ですけれども。なかなか給食センターにいろいろあれして

いますけれども、確かに８人必要なところ５人でやるということになると、残された現在働

いている方の負担も増えますし、場合によっては、メニューも限られてくるというような形

で、実際子供に提供する給食にも影響は出かねないのではないのかと。だからしっかりと管

理していただきたいし、ちゃんとできればやめないで長く働いていただけるように、しっか

りと目を配って運営していただきたいというふうに思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この給食センターに関しても、当局もすごく頭を抱えておると申しま

しても、１人足りなくても、１人だと、もう半年で大体やめていくんですよね。やっぱりそ

ういうのは給食センターの中の仕事の中では何かあるのかという中で、もう半年でやめたの

が３名います。 

そこで何かあるのではないかというので、教育長も苦心していろいろ話し合いをしている

中でやっているのが現状でございまして、今回おかげさまでまた新年度から８名の体制でで
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きますけれども、これもなるべく長く継続してもらえるような方向でまたやっていきたい、

そう考えております。 

  よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 基盤安定の関係の減の関係ですけれども、軽減判定、軽

減の部分ではないかということですけれども、７割軽減、５割軽減、２割軽減、３段階の軽

減がございまして、それぞれ軽減の合計人数でいきますと、今現在、１月の本算のときの数

字ですけれども、約1500世帯なんですけれども、当初予算の段階で見込んでいた数字は、

2254世帯、約756世帯ほど減少しております。軽減世帯が増えているという状況になってお

りますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第11号 平成28年度東伊豆町一般会計補正予算（第10号）を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１４ 議案第１２号 平成２８年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予

算（第３号） 

○議長（村木 脩君） 日程第14 議案第12号 平成28年度東伊豆町国民健康保険特別会計補

正予算（第３号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 
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○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第12号 平成28年度東伊豆町国民健康保

険特別会計補正予算（第３号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ6,161万3,000円を減額し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ22億8,343万3,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では、実績に基づく国民健康保険税、県支出金、繰入金

の増と、国庫支出金、療養給付費交付金、共同事業交付金の減であります。 

  歳出につきましても、実績による療養給付費、高額療養費の増額、介護納付金、共同事業

拠出金の減額が主な内容であります。なお、保険給付等支払準備金、積立金から2,000万円

を保険給付費へ財源充当措置させていただきます。 

  詳細につきましては健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第12号 平成28年度東伊豆

町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について、概要を説明いたします。 

  平成28年度東伊豆町の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,161万3,000円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億8,343万3,000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、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について御説明をいたします。 

  １款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、補正前の額に1,264万2,000

円を加え、４億4,886万7,000円といたします。１節現年課税分、細節１医療給付費分特別徴

収現年課税分202万1,000円の増、細節２医療給付費分普通徴収現年課税分554万7,000円の減、

細節４後期高齢者支援分特別徴収現年課税分75万8,000円の増は、本算定によりそれぞれ増

減となったものでございます。２節滞納繰越分、細節１医療給付費分滞納繰越分1,032万

6,000円の増、細節２介護納付金分滞納繰越分183万1,000円の増、細節３後期高齢者支援分

滞納繰越分367万3,000円の増は、実績見込によるものでございます。 
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  ２目退職被保険者等国民健康保険税、補正前の額から220万円を減額し、1,418万9,000円

といたします。１節現年課税分、細節１医療給付費分現年課税分184万5,000円の減、細節２

介護納付金分現年課税分80万2,000円の減、細節３後期高齢者支援分現年課税分66万5,000円

の減は、本算定によりそれぞれ減額となったものでございます。２節滞納繰越分、細節１医

療給付費分滞納繰越分62万2,000円の増は、実績見込によるものでございます。 

  ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、補正前の額から1,474万

6,000円を減額し、３億1,097万6,000円といたします。 

  １節現年度分、細節１療養給付費負担金688万7,000円の減、細節２介護保険納付金負担金

392万5,000円の減、細節３後期高齢者医療支援金負担金393万4,000円の減は、交付申請に伴

う減額でございます。 

  ２目高額療養費共同事業負担金、補正前の額に85万1,000円を加え、1,315万円といたしま

す。１節細節１高額医療費共同事業負担金85万1,000円の増は、交付申請による増額でござ

います。 

  ２項国庫補助金、１目財政調整交付金、補正前の額から1,673万円を減額し、8,731万

6,000円といたします。１節細節１普通調整交付金1,613万6,000円の減、２節細節１特別調

整交付金59万4,000円の減は、交付申請による減額です。 

  ６目国庫補助金、補正前の額から75万6,000円を減額し、118万8,000円といたします。１

節国民健康保険費補助金、細節１国民健康保険システム改修補助金75万6,000円の減は、交

付申請に伴う減額でございます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  ４款１項１目療養給付費交付金、補正前の額から2,636万5,000円を減額し、5,540万1,000

円といたします。１節現年度分、細節１退職被保険者等療養給付費交付金2,590万7,000円の

減は、交付決定による減額でございます。 

  ６款県支出金、１項県補助金、２目財政調整交付金、補正前の額に2,223万4,000円を追加

し、１億1,382万3,000円といたします。１節細節１普通調整交付金61万2,000円の減、２節

細節１特別調整交付金2,284万6,000円の増は、交付申請による増減額となっております。 

  ２項県負担金、１目高額医療費共同事業負担金、補正前の額に85万1,000円を追加し、

1,315万円といたします。１節細節１高額医療費共同事業負担金85万1,000円の増は、交付申

請による増額です。 

  ７款１項共同事業交付金、２目保険財政共同安定化事業交付金、補正前の額から4,840万
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4,000円を減額し、４億1,123万9,000円といたします。１節細節１保険財政共同安定化事業

交付金4,840万4,000円の減は、交付決定による減額となっております。 

  ９ページ、10ページをお開きください。 

  ９款繰入金、１項１目一般会計繰入金、補正前の額に933万9,000円を追加し、１億4,524

万3,000円といたします。１節細節１保険基盤安定繰入金1,758万6,000円の増、５節細節１

財政安定化支援事業繰入金824万7,000円の減は、負担金の確定による増減額となっておりま

す。 

  11款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、補正前の額に130

万9,000円を追加し、530万9,000円といたします。１節細節１一般被保険者延滞金130万

9,000円の増は、実績見込による増額です。 

  ３項雑入、１目一般被保険者第三者納付金、補正前の額から86万8,000円を減額し、13万

2,000円といたします。１節細節１一般被保険者第三者納付金86万8,000円の減は、実績見込

による減額です。 

  恐れ入りますが、11ページ、12ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について、御説明をいたします。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正前の額から75万6,000円を減額し、

579万円といたします。13節委託料、細節９国民健康保険システム改修業務委託料75万6,000

円の減は、契約額確定に伴う減額です。 

  ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、補正前の額に2,616万

4,000円を追加し、11億523万2,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１一

般被保険者療養給付費保険者負担金2,616万4,000円の増は、療養給付費の伸びによる増額で

す。 

  ２目退職被保険者等療養給付費、補正前の額から2,400万円を減額し、4,471万2,000円と

いたします。19節負担金補助及び交付金、細節１退職被保険者等療養給付費保険者負担金

2,400万円の減は、療養給付費の実績見込による減額です。 

  13ページ、14ページをお開きください。 

  ２款保険給付費、２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、補正前の額に410万円

を追加し、１億5,246万6,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１一般被保

険者高額療養費保険者負担金410万円の増は、高額療養費の伸びによる増額です。 

  ２目退職被保険者等高額療養費、補正前の額から100万円を減額し、1,164万7,000円とい
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たします。19節負担金補助及び交付金、細節１退職被保険者等高額療養費保険者負担金100

万円の減は、高額療養費の実績見込による減額です。 

  ６款１項１目介護納付金、補正前の額から1,148万9,000円を減額し、9,575万3,000円とい

たします。19節負担金補助及び交付金、細節１介護納付金1,148万9,000円の減は、介護納付

金の確定による減額です。 

  ７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業医療費拠出金、補正前の額に200万

4,000円を追加し、5,260万3,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１高額

医療費共同事業医療費拠出金200万4,000円の増は、拠出金の確定による増額です。 

  15ページ、16ページをお開きください。 

  ７款１項共同事業拠出金、３目保険財政共同安定化事業拠出金、補正前の額から3,509万

3,000円を減額し、４億5,939万8,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１

保険財政共同安定化事業拠出金3,509万3,000円の減は、拠出金の確定による減額です。 

  ８款保健事業費、２項１目特定健康診査等事業費、補正前の額から125万3,000円を減額し、

1,307万2,000円といたします。13節委託料、細節１特定健診委託料100万円の減は、実績と

見込による減額です。 

  ９款１項基金積立金、１目保険給付等支払準備基金積立金、補正前の額から2,000万円を

減額し、4,299万6,000円といたします。25節積立金、細節１保険給付等支払準備基金積立金

2,000万円の減は、保険給付費へ財源を充当するためのものです。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま御説明いたしました内容を、歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。

まず歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額23億4,504万6,000円から、6,161万3,000

円を減額いたしまして、22億8,343万3,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額23億4,504万6,000円から6,161万3,000円を減額いたしまし

て、22億8,343万3,000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で815万円の減、その他財源で

6,517万6,000円の減、一般財源で1,171万3,000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。 

  14番、山田議員。 



－156－ 

○１４番（山田直志君） ６ページの国民健康保険の税のところでお伺いしますけれども、こ

こ、今年は賀茂のほうの共同して滞納整理に当たるというところもあったかと思いますけれ

ども、その効果、結果として現年課税分と滞繰分について見込みがどういうふうに変動して

いるのか。これを反映していると思うんですけれども、その辺を１点お聞かせいただきたい

のと、今回減額しました支払準備基金の現在のこの補正予算確定後の残高はどういう状況で

すか。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 税のほうなんですけれども、２月末現在におきまして、

現年分につきましては収納率のほうが86.54％、滞繰分が29.90％。当初予算では収納率は現

年分は90％を見越しております。滞繰分につきましては15％という形で見ておりましたが、

特に滞繰分につきましては現時点で29.9％の収納率ということで、また出納閉鎖期間まで行

きますと、もう少し増えてくるのかなとは考えております。 

  それから、基金のほうからの充当2,000万円ですけれども、実は療養給付費のほうなんで

すけれども、伸びのほう、高額療養費などの面で高額薬剤が出た関係もありまして、ちょっ

と伸びが出ているんですけれども、実は月平均で見ますと当初予算の金額で足りそうな予想

なんですが、ちょっとこの冬に入りましてインフルエンザとかノロウイルスの関係でちょっ

と給付費のほうを１億円ほど多めに見る形で予算を組みたいと思いまして、今回2,000万円

ほど基金のほうから繰り入れる形での予算を組ませていただきました。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 前から感じているんですけれども、確かに官も全体で滞納の部分を

やると結構強く出るということがあって、そうしますとやっぱり滞納整理のほうは行くかも

しれないけれども、やっぱりその分逆に現年分のほうの収納率が下がってくるのかなという

ような感じがちょっとしていたんですけれども、実際問題というとやっぱりそんなに町民の

財布が増えているわけではないわけですから、滞納のほうがやっぱり伸びるという半面、今

度やっぱり現年分が苦しくなっていくのかなということで、滞納自体の金額が逆に増えてし

まうという懸念もあろうかと思うので、現年分はやっぱり担当課のほうで対応するわけです

から、そこのところをしっかり取り組んでいただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 現年分についてですけれども、これは２月末の実績なん
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ですけれども、現年分につきましても昨年２月末で現年分85.18％だったんですけれども、

今年度が86.54％ということで、この現年分につきましても伸びているという状況になって

おります。ですけれども、今後ともまた徴収のほうには力を入れたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） そのほか質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第12号 平成28年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を採

決します。 

  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１５ 議案第１３号 平成２８年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号） 

○議長（村木 脩君） 日程第15 議案第13号 平成28年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第13号 平成28年度東伊豆町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から104万円を減額し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ１億6,353万円とするものであります。 

  内容を申し上げますと、歳入歳出とも保険基盤安定交付金の確定に伴い減額補正を行うも
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のでございます。 

  詳細につきましては健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第13号 平成28年度東伊豆

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について概要を説明させていただきます。 

  平成28年度東伊豆町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

によります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ104万円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億6,353万円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明いたします。 

  ３款繰入金、１項１目一般会計繰入金、補正前の額から104万円を減額し、3,845万7,000

円といたします。１節、細節１保険基盤安定繰入金104万円の減は、保険基盤安定交付金の

確定によるものです。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明をいたします。 

  １款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、補正前の額から104万円を減額し、１億

6,310万9,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１後期高齢者医療広域連合

納付金104万円の減は、保険基盤安定交付金の確定により、後期高齢者医療広域連合への納

付金を減額にするものであります。 

  ３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額１億6,457万円から104万円を減額い

たしまして１億6,353万円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額１億6,457万円から104万円を減額いたしまして、１億

6,353万円といたします。 
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  次に、補正額の財源内訳ですが、一般財源で104万円といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第13号 平成28年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を

採決します。 

  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１６ 議案第１４号 平成２８年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算

（第３号） 

○議長（村木 脩君） 日程第16 議案第14号 平成28年度東伊豆町介護保険特別会計補正予

算（第３号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第14号 平成28年度東伊豆町介護保険特

別会計補正予算（第３号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から3,393万7,000円を減額し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ13億1,284万5,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では介護保険料実績による増減と国支払い基金、県町か

らの法定負担分の減額であります。歳出では保険給付費と地域支援事業費を実績による減額



－160－ 

するものでございます。 

  なお、保険給付費等の減額補正に伴い、基金積立金の増額措置をさせていただきました。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第14号 平成28年度東伊豆

町介護保険特別会計補正予算（第３号）について、概要を説明させていただきます。 

  平成28年度東伊豆町の介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところにより

ます。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,393万7,000円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億1,284万5,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明をいたします。 

  １款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料、補正前の額から310万5,000円

を減額し、２億9,150万7,000円といたします。１節現年度分保険料、細節１特別徴収保険料

1,358万7,000円の増は、特別徴収対象被保険者の増によるものです。同じく細節２の普通徴

収保険料1,593万4,000円の減は、実績見込みによるものでございます。２節滞納繰り越し分

保険料、細節１滞納分普通徴収保険料75万8,000円の減は、実績見込みによるものです。 

  ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、補正前の額から139万8,000円

を減額し、２億2,718万円といたします。１節現年度分負担金、細節１の現年度分介護給付

費負担金139万8,000円の減は、給付費の減に伴う変更交付決定によるものです。 

  ２項国庫補助金、１目調整交付金、補正前の金額から323万5,000円を減額し、5,526万

6,000円といたします。１節現年度分調整交付金、細節１普通調整交付金323万5,000円の減

は、給付費の減に伴う変更交付決定によるものです。 

  ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、補正前の額から1,657万9,000円を減額

し、３億3,417万5,000円といたします。１節現年度分交付金、細節１第２号被保険者介護給

付費交付金1,657万9,000円の減は、給付費の減に伴う変更交付決定によるものです。 
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  ５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金、補正前の額から458万1,000円を減

額し、１億7,396万6,000円といたします。１節現年度分負担金、細節１介護給付費県負担金

458万1,000円の減は、給付費の減に伴う変更項決定によるものです。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  ７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金、補正前の額から453万7,000円

を減額し、１億5,204万9,000円といたします。１節現年度分繰入金、細節１介護給付費繰入

金453万7,000円の減は、給付費の減に伴う一般会計からの繰入金の減額でございます。 

  ９ページ、10ページをごらんください。 

  次に、歳出の主な内容について説明いたします。 

  ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費、補正前の額か

ら2,985万円を減額し、５億3,468万2,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細

節１、居宅介護サービス給付費保険者負担金2,985万円の減は、サービス料の実績見込みに

よるものです。３目地域密着型介護サービス給付費、補正前の額に2,250万円を追加し、２

億1,503万3,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１地域密着型介護サービ

ス給付費保険者負担金2,250万円の増は、サービス料の実績見込みによるものです。 

  11ページ、12ページをごらんください。 

  ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、５目施設介護サービス給付費、補正前の額か

ら2,700万円を減額し、２億8,802万9,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細

節１施設介護サービス給付費保険者負担金2,700万円の減は、給付費の減によるものです。 

  ９目居宅介護サービス計画給付費、補正前の額から200万円を減額し、5,530万1,000円と

いたします。19節負担金補助及び交付金、細節１居宅介護サービス計画給付費保険者負担金

200万円の減は、当初見込みより利用者が減少したことによるものでございます。 

  13ページ、14ページをごらんください。 

  ２款保険給付費、２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス給付費、補正前の

額に125万円を追加し、4,289万8,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１

介護予防サービス給付費保険者負担金125万円の増は、要支援認定者利用者の増によるもの

です。 

  15ページ、16ページをごらんください。 

  ２款保険給付費、４項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス費、補正前の額に66

万円を追加し、2,185万6,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１高額介護
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サービス費保険者負担金66万円の増は、利用者の増によるものです。 

  ２款保険給付費、６項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス費、補

正前の額から150万円を減額し、4,111万8,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、

細節１特定入所者介護サービス費保険者負担金150万円の減は、食費、居住費の減免利用者

の減によるものです。 

  17ページ、18ページをごらんください。 

  ４款１項基金積立金、１目介護保険給付費準備基金積立金、補正前の額に276万7,000円を

追加し、4,527万円といたします。25節積立金、細節１介護保険給付費準備基金積立金276万

7,000円の増は、介護給付費の減により財源調整のため積立金を増額するものです。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してございます。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額13億4,678万2,000円から3,393万

7,000円を減額いたしまして、13億1,284万5,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額13億4,678万2,000円から3,393万7,000円を減額いたしまし

て、13億1,284万5,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国県支出金が938万6,000円の減、その他が

1,668万7,000円の減、一般財源が786万4,000円の減といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） すみません。10ページと12ページのところで、居宅介護サービスの

部分が2,985万円の減で、逆に地域密着は2,250万円の増、そして施設介護サービス給付が

2,700万円の減、これらの要因についてもう少し説明をしていただけますか。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 今回の介護予防計画の第６次の計画の中で、ある程度被

保険者数の増と介護給付費の金額のほうは見越して計画を立てたんですけれども、その中で

認定のほうは増えているんですが、サービスの利用のほうが少ないという形で、その要因を

考えたところですけれども、今現在なんですが、２月末の数字なんですけれども、740人の

認定者がいるこの中で、内訳といたしまして164人ほど今要支援１、２の方がいらっしゃい
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ます。現在ですけれども、今の状況で認定は増えているんですが、要支援の方が増加してい

るということで、重たい方が減って軽い方が増えているということで、その辺で予防と居宅

介護、その辺で予算のほうが入り繰りが出てきているという状況になっているかと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） そのほか質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第14号 平成28年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第３号）を採決し

ます。 

  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１７ 議案第１５号 平成２８年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算

（第１号） 

○議長（村木 脩君） 日程第17 議案第15号 平成28年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正

予算（第１号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 議案第15号 平成28年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（第１

号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６万2,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を94万9,000円とするものであります。 

  天草事業配分金と繰越金の確定により一般会計の繰出金に充てさせていただいたものであ
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ります。 

  詳細につきましては、企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） ただいま提案されました議案第15号 平成28年度東伊豆町稲

取財産区特別会計補正予算（第１号）について、概要説明をさせていただきます。 

  平成28年度東伊豆町の稲取財産区特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

ります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６万2,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ94万9,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入ですが、１款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、補正前の金額から３

万4,000円を減額し、85万1,000円といたします。１節その他普通財産貸付収入、細節１配分

金３万4,000円の減は、天草事業収入の確定によるものです。 

  ２款１項１目繰越金、補正前の金額に９万6,000円を増額し、９万7,000円といたします。

１節前年度繰越金、細節１前年度繰越金９万6,000円の増は、決算の確定によるものです。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出ですが、２款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金、補正前の金額に６

万2,000円を増額し、16万2,000円といたします。28節繰出金、細節１一般会計繰出金６万

2,000円の増は、決算の確定によるものです。 

  ３ページ、４ページにお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で補正内容を総括してあります。 

  補正前の歳入及び歳出予算の総額88万7,000円に歳入歳出それぞれ６万2,000円を増額し、

補正後の歳入及び歳出予算の総額をそれぞれ94万9,000円といたします。 

  なお、補正予算財源は一般財源で６万2,000円の増となっております。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いい

たします。 
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○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。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15号 平成28年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（第１号）を採決

します。 

  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１８ 議案第１６号 平成２８年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予

算（第３号） 

○議長（村木 脩君） 日程第18 議案第16号 平成28年度東伊豆町風力発電事業特別会計補

正予算（第３号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 議案第16号 平成28年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第

３号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ271万3,000円を増額

し、歳入歳出予算の総額を6,558万2,000円とするものであります。 

  保安管理委託料の増額と売電収入の減額のため、基金繰り入れにより調整をさせていただ

いたものであります。 

  詳細につきましては、企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 
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○企画調整課長（遠藤一司君） ただいま提案されました議案第16号 平成28年度東伊豆町風

力発電事業特別会計補正予算（第３号）について、概要説明をさせていただきます。 

  平成28年度東伊豆町の風力発電事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ271万3,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ6,558万2,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入ですが、２款繰入金、１項基金繰入金、１目風力発電事業基金繰入金、補正前の金額

に3,487万6,000円を増額し、3,487万7,000円といたします。１節、細節１風力発電事業基金

繰入金3,487万6,000円の増は、減収の補塡に充てるものであります。 

  ４款諸収入、１項収益事業収入、１目売電収入、補正前の金額から3,216万3,000円を減額

し、2,992万4,000円といたします。１節、細節１売電収入3,216万3,000円の減は、発電量の

減少によるものであります。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出ですが、１款電気事業費、２項１目風力発電事業費、補正前の金額に273万

7,000円を増額し、3,687万3,000円といたします。13節委託料、細節１発電施設保安管理委

託料295万9,000円の増は、故障の発生により保守料を増額するものでございます。 

  ３ページ、４ページにお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で補正内容を総括してあります。 

  補正前の歳入及び歳出予算の総額6,286万9,000円に歳入歳出それぞれ271万3,000円を増額

し、補正後の歳入及び歳出予算の総額をそれぞれ6,558万2,000円といたします。 

  なお、補正予算財源は一般財源で271万3,000円の増となっております。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いい

たします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 
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  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第16号 平成28年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第３号）を採

決します。 

  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１９ 議案第１７号 平成２８年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第３

号） 

○議長（村木 脩君） 日程第19 議案第17号 平成28年度東伊豆町水道事業会計補正予算

（第３号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第17号 平成28年度東伊豆町水道事業会

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、予算第３条に定めた収益的収入及び支出のうち、収入では水道事業収

益の予定額から979万9,000円を減額し、４億6,523万1,000円といたします。ホテルなど大口

使用者を中心に使用水量が減少したことによるものであります。 

  支出では、水道事業費用の予定額から480万8,000円を減額し、４億3,391万4,000円といた

します。電気料金の値下げにより、動力費が減少したことなどによります。 

  また、予算第４条に定めた資本的支出の予定額から200万円を減額し、２億2,740万9,000

円といたします。大川地区の湯ケ岡赤川線の道路新設工事が見込みよりおくれていて、現在

の仮設配管から本管への布設がえ工事を来年度に延期したことによるものであります。 

  詳細につきましては、水道課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 
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○議長（村木 脩君） 水道課長。 

○水道課長（石井尚徳君） ただいま提案されました議案第17号 平成28年度東伊豆町水道事

業会計補正予算（第３号）について、説明をさせていただきます。 

  総則。 

  第１条、平成28年度東伊豆町水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よります。 

  業務の予定量。 

  第２条、平成28年度東伊豆町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条第２号中

260万立方メートルを252万8,000立方メートルに、同条第３号中7,404立方メートルを6,926

立方メートルに改めます。 

  収益的収入及び支出。 

  第３条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正いたします。 

  収入、第１款水道事業収益、既決予定額４億7,503万円から979万9,000円を減額し、４億

6,523万1,000円といたします。第１項営業収益、既決予定額４億4,895万3,000円から1,059

万5,000円を減額し、４億3,835万8,000円といたします。第２項営業外収益、既決予定額

2,607万7,000円に79万6,000円を追加し、2,687万3,000円といたします。 

  支出、第１款水道事業費用、既決予定額４億3,872万2,000円から480万8,000円を減額し、

４億3,391万4,000円といたします。第１項営業費用、既決予定額３億9,745万4,000円から

670万1,000円を減額し、３億9,075万3,000円といたします。第２項営業外費用、既決予定額

4,026万7,000円に189万3,000円を追加し、4,216万円といたします。 

  ２ページをお開きください。 

  資本的収入及び支出。 

  第４条、予算第４条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２

億2,940万9,000円を２億2,740万9,000円に、過年度分損益勘定留保資金２億2,940万9,000円

を２億2,012万8,000円に改め、次に、過年度分消費税資本的収支調整額728万1,000円を加え、

資本的支出の予定額を次のとおり補正いたします。 

  支出、第１款資本的支出、既決予定額２億2,940万9,000円から200万円を減額し、２億

2,740万9,000円といたします。第１項建設改良費、既決予定額１億4,165万1,000円から200

万円を減額し、１億3,965万1,000円といたします。 

  ９ページをお開きください。 
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  参考資料により、主な補正内容を御説明いたします。 

  まず、収益的収入ですが、１款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益、１節水道料

金1,200万円の減及び２目簡易水道収益、１節水道料金120万円の増につきましては、５期分

までの水道料金調定額に６期分の見込み額を加えて料金収入を推計したものです。給水収益

の減につきましては、ホテルなどの大口使用者を中心に使用水量が減少している影響による

ものです。簡易水道収益の増につきましては、大口使用者の使用水量の増加によるものです。 

  ２項営業外収益、４目雑収益、２節その他雑収益103万4,000円の増につきましては、主に

前年度の退職手当組合負担金の確定による還付金です。 

  10ページをお開きください。 

  次に、収益的支出ですが、１款水道事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費、26節

動力費180万円の減及び２目配水及び給水費、26節動力費500万円の減につきましては、電気

料金の値下げによるものです。６目減価償却費、１節有形固定資産減価償却費56万円の減に

つきましては、前年度工事費の確定によるものです。７目資産減耗費、１節固定資産除却費

63万3,000円の増につきましては、設備更新などによるものです。 

  ２項営業外費用、２目消費税、１節消費税189万3,000円の増につきましては、料金収入、

動力費の減などにより、仮払消費税が少なくなったことによるものです。 

  次に、資本的支出ですが、１款資本的支出、１項建設改良費、２目簡易水道施設整備費、

39節工事請負費200万円の減につきましては、大川地区の町道湯ケ岡赤川線新設工事が見込

みよりおくれているため、仮設の配管から本管への布設がえを延期することによるものです。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第17号 平成28年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第３号）を採決します。 

  本案を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） 
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○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（村木 脩君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  長時間御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時１８分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成29年東伊豆町議会第１回定例会第３日目は成立いたしましたので、開会しま

す。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

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

 

◎議事日程の報告 

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

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 諸般の報告 

○議長（村木 脩君） 日程第１ 諸般の報告を行います。 

  昨日開催されました防災情報システム整備特別委員会において、委員長に山田委員、副委

員長に笠井委員に決まりましたので報告いたします。 

  以上で、諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第１８号 平成２９年度東伊豆町一般会計予算 

○議長（村木 脩君） 日程第２ 議案第18号 平成29年度東伊豆町一般会計予算を議題とし

ます。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 
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（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） おはようございます。 

  ただいま提案されました議案第18号 平成29年度東伊豆町一般会計予算について、概要と

提案理由を申し上げます。 

  既に施政方針でも御説明をさせていただいておりますが、当初予算の規模は47億3,400万

円となり、平成28年度当初予算に比べ3,000万円の減額となっております。 

  まず、歳入予算の内容でありますが、実質財源は前年対比4.5％増の25億6,638万4,000円

で、構成比は54.2％となります。このうち構成比40.3％を占める町税におきましては、地価

下落の影響による固定資産税の減、その他町たばこ税と入湯税について減収を見込んでおり

ますが、町民税及び軽自動車税の増額要因もあり、町税全体では19億586万5,000円、前年対

比43万円の増とほぼ前年並みと見込んでおります。 

  次に、依存財源は前年対比6.1％減の21億6,761万6,000円で、構成比は45.8％となります。

この依存財源のうち、各種交付金、譲与税に対しましては、地方財政計画の伸び率等を勘案

し推計をいたしました。このうち地方消費税交付金につきましては、国勢調査の人口減少の

影響を勘案し、減額を見込んでおります。 

  次に、地方交付税についてですが、地方財政計画では2.2％の減とされておりますが、当

町の交付実績を加味した中で、普通交付税を前年対比2,000万円の増額といたしました。 

  次に、国庫支出金につきましては、社会資本整備総合交付金の減や市民農園ラウベ建設に

係る補助金の皆減などにより、前年対比7,583万5,000円の減となりました。 

  県の支出金につきましては、国庫支出金と同じく、市民農園ラウベ建設に係る県補助金の

皆減などにより、前年対比880万1,000円の減となりました。 

  町債につきましては、適債事業に対する発行並びに臨時財政対策債との合計で２億8,170

万円とし、発行額を抑制した内容となっております。 

  次に、歳出でありますが、構成比41.9％を占める義務的経費のうち、人件費につきまして

は地域おこし協力隊の報酬並びに社会保険料の増などにより10億4,182万3,000円で、前年対

比1,640万1,000円、1.6％の増となります。 

  扶助費につきましては、児童数の減少に伴う児童手当の減額や、障害者更生医療費の実績

に基づく減額などにより４億2,467万9,000円で、前年対比1,998万7,000円、4.5％の減とな

ります。 

  公債費につきましては、利率の低下に伴い公債利子を減額したため５億1,721万9,000円で、
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前年対比340万7,000円、0.7％の減となります。 

  物件費につきましては、臨時職員雇い人料の増などにより7億65万1,000円で前年対比725

万1,000円、1.0％の増となります 

  維持補修費につきましては、補修箇所の増加により389万5,000円、17.1％の増となります。 

  補助費等につきましては、ふるさと納税寄附の増加を見込んだ寄附謝礼の増額や、新規事

業であります小規模保育事業費補助金、また若者定住促進住宅費と補助金の皆増などにより

12億9,955万4,000円で、前年対比2,529万4,000円、2.0％の増となります。 

  繰出金につきましては、４億1,224万9,000円で、国民健康保険並びに介護保険特別会計繰

出金の減により、前年対比777万3,000円、1.9％の減となりました。 

  次に、投資的経費についてですが、２億487万2,000円となり、前年対比１億2,401万6,000

円、37.9％の減であります。 

  補助事業では、湯ノ沢草崎線のり面対策工事、稲取片瀬線舗装補修工事、入谷天城１号線

改良工事など計上しておりますが、前年度実施事業の皆減により全体では１億5,845万円の

減となっております。 

  単独事業では、稲取漁港直売施設調査設計業務委託料、奈良本農道排水路整備工事、同じ

く奈良本農道取りつけ道整備工事などを計上しております。3,363万4,000円、34.0％の増と

なります。 

  以上で、平成29年度一般会計予算の概要説明及び提案理由とさせていただきますが、依然

として厳しい財政状況が続く中で、出産・子育ての支援の充実や交流人口の増加、移住定住

の促進など喫緊の課題解決や、福祉関係の行政ニーズに対応していくため、当面緊急を要す

る事業以外は計画的な投資でとまるもので考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木利昌君） それでは、ただいま提案されました議案第18号 平成29年度東伊

豆町一般会計予算の主な内容をご説明させていただきます。 

  １ページをお開きください。 

  平成29年度東伊豆町の一般会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ47億3,400万円と定めます。 
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  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  （債務負担行為） 

  第２条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、

機関及び限度額は、「第２表債務負担行為」によります。 

  （地方債） 

  第３条、地方自治法第230条第１項の規定により、起こすことができる町債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」によります。 

  （一時借入金） 

  第４条、地方自治法第235条の３第２項の規定による、一時借入金の借り入れの最高額は

７億円と定めます。 

  （歳出予算の流用） 

  第５条、地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。 

  第１号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  次に、款項の区分で概要説明をさせていただきますが、この予算の中で、「本年度」と申

し上げますのは「平成29年度」であり、「前年度」とは「平成28年度」といたします。また、

比較につきましては、平成29年度当初予算と平成28年度当初予算での比較で申し述べますの

で御理解をお願いいたします。 

  それでは、２ページをごらんください。 

  第１表歳入歳出予算の歳入について御説明いたします。 

  １款町税につきましては19億586万5,000円、前年対比43万円の増とほぼ同額で、構成比は

40.3％であります。 

  まず、１項町民税につきましては、個人町民税と法人町民税で５億41万8,000円となり、

前年対比1,069万4,000円の増であります。個人町民税では課税所得の増加を見込んでおりま

すが、法人町民税におきましては税割の落ち込みを見込んだところであります。 

  ２項固定資産税につきましては、地価下落の影響などにより11億3,542万3,000円で、前年

対比0.3％の減となります。 

  ３項軽自動車税につきましては3,252万3,000円で、前年対比13.3％の増を見込んでおります。 
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  ４項町たばこ税につきましては、たばこ離れの影響により１億1,000万円で、前年対比

5.2％の減となっております。 

  ５項入湯税につきましては１億2,750万1,000円で、前年対比3.4％の減となります。課税

対象者を85万人と推計しております。 

  次に、２款地方譲与税につきましては4,600万円、前年対比200万1,000円、4.2％の減で、

構成比は１％となっております。 

  １項自動車重量譲与税につきましては3,200万円で、前年対比8.6％の減となっております。 

  ２項地方揮発油譲与税につきましては1,400万円で、前年対比7.7％の増であります。 

  ３項地方道路譲与税についてですが、前年度までは科目存置として予算計上しておりまし

たが、国からの配分もおおむね終了し歳入の見込みがなくなりましたので、廃項といたします。 

  ３款利子割交付金につきましては170万円で、前年対比21.4％の増となっております。 

  ４款配当割交付金につきましては570万円で、前年対比24.0％の減であります。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金につきましては400万円で、前年対比42.9％の減であります。 

  ６款地方消費税交付金につきましては２億3,000万円で、前年対比1,500万円、6.1％の減

であります。なお、構成比は4.9％であります。平成27年度国勢調査の人口を用いて算出さ

れることから、減収を見込んだ内容であります。 

  ７款ゴルフ場利用税交付金につきましては1,700万円で、前年同額とし、構成比は0.4％と

なっております。 

  ８款自動車取得税交付金につきましては1,500万円で、前年対比300万円、25％の増となっ

ております。 

  次に、９款地方特例交付金につきましては250万円で、前年同額となっております。 

  ただいまの２款から９款の地方譲与税並びに各種交付金につきましては、国の地方財政計

画や県の試算した伸び率、また現下の経済情勢等に基づきそれぞれ予算計上をしております。 

  10款地方交付税につきましては９億5,500万円で、前年対比2,000万円、2.1％の増で、構

成比は20.2％となっております。普通交付税では各種留意事項を踏まえた上で推計をし、平

成27年度以降実績として交付額が増加していることから、前年対比2,000万円増の８億8,000

万円、特別交付税で7,500万円を計上いたしました。 

  11款交通安全対策特別交付金につきましては80万円で、前年同額を計上しております。 

  12款分担金及び負担金につきましては3,117万2,000円で、前年対比69万9,000円、2.3％の

増で、構成比は0.7％となっております。 
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  13款使用料及び手数料につきましては5,387万8,000円、前年対比971万4,000円、22.0％の

増で、構成比は1.1％となっております。 

  １項使用料につきましては4,497万9,000円で、前年対比28.1％の増であります。 

  ２項手数料につきましては889万9,000円で、前年対比1.8％の減であります。 

  次に、14款国庫支出金につきましては３億1,665万5,000円、前年対比7,583万5,000円、

19.3％の減で、構成比は6.7％となっております。 

  １項国庫負担金につきましては２億4,267万2,000円、前年対比0.7％の減で、対象者の減

少に伴う児童手当負担金の減、障害者自立支援医療費の減が主な減額の要因であります。 

  ３ページをごらんください。 

  ２項国庫補助金につきましては6,974万3,000円、前年対比48.6％の減で、市民農園関係の

農村漁村振興交付金の皆減及び道路新設改良事業に対する社会資本整備総合交付金の減が主

な減額の要因であります。 

  ３項委託金につきましては424万円で、参議院議員通常選挙費委託金の皆減により、前年

対比802万5,000円、65.4％の減となっております。 

  15款県支出金につきましては２億9,156万1,000円、前年対比881万1,000円、３％の減で、

構成比は6.2％となっております。 

  １項県負担金につきましては１億8,103万3,000円、前年対比102万4,000円、0.6％の増で、

国民健康保険基盤安定負担金や後期高齢者保険基盤安定負担金などが増加しております。 

  ２項県補助金につきましては7,232万4,000円、前年対比1,604万8,000円、18.2％の減で、

市民農園関係の県単独農林業振興事業費の皆減が主な減額要因であります。 

  ３項委託金につきましては3,820万4,000円、前年対比614万3,000円、19.2％の増であり、

静岡県知事選挙費委託金で増額となっております。 

  16款財産収入につきましては7,017万4,000円、前年対比131万8,000円、1.9％の増で、構

成比は1.5％となっております。 

  １項財産運用収入につきましては6,857万2,000円、前年対比2.3％の増で、土地貸付収入

が主な内容でございます。 

  ２項財産売払収入につきましては160万2,000円、11.9％の減で、温水売払収入を計上して

おります。 

  17款寄附金につきましては１億5,000万2,000円、前年対比１億2,000万円の増であり、ふ

るさと納税寄附金を平成28年度実績から推計し、見込み額として１億5,000万円を計上した
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ところであります。 

  18款繰入金につきましては２億5,712万6,000円、前年対比3,105万1,000円、10.8％の減で、

構成比は5.4％となっております。 

  １項財産区繰入金につきましては10万円、前年同額で、稲取財産区特別会計からの繰入金

であります。 

  ２項特別会計繰入金につきましては178万6,000円で、風力発電事業特別会計から171万

6,000円を繰り入れ、温泉熱小水力発電施設管理業務やアースキッズ事業に充当いたします。 

  ３項基金繰入金につきましては２億5,524万円、前年対比2,614万円の減で、育英奨学基金

から374万円、財政調整基金から２億2,600万円、ふるさと納税基金から2,550万円をそれぞ

れ基金条例の目的に沿って繰り入れいたします。 

  19款繰越金につきましては、前年度予算執行状況などから実質収支額6,000万円を見込み、

そのうち地方自治法233条の２の規定による基金への編入を3,000万円といたしましたので、

予算計上額は前年度と同額の3,000万円となります。予算全体に占める割合は0.6％となって

おります。 

  20款諸収入につきましては6,816万7,000円、前年対比910万7,000円、15.4％の増で、構成

比は1.4％となっております。 

  １項延滞金、加算金及び過料につきましては310万円で、町税の延滞金であります。 

  ２項町預金利子につきましては1,000円、前年対比1,000円、50.0％の減を計上いたしまし

た。 

  ３項貸付金元利収入につきましては19万2,000円、前年同額で、育英奨学金貸付金の返還

金であります。 

  ４項雑入につきましては6,463万5,000円、前年対比16.2％の増であります。臨時職員増員

に伴う社会保険料等被保険者負担金の増、また、消防団員の退職者増に伴う消防団員退職報

奨金の増が主な増額要因であります。 

  ５項収益事業収入につきましては23万9,000円で、幼稚園、小中学校の学校施設における

太陽光発電売電収入を計上しております。 

  最後に、21款町債につきましては２億8,170万円、前年対比5,700万円、16.8％の減となり、

構成比は6.0％となっております。農林水産業債、土木債及び臨時財政対策債を計上してお

ります。 

  お手数ですが、７ページをお開きください。 
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  本予算の第３条で定めました第３表地方債の内容でございますが、限度額２億8,170万円

で、起債の方法につきましては、証書借入または証券発行といたします。利率については、

年5.0％以内とし、償還方法を定めたものでございます。なお、地方債の現在高の見込みに

関する調書につきましては、予算書216ページに記載しておりますので、ごらんの上御確認

をお願いいたします。 

  恐れ入れますが、４ページにお戻りください。 

  歳出につきましても、款項の区分で申し上げます。 

  まず、１款議会費につきましては6,382万8,000円、前年対比20万5,000円、0.3％の減で、

構成比は1.3％となっております。内容につきましては議員報酬、各常任委員会活動費及び

事務局職員の人件費が主なものとなっております。 

  ２款総務費につきましては10億360万4,000円、前年対比１億4,956万8,000円、17.5％の増

で、構成比は21.2％となっております。 

  １項総務管理費につきましては８億3,136万3,000円、前年対比21.4％の増であります。全

般的な需用費や庁舎維持管理費、アスド会館費、自治振興費、地球温暖化対策費、電算費な

どを計上しております。また新規事業といたしまして、若者定住促進住宅取得補助金や前年

度補正予算で対応しました地域おこし協力隊、結婚新生活支援補助金などにより、移住定住

の促進、また、地域の活性化対策に取り組んでまいります。その他には、ふるさと納税寄附

推進事業並びにふるさと納税基金管理事業で寄附額の増加を見込んでいることから、１億

1,857万3,000円を増額としております。 

  ２項徴税費につきましては１億568万円、前年対比１％の減であります。税務担当職員人

件費、賦課徴収事務費等を計上しております。本年度から新たにコンビニ収納の取り扱いを

開始いたします。 

  ３項戸籍住民基本台帳費につきましては3,652万2,000円、前年対比0.7％の増で、戸籍事

務関係経費及びマイナンバー関連の事務経費を計上しております。 

  ４項選挙費につきましては2,110万8,000円、前年対比29.2％の増で、本年度は東伊豆町長

選挙及び静岡県知事選挙が予定されております。 

  ５項統計調査費につきましては788万9,000円、前年対比8.1％の減であります。各種統計

関連経費を計上しております。 

  ６項監査委員費につきましては104万2,000円で、監査事務諸費を計上しております。 

  次に、３款民生費につきましては13億1,136万4,000円、前年対比3,839万4,000円、３％の
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増で、構成比は27.7％となっております。 

  １項社会福祉費につきましては９億8,626万7,000円、前年対比2.2％の増であります。障

害者福祉費や後期高齢者医療等の老人福祉費、また国民健康保険費、介護保険費等が計上さ

れております。臨時福祉給付金給付事業につきましては平成28年度補正予算からの繰り越し

分と合わせ、本年度支給することとなります。 

  ２項児童福祉費につきましては３億1,696万9,000円、前年対比4.2％の増であります。保

育所入所委託料や保育ママ委託料、放課後児童クラブ運営事業などを計上したほか、子ども

医療費助成事業や子宝祝金、子育て用具購入費補助金を継続して予算化しております。また、

新規事業といたしまして、小規模保育所新設のための改修に対する小規模保育事業費補助金

や、ひとり親家庭等子供の学習支援事業、またファミリーサポートセンター事業の新設によ

り子育て支援の充実を図ります。 

  ３項国民年金事務取扱費につきましては802万8,000円、前年対比140.1％の増で、国民年

金事務の取り扱いに係る経費を計上しております。 

  ４項災害救助費につきましては10万円で、前年度と同額を計上いたしました。 

  次に、４款衛生費につきましては５億9,263万4,000円、前年対比１億1,793万3,000円、

16.6％の減で、構成比は12.5％となっております。 

  １項保健衛生費につきましては２億355万5,000円、前年対比3.8％の減で、保健福祉セン

ター維持管理事業費や各種保健対策事業費、環境衛生費、美化推進費及び担当職員人件費が

計上されております。 

  ２項清掃費につきましては３億8,907万9,000円、前年対比22.0％の減となっております。

ごみ収集委託料や東河環境センター分担金、最終処分場包括的運営管理委託料が主な内容で

あります。東河環境センターの施設整備に係る平成13年度分の借入金償還終了により、分担

金が減額となっております。 

  ５款農林水産費につきましては１億4,022万5,000円、前年対比6,739万円、32.5％の減で、

構成比は３％となっております。 

  １項農業費につきましては9,122万9,000円、45.4％の減であります。農業委員会費を初め、

農業振興費補助金、有害鳥獣対策費、中山間地域総合整備事業負担金等を計上しております。

また、海の見る農園のラウベ完成に伴い、今年度より滞在型の運営もスタートいたします。 

  ２項林業費につきましては1,968万3,000円、前年対比12.7％の減となっております。森林

整備費並びに公園緑地維持管理費等を計上いたしました。 
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  ３項水産業費につきましては2,931万3,000円、前年対比63.2％の増となっております。新

規事業といたしまして、稲取漁港直売施設の整備に向けた詳細設計業務委託料を計上してお

ります。その他には漁業振興費補助金や稲取漁港整備事業地元負担金等を計上しております。 

  次に、６款商工費につきましては１億6,363万3,000円、前年対比661万2,000円、3.9％の

減で、構成比は3.5％となっております。観光協会補助金や商工会運営事業補助金を初めと

し、町内景気対策や観光振興対策に要する経費を計上しております。また、細野高原のスス

キイベントや日本百名月に認定登録されたムーンロードなど観光資源の利活用を推進すると

ともに、インバウンド対策やロケ誘致推進事業も強化し、ニューツーリズムへの対応を図っ

てまいります。 

  次に、７款土木費につきましては１億8,102万8,000円、前年対比5,081万8,000円、21.9％

の減で、構成比は3.8％となっております。 

  １項土木管理費につきましては1,882万8,000円、前年対比32.6％の減で、境界確定のため

の測量登記事務委託料や担当職員人件費が主な内容となっております。なお、本年度より地

籍調査事業を実施いたします。 

  ２項道路橋梁費につきましては１億1,401万5,000円、前年対比33.0％の減で、道路維持費

では町道全般維持補修工事、また道路新設改良費では稲取片瀬線、新白田トンネル定期点検

委託料などのほか、湯ノ沢草崎線のり面対策工事ほか４路線の改良工事費と入谷天城１号線

改良工事に伴う用地取得費と立木等補償費を計上いたしました。 

  ３項河川費につきましては1,041万6,000円、前年対比0.6％の増で、湯ケ岡山田水路や上

赤川の改修工事費を計上しております。 

  ４項都市計画費につきましては3,232万7,000円、前年対比47.9％の増で、都市公園並びに

唐沢汚水処理場の維持管理費及び担当職員人件費を計上いたしました。 

  ５項住宅費につきましては544万2,000円、前年対比281.1％の増で、町営住宅の維持管理

経費を計上しております。本年度より稲取町営住宅のベランダ改修工事に着手いたします。 

  次に、８款消防費につきましては３億5,916万2,000円、前年対比3,781万1,000円、11.8％

の増で、構成比は7.6％となっております。常備消防費の駿東伊豆消防組合負担金について、

手当を他市町と合わせるため調整したことや、新規採用職員に係る共通経費の増により増額

となりました。 

  次に、９款教育費につきましては３億8,959万2,000円、前年対比940万8,000円、2.4％の

減で、構成比は8.2％となっております。 
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  １項教育総務費につきましては9,828万7,000円、前年対比3.1％の増となっております。

教育委員会並びに教育委員会事務局運営費等を計上しております。 

  ５ページをごらんください。 

  ２項小学校費につきましては5,352万5,000円、前年対比0.2％の増とほぼ前年並みとなり

ました。 

  ３項中学校費につきましては3,624万2,000円、前年対比13.4％の減となっております。前

年度教師用指導書及びデジタル教科書の購入費があったため、本年度は減額となりました。 

  ４項幼稚園費につきましては8,671万4,000円、前年対比10.5％の減となっております。 

  ５項社会教育費につきましては3,395万7,000円、前年対比3.9％の増であります。 

  ６項保健体育費につきましては7,689万9,000円、前年対比2.3％の増であります。 

  ７項育英奨学費につきましては396万8,000円で、育英奨学金の貸付金及び育英奨学金への

積立金を計上しております。 

  次に、10款災害復旧費につきましては168万6,000円、前年同額を計上しております。 

  １項では農林水産業施設災害復旧費、２項では公共土木施設災害復旧費として、災害時の

復旧工事費等を計上いたしております。 

  次に、11款公債費につきましては５億1,724万4,000円、前年対比340万7,000円、0.7％の

減で、構成比は10.9％となっております。内容は、元金償還金４億6,661万9,000円、公債利

子5,010万円、一時借入金利子50万円を見込んだほか、諸費として２万5,000円を計上したも

のであります。利率の低下を反映し、公債利子を減額しております。 

  最後に、12款予備費につきましては1,000万円で、予算総額の0.2％を計上いたしました。 

  ６ページをお開きください。 

  第２表につきましては、債務負担行為として平成29年度分をお示ししておりますので、事

項、期間、限度額等をごらんの上、御理解をお願いしたいと思います。なお、債務負担行為

が翌年度以降にわたるものにつきましては、212ページ以降に調書を掲載してございます。 

  ８ページをお開きください。 

  先ほど御説明いたしました各款の歳入内容につきましては、この事項別明細書総括表で前

年度比較も含め示されておりますので、御確認をお願いいたします。 

  ９ページをごらんください。 

  同様に、歳出も前年度比較及び財源内訳の総括表となっております。歳出予算総額の特定

財源内訳につきましては、国・県支出金が６億821万6,000円、地方債が4,170万円、その他
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財源が３億6,544万3,000円となります。一般財源につきましては37億1,864万1,000円となっ

ております。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願い

いたします。 

 

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

 

◎日程第３ 議案第１９号 平成２９年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算 

◎日程第４ 議案第２０号 平成２９年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算 

◎日程第５ 議案第２１号 平成２９年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

◎日程第６ 議案第２２号 平成２９年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

◎日程第７ 議案第２３号 平成２９年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算 

◎日程第８ 議案第２４号 平成２９年度東伊豆町水道事業会計予算 

○議長（村木 脩君） 日程第３ 議案第19号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計予

算、日程第４ 議案第20号 平成29年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、日程第５ 

議案第21号 平成29年度東伊豆町介護保険特別会計予算、日程第６ 議案第22号 平成29年

度東伊豆町稲取財産区特別会計予算、日程第７ 議案第23号 平成29年度東伊豆町風力発電

事業特別会計予算、日程第８ 議案第24号 平成29年度東伊豆町水道事業会計予算を一括議

題とします。 

  町長より順次提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 議案第19号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算につきま

して、概要を申し上げ提案理由といたします。 

  平成29年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算の総額は22億5,842万6,000円で、前年度当

初予算に比べ896万2,000円、0.4％の減となっております。 

  まず、歳入につきましては、主な内容を申し上げますと、国民健康保険税が４億5,500万

2,000円で、前年度当初予算に比べ0.5％の増で、歳入総額の20.1％となっております。国庫

支出金は４億539万5,000円で18.0％、前期高齢者交付金が６億3,270万8,000円で28.0％、県

支出金が１億386万7,000円で4.6％、共同事業交付金が４億7,337万2,000円で21.0％、繰入
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金は１億3,461万7,000円で6.0％をそれぞれ計上いたしました。 

  次に、歳出の主な内容につきましては、保険給付費が13億5,490万9,000円で、前年度当初

予算に比べ2.0％の増で、歳出総額の60.0％となっております。後期高齢者支援金が２億

3,692万9,000円で、前年度当初予算に比べ6.1％の減で、歳出総額の10.5％、介護納付金は

9,913万1,000円で、前年度当初予算に比べ6.9％の減で、歳出総額の4.4％、共同事業拠出金

が５億1,683万1,000円で、前年度当初予算に比べ4.9％の減で、歳出総額の22.9％となる内

容でございます。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

  次に、議案第20号 平成29年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算につきまして、概要

を申し上げ提案理由といたします。 

  平成29年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算の総額は１億6,893万2,000円で、前年度

当初予算に比べ946万円、5.9％の増となっております。 

  まず、歳入の主な内容を申し上げますと、後期高齢者医療保険料が１億2,756万4,000円で、

前年度当初予算に比べ6.7％の増で、歳出総額の75.5％となっております。繰入金は4,094万

5,000円で、前年度当初予算に比べ3.7％の増で、歳出総額の24.2％となります。歳出の主な

内容につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金が１億6,851万1,000円で、前年度当初

予算に比べ5.9％増で、歳出総額の99.8％となる内容でございます。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

  議案第21号 平成29年度東伊豆町介護保険特別会計予算につきまして、概要を申し上げ提

案理由といたします。 

  平成29年度の介護保険特別会計歳入歳出予算の総額は12億9,563万7,000円で、前年度当初

予算に比べ802万1,000円、0.6％の減となっております。 

  まず、歳入の主な内容を申し上げますと、介護保険料が２億9,726万2,000円で、前年度当

初予算に比べ0.9％の増で、歳入総額の22.9％となっております。国庫支出金は２億9,293万

3,000円で22.6％、支払基金交付金が３億4,591万2,000円で26.7％、県支出金が１億8,077万

8,000円で14.0％、繰入金が１億7,643万2,000円で13.6％となります。 

  次に、歳出の主な内容につきましては、総務費が1,314万5,000円で、前年度当初予算に比

べ6.1％の増で、歳出総額の1.0％となっております。保険給付費は12億1,439万8,000円で、
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前年度当初予算に比べ2.6％の減で、歳出総額の93.7％、地域支援事業は4,740万7,000円で、

前年度当初予算に比べ62.1％の増で、歳出総額の3.7％となる内容でございます。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いします。 

  引き続き、議案第22号 平成29年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算につきまして、概要

を申し上げ提案理由といたします。 

  平成29年度の東伊豆町稲取財産区特別会計予算の総額は85万9,000円で、前年度に比べ２

万8,000円、3.1％の減となりました。天草事業の配分金見込みが12万5,000円から９万7,000

円になったことが、減額の要因となっております。 

  詳細につきましては、企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

  次に、議案第23号 平成29年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算につきまして、概要を

申し上げ提案理由といたします。 

  平成29年度の東伊豆町風力発電事業特別会計予算の総額は4,610万2,000円で、前年度に比

べ2,400万7,000円、34.0％の減となりました。昨年８月より風車３号機の制御装置が故障か

ら復旧せず２機での稼働とのため、売電収入を昨年より削減し調整したものであります。 

  詳細につきましては、企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

  引き続き、議案第24号 平成29年度東伊豆町水道事業会計予算につきまして、概要を申し

上げ提案理由といたします。 

  水道事業収益は４億6,090万3,000円で、前年度に比べ1,412万7,000円、３％減といたしま

した。前年度実績を参考に推計したものでございます。 

  水道事業費用は４億3,790万6,000円で、前年度に比べ557万6,000円、1.3％の増といたし

ました。アセットマネジメント策定委託料や減価償却費の増などによるものでございます。

資本的支出は２億4,247万3,000円で、前年度に比べ2,693万6,000円、11.7％の減といたしま

した。主な事業では、熊口第１水源取水施設改良工事など、12件の事業を予定しております。

詳細につきましては、水道課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第19号 平成29年度東伊豆



－187－ 

町国民健康保険特別会計予算について概要を説明いたします。 

  恐れ入りますが、217ページをお開きください。 

  平成29年度東伊豆町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ22億5,842万6,000円と定めます。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  （一時借入金） 

  第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定による、一時借入金の借り入れの最高額は

１億円と定めます。 

  （歳出予算の流用） 

  第３条、地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。 

  第１号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用。 

  218ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算の歳入について款項の区分で概要を説明申し上げます。 

  １款１項国民健康保険税は４億5,500万2,000円で、前年度対比238万8,000円、0.5％の増

で、予算全体の20.1％を占めております。増額の主な要因は、滞納繰越分の保険税の増を見

込んだものであります。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料は40万1,000円で、督促手数料でございます。 

  ３款国庫支出金は４億539万5,000円、前年度対比4,081万9,000円、9.1％の減で、予算全

体の18.0％を占めております。 

  １項国庫負担金は２億9,147万5,000円、前年度対比14.3％の減で、主な内容は療養給付費

負担金の減であります。 

  ２項国庫補助金は１億1,392万円、前年度対比7.5％の増でシステム改修補助金の増を見込

んだものです。 

  ４款１項療養給付費交付金は4,862万6,000円、前年度対比3,314万円、40.5％の減で、予

算全体の2.2％を占めております。退職被保険者の療養給付費の減を見込んでおります。 

  ５款１項前期高齢者交付金は６億3,270万8,000円で、前年度対比9,250万8,000円、17.1％
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の増で、予算全体の28.0％を占めております。この交付金は、65歳から74歳までの前期高齢

者の加入率が全国平均を上回る保険者に対し交付金が交付されるものであります。 

  ６款県支出金は１億386万7,000円、前年度対比222万3,000円、2.1％の減で、予算全体の

4.6％を占めております。 

  １項県補助金8,743万3,000円、前年度対比415万6,000円、4.5％の減であります。普通調

整交付金の減額を見込んだものであります。 

  ２項県負担金1,643万4,000円で、前年度対比193万3,000円、13.3％の増であります。高額

医療費共同事業負担金の増額を見込んだものであります。 

  ７款１項共同事業交付金は４億7,337万2,000円で、前年度対比2,735万8,000円、5.5％の

減で、予算全体の21.0％を占めております。保険財政共同安定化事業交付金の減額を見込ん

だものです。 

  ８款財産収入2,000円は、科目存置でございます。 

  ９款繰入金は１億3,461万7,000円で、前年度対比128万8,000円、0.9％の減で、予算全体

の6.0％を占めております。 

  １項一般会計繰入金は１億3,461万6,000円で、前年度対比128万8,000円、0.9％の減であ

ります。一般会計からの法定の繰入金でございます。 

  ２項基金繰入金1,000円は、科目存置でございます。 

  10款１項繰越金2,000円も、科目存置でございます。 

  11款諸収入は443万4,000円を計上いたしました。 

  １項延滞金、加算金及び過料は308万円で、一般及び退職被保険者の延滞金でございます。 

  ２項預金利子は、科目存置。 

  ３項雑入は135万3,000円で、第三者行為等の納付金であります。 

  219ページをごらんください。 

  次に、歳出につきましても、款項の区分で申し上げます。 

  １款総務費は1,829万9,000円で、前年度対比870万円、90.6％の増であります。主な内容

として、１項総務管理費で1,556万6,000円と大幅な増額となっており、平成30年度の制度改

正に向けたシステム改修業務委託料を計上させていただきました。２項徴税費で230万円を

計上させていただきました。 

  ２款保険給付費は13億5,490万9,000円で、前年度対比2,662万6,000円、2.0％の増で、予

算全体の60.0％を占めております。 



－189－ 

  １項療養諸費は11億5,298万3,000円で、前年度の医療費実績から計上させていただきまし

た。 

  ２項高額療養費は１億9,352万2,000円で、前年度対比3,185万9,000円、19.7％の増となっ

ております。 

  ３項移送費は10万円で前年と同額です。 

  ４項出産育児諸費は630万4,000円で計上をさせていただいております。 

  ５項葬祭諸費は200万円で前年度と同額であります。 

  ３款１項後期高齢者支援金は２億3,692万9,000円で、前年度対比1,552万円、6.1％の減で、

予算全体の10.5％を占めております。後期高齢者医療制度を支援するための拠出金でありま

す。 

  ４款１項前期高齢者納付金91万6,000円は、前期高齢者の医療費及び事務費の納付金です。 

  ５款１項老人保健拠出金１万2,000円は、前々年度の拠出金の精算による医療費及び事務

費であります。 

  ６款１項介護納付金は9,983万1,000円で、前年度対比741万1,000円、6.9％の減で、予算

全体の4.4％を占めております。介護２号被保険者の納付金の減を見込んでおります。 

  ７款１項共同事業拠出金は５億1,683万1,000円で、前年度対比2,686万1,000円、4.9％の

減で、予算全体の22.9％を占めております。高額医療費共同事業拠出金、保険財政共同安定

化事業拠出金であります。 

  ８款保健事業費は2,304万1,000円で、前年度対比354万1,000円、18.2％の増であります。 

  １項保健事業費は836万6,000円、２項特定健康診査等事業費は1,467万5,000円を計上させ

ていただきました。 

  ９款１項基金積立金、10款１項公債費は、ともに科目存置でございます。 

  11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金は265万5,000円で、保険税の還付金等でありま

す。 

  12款予備費は500万円で、前年度と同額を計上いたしました。 

  次のページ、220ページ、221ページをお開きください。 

  ただいま説明いたしました各款の歳入歳出の内容につきましては、この歳入歳出予算事項

別明細書の総括表で前年度比較を加え示してありますので、ごらんの上、御理解をお願いし

たいと思います。 

  次に、221ページの財源内訳ですが、合計で申し上げます。国・県支出金が５億926万
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2,000円、その他財源は12億8,932万6,000円、一般財源は４億5,983万8,000円という内訳と

なっております。 

  以上、簡単ですが概要説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議お願いいたします。 

  続きまして、議案第20号 平成29年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算について概要

を御説明申し上げます。 

  恐れ入れますが、249ページをお開きください。 

  平成29年度東伊豆町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億6,893万2,000円と定めます。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  次のページ、250ページ、251ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算の歳入について款項の区分で概要を説明申し上げます。 

  １款１項後期高齢者医療保険料は１億2,756万4,000円、前年度対比801万2,000円、6.7％

の増で、予算全体の75.5％を占めております。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料は７万円で、前年度と同額であります。 

  ３款繰入金、１項一般会計繰入金は4,094万5,000円、前年度対比144万8,000円、3.7％の

増で、予算全体の24.2％を占めております。一般会計からの繰入金であります。 

  ４款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料は35万2,000円で、保険料還付に係る後期高齢

者医療広域連合からの納付金であります。 

  ５款繰越金につきましては、科目存置であります。 

  251ページをごらんください。 

  次に、歳出につきましても、款項の区分で申し上げます。 

  １款１項後期高齢者医療広域連合納付金は１億6,851万1,000円、前年度対比946万円、

5.9％の増で、予算全体の99.8％を占めております。内容は、徴収した保険料等を後期高齢

者医療広域連合に納付するものであります。 

  ２款諸支出金は42万1,000円で、内訳は、１項償還金及び還付加算金で35万1,000円、２項

繰出金７万円となっております。 

  252ページ、253ページをお開きください。 
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  ただいま説明いたしました各款の歳入歳出の内容につきましては、この歳入歳出予算事項

別明細書総括表で前年度比較を加え示してありますので、ごらんの上、御理解をお願いした

いと思います。 

  次に、253ページの財源内訳ですが、合計で申し上げます。一般財源で１億6,893万2,000

円となっております。 

  以上、簡単ですが、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） この際、10時35分まで休憩します。 

 

休憩 午前１０時２５分 

 

再開 午前１０時３５分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

  健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 議案第21号 平成29年度東伊豆町介護保険特別会計予算

について概要を説明申し上げます。 

  恐れ入りますが、258ページをお開きください。 

  平成29年度東伊豆町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ12億9,563万7,000円と定めます。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  （歳出予算の流用） 

  第２条、地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。 

  第１号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用。 

  259ページをお開きください。 

  次に、第１表歳入歳出予算の歳入の款項の区分で概要説明をさせていただきます。 
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  １款保険料、１項介護保険料は２億9,726万2,000円で、前年度対比265万円、0.9％の増で、

予算全体に占める割合は22.9％でございます。65歳以上の方の特別徴収保険料と普通徴収保

険料で、基準月額は4,840円でございます。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料は10万円を計上させていただきました。普通徴収分の

督促手数料となります。 

  ３款国庫支出金は２億9,293万3,000円で、前年度対比320万9,000円、1.1％の減で、予算

全体に占める割合は22.6％でございます。 

  １項国庫負担金は介護給付費負担金で２億2,150万3,000円、前年度対比2.6％の減で、負

担率は保険給付費の施設分15％、その他分20％でございます。給付費の減によるものです。 

  ２項国庫補助金は調整交付金と地域支援事業交付金で7,143万円、3.9％の増で、負担率は

調整交付金5.0％、地域支援事業のうち介護予防日常生活支援事業25％、包括的支援事業

39％でございます。 

  ４款１項支払基金交付金は３億4,591万2,000円で、前年度対比409万8,000円、1.2％の減

で、予算全体に占める割合は26.7％でございます。２号被保険者の保険料でございます。 

  ５款県支出金は１億8,077万8,000円で、前年度対比229万3,000円、1.3％の減で、予算全

体に占める割合は14.0％でございます。 

  １項県負担金は、現年度分の介護給付費県負担金で１億7,317万5,000円、前年度対比

2.6％の減で、負担率は保険給付費施設分17.5％、その他分12.5％でございます。 

  ２項県補助金は、地域支援事業交付金で760万1,000円、前年度対比44.2％の増で、負担率

は介護予防日常生活支援事業12.5％、包括的支援事業19.5％でございます。 

  ３項財政安定化基金支出金は、科目存置でございます。 

  ６款財産収入、１項財産運用収入も、科目存置でございます。 

  ７款繰入金は１億7,643万2,000円で、前年度対比103万1,000円、0.6％の減で、予算全体

に占める割合は13.6％でございます。 

  １項一般会計繰入金は、介護給付費繰入金、地域支援事業繰入金及び事務費繰入金、包括

支援センターの人件費分繰入金で１億7,643万1,000円、前年度対比0.6％の減で、負担率は、

保険給付費及び地域支援事業の介護予防日常生活支援事業、こちらが12.5％、包括的支援事

業は19.5％でございます。 

  ２項基金繰入金は、科目存置です。 

  ８款１項繰越金は、前年度と同額の200万円を計上いたしました。 
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  ９款諸収入は21万9,000円で、前年度対比３万円、12.0％の減で、主に雑入でございます。 

  １項延滞金、加算金及び過料、２項預金利子は科目存置です。 

  ３項雑入は21万7,000円、前年度対比12.1％の減で、県からの介護認定手数料及び介護予

防教室参加者の自立体力検定の本人負担分でございます。 

  260ページをごらんください。 

  歳出につきましても、款項の区分で申し上げます。 

  １款総務費は1,314万5,000円で、前年度対比75万円、6.1％の増で、予算全体に占める割

合は1.0％でございます。 

  １項総務管理費は106万3,000円、前年度対比7.8％の減であります。全体的な需用費、役

務費、委託料などを計上してございます。 

  ２項徴収費は154万9,000円、前年度対比2.7％の増で、納入通知書等の印刷製本費と郵便

料が主なものでございます。 

  ３項介護認定審査会費は1,053万3,000円、前年度対比8.2％の増で、主に賀茂郡介護認定

審査会負担金、認定調査費などを計上してございます。申請件数の増加に伴う認定調査経費

の増を見込んでおります。 

  ２款保険給付費は12億1,439万8,000円で、前年度対比3,230万3,000円、2.6％の減で、予

算全体に占める割合は93.7％でございます。介護給付費等の実績により計上いたしました。 

  １項介護サービス等諸費は11億1,154万6,000円、前年度対比2.0％の減で、要介護認定者

の介護サービス給付費等でございます。 

  ２項介護予防サービス等諸費は3,378万円、前年度対比24.9％の減で、要支援者の介護サ

ービス給付費等であります。制度改正により、介護予防サービスの通所介護、訪問介護が地

域支援事業介護予防日常生活支援事業に移行したことによる減を見込んでおります。 

  ３項その他諸費は91万円、前年度対比7.6％の増で、介護給付費請求書審査支払委託料で

あります。 

  ４項高額介護サービス等費は2,230万4,000円で、前年度対比5.2％の増で、負担限度額を

超える介護給付の自己負担に対して補塡するもので、実績により算出してございます。 

  ５項高額医療合算介護サービス等費は307万2,000円で、前年度対比8.6％の増で、実績に

より算出してございます。 

  ６項特定入所者介護サービス等費は4,278万6,000円で、前年度対比0.1％の増で、低所得

の施設入所者の居住費、食費の補足給付でございます。 
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  ３款１項財政安定化基金拠出金は、科目存置です。 

  ４款１項基金積立金は1,933万5,000円で、介護保険給付費準備基金への積立金です。 

  ５款地域支援事業費は4,740万7,000円で、前年度対比1,815万6,000円、62.1％の増で、予

算全体に占める割合は3.7％でございます。 

  １項介護予防生活支援サービス事業費は1,771万9,000円で、皆増となります。制度改正よ

り、介護予防サービスの通所介護、訪問介護が介護予防日常生活支援事業に移行したことに

よるものです。 

  ２項一般介護予防事業費は342万6,000円で、前年度対比3.0％の減で、介護予防事業費等

でございます。 

  ３項包括的支援事業等費は2,620万6,000円で、前年度対比1.9％の増で、人件費、賀茂地

域在宅医療介護連携推進事業委託料等でございます。 

  ４項その他諸費は５万6,000円で、総合事業に係る請求書審査支払委託料でございます。 

  ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金は35万1,000円で、前年度と同額で、保険料過

誤納還付金でございます。 

  ７款、１項予備費は100万円で、前年度と同額を計上させていただきました。 

  261ページ、262ページをお開きください。 

  ただいま説明いたしました各款の歳入歳出の内容につきましては、この歳入歳出予算事項

別明細書総括表で前年度比較を加え示してありますので、ごらんの上、御理解をお願いした

いと思います。 

  次に、262ページの財源内訳ですが、合計で申し上げます。 

  国・県支出金が４億7,371万1,000円、その他の財源が３億4,622万8,000円、一般財源は４

億7,569万8,000円という内訳となっております。 

  以上、簡単ですが、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） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 議案第22号 平成29年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算に

ついて御説明させていただきます。 

  298ページをお開きください。 

  平成29年度東伊豆町の稲取財産区特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ85万9,000円と定めます。 
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  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  次に、款項の区分で概要説明をさせていただきます。 

  299ページ、300ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算の歳入について御説明いたします。 

  １款財産収入、１項財産運用収入は85万7,000円で、前年対比2万8,000円、3.1％の減とな

ります。主な内容は、むかい庵の稲取温泉旅館組合への土地貸付料となります。 

  ２款１項繰越金及び３款諸収入、１項預金利子は科目存置とさせていただきました。 

  次に、300ページの歳出ですが、１款管理会費、１項管理会委員会費は71万9,000円で、前

年度額を計上しております。内容は７名の委員報酬及び天草用地使用補償金であります。 

  ２款諸支出金、１項繰出金は一般会計への繰出金で、前年同額の10万円を措置いたします。 

  ３款１項予備費として４万円を措置いたします。 

  恐れ入れますが、301ページ、302ページをごらんください。 

  歳入歳出予算事項別明細書で、予算内容を総括いたしております。 

  歳入歳出予算の合計は、歳入歳出それぞれ85万9,000円で、前年度比２万8,000円の減とな

っております。本年度予算の財源内訳は全て一般財源となっております。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

  続きまして、議案第23号 平成29年度東伊豆町風力発電事業特別会計について御説明をさ

せていただきます。 

  307ページをお開きください。 

  平成29年度東伊豆町の風力発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ4,650万2,000円と定めます。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  （歳出予算の流用） 

  第２条、地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。 

  第１号、電気事業費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における同一款内での
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これらの経費の各項の款の流用。 

  次に、款項の区分で概要を説明させていただきます。 

  恐れ入れますが、308ページ、309ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算の歳入について御説明いたします。 

  １款財産収入、１項財産運用収入の予算額1,000円は預金利子を見込んだものであります。 

  ２款繰入金、１項基金繰入金1,000円は科目存置とさせていただきました。 

  ３款１項繰越金は、前年度繰越金を前年度と同額の50万円を見込んでおります。 

  ４款諸収入、１項収益事業収入4,600万円、前年対比2,400万円、34.3％の減は、昨年８月

より風車３号機の制御装置が故障から復旧せず、２機での稼働となるため２機での売電収入

を見込んだものであります。 

  次に、309ページの歳出ですが、１款電気事業費は1,979万2,000円で、前年対比1,909万

6,000円、49.1％の減となります。 

  １項電気事業管理費は２万円で、前年対比３万円の減となります。 

  ２項風力発電事業費は1,977万2,000円で、前年対比1,906万6,000円の減となります。主な

内容ですが、施設稼働時の電気料、修繕料、予期できない事故等により運転を停止した場合

に売電収入を補償する保険料、施設保安管理委託料等を計上しております。保安管理委託料

は1,000万円とし、前年度対比1,000万円の減としました。 

  基金積立金は425万4,000円で、429万1,000円の減となっております。 

  ２款１項公債費は償還計画によるもので、元利償還金は2,449万4,000円で前年度と同額の

措置となっております。 

  ３款諸収入、１項繰出金は171万6,000円で、前年対比491万1,000円、74.1％減といたしま

した。エコ事業への財源補塡として一般会計へ繰り出し措置するものです。 

  ４款１項予備費は、前年同額の50万円を計上いたします。 

  310ページ、311ページをごらんください。 

  歳入歳出予算事項別明細書で内容を総括してあります。 

  本年度の歳入歳出予算の予算総額は、歳入歳出それぞれ4,650万2,000円で、前年度比

2,400万7,000円の減となりました。なお、財源内訳は特定財源でその他1,000円、一般財源

4,650万1,000円です。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 
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○議長（村木 脩君） 水道課長。 

○水道課長（石井尚徳君） それでは、議案第24号 平成29年度東伊豆町水道事業会計予算に

ついて、概要を説明させていただきます。 

  １ページをごらんください。 

  （総則） 

  第１条、平成29年度東伊豆町水道事業会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （業務の予定量） 

  第２条、業務の予定量は、次のとおりといたします。 

  第１号、給水件数、5,820件。 

  第２号、年間総給水量、243万立方メートル。 

  第３号、１日平均給水量、6,657立方メートル。 

  第４号、主な事業、アセットマネジメント策定業務委託そのほかを予定しております。 

  （収益的収入及び支出） 

  第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めます。 

  （収入） 

  第１款水道事業収益４億6,090万3,000円。 

  第１項営業収益４億3,845万3,000円。 

  第２項営業外収益2,245万円。 

  （支出） 

  第１款水道事業費用４億3,798万6,000円。 

  第１項営業費用３億9,791万7,000円。 

  第２項営業外費用3,906万8,000円。 

  第３項特別損失1,000円。 

  第４項予備費100万円を計上しました。 

  ２ページをごらんください。 

  （資本的収入及び支出） 

  第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めます。 

  資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２億247万3,000円は、過年度分損益勘定

留保資金２億247万3,000円で補塡するものといたします。 

  （支出） 
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  第１款資本的支出２億247万3,000円。 

  第１項建設改良費１億1,251万6,000円。 

  第２項企業債償還金8,995万7,000円といたします。 

  （債務負担行為） 

  第５条、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定めま

す。 

  （事項案） 

  水道検針業務委託、期間は平成30年度から平成31年度まで、限度額は1,075万4,000円とい

たします。 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

  第６条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費に流用し、または

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

  第１号、職員給与費8,593万7,000円といたします。 

  （たな卸資産の購入限度額） 

  第７条、たな卸資産の購入限度額は513万7,000円と定めます。 

  14ページをお開きください。 

  予算参考書で概要を御説明いたします。 

  まず、収益的収入ですが、１款水道事業収益は４億6,090万3,000円で、前年度対比1,412

万7,000円で、３％の減とします。 

  １項営業収益は４億3,845万3,000円で、前年度対比1,050万円の減とします。水道料金収

入を前年度実績で推計し、給水収益で1,200万円の減、簡易水道収益で120万円の増を見込み

ました。 

  ２項営業外収益は2,245万円で、前年度対比362万7,000円の減とします。主に長期前受金

戻入の減によるものです。 

  次に、収益的支出ですが、１款水道事業費用は４億3,798万6,000円で、前年度対比557万

6,000円で、1.3％の増とします。 

  １項営業費用は３億9,791万7,000円で、前年度対比677万5,000円の増とします。アセット

マネジメント策定委託料の増などによります。 

  17ページをお開きください。 

  ２項営業外費用は3,906万8,000円で、前年度対比119万9,000円の減とします。企業債の支
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払利息が減少したことなどによるものです。 

  ３項特別損失は1,000円。４項予備費は、前年度同額の100万円とします。 

  18ページをお開きください。 

  資本的支出ですが、１款資本的支出は２億247万3,000円で、前年度対比2,693万6,000円、

11.7％の減とします。 

  １項建設改良費は１億1,251万6,000円で、前年度対比2,913万5,000円の減とします。主な

事業は、熊口第１水源取水施設改良工事など12件を予定しております。 

  次に、２項企業債償還金は8,995万7,000円で、償還計画に基づき計上をしました。 

  なお、６ページには予定キャッシュフロー計算書を、11ページには予定貸借対照表などを

添付してありますので、御参照ください。 

  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） 以上で、提案されました平成29年度の各会計の当初予算の概要説明を

終わりにします。 

  なお、大綱質疑の締め切りにつきましては、正午までにしたいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。 

  よって、大綱質疑の締め切りを本日正午までとします。 

  なお、質問の範囲は事業別までとしますので、御承知ください。詳細については特別委員

会にて質疑していただくようお願いします。 

  なお、大綱質疑締め切り後、議会運営委員会を開催します。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（村木 脩君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

 

散会 午前１１時０１分 
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平成２９年第１回東伊豆町議会定例会会議録 
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開議 午後 １時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） 皆様、こんにちは。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成29年東伊豆町議会第１回定例会第４日目は成立いたしましたので、開会しま

す。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 議案第１８号 平成２９年度東伊豆町一般会計予算 

○議長（村木 脩君） 日程第１ 議案第18号 平成29年度東伊豆町一般会計予算を議題とし

ます。 

  これより大綱質疑を行います。 

  大綱質疑の範囲は事業別までとし、質疑の回数は通告分を含め２回までとし、質疑と答弁

を含め１人30分以内とします。 

  なお、予算に対する質疑ですので、一般質問のようにならないよう御注意願います。 

  ７番、飯田議員の大綱質疑を許します。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 皆さん、こんにちは。 

  ３月定例会大綱質疑として、一般会計歳出について通告させていただきました。 

  ２款総務費、１項総務管理費、事業２、交流・定住促進事業について、１点として、若者
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定住促進住宅取得補助金の内容についてお伺いいたします。 

  よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 飯田議員の一般会計の大綱質疑で、２款総務費、１項総務管理費、事

業２、交流・定住促進事業について、若者定住促進住宅取得補助金の内容についてですが、

人口減少対策の一環として、若者夫婦世帯の住宅取得の支援による定住の促進を図るため、

町内への定住を希望して住宅を取得する若者夫婦世帯に対し、補助金を交付するものであり

ます。 

  補助対象につきましては、２人とも40歳未満の夫婦で、在住者・移住者を問わず、定住の

ために住宅を取得し、５年以上居住する方です。 

  対象の住宅につきましては、本年４月１日以降に契約する新築及び中古住宅になりますが、

２親等以内の親族から購入するものは対象外になります。 

  補助基準ですが、基本額は１件当たり70万円で、町内の建築業者が新築した住宅の場合は

50万円、中学生以下のお子さんがいる場合は３人まで１人当たり10万円の加算をしますので、

最高補助額は150万円となります。 

  予算総額は1,100万円で、10件の申請を見込んでおります。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員。 

○７番（飯田桂司君） 今町長から御答弁いただきまして、大変詳しく、きょう、答弁、質問

がいらないのかなということで、伊豆新聞を見まして、数字から何から見て把握をしたわけ

ですけれども、やはり伊豆新聞もとられていない方もあろうなということで、私、質問をさ

せていただきます。 

  私、今定例会において、一般質問の中で、ふるさと納税の人ということでお伺いをした経

過があるわけですけれども、29年度主要事業として抜粋され、新規事業として資料にても確

認をしたわけです。 

  再度詳しく、その中でもきょう、今町長からご説明いただいたわけですけれども、ふるさ

と納税の基金について、ほかにも事業実施がされていくわけですが、住宅等の改修について

は、リフォーム振興事業補助金として700万円、観光商工課より出されるということで確認

をしております。 
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  本当にこう、ありがたいなと、私も利用させていただいておるわけですけれども、やはり

町長が言うように、産業振興としてよりよい補助金をお願いをしたいなということであるわ

けですけれども、さて、この若者定住促進取得ということですけれども、今町長から150万、

中学生以下の子供がいる世帯については１人10万、上限が30万ということで報告があり、お

話を伺ったわけですけれども、やはりこう、町内の状況を見たとき、やはり疲弊しているな、

住宅等の建物が建っていないなということで、年間の新築申請を確認をされていると思いま

すが、個人住宅として取得をするものがある、これは答弁いらないです。 

  私も既に新築状況等は確認をしておりますので、これは御答弁いらないですけれども、や

はりこの町に、いかにこの若者、今町長、今年齢を40歳未満と言いましたけれども、若者と

いって40歳で切っていいのかなということで、ちょっとこう、思うわけですけれども、やは

り、東伊豆町がすばらしいなと、よい町だなということで、環境づくりをしていただく中で、

仕事はこの町になければ、近隣の市町へ働きに出るということをお願いをしたいわけですけ

れども、そういう中で、ちょっと危惧する問題として、今新築の状況を確認をしておるわけ

ですけれども、やはり今見ますと、やはりツーバイフォーといいますか、大和あるいは積水

等の会社で建物が多く建つ。 

  昔みたいに、木造で２階建てのすばらしい建物を建てるなんて状況下ではないわけですよ。 

  ２代、３代後まで家を引き継いでくれるという建物がないわけです。 

  聞きますと、俺たち代で終わりだよと、俺たち世代で終わりだよと、子供はよそへ出ても

帰ってこないから、いい家はいらないよと、ツーバイフォーもそういうものも建てられるわ

けですけれども、やはりお金の使い道について、この1,100万ですか、交付を使うわけです

けれども、やはりなくなったときどうするのかなと、リフォーム等のお金もありますけれど

も、やはり1,100万のお金、私個人的には、そんなに1,100万使うほど新築、そういうものが

ないのではないかなと思いますけれども、もし、なくなったときは補正として出されるのか

なと、私思うわけです。 

  ぜひ、そういうことも、やはり始めた以上は、ことし１年で終わるのではなく、ぜひこう

継続をしてやっていただく、ふるさと納税基金から繰り出していただくということで、ぜひ

お願いをしたいと思いますけれども、御答弁ひとつよろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この施策は、本当は今年度やりたかった施策であります。 

  しかしながら、財源、大変厳しかったもので、ちょっとやらなかったんです。 
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  おかげで、ふるさと納税によりまして財源ができたもので、新年度できたということは本

当に町としても大変うれしく思って、多少若者の定住・移住に即するかなと申しますのは、

やはりうちの町、ほとんど河津とか伊東、伊豆高原、そちらのほうに結構移住する人が大変

多いもので、それを引きとめるためにも、少しでもこういう中で助成した中で、40歳未満の

方がこの町に住んでいてくれれば大変ありがたいという中で、今回やっと、ふるさと納税の

おかげでこの施策が実現できて、大変うれしく思っているところでございます。 

  その中で、飯田議員が言っているそのツーバイフォー工法で困るもので、一応新築は在来

の、多分ここにいる大工さん、工務店使った場合はほとんど在来工法、ツーバイフォーでは

ないと思いますので、それに対して一応50万円というプラスアルファいたしましたもので、

町といたしましてもできるだけそういう、ツーバイフォーではなくて在来工法でやっていた

だければありがたいという中で、一応50万の上乗せをしたところでございます。 

  さらに、この1,100万、全部使うと本当うれしいことでございます。 

  できるだけ多くの方に使ってもらいたいし、また、自分自身も今の気持ちの中で、やはり

これ予算が足りなくなった場合は、やはり大変いいことですから、これは補正か何か対応の

仕方の中で、1,100万を超えた場合はまたやっていきたい。 

  さらに、これやはり、単年度で終わるのではなく、やはり継続としてこの施策はやってい

くと、そういう考えでございますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、７番、飯田議員の大綱質疑を終結します。 

  以上をもって、平成29年度東伊豆町一般会計予算の大綱質疑を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第18号 平成29年度東伊豆町一般会計

予算については、６人の委員で構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託

して審査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、議案第18号については、６人の委員で

構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しまし

た。 

  お諮りします。ただいま設置されました一般会計予算審査特別委員会の委員の選任につい

ては、委員会条例第７条第２項の規定により、お手元に配りました名簿のとおり指名したい

と思います。これに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、一般会計予算審査特別委員会の委

員は、お手元にお配りました名簿のとおり選任することに決定しました。 

  ただいま一般会計予算審査特別委員会に付託しました議案第18号については、会議規則第

46条第１項の規定により、来る３月23日までに審査を終え、報告できるよう期限をつけたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、一般会計予算審査特別委員会において、

来る３月23日までに審査を終え、報告できるように期限をつけることに決定しました。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第１９号 平成２９年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算 

◎日程第３ 議案第２０号 平成２９年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算 

◎日程第４ 議案第２１号 平成２９年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

◎日程第５ 議案第２２号 平成２９年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

◎日程第６ 議案第２３号 平成２９年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算 

◎日程第７ 議案第２４号 平成２９年度東伊豆町水道事業会計予算 

○議長（村木 脩君） 日程第２ 議案第19号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計予

算、日程第３ 議案第20号 平成29年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、日程第４ 

議案第21号 平成29年度東伊豆町介護保険特別会計予算、日程第５ 議案第22号 平成29年

度東伊豆町稲取財産区特別会計予算、日程第６ 議案第23号 平成29年度東伊豆町風力発電

事業特別会計予算、日程第７ 議案第24号 平成29年度東伊豆町水道事業会計予算を一括議

題とします。 

  これより大綱質疑に入ります。 

  14番、山田議員の大綱質疑を許します。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 大綱質疑を行います。 

  特別会計、各会計ありますけれども、今回は特に、今年度４月から町の事業として移管さ

れる介護保険特別会計の中での介護予防・日常生活支援総合事業について伺いたいと思いま
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す。 

  １点目に、施政方針にあった「国の基準に準じた介護予防事業」は、何が国の基準なのか、

この点の御説明をまず受けたいと思います。 

  ２点目に、現在の要支援者数と活用状況について。 

  ３点目に、対象となる要支援の１・２の人数と、介護認定及び予防プランの作成状況につ

いてはどういうふうになっておりますか。 

  ４点目に、町民のニーズにマッチするサービス体制は整っているのか。介護予防サービス

事業、生活支援事業、訪問通所の生活支援事業、一般介護予防事業など、実施の事業数など

がわかったら教えていただきたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 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） 山田議員の特別会計の大綱質疑、介護保険特別会計の介護予防・日常

生活支援総合事業については、４点からの質問となっておりますので、順次お答えいたしま

す。 

  １点目の、施政方針にあった「国の基準に準じた介護予防事業」は、何が国基準なのかに

ついてですが、制度改正に伴い、予防給付のうち訪問介護・通所介護については、市町村が

実施する地域支援事業の中の介護予防・日常生活支援総合事業に移行することとなります。 

  国の基準とは、平成27年改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並

びに指定介護予防サービスにかかわる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に

定められている介護予防訪問介護・通所介護のサービス内容、人員、設備、運営を指します。 

  次に、２点目の現在の要支援数と活用状況及び３点目の対象となる要支援１・２の人数と、

介護認定と予防プランの作成状況はについては、関連がありますので一括してお答えいたし

ます。 

  まず、２月末現在の要支援認定者数は159人で、要支援１が78名、要支援２が81人となっ

ております。 

  予防プラン作成者、サービス利用者は94人で、包括直営が13人、委託が81人という状況で

す。 

  要支援認定者の中で、新しい総合事業への移行対象者は、訪問介護・通所介護のみを利用
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されている方となり、53人が対象となります。 

  29年度当初予算では、訪問型サービス256件、通所型サービス382件の利用を見込み、予算

計上いたしました。 

  次に、４点目の、町民のニーズにマッチするサービス体制は整っているか。介護予防サー

ビス事業、生活支援事業、訪問通所生活支援事業、一般介護予防事業の実施の事業者数はに

ついてお答えいたします。 

  事業者数については、介護予防サービス事業としては、通所リハビリテーションが町内２

業者、訪問看護が町内２事業者、町外１事業者、生活支援事業は配食サービス事業となり、

福祉サービスで対応しております。 

  訪問型サービスは町内４事業者、町外１事業者、通所型サービスは町内８事業者、町外３

事業者となっております。 

  一般介護予防事業は、介護予防教室を直営で実施しており、１教室のみ委託事業にて実施

しております。 

  当面は、現状の介護予防サービスを総合事業として、同じ内容、利用料での提供を行って

まいります。 

  今後、利用者のニーズを踏まえ、事業者とも協議しつつ、新たなサービスを検討してまい

りたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） ありがとうございます。 

  そこで、今の御答弁聞いていても感じるところなんですけれども、これからの、略して総

合支援事業と言っておりますけれども、事業の中では、これから町民の皆さんが、今までは

介護認定を申請をして、介護認定を受けてからやってきた。 

  これからは、その前にチェックリストでチェックをして、介護認定が必要なのかそうでな

いのかという、こういうことも入ってくるわけですね。 

  それから、予防サービス事業であったり、通所やいろんなところへ振り分けられていくと

いう流れができてくるわけで、これはよく町民の皆さんにも周知していただかなければなら

ないんですが、そこでやはり、１つの懸念問題というのは、やはり高齢者を対象にしている

事業なわけですから、一般的に、今までの介護認定であれば、当然、お医者さんの診断書が

必要となったんです。 

  しかし、今回のチェックリストということで、簡易的にやっていく場合には、これはそれ
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が必須ではなくなっているということがあります。 

  ただ、お年寄りの健康状況と、また必要なサービスを結びつける上では、そのお年寄りが

どういう持病を持ち、どういう課題を抱えているのかということを考慮しないと、やはり効

果的なサービスにはならないわけですよ。 

  糖尿病を隠して、普通にただ、普通の配食をするなんてことなんかはないわけですから、

一定こういうところは、当然地域包括センターなりが、そういう予防プランとかを立てる上

では、今国が進めているような地域包括ケアシステムの中で、診断情報だとかいろんなもの

も見ることができるんだろうと思うんです。 

  この間、賀茂の保健福祉センターの所長は、今医師会に依頼して、そういうものを作成し

ていますというふうに答弁しましたから、当然、地域包括なんかでそういう情報が一定加味

されてくる、診断書がなくても加味して、その人にあったプラン、事業をやはり選択してい

ただけるということが必要になってくるというのが１つだと思うんです。 

  ２つ目の問題は、今回は、今町長言われたように、そのまま移行していますということ。 

  ただ、全国的に見ると、実は余り総合支援事業のほうに事業者が移行していないという市

町が多いです。 

  それは何かと言うと、昨日来からずっと言っているように、診療報酬なり基準がやはりす

ごく低いということで、民間事業者が移行していないのが事実です。 

  ですから、これからこの１年２年やっていく中で、やはりそうはいってもこれは対応でき

ないということも出てくる可能性があります。 

  やはりそこは目配りをしていかなければいけないところが、やはり２つ目の課題だと思い

ます。 

  ３つ目の課題は、国の考え方、いわゆる制度設計を見ると、どうしてもそこのところを地

域住民の皆さんの支え合いでやってくださいというのが、今回のその制度の枠組みですよね。 

  そうしますと、各地域に生活支援コーディネーターがいて、またそこに地域ケア会議とか

があって、町の中で考えれば、例えば町ないしは地域包括の人間なり社協なり、やはり町内

会であったり、民生委員さんだとか、本当にボランティア団体とかＮＰＯがいっぱいあれば、

当然そういう方々で地域ケア会議なんかをつくって、生活支援コーディネーターが、ここの

人にはもっとこんなことを何とかやってあげようよとかと、こういう話をしろというのが国

の制度なので、ただ、だからそういうことも、今の段階はそのまま移行しているので、作業

としてはそれは１つはクリアできたんだけれども、この制度でこれから進んでいくとなると、
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ここの体制をしっかりつくるということを、やはりかなり難しい問題だなと思うところもあ

るんだけれども、やはり課題としてクリアしていかないと、役場としても、地域包括のとこ

ろでも、支援者はふえてくる、だけれどもサービスを供給する体制ができないではないかと

いう問題がやはり出てくるのかなと思うので、制度の移行に当たって、こういう点をぜひ課

題として、今後解消していただけるよう、ぜひその点も配慮して取り組んでいただきたいと

思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当、平成30年というから、もう本当、地域包括ケアも３人ですから、

本当はもう１人ふやしたいんですよ。 

  なかなか応募してくれる人がいないもので、今町は一番それを懸念しておりまして、人も

30年になる時は、ぜひとも１人欲しいもので、これを聞いている方はぜひとも応募してもら

えれば、大変ありがたいと思います。 

  それぞれ30年になったときの課題、山田議員が言ったように、落ちこぼれのないような人

が出ないように、ちょっとそういうような方法でやっていきたいと思いますし、また現課の

ほうもそれなりに、そういう体制の中で迎えておりますので、また何かありましたら、また

山田議員のほうからいろいろ提案していただければありがたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 今３点ほど問題ということでございましたけれども、ま

ずチェックリストによる関係ですけれども、確かにチェックリストでは窓口での簡易的な調

査になりますもので、医療の意見というものは入ってきておりません。 

  ただ、今現在、医療介護連携ということで、今下田メディカルさんが中心になりまして、

ここ２年ほど、県のほうが委託事業として実施した内容もありまして、医療、お医者さんと

介護、ケアマネさんの連絡表というようなものもつくられておりますもので、そういうもの

も確認しながら、当然訪問も伺いまして、チェックリストだけでなく、そういうことを生か

して審査していくことになるかと思います。 

  それから、２点目の移行の関係、民間事業所のほうですけれども、確かに当町は通所介護

の事業所は、はっきり言って都会並みに多いというのが実際ですが、ただ、サービスのほう

が、例えば緩和した基準でのサービスを提供したとなる場合、事業所のほうはその形で運営

ができるのかという、その事業所の問題も出てきますもので、この辺はまた、事業所のほう
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には、事業所の声を聞きながら、またアンケートも実施する考えでおりますもので、そうい

うものを含めて検討してまいりたいと考えております。 

  それから、３点目の地域住民の支え合いということで、確かにここ難しい問題なんですけ

れども、生活支援コーディネーターというものは平成30年には置かなければならないという

ことで、現在当町の中でも研修を受けている職員、これは社協の職員のほうで受けているん

ですけれども、そちらのほうにもお願いするような形で、協働して業務を行っていくことに

なるかと思いますが、地域の声ということで、地域包括ケア会議につきましては、もう現在

も行っておりまして、区長さんの代表や医療関係、介護事業所、ケアマネ、それからサロン

の方々とか民生委員の方、皆さん御出席いただいて包括ケア会議は開催しておりますので、

地元の声を聞きまして体制整備のほうを進めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、14番、山田議員の大綱質疑を終結します。 

  以上をもって、平成29年度特別会計予算の大綱質疑を終結します。 

  お諮りします。議案第19号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算から議案第24

号 平成29年度東伊豆町水道事業会計予算までは、６人の委員で構成する特別会計予算審査

特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、議案第19号から議案第24号までは６人

の委員で構成する特別会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決

定しました。 

  お諮りします。ただいま設置されました特別会計予算審査特別委員会の委員の選任につい

ては、委員会条例第７条第２項の規定によって、お手元に配りました名簿のとおり指名した

いと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、特別会計予算審査特別委員会の委

員は、お手元に配りました名簿のとおり選任することに決定しました。 

  ただいま特別会計予算審査特別委員会に付託しました議案第19号から議案第24号までにつ

いては、会議規則第46条第１項の規定により、来る３月23日までに審査を終え、報告できる

よう期限をつけたいと思います。これに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、特別会計予算審査特別委員会において、

来る３月23日までに審査を終え、報告できるように期限をつけることに決定しました。 

  なお、委員会室として、一般会計予算審査特別委員会には中会議室を、特別会計予算審査

特別委員会には第１委員会室をそれぞれ当ててあります。 

  お諮りします。特別委員会審査のため、３月11日から３月22日までの12日間を休会とした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、３月11日から３月22日までの12日

間を休会とすることに決定しました。予算審査特別委員会を開き、付託案件の審査をお願い

します。 

  来る３月23日には、午前９時30分から本会議を開き、委員長の報告を求め、質疑、討論並

びに採決を行います。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（村木 脩君） 本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時２８分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成29年東伊豆町議会第１回定例会第17日目は成立いたしましたので、開会しま

す。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 議案第１８号 平成２９年度東伊豆町一般会計予算 

○議長（村木 脩君） 日程第１ 議案第18号 平成29年度東伊豆町一般会計予算を議題とし

ます。 

  一般会計予算審査特別委員長の報告を求めます。 

  ２番、稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） 皆様、おはようございます。 

  それでは、朗読をもちまして審査の結果を報告いたします。 

  平成29年３月23日。 

  東伊豆町議会議長 村木脩様。 

  一般会計予算審査特別委員会委員長 稲葉義仁。 

  一般会計予算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第77条の規
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定により報告します。 

  記。 

  事件の番号、議案第18号。 

  件名、平成29年度東伊豆町一般会計予算。 

  審査の結果、原案可決。 

  １ページをおめくりください。 

  第１、会議日数、月日、場所、出欠席委員、説明員につきましては、下記のとおりとなっ

ておりますので、御確認ください。 

  ４ページをお開きください。 

  第２、主な質疑の対象となった事項につきましては、総務課以下、下記のとおりとなって

おります。こちらにつきましても、あわせて御確認をお願いいたします。 

  ８ページをお開きください。 

  第３、予算に対する意見について報告をいたします。 

  （１）ふるさと納税寄附金（総務課） 

  ふるさと納税については、返礼品の過剰なサービス合戦についての報道がされるなど、制

度そのものに対するさまざまな意見が出ている状況にある。 

  十分に制度の趣旨を踏まえ、当町を応援してくださる方々に積極的にアピールするような

取り組みをするべきである。 

  （２）細野高原維持管理事業（企画調整課） 

  現行の細野高原の管理の範囲は、作業に習熟していない参加者がふえる中で、斜度等の点

において危険と思われる箇所も存在する。 

  管理範囲の見直しを含め、作業の危険防止を図られたい。 

  （３）収納について（税務課） 

  町税全般、特に固定資産税の不納分の調査を徹底し、滞納繰越分の圧縮に努められたい。 

  （４）稲取漁港直売施設（農林水産課） 

  稲取漁港直売施設の建設計画については、現状ハード面における議論が先行している。 

  事業の成否はハード面よりもソフト面にかかってくると思われる。 

  協議会設置に当たっては、農協・漁協スタッフ以外にも職員以外の生産者、商業経営者等

幅広い分野からの人材を募り、誰がどのように運営し、何を出品するのかなど、十分に議論

を深めていただきたい。 
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  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と意見を付し、全会一致で原案を可決すべき

ものと決定したことを報告いたします。 

  よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより、委員長の報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

  １番、笠井議員。 

○１番（笠井政明君） ５ページにあります、住民福祉課の12番、小規模保育事業と、その下

の農林水産課の11番、稲取漁港直売施設詳細設計業務委託料について、委員会の中でどのよ

うなやりとりがあったか、ひとつちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） ２番、稲葉議員。 

○２番（稲葉義仁君） それでは、笠井議員の質問に対し、お答えをいたします。 

  まず、住民福祉課の小規模保育事業、こちらにつきましては、委員会側よりは、小規模保

育事業について、子供の出生も公表され、今年度は34名の出生であるということであるが、

見通しはどうなのか。事業的にはよいことなのだが、子供が少ない中で拡充するべきものな

のか、そのあたりの見通し等について伺いました。 

  当局側からは、現在、稲取保育園は定員90名のところを105名の子供が入所しており、定

員オーバーとなっております。ただ、弾力的運用で108名まで入所が可能となっております。 

  小規模保育の対象は０歳児から２歳児で、６名から19名となっており、設置により利用者

の要望に応える施設運営だと考えているとの御答弁を頂戴しました。 

  あわせまして、昨今、共働きの家庭もふえていることもあり、その点から考えても、こち

らの事業は見通し的には十分応えるものだと御答弁をいただいております。 

  次に、農林水産課の稲取漁港直売施設詳細設計業務委託料についての質問については、ま

ず、稲取漁港直売施設詳細設計業務委託料の概要について伺いました。 

  こちらにつきましては、建物と基礎、土質調査と野積み場全体の土木的な設計となってい

るとの御答弁をいただきました。 

  建物につきましては、確認申請がとれるまでの大まかな建物の絵となり、今おおむね500

平米程度の木造平屋で積算をしているとの御答弁をいただいております。 

  また、あわせまして、先ほどの意見にもありましたとおり、こちらの直売施設については

ハード面ではなくソフト面の検討・構築をどう考えているのかという質問をさせていただき、

こちらにつきましては、農協・漁協に専門のスタッフを決めていただき、協議会のようなも

のをつくる準備をしております。 
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  ２年間で建てる予定ですが、１年目で運営のほうも練っていきます。 

  農協が中心となるとは思いますが、出店については出店者組合などをつくって、販売物の

確保などを図っていくなど、いろいろ検討していきたいという答弁を頂戴いたしました。 

  以上となります。 

○議長（村木 脩君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第18号 平成29年度東伊豆町一般会計

予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものです。本案は委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、議案第18号 平成29年度東伊豆町一般

会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第１９号 平成２９年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算 

◎日程第３ 議案第２０号 平成２９年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算 

◎日程第４ 議案第２１号 平成２９年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

◎日程第５ 議案第２２号 平成２９年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

◎日程第６ 議案第２３号 平成２９年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算 

◎日程第７ 議案第２４号 平成２９年度東伊豆町水道事業会計予算 

○議長（村木 脩君） 日程第２ 議案第19号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計予

算から日程第７ 議案第24号 平成29年度東伊豆町水道事業会計予算まで、以上６件を一括

議題とします。 

  特別会計予算審査特別委員長の報告を求めます。 
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  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） おはようございます。 

  朗読をもちまして、審査の結果報告をいたします。 

  平成29年３月23日。 

  東伊豆町議会議長 村木脩様。 

  特別会計予算審査特別委員会委員長 笠井政明。 

  特別会計予算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第77条の規定に

より報告します。 

  事件の番号・件名。 

  議案第19号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算、審査の結果、原案可決。議

案第20号 平成29年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、審査の結果、原案可決。議案

第21号 平成29年度東伊豆町介護保険特別会計予算、審査の結果、原案可決。議案第22号 

平成29年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算、審査の結果、原案可決。議案第23号 平成29

年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算、審査の結果、原案可決。議案第24号 平成29年度

東伊豆町水道事業会計予算、審査の結果、原案可決。 

  特別会計予算審査特別委員会に付託された１、議案第19号 平成29年度東伊豆町国民健康

保険特別会計予算、２、議案第20号 平成29年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、３、

議案第21号 平成29年度東伊豆町介護保険特別会計予算、４、議案第22号 平成29年度東伊

豆町稲取財産区特別会計予算、５、議案第23号 平成29年度東伊豆町風力発電事業特別会計

予算、６、議案第24号 平成29年度東伊豆町水道事業会計予算について、質疑の対象となっ

た主な事項を以下のとおり報告いたします。 

  第１、会議回数、月日、場所、出欠委員につきましては、お手元の資料をごらんいただき

たいと思います。 

  ３ページをおめくりください。 

  第２、質疑の要旨。 

  １、平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①国保の世帯数と被保険者数及び収納率は。 
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  一般保険者は、2,722世帯4,390人で、前年対比95世帯282人の減。 

  退職被保険者は、66世帯77人で、前年対比60世帯73人の減である。 

  収納率は、一般被保険者の現年分で、特徴100％、普通徴収90％、滞納繰越分30％、退職

被保険者の現年分で、普通徴収92％、滞納繰越分30％を見込んだ。 

  ②人間ドック補助金392万円の見込みと対象は。 

  160人を見込む。自己負担額から１万円を差し引き、上限３万円を支給。 

  人間ドック受診者には、結果表の提出を求め、特定健診の対象とする。 

  補助金の助成を受けられるのは、国保加入者で滞納のない方。 

  ③高額医療費が伸びている要因と病名は何か。 

  がん・Ｃ型肝炎で高額な薬を使うケースがふえている。 

  また、透析や心臓疾患の手術がふえれば要因となる。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①30年度より広域になるが、納税者の負担はどうなるか。徴収は町で行うのか。 

  ②検診で病気が見つかり、高額に進む場合はあるか。 

  以上が質疑の対象となった事項で、全会一致で原案を可決しました。 

  ２、平成29年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①収納率は。 

  予算については、静岡県広域連合の試算額により計上している。 

  収納率については、29年２月末で普通徴収現年度分85.27％、滞納繰越分36.85％、特別徴

収現年度分100％となっている。 

  ②特別徴収はどのような人が対象になるのか。 

  受給年金の年額が18万円以上であり、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の合算が特別

徴収の対象となる年額の２分の１以下である人。 

  納付は介護保険料が優先となる。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①高齢者がふえていく中での対応は。 

  以上が質疑の対象となった事項で、全会一致で原案を可決しました。 

  ３、平成29年度東伊豆町介護保険特別会計予算。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 
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  ①普通徴収の対象者はどのような人か。 

  転入者や65歳到達者、受給年金額が18万円未満の方、無年金者など。 

  ②２号被保険者とはどういう人か。 

  40歳から65歳の方。健康保険の保険料の中で徴収された保険料を、社会保険診療報酬支払

基金により交付金として交付される。 

  ③介護認定審査会費について、現在の認定者数と、認定調査方法は。 

  認定者数は、29年２月末で約740人。 

  調査方法は、調査員が訪問し、国で決められた74の調査項目について、家族同席で実施し

ている。 

  日ごろの様子などは家族からも聞き取り、特記事項に記載し、審査会に諮っている。 

  ④介護予防・生活支援サービス事業について、認定を受けていない人も利用できるのか。 

  制度改正により、これまで予防給付で実施していた介護予防訪問介護・通所介護について、

町が実施する地域支援事業で実施することとなった。 

  要支援認定者の中で訪問介護と通所介護のみを利用する方と、認定を受けなくても窓口で

チェックリストを実施し、事業対象者となった方が対象となる。 

  予算については、認定が切れた方から順次移行するため、予防給付の実績をもとに計上し

た。 

  ⑤任意事業の成年後見町長申立審査請求費128万円については、何件見込んでいるか。 

  新規申立３件24万円、報酬８件104万円を見込む。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①任意後見人の啓発について。 

  ②介護予防・日常生活支援総合事業について。 

  以上が質疑の対象となった事項で、全会一致で原案を可決しました。 

  ４、平成29年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①天草漁をしていた海女さんが亡くなり、このままでは配分金が数年後にはなくなるので

は。町長の提案で地域おこし協力隊を公募し、天草漁を担わせると聞いたが現状は。 

  配分金については、過去３カ年の平均を計上した。 

  唯一の天草漁海女さんが亡くなり、後継者を探していかなければならない状況にある。 

  地域おこし協力隊については、先日面接をし、１名を仮決定した。 
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  ダイビングで雑草取りなどから始め、技術を磨いてもらう予定。 

  ダイビングは浮遊した状態で漁を行うため、面潜で行うよりも作業効率は悪くなり、水揚

高に影響が出るのではと懸念する。 

  ②今後も天草は安定してとれるのか、見込みは。 

  27年度からダイビングにて、天草がつきやすいよう、雑草取りを行っている。 

  天草自体減っているという話は聞いていない。 

  ダイビングでとるとなると、これまでのような面潜でとるよりも効率が落ちるため、漁獲

量も落ちることは考えられる。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①天草漁に関しては、漁業権の問題や他の漁師との兼ね合いもあるのでは。 

  ②ダイビングで安定した収穫は見込めるのか。 

  以上が質疑の対象となった事項で、全会一致で原案を可決しました。 

  ５、平成29年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①風力発電事業の今後の見込みは。 

  昨年５月から12月まで、３基とも停止していた。 

  今年度は基金を繰り出して何とかやりくりした。 

  現在も３号機は停止している。動かすには4,400万円ほどかかるため、修理もできない状

況。 

  このままではぎりぎりの運営となり、基金も450万円くらいしか見込めない。 

  債務償還もあと２年あり、事故があると運営できなくなり、一般会計に迷惑かけないため

にも、技術を持った会社が運営したほうがいいという判断をした。 

  現在、１社に相談をかけている状況であり、町有で民営という形を想定している。 

  ②解体資金はあるのか。 

  現状のままでは厳しい。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①繰り出しをせず、基金を積み立てたほうがよかったのではないか。 

  （３）意見。 

  風力発電事業は、平成15年事業開始となり、債務償還も残り２年となった現在、３号機は

停止し２基での稼働となり、経営状況が不透明であるため、今後の経営に対し早期の対応を
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望む。 

  以上が質疑の対象となった事項と委員会からの意見で、全会一致で原案を可決しました。 

  ６、平成29年度東伊豆町水道事業会計予算。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①主な事業のアセットマネジメントは何か。 

  資産管理を行うこと。今後、水道ビジョンや経営戦略策定のもととなるもの。 

  ②水道料金の状況はどうか。 

  収益的収入は、水道事業収益が４億6,090万3,000円で、前年度より1,412万7,000円の減。 

  給水収益は４億1,600万円で、前年度より1,200万円の減。 

  簡易水道収益は2,190万円で、前年度より120万円の増を見込む。 

  給水収益の減の要因は、旅館等大口使用者の給水水量の減少。 

  また、簡易水道収益の増の要因は、大口の別荘地の給水量がふえている。 

  ③資本的支出の原水及び浄水施設整備費の工事請負費5,224万円の内容は。 

  ３号井戸取水水中ポンプ取りかえ工事、取水場除じん機改良工事、熊口第１水源取水施設

改良工事など５本を計画している。 

  ④資本的支出の配水及び給水施設整備費の工事請負費4,800万円の内容は。 

  熱川系遠方監視装置改良工事、細野配水池改良工事、白田浜配水管布設がえ工事、横ヶ坂

配水管布設がえ工事及び細野沈砂池改良工事など６本を計画している。 

  ⑤企業債残高は。 

  平成28年度末で10億1,204万1,427円。 

  平成29年度末には９億2,208万4,672円となる。 

  毎年、元金及び利子償還金は１億1,300万円ほどの支払いとなる。 

  企業債償還最終年度は平成41年度となる。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①白田浄水場は古いが、大口の工事はあるか。 

  ②未払い金1,364万3,000円の内容は。 

  白田浜水源の供給件数は。また、片瀬地区へ供給はできないか。 

  以上が質疑の対象となった事項で、全会一致で原案を可決しました。 

  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） お諮りします。議案第19号から議案第24号までの平成29年度特別会計
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及び水道事業会計の予算６件について、一括質疑としたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、議案第19号から議案第24号までを

一括質疑とします。 

  それでは、議案第19号から議案第24号までについて、委員長の報告に対する一括質疑を行

います。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） すみません。 

  報告書に記載しているところで、３点ばかりお伺いしたいと思います。 

  １点目、まず国民健康保険ですけれども、報告の中ではその他の質疑の対象となった事項

というふうになっておりますけれども、来年度、広域都道府県による国保が広域化されると

いう中で、このその他の質疑という中で、30年度より納税者の負担はどうなるのかと、徴収

は町で行うのかと、この点についてどういう説明がなされたのか、お聞かせいただきたいと

思います。 

  ２つ目に、介護保険事業で、ここでもその他の質疑の対象となった事項ということで、介

護予防・日常生活支援総合事業というふうになっておりますけれども、どういう質疑等がな

されたのか、お聞かせください。 

  ３点目に、水道事業会計ですけれども、ここでもその他の質疑の対象となった事項という

ことで、白田浄水場について記載があります。 

  大変老朽化をしているという点から、緊急性のある工事等はなかったのか、この点につい

て、この質疑の内容とともにお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

○１番（笠井政明君） それでは、山田議員の質問に対してお答えをさせていただきます。 

  まず、国民健康保険特別会計予算の、30年度より広域になるがというところでございます

が、平成30年から県が保険者に加わり、静岡県と市町で国保運営を行うこととなりますと、

税率については県が標準税率を示すが、最終的には町が決定することとなります。 

  町は県に対し、提示された納付金を納めることとなるため、納付額に見合う税率を検討す

る必要がある。 

  現在、県にて給付金、標準保険税率のシミュレーションを行っており、４月には結果が示
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される予定であります。 

  今の時点では、どのような結果になるかわからない状況であります。 

  町としては、納付額に見合う保険税が確保できたとしても、個々の世帯で増減がどのよう

になるかも未定であります。 

  30年度の税率改正に向け、９月ごろに第２回目のシミュレーション結果が示されるため、

この時点で保険税率の改正要否の検討をすることとなります。 

  また、一括方式、現在４方式で算定している固定資産割を除き、３方式となることが決め

られています。 

  議長、休憩お願いします。 

○議長（村木 脩君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時００分 

 

再開 午前１０時０２分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ、再開します。 

○１番（笠井政明君） 続きまして、東伊豆町介護保険特別会計予算の質問、介護予防・日常

生活総合事業についてということですが、制度改正に伴い、予防給付のうち訪問介護・通所

介護については市町村が実施する地域支援事業の中、介護予防・日常生活支援事業に移行す

ることとなると、国の基準は平成27年改正前の指定介護予防サービス等の事業人員、設備及

び運営並びに指定介護予防サービスにかかわる介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準に定められている。 

  介護予防訪問介護・通所介護のサービス内容、人員、整備に運営を示すということです。 

  あと、水道のほうの白田の大口の工事の件ですが、私は浄水場が古いが、大口の工事はあ

るかということでお伺いをしております。 

  見てのとおり、かなり古いので、更新するのも決めていかなければならないということで、

来年度行う水道ビジョン、アセットマネジメント等で確認をして決めていくということで御

答弁がありました。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ほかに質問は。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） これをもって質疑を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第19号 平成29年度東伊豆町国民健康

保険特別会計予算を採決します。 

  この予算に対する委員長の報告は…… 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時０６分 

 

再開 午前１０時０６分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ、再開します。 

  これより、議案第19号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算の討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第19号 平成29年度東伊豆町国民健康

保険特別会計予算を採決します。 

  この予算に対する委員長の報告は可決とするものです。本案は委員長の報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、議案第19号 平成29年度東伊豆町国民

健康保険特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第20号 平成29年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算の討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第20号 平成29年度東伊豆町後期高齢

者医療特別会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものです。本案は委員長の報告のとおり決するこ
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とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、議案第20号 平成29年度東伊豆町後期

高齢者医療特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第21号 平成29年度東伊豆町介護保険特別会計予算の討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第21号 平成29年度東伊豆町介護保険

特別会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものです。本案は委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、議案第21号 平成29年度東伊豆町介護

保険特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第22号 平成29年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算の討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第22号 平成29年度東伊豆町稲取財産

区特別会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものです。本案は委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、議案第22号 平成29年度東伊豆町稲取

財産区特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第23号 平成29年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算の討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 
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  お諮りします。ただいま議題となっております議案第23号 平成29年度東伊豆町風力発電

事業特別会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものです。本案は委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、議案第23号 平成29年度東伊豆町風力

発電事業特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第24号 平成29年度東伊豆町水道事業会計予算の討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第24号 平成29年度東伊豆町水道事業

会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものです。本案は委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、議案第24号 平成29年度東伊豆町水道

事業会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第８ 防災情報システム整備特別委員会の閉会中の継続調査について 

○議長（村木 脩君） 日程第８ 防災情報システム整備特別委員会の閉会中の継続調査につ

いてを議題とします。 

  防災情報システム整備特別委員長から、所掌事務のうち会議規則第75条の規定によって、

お手元に配りました調査事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査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。したがって、委員長から申し出のとおり閉会中



－231－ 

の継続調査とすることに決定しました。 

 

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

 

◎日程第９ 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９ 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29年第２回定例会までに調査することにしたいと思い

ます。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。議会運営委員会所管事務調査については、議会

運営委員会にこれを付託し、調査することに決定しました。 

 

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

 

◎閉会の宣告 

○議長（村木 脩君） お諮りします。本定例会に付議された案件の審議はすべて終了しまし

た。したがって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、定例会は本日で閉会することに決定し

ました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  平成29年第１回東伊豆町議会定例会を閉会します。 

  長い間、御苦労さまでございました。 

 

閉会 午前１０時１４分 


