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一般会計決算審査特別委員会（第１日目）記録 

 

                    平成２９年９月１２日（火）午後３時１８分開会 

 

出席委員（６名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ５番  西 塚 孝 男 君 

     ６番  内 山 愼 一 君     １０番  藤 井 廣 明 君 

    １２番  鈴 木   勉 君     １３番  定 居 利 子 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（５名） 

総 務 課 長 梅 原 裕 一 君 総務課長補佐 
兼 財 政 係 長 鈴 木 貞 雄 君 

総務課財政係 太 田 正 浩 君   

 

議会事務局 

書 記 吉 田 瑞 樹 君   
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開会 午後 ３時１８分 

 

○臨時委員長（鈴木 勉君） それでは、お時間が来ましたものですから、一般会計決算審査

特別委員会を開きたいと思いますので、よろしいですか。 

  お疲れのところをどうもありがとうございます。 

  委員会条例第９条第２項の規定に基づき、私が臨時委員長の職務を行います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

  ただいまの出席委員は６名で、委員定数の半数に達しております。よって、一般会計決算

審査特別委員会は成立いたしましたので、開会をいたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  これより委員長選挙を行います。 

  お諮りします。委員長の選挙には投票による方法と、指名推選にする方法がございますが、

いかがいたしますか。 

（「指名推選で」の声あり） 

○臨時委員長（鈴木 勉君） それでは、委員長の選挙は推薦にしたいと思いますが、御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時委員長（鈴木 勉君） 御異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で

行うことに決定しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時１９分 

 

再開 午後 ３時２０分 

 

○臨時委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

  ただいま、私に推薦がありましたが、それでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」「お願いします」の声あり） 

○臨時委員長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、ただいま推薦がありました12番、
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鈴木勉が委員長に当選しました。 

  ただいま、委員長に当選しました12番、鈴木勉が本委員会に出席しておりますので、本席

より告知いたします。 

  皆さん方のお力をいただきまして、一般会計の決算審査を滞りなく遂行していただきたい

と思いますので、私の不手際がいろいろございますけれども、皆さん方のご努力をいただき

まして、円滑に、円満に終わりますことをお願いいたしまして、委員会の委員長の挨拶とい

たします。よろしくお願いします。 

  それでは、これより副委員長選挙を行います。 

  お諮りいたします。副委員長の選挙は指名推選にしたいと思いますが、御異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うこ

とに決定しました。 

  お諮りします。指名の方法については、委員長が指名することにしたいと思いますが、御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、委員長が指名することに決定し

ました。 

  副委員長に、５番、西塚孝男委員を指名します。 

  ただいま、委員長が指名しました５番、西塚委員を副委員長の当選人と定めることに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました５番、西塚委

員が副委員長に当選されました。 

  ただいま、副委員長に当選されました５番、西塚委員が本委員会に出席しておりますので、

本席より告知いたします。 

  副委員長に就任されました５番、西塚委員は副委員長席にお願いをいたします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時２２分 
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再開 午後 ３時２３分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

  それでは、５番、西塚委員に副委員長就任の御挨拶をお願いします。 

○副委員長（西塚孝男君） 決まりました西塚です。委員長を助けて頑張ってやっていきたい

と思います。よろしくお願いします。 

○委員長（鈴木 勉君） ありがとうございます。 

  それでは、暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ３時２３分 

 

再開 午後 ３時２７分 

 

○委員長（鈴木 勉君） それでは、休憩を閉じ、再開をいたします。 

  本委員会に付託されました議案第37号 平成28年度一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  これより質疑を行います。質疑の対象を総務課、選挙管理委員会とします。 

  質疑ありませんか。 

  ちょっと暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時２８分 

 

再開 午後 ３時３９分 

 

○委員長（鈴木 勉君） それでは、休憩を閉じまして、再開をしたいと思います。 

  どうですか、質疑に入りたいと思いますけれども、御意見ございませんか。 

  ページ16のほうで、ちょっとお願いしますか。 

  ここに、保育、民生費の勘定の中で保育所のことが書いてございますけれども、この中で

滞納繰越分というのが計上されているわけなんですけれども、この滞納繰越分という内容的
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なものは、結構数字的には大きい数字と小さい数字があるんですけれども、この内容的なも

のはだめなんですか。はい、わかりました。 

（「総務課の管轄では……。すみません」の声あり） 

○１番（笠井政明君） すみません、13のところの７款のゴルフ場利用税交付金というのが、

当初見込みよりちょっとでありますけれども約170万程度、今年、今回、増えているんです

けれども、これは単純にあれですか、利用客が多かったということでよろしいんですか。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいまのゴルフ場利用税交付金については、28年度決算額が

1,869万6,720円ということで、27年の決算と比較して45万1,080円、2.5％の増ということで

す。これにつきましては、単純に利用客が増えたという解釈でよろしいと思います。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかにありますか。 

○１０番（藤井廣明君） 15ページの地方交付税の関係なんですけれども、15、16、これは地

方交付税が大体収入の、歳入の20％ですか、20.7％くらいになっているというふうなことな

んですが、昨年よりパーセンテージはちょっと下がっているんですが、金額もちょっと下が

っているかな、しかし、一番初めの当初予算から見ると、かなり増えているような内容だと

思うんですよ、当初予算が９億3,500万ぐらいのところが、実際は収入済額が11億3,509万で

すか、というふうになっているんですけれども、これは増えたということになるんですか、

それとも去年から比べれば若干下がっているということなんですか、その辺をちょっと教え

ていただきたいなと私は思うんですが。 

○総務課長（梅原裕一君） まずは、普通交付税の前年対比ですけれども、27年度と28年度を

比べて1,995万3,000円の減というふうな形でございますけれども、まずこれは、前年対比約

2,000万円の減ということで、この内容については、基準財政需要額が増えれば交付税は増

えると、基準財政需要額が減れば交付税は減ると、基準財政収入額が減ると交付税は増えて、

基準財政収入額が増えると交付税は減るということを、まず第１に御理解いただきたいんで

すけれども。 

  その中で、基準財政需要額が減になった理由としましては、これは国勢調査の、平成22年

の国調から27年の国調が速報の数値を使ったことによって、人口がかなり減ったということ

で、交付税の算定に非常に大きな、例えば消防費の人口、それから地域経済の雇用対策費の

人口、それから保健衛生費の人口ということで、こちらの人口の算定が非常に落ちたという

ことで、まず基準財政需要額が減になったということが誘因であります。それから、基準財

政収入額の増減について、これについては、これは大きな……ないから、これはいいですね。



－6－ 

基準財政需要額にとって、国調の人口を使ったことによって、交付税は減になったというこ

とを御理解いただきたいと思います。 

  それから、あともう一つは、当初予算の見込みの関係ですが、先ほど、１番議員さんおっ

しゃったとおり、交付税に占める割合というのは非常に大きいものですから、県からの指導

によりまして、過大な見積もりはするなというふうな指導があって、どこの市町においても

約９割、10％安全率を見るというふうな形にありまして、うちの当町においてもそのような

形で当初見越していたんですけれども、結果的には85.4％ということで、５％ほど見越した

金額よりも余計に入ったということで、その分、補正の金額が増になったというような要因

でございます。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。ほかにございませんか。 

  34ページは大丈夫ですか。 

  その中の、ふるさと納税の寄付金というのがありますよね。この示されている２億6,000

万かな、数字的に読むと、この数字というのは、予想したものから比べてどれぐらいのもの

の数値になるんですか、当初から比べてどれぐらい増えたのかなと思って。 

○総務課長（梅原裕一君） この寄付金と見込みというのは、本当に多く見込んでいいのかど

うかというのもありまして、昨年に比べて、先ほど大綱質疑の中でも11倍、前年に対して11

倍に増えたということですけれども、当初予算3,000万ということで上げてありますけれど

も、結果的には２億6,197万5,000円という大きな数字になったということです。 

○委員長（鈴木 勉君） 前年対比が。 

○総務課長（梅原裕一君） はい。 

○委員長（鈴木 勉君） このふるさと納税のことについて、もう少し聞きたいんだけれども、

当初、東伊豆町の経理的なものからいくと、ふるさと納税というものの積み重ねが来ている

んだけれども、ここまで来たときに町としたらふるさと納税をもっと増やしたいなという、

そういう気持ちはあるんですかね。 

○総務課長（梅原裕一君） 当然ながら、ふるさと納税については地元の産業が潤って、雇用

が守られて、知名度も上がって、寄付金を返戻金につぎ込んでもおつりが出るというぐらい、

どこの市町においてもこれについては相当な力を入れておりますので、当町においても、町

長は最初は消極的だったんですけれども、やはり地域の地元の産業を育てるというふうなこ

とも含めて、27年度は2,747万5,000円だったんですけれども、28年度は２億6,197万5,000円
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ということで、そういったことで大幅に増ということで、今後も、各市町の非常に競争激化

している中で、当町においてもふるさと納税が増えていく方策というのを考えていかなけれ

ばならないというふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） 同じページの中で、加森観光があるわけです、一番上に。加森観光

の貸し付け分という、これもだめ、これは違うのか、うそ、ごめんね。 

  そうしたら、町道の整備の寄付金は大丈夫ですか。 

（「建設産業」の声あり） 

○総務課長（梅原裕一君） 一応、ふるさと納税寄付金と一般寄付金だけです、すみません。 

○委員長（鈴木 勉君） じゃ、結構です。取り下げます。 

  すみません、ほかに質疑したい方ございますか。 

○１０番（藤井廣明君） 35、36ページの、基金繰入金の中の財政調整基金の繰入金で２億

6,500万ですか、繰り入れているわけですけれども、そうしますと、今回はちょっと多かっ

たんでしょうか、それとも少なかったんでしょうか、基金からの繰り入れは。それとまた残

額がどのくらいになるかも、ちょっと教えていただけますか。 

○総務課長（梅原裕一君） まずは、財政調整基金の28年度末の残高が６億2,597万7,000でご

ざいます。それで、財政調整基金の繰入金、取り崩しの金額が多いかどうかということにつ

いては、これについては多いとか少ないとかということではなくて、やはりその中で町長の

政策的なものがあり、財源不足の部分を補うのが財政調整基金のあり方だと思いますので、

当初予算を組むに当たって、残念ながら基金の取り崩しをしなくて済むような予算を組めれ

ばいいんですけれども、その辺、当初の中でもいろんな福祉の経費が伸びているとか、いろ

んなそういった財政需要がかかる中で、できれば基金をできるだけ抑えた中で当初予算を組

むという形が一番好ましい形だと思いますけれども、残念ながら、非常に税収も減っている

状況の中で交付税も先ほど申し上げたとおり、交付税も含めるというのはなかなか当初の中

では、億の水準に含めないということの中で予算を組んでいる中で、これが多い、少ないと

いうのは、最終的に６億2,500万という数字に何とか落ちついたんですけれども、これにつ

いては、今後も、財政調整基金をできるだけ造成していくというふうな姿勢を持たなければ

ならないと考えます。 

○委員長（鈴木 勉君） 藤井さんどうですか。 

○１０番（藤井廣明君） これは、いろんなものとの関連があると思うんですけれども、さら
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に、何ですか、歳出のほうでも、ちょっと別の件で聞きたいと思いますので、とりあえずこ

の歳入のほうではいいです。 

○委員長（鈴木 勉君） 今の関連で、もう少し内容的にこう厳しく聞きたいんだけれども、

答弁の中にもあったように、繰越残高が６億というのが数字で出てきたんだけれども、この

数字というのは、将来この東伊豆町のことを考えていくと、基金としたら非常に小さな数字

ではないのかなという懸念がするわけですよね。今、答弁の中にもあったように、何とか基

金を、財政の基金を大きくしたいという気持ちが、僕らにもすごく大事なことではないかな

と思うんでね、余りにも全ての事業の中に、財調を取り崩して行っていくという事業につい

ては、やはり精査をすべきではないのかなというのがここに出てくるわけなんですけれども、

そこら辺はどうですかね。 

○総務課長（梅原裕一君） 御指摘のとおり、財政調整基金の残高が幾らあったら、うちの町

は適正かというふうな形のものをよく聞かれるんですが、私というか、財政のほうの担当と

して財務省のいろいろヒアリングを受けた中で、災害等々があったときに、すぐに国のほう

が支援してくれるわけではないものですから、過去のそういった例を見たときに、約10億ほ

どかかるということで、私どものほうでは、財政調整基金の残高を10億というふうな形で目

標を設定しております。それに向けて、委員のおっしゃったとおり、少しでもそれに近づく

ような形の行政改革を進めているところでありますけれども、御案内のとおり、過去におい

ては平成14年、15年が一番厳しい時代があって、これは各市町の合併の時代で、１億4,500

万、１億5,600万というところで少しずつ増えていった中で、平成22年に７億を超えて、や

っと６億から７億のところに水準が少しずつ増えてきたというふうな状況にありますので、

その辺、財政のほうでも、少しでも基金を増やしていきたいという気持ちは今も持っていま

して、一応、10億を目標に掲げておりますので、そういった形で歳出をできるだけ削減をし

て基金を増やしていくと、有事の際、そういう災害等に対応できるような形の、町としては

持続可能な形の予算をつくっていかなければならないというような形で考えております。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） どうですか、ほかに。 

○１０番（藤井廣明君） 41ページの町債に関してちょっと伺いたいんですけれども、町債の

発行額が３億4,300万ということでしょうか、になっているかと思うんですけれども、この

間はちょっと割ともう少し多かったの、28年は意外と少なかったかなというふうに見ている

んですけれども、成果表の中にも21ページにも表なんか出て、非常に詳しく分析されている
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ようですけれども、この辺の中でちょっと疑問だなと思ったところは、これだけの町債を発

行して、ちょっと今回、落ちているんですけれども、前年と比べて、若干、町債の発行額が

落ちている、しかし、町債の元利償還金は別に落ちていなくて、５億2,274万でしょうか、

というくらいにこうなっていると。そうしますと本来的には町債を発行して、元利償還金を

払っていけば、そっちのほうが大きくなれば、どんどん町債の残高が少なくなっていくんで

はないかなというふうには思うんですけれども、これを見ますと、まだ53億700万ですか、

という形で余り大きくは減っていないような気がするんですけれども、このぐらいのペース

はいつも、何か特徴があるというんではなくて、普通の発行額、それから償還金額になって

いるんでしょうかねこれ、その辺ちょっと教えていただきたいんですが。 

○総務課長（梅原裕一君） 確かに、10番委員さんおっしゃったとおり、平成28年度の町債の

借り入れというのは、例年に比べて非常に小さかったと思います。やはり基本は、新たな発

行の額が当該年度の元金償還金を上回らないということが、必ず町債というのは減っていく

というのが基本なものですから、財政としてみれば、そういったものを常に考えながら取り

組んでいかなければならないというふうに思っています。その３億が適正かどうかというの

は、財政健全化指標で説明させていただいたとおり、実質公債費比率においても、現段階に

おいては大きな問題はなく、適正な水準というふうな形になっておりますので、その辺は、

決して危険な状況ではないというふうなことは御理解いただきたいと思います。今後も引き

続き、実質公債費比率を下げるということと、できるだけ借り入れを元金の償還の額を下回

るような、そういった考え方というのは常に持たなければならないと考えております。 

  以上です。 

○１０番（藤井廣明君） そうしないと、結果的に財政が硬直化していくというか、これ、歳

出で大体10％くらい償還金になっていくわけですよね。そうすると、それがどんどん大きく

なれば、町でやりたい事業とか、課長がおっしゃられたような突発的な事故とか、そういっ

たものにも対処できないようなことになって、非常に硬直化していくといいますか、そうい

う財政圧迫になっていくのかなというふうに思うので、今のところ、特にこの28年は割と発

行額も少なくて、優秀な健全な運営をしているんではないかと思いますけれども、その辺の

ところをまたひとつ、いろいろわかんないところを教えていただければと思います。 

○委員長（鈴木 勉君） 藤井さんよろしいですか。 

  それでは、歳入のほうはこれぐらいにしてもよろしいでしょうかね。はいどうぞ。 

○１３番（定居利子君） 18ページの日帰り団体市民農園の使用料について、内容的に、昨年
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から市民農園の貸し出しをして、これ、使用料……。 

（「市民農園は関係ないですね」「農水のほうだと思うんで」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 定居さん、そういうことですからよろしいですか。 

○１３番（定居利子君） はい、いいですよ。 

○委員長（鈴木 勉君） 歳入のほうにつきましてはどうですか。これ以上質疑、皆さん御意

見ございますか。なければ質疑の対象を歳出のほうに移りたいと思いますけれども、いかが

ですか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） それでは、質疑の対象を歳出のページ、45ページからにさせていた

だきたいと思います。 

  質疑ございませんか。 

○１番（笠井政明君） すみません、歳出のところの２款１項１目、ふるさと納税寄付推進事

業7,682万円のところの代理収納システム利用料235万3,856円なんですけれども、27年から

28年にかけて、28年からでしたっけ、カード決済というのは、ふるさとチョイスに関しては

27年からでしたよね、たしか、だったと思うんですけれども、クレジットカードになって結

構金額が増えたと思うんですけれども、この辺の手数料は、例えばこれ以上増えると上がっ

たりとか、来年こうするとかいうことはあるんでしょうか、教えていただけますか。 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） ただいまの質問ですけれども、この手数料が寄付

額の１％ということになっておりまして、結局、寄付金、寄付額が増減すれば金額は変わっ

てくるんですけれども、率は変更がありませんので、一応、１％ということで御理解をいた

だけたらと思います。 

○委員長（鈴木 勉君） 笠井さん、大丈夫ですか。 

○１番（笠井政明君） もう１個。この申し込みのほうも利用手数料というのは、これシステ

ム利用料ですかね。 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） これはふるさとチョイスの１年間の利用料という

ことになっております。これは定額であります。 

○１番（笠井政明君） 了解しました。はい、終わりです。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかにございませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 52ページ、52ページの上のほうに、ＣＡＴＶと広報事業というのが

129万5,999円という数字出ているんですけれども、これは１社ですか、２社、今、議会には
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２社入っているんですけれども。 

○委員長（鈴木 勉君） ちょっと、先ほどの説明の中でいくと、52ページに関しては、財政

管理事業と公の公会計整備事業と２つに限るという形になっていますけれども。 

  ほかの質疑、お願いできますか。 

  70ページは大丈夫ですか、70ページの１号目の50番、個人番号の関連事業のという形は違

うの。 

（「住民課のほうです」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 違うのね。はい。 

  ほかに質疑ございますか。 

○１番（笠井政明君） すみません、ここで聞いていいかどうかちょっとわからないんですけ

れども、ふるさと納税に関して、基金に諸経費引いて積み立てていると思うんですけれども、

積み立ての内容についてちょっとお伺いしても大丈夫ですか。 

  多分、町長にお任せというのが多分一番多いとは思うんですけれども、利用の目的別とい

うのがたしかあったと思うんですよ。何に幾らでというのがたしかあったと思うんですけれ

ども、まずそれをちょっと１つ教えていただきたいなというのがあります。用途別があるは

ずなんで。 

○総務課長（梅原裕一君） ふるさと納税の使い道の希望ということで、まずは一番多いのは、

町長にお任せというのが44.9％になります。続いて第２番目として、教育子育てが35.2％、

続いて地域福祉が10.6％、それから４番目が生活環境ということでこれが8.4％、主な要素

になっております。 

○１番（笠井政明君） この間、僕のほうもちょっと広報でデータを出してもらったときの資

料を、今、ちょっと手元に持ってきていないんで、まだうろ覚えで申しわけないんですけれ

ども、たしか直接的にキンメマラソンにとかいう項目があったと思うんですけれども、そこ

の、要は団体へとかの寄付に関してはどのようにしていくのか、ちょっと教えていただけれ

ば。 

○総務課長（梅原裕一君） 御指摘のとおり、例えばキンメマラソンの運営に幾らとか、ある

いは観光に幾らだとか、図書館の充実に幾らとか、海岸清掃事業に幾らだとかというふうに

具体的に明記をして、指定をしてございますけれども、果たしてそこまで細かくやれるかど

うかというのは、１つ難しいところだと思いますけれども、いずれにしましても、何に使っ

てもいいというわけではありません。間違っても経常経費に充てるということはできません
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ので、これはもう原理原則になっております。だから、基本的にはやはり、政策的なものと

か事業に使うというのが正しいやり方だと思っておりますので、御理解いただいたいと思い

ます。 

○委員長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時１０分 

 

再開 午後 ４時１７分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開をしたします。 

  ほかに質疑ございませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 71ページの、71、72で統計調査というのがあるんですけれども、統

計調査費、これが808万……。 

（「すみません、企画調整課」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） ほかにどうですか、ほかにございませんか。 

  いかがですか、総務課の歳出につきまして、質疑ございますか。 

  委員の皆さんどうですか、御意見よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） それでは、質疑がないようでございますから、以上で総務課、選挙

管理委員会に対する質疑を終結いたします。 

  暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ４時１９分 

 

再開 午後 ４時２２分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、いかがですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 御異議なしと認めます。 
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  よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

  本日はこれにて延会をいたします。 

  なお、９月13日は午前９時30分より会議を開きますので、よろしくお願いいたします。 

  御苦労さまでした。 

 

延会 午後 ４時２２分 
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開会 午前 ９時３０分 

 

○委員長（鈴木 勉君） それでは、お時間が来ましたから、開会をしたいと思います。 

  それでは、一般会計の決算審査特別委員会を開催したいと思います。 

  ただいまの出席委員は６名で、委員定数の半数に達しております。よって、一般会計決算

審査特別委員会は成立いたしましたので、開会いたします。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

  前日に引き続き議案第37号に対する質疑を行います。 

  質疑の対象を企画調整課といたします。質疑のほどよろしくお願いいたします。 

  質疑ございませんか。 

（何事か言う声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） ちょっと休憩しますか。 

（何事か言う声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時３１分 

 

再開 午前 ９時３３分 

 

○委員長（鈴木 勉君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  それでは、質疑のほどよろしくお願いします。 

○１０番（藤井廣明君） その24ページの総務費の補助金の中の要するに番号制ですね、税番

号制度システム整備費、それからその下の個人カード交付費等々が1,266万円ですか、きて

いるんですけれども、それに関しては、例えば何人ぐらいを見込んでこういった個人カード

交付事務をやっているのかとか、この進捗ぐあいはどうかとか。 

  それともう１点、前の住基カードとの、たしかまだ生きているんじゃないかと思うんです

けれども、その辺との整合性はどうかということを伺いたいと思います。どうでしょうか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これはシステム整備費に関する補助金でございまして、この

内容については、システム整備費の内訳として、総務省の分として住民基本台帳地方税務宛
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名システムに1,500万円、それから中間サーバーについて18万4,000円。それから、厚生労働

省分につきましては、生涯福祉、それから児童福祉、国庫システム、介護保険システム、健

康管理システムにつきまして429万3,000円となっております。これについて３分の２の補助

金がつきまして4,546万円になっておりますけれども、交付する人数については、この補助

金の交付については、人口に応じてということなので、それに応じて交付されているという

ことになります。進捗状況的なものは、もうシステム改修は終わっているということで、順

調に稼働はしております。 

○１０番（藤井廣明君） 住基。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 住基システムは生きておりまして、今、併用しておりますけ

れども、もう国の施策としてこちらに移行するということで進んでおります。 

○１０番（藤井廣明君） そうしますと、住基ネット自体はまだ生きているということで、こ

れは運用しないで新しいカードのほうにするということに、転換していくということですか。

それを順次進めていると。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 稼働はしておりますので、住基ネットを使用したい方は使え

るようにはなっておりますけれども、もう主流はこちらのほうに移っておりますので、徐々

に、移行期間ということで今行っているところであります。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかにございませんか。 

○１番（笠井政明君） 35ページの風力発電事業特別会計繰入金なんですけれども、ちょっと

昨日、大綱質疑でも特別会計なのであれだったら回答はあれですけれども、265万7,161円を

繰り入れているわけなんですけれども、基金のほうの、昨日も言いましたけれども、積み立

てが今ゼロの状況で、一般会計にしないでこれにした理由をもう１回聞かせてもらえればと

思うんですけれども。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 昨日の繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、当

初予算にお互いにこちらから出す、いただくというような、計上してあります。単年度赤字

であれば、これはいたし方なく、もう一般会計から補正をいただくことになりますけれども、

毎年度で会計が成り立つものであれば、一応約束事でございますので、風力発電のほうから

こちらへ繰り出した。こちらから繰り入れるというような形で、目的については、風力発電

の収益を環境教育やエコリゾートタウンの推進ということで考えておりますので、こういう

形をとりました。 

  今年につきましては、笠井さんの御心配のとおり積立金もなければいけないということで、
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4,600万円の収入を見込んでおりまして、その中で300万円の積み立てをして、なおかつ同じ

ような繰り出しをするというような形でつくっております。ですから、今年については、太

陽光補助金について一般会計のほうで見ていただきますけれども、必要な環境教育について

は繰り出しをする。もし本当に２基が１基故障してだめであれば、それは笠井さんの御指摘

のように一般会計繰出金はやめて、逆に助成していただくということになりますけれども、

今のところ順調に来ておりますので、当初予算のとおりやっていけるものと今のところは考

えております。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

○１番（笠井政明君） はい。 

○委員長（鈴木 勉君） 同じ36ページのこれは奨学金の基金の繰入金というのは質問してい

いんですか。 

（「それは違います」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） これは違う。じゃ、結構です。 

○１０番（藤井廣明君） 26ページの県補助金から市町村の自主運行バス事業というのをやっ

ていると思うんですけれども、これは現在、何路線で概要と、それからどのくらいの利用が

あるかとか、その辺ちょっと。これどういうふうに算定してもらっているのかなというよう

な、その辺ちょっと補助金の内容です。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 路線数は、大川から志津摩までの１路線ということで、１日

11便、５往復半、11便あります。利用については、主に通学であったりとか、買い物のお客

様であります。 

  この補助金を算定するに当たりましては、年に２回、乗降調査をやりまして、東海バスの

職員とうちの職員が乗り込んで、何人乗ったかということで、大体の収入が推計されます。

年間の運行経費からその収入を差し引いた額を９分の１、あるいは年間の赤字額のいずれか

の少ない金額が補助対象になりまして、年間経費の10分の９が893万5,000円でございますの

で、その半額446万7,000円が補助金として県からいただいているものでございます。 

○１０番（藤井廣明君） わかりました。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかにございませんか。 

（発言する人なし） 

○委員長（鈴木 勉君） では、すみません、34ページの加森観光は質問していいんですか。



－6－ 

よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） この今、加森観光に貸してあります坪単価はどのぐらいのものなの

かなというのと、それからその下にある町有地の貸付料というこの内容について説明をして

いただきたいなと思います。 

  それから、その下の温水の売り払い収入の内容ですね、何名ぐらい利用者があるのか、そ

の点についてお答えできますか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） １点目の加森観光の貸付利用料でございますけれども、ゴル

フ場用地につきましては75円、１坪当たり75円です。その他の用地、アニマルキングダム等

につきましては90円となっております。それから、町有地の貸付料につきましては、東京電

力などに電柱の貸付、ＮＴＴも同様です。それから、下田警察署ということで、交番の用地、

それから東海岸の駐車場が２カ所ありますけれども、そこからの収入。それから、東電用地

に線下の補償がありまして、それの収入も入っております。 

  次に、温泉売り払い収入ですけれども、白田の源泉が入っておりまして、白田、あの源泉

が12名の14本ありますけれども、そこから大体２万2,000円。源泉によって違うと。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） ２口の方と１口の方がいるんですけれども、２万

5,000円から5,000円ぐらいの、建てる場所によって単価が変わってきます。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑ございませんか。 

○１３番（定居利子君） 今の加森観光の関連なんですけれども、これは３年ごとの更新とい

うことで、来年が更新になるんじゃなかろうかと思いますけれども、この加森観光さんの意

見として、今、ゴルフの利用者が年々少なくなっている中で、もとは100円からした土地代

が今70円、またアニマルキングダムのほうは90円という形でなっていますけれども、今後の

推移として、これが値下げの要求が出てくるのかどうか。これは52％は財産区のほうですか、

貸付料の52％は財産区のほうへ配分されるということの中で、４区としてはすごい貴重な財

源の一つでもあると思うんですよ。そうすると、値下げの要望になりますと、もちろん４区

のほうの配分も少なくなっていくんじゃなかろうかなと思いますので、その点、どういう加

森観光さんとのお話があったかどうかということで。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 実は今年が更新の年だったんですけれども、特に何も向こう

から申し入れがなく、わざわざこちらから言うこともないということで、現行どおり更新し

た契約でございます。ですから、平成31年までは今の金額ですけれども、その後は、定居委
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員のおっしゃるように、そういう可能性もあるということは念頭に置いて進めていきたいと

思います。 

○１３番（定居利子君） もう１点ですけれども、ちょっと決算的に関連があるかどうかわか

らないんですが、庁舎駐車場の使用料というのは、これは職員さんの駐車料金だと思います。

庁舎の横の駐車場ですよね。これは何台分が計算されているのかどうか。何台分の使用料か。 

（「何ページ」の声あり） 

○１３番（定居利子君） 40と42の雑収入です。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 雑入ですね。 

○１３番（定居利子君） 雑入のほうです。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 庁舎だけですと、４輪が64台、それから２輪が10台というこ

とになります。単価が、４輪が2,500円、２輪が500円ということでいただきます。あとは熱

川支所、図書館、幼稚園、アスド、給食センター、観光協会からもいただいております。 

○１３番（定居利子君） 使用料が2,500円、500円いただいているという中で、土日に朝市が

下の駐車場を使われて、土日、例えばこの間の慰霊祭があるとか、表彰があるとか、そうい

う役場を使用する、土日に限られていますので、駐車場に大変案内を出す方が困っているん

ですよ。遠くのほうへ置いたりしているもので、土日は職員さんが利用していないところが

結構あるので、そういったところを利用させてもらうとか、案内のときに、例えば庁舎の駐

車場をこういうふうに確保してあるとか、何番から何番までは利用していいですよという、

そういう案内を添えて出していただければ、一番ありがたいなと思うんですよ。そういう場

合は、やはり職員さんの了解を得て、土日ずっと使うということじゃなくて、１年の間に何

回かですので、例えば青少年の育成のときなんかも、案内する方は相当あると思うんですよ。

一番困るのは駐車場なんです。朝市さんは、道路沿いのほうを使われているけれども、朝市

は朝市で一生懸命努力しながら、あれだけの朝市にしていただいたので、朝市へ来る方の駐

車場、そこをそういうイベントとか、そういう表彰関係のときに使うということもできませ

んので、極力そういう職員が使っている駐車場を利用させていただければ、案内する方、ま

た商店の人たちはありがたいんじゃないかなと思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 現状でも大きなイベントのときには、職員の駐車場があいて

おりますので、使っていただくようにしております。 

  申し出があれば、そういうことに関して使っていただくことは、全くやぶさかではありま

せんので、そういうお申し出があれば御相談いただければと思っております。 
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○１３番（定居利子君） １度、例えば案内を出すときに、こういったところを利用してくだ

さいと一言添えていただければ、やはり車で大川とか北川とか遠くからいらっしゃる方も多

いので、そういった方たちを優先的にでもとめてあげられるように、稲取地区の人たちは歩

いてでも行けますので、先日の慰霊祭のときも、役場の玄関横の駐車場が使えなかったりし

ているもので、どうしても、そうしたら、役場庁舎の前の道路のほうへとめるような形にな

りますので、そういう現状をよく把握していただいて、利用できるところは利用させていた

だければなと思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 私どもも協力をいたしますので、主催者の皆様の御対応をお

願いしたいと思っております。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

  ほかにどうですか。 

  笠井さんどうですか。 

  40ページの中にありますお試し住居の利用料が16万8,000円と計上してあるんだけれども、

この内容はどういうところなんでしょうかね。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 昨年度の実績につきましては15件、29人、147日の利用があ

りました。１日1,000円ですので、計算が合いませんけれども、都合によりキャンセルとか

短縮したときにも、お金は返還しませんよということでお約束してありましたので、プラス

21日で16万8,000円の使用料でございます。 

○委員長（鈴木 勉君） これだけの人が利用してくれているというんだけれども、一応あそ

この目的は、あそこを使った後に、この町に対して、要するに移住があるのか、この町に対

しての魅力がどうだとかという、そういうものに対しては、この宿泊をしてくれたり、利用

してくれたお客さんのコメントなんかはあるんですかね。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 御案内のとおり２名移住をされております。滞在中に、昔よ

く喫茶店にありましたよね、雑記帳みたいなもの、それに書いていただいたり、帰るときに

はアンケートに答えていただくようにして、どういうところが足りなかったのかというよう

なことで、日々改善して対応しております。 

○委員長（鈴木 勉君） いいアンケートの内容があるということですね。 

  質疑ございませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 今と同じ40ページのところの雑収入の中の社会福祉協議会の施設使

用料、これは白田のあそこのセンターでいいんですか。470万円、結構大きい金額になって
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おります。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 藤井さん、この中に入っている番号のものがうちの担当にな

りますので、そちらの内容。 

○１０番（藤井廣明君） 了解。 

○５番（西塚孝男君） 42ページの32番、公共事業のユニバーサルデザインの助成金というの

はどこの。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これにつきましては、ダイロクキッチンのユニバーサルデザ

イン化工事に対して10分の10いただいています。これは歳出で出てきますけれども、トイレ

を改修して、前は和便だったのを洋式にして手洗いをつけたのと、２階にシャワーブースを

つくりましたので、それの工事費になります。 

○５番（西塚孝男君） わかりました。 

○委員長（鈴木 勉君） いいですか。 

○５番（西塚孝男君） はい。 

○委員長（鈴木 勉君） どうですか。いいですか。 

  同じく42ページにある幼稚園からの売電収入は質問していいのかな。小学校と中学校には

売電収入、42ページ、入っていないのか。 

（「入っていない」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 入っていないのか。じゃ、いいです。 

  質疑のほうはどうですか。なければ、歳出のほうに移りたいと思いますけれども、よろし

いですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） ありがとうございます。 

  それでは、質疑の内容を歳出のほうに移りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  どうですか、質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） すみません、歳出のところ、成果表でもいいですよね。 

  成果表の29ページ、地球温暖化対策関係、さっきのところに絡んできますけれども、アー

スキッズとか太陽光発電に関しては、すごいいい取り組みだと思うんですけれども、温泉

熱・小水力発電施設管理事業の中で、この中にも、円滑な運転が図られ、多くの視察者を受

け入れることができたという形になっていますが、まず小水力・温泉熱の28年度の視察件数

ですね、まず教えていただいて、27年度と比較して増減がどの程度だったかというのをまず
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教えていただきたいと思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 昨年度の視察件数は８件、119人の方がお見えになりました。

増減については、ちょっと申しわけありません。手元にないので、後ほどお知らせいたしま

す。 

○１番（笠井政明君） ここのところもエコリゾートタウンということで、環境にやさしいエ

ネルギーというところで、特別会計のほうから繰り入れた部分、お金を支出していますけれ

ども、歳出の62ページのところですね、温泉熱・小水力発電施設管理業務委託料126万6,476

円、ここに関しては、観光協会とグッディーズにそれぞれ振り分けていると思うんですけれ

ども、金額の内訳を教えていただければ。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 熱川温泉観光協会につきましては、114万6,476円でございま

す。グッディーズにつきましては12万円ということになっております。 

○１番（笠井政明君） このそれぞれの金額に関して、例えば小水力発電12万円に関しては、

どのような業務委託をしているのか。あとは温泉熱もほぼ114万円でどのような業務委託を

しているのかも教えていただければと思います。 

○企画調整課地域振興係（田村貴行君） まず、小水力ですけれども、小水力につきましては、

川から水を取水しているところなんですけれども、その部分が、やはり川が大雨が降ったり

すると、乱れたりして取水しにくくなる場合がございますので、必ず週１回の確認と、あと

大雨が降ったときの取水口の清掃、あと通常の運転に関しまして確実に水が回っているかと

いうことで点検をしております。 

  温泉発電につきましては、温泉を使っていることから、温泉の熱を一部介して熱交換して

いるんですけれども、そこの部分に温泉のスケール、湯花みたいなものがたまって、熱交換

率が落ちたりしますので、そこの清掃。あと同じようにスケールを取るための防止剤の注入。

あとクーリングタワーを使っておりますので、クーリングタワーの清掃等、主にその辺を行

っております。 

  観光協会につきましては、常に施設の管理ということで、一応故障があった場合は、協会

の事務局内にパトランプがつきまして、それで確認できるようになっていますので、管理を

していただいております。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） 毎年かもしれないですけれども、ちょっと視察の件数が少なめかなと

思います。金額的にはそんなに大きな金額ではないんですけれども、つくってしまって、今
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運用しているので、やはりここのところは、今後もちょっと増やしていって、視察の件数等、

あとは視察もただではなくて、多少資料代とかいただいていたりとかもするかなと思うんで

すけれども、していないですか。そういうところで付加価値として、先進的な取り組みでは

あるので、ちょっと今後も減らさないようにお願いをしていきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑ございますか。 

○１０番（藤井廣明君） 52ページの文書広報費の中の上のほうで、２番にＣＡＴＶ等広報事

業で129万5,999円ですか、出ているんですけれども、これは１社ですか、２社ですか。それ

とも、どんなふうな形で広報を委託しているかということをちょっとお伺いしたいなと思い

ます。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これは２社でございまして、ＩＫＣに25万円、残りがハイキ

ャットで104万9,999円という内訳になっております。 

○委員長（鈴木 勉君） 藤井さん、よろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） そうしますと、以前としては、奈良本地区では視聴できないという

苦情があるかと思うんですけれども、同じような町税を使って補助している中で、片方の地

区が聞けて、片方は聞けないというふうになると、やはり不満が出てくるのではないかなと

いうふうに思うんですが、これは今現在の決算の話ではないかもしれませんけれども、その

辺の苦情とか、あるいはそういうものがあったときに、もう少し拡充してどうしようかとい

うふうな方策とか、そんなものは今ないですか、そういった案といいますか方向性。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 御指摘の点につきましては、従前からずっとあるということ

は御案内のとおりなんですけれども、政治的な絡みもございまして、事務的にもいろいろ働

きかけてはおるんですけれども、なかなか難しい問題で、いまだに解決ができないというと

ころですけれども、おっしゃることも当然のことだと思いますので、事あるごとにそういう

ことは訴えていきたいと思ってはおります。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかにございませんか。 

  ページ52の中に、成果表にもあるみたいなんだけれども、メールの配信システムというの

があるわけですよね。この利用者というのはどのぐらいの人が利用していますか。成果表に

は載っていないような気がするんだよな。何名ぐらい利用者。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 現在の登録者数、６月１日現在ですけれども、フリーメール

の登録者が3,003人ということで成果表に書いてあります。 
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○委員長（鈴木 勉君） この成果表にもあるんだけれども、数字は載っていないんだけれど

も、今後も利用促進を図っていきたいというのがあるんですけれども、3,000という数字は

多いのか、町としてはもっと利用者があったほうがいいのか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 町の人口は１万2,600人ぐらいです。高齢者が40％、4,800人、

まだまだいると、潜在的な需要はあると思いますので、伸ばしていけるものと思っています

けれども、その中でツイッターを使っていらっしゃる方、メールじゃなくても、今、ツイッ

ターで同じようなことを配信しておりますので、そちらの利用者は…… 

○委員長（鈴木 勉君） 今のは…… 

○企画調整課長（遠藤一司君） ですけれども、フォローしなくても見れますので、そちらの

ほうでも見ていただくようなことができますので、併用しながら今後進めていきたないと思

っています。 

○委員長（鈴木 勉君） 下に書いてある、3,003人。 

○１番（笠井政明君） すみません、また成果表で申しわけないんですが、31ページのシステ

ムの電算のところですね。コンビニ収納を対応するシステム改修を行ったと書いてあるんで

すけれども、これ支出のところだと、何ページのどれになりますかというのが１つと、水道

のほうは対応しないかどうかというのだけちょっと教えていただければと思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 決算書の64ページの委託料があります。この保守管理委託料

の中に、コンビニ収納対応システム改修業務委託がありまして、これは100万円の税込みで

108万円がこの中に含まれております。水道課については、今のところ対応してはいないよ

うです。 

○１０番（藤井廣明君） 58ページの下のほうになりますけれども、空き家バンクの推進事業

というのがあるんですけれども、現在、登録件数とか、成約数というのはどんなふうになっ

ていますか。 

○企画調整課企画係（山田勝之君） 現在のところの登録、27年度から始めまして、登録31件

です。そのうち成約件数が８件ありまして、うち５件が売買の成約、３件が賃貸の成約とな

っております。 

  以上です。 

○１０番（藤井廣明君） 関連してなんですけれども、これの広報といいますか、選定は主に

どういったことで募集しているというか。 

○企画調整課企画係（山田勝之君） まず、ホームページの掲載と、町の広報ひがしいず等で
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登録物件の募集、あと区長会等へ空き家があったら教えてくださいという投げかけもしてい

ます。 

  空き家バンクの利用のほうにつきましては、移住相談とかというのを東京とかに行って行

うんですけれども、そこの部分でＰＲをさせていただいています。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） 藤井さん、よろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） はい、今の件は了解です。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑ございませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 次に、60ページの８番になります。地域おこし協力隊なんですけれ

ども、ここに載っている数字は３人の数字でいいんですか。人数と、それから具体的な活動

なんかを少しなるほどと納得できるような、そういう成果といいますかこれに関して少し説

明いただきたいなと思うんですけれども、どうでしょう。 

○企画調整課長（遠藤一司君） ３人雇用しておりますけれども、２人が４月から、１人が６

月からということでやっているわけです。 

  １人は荒武君ですけれども、空き家対策ということでやっていただいていますけれども、

ダイロクキッチンを中心に活動を広げておりまして、町の中でいろいろな会合に呼ばれて意

見を発表したりとか、いろいろな活動を行っています。ダイロクキッチンの利用も、かなり

いろいろな団体とネットワークを結んで定期的な活動を行っておりまして、ニューサマーカ

フェという介護支援事業を定期的に行ったりとか、写真展であったりとか寄席をやったりと

か、そういうことをやっております。今、東海汽船の改修をやっておりますけれども、空き

家改修プロジェクトのほうの先輩として、そちらのほうについてもアドバイスをしたりとか、

そういう形で活動を広げています。それから、研修に行きまして、起業に対する勉強をして

いまして、起業を目指す方に対するアドバイスができるように、もちろん自分も３年後に起

業するつもりでＮＰＯなんかを立ち上げているんですが、起業に対するアドバイスができる

ような研修にも行っておりまして、若者の交流のプロジェクトにも積極的に参画してくれて

おります。 

  それから、野口君につきましては、今、伊豆急で行っておりますオリーブ園のほうの事業

に参画しておりまして、いずれは自分も耕作放棄地を借り受けてオリーブを植えて自立した

いというような気持ちを持っております。それから、自分で田んぼを借りて田植えをするイ

ベントを地域の子供に対して開催したり、そういう農業の活動も行っております。 
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  鎌田君につきましては、当初、観光協会に勤めておりましたけれども、そこで町の観光の

実情を知った中で、半年ぐらいで自立をいたしまして、今は東海汽船の事務所を拠点に、地

域資源を活用した物品の開発であったりとか、屋台でカフェをやりたいということで、そう

いう免許を取って、今その屋台をつくって、開業に向けて準備をしているところであります。 

○１０番（藤井廣明君） 今説明いただいたんですけれども、なかなか活動が見えてこないな

というような部分もちょっとあったり、これは国のほうから来ているんですよね。 

○委員長（鈴木 勉君） 特別交付税。 

○１０番（藤井廣明君） 交付税。だから、いいということじゃなくて、一応こういう人らが

来ていて、これだけ身近にいるということで、もうちょっと活躍の場が目に見えるような形

であるといいなと思うんですけれども、ダイロクキッチンのやっているところのカフェとい

うのが、こっちのほうだと認知症カフェというふうな名前になっているんですけれども、例

えばそれが通称でずっと使っているようなんですけれども、広告というかあれにもね。ただ、

名前として、ネーミングどうなんですかね。認知症カフェじゃなくて、例えば認知症予防カ

フェとか、奈良本だとニューサマーカフェですか、そんなふうなことで、割と取っつきやす

いかなと思うんですけれども、その辺なんかも含めて、ちょっとネーミングなんか引っかか

るななんて感じする人もいると思うんですけれどもね。 

  それともう１つ、オリーブ畑を手伝っているというふうなことなんですけれども、町内空

き地が結構、耕作放棄地なんかがあって、それで困っているなというのは、一般質問やら何

かでもよく議論されているところなんですけれども、今現在、オリーブの畑の手伝いという

のは、伊豆急さんのオリーブ畑なんですよね。そうしますと、これは公費でいわば雇用され

ている人が、伊豆急さんの畑ということは、民間の会社の畑になるわけで、何でそんな義務

があるのかなと。伊豆急さんは、逆に社員を雇って、そうするべき手入れとか、草むしりと

か、いろいろな作業があるんじゃないかと思うんですけれども、その辺はどんなふうにお考

えでしょうか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） まず、第１点目のダイロクキッチンのニューサマーカフェで

すけれども、認知症カフェなんですけれども、ニューサマーカフェ（認知症カフェ）という

名前だったと思いますし、とりあえずダイロクキッチンは、場所が使用しているところなも

のですから、そこら辺のネーミングの関係は主催者のセンスということで御理解いただきた

いと思います。 

  それから、なかなか形に見えないということでお思いになっていらっしゃるんですけれど
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も、町長も言っておりますけれども、うちの町も受け入れをしたのは初めてですし、彼らも

１年目ということで、ほかで経験があったわけではないものですから、長い目で見ようとい

うことで、28年度決算については、まだ形にあらわれていないということをご理解していた

だいて、今後の活動に御期待をいただきたいなと思っております。 

  それから、オリーブの件ですけれども、確かにおっしゃるように、伊豆急のためにお金を

出してというようなお考え方もあるかと思いますが、私どもの考えとしましては、研修のた

めに伊豆急さんに受け入れていただいて、その経験を今後の自分の活動、町の耕作放棄地の

解消に役立てようという考えでやっておりますので、ぜひその研修ということで御理解いた

だければと思います。 

○委員長（鈴木 勉君） 藤井さん、よろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） はい。 

○委員長（鈴木 勉君） 次、どうですか。 

○６番（内山愼一君） 今の関連で、これはダイロクだとか東海汽船の関係なんかも、ハード

の面のお金で、修理だとかいろいろなことをしているんだけれども、実際に彼らが一生懸命、

自分のところでやっているものの宣伝をするようなことについても、朝市とかして自分の手

づくりのものをやったりしているんだけれども、もう少しソフトのお金をつけてやって、も

うちょっと活動が、今、彼が心配しているように、見える格好のことをやるについても、自

分の人件費じゃなくて、ソフトの分のお金をつけてやらないと、なかなか見える仕事ができ

てこないと思うんだ。だから、ハードだけじゃなくて、ソフトの面についても、お金を自腹

で町のほうで負担をして出してやったほうがいいと思うね。 

（何事か言う声あり） 

○６番（内山愼一君） だから、ダイロクだとか、そういうところでやっている人間が今ほか

のことをやっているでしょう。それを全て含めて見えるようにする形には、自分たちの活動

をするときに、チラシだとかいろいろなものがあると思うんだよ。そういうものをできるだ

けつけてやってほしいということを言っているわけ。 

（「ちょっと休憩」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１９分 
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再開 午前１０時２４分 

 

○委員長（鈴木 勉君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  62ページの路線バスの運行について質問してもいいですかね。 

  今、成果表のほうも見たんですけれども、今この中の利用者の実態という数値を知りたい

なと思うのと同時に、その中に、利用者の中には児童生徒がどれぐらい含まれているのかな

というのも聞いてみたいなと思いますけれども。 

○企画調整課地域振興係（田村貴行君） 乗降人数につきましては、年に２日、乗降調査とい

うのを行っております。その昨年の実績は、２日間で283人となっております。１日に平均

すると141名となっております。 

○委員長（鈴木 勉君） 児童生徒はその中に何人ぐらい含まれているのか。 

○企画調整課地域振興係（田村貴行君） 児童生徒は、乗降ということなので、ちょっと乗り

おり、延べ人数になってしまうんですけれども、この２日間の間に延べ全ての11往復全てで

100名程度です。今、一応、すみません、小学生、中学生、高校生を含めてです。 

○委員長（鈴木 勉君） この決算の数字とはちょっと違うんだけれども、これからスクール

バスができるじゃないですかね。そちらのほうにこの子供たちというのは移行するんですか

ね。そういう地域の人たちじゃないの、これ。大体利用する人たちは、向こうの熱川地区の

子供が多いんじゃないかなと思うんだけれども、その子たちは、小学校だとかの子供たちは、

スクールバスを今度利用できるんじゃないかなと思うんだけれどもね。ごめん、決算の話じ

ゃないからね。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 大川から熱川小学校に行っている子供は、数人のみは行って

いないということで、北川からも１人行っています。それで、時間を10分ずらして、それで

調整したことはありましたけど、北川が１人いて、大川の方でという話はなかったかな。朝

の朝礼に間に合うか間に合わないか、10分おくらせて、それで調整した覚えがありますので、

北川の子がいますけれども、今、大川小学校は使っていないわけですから、そこら辺がちょ

っとわかりませんで、今使っていない子たちは、そのままスクールバスに移行するわけです

から、ほぼ影響はないということです。 

○委員長（鈴木 勉君） 決算のほうの話、利用者が283人が２日間だけれども、金額的には

1,200万円という数字が出ているわけですよね。62ページにある数字は1,200万円だよね。管

理事業のほうに使っている金がね。これは今年の数字なんだけれども、前の年から比較して、
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数字としては大きくなっているんですか、減っているんですか。 

○企画調整課地域振興係（田村貴行君） 283人というのは、２日間の乗降調査の結果ですけ

れども、28年度は、その調査した２日間ですけれども、245人、27年度が282人ということに

なっております。 

○委員長（鈴木 勉君） ごめん、金額の話、僕聞いたのは。人数はわかりました。ありがと

う。ごめん、人数も今そういう前年対比で言ってくれてありがたいんだけれども、それはそ

れでありがとう。そうではなくて、ここに決算に出ている1,200万円という数字は、前年対

比でどのぐらい多くなったのか少なくなったのか、同じなのかな。 

○企画調整課地域振興係（田村貴行君） 27年度につきましては1,290万3,840円でございます。 

○委員長（鈴木 勉君） ほとんど横ばいだということだね。ありがとう。 

○１番（笠井政明君） 59、60ページ、結婚支援事業ゼロ円ということなんだけれども、ごめ

んなさい、僕もうろ覚えであれでしたけれども、28年度から始めたんでしたっけというのが

１つと、ゼロということは、成果表にも出ていなかったので、特に補助金として支出するも

のがなかったということでいいですかね、教えてください。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 結婚支援事業でよろしいですか。 

○１番（笠井政明君） はい、そうです。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これにつきましては、国から引っ越し費用、引っ越しすると

きに引っ越し費用を支出するというので、世帯収入が300万円の縛りがあったものですから、

２人で300万円の世帯というのはほとんどないので、なかったですね、去年。今年は340万円

に基準が上がったんですけれども、今のところゼロです。ほかのところを見てもないんじゃ

ないですかね。 

○１番（笠井政明君） 了解です。 

（「すみません、所得のほうで２人」の声あり） 

○１番（笠井政明君） そうですよね。合計ですよ。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 収入ではなくて所得。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかによろしいですか。 

○１番（笠井政明君） はい。 

○委員長（鈴木 勉君） どうですか、質疑ありますか。 

○１０番（藤井廣明君） 74ページにたしか統計調査というのが、28年は国勢調査はなかった

と思うんですが、これは主にどういった調査をやっているのか、ちょっと伺いたいなと思い
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ます。 

○企画調整課長補佐兼情報係長（山西和孝君） 28年度につきましては経済センサスというの

を行っております。これは５年に１回実施されるものでして、調査員が11名、指導員が１名

ということで、調査対象、経済センサスなものですから、事業所が対象になります。610件

ほどの事業所を調査しております。 

○１０番（藤井廣明君） 参考までに伺います。それは毎年やるんですか。 

○企画調整課長補佐兼情報係長（山西和孝君） ５年に１回になります。 

○１０番（藤井廣明君） 国勢調査と一緒。 

○企画調整課長補佐兼情報係長（山西和孝君） 国勢調査とはずれています。 

○１０番（藤井廣明君） 了解です。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかにどうですか。質疑十分なされましたか。 

  質疑ないようでしたら、企画課のほうを終了したいと思いますけれども、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） それでは、以上で企画調整課に対する質疑を終結いたします。 

  暫時休憩します。どうもお疲れさまでございました。 

 

休憩 午前１０時３４分 

 

再開 午前１０時４５分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより質疑を行います。質疑の対象を税務課とします。よろしくお願いします。 

  質疑ございませんか。 

  ごめんなさい、これも歳入のほうからいきたいと思いますから、よろしくお願いします。 

  どうですか、質疑ございませんか。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時４６分 

 

再開 午前１０時４８分 
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○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  お願いします。10ページですよね、10ページ、毎年同じように滞納のことについては苦慮

するわけなんですけれども、滞納繰越分として、ここに1,600万円というのを計上されてい

るんですけれども、この内容的なものとか、それから徴収に滞納整理についての今までの実

態とかというものについては説明をお願いできますか。一番上のこれ何ですか。ごめんなさ

い。個人町民税の中での01、1,600万円の数字です。 

○税務課長（福岡俊裕君） 滞納繰越分、個人町民税の滞納繰越分2,664万4,554円につきまし

ては、主に個人町民税の普通徴収に係る分の滞納という形になっております。 

○委員長（鈴木 勉君） 数字的なものがあるんですけれども、これについて徴収して滞納の

整理だとか、そういう業務もしていると思うんですよね。そういう実態とかについてはどう

いう形ですか。県のほうに全部委託して回っているから、今は町民税という形の中ですか。

整理の仕方。 

○税務課長（福岡俊裕君） 個人町民税につきましては、賀茂地方税債権整理回収協議会とい

う協議会が平成28年度に発足しておりまして、こちらのほうと連携をとりながら滞納整理に

ついては当たっております。また、地方税の48条、都道府県による徴収が活用できますので、

こちらのほうも県のほうにお願いした中で収納に努めているところでございます。 

○委員長（鈴木 勉君） その下にあります固定資産税のほうの滞納分も、今説明したのと同

じような形の中の理解でいいのかな。 

○税務課長（福岡俊裕君） 固定資産税の滞納分につきましては、原則、滞納者は全ての滞納

者に同様の手続で進めておりますけれども、現年分に未納がある方については、催告書の発

送ですとか電話催告を行うことによりまして、納付を促し、納付に応じていただけない場合

には、財産調査や差押などを行っております。翌年度に繰り越された滞納額がある滞納者に

ついては、優先順位づけを行いまして、賀茂地方税債権整理回収協議会との連携のもと、財

産調査や差押などを行い、特に徴収が困難な案件につきましては、静岡地方税滞納整理機構

に移管することで処分に当たっております。 

  ただし、固定資産税につきましては、破産などの要件によりまして、平成28年度に収入が

見込めなかった、これは現年分50万円以上の案件というのが６件ございまして、未納額が

3,400万円を上回っております。これが固定資産税の2.75％を占めております。町税全体で

も1.69％を占めておりまして、こういった大型案件の要因によりまして、収入未済額が膨ら
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んでいる状況となっております。 

○委員長（鈴木 勉君） ごめんね、今、成果表をちょっと見たんだけれども、なかなか私が

解読できなくて申しわけないんですけれども、滞納のほうは、私が先に整理の仕方を聞いた

わけですけれども、この額というのは、滞納額というのは、前年とかに比べて増えているん

ですか、減っているんですか。 

○税務課長（福岡俊裕君） 滞納額につきましては、今、執行停止ですとか不納欠損のほうが

進んできまして、額のほうは徐々に減ってきている状況にございます。 

○委員長（鈴木 勉君） 今の説明でいくと、もちろん一生懸命回収しているんだけれども、

減っている率の最大の要因は、不納欠損を処理しているという形になっているのか。結構回

収もしているんだろうと思う。 

○税務課長（福岡俊裕君） 徴収につきましては、先ほど来申し上げておりますように、賀茂

地方税債権整理回収協議会及び静岡地方税滞納整理機構への移管等含めて、収納率及び収入

自体は、今調定は減っている状況にあるんですけれども、収入は増えている状況にございま

すので、収入については増えている状況にあるんですけれども、一方で、滞納整理について

も、徐々に滞納整理が進んでおりまして、執行停止ですとか不納欠損による処分も進んでい

るということで、圧縮につながっているという状況でございます。 

○委員長（鈴木 勉君） 今の町の財政からいっても、この滞納という金額が非常にウエート

があるし、大きくなればなるだけ、ほかの交付金だとか、そういう形にも影響が出てくると

いうのが僕ちょっと思うんだけれども、そういう中でいけば、やはり不納欠損という、ごめ

んね、何でもいいから切ってまえという意味じゃないんだけれども、何年か過ぎたりしたと

か、世代がわからないだとかという形になれば、やはり不納欠損というものを適切に使って

いって、滞納額を減らしていくという、要するに体の洋服を脱いで、もっと本当の肌着ぐら

いのものにしていったほうが調査もやりいいんじゃないのかなという気持ちがするんですけ

れども、どうですか。 

○税務課長（福岡俊裕君） まさにおっしゃるとおりでございまして、滞納額が膨らんでいる

状況にありますと、その事務作業にかなりの労力を費やすこととなります。したがいまして、

しっかりとした財産調査を行った中で、これは収入の見込みがない、資力がない法人ですと

か、実態のない法人等、収入の見込みがないものについては執行停止、不納欠損による処分

を的確に行いまして、事務量の削減に努めることも必要でありますということでございます。 

○１３番（定居利子君） 成果説明書の40ページなんですけれども、固定資産税の関係なんで



－21－ 

すけれども、この風力発電事業の中で、東電さんから配分が来ていますけれども、それも増

になった要因の一つであると思うんですよ。これは三筋山の件ですよね。それはわかるんで

すけれども、奈良本のほうは風車が十何台ですか、それは償却資産等で上がってきているん

でしょうか。 

○税務課長（福岡俊裕君） 奈良本の風力発電施設の課税の状況につきましては、平成28年度

につきましては、固定資産税が約2,400万円ほど固定資産税として上がってきておりまして、

これについては既に納期の到来分については全額が納付されております。 

○１３番（定居利子君） これは全部の風車が償却の固定資産税として上がっているんですか。

まだ営業的にはやっていないんですよね。県のほうの認可がおりて、営業収入はあるんです

か。 

○税務課長（福岡俊裕君） 三筋山の話ですか。 

○１３番（定居利子君） 奈良本のほう。 

○税務課長（福岡俊裕君） 奈良本のほうは営業しておりますね。 

○１３番（定居利子君） そこはまだはっきり…… 

○税務課長（福岡俊裕君） 営業しております。 

○１３番（定居利子君） それと、全体的に見て収納率が上がっているという中で、町外です

か、県外の徴収にも、この表が出ているんですけれども、実績が上がっているんですけれど

も、そういうときには、税務課も人数的には何人か少なくなって、業務を果たされると思う

んです。まして、今度、賀茂のほうの１市５町でやられている、そちらへも職員を派遣され

ているという中で、収納体制というのは大変だと思うんですよ。町長も一般質問等の中でお

っしゃいましたので、今後、税務課としての取り組みをやはり今の体制で、４人、５人の体

制ではきついんじゃないかなと思います。県外も行ったり、東京も行ったり、どこも行った

りして、実績が上がっている中で、やはりそういうところを税務課のほうも当局サイドに申

し入れるなりして、一人でも多くの人、職員を派遣していただいて、それで収納率を上げて

いただければ、やはり財政的にもプラスになっていくんじゃなかろうかなと思いますので、

課長のお考えを伺います。 

○税務課長（福岡俊裕君） 滞納整理に当たりましては、１人当たりの処分できる件数という

のは、おおむね決まっております。一般的には200件から300件程度というふうに考えられま

すけれども、これ以上の件数となりますと、事務処理に手が回らないという部分がございま

すので、御指摘のありましたとおり、適正な人員確保が図られることが望ましいと考えてお
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ります。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

○１３番（定居利子君） はい。 

○１０番（藤井廣明君） 10ページの軽自動車税なんですけれども、これは軽自動車の中には

バイクも含まれていますか。 

○税務課長（福岡俊裕君） はい。 

○１０番（藤井廣明君） 含まれていますね。その中で滞納繰越と出ているわけですけれども、

自分たちの常識では、何となく自動車とかバイクを持っていて滞納ということはあり得ない

んじゃないかというふうな気がするんですけれども…… 

（何事か言う声あり） 

○１０番（藤井廣明君） そうなんですか。何らかの対抗措置。 

○税務課長（福岡俊裕君） 軽自動車税の滞納繰越分につきましては、軽の４輪などにつきま

しては、車検の際に納税の証明が必要になりますので、車検の年度については、基本的に納

付をされることになります。それ以外の年度については、納付されずに滞納繰越分となるこ

とがございますが、車検の前には完納されるということで、納付は見込めるものでございま

す。 

  所有者の把握につきましては、軽自動車に係る車検情報の提供について、静岡地方税滞納

整理機構に事務委託をして確認しておりまして、廃車への課税が発生しないように努めてい

るところでございます。 

  また、廃車が確認できたものにつきましては、年度末に職権で消除するなど、課税の適正

化に努めているところではございますけれども、原動機付自転車など車検情報が存在しない

車両もございますので、こういったものについては本人の申し出に基づいた更正作業となっ

ております。ということで、そういったものについての滞納繰越分というものが発生してい

るという内容になっています。 

○６番（内山愼一君） 成果表の46ページの地方税の滞納繰越の状況だけれども、そこの中で、

町民税や固定資産税の人数と金額が載っているんだけれども、その業種だとか、サラリーマ

ンだとか、あるいは農業者だとか、旅館だとか、そういうことの内訳がわかれば教えてもら

いたいです。大ざっぱでいいよ。 

○税務課長（福岡俊裕君） ただいま御質問のありました滞納繰越分の滞納者の業種でござい

ますが、滞納繰越分についての業種別の内訳というのは、申しわけございませんが、集計の
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ほうはとっておりません。課税の段階では業種別の集計というのはとっているんですけれど

も、滞納分については業種別ということは行っていないところでございます。 

○６番（内山愼一君） 調べればわかるわけだね。わかっていないということはないはずだ。

件数と金額はわかっているんだから、そこの内訳ということはわからないというようなこと

は、まずあり得ない。今ここで回答はいいよ、また教えてくれれば。 

○税務課長（福岡俊裕君） ただいまの業種の関係でございますが、滞納繰越分というのは、

最大５年間、税がございます。その中で、職種が変わったりですとか、異動もございまして、

単純にそれを集計するというのは、なかなか困難な内容となってくるかと思われます。 

○６番（内山愼一君） ちょっと困難という答えがよくわからないんだけれども、それは１件

や２件であれば、違う業種になったかもわからないけれども、滞納しているということは、

滞納の業種はあって、個人個人の名前だとか、法人の名前になっているから滞納しているわ

けだから、それがわかりにくいなんていうことはまずないと思うんだけれども、今出なくて

もいいから、わかる範囲で教えてくれということの話だから。 

○税務課長（福岡俊裕君） 確認のほうをさせていただきたいと思います。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかによろしいですか。 

○１番（笠井政明君） すみません、９ページ、３つぐらいあるので、１個ずついきたいんで

すけれども、先ほど軽自動車税に関しては、成果表も見させてもらいましたが、多分、軽四

の登録台数が増えているのが１つと、グリーン化特例重課率による増額の主な要因となった

というふうな形でなっておりますけれども、グリーン化特例、初年度登録が従前の部分でよ

ろしかったら教えていただければと思います。 

○税務課長（福岡俊裕君） グリーン化特例につきましては、今回、軽自動車税が増額となっ

た要因でございますけれども、税額が増額となった要因につきましては、グリーン化特例の

中で、重課税というものがこの28年度から取り入れられております。それによりまして、重

課になった方の税額が増えたことによりまして、調定額で402万5,600円の増額となっている

という内容になっています。 

  すみません、重課のほうにつきましては、初度登録から13年経過した車両ということにな

ります。 

○１番（笠井政明君） わかりました。２つ目いいですか。 

  たばこ税ですが、こちらもかなり補正で700万円の減額をしていまして、昨年の実績を見

ても、予算的にはいいと思うんですが、ここのところの年数を見ると、大体年度でパーセン
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テージというのは同じぐらいの比率、５％ずつぐらい減っていますけれども、ここに関して、

来年度予算を組むときには、やはり同じぐらいそのぐらいの減額を見込んで予算立てをして

いったほうがいいのではないですかというところと、あと町で今、たばこを扱える店舗さん

というのは、コンビニ含めてどのぐらいあるかわかりますか。 

○税務課長（福岡俊裕君） まず、予算の関係でございますが、現在、健康志向ですとか、喫

煙場所減少等によりまして、年々、たばこ離れが進んでおりまして、御指摘のありましたと

おり、売り上げ本数につきましては、ほぼ５％台の状況で、減少で推移している状況がござ

いますので、現在の状況でいきますと、減額という見込みは立てる必要が出てきます。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） 前年度並みという考え方もあるのかもしれないんですけれども、今、

課長が言ったように、もう過去５年とか見ても、５％ずつ平均すると落ちていますので、歳

入に関しては、予算を立てるときにそこも加味していただいて、補正が、金額が大きくなら

ないように努めていただきたいなというのが１つです。 

  次に、入湯税も同じなんですけれども、やはり昨年度決算額、27年度決算額を見て、28年

度の決算額を見ても、減ってはいるんですけれども、やはり当初予算額が27年の決算を見て

もそうですけれども、ちょっと多く見積もり過ぎていませんかというのがありまして、ここ

に対してやはり1,200万円の減額補正をするというのは、ちょっといかがなものかしらと思

っているんですけれども、その辺に関して御説明いただけたらと思います。 

○税務課長（福岡俊裕君） 入湯税につきましては、確かに27年、28年と減少に推移しており

ます。しかしながら、今年度の状況を見ますと、３月の状況は若干昨年を下回っております

が、３月、４月につきましては若干昨年を下回っております。桜の状況等もございまして、

そういったことも影響しているかと思われますが、５月以降、入湯客数が若干ですが増えて

いる傾向も見られますので、このあたりの推移もちょっと加味した中で、また来年の予算立

てをしていきたいというふうに考えています。 

○１番（笠井政明君） そうですね、増えた年は非常によかったのでいいんですけれども、こ

ういう入湯税に関しては、非常に短期的な外的要因が多く影響を受けますので、予算立てに

関しては、例えば今年度の見込みが増えているから来年度も増えますよという見込みはちょ

っと厳しいかなと思うので、こちらからの要望とすれば、やはり予算立てたら、その金額に

近い、要は減額補正をしなくてもいいような形をとっていければと思いますので、過去、確

かに27年、28年と減っていますけれども、この辺の平均をとったところで予算立てをしてい
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ただいて、それが外的要因で非常に入湯客が爆発的に増えたときには、逆にプラス補正をす

ればいいんじゃないですかというところがあるので、歳入なので、どうしてもちょっと多目

にとっちゃうと、そこで歳出で予算分けをしなきゃいけないので、その辺は税務課としてお

願いいたします。 

○委員長（鈴木 勉君） 答弁しますか。 

○１番（笠井政明君） いいです。お願いしますということなので。 

○委員長（鈴木 勉君） 今の10ページの中の入湯税の中に、120万円の滞納繰越があるんだ

けれども、これは入湯税の収納の仕方というのは、委託でやっているんじゃないかなという

気がするんだけれども、繰越のなぜ発生するのかというのをちょっと教えていただきたい。

一番下、滞納繰越というのが120万円あるわけですよね。今のページの最後に、なぜこれが

発生するのかということをお聞きしたいんだけれども。 

○税務課長補佐（鈴木和重君） まず、こちらの案件につきましては、組合とかに入っていな

いところがございまして、そういったもので委託ではなくて、自主的に納付している事業所

になります。 

○委員長（鈴木 勉君） 100％加入しているという形じゃなくて、個人的には自分でこちら

のほうに、町のほうへ納めるという、そういうシステムの方もいるということですか。 

○税務課長補佐（鈴木和重君） そうです。 

○委員長（鈴木 勉君） 今のシステムはわかったんだけれども、この滞納というのは、今の

システムと同じように、一応お客さんから預かった金なわけですよね、その施設の企業の人

たちは。それが滞納になっているという形は、どのようにして皆さんは整理しているのかな、

集金の業務。 

○税務課長（福岡俊裕君） 入湯税につきましては、鉱泉浴場の経営者から徴収するというこ

とになっておりますけれども、３以上の入湯税の特別徴収義務者で構成する団体に委託する

形をとっておりまして、３以上の入湯税の特別徴収義務者で構成する団体から納めていただ

いたり、もしくは鉱泉浴場の経営者から納めていただいているというものが形としてありま

す。 

  おっしゃるとおり入湯税につきましては、預かり金でございますので、この特別徴収によ

って納入すべき入湯税にかかる納入金の一部または全部が納入しなかった場合には、地方税

法701条の７の規定による入湯税の脱税の罪というものに該当することになります。 

（「休憩とらせて」の声あり） 
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○委員長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１５分 

 

再開 午前１１時２０分 

 

○委員長（鈴木 勉君） では、休憩を閉じ、再開します。 

  ほかに質疑を求めます。いかがですか。 

○１０番（藤井廣明君） 先ほど定居さんが聞いたところで、固定資産税の中の償却資産が増

えたというふうに言ったと思うんですけれども、それも東電の風力発電が稼働したことによ

るというふうなちょっと説明があったかと思うんですけれども、それは金額的に、例えば何

基で幾ら入ってきたかとかということはわかりますか。 

○税務課長（福岡俊裕君） ただいまの御質問ですけれども、東京電力の運営する三筋山の風

力発電施設、全部で21基ございますが、このうち東伊豆町は2.5基ございまして、こちらが

供用開始されたことによりまして、償却資産の総務大臣等配分というものが増となっており

ます。税額としますと、これは構造物等も全て入りますので、純粋に風車の分というわけで

はないんですけれども、おおむね1,600万円ほどの増額という形になっております。 

○１０番（藤井廣明君） 成果表には大臣配分というふうな言葉がある。成果表の40ページの

一番上から３行目ほどに、同じく東京電力の風力発電の収入の中で、新設によって大臣配分

の増加というふうなことも、固定資産税が増加した理由の一つだと答えたんですけれども、

大臣配分というのはどんなものなのか。それはまたこれから先もずっと続く性質のものなの

かちょっと伺っておきたい。 

○税務課長（福岡俊裕君） 償却資産大臣配分につきましては、例えば複数の町にまたがって

いるもの等について、総務大臣の配分という形になるんですけれども、当町で該当するもの

としましては、東京電力ですとか、ＫＤＤＩ、西日本電信電話会社といったように、市町を

またぐものというふうにあります。 

○１０番（藤井廣明君） それは今後も継続してずっとあるということですね。わかりました。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかにどうですか。なければ、歳出のほうに移らせていただいてよ

ろしいですか。歳入のほうはいいですか。 

（「はい」の声あり） 
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○委員長（鈴木 勉君） それでは、質疑対象を歳出のほうに移りたいと思います。 

  66ページの補助金でいいかな。だめ。 

  この中の入湯税の委託金のことについて聞いていいの。13、入湯税の委託料。いいですか。 

  この入湯税の率、お支払いする率は、収納額に対してどのぐらいの率で。 

○税務課長（福岡俊裕君） 率につきましては100分の２です。２％となります。 

○委員長（鈴木 勉君） それから、地方税の還付納付金は聞いていいですか。よろしいです

か。 

  この内容というのは、どういうことの内容か教えていただけますか。 

○税務課長（福岡俊裕君） 歳出還付となるかと思いますけれども、過誤納金の歳出還付につ

きましては、内訳としまして、法人町民税の還付が19件、49万8,100円ございました。町県

民税の還付金が71件、108万1,400円ございました。固定資産税の還付金が16件、153万2,700

円ございました。予定納税された法人町民税の確定申告による還付や、二重納付による還付

などが主な内容となっております。 

○委員長（鈴木 勉君） ということは、こちらのほうで予定申告のほうを町のほうが大きな

金額にはしているということですよね。その金額が前年の売り上げによって大体課税の対象

の金額で決まるんだけれども、それだけ金額が還付されるということは、景気が悪くなった

ということになるのかね。売り上げが落ちたりすると、還付しなきゃならなくなってくるわ

けだよね。そういうことだよね。答弁必要じゃないんだけれども、結果的には、還付が増え

るということは、町の中に納めてくれる人たちが、それだけ売り上げが減っているという意

味だよね、という話ね。ありがとう、わかりました。 

  ほかにどうですか。 

○１番（笠井政明君） すみません、66ページでちょっと教えてほしいんですけれども、固定

資産基礎資料更新業務委託料783万円なんですけれども、27年度決算の資料を見ると、倍ぐ

らいに増えているんですが、まずこれの内容と、なぜ倍ぐらいに増えているのか教えてくだ

さい。 

○税務課長（福岡俊裕君） 平成30年度の評価がえに向けまして、標準宅地の不動産鑑定評価

業務委託というもの、すみません、１月１日時点での固定資産の価格を算出していただく業

務ですとか、固定資産基礎資料更新業務委託につきましては、不動産鑑定士の算出した価格

に基づきまして、路線価格の見直し、現地調査及びＧＩＳデータの修正等を行ったことによ

りまして、評価がえの関係で事業費のほうが増えているという内容でございます。 
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○１番（笠井政明君） 僕がいまいち知識不足であれなんですけれども、これは28年度がとり

わけ多くなったという形で、単純に27年の決算が350万円で780万円でかいよねという話だっ

たので、28年度だけがとりわけ大きくなっちゃいましたという感じでいいんですかね。 

○税務課長（福岡俊裕君） 評価がえにつきましては３年のサイクルとなっておりますので、

28年度が評価がえにかかりまして、予算が膨らむという形になっております。 

○１番（笠井政明君） 了解いたしました。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑ございませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 今のと関連するかどうかちょっとあれなんですが、66ページの13の

上から１行目、不動産鑑定評価委託料というんですけれども、ここは今の件と関連するのか、

それとも全然別なところの不動産鑑定を委託したのか、この辺ちょっと伺っておきたい。 

○税務課長（福岡俊裕君） こちらにつきましても、評価がえに向けまして、標準宅地の不動

産鑑定業務委託料を行っているんですけれども、今回、平成28年度は評価がえに伴いまして、

路線価格の見直し作業、これは現地調査を含みますけれども、こちらのほうが必要になりま

したので、事業費のほうが増えている内容となっております。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか、藤井さん。 

○１０番（藤井廣明君） はい。 

○委員長（鈴木 勉君） どうですか、質疑ありますか。 

  なければ、税務課のほうを終了したいと思いますけれども、よろしいですかね。 

（「はい」の声あり） 

○税務課長（福岡俊裕君） 先ほど笠井委員から御質問がございましたたばこ税に係ります事

業所の数につきましては、ただいま手持ちの資料を持ち合わせておりませんので、後ほど御

報告をさせていただきたいと思います。 

  先ほど滞納繰越の中で、私のほうが発言させていただきました事務の圧縮という表現がご

ざいましたけれども、滞納額の圧縮が正しくなりますので、そちらのほうに訂正をさせてい

ただきたいと思います。 

○委員長（鈴木 勉君） わかりました。 

  よろしいですか。 

  それでは、ほかに質疑がございませんようですから、以上で税務課に対する質疑を終結い

たします。 

  暫時休憩いたします。 
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休憩 午前１１時３１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより質疑を行います。質疑の対象を住民福祉課・熱川支所といたします。 

  皆さん方のお手元に、住民福祉課よりいただきました資料がございます。その資料をもと

にして質疑をしていただきたいと思います。 

  初めに、歳入のほうで質疑いただきたいと思いますけれども、資料の中には、一番上に住

民福祉課と地域、窓口係と熱川支所がございます。２ページ目に住民福祉課のほうの福祉子

育ての支援関係というのがございますけれども、いかがしたらよろしいですか。両方取り交

ぜて質問していきますか。それとも、１ページ目と２ページ目と別にやりますか。 

（「一括でやったほうがいい」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 一括でいい。そのほうがいいですよね。わかりました。 

  では、質疑の仕方を歳入全般にわたりましてよろしくお願いしたいと思います。 

  質疑ありませんか。 

○６番（内山愼一君） 18ページ、稲取と熱川地区の団地、町営住宅の費用の関係だけれども、

1,338万7,900円があるんだけれども、この人員はどのぐらいいて、平均的な家賃というのは

どのぐらいになっているか、それをちょっと教えてください。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 町営住宅につきましては、稲取団地が３棟ありまして、66世

帯あります。熱川団地につきましては、２棟で31世帯ということで、合計97世帯が入れると

いう状況にございます。 

  平均的な家賃につきましては、ちょっと試算してございませんけれども、棟によって建築

年次が違いますし、8,000円から、一番最低で8,000円ぐらいの家賃ということで、今は収入

させていただいております。 

  以上です。 

○６番（内山愼一君） 8,000円から幾ら。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 上については、ちょっと申しわけない。後で報告させてくだ

さい。 
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○６番（内山愼一君） はい。いいです。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

  ほかにございませんか。どなたかいますか。手を挙げていないですか。 

  ページ18ページの中の総合グラウンドの使用料が計上されていますけれども、これの内容、

どのような形の中で利用されてきたかというのはわかりますか。 

（何事か言う声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） これは違うのか。18ページ、全ていいのかと思った。そうじゃない

のか。ごめん。18ページだからいいと思った。 

○６番（内山愼一君） 同じ18ページの永代の使用料、これは今、何件のところは借りて使用

料払っているのかどうか、それはわかりませんか。金額と件数。 

（「休憩」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時０８分 

 

再開 午後 １時０９分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 28年度につきましては、旧墓地のほうで３区画を永代使用さ

せました。１区画につきましては６万円ということですので、18万円の計上をさせていただ

きました。 

○６番（内山愼一君） わかりました。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかはよろしいですか。 

○１番（笠井政明君） 16ページの分担金と民生費の放課後児童クラブの滞納繰越分３万

3,000円ですけれども、これは収入していると思うんですけれども、あとどのぐらい残って

いるとか、全額回収できているか教えてください。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 放課後児童クラブの３万3,000円の滞納繰越分の回収につ

きましては、あと収入未済額が２万3,400円ですか、９世帯分あります。これが現年分で、

滞繰分が１万6,400円、１世帯分あります。 

  以上です。 
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○１番（笠井政明君） これはあれですよね、上の滞納の児童クラブ利用料も住民福祉課です

よね。同じですよね。保育は違うんですよね。この辺は総括して、回収は滞りなく進んでい

るということでいいんですか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） まず、保育ママの利用料ですけれども、こちらは滞繰分が

12万5,000円、１世帯分残っておりまして、現年分は収入未済額は１万4,320円、２世帯分と

なっています。あと放課後児童クラブの利用料につきましては、滞繰分が７万2,000円、４

世帯分と、現年分は５万7,500円で６世帯分となっております。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

○１番（笠井政明君） はい。 

○１０番（藤井廣明君） 今のところのちょっと上で、老人ホームの入所者徴収金ですか、と

いうのがあるんですけれども、これは何人分について、さらに１人当たりどのぐらいという

のが数なんでしょうか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） こちらは11名分ということになっております。所得に応じ

て徴収金違いますので、全部でこちらに載っています315万4,567円ということになっており

ます。 

  補足ですけれども、９名の方から徴収しておりまして、２名の方は所得が低いものですか

ら、徴収額はないような形になっております。 

○１０番（藤井廣明君） 今現在、そうすると、相手としては湯ヶ岡の郷じゃなくて、全然違

うところのほうが対象になるんですか、ここの老人ホーム。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 賀茂老人ホームですね。下田のほうにある老人ホームです。

すみません、南伊豆です。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかにどうですか。 

  藤井さん、関連はないですか。 

○１０番（藤井廣明君） 今のところは了解です。 

○６番（内山愼一君） 28ページの上のほうの生活排水改善対策推進事業費補助金、これはど

こについての目的というか、どこについてのものかちょっと教えてもらいたい。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 生活排水改善対策推進事業費補助金ということで、これは合

併処理浄化槽を単独浄化槽からつけかえた場合に補助していますけれども、その県費の分で

ございます。 

○６番（内山愼一君） わかりました。 
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○委員長（鈴木 勉君） ほかに関連はよろしいですか。 

  18ページの日帰り農園はいいのかな。 

（「違います」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 入っていない。入っていないか、わかった。 

  漁港の使用料というのも入っていないかな。 

○１番（笠井政明君） 20ページの子供のための教育・保育給付費負担金、これは国庫なので

国から来ていますけれども、27年度決算に比べて800万円ぐらい増えていると思うんですけ

れども、増えた要因は何でしょうか。 

○委員長（鈴木 勉君） いかがですか、答弁のほうは。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） すみません、保育所の委託料の支弁額が１億１万4,600円

ほどありまして、そこから国の基準徴収額、こちらが3,002万7,200円、これを引きまして、

それに地域型の保育給付費、保育ママとか広域入所見込額の基準額ですね、それを足して算

出するような形になっておりまして、その２分の１ということなんですけれども、確かに

800万円ほど増えておりまして、保育所のほうの定員が稲取保育園で108名ということで、定

員よりいっぱいになっておりまして、108名が限度の定員いっぱいいっぱいなんですけれど

も、そこまでちょっと増えた関係もありまして、また保育ママなんかも、去年より１人増え

ましたので、その分が増員になっている関係なんかもありまして、増えているのが現状だと

思います。 

  それと、処遇改善加算とか、４月にさかのぼって、保育士さんの給料なんかも加算で上が

ったりしていますので、それが保育ママさんのほうもありますので、そういったものも考慮

されて、金額が上がっている状況かと思います。 

○１番（笠井政明君） 了解いたしました。 

○委員長（鈴木 勉君） 関連はいいですか。 

○１番（笠井政明君） 大丈夫です。 

○委員長（鈴木 勉君） 24ページの個人カードの事業費の補助金がここに計上されているん

ですけれども、現在、個人カードの普及率というんですか、これはどれぐらいいっています

か。成果表にある。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 成果表にはないです。 

○委員長（鈴木 勉君） じゃ、答弁お願いします。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） マイナンバーカードの交付率ということですけれども、29年
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５月15日現在になっていますが、こちらでうちの町が13.1％ということでございます。現在

では、理由がつかめませんが、今のところ一番上です。高いということでございます。 

○委員長（鈴木 勉君） 普及率がすごく高いよと言われて、答弁で言われたのかなと思うん

だけれども、意外と役場のほうに取りに来ていないという人たちが相当いるわけだよね。そ

ういう人たちには、本人の意思があって、役場からの通知は行かないのかな。催促というの、

取りに来てくださいとか、そういうものはしないんですか。 

○住民福祉課長補佐兼窓口係長（大鳥香苗君） 一応カードができ上がった場合、うちのほう

からできたので取りに来てくださいというはがきはお送りしているんですが、その後は来な

い場合は、一応ある程度の時期まで保管しているという形で、再度、今のところそういうこ

とはしていないです。 

○委員長（鈴木 勉君） 今の続けて聞きたい。保管というのは、ごめんなさい、保管期間と

いうのは、どれぐらいのものは、ずっと保管しているという形ですか。それとも、何年とか

あるんですか。 

○住民福祉課長補佐兼窓口係長（大鳥香苗君） 特に定めはないですが、国のほうからある一

定期間は保管しなさいということなので、市町村によっていろいろなんですが、期間を過ぎ

た場合は廃棄してもいいということですが、なかなか廃棄できないもので、ずっと保管して

います。 

○委員長（鈴木 勉君） ある程度の形を言わないと、何で取りに来ないのかちょっとわから

ないんだけれども。 

  どうですか、暫時休憩。 

 

休憩 午後 １時２３分 

 

再開 午後 １時２３分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  それでは、福祉課のほうの質疑の内容を歳入から歳出のほうに移りたいと思います。 

  これも２ページにわたる形の中での質疑をよろしくお願いします。 

○６番（内山愼一君） さっきの関連だけれども、町営住宅の関係で、支出にありますけれど

も、98万5,765円ということで、実際には1,300万円ぐらいの家賃収入があるんだけれども、
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実際に軽微の修繕はしているんだけれども、見たところ、実際行ってみると、玄関のドアと

いうか、どこが悪いとか、手紙を置いたりするようなところだとか、新しく建てるようなつ

もりで預金をしなければ、もう少し、玄関周りだとか、そういうところをきれいにしてやっ

てやったほうがいいような気がするんだけれども、すごい汚いというか、全体的に階段を上

がっても、それから１軒１軒のドアを見ても、相当おかしくなっちゃっているから、その辺

もちょっと検討してもらってはどうかと思うんだけれども、そういうことはやっていないと

思う。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 町営住宅につきましては、まず熱川の町営のほうのベランダ

の手すりがさびて、それを熱川は２年かけて修繕しまして、今年から稲取をやる予定でござ

います。あとドアにつきましては、あの建物が公団仕様という形のやつで、鍵とかもなかな

か修繕ができないということで、とりあえずじゃないですけれども、ベランダ工事が終わっ

た後に、その辺のこともまた計画的に考えていかなければならないとは思っておりますけれ

ども、現段階ではちょっと手がつけられないところでございます。 

○６番（内山愼一君） ぜひそういう形で、収入はかなりあるから、修繕のものは今言ったよ

うに、計画的に資本的な支出というか、そういうものも計画的にやってほしいと思います。

お願いします。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） 答弁要らないですね。 

○６番（内山愼一君） はい。 

○１番（笠井政明君） すみません、90ページの子育て支援事業の中の子育て用具購入補助金、

これがあると思うんですけれども、件数は何件ぐらい申請があったか。あと内容ですね、ど

ういうものに何件あったか教えてください。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 子育て用具の購入費補助金は20万5,400円となっておりま

す。内容は、チャイルドシートが12件、支給額が８万6,700円、ベビーカーが８件で支給額

が11万8,700円となっております。 

○１番（笠井政明君） これって28年からでしたっけ、27年からでしたっけ。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 前年もあります。前年は19件ほどで24万6,000円ほどにな

っております。 

○１番（笠井政明君） 一応ここに関してどうこうということはないんですけれども、意外と

浸透しているのかしていないのかというのが、数字的なところというのと、あとは内容があ
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れだったと思うんですけれども、チャイルドシートとベビーカーが等がメーンだったかなと

思うんですけれども、もうちょっと普及できたりとか、補助の仕方ですね、例えば子供が大

きくなったときに、１回受けていると、もう１回は受けられないとか、多分あると思うんで

すけれども、その辺のルールとかも、うまく浸透していないのかなというところもあるので、

もうちょっと啓発というか、浸透ができるようにお願いをしたいなというところがあるんで

すけれども、その辺は何か考えていますか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） チャイルドシート、ベビーカーは、第１子が購入して、そ

の後、使っている方が多いという場合もありますので、全員が申請してくるというわけでも

ないと思うんですよ。そういうことで、件数は新生児の数ほどは伸びていないということも

あると思うんです。母子手帳とかを渡すときに、こういった補助制度があるということで周

知もしておりますので、また、周知の方法、いいものがあれば、また検討して周知を徹底し

て普及をしていきたいと考えております。 

○１番（笠井政明君） お願いします。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかによろしいですか。 

○１３番（定居利子君） 88ページの保育園事業についてお伺いいたします。 

  これは主にたちばな童園ですか、今の稲取保育園の常勤等がありますけれども、三宝さん

も98万7,800円というのが町のほうで補助されているんですけれども、だんだん子供の出生

率も低くなりまして、今年度の決算を見ると35名という形になるんですけれども、今後、保

育園とか幼稚園へ入る児童が少なくなる中で、三宝さんの運営も大変厳しくなっていくんじ

ゃなかろうかなと思うんですよ。結局、子供が今現在10名ぐらいだと思うんですけれども、

それが年々、稲取保育園、幼稚園等へ引っ張られていきますので、そうすると、三宝さんの

子供の人数的に減っていきますので、今年度はゼロということも伺っていますので、そうい

う民間保育の充実ということは、決算にのっていますけれども、あそこはもう50年から努力

をして、地域の子供たちを預かって育ててくれましたので、今後、例えばそういう状況にな

り、児童の数が減っていった場合に、町の体制はどうとられるのかなと思います。町長に聞

かないとわからないですか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 三宝保育園さん、確かに人数が町内の子供は８名が通われ

ているということで、河津のほうから２名通われています。今現在は、認定されていないも

のですから、町からの補助も稲取保育園さんみたいに認定はされていないわけですから、

国・県の補助は余りないような形になっているような状況なものですから、その辺で、また
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三宝さんのほうも、何かしら認可を取るとか、そういうようなことを検討していただければ、

子供の数なんかももちろん多目にして、保育士さんの数なんかも充実させないとならないと

は思うんですけれども、その辺で補助事業なんかを活用して運営をしていくということを考

えてみていただきたいと思いますけれども、その辺はまた三宝さんのお考えもあるでしょう

から、その辺、また三宝さん自身で御検討されて、今後の方針を決めていただければと思い

ますけれども。 

○１３番（定居利子君） やはりこの維持をしていくのは、お寺の中にそういう保育所をつく

られているんですけれども、大変だと思うんですよ。年々、子供の数が減りますと、   

料金も減っていきますし、町の98万7,600円ぐらいじゃ、とてもじゃない、保育士さん等も

雇用できませんので、やはり三宝さんともよくお話し合い等なされて、あそこもなくなりま

すと困る家庭もありますので、そういう面で運営上とか、また今後のそういう認可保育園等

の許可を取る方向へいくのかどうか、また町のほうの話し合い等を持たれて、極力あそこも

運営できるように話し合いの努力をしていただきたいと思います。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） また、そのような機会をまた今後検討して、三宝さんのほ

うの御意見を伺いながら、また進めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

  ほかの方どうですか。質疑ございませんか。 

○５番（西塚孝男君） 88ページの児童遊具の保守点検でありますけれども、今、遊具は結構

そこらじゅうで危険、小学校のグラウンドの中のところも、今ちょっと見たら危険とかなっ

ているんですけれども、点検だけ、補修とかそういうことは一切考えていないのか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 現在、点検を年に２回行っているような状況ですが、かな

り腐食が進んだりして、直しますと、かなりの金額になるということを点検の会社のほうか

ら聞いております。児童公園の使用禁止の遊具６基を修繕した場合470万円を超えるような

修繕費用がかかるということを聞いておりまして、現在は手をつけていないような状況です。 

  実際、今後、議会のときに町長の答弁もありました。１カ所に児童公園なんかを今後考え

て、使用しないような危険性のある遊具については、撤去も今後検討して考えていくという

方向で今います。 

○５番（西塚孝男君） いわゆる今ただ危険とか、そういう言葉で書いてあるんだけれども、

やはり小さな子供たちというのはわからないわけじゃないですか。子供たちだけで行った場
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合とか。そういうのは、やはり壊すんだったら壊すと、そういうことを早くして、事故があ

ってからだと遅いと思うので、そこのところはちゃんと見極めてもらいたいなと思います。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 確かにそのとおりだと思います。今、ウマとかロープとか

張って、入れないようにはしているんですけれども、やはり小さい子供さんが親のいないと

きにちょっと入り込んで遊ぶという危険性もありますので、本当に危険性を見て、できるだ

け早いうちに撤去なりの方針を考えていきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

  90ページの子供の医療費は聞いていいのかな。入っていないか。 

（「入っています」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 入っている。 

  この金額が非常に子供たちの医療費としての2,500万円と大きいんだけれども、医者に通

っている人たちというのは何人ぐらいいるのかなという、人数的なものはわかりますか。何

人ぐらいが利用しているとかという。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） すみません、人数はちょっとわからないんですけれども、

件数はわかります。件数は、延べ件数で１万3,452件です。昨年、27年度が１万2,664件です

か、788件ほど増えていますけれども、こちらは28年度より無料化したということで、症状

が軽い状況でも、医療機関のほうにかかっている状況もあるかと思います。そういう状況で

件数と金額、少し伸びているような形になっていると思います。 

○委員長（鈴木 勉君） 今の子供たちの治療費を払ってくれるところ、僕はすごくありがた

いなと思っているんですけれども、そうではなくて、高額医療の子供もいるんですか。医療

費の中に、重病的な、重い病気を持っていますよとか、そういう子供もいるんですか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 高額医療にかかった場合は、そういう場合もありますので、

もちろん子ども医療費のほうで見ている状況です。 

○１０番（藤井廣明君） 76ページのところの一番上のほうに民生児童委員活動事業というの

があると思うんですけれども、これはなかなか大変な活動のように思うんですけれども、現

在、何人ぐらい民生委員がいるのかということをちょっと承っておきたいんですけれども。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 現在41名の民生委員の方がいらっしゃいます。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑ございませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 102ページに合併浄化槽の補助事業が載っているんですけれども、
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これは何件ぐらいに補助しているか。それから、合併浄化槽の我が町の普及率といいますか、

その辺を教えていただけますか。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 成果説明書のほうにも載せてございますが、28年度におきま

しては、５人槽が２基、７人槽が５基の合計７基の単独浄化槽から合併浄化槽つけかえに対

して補助してございます。 

  普及率につきましては、基本的な浄化槽の台帳というものが町にはございません。今現在

は、合併浄化槽をつけるよとなれば、県のほうに報告はしていますけれども、結局、単独浄

化槽がなくなったよという報告が今までされていないものですから、結局、分母ばかりが大

きくて、実際の合併浄化槽の普及率というものの数値がちょっとつかめない状況ではござい

ます。 

○委員長（鈴木 勉君） 藤井さん、ほかによろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） わかりました。浄化槽の件は以上で了解です。 

  その一番下のほうに、清掃費の中のごみ処理対策事業というのがあるかと思うんですけれ

ども、これはかなり町の予算の中にも大きな比重を占める事業なものですから、関心も高い

んじゃないかと思うんですけれども、現在、河津との分担金の割合等々は、私もちょっと前

に委員を務めて、勉強はしたんですが、その後変化がないかとか、時々話し合ってはいるわ

けですよね。その辺が何％と何％ぐらいになっているのかなということと、もう１点、間も

なく改修に今年度、29年度から、来年度か、入るんですけれども、その間でも分担金の、焼

却は並行していくわけですから、変わらないといえば変わらないと思うんですけれども、何

か変化あるかどうかということは、ちょっとわかっている範囲で教えていただければ。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 今、ごみの負担金につきましては、東河環境センターの分担

金につきましては、前年のごみの持ち込み量によりまして、率が毎年、多少なりとも変わっ

てくるということで、当町は、ちょっと数字が今つかめていませんが。 

○住民福祉課長補佐兼地域係長（田村俊一君） 正確な数字というのは、ただいま持ち合わせ

ていないんですが、おおよそ、これは毎年なんですが、６対４というような形で、東伊豆町

が６割、河津町が４割ぐらいで推移しております、分担金の率は。 

  以上になります。 

○１番（笠井政明君） すみません、小さいところであれなんですが、76ページの地域介護福

祉分担整備推進事業で、介護ロボット導入促進事業補助金92万7,000円というのは…… 

（「健康づくり」の声あり） 
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○１番（笠井政明君） 了解です。 

○委員長（鈴木 勉君） 先ほどの藤井さんの東河環境センターの分担金だけれども、今、減

量対策だとかというのもして、呼びかけ、キャンペーンみたいな中でごみの減量をしようよ

という形があるんだけれども、そういうものについては、成果というのは結構あらわれてい

るのかな、あるのかな、この数字だけじゃわからないだろうけれども。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） ごみ減量の成果につきましては、数字的なものでは、なかな

かあらわれない。広報とか回覧をさせていただいた中で、どれだけ町民の皆様が理解してい

ただいて、減量に努めていただけるかというところにかかってくるのかなというふうに思い

ます。 

○委員長（鈴木 勉君） その上では、収集業務の委託料が計上されているんだけれども、こ

れは今何社ぐらい委託先があるんですか。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 当町におきましては２社に委託してございます。 

（「委員長、成果の53ページ」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 成果表の53ページにあるということ。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 減っているんだ。 

  休憩します。 

 

休憩 午後 １時４９分 

 

再開 午後 １時４９分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開します。 

○１番（笠井政明君） すみません、ファミリーサポートセンター事業についてですけれども、

本年から行っていく中で、少し入っていました、金額が。この謝礼に関しては、何かあれで

すか、講演会があったときの謝礼という形でよろしいんですか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） ファミリーサポートセンター事業を29年４月から実施する

に当たり、提供会員に対する講習会を実施しまして、２月の下旬から３月ぐらいにやったん

ですけれども、そのとき稲取保育園の園長さんを講師として呼びまして、そのときの謝礼と

いうことです。 
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○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑ございませんか。 

（発言する人なし） 

○委員長（鈴木 勉君） ないようでしたら、以上で住民福祉課・熱川支所に対する質疑を終

結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５１分 

 

再開 午後 ２時００分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより質疑を行います。質疑の対象を健康づくり課といたします。 

  また、質疑につきましては、皆さんのお手元に配付してございます資料にのっとって歳入

のほうから始めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  質疑ございませんか。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時０１分 

 

再開 午後 ２時０５分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○６番（内山愼一君） 40ページのプール利用料だけれども、219万7,880円だけれども、１と

２になっているけれども、その差額は、一般の人たちのものなのかどうか。一般の人の使用

料というようなことと、健康増進をやっている人のものがそれがどうなのかちょっとそれを

教えてください。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 40ページ、プール利用料、それから健康増進事業参加負担

金という形で収納されております内容につきましてですけれども、01のプール利用料につき

ましては、プールの一般開放時に利用されているお客様の利用料の合計となります。 

  それから、２の健康増進事業参加負担金については、健康増進係のほうで行っている教室
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等の参加者からいただいている一般的な負担金という形になります。 

○６番（内山愼一君） この開催の日数というか、月曜日から何曜日ということと、それから

プールの利用料は幾らになっているのかどうか。 

○健康づくり課長補佐兼健康増進係長（横山 昇君） まず、プールの一般開放ですけれども、

月曜日から土曜日まで行っております。それで、月曜日から金曜日が午後１時から午後８時

半まで。それで、土曜日が午前10時から午後８時半までとなっております。利用料につきま

しては、小学生が200円、中学生・高校生が400円、大人の方が500円です。月額券を買って

いただくと、大人の方が4,000円、中高生が2,000円、小学生が1,500円という形になってお

ります。75歳以上の方は無料となっております。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） すみません、今のところのちょっと関連なんですけれども、プール利

用料なんですけれども、27年度決算に比べて、トータルで100万円近く劣っているのは、利

用ができなかった期間が長かったから減収という形でよろしいんですか。 

○健康づくり課長補佐兼健康増進係長（横山 昇君） これは笠井委員のおっしゃるとおりで、

プールの故障期間が27年度はありました。特に３月は温泉管が壊れて、まるでだめだったと

いうのがかなり大きくて、特に３月ぐらいから利用者増えてくるんですけれども、夏にかけ

て、その期間使えなかった。やはり１年トータルで使えなかったというのが大きいです。す

みません、間違えました。８月です。８月の稼ぎどきのときに壊れたのがやはり大きかった

です。すみません、３月じゃなくて８月です。すみません。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

○１番（笠井政明君） はい。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 関連して、プール利用の件なんですが、これは例えば河津町からも

受け入れているんじゃないかと思うんですけれども、その辺の町外の人たちがどのぐらいと

いう人数はわかりますか。 

○健康づくり課長補佐兼健康増進係長（横山 昇君） すみません、町外の方の利用、河津の

方、されているんですけれども、すみません、お手元に資料ないですので、アスド会館のほ

うのパソコンを見れば人数は出ますので、後で資料を提出させてください。 

○１０番（藤井廣明君） はい。 
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○委員長（鈴木 勉君） どうですか、質疑ありませんか。 

  歳入についてどうですか。 

  なければ、歳出のほうに移りたいと思いますけれども、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 質疑ありませんか。 

（「歳出ですか」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 今、歳入までやったんですけれども。 

○６番（内山愼一君） 同じ40ページの社会福祉協議会施設使用料が470万円ということは、

これは家賃分だっけ。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 社会福祉協議会施設使用料ということで470万円になりま

すけれども、内訳がありまして、320万円が施設の使用料という形でいただいている部分に

なります。残りの150万円につきましては、大規模な修繕が発生した内容によりまして、使

用場所が社会福祉協議会の使用場所ということで、半分負担をいただくという形で了解をと

っていただいたものでございます。 

  以上です。 

○６番（内山愼一君） 高くないか。高くないのか、これは。相当、社協の会計が随分苦しい

中でいるから、470万円が家賃分が充てられた。修繕のこのことがあるにしても、もっと減

額するようなことも考えてもらってはどうかな。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 基本的な施設使用料については320万円ということで、い

ろいろな修繕のものが経年を経過した中でかかっていく中、それから基本的な施設の使用料

についての計算については、光熱水費が主にというような形で、今後、ちょっと使用の割合

とかそういうものについて精査しながら積み重ねた計算ではありますけれども、経年を経過

している修繕も含めまして、もう一度内容については検討させていただきたいと思います。 

○６番（内山愼一君） そういう意見があったというようなことをちょっと書きとめてもって

あれしてください、検討してください。よろしく。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

  歳入についてはどうですか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） これからは歳出のほうに移りたいと思います。 

  歳出についての質疑をよろしくお願いします。 
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  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時１３分 

 

再開 午後 ２時１７分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○６番（内山愼一君） この間の一般質問にちょっと続きになるような格好なんだけれども、

成人の健診、特定健診の関係で、この間、町長のほうから、土日あたりも健診の検討をして

みたいようなことを言っていたけれども、現場サイドでは、実際そこまで行き着くことがで

きるのか、ちょっとその辺のところ。 

○委員長（鈴木 勉君） 何ページ。 

○６番（内山愼一君） 何ページというか、これは79ページ…… 

○委員長（鈴木 勉君） 成果表の何ページ。 

○６番（内山愼一君） 成果表の79ページ。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 土日に健診を行う件については、今現在も特定健診

とがん検診は土日に実施しておりまして、住民の多くの方に受診していただいております。

土日しか来られない方もいますので、引き続き土日の健診は実施していきたいと思います。 

○６番（内山愼一君） 実際にやっているということだ。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） はい。 

○６番（内山愼一君） 大変だ。 

  それとあともう１点、これも一つの話だから、成果表の82ページに禁煙の集団教室がある

んだけれども、対象者が40から64の間だけれども、それ以上の人はできるのかできないのか、

それ以下の人はできるのかできないのか、その辺はどうですか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 一応この対象者は設定させていただいていますのは、

県のほうの補助金の対象年齢が40から64となっておりまして、その方を主に声をかけさせて

いただいておりますが、申し出があれば対応していきたいとは思っております。 

○６番（内山愼一君） じゃ、40歳以下でも、あるいは64歳以上でも、補助の対象にならない

けれども、検診が受けられるということね。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） はい。 
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○６番（内山愼一君） わかりました。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

○１３番（定居利子君） 成果説明書の72ページ、決算書の56ページ、アスド会館維持管理事

業なんですけれども、昨年度は修繕費に580万円からかかっておりますけれども、年々この

建物も、配管も老朽化してきまして、修繕料がどんどん膨らんでいくと思うんです。昨年は

売却を断念したという経緯がありますけれども、これも毎年この決算、予算にアスド会館の

ことが出てきますので、一般質問等もありますけれども、やはりこれを売却するというんじ

ゃなくて、優良企業というんですか、町のほうではいろいろ調査したりしていますけれども、

優良企業等に使っていただく。いつも売却だけの頭なんですね。5,000万円なり１億円とか

金額は出てきますけれども、こうして年々修繕料が膨らんで、今回580万円ですけれども、

また29年度は幾らかかるかわからないということで、年々維持費も膨らんでいくと思うんで

すよ。だから、方向性も変えて、売却だけが頭にあるんじゃなくて、そういう企業に利用し

てもらうという形で、そういう方法を当局側も進んでいかれればいいんじゃないかなと思う

んですよ。いつもその金額、例えばもっと１億円から5,000万円なり、じゃ、1,000万円でも

いいじゃないかという声もありますけれども、それじゃなくて、あそこのアスド会館のプー

ルのほうじゃなくて本館のほうをそういう企業に使っていただくという、そういう姿勢も私

は大事じゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうか。 

  町長さんじゃなきゃ答弁できないかなと思うんですけれども、やはり担当課の人たちの直

接携わっていての意見もあろうかと思います。また、今年度の修繕費等膨らんでいくと思い

ますのでね。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） アスド会館本館のほうの利用の方法についてということで、

現在、条例の中で貸し出しのそういう規則等は設けておるんですけれども、今の委員おっし

ゃられるのは、総合的なもうちょっと企業等への有効的な活用についてということを考慮で

きないかということですね。一番ネックになっていることが、まず耐震ということかなとい

うふうには思います。町が責任者という中で、企業にあの建物を貸して、そこで何かしら事

業を行ったりとか、そういう中で、耐震の対応がまだできていない中で、仮に建物に起因す

る事故等、そういうものが災害等が起こったときに、町の責任はというような部分も、まず

第一に考えなきゃいけない部分かなというふうには思います。 

  それから、もう１点は、本当に修繕がかさんできてという、かなり建物自体、躯体そのも

のへの今後は影響も考慮していかなければならないのかな。 
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  実は、実際に外壁というか、そういうところを見ましても、爆裂といって、中の鉄筋がさ

びたときに、その膨張によってコンクリートがばっと割れるという、そういう現象が起きて

いる箇所がかなり数カ所出てきてはおります。実際にそれが会館前の駐車場に落下したとい

う経緯も前にありました。たまたま車がなくて、それから来館者もない中で落ちたというこ

とで、けが、あるいは事故にはつながらなかったということで、以前、体育館の爆裂につい

ては、大きく修繕をさせていただいて、利用者にけが等がないようにということで事故対応

させていただいた経緯がありますけれども、本館については売買というようなことの経緯も

ありまして、そういう外壁のところまでの修繕とかには至っていないというのが事実で、そ

ういうものを考慮して、実際に企業等に使用していただこうと考えたときに、リスクの部分

がこれだけありますというものをまず提示しなきゃならない部分の中では、かなり難しい部

分があるんじゃないかといって二の足を踏んでいる状況が今あるかなというふうに思います。 

  町長のお考えについては、売却というような考え方でいるので、私たちは、その働く者と

しては、それを中心にと思いますけれども、御意見を伺ったということで、あそこを使いた

いというところがあるのかどうかというのをまた聞きながらいければと思っております。 

○１３番（定居利子君） アスド会館、前町長のときも、あそこを宿泊と学生の合宿等に利用

しようかということの中で冷暖房の設備をしたんです。全部取りかえてやったんですよ。そ

うしたら、耐震が億のお金がかかるということで断念をして、それで売却の方向へ向いてい

ったんですけれども、なかなか売却もそういういろいろな調査をされた中で、相手先が断っ

てくる状況がここ10年ぐらい続いていると思うんですよ。なかなか相手先も今後も見つから

ないんじゃないかなと思うんですけれども、そういういい企業、優良企業と言っては失礼に

なるんですけれども、そういう企業でも話にいらっしゃったときには、極力、金額等の問題

じゃなくて、それは売却できれば一番いいんですよ、これだけの重荷がなくなりますからね。

そういう面をいろいろな総合的な判断をされて今後進めていただければなと思います。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） そういう意見を伺って、今後、売却ということと、それか

ら大きく使用したいということの部分についても、耳を傾けるようにしたいと思います。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかによろしいですか。 

○１番（笠井政明君） すみません、成果表の80の歯周疾患検診なんですけれども、ここに関

しては、ちょっと受診率が低いかなというところがあるんですけれども、これ僕のところに

も通知が来たんですけれども、なかなか歯医者さん、町内のだったと思うんですけれども、

通っている人も、僕なんかも定期的に通っているのであれなんですけれども、もうちょっと
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簡素化できないかなとか、あとは受診率を上げる策というのをちょっと聞きたいなというの

があるんですけれども、どんな感じですかね。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 歯周疾患検診、俗に虫歯の対策ということかなと思うんで

すけれども、その中で歯の部分について、歯医者さんに行くという意識の中で、虫歯になっ

て歯医者さんに行くという意識が非常に強くて、検診というまだ認識が非常に薄い部分があ

ります。痛くなって初めて歯医者さんに行って治療してもらうと。歯科医院は治療をする場

ということで、確認をする場ではないというふうなまだちょっとイメージが持たれているの

かなと。定期的な歯周の検診も行っている方は、個人ではおられますけれども、なかなか啓

蒙が進んでいかない状況でありますけれども、検診の大事さをもう少し町民にわかりやすく

説明していけるように広報等を利用して、今後周知を図っていきたいというふうに考えてお

ります。 

○１番（笠井政明君） そうですね、虫歯もそうですけれども、多分、歯周病のところが一番

だと思うので、歯周病に関して言うと、そこの部分が悪化してくると、ほかの病気を誘発す

るというのがありますので、ぜひここの検診率を上げていただきたいなと思いますので、重

点的にお願いをします。 

  もう１つちょっとお伺いしたいのが、成果表85ページと、歳出の98のところで、子ども未

来支援事業、不妊治療のところに関してなんですけれども、一応６組６回ということで、そ

れぞれ１組に１回ずつの助成ということでいいのかなというのと、あとは補助率はどのぐら

いになっていましたか、ちょっとすみません、教えていただきたい。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） ６組６回というのは、６夫婦、６組に助成をしてい

ます。年間まとめて申請をしていただいていますので、６組６回ということになっておりま

す。 

  限度額を35万円としておりますので、限度額、いっぱいの申請をしていただいている方が

２組ありました。 

  率が、すみません、すぐ出ません。 

○１番（笠井政明君） 限度額35万円ですけれども、35万円までは出してというわけじゃない、

申請金額。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 申請金額のたしか２分の１だったかと思いますが、

その２分の１で限度額が35万円です。 

○１番（笠井政明君） もう１つちょっと聞きたいんですけれども、うちの町がそこまで補助
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していたとは、ごめんなさい、僕の勉強不足で申しわけないんですが、その中で医療費の部

分は当然だと思うんですけれども、交通費とかは含んでいましたか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 交通費も含めてあります。 

○１番（笠井政明君） 了解いたしました。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかによろしいですか。 

  じゃ、ちょっといいかな。 

  96ページの検診のことでお聞きしたいんです。成果表にも79ページにあるんですけれども、

ここに肺がんから受診率が書いてあるんですけれども、その数というのは、皆さん方の努力

によっていろいろあるんですけれども、これは増えているんですか、前年対比からすると。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 検診の受診率ですが、胃がん検診と子宮頸がん検診

のみが受診率は増えておりますが、その他の検診については、横ばいか少し減少しているの

が今の実情になっております。 

○委員長（鈴木 勉君） 特定健診だけ増えたということね。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） そうです。 

○委員長（鈴木 勉君） 自分がこのことについて結構関心があって質問するんですけれども、

この結果表を見ますと、結構、要精密、また再検査というんですか、ここら辺の方たちが非

常に多いんだけれども、やはり医療費の削減だとかということを考えると、この受診率をも

う少し高くしていくというのが必要性があるんじゃないかなと思いますけれども、なかなか

これは、皆さんのサイドじゃなくて、町民サイドのほうの心構えが本当は大事なことなんだ

けれども、そこら辺のおたくたちの努力が実るような形というのは、形としてこういう啓蒙

運動をしたらいいんじゃないかなとかというものについてはどうお考えですか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） がん検診の受診率向上のためには、今、健康マイレ

ージ事業の中でポイントを多くつける、がん検診を受けると２ポイントつきますよというよ

うな啓蒙の方法をとらせていただいています。また、集団検診が基本なんですけれども、集

団では受けそびれた方や、都合がつかない、またいろいろな事情で集団検診を受けることの

できない方向けに、個別検診のほうも昨年度あたりから進めておりますので、そういった検

診の体制のほうも整備して、受診率のほうは向上していきたいと思います。 

○委員長（鈴木 勉君） 特定健診の中には、胃がんからのものは含まれていないわけですよ

ね。特定健診というのは僕受けたことがないんだけれども、ごめんなさい、僕は特定健診は

やらないんだけれども、医者のほうではちゃんと自分の管理をやっているんだけれども、特
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定健診を受けた方たちが、全て下の胃がんだとかそういうものを受けているとは限らないわ

けですよね。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 特定健診受診者が全員がん検診を受けているかとい

うと、そういうわけではないんですが、特定健診の日にほかのがん検診も一緒に受けられる

総合健診という日を何日か設けておりまして、１日でがん検診も特定健診も受けられるよう

な対策はとらせていただいております。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしくお願いします。 

（「休憩」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時３６分 

 

再開 午後 ２時３８分 

 

○委員長（鈴木 勉君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  質疑ございませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 今話題の特定健診のことなんですけれども、これなど受診率がだん

だん上がってきているというのは、ちょっといいなと思って見ているんですけれども、これ

はたしか国のほうでペナルティーみたいなことをちょっと言って、目標数字があったような

気がするんですけれども、それを下回ると補助金減らすとか何かというふうな文言があった

と思うんですけれども、それも現在も生きていますか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 今、目標の受診率が60％ですが、ペナルティーとい

うのはありますが、60％を達成しなくても、前年度に比べて何％受診率が増えたかとか、あ

とそれ以外の健診後の保健指導の実施率が前年度と比べてどうか。今のところゼロ％でなけ

ればペナルティーの対象ではない状況ですが、一応ペナルティーというのはまだ残っており

ます。 

○１０番（藤井廣明君） 今の件は了解しました。 

  それと、これはあとほかに大腸がん検査とかがん検診があるんですけれども、肺がんとか

胃がんとかですね。これは事務的に一緒にするというふうなことはできないんでしょうかね、

特定健診とですね。そうでないと、自分のところなんかにも、特定健診終わったのかなと思
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っていると、またがん検診のが来ると、あれ、どっちがどうだっけかななんていうふうにこ

んがらがって、特に自分らも高齢になってきていますから、家内がいると４通来るような理

屈なんですよ。その辺非常に年寄りにはわかりにくいというか、何かやったんじゃなかった

っけとかいうことがあるので、もしこれは事務的なこととか、医者の都合とかいろいろある

と思うんですけれども、特定健診と大腸がん検診なんかを一緒にできないものかというよう

な気がするんですが、その辺は経費削減にも逆になるんじゃないか、あるいは受診率の向上

にもなるんじゃないかという気がするんですが、どんなものでしょうか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 特定健診は予約制でやらせていただいていまして、

特定健診の御案内をして予約をされた方には、大腸がんや胃がん、それ以外の検診の御案内

も同時にさせてもらっているんですが、がん検診は、町民全体を対象にしていますので、あ

と実施する時期が年間、期間がずれていたりするので、余り早目にがん検診の通知をしてし

まうと、逆に忘れてしまうという方もいらっしゃるというところで、何回かに分けて検診の

御案内をさせていただいているのが実情ですが…… 

（何事か言う声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時４２分 

 

再開 午後 ２時４３分 

 

○委員長（鈴木 勉君） では、休憩を閉じ、再開します。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） この地域では集団検診が主に中心に行われている状況があ

りまして、集団検診の時期、要するに１年間でどの検診をいつやるかというものについては、

１市５町集まった中で日時等を決めたりしていることがあります。それによって年間の検診

のスケジュール。仮に１カ所に集中という形になりますと、検診を行うスペースですね、そ

ういうものの問題等も出てきて、例えばがん検診の場合、検診車で町内のいろいろな地区と

いうか、いろいろな場所で身近なところで検診を受けやすくしようということで場所を構え

ています。それを１度にいろいろなものを行おうとすると、そういう検診車をとめるスペー

スであったりとか、広いところをセットしなければならない。逆に、昨日までは、家から歩

いて５分のところで検診に行けたのに、どこどこまで行かないとできないのというような逆
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のケースも生まれてくる場合も考えられます。 

  委員言われるように１回で全部済めば、それがいいというような御意見もございましたの

で、今後、そういうことも考えながら検診の日程とかそんな部分も考慮していければなとい

うふうに思います。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） はい。 

○委員長（鈴木 勉君） 96ページの一番下にありますこころの健康づくりの推進事業という

ので、成果表にもちゃんと書いてあるんですけれども、いろいろと予防策としてもやってく

れているんですけれども、その裏に個別相談会というので11人が参加と書いてあるんですけ

れども、これは個別相談会の場所は役場なんですか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 保健福祉センターを会場にさせていただきまして、

講演会、鬱病専門の講師の先生を年３回お呼びしておりますが、その講演会の前後に個別相

談の日を設けまして、保健福祉センターでやらせていただいているのがこころの健康相談と

いうことで、ここで計上させてもらいました。 

○委員長（鈴木 勉君） ごめんね、なかなか聞きにくいんだけれども、答えにくいものもあ

るかと思うんだけれども、自分は自覚がない人たちというのは結構いるんじゃないかなと思

うんだけれども、そこら辺は、皆さんはどういう対策の仕方をしていますかね。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） もちろん御本人さんは、なかなか敷居が高いという

こともあるのか、御本人さんの相談というのは数少ないですが、家族の方の相談のほうが主

になっております。御本人さんがやっとの思いで来られるときも、家族の方に付き添ってい

ただいて相談を受けるというケースがほとんどだと思います。 

○委員長（鈴木 勉君） わかりました。ありがとう。 

○６番（内山愼一君） 今の関連して、私、今、82ページのところに自殺者の死亡率というの

が10万人あるんだけれども、実数はわかる。毎年の実数。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 毎年の実数はちょっとあれですが、27年、ここの表

に載っています27年は７人の方でした。28年は２人の方が自殺されたという実数です。 

○６番（内山愼一君） すみません、これちょっとうちの町が相当全国の規模だとか、県等伺

ったときに相当高いんだけれども、担当職員としては原因が大きいところというのはどうい

うふうに感じているのかな。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 本当にそれぞれの年齢と、理由というものは、なか
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なか現場のほうまでは届かないんですけれども、高齢の方、あと男性の方、男性の方でお若

い方は、経済的な悩みだというような報告はあります。 

○６番（内山愼一君） こんな多いというのは、なかなか全国的なものと比較したりすると相

当多いんだよね。 

○委員長（鈴木 勉君） すみません、今、結構新聞なんかでも出て問題化している中学生、

高校生の自殺だとかというのがあるんだけれども、その要因が結構鬱病的なものがあるよう

な気がするんだけれども、この東伊豆町ではそういう実態というのはないわけですね。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 二十以下の方はないです。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかにどうですか、質疑ありますか。 

○１番（笠井政明君） 質問というかあれなんですけれども、今、成果表の母子保健事業のと

ころをざっと見ていたんですけれども、うちの町って、入学前に発育の健診みたいなことは

やっていなかったんですか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） ５歳児健診というのを全国的にやられている自治体

はありますが、当町ではまだ行っておりません。 

○１番（笠井政明君） そうなってくると、療育教室と成果表の10番にあるじゃないですか、

発達が気になる等の心配のある親子に対してというやつなんですけれども、ここに対しては

どういう基準でというか、もともと親がうちの子はというのはなかなかなくて、判定となる

と、当町としては、多分あれですよね、３歳児健診ぐらいで、以降は、もう病院で親御さん

が、うちの子ちょっとって思ったときに判定を受けるしかなくてというところですかね。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） ３歳児健診で発達の検査といいますか、簡易的な発

達をやりまして、そこで要観察とか要精密という状況になったお子さんに対しては、児童相

談所の協力を得まして、心理判定員さんに発達のチェックをしていただいた上で、早期の療

育が必要だということで、発達の医療機関ではないので診断はもちろんできないんですけれ

ども、かかわり方を工夫することで、発達を伸ばすことができるという観点で保護者の方に

御説明をして、療育教室に参加していただき、またこの療育教室の中で、半年、１年という

形でまた検査をさせていただいて、発達確認をし、その発達を確認した状況によっては、医

療機関のほうに紹介をしまして、医療機関を受けていただくというような流れで、この療育

教室は行わせていただいております。 

○１番（笠井政明君） あれですね、大変になっちゃうかもしれないですけれども、５歳児健

診とかは、町長に言って、お願いしてやっていただく方向がいい感じですね。なので、その
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辺はちょっと大変になっちゃうかもしれないですけれども、働きかけるようにお願いします。 

○委員長（鈴木 勉君） どうですか、ほかに質疑ございますか。 

  質疑がなければ…… 

○１０番（藤井廣明君） 質疑というか、先ほど定居議員のほうからもちょっと要望のような

ことがありましたので、私もちょっと別な観点というか、それに別に反論するとかそんなん

じゃなくて、この成果表なんかを見ますと、非常にいろいろな教室を開いて介護予防に真剣

に取り組んで成果が上がっているんじゃないかというふうに思うわけですね。そういう意味

で、年間１万9,000人以上利用しているという点で、非常に介護予防、それから健康づくり

に役立っている。その中で数字的にもあらわれているということだと思うので、これはぜひ

真剣に健康づくり課の方が進めていらっしゃるわけで、これもこの町の一つの特徴になるぐ

らい進めていっていただきたいなというふうに思います。 

  また、今現在、公営の事業でいろいろな新しい機軸も打ち出しているわけですけれども、

それをよそのまちから視察に来る、この健康づくりに関して、という実態、事実があるので、

やはり町としては誇りを持ってこの事業を進めるべきではないかというふうに思うんですよ。 

  本当にこれは建物、もちろん学校でも図書館でも、今後、金はかかっていくわけですけれ

ども、それを上回る、例えば国保税がそれによって安くなるとかいう目に見えない形、それ

から町民の人が生き生きそこにいて活動しているという点では、非常に福祉にも役立ってい

るんじゃないかということがあるので、ぜひこの事業は育てていってほしいなというふうに

私は思っております。 

○委員長（鈴木 勉君） すみません、質疑の内容を聞いてください。 

○１０番（藤井廣明君） 質疑じゃないです。ですから、先ほど定居さんがおっしゃったよう

に、売却、売却というんじゃなくて、貸してはどうかという意見も一つ、それは本館に関し

てね。だけど、プールなんかで行っているこういった事業に関しても、またすばらしい面も

あるんじゃないかという点で、これはやはり大切にすべきだし、健康づくり課も真剣に取り

組んでいるので、そういう意味では国保税なんかも安くなる、減の一つになっていると思う

ので、事業を鋭意進めていっていただきたいと。 

○委員長（鈴木 勉君） 今、総評が出たところで、そろそろ終了したいなと思いますけれど

も、藤井さんが言ってくれたみたいに、もっともっと充実していただいて、健康づくりをし

ていただきたいなというのが総評でございます。よろしくお願いします。 

○１０番（藤井廣明君） ちょっと感想を言うと、これは行っている方は、赤字だと聞くと、
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それこそ65歳以上の方は無料になっているわけですよ。すると、払ってもいいですよなんて

言っている方がいるわけですよ。そのくらい心配しているということ。町の財政に関しても、

それだったら500円でも1,000円でも払ってもいいんだけどななんてみんな言いながら行って

いるので、心を痛めているわけですよ。その辺も念頭に置いていただいて…… 

○委員長（鈴木 勉君） ごめんね、藤井さん、ごめん、今のことも先ほどのこともそうだけ

れども、その前の内山さんとの話もそうだけれども、この席でなくて向こうの席でやりまし

ょう。 

  それでは、質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 以上で健康づくり課に対する質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５６分 

 

再開 午後 ３時０９分 

 

○委員長（鈴木 勉君） それでは、休憩を閉じまして再開いたします。 

  これより質疑を行います。質疑の対象を農林水産課・農業委員会とします。 

  それでは、お手元にいただきました資料に基づきまして、歳入から質疑を始めたいと思い

ます。 

  質疑ありませんか。 

○１３番（定居利子君） 成果説明の100ページ、市民農園整備事業、決算書は18ページの日

帰り型市民農園使用料なんですけれども、この内容について、何区画利用されているのか。

また、ラウベのほうは何戸使用者があるのか、３月末だと思うんですけれども、３月末と今

現在の利用者、何名ぐらいですか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） ３月末、ここの決算の数字でございますけれども、ラウベの

ほうはまだ供用開始、去年はしていませんので、日帰りの区画ということで、50平方メート

ルの区画が11、それから40平方メートルの区画は８の契約で歳入のほうは入れさせていただ

いております。 

  それから、現在ですけれども、現在はラウベのほうが９区画、それで50区画のほうが19区
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画。すみません、日帰り区画のほうが20区画契約してございまして、滞在型の９区画、現在

は契約となっています。 

○１３番（定居利子君） 日帰り型は40区画が整備されているんですけれども、現在は半分と

いう形ですか。そして、ラウベのほうは、現在なし、９区画、今年度に入ってから９棟利用

されているということですね。前年度はなしという形で。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 前年度はまだ開設されていませんので、ラウベについては今

年度から開設です。日帰り部分の一般の利用者は、今いう20区画という形です。 

○１３番（定居利子君） いろいろ広報活動されて、日帰り農園のほうは極力40区画に届くよ

うに努力をしていただきたいと思いますし、最初のときには、この市民農園はどうかなとみ

んないろいろ懸念がありましたので、今年度からラウベのほうも利用者があるという形の中

で、いろいろなラウベのほうも要望もあると思うんですよ。あそこに滞在した場合には、い

ろいろな支障、例えばみんな棟があっても、郵便が入れるところがないとか、もし夜間にあ

そこに滞在したときに救急的な病院だとか、そういういろいろな要望が今後出てくると思い

ますので、あそこの管理している方３名いらっしゃいましたね。そういった方たちとよく相

談されて、極力、ラウベのほうも全部利用していただくように、そういう予算的な面もあり

ますので、ぜひ日帰り農園のほうも、極力、ほとんど10割に近いほどの利用者等を努力され

ていただきたいなと思います。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 了解しました。今現在も町のホームページとかフェイスブッ

クですとか、新聞媒体等々を利用させていただいて、それから近隣の別荘、分譲地等もお願

いさせてもらって、ポスター等を張らしてもらったりという形で鋭意宣伝の努力はしており

ますので、今後も進めていきいと思います。 

○１３番（定居利子君） 管理棟のほうなんですけれども、トイレ等の使用は、管理者がいる

ときには利用できますよね、日帰り農園に来た方たちは。ただ、土日にいらっしゃる方もい

ると思うんですよ。そうすると、トイレの使用ができないもので、またそういう問題も今後

出てくるんじゃなかろうかなと思うんですよ。外からトイレが使用できるような管理棟だっ

たらいいんですけれども、管理棟も鍵がしまって利用ができないときには、トイレ等の不自

由さも今後出てくるんじゃなかろうかなと思いますので、そういう一つの対策として、今後

考えていただければなと思います。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 利用者の声については、おのおの常時聞く耳を持っていろい

ろ聞かせていただいて、今、管理棟のほうは、定休日、水曜日という形にしてございますの
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で、それ以外はほぼ開園時間等は、トレイと着がえの部屋等は使えるような形にしています。 

  それから、今年に限ってなんですけれども、利用者の声ということで、管理者がしまった

後も返却ができる農機具、農機具は無料で貸しているんですけれども、早い時間じゃなくて、

夏場あたりだと、ちょっと夕方の涼しいときまで作業したいけれども、そうすると、返す小

屋がしまっていると、管理棟がしまっていると返せないなんていう声もあったものですから、

そういうものの受け付けのロッカーを置いたりとかという形でいろいろ、少しずつですけれ

ども、便宜を図るつもりでやっております。御理解ください。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

○１３番（定居利子君） はい。 

○委員長（鈴木 勉君） それでは、22ページは質問していいかな、ちょっとめくってくれま

せんか。22ページ。 

（「決算書」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 決算書の21ページ。22ページはだめか。 

（「一緒だからいいんだよ」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 21と22はつながっているから、22ページの中の農山漁村振興交付金

というのは質問していいんですか。それと、その下の美しい森の交付金も質問していいんで

すか。 

  最初の農山漁村の振興交付金という性質はどういうことなんですか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） これは昨年整備させていただきました、滞在型の市民農園の

整備事業に係る補助金でございます。 

○委員長（鈴木 勉君） これもそうなんだな、いいです。 

  その美しい森の整備した場所はどこ。 

○農林水産課参事（山田義則君） ここにつきましては、稲取の入谷になります。新しく農免

道路をごみ焼き場に向けて道をつくっているところの左右の森林、切り捨て間伐で99.25ヘ

クタールがこの間伐事業ということで、補助金対象になっております。 

○委員長（鈴木 勉君） ありがとう。 

○６番（内山愼一君） 28ページの産地パワーアップ事業補助金というのは、どこの意味合い

の補助金なのか教えてもらえますか。2,175万5,000円。 

○農林水産課参事（山田義則君） これにつきましては、いちごの生産者がハウスを建設した

り機材購入を行うための国庫補助になります。補助率２分の１ということで、町内の農家、
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６農家が支給対象になっております。 

○６番（内山愼一君） わかりました。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかにございますか。 

  28ページの中にあります産地のパワーアップ事業というこの金額…… 

（「今言ったじゃん」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） さっき聞いたか。そうかそうか、ごめん、わかりました。何ページ

聞いたかわからなかったので。 

○１０番（藤井廣明君） 今のところの同じページ、28ページの鳥獣被害防止総合対策交付金

というのがきていると思うんですけれども、これは算定の基礎というか基準というか、どん

なふうになってこの金額が来るんですか。余り多くないんですけれども、被害がどんなふう

に想定されているのか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） これは猟友会さんに現在20基のデジタル簡易無線の貸し付け

を行っておりますけれども、その購入に対する補助金です。これが賀茂全域で入れたもので

すから、価格にしては相当なコストダウン化が図られておりますけれども、台数が多い形で

入札にかけていますので、それを今、賀茂郡全体で猟友会さんのほうにデジタル簡易無線機

を貸し付けてあります。その購入補助金です。 

○１番（笠井政明君） すみません、金額少ないんですけれども、市民農園のイベント参加料

ですけれども、イベント回数と延べ参加人数と参加料を聞いておきます。 

○農林水産課参事（山田義則君） これにつきましては、夏場に行われた共同作業について、

まず１人当たり1,000円ということで48名の参加がございました。合わせまして４万8,000円。

秋になりまして、今度、収穫祭ということで、同じく単価1,000円で38名の参加がありまし

た。ということで３万8,000円。合わせまして８万6,000円ということで、これは農園利用者、

協議会、職員等の交流を図るためのイベントということで参加料を徴収しました。 

○委員長（鈴木 勉君） どうですか、質疑ありますか。 

（発言する人なし） 

○委員長（鈴木 勉君） 質疑がないようでしたら、歳出のほうに入りたいと思います。よろ

しいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） それでは、質疑の対象を歳出のほうに移りたいと思います。 

  よろしく質疑のほどお願いします。 
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○１番（笠井政明君） すみません、成果表の105、あと歳出の108ページ、けやき公園維持管

理整備ですね、ここの管理事業に関してですけれども、365万3,730円、これの中の業務委託

の内容等をちょっと一度教えてください。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） ここは業務委託ではなくて、指定管理料の中でしていただい

ております。細かい内訳については、整備係長のほうから説明させます。 

○農林水産課整備係長（土屋政雄君） それでは、けやき公園の維持管理の指定管理料の内訳

について説明させていただきます。 

  まず、足湯棟１棟の管理につきましては、時間計算されていまして、１日８時間掛ける

311日の時間計算をしておりまして、金額的には222万5,000円となっております。 

  続いて、浄化槽の保守管理ですけれども、これは保守管理点検ということで、年間４回、

その他、くみ取り、清掃、あと法定検査を含めまして年７万円でございます。 

  続いて、草刈り業務ですけれども、けやき公園内1.2ヘクタールと広場、トイレ清掃、園

内清掃等を含めまして70万円の金額となっております。その他、光熱水費、水道料、電気料、

電話料を含めまして48万6,000円、合計で348万1,000円ということになっております。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） どうですか、質疑。 

○１番（笠井政明君） 一応、業務委託で足湯等々で時間でというのはわかるんですけれども、

草刈りに関してはごめんなさい、年何回行わなきゃいけないとか、回数は決まっていたんで

したっけ、回数。 

○農林水産課整備係長（土屋政雄君） 回数につきましては年３回でございます。その他、随

時やっていただくような指示はしております。 

○１番（笠井政明君） 年３回ベースだよというところなんですけれども、かなりいろいろな

ところが、夏時期になると間に合っていない状況があるかなと。 

  もう一つ、ちょっとこれは決算に関係ないかもしれないですけれども、里の朝市をやると

きに、担当課が出て整備をしていると思うんですけれども、業務委託で草刈り等々の周辺整

備をしているので、あの辺でわざわざ職員さんが出て行って草刈らなくてもいいんじゃない

かなと個人的にちょっと思っているんですけれども、その辺は何かありますか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 昨年も笠井さんからいろいろ指摘いただいているんですけれ

ども、あくまでも業務委託ですと、この年月日を指定して、ここまで、いつまでに何をしな

さいという形のあれはできるんですが、今、指定管理という形なものですから、係長から説
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明があったとおり年３回、ここをこれだけやってくださいという形で、協定書という形で指

定管理の協定の中にうたっています。 

  御指摘のとおり、ほたるのイベントがあったり、そこをいつまで刈っていいとか、刈っち

ゃいけないとか、いろいろなことがありまして、ましてや、去年もいろいろ指摘をいただい

て、今年も口を酸っぱく言っていたんですけれども、なかなか思うような業務委託のような

形で管理できないものですから、それについては今ちょっといろいろ課内で検討していまし

て、指定管理が今年度切れるものですから、来年度からのその部分については少し改良を加

えていくつもりで今検討しております。 

  それから、里の朝市に関しましては、指定管理者の主催じゃなくて、町のほうの主催でや

るということで、一応気持ちよくお客さんに来ていただくという観点で職員のほうも、店の

位置の線を引いたりとか準備のほうはしているつもりでございますので、御理解ください。 

○１番（笠井政明君） 準備に関しては全然いいんですけれども、要は公園の草刈りに関して

は、職員さんが出て行ってちょちょっとやらなくてもいいような状況をつくってほしいなと

いうのが一つあります。 

  あと、けやき公園に関してですけれども、今、年間利用者数がどのぐらいか出ますか。 

○農林水産課整備係長（土屋政雄君） 昨年の実績ですけれども、１年間の来場者は3,011名

でございます。 

○１番（笠井政明君） ちょっと3,011名が多いかどうかというところはあるんですけれども、

正直、ちょっと上の京王だったりとかヘルス・ケアの方々から、やはりちょっと行きづらく

なったとか、足湯のこともあったりとかであるので、その辺のなかなか山の上のほうなので、

利用者を増やすというのは難しいんですけれども、税金等々入れてできた農業公園でござい

ますので、今後の活用も減らさないように増やしていく方向で動いていただければというふ

うに思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかにないですか。 

  じゃ、お願いします。 

  ちょっといいですか、112ページの磯の体験学習の補助金７万5,000円と、アマゴの放流事

業の40万円というのと２つが聞きたいんですけれども、この磯の体験学習というのは、漁業

会が地元の小学生を対象としてやってくれている事業だと思うんですけれども、子供たちの

参加人数だとか、そういう情報はどうですか。前年と比べて実績的にはどういう数字になり

ますかね。 
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○農林水産課長（鈴木伸和君） 細かい数字は係長のほうから説明させますけれども、小学校

５年生から中学校３年生までを町内の小中学校に限って募集をしております。開催日がどう

しても海士さんたちのお休みということで、土曜日に当てるというのと、また潮の関係も見

ながら日程を決めますので、その年によって、例えば小学校は岡谷の児童交流が重なってい

たり、ふるさと学級の事業が重なっていたり、それから部活動の関係もあったりして波があ

りますけれども、昨年度の数字は係長のほうから説明させます。 

○農林水産課整備係長（土屋政雄君） ただいまの磯の体験学習の実績でございますが、昨年

度の実績としましては、44名が参加しております。参加日につきましては、７月30日に開催

しております。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） 19節のほうでもう１回聞きたいんだけれども、この44人、今年は曜

日のかげんでできなかったという形は内々で聞いているんですけれども、参加してくる子供

たちというのは増加傾向にあるのかな。僕もやりたいよとかという、そういう人数的には増

えていくという要因はあるんですかね。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） ちょっと私見も入るんですけれども、やはりいろいろ海を楽

しめるというところの難しさがあるものですから、昨年行った子から行って教わったり、サ

ザエのお土産をもらったりとか、そういう話の中で増えていく傾向には見えています。 

○委員長（鈴木 勉君） 希望的なものから言わせていただければ、地元のこういう子供たち

に海の体験だとか、貴重なこういう体験をして、ふるさとのいいところだとかを会得しても

らうとか、体験してもらって、この町に対する魅力も出てくるという形の中であって、でき

れば、こういう事業の充実性というものはもっと大事じゃないかなということは感じている

んですけれどもね。それ答弁はいいです。 

  引き続き、アマゴの放流事業というのは、今年も実施しているんですか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 放流事業補助金、アマゴの放流だけではなくて、あそこの大

川の川には漁業権が設定しておりませんので、そこのアマゴを守り育てるための事業を大川

区が行っております。幼魚を買ったり、監視をしたり、それからその中のイベントとしてつ

かみ取りみたいな事業もやっています。昨年は地元の子供たちを対象に開催されております。 

○委員長（鈴木 勉君） 話によると、つかみ取りについては中止になったとかということを

聞いたんだけれども、これは、ごめんなさい、決算は、去年やった事業のことだからいいん

ですけれども、これから先について、この事業、継続するんですか。 
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○農林水産課長（鈴木伸和君） 今申し上げましたとおり、つかみ取りの事業じゃなくて、大

川区で川を守り育てる事業に対しての補助金をあげているということなものですから、それ

で放流もしているし、監視もしているしという形なんですね。つかみ取りはその中の一環で、

今年も地元の子供たちを対象に行われております。 

  今、多分、委員長が言われているのは、観光協会がつかみ取りとして大川区で大々的に今

までずっとやっていたんですけれども、あれは観光協会の事業で、我々が補助している大川

区の事業は、このように川を守り育てて、アマゴの生息を守っていくという活動に対しての

補助事業ということで御理解ください。 

○委員長（鈴木 勉君） わかりました。自分がちょっと勘違いという形の中で整理するしか

ないよね。名称がちょっとややこしいなと思いますけれども、これは答弁要りませんから。 

  どうですか、ほかに質疑ないですか。 

○１０番（藤井廣明君） 110ページの林業費の中の優良景観樹木保全事業の松くい虫等防除

事業委託料とあるんですが、これについてちょっと内容をお知らせいただけますか。 

○農林水産課参事（山田義則君） 優良景観樹木保全事業についてちょっと説明させていただ

きます。これにつきまして細節のとおり松くい虫防除事業委託料ということで３つのメニュ

ーをやっております。まず１つは、防除作業ということで、地上散布を町内年３回、春先に

年３回、9.5ヘクタールを行っております。もう１つは、その散布に合わせて高いところに

パイプでよく見かけると思うんですけれども、そのホースについて補修しながらやっていか

なきゃならないものですから、それについてはパイプの設置補修ということで、年間５基を

大体補修してやっております。それと、あと被害に遭っちゃった松ですね、それについて被

害木の駆除ということで行われておりまして、昨年は119立方で170本の松くいがありました。 

  ちなみに事業費の内訳ですけれども、地上散布につきましては274万3,200円、パイプの設

置補修については31万3,200円、被害木の駆除につきましては180万3,600円という内訳にな

っております。 

○１０番（藤井廣明君） これの効果といいますか、かなりだんだん減ってきているとか、あ

るいはこれにかかわらず、どんどん拡大しているとかというような傾向についてはどうでし

ょうか。 

○農林水産課参事（山田義則君） これにつきましては、残念ながら、うちの町は防除に対し

ては熱心にやっていると思います。ただ、これにつきましては市町の境界がそのままないよ

うな状態で、外からの松くいの被害ということで、実際は余り減っていない状況で、何とか
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防除によって食いとめているというような状況です。 

○１０番（藤井廣明君） 了解です。 

○委員長（鈴木 勉君） すみません、112ページの水門の管理委託料は質問してよろしいで

すか。 

  今、なかなかこういう時代ですから、水門の委託管理をしていただいているんですけれど

も、何カ所、今、水門があるのかなというのと、それからもう一つ、管理の委託料というの

を払っている内容は、恐らく扉を閉めますよとかという、いざというときの管理だろうと思

うんだけれども、通常のさびだとか、不具合とかそういう点検はどうするんですか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 詳しい数字は係長のほうから報告しますけれども、基本的な

稲取漁港内にある県営の水門は、いわゆる陸閘というんですけれども、それとあと北川、熱

川、片瀬、白田にあります陸閘に対して、それぞれの団体に委託しております。 

  委託の内容ですけれども、閉まっていることが大前提ですので、ふだんは閉めていただい

ております。定期的に点検していただくような形の内容になっております。 

  数については係長のほうから答弁させます。 

○農林水産課整備係長（土屋政雄君） それでは、各地区ごとの内訳を御説明いたします。 

  北川地区につきましては３基、熱川についても３基、片瀬が11基、白田が６基、稲取が11

基となっております。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） 課長、ふだんの管理について、閉まっている状態じゃなくて、扉の

要するに、ごめんなさい、状況だとかというものの管理も委託しているわけですか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 状況確認ですので、区、あるいは観光協会等々にお任せして

いますけれども、閉まっているのが大前提ですが、その中で開閉だとかそういうものは目視

で見ていただいているのもありますし、動かしてもらったりするのもありますので、委託の

中に入っています。 

○委員長（鈴木 勉君） わかりました。 

  ほかにどうですか。ないようでしたら、質疑を終結したいなと思いますけれども、いかが

ですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） それでは、以上で農林水産課・農業委員会に対する質疑を終結いた

します。 
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  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時４０分 

 

再開 午後 ３時５０分 

 

○委員長（鈴木 勉君） それでは、お時間が来たものですから、休憩を閉じ、再開いたしま

す。 

  これより質疑を行います。質疑の対象を観光商工課といたします。 

  委員の皆さんの手元に質問の資料がございますから、それにのっとって歳入のところから

いきたいと思います。 

  質疑ございませんか。 

○５番（西塚孝男君） 30ページの地域商業パワーアップ事業補助金というのはどういうもの

ですか。 

○観光商工課長（森田七徳君） 歳出のほうでも出てきますけれども、商店街のＬＥＤをやっ

た銀座通り商店街と温泉場の商店街のＬＥＤ化に対して、県３分の１、町３分の１補助金が

出る関係でございます。 

  以上です。 

○５番（西塚孝男君） ありがとうございます。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑はありませんか。 

（発言する人なし） 

○委員長（鈴木 勉君） なければ、歳出のほうに移りましょうか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） それでは、質問の内容を歳出、113ページから始めたいと思います

ので、質疑のほどよろしくお願いいたします。 

  114ページのリフォームの振興事業が900万円ほどあるんですけれども、この内容的なもの

を説明していただけますか。何件ぐらいやったのかな。 

○観光商工課長（森田七徳君） リフォーム振興事業補助金につきましては、決算額98万

1,000円で、前年対比21万9,000円のマイナスとなっております。緊急経済対策の一環として、

平成23年度から補助率を10％から20％に上げまして、限度額のほうもかかった工事費の10万
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円から20万円に引き上げて実施をしている内容でございます。 

  平成28年度の実績につきましては、申請件数が57件、補助金額が938万1,000円、対象の工

事費は税込みで7,890万1,000円の実績となっております。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） 成果表にあるんだよな。 

○観光商工課長（森田七徳君） 成果表に、はい。 

○委員長（鈴木 勉君） どうですか、ほかに質疑ありませんか。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時５３分 

 

再開 午後 ３時５４分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○１３番（定居利子君） これは山田直志議員からも大綱質疑がありましたけれども、インバ

ウンド対策事業の効果とか、施設の受け入れ体制の充実を図られたか、再度御答弁をお願い

いたします。 

○観光商工課長（森田七徳君） インバウンド対策事業についてでございますが、これは観光

協会のほうへ全額補助金を交付して、観光協会のほうでインバウンド対策事業ということで

実施しているものでございます。 

  昨年度につきましての主な内容につきましては、インバウンド団体バスへの補助金35台分、

海外の旅行会社ですね─をこちらに招いてのモニターツアー、あとは観光協会の事務局及

び会員が台湾のほうへ行きまして、あちらで旅行代理店等を集めての商談会等を実施してお

ります。また、多言語の印刷製本ということで、パンフレットの製作をしております。 

  それから、あとジャパニカンという海外専用のウエブサイトのほうに東伊豆全体の広告を

出しております。受け入れのほうも、町の制度だけではなくて、国の制度等も使いまして、

ホテル、旅館が５軒以上集まると申請できるというような制度でございまして、観光協会の

ほうが取りまとめをして、７軒のホテル、旅館が国の制度を活用して、自社のホームページ

の多言語化ですとか、あとはトイレの洋式化ですとか、和室を洋室にするですとか、そうい

ったことで着実に受け入れ体制のほうを強化しております。効果についてでございますが、
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台湾のお客様を中心に、かなり外国人客のほうも増えてきておりますので、補助金等を交付

した効果については、町とすると長い目で見て増やしていきたいなという気持ちはあります

が、年度ごとで見ても、27年度から28年度については、かなり大幅な伸びとなっております

ので、交付した金額に相当の成果はあったのではないかというように考えております。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかにないですか。 

○１３番（定居利子君） 昨年、私たちも台湾のほうへＰＲ等を行かせていただきまして、日

本の観光地の関心度というのは大変高いんじゃないかなと感じました。今現在、ホテル等は、

外国人を雇用して、言葉を、お客さんが来たときに会話ができるように努力をしていらっし

ゃるんですよね。その中で半分ぐらいのお客さんがホテルへお泊まりになられたという、そ

ういう実績が出てきていますので、町並みのほうも、商店街とか商店にしても、今後努力を

していかなければならないんじゃないかなと思います。 

  言葉のいろいろ通じない点もありますけれども、公衆トイレ等に外国語、台湾語とか、い

ろいろ韓国語とか、そういう案内板を設けたり、町並みをもう少しきれいな町並みに、すぐ

にはなかなかできないですけれども、何年でもかけて町並みを整備したり、観光客が東伊豆

町に見えて大変きれいだったなと、そういう印象を受けて、また再度行きたいなということ

で、そういうふうに今後努力をされていかれればなと思います。 

  今、静岡県の三島というところは大変に観光客が増えているんですよ。外国人旅行者が増

えているという状況は、町並みが大変きれいだということで、花が道路の両脇に植えられて

いて、とてもきれいだから、また三島の町内を散策したいなという、そういう意見が大変あ

るそうなので、やはり東伊豆町に見えたときには、台湾人なんかは大変花が好きなので、そ

ういうふうな取り組み方とか、また町全体でインバウンドのお客さんを迎え入れるような体

制に、観光協会のほうも努力をされたり、町のほうも努力されればいいんじゃないかなと思

います。 

○観光商工課長（森田七徳君） ただいまの御意見についてですが、確かに町並みについては、

ずっと長い間、時間がかかって簡単ではないかなと思いますが、今回の街路灯の港の整備で

すとか、あと稲取温泉協会は、文化公園を中心にして、これからどういうふうにしていった

らいいかというような今、ワークショップを開いていたりですとか、あと29年度の事業にな

りますが、商工会のほうでインバウンドの受け入れの体制について、今、委員会を立ち上げ

て検討していたりですとか、ちょっと表にはまだ出てきていないですけれども、そういった
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取り組みも行われております。 

  ただ、あと外国人から要望の多い公共施設、駅なんかの多言語表記とか、まだまだ全く手

つかずの状態ですので、誘客宣伝だけしても、来ていただいて不便をかけてしまっては仕方

がないので、そういった点についても、少し時間はかかるかもしれませんが、努力していき

たいと思います。 

  以上です。 

○１３番（定居利子君） やはり町並み整備というのも計画性を持って、１年、２年でできる

ものじゃないですので、やはり何年もかけて、５年、10年のそういう計画性を持ってこの町

並みを整備して、将来の子供たちがこの町に住んでいて、とてもきれいだったとか、また友

達にもそういう来てくださいよという声をかけられるような町にしていかないと、なかなか

人口も増えていかないし、観光の面も、お客さんの誘客にはつながっていかないんじゃない

かなと思います。 

○委員長（鈴木 勉君） 答弁は。 

○１３番（定居利子君） よろしくお願いします。今後の計画じゃないんですけれども、将来

的な展望。 

○観光商工課長（森田七徳君） 特にインバウンドに限ったことではないんですけれども、今、

観光資源がホテル、旅館が一生懸命やっていて、ホテル、旅館の満足度は高いんですけれど

も、やはり町並みだとか町歩きの点は、アンケートをとったりしても、余りお客さんの満足

を得られていないというのは、やはり結果でも出ておりますので、将来のことを考えると、

やはりお客さんが町に出て、町歩きを楽しんで、きれいな町並みで、それでまたそれをお友

達や家族に伝えていただいて、再訪していただくというような、そういった温泉場づくりが、

将来のことを考えると必要だというふうには認識をしておりますし、うちの観光地としての

問題点だというふうにも今考えておりますので、前向きに計画的にそういったことを改善し

ていきたいというふうに思います。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかによろしいですか。 

○６番（内山愼一君） 116ページの雛のつるし飾りのイベントの事業費50万円があるけれど

も、これの効果というか、実際に昨年と比べた場合に増えたのかどうか、どういう効果があ

ったかどうか、その辺の内容をちょっと教えてもらいたいんですけれども。 

  200万円だ、これな、20周年が上か。200万円。 

○委員長（鈴木 勉君） 200万円。熱川温泉。 
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○６番（内山愼一君） 50万円と20周年で200万円。 

○委員長（鈴木 勉君） 一番下ね。 

○観光商工課長（森田七徳君） 雛のつるし飾りまつりの20周年記念事業の補助金につきまし

ては、全体の事業費とすると435万904円で実施をしております。主な内容は、今年で29年で

す。29年のつるし飾りから、三島神社のほうも雛壇を新たに設置しまして、それに対する費

用ですとか、あと１個350円の桃飾りを1,500個つくりまして、来客へのノベルティといたし

ました。また、国道沿いに雛のつるし飾りの看板が今までなかったということで、国道の看

板の製作を行っております。あと雑誌のほうの「じゃらん」の広告掲載ですとか、あと花火

の広告、今年は少し花火をやらせていただいたので、その花火の費用ですとか、あと町歩き

を推進しようということでスタンプラリーをやらせていただいております。 

  第20回の記念大会ということで、こういった内容で、通常の予算とは別途補助金のほうを

交付いたしましたが、平成25年以来、５年ぶりに来館者のほうが10万人を超えまして、10万

1,039人となっております。特に素盞鳴神社の雛壇飾りのほうは、28年の7,199人から１万

1,432人に大幅に伸びてございます。 

  また、スタンプラリーで町歩きを促進しようということですが、町歩きをしたお客様から

もアンケート調査を実施しまして、かなりのお客様から、町歩きができて楽しかったとかよ

かったというような積極的というか、高評価のアンケート調査の結果をいただいております

ので、20周年ということでいろいろ地元のほうで苦労されて、新しい企画をされましたが、

観光客の皆様にもそれなりに評価をしていただいたのではないかというふうに認識をしてお

ります。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかにありますか。 

○６番（内山愼一君） わかりました。 

○委員長（鈴木 勉君） いいですか。すみません。 

  重複しないように頑張りたいと思いますけれども、同じ116ページの中のロケの誘致とい

うのがありますよね。補助事業、ロケの誘致の推進事業、これは内容とか、何件ぐらい誘致

ができたのかということをお聞きしたいなと思いますけれども。 

（「114ページの成果表」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 116、成果あるの。 

（「114ページの成果表にある」の声あり） 
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○委員長（鈴木 勉君） 成果表ある。何件ぐらいきている。 

（「14ページの観光費の（１）、（２）のところ、（２）ロケ誘致推進

事業60万7,000円の概要が書いてある、一番下」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 44件、27件が撮影に来たということか。 

（「それが前年」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 51件。 

（「実際に撮影してくれた人が」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 51件に増えたということか。 

（「そうそう」の声あり） 

○観光商工課長（森田七徳君） 補足で答弁しますか。 

○委員長（鈴木 勉君） 答弁を求めます。すみません、私が聞いた数字的なものは成果表で

わかりましたけれども、こういう事業というのは、今この町にとっては大切な事業なわけで

すよ。そういう予算を使ってきているわけですけれども、今の町のあり方からすると、予算

的な規模はこれで十分だったのかな、どうですか。 

○観光商工課長（森田七徳君） 平成28年度分については、途中で補正をしていただいた関係

もあって、件数とすると、一応希望されたところには交付することができまして、ただ、29

年度も一層伸びがありまして、この間、補正予算で増額をお願いしましたが、この補助金が

あることで件数自体も増えているんですが、件数だけじゃなくて、１日だけでロケをして帰

ろうと思ったところが、宿泊だとかロケ弁に補助金が出るということで、それでもう１日ゆ

っくり、半分宿泊費が出るのであればということで、１日のロケが２日に延びて宿泊をして

いただけるというようなケースもかなり補助金の効果として認められていますので、有効な

施策ではないかというふうに考えています。 

○委員長（鈴木 勉君） それから、引き続いて、ツリーハウスの修理費が計上されているわ

けですね。これも成果表にないよね。 

  聞きたいのは、あそこの修理に要した費用が、ツリーハウスがあったよね。99万9,000円

というような予算も執行しているわけなんですけれども、これを執行して、ツリーハウスと

いうものがよみがえったと思うんだけれども、利用する、あそこに集まった人たちにとって

はどういうものなのかなと聞きたいなと思っているんですけれどもね。 

○観光商工課長（森田七徳君） 観光施設整備事業で整備をしたものですから、あそこの広場

がもともとそれほど芝生を張ったりして特徴のないところだったんですが、ツリーハウスを
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設置することによって、ほかにあちこちに数がたくさんあるものではないものですから、撮

影に使っていただいたりしていることもありますけれども、あそこに来たお子さん等には珍

しいものだということで楽しんでいただいているのかなというふうに思います。 

  また、あの場所でゴールデンウィークに音楽のイベントをやったりしているんですが、外

国人、特に西洋人のお客さんがすごくツリーハウスが好きで、来た方が相当あそこで記念撮

影をしているというような姿も見られまして、それはちょっとつくった時点では想定してい

なかったことなんですけれども、そういう効果もあるのかなというように再認識いたしまし

た。 

○１０番（藤井廣明君） 118ページの真ん中辺にある13、観光トイレ清掃管理委託料という

ふうに出ているんですが、これはどこに委託しているか、トイレが幾つあるか、何回ぐらい

管理しているかというような形を聞きたいと思うんですが、どうでしょうか。 

（何事か言う声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 成果表にあるの。 

（「116ページの一番下」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 成果表にもあるんだな。質問の趣旨はいいんですね。 

○１０番（藤井廣明君） 委託先はどこなのかとか、あと何回なのかということ。 

○委員長（鈴木 勉君） 成果表には載っていないんだよね。 

○１０番（藤井廣明君） それは載っていないです。どこにあるかというのはわかりました。 

○委員長（鈴木 勉君） 答弁できますか。お待ちくださいね。 

○観光商工課長（森田七徳君） ただいまの御質問の観光トイレの清掃管理委託料でございま

すが、現在、平成28年度時点で観光課の管理している観光トイレが19カ所ございます。その

うち６カ所は、熱川と稲取の観光協会のほうで清掃管理をしていただいておりますので、そ

の観光協会が管理をしていないものが、残り町内13カ所ございます。基本は週に１度、月曜

日、もしくは火曜日に掃除に入っていただきまして、トイレットペーパーの交換を含む掃除

のほうをしていただいております。 

  ただ、13カ所のトイレでそれぞれ使用頻度等に差がございますので、使用頻度の多いもの、

例えば細野高原のようにイベントで使うようなときには、できるだけきれいにできるように

ということで、週２回入っていただいたりですとか、あと三筋山の観光トイレのように、通

常はそれほど人が行かないところについては、２週間に一遍に減らしていただくとか、使用

頻度に応じて変えておりますが、基本は週１回ということで、委託先のほうは栄協メンテナ
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ンスとなってございます。 

  以上です。 

○１０番（藤井廣明君） わかりました。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） はい。 

  もう１点、それから、同じ118ページの上から19の美しい伊豆創造センター負担金という

のがあるんですが、これと、その後ろの120ページに、同じく伊豆創造センターのＤＭＯ負

担金というのがあるんですが、これについてちょっと違いというか、少し解説いただけます

か、説明。 

○観光商工課長（森田七徳君） ただいま御質問の美しい伊豆創造センターの負担金が28年度

については、決算書のほうに２カ所で出てきてございます。先に出てきています243万円に

つきましては、これは美しい伊豆創造センターの通常の活動費分ということになります。内

訳として、観光的な活動の分の負担金が206万4,000円、あとは首長会議等主催しております

ので、企画調整課のほうで担当しております企画調整課分のほうが36万6,000円で、合わせ

て243万円となっておりまして、これはそれぞれの市町が負担しておりますので、それを合

わせて243万円のほうでは、インバウンド事業ということで、台湾のトップセールスですと

か、台湾国際観光博覧会への出展ですとか、ファムトリップですとか、観光体験ツアーとい

ったようなインバウンドの誘客ですとか、あと国内向けには、大宮駅での夏の旅観光展、あ

とふじのくに、静岡、横浜観光キャンペーンですとか、幾つも各種観光展等に出展をしたり

ですとか、あと一部、道路関係で国・県への要望活動を７回行っておりまして、これは通常

ベース分という考え方になります。 

  その後なんですが、120ページのほうに出てきている広域観光振興推進事業の美しい伊豆

創造センターＤＭＯ負担金は、これは27年度から28年度に繰り越しとなっていまして、国の

地方創生交付金を受けて、ＤＭＯといって、着地したところでしっかりマーケティングをし

て、広域的に観光客を呼び込もうというような、そういう国が推進しています組織体を美し

い伊豆創造センターでも、現在、このＤＭＯのほうをつくっております。この補助金につい

ては、美しい伊豆創造センターのほうで仕組み上、受けられなかったものですから、各市町

が一度、国から地方創生交付金という形で受けて、町をトンネルして、この美しい伊豆創造

センターへ出しております。ですので、これは通常ベースの活動費には使えないものですか

ら、美しい伊豆創造センターで28年度に実施したＤＭＯに関する費用に使っております。内
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容としましては、ＧＰＳを使ったビッグデータ、これを活用しまして、伊豆半島全体の観光

動態調査を行いましたりですとか、あとは伊豆半島のアンテナショップを設置したりですと

か、伊豆半島版の産業連関表作成事業を行ったりですとか、あと伊豆半島サイクル市場調査

というのを実施したりですとか、そういったＤＭＯに関することについて国からの補助金を

町を通して美しい伊豆創造センターのほうへ交付したという内容になっております。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか、藤井さん。 

（何事か言う声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） ちょっと暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時１７分 

 

再開 午後 ４時１８分 

 

○委員長（鈴木 勉君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

  お諮りします。本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は延長することに決

しました。会議時間を延長いたします。 

  質疑ございますか。 

○１番（笠井政明君） 116ページの細野高原イベント事業補助金、成果表にもありますが、

昨年度ちょっと人数が減りましたよということであれなんですが、27年度決算に比べて金額

が大分、150万円ぐらいですか減らしてはいるんですけれども、減らした要因は何でしょう

か。 

○観光商工課長（森田七徳君） これは当初予算編成時の町長の方針によるものでして、もと

もとの金額がその前の年までに1,100万円ということで、1,000万円を超えてかなりの金額だ

ということと、あと入山料をいただいて入っていただくという取り組みを始めて、入山料を

いただいたんですけれども、安定的にお客さんのほうには来ていただけるので、ある程度の

入山料が確保できるということなので、入山料を多少は使う形で、これから少しずつでもい
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いので、補助金は減らしていくという、そういった町長の方針で減額ということになってお

ります。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） 減額に関しては全然よいかと思うんですけれども、人数的に気象のこ

とが書かれていますけれども、これも大いに要因があるのかなとは思いますが、６年、今年

７年目を迎えるわけですけれども、そろそろ内容としても、ちょっと変革の時期が来ている

のかなと。 

  毎年１万人オーバーで、入山料が大人が600円でしたっけとかで考えても、単純に１万人

で600人で600万円ですから、そんなにいかないので、かけている分に関して入山料が取れる

のが、多分ざっくり算定すると、30％か40％程度かなというところはあるので、そこの率を

上げていくような働きかけを観光課からも観光協会のほうへお願いをいたしますということ

ですね。 

  あと２つ目で、成果表の116、観光宣伝事業200万円、これは渋谷の東急のやつだと思うん

ですけれども、期間的には何日間やられていたか教えてください。渋谷だけじゃないのか、

名古屋もあるのか。両方合わせてなんですけれども。 

○観光商工課長（森田七徳君） 細野高原の関係につきましては、できるだけ、おっしゃった

ように入山料について増やすような取り組みについては行っていきたいと思います。 

  また、去年減った理由については、現場で言うと、お客さんの多い少ないというのは明ら

かに天候に左右されてはいるんですが、ただ、確かにちょっと伸びがとまって、踊り場に来

たかなという感触もあるので、今年からまたＪＲの重点販売が早春から秋へ移って、ＪＲさ

んですから、私鉄各社さんのほうでてこ入れをしていただけるということもありますので、

そういうお力もかりながら、少してこ入れをしていきたいなというように考えております。 

  もう一つ、観光宣伝事業につきましては、これ名古屋につきましては２泊３日で行って、

実質２日間の実施となっております。渋谷については、当初は２泊で行っていたんですが、

ちょっと別の事業というか、つるしのときに行くと、うちのほうもつるしの準備が忙しいと

いうのもありまして、去年は日帰りで行っております。また、去年から新規事業ということ

で、「まるごとにっぽん」というところで、成果表にもありますが、酒田市さんと柳川市さ

んと実施しておりますが、これ展示については１カ月しまして、その間、４週にわたり週末

ごとに職員が土日、土日でキャンペーンのほうを実施しております。 

  以上でございます。 
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○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありますか。 

  藤井さん、どうですか。 

○１０番（藤井廣明君） ないです。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

  笠井さんもいい。 

○１番（笠井政明君） 大丈夫です。 

○委員長（鈴木 勉君） 大丈夫です、まだ延長はしておいたから。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時２３分 

 

再開 午後 ４時２６分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  質疑ございますか。 

○５番（西塚孝男君） 118ページの鉄道施設老朽化対策事業の補助金で83万円出ていますけ

れども、どこに。 

○観光商工課長（森田七徳君） 鉄道施設老朽化対策事業補助金についてですが、該当箇所は

河津と下田の間の谷津トンネルが老朽化しておりまして、それを平成21年から30年にかけて

修理をすることになっております。国が３分の１、伊豆急行さんが３分の１、沿線の市町が、

谷津トンネルが万が一のことがありますと、伊豆急線全体がとまってしまいますので、そう

いったこともあって、伊東市、東伊豆町、河津町、下田市でも一部を負担する形になってい

るものです。その支出については第三セクターを立ち上げて、そこへ補助金を出すというス

キームについては、国からの指導で、そういった伊豆東海岸鉄道整備株式会社という会社を

つくりまして補助金のほうを支出しております。 

  以上です。 

○５番（西塚孝男君） わかりました。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかにありますか、質疑。 

（発言する人なし） 

○委員長（鈴木 勉君） それでは、質疑がないようでございますから、以上で観光商工課に
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対する質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時２８分 

 

再開 午後 ４時２９分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  本日の会議はこの程度にとどめ、延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） 

○委員長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

  本日はこれにて延会いたします。 

  なお、９月14日、あしたは午前９時30分より会議を開きますので、よろしくお願いします。 

  お疲れさまでございました。 

 

延会 午後 ４時３０分 
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一般会計決算審査特別委員会（第３日目）記録 

 

                    平成２９年９月１４日（木）午前９時３１分開会 
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建 設 課 
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防 災 監 竹 内   茂 君 

防災課長補佐
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事 務 局 長 坂 田 辰 徳 君 
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書 記 吉 田 瑞 樹 君   
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開会 午前 ９時３１分 

 

○委員長（鈴木 勉君） ただいまの出席議員は６名で、委員定数の半数に達しております。 

  よって、一般会計決算審査特別委員会は成立いたしましたので、開会をいたします。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

  前日に引き続き議案第37号に対する質疑を行います。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑の対象を建設課といたします。 

  議員の皆様方のお手元には、建設課よりいただいた資料がございますから、それにのっと

りまして歳入から質疑を始めたいと思います。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時３２分 

 

再開 午前 ９時３３分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

  委員長を交代します。 

  18ページの汚水施設の使用料というのがありますけれども、この内容について説明してい

ただけますか。179万円という計上になっていますけれども。 

○建設課長（高村由喜彦君） それでは、説明をさせていただきます。 

  主要政策の成果説明書というのをまずお開きください。そこの中の、123ページをお開き

ください。 

  唐沢汚水処理場、平成15年に工事に日本軽金属さんから移管をされて、現在に至っていま

す。その状況については、今42件、平成28年度の収入で179万1,615円という状況になってい

ます。 

○１２番（鈴木 勉君） この決算が、179万円返納されているんだけれども、今年は、この

決算の中には修繕をするという形で、汚水処理をする期間というのがあったんじゃないかな

と思うんだけれども、それを含めてでもお金いただいているんですか。 
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○建設課長（高村由喜彦君） 歳出のほうで唐沢汚水処理場事業という項目があって、そこの

中で修繕というのが、工事請負費等も全部含めて事後としてはお金が支出されています。こ

れはあくまでも、収入分だけの話で。 

○１２番（鈴木 勉君） 私が聞いたのは、収入分の中に、修理中は排水をしないじゃないで

すか。各家庭から。その水の物はほかの管を通して修理していると思うんだけれども、それ

を含めてもらっているんだよねという話を聞きたい。 

○建設課長（高村由喜彦君） それは含めてもらっています。それはストックというか、ため

ることができてという話で、それで、仮設的に開通したりしていたので、それは問題ないで

す。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありますか。 

○１番（笠井政明君） 17、18ページの道路使用料、河川使用料なんですけれども、あと成果

表の129ページです。 

  件数的には、トータルするとそんなに変わっていないんですけれども、27年から28年は金

額の改定か何かあって、増額になっているんでしたっけ。 

○建設課長（高村由喜彦君） 28年の４月１日から、道路占用料、河川占用料等は改正をして、

占用料が、道路占用料については下がったんですが、三筋山の風車の占用料等の物件が増え

たもので、それで差し引きこういう金額になったということです。 

  河川占用料については、実質的には占用料が上がっています。 

○１番（笠井政明君） あともう一つ。 

  29、30の電源立地地域対策交付金440万円、これは何の交付金ですか。 

○建設課技監（桑原建美君） これは、窓口は企画調整課になるんですけれども、いわゆる迷

惑施設、東京発電の水力発電に絡む補助金でして、今現在440万円を平成32年までもらえる

ことになっております。 

  以上です。 

○６番（内山愼一君） 34ページの町道の整備寄付金というのはどこからもらった。 

○建設課長（高村由喜彦君） 霊友会が平成24年ぐらいからずっと大規模改修を３年間ぐらい

やっていまして、それで町道大川遠笠山線を大型工事車両が通ることによって少し痛めたと

いうことで、それに対して修繕の手当てとして使ってくださいということでもらったもので

す。修繕として使いました。 

（「大川遠笠山」の声あり） 
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○建設課長（高村由喜彦君） 大川遠笠山線というのは、旧道からずっと公民館のところから

霊友会の橋のところまでについて、補修をしてもらうためのお金をいただきました。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑がなければ、歳入のほうはこれで終了したいと思います

けれども、よろしいですか。 

（「はい、いいです」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） ではこれから歳出のほうに質疑を移したいと思います。 

  質疑のほうよろしくお願いいたします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時３９分 

 

再開 午前 ９時４０分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  122ページの道路維持費の中にあります、グレーチングなどという項目の中で、29万円計

上してあるんですけれども、これは私も一応質問したみたいに、足元の悪いところを直して

いただけるという形の中に含まれるのかなと思うんですけれども、今年やった工事の箇所と

いうのはどこですか。 

○建設課技監（桑原建美君） 決算ベース29万1,016円の話ですよね。これについては、申し

わけございませんけれども、場所の明言というのはできないです。と言いますのも、かなり

職員ができるものについて原材料としてグレーチング及び陥没したところの舗装の補修材等

を購入している費用でして、申しわけございません、その場所までは今後ともやった人につ

いては明記していくようにいたします。申しわけございません。 

○委員長（鈴木 勉君） 私、負担的にこことここをやりましたよとかということになるかと

思ったら、多岐にわたってそういう危険箇所も多いから、そこをやりましたあそこをやりま

したと言えませんよということについて理解しておきますけれども、先ほど当初にお渡しし

たみたいに、やはり足元が悪いのがひとつの事故につながるという形がありますから、きめ

細かな形の中でやっていただければ決算の内容につきましては十分じゃないかなと思ってい

ますけれども。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 
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○１０番（藤井廣明君） 124ページの下のほうの13になりますけれども、景観維持対策委託

料というのがあるんですが、これはどこのあたりへの景観といいますか、内容。 

○建設課長（高村由喜彦君） そこのところは、稲取高校の下のところを、三、四年前に徳造

丸さんから寄付をもらって、町のお金を入れてきれいにしたんですけれども、やっぱり１年

間に１回手を入れないと、雛のつるしかざり、桜祭りの時期に、稲取の一番いい景観のとこ

ろなので、稲取高校の下の国道下、所有地を刈ったということです。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） 藤井さん、続けてよろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） もう１件、上のほうの15という項目の中に、入谷天城１、２号線の

舗装改良工事と、これどの辺ですか、具体的に場所。 

○建設課技監（桑原建美君） この場所について、２カ所、２工区に分けて施工したんですけ

れども、１つ目は、今、入谷天城１号線をずっと上っていきますと、右側に賀茂農林さんが

開設した広い道路ございますね。 

○１０番（藤井廣明君） 農免道路。 

○建設課技監（桑原建美君） 農免道路、はい。 

  それさらに超えた、ぎゅっと右カーブのところのまず改修を１工区としてやりまして、２

工区としましては、細野高原のメーンイベントを通り過ぎた箇所といったらよろしいんでし

ょうか。そこをちょっとやらせていただいたんですけれども、ちょっと言葉では説明しにく

いものですから、もしあれでしたら後ほど位置図を藤井議員さんに提示いたしますけれども、

よろしいでしょうか。 

○委員長（鈴木 勉君） 藤井さんよろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） 横坂さんの上のあたりになりますか。 

○建設課技監（桑原建美君） そうですね、１つ目は。 

○１０番（藤井廣明君） わかりました。 

○建設課技監（桑原建美君） 申しわけございません。 

○委員長（鈴木 勉君） 質疑ありませんか。 

  124ページの中の、熱川中学生の防御柵というのは、これは校門の下の例のそこの工事の

内容ですか。 

○建設課技監（桑原建美君） 今の言われましたとおり、熱川中学校の校門から下の町道まで、

約延長が43.5メートルなんですが、その側溝に中学生が落ちないように施工しました。場所



－6－ 

は委員長がおっしゃるとおりです。 

○委員長（鈴木 勉君） 工事した結果としては、子どもたちの安全が十分守れますよという

ような中の工事をしていただいたということですか。 

○建設課技監（桑原建美君） おっしゃるとおり、側溝が開渠、ふたがない開渠になっていま

して、そこを本来なら側溝ぶたをつければよろしいんでしょうけれども、あそこの熱川中学

校を上る坂道というのは、かなり雨しょったときに、水が道路上に流れるものですから、ど

うしてもふたよりも、先ほど申しましたように転落防止柵をつくって、道路排水はそのまま

とれるように、なおかつ、生徒の転落を防いだということ、内容です。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかにどうですか。 

○６番（内山愼一君） 成果表の124ページの住宅耐震化の事業の中で、木造住宅の耐震化補

強の補助金が、１軒出ているだけで100万円。これは中身はどういうあれですか。 

○建設課長（高村由喜彦君） 次のページを見て……125ページをお開きください。成果表の

125ページを開いてください。そこの中に、■■■■さんという形の中で補助金が交付され

ています。それの木造住宅の計画の工事が記載されています。それが１軒です。 

  以上です。 

○６番（内山愼一君） 100万円というのは、どういうあれだったか。この制度の内容はどう

いうものだったか。100万円というのは結構大きい金額だから。 

○建設課長（高村由喜彦君） 倒壊ゼロの木造住宅の補強工事等については、年々時限的に割

り増しとかあるんですけれども、基本的には熊本地震があって、それによって昭和56年以前

の木造住宅がかなり倒壊したということがあって、割り増し補助がちょっと入っているんで

すよ。それで、今現在、上限が100万円なんだけれども、これが目いっぱい高齢者割り増し

も使って、本来ならば70万とか50万とかなんだけれども、そういった高齢者割り増しとか、

時限立法的な割り増しが絡んで、この金額になって使って活用できているという。 

○６番（内山愼一君） ありがとう、わかりました。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

○１番（笠井政明君） すみません、ちょっと細かい部分で。 

  132ページのところで、津波監視カメラ維持管理業務委託料が上がっていますが、27年度

決算……防災、わかりました。すみません。 

○委員長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 
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休憩 午前 ９時４９分 

 

再開 午前 ９時５０分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開をいたします。 

○１０番（藤井廣明君） 126ページの町営住宅維持管理事業というのがあるんですが、これ

も違う。そうですか。ないです。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

  ほかに質疑がございませんか。 

（発言する人なし） 

○委員長（鈴木 勉君） 質疑がないようでございましたら、以上で建設課に対する質疑を終

結いたします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時５１分 

 

再開 午前１０時００分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開をいたします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑の対象を防災課とします。 

  皆さんのお手元に防災課よりいただいた資料がございます。 

  それにのっとりまして、歳入から質疑をお願いしたいと思います。 

  質疑ありませんか。 

  28ページを見ていただけますか。 

  緊急地震と津波の対策の交付金というのが800万円いただいているわけなんですけれども、

これは交付の内容的なものはどういう内容なんでしょうか。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 内容につきましては、防災で買わせていただいている備

品、それから消防団の訓練等の経費、それとこのときについては熱川の防災公園の整備費の

一部が対象となっております。 
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  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑ございませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 21ページの14の２の４の中に、市街地整備事業というのがあるんで

すけれども、それは具体的に何をしろという、どういう目的のあれでどういうことに具体的

に使われるものかという、少し内容みたいなものを教えていただきたい。かなり大きな金額

で来ていますので。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） それにつきましては、熱川の防災公園の整備費の社会資

本整備総合交付金の内容となっております。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） 藤井さんよろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） はい、わかりました。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑ございますか。 

○５番（西塚孝男君） 40ページの28の消防団団員安全装備備品整備とありますけれども、そ

れ何。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 歳出のほうにもありますが、消防団のそれにつきまして

は、ヘルメット、それからビブスを購入してございます。これについては、消防協会のほう

からいただいているお金となります。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

○５番（西塚孝男君） この前ちょっと見たけれども、団員の制服変わっていたけれども、あ

れとかは全然使っていないの。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 制服については、29年度予算で町単になります。 

  以上です。 

○５番（西塚孝男君） わかりました。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに、質疑ございますか。 

○１０番（藤井廣明君） 同じく40ページの消防団員の退職報償金なんですが、これは何を見

込んで、人数ですが。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） その人数につきましては、25名分の退職報償金で、これ

は27年度に退職した団員の報償金であります。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 
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○１０番（藤井廣明君） わかりました。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑ございませんか。 

  なければ歳出のほうに移りたいと思いますけれども。 

  よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） それでは、質疑の内容を歳出のほうに移したいと思います。 

  質疑などよろしくお願いします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時０４分 

 

再開 午前１０時０６分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開をいたします。 

○１番（笠井政明君） 132ページ、津波監視カメラの維持管理業務委託料が27年度決算書に

比べて倍額ぐらいになっているんですけれども、この理由は何ですか。教えてください。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 27年度につきましては、まだ保守の瑕疵があったので、

その分が27年度は低いというような形。それで、28年度は１年分丸々になっていますので、

そこが上がっている内容です。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） 了解しました。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかにどうですか。 

○５番（西塚孝男君） 128ページの消防団の報酬と出ていますけれども、これは何人分の、

人数は。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） これは何人分といいますか、それぞれの訓練報酬等にな

りますので、それぞれ使用人数が異なりますので、全体でというのはちょっとまとめていな

いものですから、その辺をどういうふうにしたらいいですか。 

○５番（西塚孝男君） 団員定数とかというのはうたわれていない。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） すみません、間違えました。 

  これについては、330名の団員の年額報酬になっております。 
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○５番（西塚孝男君） この報酬の支払い方というのは、どのような支払い方ですか。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） これにつきましては、28年度から年額を今までは月分割

で条例では年１回というふうになっているんですが、それを12分割したものですから、昨年

度が年払いという形で１回払いとしています。それが、去年については９月に一括でそれぞ

れの分団に払っております。 

  以上です。 

○５番（西塚孝男君） 今年についてはどういう形。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） これについては３年を経過措置として、今年は12月に一

括補助、それで、30年度については３月末という形で支払うということで計画をしておりま

す。 

  以上です。 

○５番（西塚孝男君） わかりました。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 128ページの上から５行目ぐらいに、５番に消防団員等公務災害補

償費というのがあるんですけれども、これに関してはそういう事案が発生したということな

んでしょうか。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） これについては、27年度に団員が訓練中にけがをして、

その分の金額になっております。 

  以上です。 

（「けがしたんだ」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） どうですか。ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 今の方は１名ということ。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） １名でございます。 

○５番（西塚孝男君） やっぱり128ページですけれども、この電話料28万と出ているんです

けれども、今電話なんかそんなに使っているの。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） これについては、各分団の基本料金が主な内容となって

おります。 

  以上です。 

○５番（西塚孝男君） 基本料金て、そんなに高かったっけか。 



－11－ 

  基本料金、わかりました。 

（何事か言う声あり） 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 大体月2,600円。 

○委員長（鈴木 勉君） 西塚さん、よろしいですか。 

○５番（西塚孝男君） はい。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） すみません、表で申しわけないんですが、131ページの危機事案状況

ということで、自然災害事案というのがあるんですけれども、自主防への、あんまり一般質

問でできなかったけれども、警戒とかそういうのが出なかったときの、明確なルールがちょ

っとはっきりしなくて、町民のほうへの伝達というのが今までもはっきりしていないかなと

いうところがあるんですけれども、ここに関しては、28年度というか今年度も含めてですけ

れども、変更していく予定はあるんですか。ないですか。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 大雨に関しましては、基本的に自主防に公民館等、一時

避難場所に避難、ここを開設していただく場合については、大雨洪水警報等が出たときには、

その体制をとっていただくという形で言っています。あと、土砂災害警戒情報が出たときは、

完全にこれは広域避難場所の状況によりますが開くという形で、町のほうとしましては、土

砂災害警戒情報が出たときは、避難勧告を出すということで、うちのほうは体制をとってお

ります。これは、数年前から同じような体制でお願いをしています。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） もう一つそこに絡めてなんですけれども、白田とか湯ケ岡の公民館と

か等、土砂災害の警戒域に入っているかと思うんです。確か。避難場所が。という部分がち

ょっとあるので、今後、そういうところの精査をして、避難場所をもう一回確実に安全な場

所で確保されるような見直しをしていただけないでしょうかという要望でございます。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 土砂災害に関しての対策としますと、強度のある建物は

あそこはＲＣなものですから、２階に避難すればある程度対応はできるのかなというのと、

避難場所については、それぞれの区のほうにお願いしていまして、区のほうでどこを指定す

るかということでお願いしていますので、これも区の中でどこにするか、今の土砂災害とい

う話ですと、９分団の蔵置場ということよりも、それは消防団と話し合っていただければと

いうふうには思っていますので、うちはどこにしなさいということは町のほうからは言って

おりませんので。あくまでも、そこは地区で考えていただくということでお願いしています。 
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  以上です。 

○１番（笠井政明君） 課長が言うように、地区のほうで考えてくださいかもしれないんです

けれども、それは、町のほうも地区だけにお願いをするんじゃなくて、そういうふうなとこ

ろなのでというところで一緒になってやっていただければと思うんですけれども。お願いい

たします。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 基本的には、地区でお願いしている中で、当然相談があ

ったときには、町のほうも当然それに対してどういう形がいいかとか、どこを使えるかとい

う話はしてございます。ですから、一方的に向こうでお願いしますということではありませ

ん。 

○５番（西塚孝男君） 128ページの19番の消防団運営活動費補助金149万円というのが出てい

るんですけれども、さっきの県の報酬が年払いになったということは、報酬は全部個人に行

くということですよね。だって、個人の報酬でしょ。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） これにつきましては、今回は国等の方針でいけば個人に

支払いなさいというのがあるんですが、これについて消防団のほうで、本部との話の中で、

まだ分団に個々の報酬を分団が徴収して使うという形の、個人からの確約書ではないですが

同意を得て今分団のほうに支払いをしております。これについても、今消防団のほうには今

後の流れの中で、当然これ個人払いになっていくような方向があるよという形で、ちゃんと

その辺の流れを確認というか、今後体制の見直しをしてほしいということはお願いしていま

す。 

  この活動費補助金については、今まで５万円プラス団員１人当たり3,000円の金額で定額

で支払いをしている内容でございます。ただ、今年度についてはこの内容を修正しておりま

す。 

  以上です。 

○５番（西塚孝男君） これ少ないと思ったのは、そのように個人になったときに団運営とい

うものはかかるわけじゃないですか。それとこれ見たって140万円ぐらいだと、９分団で活

動するには、本当に少ないようなお金で、国がいっている個人の報酬は個人のものと考えた

ときに、その額を増やしていかなかったら、団運営ができなくなってくるんじゃないか。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 根本的な考え方なんですが、団運営でいきますと、詰所

の運営でいけば、水道光熱費というのは町のほうで予算をとっています。そのほかに団運営

としては何があるかというと飲食です。飲食については、当然個々の団員に支払われている
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報酬、それから出動報酬、活動報酬という中で本来賄われるべき。これはほかの市町も同じ

なんですが、それ以外で町が運営費として出している市町等はあんまり聞いたことありませ

んので、基本的には飲食代なものですから、当然それは報酬というものが飲食代、それから

活動に係る経費として報酬というものが支払われていますので、それは今後から今度分団が

この飲食代に対して幾ら欲しいよという個々に支払われた場合については徴収するという形

になるかと思います。 

  以上です。 

○５番（西塚孝男君） 会議というのは物事やる場合には会議とか会議費や、会議やろうよと

か、やはり分団長会議があるように、分団だって会議を開かなきゃならない、分団長の命令

を下にするためしなきゃならない。それと、分団長会議だって毎月やって12回あるという中

で、その下にいったって団の会議だってしなきゃならないから同じ数だけ。そのほかに訓練

の方とか、会議というのはあると思うんですよ。それしていかなかったらまた自主防衛とか

いわゆる災害のとかという訓練だって、事前に打ち合わせとか会議を開かなかったらやれな

いわけですよ。そういう面のときのお茶とか、そういうのが活動費としては必要になるんじ

ゃないかなと私は思うんですけれども。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） その辺につきましても、先ほど言った年額報酬の中にそ

ういう会議、それとふだんの団員としての活動に係る経費として年額報酬というものがうた

われています。ですから、この近隣等を含めても、それ以外で経費というのは払っている市

町でも、特に賀茂郡からはございません。ですからうちの町も、会議あるからそれに対して

幾ら食糧費を取ろうかという考えは今のところございません。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑ございませんか。 

○１番（笠井政明君） 130ページのデジタル防災行政無線のところなんですけれども、この

電波使用料というのが金額小さいんですけれども、27年に比べると値段が大分下がったりと

か、あとは県防災行政無線運営協議会の負担金が27年度決算に比べると、増えていたりとか

というのがあるんですけれども、ここは年ごとに上下したりとかするんですかね。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 電波使用料につきましては、局数に応じて変わってきま

すし、また廃止した部分もあるので、その辺で変わってきます。県の防災行政無線協議会の

負担金につきましては、デジタル化になって負担金の見直しがされておりますので、その辺

で金額が上がっております。 

  以上です。 
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○１番（笠井政明君） あとは、デジタル行政無線の再免許申請業務委託料がありますけれど

も、これ免許申請は何年ごとですか。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 基本的には５年に１回の更新となります。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） 了解です。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 126ページの一番下に駿東伊豆消防組合の事業分担金として出てい

ると思うんですけれども、これはうちの町の費用だと思うんですけれども、これ毎年大体固

定したものなんですか。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 当然これは運営費に対する、それから職員の給与等も絡

んでいますので、これは毎年変動します。共通経費、それから個別経費というのは、個別経

費は元うちのほうにいた職員の経費、あと諸所に係る経費。共通経費については、駿東伊豆

消防組合として運営する車両整備も含めて共通経費という形で上がっておりますので、当然

整備内容それから運営状況によっては変動するという形になります。 

  以上です。 

○１０番（藤井廣明君） 各市町の分担金の割合なんかは、人数割りとか幾つかの決め方があ

るんじゃないかと思うんですけれども、これは分かる資料何かありますか。自分たちのとこ

ろにまだ来ていないので、新しく始まった事業なのであれなんですが、分担金の比率といい

ますか、分担金各市町の。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） これについては、運営計画を以前、消防署がまだ要は広

域化する前に運営計画というのを議会でもお示ししていると思います。その中に、基準財政

力指数かな、の中でやっていくと。ただ５年間については経過措置として、最終的にはうち

の財政力指数に合わせるという形に今進めておりますので、まだ始まって１年目なものです

からちょっと高いふうに上がっていますが、最終的には普通の数値になっていくと思います。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに。 

○１０番（藤井廣明君） じゃ、今のは……。 

○委員長（鈴木 勉君） ちょっとごめんなさい。質疑ですか。 

○１０番（藤井廣明君） 今の関連で。 

  各市町の分担のあれはまだ出ていないということになりますか。 
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○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 今言いましたように、各市町、要は全体で幾らあって、

それを財政力指数、今は過去何年間かの決算額に応じてやっていますので、当然それに応じ

てやっているので、その率でもう決まっております。 

（何事か言う声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

  関連をします。 

○１０番（藤井廣明君） いや、いいです。 

○委員長（鈴木 勉君） 質疑ないですか。 

（何か言う声あり） 

○１０番（藤井廣明君） あともう一点。 

  132ページに防災備品の維持管理事業というのがあると思うんですけれども、その中に19

番に医薬品備蓄センターと示されているんですけれども、ここは具体的にどこになりますか。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） これにつきましては、松崎のほうの保健所のほうに備蓄

倉庫がありまして、そこに備蓄しております。 

  以上です。 

○１０番（藤井廣明君） 関連してなんですが、いいですか。 

  その防災備品の維持管理なんですけれども、その中、大体大ざっぱにどういったものを備

蓄しているか。それと、その中に例えば仮設トイレみたいなものは備蓄されているのかどう

かということをちょっと伺ってよろしいでしょうか。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） うちのほうで備蓄している備品については、今言われた

仮設トイレ「ベンクイック」、それから「ユニトイレ」等、備蓄しております。それと、あ

と投光器、それから発電機等を備蓄してその維持管理をしております。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） はい。 

○委員長（鈴木 勉君） どうですか。ほかに質疑ございますか。 

（発言する人なし） 

○委員長（鈴木 勉君） 質疑がないようでしたら、防災課のほうも終了したいと思います。

いかがですか。 

（「いいです」の声あり） 
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○委員長（鈴木 勉君） それでは、ほかに質疑がございませんようですから、以上で防災課

に対する質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２５分 

 

再開 午前１０時３１分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開をいたします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑の対象を教育委員会といたします。 

  委員の皆さんの中には教育委員会より資料が届いておりますので、それにのっとりまして、

歳入のほうから始めたいと思います。 

  質疑ございませんか。 

○１番（笠井政明君） 41、42の売電収入の項目なんですけれども、27年度決算までは防災セ

ンターの売電収入が入っていたんですけれども、今年入っていない。防災センター関係ない。 

（「申しわけありません」の声あり） 

○１番（笠井政明君） もう１個だけ。 

  その売電収入なんですけれども、毎年似たような金額かなと思いますけれども、やっぱり

こんなもんですか。収入としては見込めない感じですか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 売電収入につきましては、使用しているものの余った

ものということで、例年大体このぐらい１キロワットあたり確か28円ぐらいの金額というこ

とで予算計上しておりまして、毎年実績に伴って行っておりますが、例年このぐらいの金額

となります。よろしいでしょうか。 

○１番（笠井政明君） あればという言い方変ですけれども、去年のざっと見ると、要は当初

予算から２万円ばかりですけれども、減額していて去年27年見ても28年見てもこんなものな

ので、金額的にはなるべく補正を上げない方向で、過去何年かの平均とかで出していただい

ているとは思うんですけれども、そこに努めてくださいということでお願いします。 

○委員長（鈴木 勉君） 局長はいいですか。答弁します。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 笠井委員のご指摘のとおりに、執行等について注意を
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払い行っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（鈴木 勉君） 次に質疑ありませんか。 

○５番（西塚孝男君） 18ページの学校施設の使用料というのはグラウンドのことですか。と

思うんですけれども。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 総合グラウンドが野球場とか新グラウンド。学校施設

使用料については、学校の体育館、グラウンドで、グラウンドについては夜間照明のついて

いるグラウンド、いわゆる熱中のグラウンドだったり稲小のグラウンドだったりの夜間使用

ですね。それから、町立体育センターというような内訳になります。 

○５番（西塚孝男君） 大体、稲取小学校とかそういうグラウンドに対して１回幾らとか。金

額的に。１日とか、時間とか。 

（何事か言う声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 答弁お願いできますか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） すみません。毎年、東伊豆町の教育という冊子を作成

しまして、議員の皆様にも配付させていただいておりますが、その30ページのほうに社会体

育施設、学校総合グラウンドの使用料等が載っております。今、西塚議員からお話のありま

した学校のグラウンド等につきましては、１日の場合には1,050円。午前、午後半日の場合

には520円。夜間は520円といったような形の中で料金を設定しております。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

○６番（内山愼一君） ちょっと基本的なことなんだけれども、ここには書いていないんだけ

れども、図書館の運営をする費用ということについては、国・県の費用ということについて

は、助成をされているかどうかそれをちょっと確認したいんだけれども。 

  図書館についての運営の費用は国・県の補助金補助だとか、そういう費用は運営費はある

のかどうか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 現在行われております図書館の各種事業について、

国・県の補助金等が適用されているものは、ここ数年私の記憶の中ではすみません、ござい

ません。 

○６番（内山愼一君） ふだんの運営費についてもその項目がないけれども、全体的なものの

中で何か地方交付税だとかその中に明記されたものがあるかどうかということを聞きたいん

だけれども。 

  ちょっと教育委員会ではわかりにくいか。 
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○委員長（鈴木 勉君） ちょっと暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時３７分 

 

再開 午前１０時３８分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開をいたします。 

○総務課長（梅原裕一君） 先ほど、図書費の中、補助ですとかそういったものがあるかどう

かとお尋ねですけれども、交付税の中に基準財政需要額の中に図書の備品が算入されており

ますので、当然ながらそちらのほう交付税のほうを予算ということで御理解いただきたいと

思います。 

  以上です。 

○６番（内山愼一君） わかりました。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  質疑がないようでしたら、歳出のほうに移りたいと思いますがよろしいですか。 

（発言する人なし） 

○委員長（鈴木 勉君） それでは質疑の対象を歳出のほうにいきたいと思いますので、質疑

のほうよろしくお願いします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時３８分 

 

再開 午前１０時４１分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開をいたします。 

○１０番（藤井廣明君） 134ページの右下のほう、語学指導委託事業というのがあるかと思

うんですけれども、これに関しては全体で何人くらい雇っているのかという、ちょっと実態

を伺いたいと思いますが。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ただいまの藤井議員の御質問の語学指導でございます
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が、成果表の143ページに採用されておりますが、ＡＬＴの派遣事業ということで２名を雇

っております。この方々に委託をしております。 

  以上です。 

○１０番（藤井廣明君） ２名の方がこれだけの回数やってくださっているという形なんです

が、これは間もなく小学校のほうでも英語が正課に組み入れられるなんていうような話にも

なっているんですが、これで足りているというか、時間数はこのぐらいのものなんですか、

小学校とか、少ないとかもう少し語学伸ばすためにはもうちょっと多いほうがいいんじゃな

いかなという気もちょっとするんですけれども。現在126万円ということは。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 現在の状況でございますが、126万1,000円でこの幼稚

園、小学校、中学校、これを２名の方に語学指導の委託をしております。それから、県費に

なりますが、この２名の方々がそれぞれ小中学校のほうに語学の授業という形でも入ってい

ただいているような状況でございます。 

  それから、もう一つの英語が教科化されるというお話につきましては、この２名の方々で

は当然到底足りないものでございますが、その辺についてはまだ具体的な方針等は打ち出さ

れていません。県教委、静東教育事務所そういったところとの打ち合わせの中で、やはり１

人正式な教員を配置した中で行われている、それぞれの学校に行われていくものと思います。

ちなみに、小学校の５、６年生が新たに教科化という形で、通信簿もつくというような授業

になっていきます。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

○５番（西塚孝男君） 今のところで一番下の、言葉の教室講師謝礼とある、この言葉の教室

というのはどういうふうにやっている。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） この言葉の教室でございますが、幼稚園の園児になり

ます。特別支援教育の一環ということで、やはりなかなか発音だとかそういったところでお

くれている園児たちを対象に、講師を雇いまして委託しまして、発音だとかそういった言葉

の使い方指導を行っている事業になります。 

○５番（西塚孝男君） それは、回数としてはどのぐらいの。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 各幼稚園で年10回だったと思います。 

○５番（西塚孝男君） 各幼稚園。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） はい。 

○５番（西塚孝男君） 民間のいわゆる民間のところにも行くんですか。 
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○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 一昨年から稲取保育園のほうでもそういった事業に取

り組みたいというお話を伺っていて、確かすみません私どもが直接ではないんですが、保育

園のほうにもそういった事業が始まるものと思っております。 

○５番（西塚孝男君） まだ話せないということ。 

（「この決算の中に含まれていない」の声あり） 

○５番（西塚孝男君） まだ。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） すみません。また休憩願います。 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩します。 

 

休憩 午前１０時４５分 

 

再開 午前１０時４６分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開をします。 

○１番（笠井政明君） 161、162、町立体育センター施設に関連するところで、修繕費の内訳

がわかれば教えてください。 

○委員長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時４７分 

 

再開 午前１０時４９分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開をいたします。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） この28年度の９万9,000円、約10万円なんですけれど

も、毎年当初予算として予定させていただくものは、電気、電球等の交換、切れたものの交

換や、ガラスが割れただとか、あとトイレ、そういったものの修繕、そういった経年かかっ

て来る、日常的にかかってくる経費を見込んだものの修繕費となっております。 

○１番（笠井政明君） 去年も言っているかもしれないですけれども、あそこの床のラインの

修繕はしないですか。28年度していない。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） すみません、昨年そういった御指摘を笠井議員からい
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ただいておりまして、我々のほうとしましても、ラインについては職員のほうで対応できる

ものについてはやっているような状況なんですが、ローリング調査のほうに、床自身もかな

り雨漏りや経年劣化から波打っているというような状況がありまして、その辺を町長部局さ

んのほうと修繕を相談させていただいております。その辺について、やはりまだ具体的に実

施できるというところまではいっておりませんが、検討を行っているところでございます。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） 歳入の１件もそうなんですけれども、借り上げ料が今グラウンドも含

め体育館もそうなんですけれども、増えている中で、お金を少ないお金ですけれども、いた

だいている部分で、体育館に関してははっきり言って床が波を打っていたりとか、ラインが

引けていないという状況下では、やはり使えないという状況になるので、そこに関しては早

急に来年度予算のときにでも、強く言っていただいて、引けるようにちょっとやっていただ

けるように、修繕ができるように進めてください、というお願いです。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 必ずそこら辺ができるというお約束とかについては、

今ここの時点ではできないんですけれども、本年もまたいろいろな町長部局と打ち合わせを

行っていく、ローリング調査だとか、ヒアリングだとかそういった場がまた設定されていき

ますので、そこで相談をさせていただきたいと考えています。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですね。 

  今の件について。 

○１番（笠井政明君） 優先順位としては、僕、個人的かもしれないですけれども、かなり高

いと思っているので、そこに関しては予算の枠組みがあるんですけれども、ちょっと高いよ

というところに意識をもっていただきたい。答弁は要らないです。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかにどうですか、質疑ありませんか。 

  子供さんのことですから、皆さんそれなりに。 

○１番（笠井政明君） 図書館のところで少し。成果表でいきましょうか。153ページ。 

  図書館のほうはかなりイベント等やっていただいているんですけれども、人数的にはどれ

とか、昨年度に比べて参加人数等々は増えているかどうかまず１つ教えていただきたい、図

書館イベントですね。 

○教育委員会図書館係長（内山淳子君） はい、すみません。 

  正確なところ今見ましたところ、平成29年度はいろいろな児童サービスを中心とした高齢

者サービスとかいろいろなことを212回行いまして、4,420人の延べ人数の参加がありました。 
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  平成28年度は、すみません。181回の4,357人で、人数的には大体ほぼ同じというか、そん

なには増えておりませんが、すみません、人数的にはほぼ同じでした。 

○１番（笠井政明君） あと、ミニミニ図書館も図書館でいいですか。そのこともちょっと聞

きたいんですけれども。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですね。答弁どなたかな。 

○１番（笠井政明君） あ、まだ。すみません。 

  稲取のミニミニ図書館に関して成果表とか見させてもらっていますが、蔵書の数というの

は今どのぐらいあるかわかりますか。 

○教育委員会図書館係長（内山淳子君） 約2,000強ぐらいです。2,000冊ぐらいで、正式な分

館としての位置づけはされておりませんが、仕事に携わっている職員がとても熱心で、毎日

本館からリクエストなどを町民から受けますと、届けたり連絡したり、館内のディスプレイ、

装飾などを頑張っておりまして、そこそこの利用があります。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ミニミニ図書館につきましては、やはりあのような場

所ですので、蔵書数等については限られておりますが、やはりリクエストを受けて本館との

連絡の体制を行っておりますので、そこからまた届けていただいたりという形で利用が可能

です。 

  以上です。 

○委員長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 今の図書館の件なんですが、他の図書館からリクエストするような

件数は増えていますか。どうですか。 

○教育委員会図書館係長（内山淳子君） 大体現在のところ他館から年間200強ぐらい借りて

おりまして、去年までは一方的に借りるばかりだったんですが、去年の７月から蔵書公開を

インターネットでしまして、他館でも東伊豆町立図書館の蔵書が見られるようになり、静岡

県のおうだんネットワークシステムというのに入るようになりましたので、現在のところ

200冊ぐらい貸し出しております。200冊ぐらい借りて200冊強貸し出しているような状態で、

行ったり来たりという相互貸借が行われております。 

○１０番（藤井廣明君） 蔵書というのが10万ちょっと超えているというのがこの156ページ

の表にありますけれども、どうなんでしょうか、蔵書はこの間推移、増えているかとか減っ

ているとか少しありますか。 
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○教育委員会図書館係長（内山淳子君） 蔵書に関しましては、図書館は新しい新鮮な資料を

入れておりますので、その分徐々に増えているんですが、平成４年の開館以来、徐々に増え

ていたんですが、25年たったということもあり、書物も老朽化したり不要になったり役に立

たなくなっているものもあるので、除籍基準というものを設けまして、それにより除籍も少

しずつ行っており、微増の状態です。 

  ただ、建物が平成４年に建てたときに、大体10万冊収容できる図書館ということで、開架

フロアに６万冊、書庫に４万冊ぐらいですので、かなり収容能力、今目いっぱいになってお

ります。ですから、新しい本も入れた分、除籍基準にのっとって、除籍も少しずつ行ってい

るところです。 

○１０番（藤井廣明君） わかりました。 

  ページ数は今のところと同じなんですが、上のほうに、文化財の保護の件だと思うんです

けれども、包蔵地試掘手数料というのがあるんですけれども、これは埋蔵文化財が埋まって

いるという可能性があれで試掘しているということでしょうか。場所とか少しその辺のこと

を教えてください。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 藤井委員からの御質問ですが、包蔵地試掘手数料16万

円、これについてでしょうか。これは、奈良本の樋ノ口に包蔵地がございますが、皆様御存

じだと思いますが、昔教習所があった場所がありますが、そこにメガソーラーの計画があっ

たわけです。そこで、その業者さんから問い合わせをいただいて、試掘を行う必要があった

ということで、予備費で予算を対応させていただき、人工賃、重機の借り上げ料、それから

そういったものに充てさせていただきました。ちなみに、メガソーラーの設置の開発事業に

つきましては、我々のほうではちょっと承知しておりませんが、何かしらの理由でその計画

は頓挫しております。 

○１０番（藤井廣明君） ちなみに、その試掘の中に何にも埋蔵文化財はなかったということ

でいいんですか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） その結果としては特に出土はありませんでした。これ

については、県の文化財担当の職員の立ち会いのもと行われています。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかにございませんか。 

  ちょっと。 

  質問がね、保健体育費の全般の形の中で再度伺ってみたいんだけれども、よろしいですか

ね。161ページ、この保健体育費のほうが79万4,000円とこれ減額されているんだよね。どう
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してなんだろうね。そういう判断でいいのかな。この数字を読むと。予算額が補正で減額さ

れているような。この要因は何でしょうか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ほとんどがこの162ページを見ていただきますとおわ

かりのように、需用費の部分で41万8,555円の不用額、そして委託料で15万7,000円の536円

の不用額ということで、いろいろな委託業務がございますが、そういったものの契約差金だ

とか、そういったものがほとんどになろうかと思います。 

○委員長（鈴木 勉君） この中で、164ページに各地のスポーツの大会の推進の事務費とい

うのがここに計上されているわけですけれども、これは各種団体だとか、そういう形の中に

補助金として配分しているのはわかるんですけれども、今そういう中で、東伊豆町のこうい

うスポーツ関係の子供たちの成果というのは、どういうところに、レベルアップされている

のかな。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） なかなか成果という部分で、社会体育の部分としまし

ては、子供たちに直接的な事業というのは正直行っていないような状況です。スポーツ少年

団というものも、少子化の関係で現在はレスリングのみと、町から支援金を、補助金を出し

ているのはレスリングのみとなっております。そこら辺は制度、仕組みの複雑さから、昔の

ように柔道だとか空手だとか、活動を行っている団体はあるんですけれども、教育委員会と

して補助金を出して支援しているのはスポーツ少年団のレスリングのみというような状況に

なっております。 

（「そうですか」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 今、新聞なんかで見ると、結構伊豆新聞の中でも伊豆地区の    

の子どもたちというのが、テニスにしてもそうだし、この間の陸上もそうですし、非常に自

分たちでもうれしくなるような記事がいっぱい載ってくるわけですよね。そういう中に、我

が東伊豆町の子供たちも、各種の、今言ったみたいに、直接今はレスリングだけとのことで、

補助金の対象ですよというんだけれども、できればこの町の子供たちにも、親は相当それな

りに個人的には苦労している時代がきているわけですよね。スポーツをやらせるためには。

できればそういう関係の中で、今度のこの決算の中でもそういうところに僕は配分されてい

くのかなというのを質疑させてもらったわけなんですけれども。来年度の形になりましたら、

また別の形になりますから、当初予算になりますから、質問をしないんですけれども、答弁

聞くと残念だったなという気持ちの中の決算の中になっているなというような、私は気持ち

がするんだけれども。 
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  答弁はいいですよ。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 成果表の154ページの図書館の施設維持管理修理なんですけれども、

雨漏りしていませんでしたっけ。そこは直さなかったですか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ただいまの雨漏りの修繕につきましては、平成27年度

に北側を行っております。ちなみに、今年度予算で残りの部分を現在。 

○委員長（鈴木 勉君） 答弁しますか。 

○教育委員会図書館係長（内山淳子君） 局長の補足で。 

  平成27年に北側の、それで今年度終わったところですが、南側の駐車場側も雨漏り修繕し

ていただきました。 

○１番（笠井政明君） 了解です。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑ございませんか。 

○１番（笠井政明君） 小学校中学校に生徒向けにパソコンが授業用で入っていましたよね。

これが毎年委託のほうでいろいろ上がっていると思うんですけれども、今後ちょっと2020年

からプログラム教育が始まるんですけれども、保守管理料で、パソコン保守委託料で今後パ

ソコン自体はリースになっていますかというのが１つと、2020年のプログラム教育が必須に

なるまでの間、今後増えていく要因があるかどうかちょっと教えてください。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 小中学校にパソコン室というのが設けられていて、そ

こに数十台のパソコンが現在設置されているところですが、平成21年ぐらいだったと思いま

すけれども、国の情報通信化という交付金を受けて整備をしたものです。リースについては

５年間リースという形で、その後は切れておりまして、それをそのまま使用しているような

状況でございます。この辺の新規の入れかえについても検討をしていかなければならない時

期に来ているというふうに考えております。 

○１番（笠井政明君） 2020年ぐらいからプログラム教育というのが必修になってくると思う

んですけれども、年数的にはそんなにないので、ちょっと長期的な部分で教育委員会として

も検討をして、この年になってばっと増えるような金額にならないようにちょっと進めてい

ただければと思います。 

○委員長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 質疑といいますか、ここに載っていないものなのでちょっとあれな

んですが、間もなく世界ジオパークに伊豆半島全体が登録されるという時期になっていると
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思うんですが、町で生のその、どこにいてもそれを見ることができない。例えば図書館の一

角にでもそういった係員を配置して説明するとか、というような作業をしていないと、伊豆

半島全体がそうなってきたのに、うちの町だけどこに行っても……。 

○委員長（鈴木 勉君） 藤井さん。 

  どこの質問になるんですか。 

○１０番（藤井廣明君） ですから、何にもないんですよ。ですから、初め言ったように。何

にもないことについてちょっと不安がありますので、感想めいたことですが、要望としてそ

の辺予算とっていただくような。 

○委員長（鈴木 勉君） お気持ちはわかるんだけれども、一応私たちのこの立場は一般会計

の審査をしているという形のなかですから、行った事業に対しての質疑をよろしくお願いし

たいなと思うのですけれども。 

  休憩します。 

 

休憩 午前１１時１０分 

 

再開 午前１１時１１分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開をいたします。 

  ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 質疑が内容でございますから。 

（「よろしいですか」の声あり） 

○総務課長（梅原裕一君） 一言おわびをさせていただきます。 

  当特別委員会で、当事者遅刻して大変ご迷惑をおかけしました。以後このようなことのな

いように、周知徹底を図っていきたいと思います。 

  申しわけございません。 

○委員長（鈴木 勉君） ありがとうございます。 

  質疑の対象はよろしいですか。 

  それでは、質疑がないようでございますから、以上で教育委員会に対する質疑を終結いた

します。 
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  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１２分 

 

再開 午前１１時１６分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開をいたします。 

  これをもって、議案第37号に対する質疑を終結いたします。 

  これより議案第37号に対する討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（発言する人なし） 

○委員長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 

  これより、議案第37号を採決したいと思います。 

  本案を原案のとおり、認定することに御異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり認定いたしました。 

  以上で議案第37号に対する審議は全て終了いたしました。 

  当委員会に付託されました議案に対し、委員会のまとめとして希望意見や要望事項があり

ましたら、委員会の総意として委員長報告書に付したいと思います。 

  希望意見や要望事項がありましたら、お願いをいたします。 

  いかがですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 要望及び希望的な意見というものはございませんね。 

  なければ意見なしと認めます。 

  それでは皆さんにお諮りをいたします。 

  委員長報告につきましては、事前に皆さんにお示ししたいと思いますので、来る９月25日

午前９時30分にお集まりをいただきたいと思います。 

  本日はこれにて延会をいたします。 
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  お疲れさまでございました。 

 

延会 午前１１時１８分 
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東伊豆町議会  
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一般会計決算審査特別委員会（第４日目）記録 

 

                    平成２９年９月２５日（月）午前９時３０分開会 

 

出席委員（６名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ５番  西 塚 孝 男 君 

     ６番  内 山 愼 一 君     １０番  藤 井 廣 明 君 

    １２番  鈴 木   勉 君     １３番  定 居 利 子 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

議会事務局 

書 記 吉 田 瑞 樹 君   
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開会 午前 ９時３０分 

 

○委員長（鈴木 勉君） おはようございます。 

  ただいまの出席委員は６名で、委員定数の半数に達しております。よって、一般会計決算

審査特別委員会は成立いたしましたので、開会いたします。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事は、決算審査に伴う委員長報告書の検討についてを議題といたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時３０分 

 

再開 午前１０時２８分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  委員長報告書について、訂正及び追加等はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） なしと認めます。 

  ちょっとごめんなさい。ちょっと暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２８分 

 

再開 午前１０時２８分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  委員長報告書について、訂正及び追加等はございませんか。 

○１番（笠井政明君） その他の質疑の事項の税務課のところに、軽自動車税の収納等を入れ

ていただきたいと思います。 

○委員長（鈴木 勉君） 皆さん、今の笠井さんの発言に賛成しますか。 

（「軽自動車税だけですか。入湯税も」の声あり） 
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○委員長（鈴木 勉君） 追加をするという形です。 

（「項目の中へ、今、笠井君が軽自動車税の収納状況と」「暫時休憩」

の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２９分 

 

再開 午前１０時３１分 

 

○委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○１番（笠井政明君） そこの先ほどのところに、軽自動車税と入湯税の収納についてを追加

したい。 

○委員長（鈴木 勉君） ただいまの１番の提案は皆さん方いかがですか。 

（「賛成です」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。 

  それでは、ほかに質疑はありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） なしと認めます。 

  これをもって一般会計決算審査特別委員会を閉会いたしたいと思いますが、御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、一般会計決算審査特別委員会を閉会

することに決しました。 

  これにて一般会計決算審査特別委員会を閉会いたします。 

  御苦労さまでございました。 

 

閉会 午前１０時３２分 


