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平成２９年第４回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                    平成２９年１２月５日（火）午前９時３０分開会 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 

日程第 ５ 一般質問 

    １．１２番 鈴 木   勉 君 

     １）町内活性化と町長の政治姿勢について 

    ２． １番 笠 井 政 明 君 

     １）熱川・大川小学校統合時の協定服について 

     ２）稲取漁港農林水産物直売所について 

    ３． ３番 栗 原 京 子 君 

     １）お迎えサービス付き病児・病後児保育について 

     ２）公共施設のあり方について 

    ４． ８番 村 木   脩 君 

     １）行政組織機構改革について 

     ２）出生率の低下について 

     ３）労働力の確保について 

    ５．１０番 藤 井 廣 明 君 

     １）石丁場遺跡の保存について 

     ２）休耕農地活用とオリーブの植栽について 

    ６． ６番 内 山 愼 一 君 

     １）稲取漁港農林水産物直売所整備事業について 

     ２）町長の政治姿勢について 

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

出席議員（１２名） 
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     １番  笠 井 政 明 君      ２番  稲 葉 義 仁 君 

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

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

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

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

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

欠席議員（なし） 

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

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 太 田 長 八 君 副 町 長 鈴 木 忠 一 君 

教 育 長 黒 田 種 樹 君 総 務 課 長 梅 原 裕 一 君 

企画調整課長 遠 藤 一 司 君 税 務 課 長 福 岡 俊 裕 君 

住民福祉課長 齋 藤   匠 君 
住 民 福 祉 課 
参 事 木 田 尚 宏 君 

健 康 づ く り 
課 長 鈴 木 嘉 久 君 健康づくり課 
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農林水産課長 鈴 木 伸 和 君 農 林 水 産 課 
参 事 山 田 義 則 君 

観光商工課長 森 田 七 徳 君 建 設 課 長 高 村 由喜彦 君 

建 設 産 業 課 
技 監 桑 原 建 美 君 防 災 課 長 竹 内   茂 君 

会 計 課 長 兼 
会 計 管 理 者 正 木 三 郎 君 

教 育 委 員 会 
事 務 局 長 坂 田 辰 徳 君 

水 道 課 長 石 井 尚 徳 君   

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

職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 向 井 青 一 君 書 記 吉 田 瑞 樹 君 

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

 

◎開会の宣告 

○議長（飯田桂司君） 皆さん、おはようございます。 

  平成29年第４回定例会の開会に当たり、議員の皆様におかれましては、年末を控え、大変

お忙しい中、御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  本定例会には、専決承認、各会計の補正予算などが上程されております。議員各位におか

れましては、十分御審議の上、円滑に議事を進行されますよう切にお願い申し上げまして、

開会の挨拶といたします。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成29年東伊豆町議会第４回定例会は成立しましたので、開会します。 

 

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

 

◎議会運営委員長の報告 

○議長（飯田桂司君） 議会運営委員長より報告を求めます。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 皆様、おはようございます。 

  議会運営委員会より、平成29年第４回定例会の運営につきまして御報告いたします。 

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

をよく御理解いただき、円滑な質疑、答弁がなされますよう御協力をお願いいたします。 

  なお、本定例会では一般質問の時間は60分、質問回数を１回目の通告分を除いて３回以内

とすることが協議決定しておりますので、御協力をお願いいたします。 

  また、質問通告者の中で、10番、14番議員より資料配付及び掲示板の使用願いの申し出が

出されております。 

  本定例会の提出案件といたしましては、専決承認が３件、指定管理者の指定１件、補正予

算案が５件、教育委員会の報告が１件、合計10件がそれぞれ日程に組み込まれております。 

  さらに、議会からは委員会の研修視察報告及び議会運営委員会所管事務調査を上程いたし



－4－ 

ます。なお、一般会計補正予算の説明につきましてはおおむね100万円以上、特別会計補正

予算につきましてはおおむね50万円以上で説明することが協議決定されましたので、当局の

皆さんもよろしくお願いをいたします。 

  以上の内容を踏まえまして、本定例会の会期につきましては、予備日も含め本日から12月

７日までの３日間とさせていただきます。 

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

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

続調査といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  議員各位には、平成29年最後の定例会となりますので、活発なる御審議と円滑な議会運営

を切にお願い申し上げまして、議会運営委員会からの報告といたします。よろしくお願いを

いたします。 

 

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

 

◎開議の宣告 

○議長（飯田桂司君） これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

ます。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（飯田桂司君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、１番、笠井議員、２番、稲葉議員を

指名します。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（飯田桂司君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。今期定例会の会期は、本日から予備日を含め12月７日までの３日間とした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、会期は３日間と決定しました。 

 

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

 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（飯田桂司君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

  議会閉会中に提出されました例月出納検査及び定期監査の結果に関する報告につきまして

は、既に送付しました。 

  また、議長の出席した会議等の報告について、議員派遣の報告についてはお手元に資料を

配付しました。 

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

  これで諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第４ 行政報告 

○議長（飯田桂司君） 日程第４ 町長より行政報告をいたします。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 皆さん、おはようございます。 

  平成29年第４回議会定例会を招集申し上げたところ、議員各位には何かとお忙しい中、御

出席を賜り厚く御礼申し上げます。 
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  定例会の開会に当たり、御挨拶を兼ね行政諸般の報告をさせていただき、議員各位並びに

町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  さて、11月１日には特別国会が召集され、第４次安倍内閣が誕生いたしました。衆院選で

の与党の大勝で政権が継続することになり、全閣僚が再任されましたが、デフレ脱却に向け

た経済再生に加え、緊迫化する北朝鮮への対応や憲法改正など課題は山積みしているところ

であります。好調な海外経済を背景に景気拡大が高度成長期の「いざなみ景気」を超えて、

戦後２番目の長さに達したと見られている中、地方ではアベノミクスの恩恵を十分実感でき

ていない上に、経済波及効果は乏しく、年々厳しさを増しているように感じます。 

  そのような中、政府は平成29年度補正予算案を年末に向けて編成し、子育て支援策の前倒

しや災害対応、さらに農林水産業の強化策などを盛り込む考えを明らかにしております。町

としましては、今後の国・県の動向を十分注視し、補正予算への的確かつ柔軟な対応を図っ

てまいりたいと考えております。 

  政府は、東海地震の予知を前提した大規模地震対策特別措置法（大震法）に基づく防災対

策を見直すことになり、暫定措置として11月１日より東海地震に関する情報が南海トラフ地

震に関する情報に変わりました。これまで40年近く運用されてきました予知を前提とした東

海地震に関する情報について、確定的な地震予測はできないとする検討会の報告を受け、東

日本大震災を機に想定された東海、東南海、南海地震を含めた南海トラフ巨大地震への対応

を目的に、暫定的に情報の発信が見直されております。今後は、南海トラフ地震において、

被害規模が大きいと予想されている静岡県、高知県がモデル地域として対応策を検討協議し、

その結果を踏まえ、国の方針を決めることとなりました。町といたしましては、県の検討協

議の内容に基づき、町の体制や住民の対応などを訓練を通じて検証していくこととなります

ので、御理解と御協力をお願いいたします。 

  さて、平成30年度当初予算の編成時期を迎えておりますが、前年度に続き、極めて厳しい

予算編成作業になることと思われます。既に10月31日には職員に編成方針を通知し、要求基

準を示したところではありますが、歳入の大宗を占める町税等の増収は期待できないことか

ら、財源確保はより一層厳しい状況になるものと考えております。一方、歳出面においても、

高齢化の進展等に伴う社会保障関連経費や各特別会計への繰出金、公債費の増、さらには老

朽化した公共施設への対応なども多大な財政負担になると予測され、厳しい財政運営を継続

していかなければならない見通しとなっております。 

  このような中でも、住民の皆様に対しての行政需要は山積しており、特に防災対策の充実、
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少子化対策や子育て支援の推進などの住民福祉の充実、農林漁業の振興、生活環境基盤整備、

町内経済活性化対策等には、積極的な対応を図らなければなりませんので、財源確保に最大

限の努力を払うとともに、限られた財源の有効配分に徹するため、慎重な調整をしてまいり

たいと考えております。さらに、接続可能な行財政運営を確立するため、限りある歳入に見

合った歳出の削減を図りつつ、基礎的な行政サービスを含め、真に必要とされる施策に安定

的かつ継続して財源が措置できるよう、職員とともに一人一人が強い危機意識と責任感を持

って臨んでまいりたいと考えております。 

  それでは、行政諸般の報告をさせていただきます。 

  総務関係では、９月29日千葉大学大学院の大塚成男教授を講師に招き、「町の財政状況と

今後に向けた課題」―地方公会計改革を踏まえて―をテーマに、財政健全化に関する職員研

修会を開催いたしました。今後も継続的に研修会を重ねながら、効率的・効果的な行政運営

の推進を目指してまいります。なお、当研修には議員の皆様にも多数の御出席をいただき、

心より感謝申し上げます。 

  選挙管理委員会及び明るい選挙推進協議会では、11月８日に若年層の選挙への関心を高め

るため、啓発事業の一環として、稲取高校２年生を対象に出前事業による模擬投票を実施い

たしました。当日は107名の生徒が本物と同じ投票用紙や選挙器材を使用し、実際に投票を

していただき、選挙への関心と理解を深めていただきました。 

  次に、防災関係ですが、12月３日に突発地震を想定した地域防災訓練が行われ、住民及び

消防団員、自衛隊などが参加し、各自主防災会単位での津波避難訓練、応急救急訓練、要配

慮者搬送訓練などを実施いたしました。東区においては自衛隊の指導協力のもと、傷病者搬

送、応急救護訓練を行い、白田地区においては災害発生時の要配慮者支援として、介護事業

者、弁護士会、司法書士会協働による高齢者声かけ訓練を実施いたしました。訓練等におい

てやっていない、また身についていないことは災害時にやろうとしてもできないと言われて

います。災害時でも的確な行動、対応を行うためには継続的に訓練することが重要でありま

す。住民１人１人が自主的に行動がとれるよう、積極的な訓練への参加と家庭での防災対策

の推進をお願いするものであります。 

  次に、消防関係になりますが、去る11月９日秋季全国火災予防運動に伴い、消防団による

非常呼集訓練を熱川・稲取地区に分かれて実施し、稲取地区では少人数による火災活動の検

証、火災出動態勢の確認、火元確認による消火活動の対応を確認いたしました。引き続き、

消防団車両による町内防火パレードを実施し、火災予防への啓蒙活動を実施いたしました。
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これから火災の発生しやすい時期となりますので、住民の皆様におかれましては、暖房器具

など火の取り扱いには十分注意してくださるようお願いいたします。 

  次に、企画関係ですが、皆様に御協力をいただき、昨年３月に策定いたしました「東伊豆

町まち・ひと・しごと創生総合戦略」につきましては、基本目標を達成していく上で具体的

な成果目標を設定し、その効果を検証して、必要な改善を行うことが必要とされております。

そのため、９月に議会の皆様、10月には産官学金労言及び住民代表による有識者会議の皆様

の御意見・御提案をいただき、11月には私以下、町の管理職以上で構成する創生本部での会

議を経て検証を終えました。この結果は、現在町のホームページ上で公表いたしております。

いただいた提言を生かして、さらに実効性のある施策につなげていく所存であります。 

  第67回社会を明るくする運動の一環として、11月22日に開催された静岡県更生保護大会で、

「東伊豆町区長会」に対して法務大臣感謝状が伝達されました。町全体で地域社会を明るく

する運動と更生保護に深い理解を持ち、各種事業に積極的に参加されたことに顕彰されたも

のであります。受賞をお慶び申し上げますとともに、今後も引き続き御協力をお願いいたし

ます。 

  次に、税務関係ですが、平成28年度に発足した賀茂地方税債権整理回収協議会につきまし

ては、本年度末で２年の設置期間が満了することから、これまでの実績を踏まえ、平成30年

度以降も協議会を存続した上で、１市５町による共同徴収を継続する方向で調整を図ってお

ります。12月15日に協定を締結することとしており、次年度以降も同協議会と連携して、滞

納整理の強化を図ってまいります。11月・12月は県下一斉の滞納整理強化月間として、広報

紙やポスター等による納税啓発に努めております。町税の滞納者に対し、文書や電話による

催告を通じて納税を促すとともに、財政調査に基づく差し押さえなどの厳しい滞納処分を実

施しております。税負担の公平性と公正性を確保するという観点から、厳正かつ公正な滞納

整理を進めてまいります。 

  去る11月15日には、下田税務署及び伊豆下田税務協議会による納税表彰式がサンワーク下

田で開催され、当町からは税務行政に貢献した１名の方が下田税務署長表彰を受賞されまし

た。また、11月11日から17日までの税を考える週間の一環として、税に関する作品を募集し

たところ、ポスター52点、習字66点、作文48点の応募をいただきました。このうち、伊豆下

田納税貯蓄組合連合会により表彰された作品10点を、町民文化祭の会場及び役場ロビーに展

示し、納税意識の高揚や滞納抑止に努めたところでございます。御協力をいただきました児

童生徒を初め、学校関係者の皆様には改めて感謝申し上げます。 
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  次に、住民福祉関係ですが、高齢者の方々への感謝と長寿をお祝いするため、９月30日に

稲取小学校体育館において敬老会を開催いたしました。第一部の式典に続き、第二部の演芸

会では稲取幼稚園児による「金目の大将」やあじさい学級生による「稲取音頭」、「熱川ば

やし」の踊り、またダンススタジオ舞夢によるフラダンスなどが披露され、会場内は拍手喝

采で盛会裏に終了することができました。敬老会を盛り上げていただきました皆様並びに運

営に御協力をいただきました関係各位に感謝申し上げます。 

  次に、健康づくり関係ですが、10月３日に島根県で行われた全国食生活改善大会において、

当町の健康づくり食生活推進協議会が多年にわたり食育の推進に寄与したことが認められ、

厚生労働大臣賞を受賞いたしました。また、10月25日には同会長が静岡県知事より保健衛生

功労賞を授与されました。心よりお祝いを申し上げますとともに、これからも町の食育の推

進に御尽力いただきますようお願いいたします。 

  さて、今年度もインフルエンザ流行の時期を迎えました。感染拡大を抑えるためには、日

常生活での予防やワクチン接種を受けることが重要であります。今年はワクチンの製造量が

少ないと聞いております。住民の皆様方には流行前に予防措置を講じ、感染が蔓延しないよ

う心がけていただきたいと思います。 

  健康イベント関係でありますが、11月19日には町民の皆様に健康について興味を持ってい

ただき、健康状態や生活習慣病を見直すことを目的に「第17回健康福祉ふれあい広場」を保

健福祉センターにおいて開催いたしました。今年も１階には健康広場、２階には福祉ふれあ

い広場を設け、多くの町民の皆様に参加していただきました。準備から当日の運営に至るま

で御協力いただいたボランティアの皆様には心から感謝申し上げます。 

  介護保険関係では、9月14日に高齢者の見守り体制の充実と認知症の方とのコミュニケー

ションを想定し、稲取地区事業所を対象に高齢者声かけ訓練を実施いたしました。今後も引

き続き実施していただきたいと考えております。 

  次に、農林水産関係ですが、11月３日、秋晴れのもと「東伊豆海のみえる農園」で収穫祭

を行いました。ラウベを含む利用者の皆様や運営協議会の委員、稲取・城東両ふるさと学級

の学級生など総勢130名が参加し、市民農園で栽培したサツマイモで焼き芋をつくり、落花

生をゆで、秋の味覚を楽しみながら交流を深めました。今後も利用者間の交流を深めるとと

もに、空きのある区画の利用者募集にも力を入れてまいりたいと思います。また、毎年静岡

県が開催している市民農園開設講座が10月20日に当町の施設を会場に開催されました。県内

自治体の職員や民間の開設予定者等が多数参加されました。 
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  農業基盤の整備におきましては、県営の中山間地域総合整備事業を中心に進められており

早期完成を望むところですが、国の予算づけがまだまだ厳しいことから、例年同様、来年度

の予算執りに向けて、受益者代表等とともに国や県、本県関係国会議員に要望活動を行って

おります。 

  農業振興施策では、４年目となりました明治大学農学部のファームステイ事業を、本年度

も農業経営振興会が中心となって受け入れをしていただきました。７日間の間に、後継者部

会が学生達と交流会を開催するなど、農業者の皆さんの生産現場以外での活動も活発に行わ

れており、引き続き町も応援してまいりたいと考えております。農作物や公園等で鳥獣被害

が増加しておりますので、今後も東伊豆町有害鳥獣対策協議会を開催するとともに、猟友会

と連携を密にし、対策に取り組んでまいりたいと思います。 

  次に、林業振興関係についてですが、本年も夏の異常気象が続き、松枯れ被害の発生が甚

大であったため、伐倒駆除に関する経費について補正予算に計上させていただきましたので、

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

  主要産業である観光関係ですが、９月までの入湯客数は累計で47万3,699人で、前年に比

べ7,611人、1.6％の増となっております。全国的に新規の大型イベントがなかったことや８

月以外は比較的天候に恵まれたことなどが要因であると考えられます。 

  次に、観光イベント関係ですが、10月の天候不順により「稲取温泉伊勢海老まつり」、

「北川温泉のムーンロードイベント」や「熱川温泉石曳き道灌まつり」が会場を変更したり、

中止になるなどの影響を受けました。 

  また、細野高原のすすきイベントについては、予定していた36日間の開催期間中、雨天等

により10日が中止となったことから、入山者数は8,010人にとどまり、昨年比3,494人、30％

の減となりました。台風の接近等で特にお客様の多い土休日が、12日中６日しか開催できな

かったことが入山者数減少の大きな要因となりましたが、開催日１日当たりの平均入山者数

は昨年を7.7％上回る364名となり、11月４日には１日当たりの入山者数が1,102人に達する

など、細野高原の知名度が確実に上昇しているとの手ごたえを感じることができました。な

お、イベント開催に当たり、昨年に続きまして防火帯焼きの日程調整等、稲取地区町内会の

皆様には御理解、御協力をいただき、改めて感謝申し上げる次第であります。 

  次に、一昨年から補助制度を創設して力を入れているロケ支援事業については、10月末現

在で、町内での映画、テレビＣＭ、ミュージックビデオ等、合計で昨年同時期と比較して８

件多い35件の撮影が行われ、出演者、スタッフの宿泊やロケ弁当など、宣伝効果を除く町内
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への直接的な経済効果だけでもおよそ1,000万円となり、昨年１年間の合計470万円の倍以上

の実績となっております。 

  次に、インバウンド関係ですが、観光協会の事業として、11月６日から町内に３泊で台湾

の旅行会社関係者23名が当町を訪れ、ゴルフコンペを開催するなどして交流を深めました。

11月末には観光協会員等が台湾を訪問して商談を行う予定となっており、交流を深めること

によって得られたネットワークを活用して今後の誘客に努める所存であります。 

  次に、商工関係ですが、第54回町民ゴルフ大会が稲取ゴルフクラブで11月19日に開催され、

163人の町民の皆さんに御参加をいただきました。ゴルフ連盟の役員の皆様の御尽力により

最近の大会では若い方や女性にも参加いただいており、今後も参加者の裾野が広がることを

期待しております。 

  次に、住宅リフォーム振興事業につきましては、10月末までの申請数が38件で、補助金額

は685万4,000円、補助対象工事費が約6,100万円となり、多くの皆様に御活用いただき、町

内経済の活性化に寄与いたしております。また、10月８日には産業団体連絡会が姉妹都市で

ある岡谷市で開催された第31回楽楽市に参加して、農協・漁協が特産品を販売いたしました。

また、稲取キンメの味噌汁サービスを行い、市民の皆様から大好評をいただいたとのことで

あります。 

  最後にイベント等今後の予定ですが、東海汽船の稲取大島航路につきましては、来年の１

月28日から４月８日まで３年連続での運航が決定しております。今年限りで東京都の助成金

制度が終了するとのことですが、電車と高速船を組み合わせた新たな旅行商品が企画される

など、「雛のつるし飾りまつり」、「伊豆大島椿まつり」、「河津桜まつり」が相乗効果を

発揮することにより、利用者数の維持に向け官民一体となって取り組んでいきたいと考えて

おります。また、昨年からイベントへの出店などを通して、東京都台東区と交流を行ってお

ります。その一環として、来年１月11日から１月23日の13日間にわたり、千束通り商店街の

アンテナショップをお借りして、観光宣伝、物産販売、移住ＰＲを実施する計画を立て、関

係予算を計上しておりますので御審議をよろしくお願いいたします。 

  次に、建設関係ですが、去る10月21日に接近上陸した台風21号により、町道13路線、３水

路が被害を受け、軽微なものは早急に対応してまいりましたが、熱川穴切線は高波により、

数十メートルにわたるガードレールの破損や路肩の一部がえぐられ、さらに浸食されるおそ

れがあることから、歩行者、車両の安全確保のため早期復旧に取り組んでおります。熱川伊

東園ホテル地先で進めている国道135号に架かる小橋熱川線（熱川橋）の橋梁補修工事は、
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高欄工事、落橋防止工事など全ての工事を本年度で完了させ、災害時には主要輸送路となる

国道の安全な通行確保に努めてまいります。 

  次に、教育関係ですが、９月20日に稲取中学校、９月22日に熱川中学校、10月５日に熱川

幼稚園、10月13日に稲取幼稚園において、それぞれ運動会が行われました。熱川幼稚園の運

動会には大川幼稚園園児も参加して行われました。躍動する園児生徒の元気な姿が印象的で

した。 

  また、９月21日から22日には稲取小学校、９月28日から29日には熱川小学校と大川小学校

の町内３小学校の６年生73名が、東京方面への修学旅行に無事行ってまいりました。学校生

活で最初の修学旅行を体験し、すばらしい思い出となったことと思います。 

  11月15日には町内各幼稚園年長児、３園合わせて36名の七五三のお祝いがそれぞれ行われ

ました。我が町の将来を担う子どもたちの健やかな成長を心から願うところであります。 

  稲取地区町民体育大会が10月１日、稲取小学校グラウンドにおいて開催されました。多く

の町民が参加し、各種目熱のこもった競技となり、盛況のうちに終了することができました。

大会開催に向けて準備に御尽力いただきました各区の区長、役員を初め、関係者の皆様に厚

く御礼を申し上げます。 

  ｢とうきゅうカップ東伊豆クロスカントリー大会2017｣が10月21日に行われ、1.5キロメー

トルのキッズランから、10キロメートル一般男女までの16種目に、幼児から高齢者、障害を

お持ちの方まで1,101名にエントリーしていただきました。御協力いただいた各種団体の

方々に深く感謝申し上げます。 

  11月４日、５日の２日間、稲取小学校体育館で第41回町民文化祭が開催され、素晴らしい

作品が数多く展示されるとともに、日頃の活動の成果を充分に発揮した演技等の数々が披露

されました。今後も町民憲章にある「教養をたかめ、文化の香る町」づくりのため、町民の

皆様の御活躍に期待いたします。 

  11月25日には第33回青少年主張発表大会を開催し、小中高校生の11名が地域や人との繋が

りや高齢化対策、将来の夢、当町の産業と未来などをテーマに、それぞれの主張を発表して

いただきました。貴重な提言などもございましたので、今後の町政に反映できるよう検討し

てまいりたいと感じたところであります。 

  最後に、平成30年４月の大川地区と熱川地区の幼稚園及び小学校の統合につきましては、

両園・両校の円滑な統合のため、これまでに統合準備会全体会と各部会に分かれ、両園・両

校の交流や通園・通学の具体的方法、生徒指導・教育課程・学習指導等々について協議し、
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必要な検討と調整を行っております。内容につきましては協議会会議録を町のホ－ムページ

に掲載しておりますので、御確認いただきますようお願いいたします。 

  また、当町全体の学校教育の適正な規模や配置のあり方については、学校教育環境整備委

員会の最終答申の内容を踏まえ、総合教育会議において検討を重ね、できる限り早い段階で

方向性を示すことができるよう努めておりますので、皆様の御理解をお願いいたします。 

  次に、水道事業関係ですが、水道料金調定額は第４期分までで前年対比1.9％の減となっ

ており、使用水量も９月中旬以降の週末の天候不順等の影響か、ホテル・旅館などの大口使

用者が伸び悩み、2.5％減少しております。なお、費用の中で大きなウエートを占めている

動力費の電気料金では、火力発電の主な原料である液化天然ガス原油などの価格が上がって

いることなどにより、2.1％増加しております。しかしながら、10月分以降の燃料費調整単

価が下がっておりますので、電気料金の値下がり状況が続くことを願うばかりであります。 

  人口減少など水道事業をめぐる経営環境が厳しさを増す中、現在資産管理を中心とした

「アセットマネジメント計画」を策定中でありますが、来年度策定予定の「水道事業ビジョ

ン・経営戦略」につながる計画を策定していきたいと思います。 

  結びに当たりまし、年の瀬の気ぜわしく多忙な時期を迎えております。日増しに寒さも厳

しくなりますので、町民並びに議員各位におかれましては、健康に十分留意されまして、来

るべき2018年のいぬ年におきまして、ますますの御活躍されますことを念願いたしまして、

行政諸般の報告とさせていただきます。 

 

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

 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（飯田桂司君） 日程第５ 一般質問を行います。 

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

３回以内となりますので、御協力ください。 

 

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

 

◇ 鈴 木   勉 君 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員の第１問、町内活性化と町長の政治姿勢についてを許
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します。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 皆さん、おはようございます。 

  今定例会では１問だけの通告ですので、よろしくお願いをいたします。 

  それでは、町内活性化と町長の政治姿勢についてを質問させていただきます。 

  少子高齢化が進み、人口減少が著しい。特に若い世代が町外に流出している。町内に就職

先が少なく、帰ってこられない。町経済の振興を図り、活性化し、町民が安心して暮らせる

町、子育てのできる町にしなければならない。 

  以下の点を問います。 

  １点目、計画されている稲取漁港農林水産物直売所建設に対する町長の思いをお聞かせい

ただきたいと思います。 

  ２点目、刺繍館の芸術品を「雛のつるし飾り」期間中だけ町内の見やすい施設に展示し、

誘客を図るお考えはありますか。 

  ３点目、まちづくりには課題が山積みしている。また、新たな事業が計画されている。町

長の任期は来年だが、その後はどうするお考えがあるのかをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 鈴木議員の第１問、町内活性化町長の政治姿勢については３点からの

質問ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の計画されている稲取漁港農林水産物直売所建設に対する町長の思いはについてで

すが、第５次東伊豆町総合計画後期基本計画に、直売所の開設、それに伴う産業振興や観光

拠点整備について明記した内容が実現可能になることを期待しております。また、大変あり

がたいことに、国や静岡県が全国のモデル事業となるような施設として応援していただいて

いるところであります。 

  まずは、国道からの人や車の流れを町なかに呼び込むことで滞留する時間が生まれまして、

来訪者や宿泊客が立ち寄れる場所の提供をすることにより、町内に新たな経済的効果がもた

らされ、まちづくりへの起爆剤となり、活性化が促進されることを確信しております。 
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  次に、２点目の刺繍館の芸術品を「雛のつるし飾りまつり」期間中だけ町内の見やすい施

設に展示し、誘客を図る考えはについてですが、現在、旧稲取灯台資料館に展示している故

萩原朝子さんの刺繍作品120点については、土日のみ一般の方が見学できるようになってお

ります。鈴木議員の御提案の「雛のつるし飾りまつり」期間中の町内の見やすい施設への展

示につきましては、管理の目が行き届く適当なスペースがないことや、イベント期間中は観

光協会、旅館組合のスタッフに時間的な余裕がないことから難しいのではないかと考えてお

りますが、商店等で展示を希望される方がいれば作品を貸し出すことを検討したいと思いま

す。 

  次に、３点目のまちづくりや課題が山積みしている。また、新たな事業が計画されている。

町長の任期は来年だが、その後どうするのかについてですが、平成18年３月26日に町長に就

任してから11年が経過し、３期目の任期も残すところ３カ月余りとなりました。これまで、

「みんなが安心して暮らせる町、笑顔があふれる町」を政治信条として、町民の皆様と協働

によるまちづくりを常に念頭に置き、行政運営に全力を傾聴してまいりました。 

  町政を進めるために当たっては、東伊豆町のあるべき姿を見据えた総合計画や地方創生な

どを踏まえ、町民の皆様との声を直接伺いながら各種の施策を展開して、町政を一歩一歩着

実に進展させてまいりました。行政運営の最終目標は住民福祉の向上であり、町民の皆様１

人１人が、生き生きと安心して暮らせるまちづくりであります。 

  行政運営においては、まだ取り組み、実行すべき課題や諸問題も多々残されておりますの

で、私といたしましては行政のトップとして任期いっぱい全力で取り組んでまいります。  

この定例会終了後、早急に後援会を初め、関係者の皆様に相談をお願いし、その上で判断し、

正式に発表させていただきたいと考えております。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 答弁ありがとうございました。 

  一応、町長の思いというんですか、直売所に関する思いはそれなりに伝わってくるわけな

んですけれども、まだ少し足りないなという気持ちがありまして、１点目については私自体

もいろいろと思いがあるわけでございまして、それをちょっと話させていただき、町長にも

私の話す形の中での答弁もいただきたいと思います。 

  稲取漁港の農林水産物の直売所は、交流人口の拠点となり、私はこの役割は非常に大きく

なるものと思っております。御存じのように、伊東や下田や南伊豆にも道の駅がございます。
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しかし、全てが町外れというんですか、俗に言う郊外に位置しているわけでございまして、

道の駅自体は非常に人が増えまして、交流人口でにぎわっておるわけなんですけれども、そ

ういう形の中で見るからかなと思うんですけれども、中心市街地は意外と人通りが少なくて、

閑散としているという状況が皆さんの目にもつくわけなんですけれども、そういう中で、そ

の位置にいます商店街の皆さん方もやはり空洞化が、町の中に人が入ってこないというそう

いう空洞化が嘆かれておるのが皆さんも御存じじゃないのかなと、私自体もそういう声も結

構聞いてておりますから、そういう中では、今度の稲取漁港農林水産物直売所のことに関し

て期待するものは先ほども言ったとおりに大きいわけでございますけれども、ちょっとこの

稲取漁港農林水産物直売所という名称が長いので、以降発言の中では漁港直売所と言わせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

  何回も話す中で重なってくるわけですけれども、この計画されている漁港の直売所は、一

応東伊豆町の中でも稲取地区という中では中心市街地に位置しているわけでございますし、

それから伊豆急の駅から歩いて５分少々という非常に利便性の高い場所に位置しているわけ

でございます。そういう立地条件の中でも、現在もう一つ運営しております「港の朝市」、

これにも多くの観光客が訪れてきていただいているわけでございます。そういう両方の相乗

効果があらわれたならば、交流人口の増加というものが非常に期待できるのではないのかな

と私は思っておるわけでございますけれども。 

  自分たちは大体旅行に行くときにはどこに行こうかなとか、どこに行って何を見ようかな

とかいう一つの旅行に行くときの理由づけを探すわけなんです。ほかの人たちはどうなのか

なと思うんですけれども、自分のことで申しわけないんですけれども、そういう話し合いを

するときに、とにかく家を出るという言いわけですか、そういう旅行に行くきっかけとして

は、観光地にどういうセールスポイントがあるのかという、そういうものが一つの決め手に

なるのではないのかなと、旅行先を決めるポイントになるのではないのかなと私は思うわけ

でございますけれども、そういう中で、この東伊豆町を選んでいただける、この町を訪れて

来ていただける人たちには、この東伊豆町にはどんなセールスポイントがあるのかなと思う

わけですけれども、大きく言えば山あり海あり、すすきあり、皆さん方が一生懸命イベント

の開催をしていただくわけなんですけれども、そういう中では一番大きなセールスポイント

が「雛のつるし飾りまつり」、これではないのかなと思うわけなんですけれども、それに今

度は漁港直売所ができて、稲取、東伊豆町に行こうよという中には新しい買い物ができると

いうセールスポイントが私は加わっていく。そういう中では、何回も同じように言うんです
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けれども、交流人口をふやすには、一つの事業としてはいいのかなと私は思っているわけで

すけれども、お客さんがいっぱい来ていただければ、交流人口が来ていただければ日帰り客

も増えますし、またお泊り客も増えてくるんじゃないかなと思いますし、お泊り客が増えれ

ばホテルや旅館の方たちも非常に喜ぶし、そこで働く人たちも増えると。雇用の対策にもな

りますし、またそういう人たちが地元でお金を使っていただければ、地域の経済の流通、循

環性がよくなってくるし、長い時間をかければ町内活性化にも私はつながっていくという、

そういう考え方を持っているわけでございますけれども。 

  それから、２点目あたりにも絡んでくるわけなんですけれども、町を訪れてくれた人がそ

のままその旅館にお泊りになったり、直売所で買っていただいたり、朝市に寄っていただい

て買い物してくれても、そのまま帰ってしまうという、これが私は非常にもったいないなと

思うわけでございます。その点でこの２点目に関しましては、やはりこの町内を散策してい

ただける、町内にいかにとどまっていただけるかという、やはり滞在していただける時間を

長くするという工夫、それが私は大事ではないかなと。町長には２点目として上げたわけな

んですけれども。 

  この町にはよく言われます「ない物探し」ではなくて、あるものを活用しようよという言

葉があるではないですか。自分たちが持っているもの、この価値観が自分たちではなくてよ

そから来る人たちにはどういう評価が受けるのかなと。そういう点で、私はこの雛の期間中

だけでも今町のほうに寄贈していただいた刺繍館の作品が非常にすばらしいものだと思って

いるわけなんです。ですから、あの山の中で、今太田町長が先ほどのお言葉の答弁のなかで

の言葉があったわけなんですけれども、あれをあのままあそこに置くのもいいと思うんです

けれども、多くの人たちに見せてあげたいなという気持ちもありますし、見ていただければ

評価もすごく上がるだろうし、またそういう一つのうわさが広がっていけばそれを見に行き

たいなという形も私はできるのではないのかなと思いますし、どうしても刺繍館の作品にこ

だわるわけじゃないんですけれども、町がいただいた町の所有物ですからどなたの許可も要

らなくて、いろいろと移動できるのではないのかなと、展示できるのではないのかなという

観点から申し上げているわけなんですけれども。 

  そういう形の中で成果が非常に見ていただいたというものが多くなって、多くの人が見て

くれる成果が出たならば、この町にも多くの芸術家が在住しているわけです。作品も非常に

あります。有名な人もいれば、個人的に自分が趣味でやっているとかという人たちもいるわ

けではないですか。そういう人たちを今度は町の中にギャラリーハウスみたいなものを設置
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して、そういうところに飾って年間を通じて見せれば、多くの人たちがまた来てくれるので

はないかなという。せっかく集めた人たちに今度は町の中に時間を長く滞在していただける、

町内をめぐり歩いていただきたいと。企画的にはお寺さんを歩いていただけるという企画も

やっているではないですか。そういうものと合わせても私はいいのではないかなと思います

し、来ていただいたお客さんが町内に長くいることによって新しい商売もできますし、また

空き店舗対策にも商売が広がっていけばつながっていくのではないかなという、拡大的なが

ら私は解釈するわけなんですけれども。 

  ３点目については、町のにぎわい再生、経済の活性化については、やはり基幹産業である

観光業を初め、農業というあらゆる産業の活性化を急がなければならないというものは、こ

れはひしひしと皆さんもおわかりになっているのではないかなと思いますし、人口減少とか

少子高齢化に対して、安心して暮らせる、安心して子供を育てる町とか、楽しく老後が過ご

せるまちづくりには、やはり教育、育児、保育とか医療とか介護とか、年をとってきますと

大変ですからそういうものを充実していかなければならない。安心して暮らせるまちづくり

には防災対策も、先ほどの報告書にもありましたんですけれどもそういうこともやっていか

なきゃならないと。最後には厳しい財政状況に何とか取り組んでいかなければならないと、

そういう大事なものに対して、町長の形の中では進退問題についてははっきりとは明言をさ

れていないわけなんですけれども、本当にやらなければならないことがいっぱいあるという

そういうものは町長の政治姿勢の中では組み込んでいただきたいなと思いますけれども、答

弁などをお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点目の直売所ですが、これは文面でこういったから熱意が伝わ

らないと。しかし、私はこれを命をかけております。と申しますのは、基本的には10年間こ

の町を預けさせていただきました。しかしながら、もうこの町も衰退する一方なんです。そ

して、やっぱり機運が来てくれれば一番いいんですがなかなか機運は来ません。そういう中

で、町としても何とかこれを打破しなければならないという中で、今回直売所を計画して、

私はこれに命をかけております。 

  と申しますのは、就任早々、まずうちの町は国道135号線がもうバイパスになっておりま

す。そういう中で、せっかく多くの方が車で訪れてもうちの町の中に入ってこない。これを

何とか解決した中で流入人口を増やしたい。これはまず就任早々考えておりました。そうい

う中で、今回この直売所をやりまして、当然国道あたりにも看板をかけます。そういう中で、
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車で来た人の流入人口を増やしたい。さらには、もう一点は雨のときに行くところがない、

どこに行ったらいいんだとここ再三再四言われております。そういう中で、雨のときはもう

旅館に行った後、どこかへ行っちゃう、そういう感じでございますもんで、この直売所がで

きると、一旦雨が降ったときもここに来ていただきまして、その経済効果が多分あると思い

ます。それで港の朝市、本当に皆さんのおかげで今大盛況でございます。これによりまして、

私は必ずや相乗効果が上がると期待しております。と申しますのは、基本的にはこの港の朝

市は土日です。今回は一応定休日は設けますけれども、毎日やっているような感じでござい

ます。その中で、必ずやこの来たお客様が必ず旅館と提携した中で、この直売所をフロント

におきましても寄ってもらいます。そういう中で、何回も言うようにお客様がこの町で買う。

よそで買うのが多いもんで。せっかくこの町に来たんですから、よその町へ行って買うより

もこの町に寄っていただいて買う。そういうシステムが絶対必要なんです。そういうことに

よって所得も上がってきます。 

  そういう中で、やっぱりこれから住民福祉にかけるお金は大変でございます。何しろ税収

を上げなければいけません。と申しますのは、やっぱり外貨を稼がなければいけない。今で

はもうせっかく皆さん方の要望ができません。税収も減収一方の中でこれを何とか歯どめを

かけたい。そういう中で、この直売所をやった中でこれは絶対私は相乗効果、そして流入人

口、そして宿泊者のことを考えて、絶対これは私ども成功すると確信しております。それは

また議会の皆さんにも理解してもらうんですけれども、そういう中で私はこのことに、この

東伊豆町が生き残るためにはこれをやらなければ私は絶対だめだと考えています。 

  と申しますのは、この町に機運が来ればいいんですけれどもこの10年間一つも来ていませ

ん。そういう中で、これからの福祉をやっていくためには税収を上げなければいけない。こ

の税収を上げるためにはこの直売所は必ず核になると考えております。そういうことにおい

て、町民とかいろんな方の所得が上がった中で、またいい循環にこれが回ってくると考えて

おりますもんで、何か一つの起爆剤になるような施設を行政が今回は自主事業としてやりま

すけれども、今まで企業がそういうことをやっていただければいいんですけれども10年間な

かったもので、今回町がある程度事業主となってやります。これは町の活性化のためでござ

います。別に町がもうけることは考えていません。間接的にはこの町がもうかる。間接的に

はこの税によって入ってくる。町がこれに対してもうけるとかそういうことは考えていませ

ん。基本的は町民がこれをつくることによってよくなれば大変いいことだと思います。 

  そういう中で先般、青年会議所がこういうことをつくりました。これも一応３つのステー
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ジまで観光とかあるんです。その観光の中で直売所とうたっております。全く考えは同じな

んです。だから、やっぱり地場産品を使った中のまちづくり、これは伊豆半島全体でござい

ますけれども、そういう中で、町といたしましてはこれから生き残るためには絶対こういう

施設が必要。そしてこれからの福祉を充実させるためには税収を上げなければならない。そ

ういう中で、この直売所は町といたしましては絶対やりたい。強い覚悟でございますもんで、

その辺は御理解願いたいと思います。 

  次の２点目の刺繍館、こちらは基本的に寄付をもらったときに萩原さんと約束がありまし

て、基本的には刺繍館はあそこでやるとそういう約束がありましたもんで、自分としても鈴

木議員のようにこの町内に持って来て、やっぱり滞留時間のできるそういう施設はほしいで

すから、自分としてもそういうところはやりたい。しかし、一応約束がありますもんで、ま

ず寄付していただいた方は今いませんもんで、家族の方と相談しながら、もしいいよと言え

ば私としても鈴木議員と全く同じでございますもんで、その辺は御理解願いたいと思います。

と申しますのは、何回も言うように雨になったときにこの町に行くところがないということ

も観光客や宿泊関係者から言われております。熱川には施設があります。稲取地区において

は何もそういう施設がありませんのでそういう施設をつくりたいと考えていますし、またそ

れもひとつの空き店舗対策にもなりますので、この刺繍館とか立案できるそういう場所を設

けていきたいなと考えております。 

  私の去就でございますが、本当に私もとりあえず３月いっぱいは精いっぱいやらせていた

だきます。しかし、まだまだ山積したことがありますので、自分としてはまだ健康状態も十

分余裕がありますので、自分としてはそういう気持ちはありますけれども、基本的にはまだ

私自身１人でこれは決められません。壇上で言ったように、後援会、町民の方がいますので、

その辺と相談しながらなるべく早い時期に皆さん方に発表したいと考えております。できれ

ば年内か、遅くても年明け早々には皆さん方に自分の進路は言っていきたいと考えています。

自分としてはやっぱりまだまだこれから新しいリーダーに引き継ぐためにやりたいことはあ

りますので、そういうある程度のことを解決した中で次のリーダーに引き継いでいきたいな

という考えがあります。これから後援会と相談してから年内には発表したい、そういう考え

でございますので御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 
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○１２番（鈴木 勉君） 町長の答弁をいただいた中で、私どもは１点目の経済効果という形、

町は町民の皆さんが利益が出て、もうかったならば税金が上がってくるよというそういう形

で考えているという形は正しいと僕は思うんです。やはり町はいかにしてこの町に交流人口

をふやしていく、訪れる方たちをふやしていくとそこまでが町の仕事だと僕は思っているわ

けです。あとは、だからその人たちにどういったように試行錯誤しながらお金を使っていた

だくか、品物を買っていただくのか、物を見ていただくのかという、そこの利益性は個人企

業の努力だろうと私は思っているわけなんですけれども、そういう中では、やはり町は先ほ

ども私の言っているとおり、お客さんに来ていただくことと来ていただいたらこの町内の中

を人が滞在している時間を長くするとか、そういうものに対しての支援だとかはしっかりと

していくべきだろうと私は思うわけです。だから、個人のお店とかそういう経営に携わって

いくとかというものについては、これは町の役目ではないなと私は理解しているわけなんで

すけれども。 

  そういう中でいけば、自分たちもあちらこちらとかという、先ほどの旅行にどうして行く

のかという中では、自分なりにはあちらこちらという形の中では行ってきているわけなんで

すけれども、３回ぐらい行って目についた変化をいうのは例の富岡製糸の町です。世界遺産

に登録されての変わり方というんですか、あれだけの変わり方というのもすばらしいなと思

うわけです。２回ほど行ったときにはまだ一般的な建物としての、僕らはすごく見物するの

も時間的にもすごく短く、待ち時間もなくて、中も案内もしていただいたりするような形で

あそこを見てきたんですけれども、世界遺産に登録されたならば今度は待ち時間も長くなり

ますし、案内人も今度はまた違った形になりましたし、そういう変化というものと、私が一

番驚いているのは入り口の手前の商店街の町の様相が様変わりしたという、お客さんが来る

と町の中がこれだけ変わっていくのかなという、商売というのはこういうところにできるの

かなというその様変わりが非常にすばらしいなという形です。前後を見たときには。 

  飛騨の高山にも行きましたし、あそこにも何しに行くのとかいうときのセールスポイント

はやはりあの町並みというものがあるんだけれども、わかりやすくいうと朝市があるよとか

という形の中でのセールスポイントがあるわけです。黒壁にもやっとの思いで行ってきまし

たし、あれはもうできたすばらしさというものしかないから、できる前の苦労というものは

私たちは身に感じていないわけなんです、つくる前の苦しさというものを。それに関しては、

先ほどの富岡製糸の場合は前後を知っていますから、昔の建物がこれだけ世界に登録される

と人もこれだけ来てくれる。そうすると町の中これだけ変わっていく、活性化されてくると
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いうそれをまじまじと見ていますから、今度の漁港直売所についても、あそこまでの様変わ

りは無理としても、この町に来てくれる人たちがやはり今から５割とか倍とかいう数字にい

ってくれたならば、私はこの事業は成功だろうと思うわけなんですけれども。 

  それから、２点目の刺繍館の形の中でお話ししていくと、僕たちは町長が言ったような縛

りはあるなんていう形は何も考えていませんもんですから、せっかくあれだけの品物が年間

どれぐらいの人が見ていただくのかなと。つくった人がどういう気持ちでつくったのかは私

はわかりませんけれども、それを見たときに、これはこのまま少ない人数と言うと失礼かも

わからないけれども、年間何人かの人たちだけの観賞でいいのかなという思いがするわけな

んです。つくった人がどういう思いでつくったかわからないと言ったとおり、人に見ていた

だきたいというそういう価値観でつくったんじゃないと言われればそれでいいんだろうと思

うんですけれども、自分としたらあの作品をやはり多くの人たちに見ていただきたいなとい

う気持ちがあるわけなんです。だから、縛りという約束事があるよというのが町長の話の中

にあったんだけれども、できれば私はそういう縛りを解くことも努力していただきたいなと

思うわけです。あれを閉館して町の中に移したらどうかというものまで発展するかどうかわ

かりませんけれども、あそこにもしあのままいたら、維持管理費だけでもそれこそ行政改革

という形の中で、財政計画という形の中で厳しい目が出てくればまた云々という過程が出て

くるんじゃないかなというぐらいに費用対効果はないんではないかなと思うぐらいの見学者

じゃないかなと思うわけなんです。その点は今日は追求するつもりはないんですけれども、

それだけのそういうすばらしい作品というものを展示するギャラリーハウスというものが町

内にも必要になってくるのかな。同じ人の作品を１年間飾るというのは難しいだろうと思う

んだけれども、先ほども私が言ったとおりに著名な人たちも結構いるわけなんです。そうい

う人たちを年間で12分の１とか24分の１とかという形の中でローテーションを組んでいくな

らばギャラリーハウスの構築だって考えられる。また、それが先ほどの相乗効果の中に組み

入れていけば、訪れてくれた人もこの町に滞在する時間というものが長くなるのではないか

なと私は思うわけで、何としても町の経済を発展させないと人口の流出もとまらないですし、

どんどん人口が少子化もこれはどこの町も同じような思いがあるわけなんですけれども、本

当に問題点というのは皆さんが提起してくれますから、新聞に活字になりますから、どこの

町も金太郎さんではないけれども問題点はみんな同じような、山積みしている問題は同じよ

うなところが全部出てくるわけなんですけれども、人として特効薬はないわけなんです。う

ちはこうやったらいいよというのが確かにあって、成功しているところもあると思うんです
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けれども、新聞ではこうやったら過疎化がとまります、こうやったら人口減少がとまります

なんていう答えは一切ないわけなんです。それを自分たちが模索していくというのが、町長

初め、私たち議員もその役目の１人だと思っているわけなんですけれども、ですから今度の

漁港の直売所、私は一つの活路として、打開策として成功させたいなという思いがあるわけ

なんです。その点についても、成功させるためにはどういう努力が必要なのかと。先ほどの

富岡製糸の話じゃないんですけれども、前と後を知っている人だったら、やはりこれだけの

苦労というものがなければ今の成功がないんだろうなというそういう気持ちで私は頑張って

もらいたいと思うし、自分も頑張りたいなと思っているわけなんです。 

  今、計画中なもんですけれども、私たちに示されている中では、駐車場の場所がここだけ

しかないという。私も常々言うんですけれども、やはりスーパーとパチンコ屋さんは駐車場

広いほうがいいんです。だから、この場所もあのエリアだけの駐車場じゃなくて、やはり催

し物が重なったりするときには、庁舎の今ある駐車場の建物の開放とか天草会館のほうの駐

車場の臨時開放だとか、いろいろと幅広く駐車場の問題も考えていただきたいなと思うわけ

です。その点についてはどうですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 直売所に関しましては、基本的には流入人口が50％と、これはもう最

高だと、それを目指してやります。しかし、町いたしましては、何しろこれでちょっと税収

が変われば、私どもはそれで成功ではないかと考えております。基本的にはどんどん税収が

減っていく中で、これによって税収が上がればそれでもう一つの歯どめになりますから、何

しろ何もやらなければもう税収は減少するばかりです。今の現状を見てもそうゃじゃないで

すか。どんどんいろんな面が撤退する中でこれを何として歯どめをかけなきゃいけない、私

は直売所がひとつの歯どめになると確信しております。そういう中で、私は先ほどこれに対

して誠心誠意やっていきたいということを言っておりましたから、駐車場の問題に関しては、

たしかに今は少ないかわかりませんけれども、それは鈴木議員が言ったように天草の向こう

とかそういう開放は当然やっていかなければと考えております。そして、これをやるにはこ

れから計画などできても、そういう協議会的なものはやっぱりなければならないと考えてい

ます。つくっただけで終わりではなくて、今後どのようにしたらいいかということに、そう

いうプロジェクト的な協議会、それは立ち上げていきたいなとは考えております。 

  何しろ、このことによりまして、この東伊豆町を何とか生かしていきたいと考えておりま

す。何しろ町に人が入ってきて、また宿泊した人がこの町にやって来れば、大変町もにぎわ
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う。にぎわうということはある程度活性化というかお金を落とすのが一番、まずこの町のに

ぎわいを創出したい。そして、前回議員研修があったときにある議員と話した中で、やっぱ

り高齢者の方もある程度耕作放棄地に野菜をつくった中で、それを持っていったらお金にな

ったものでもう生きがいとなって、もう高齢に対する本当に健康の生きがいになったんです。

本当に大変いいことだからどんどんやったほうがいいよと言いました。やっぱり高齢者の生

きがいということもあります。議員研修のときに私はそう言われましたので、またその議員

の方からもエールを送られました。そういうことで、これは大変いい事業でございますもん

でやっていきたい、そう考えております。 

  また、次期に関してもはっきり言ったほうがいいと思いますんで、私ははっきり言って意

欲はあります、次期に対しましては。しかしながら、意欲はあるんですが私一人では決めら

れませんので、これはあくまでも後援会の方と相談しながら発表していきたい、そういう考

えでございますので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 一つの町民的な感情の中で最後にお話をして、町長の答弁をいただ

きたいんだけれども、この漁港の直売所につきましては、いろいろな町民の方たちの声があ

ると思うんです。先ほどから町長の答弁にもいただいているとおりに、私はこの町の役割と

いうのは、再度申し上げますけれども、大勢の観光客に来てもらうというのが町の役目だと

思っているわけなんですけれども、そのために大勢の交流人口を増やすためには、この町の

経済を担っている各種団体だとか町の観光協会だとか商工会だとかいうところ、各種団体に

は補助金を出しているじゃないですか、もちろん税金を使っているわけなんですけれども。

そういうことに関しては町民の皆さんも理解をしていただいて、余りクレームが来ないと私

は思っているわけなんですけれども、補助金と大きいとか、何でそういうところに補助金を

出すのかという形はないんだろうと私は理解しているわけなんですけれども。 

  小さくても箱物と言っていいのではないかと思うんです、今度の漁港の直売所に関しまし

ては。この箱物という形になると、何で俺たちの税金を使ってつくるんだとかいう考え方で

すから、これは話としては。そういう考え方が町民には出て来るのではないかなと思うわけ

なんです、感情論ですよね。この湧いてくる感情論を理解していただくような努力もしてい

かなきゃならないなと思うわけなんですけれども、一つの感情の中には、やはり私たちの税
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金を使って何で農協や漁協のためにああいう施設をつくってもうけさせるんだよとか、もう

かるかどうかはまた別の話なんですけれども、そういう先に考え方が生まれるじゃないです

か。そういう町民の感情というものがどこに八つ当たりするのか、そういう気持ちを当てる

のかといったら、やはりこれは町長と始めた行政だとか、議会の私たちにもこういう批判の

目は当たる。それはもう僕たちも覚悟しているわけなんですけれども、そういう立場にいる

わけですから。でも、それを丁寧に説明して、理解をしていただいて、町の発展のためには

こういうことも必要なんですよという形はお話ししていく必要性はあろうかと思うわけなん

ですけれども。 

  決してそういう形の中で、私は一つの提案なんですけれども、町民の人たちの理解をいた

だくためには、漁業界や農協だけがもうけるためにつくったわけではなくして、もちろんそ

うなんです、つくったわけではないんですけれども、しかし今のままだとなかなか理解が得

られないから、漁協の直売所を運営するに当たり、将来的には利益が出るだろういう観念の

中で話をするわけなんですけれども、そこで利益が出たら町のほうに何％かを納めていただ

くという。だから、あそこに町が投資するお金を何年か先にはちゃんと町のほうに税金とし

て返ってくるんですよという形によって、私は町民の理解をえるための一つの必要性じゃな

いのかなと思うわけです。町長のそこの辺の考え方はどうなのか後で聞きますけれども、そ

の必要性というのは私はあろうかと思って提案をさせていただくわけなんですけれども、こ

れからあと２人ほどこの件に関して質問がありますから、私はこの件に関してはここまでで

とどめておきます。 

  それから、３点目なんですけれども、これからのまちづくりには、やはりわかりやすい町

政の運営が必要だろうと思います。今の件もそうなんですけれども、町民の声をしっかり聞

きながら将来を見据えた心構えが大切だとは私は思っております。そういう心構えの中で、

これから町長の進退問題については、もし前に進むんだったらそういう気持ちを大事にして

頑張っていただきたいなと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今のこの直売所の関係でございます。たしかにこれは箱物でございま

す。しかし、これは私は一般的な箱物とは違うと感じております。今までの町のあれだと全

て福祉とかそういうための建物でございます。今回の建物は箱物といいましても、何回も言

うように町の経済の活性化を図るため、それによって税収を上げて住民福祉の向上をはかる

ために税収を上げたい。ある程度町民の税収を上げるための箱物でございますから、その辺
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はまたたしかに自分の説明不足かはわかりませんけれども、これから説明していきたいと思

いますけれども、今までの箱物とは違うという認識を、やっぱりこれは箱物は箱物でも将来

の福祉の施策を維持するための箱物で、税収を上げるための箱物、そういうことで考えても

らいたいと思います。これは私はこれからまた町民の皆さん方に説明しますけれども、今の

現状でいけば税収はどんどん減るばかりで、福祉に対するお金がどんどん縮まってきますも

んで、どれだけ税収の歯どめをかけたいという中でこの直売所を設けたということは御理解

願いたいと思います。 

  一番私が感じているのは、これは農協、漁協と書いております。東伊豆町に地域認定商品

というものがあります。この地域認定商品が全然みんな知らないです。やっぱりこの直売所

に置くことによって、この東伊豆町の地域認定商品を知ってもらうこと。さらに、ほかに商

工会などこの東伊豆町の地域認定商品以外のものをやっておりますもんで、そういうものを

この直売所が入れた中で、直売所は農協、漁協と書いておりますが、私は全体の直売所と考

えております。やっぱり農業、漁業は大切、この裏には農協、漁協には組合がいるんです。

やっぱり農協がもうけたということは、これはやるのは全部農協、漁協全体も、伊豆漁協、

伊豆太陽農協も全体をやってくれますけれども、その一部の中には組合員がいるわけです。

組合員ということは町民です。その組合員の所得が上がるということはやっぱりいいことで

すから、その中で私いい方向に動くじゃないかと考えております。何回も言ったようにこの

青年会議所、１市５町の若者です。この方たちが本当に真剣に考えた中で、基本的にはこの

３つのやつで、交流の中で直売所をうたっています。直売所によってこのところを何とかし

たい。この中には基本的にはこれも入っています。これをやってこれも多少よくなると考え

ております。これはやっぱり１市５町の若者の考えと自分の考えがある程度同じだったもの

で大変喜んでいるところでございますもんで、何しろこの直売所を町民の方は箱物というこ

とを言われればそういう認識になりますもんで、その辺は十分説明した中で理解を願いたい、

そう考えています。 

  利益が出た場合どうするかというと、これは今後の話し合いの中で、私は多少もらっても

いいのかと考えております。しかし、これは双方の話の中で、最終的には私はこれは稼ぐべ

き問題じゃないと考えていますし、何しろこれによってある程度町の経済が活性化すれば町

はそれで十分でございますから、ある程度利益が出たらそれは全体の中でその中に組合員が

いますから、当然その組合員も利益の恩恵は上がっておりますもんで、その辺は今後の話し

合いの中で煮詰めていきたいし、私は多少はもらってもいいのかなとは考えておりますけれ



－27－ 

ども、その辺は今後の過程の中で煮詰めていきたいと思います。 

  さらに、この直売所に関しまして、皆さん方に大分誤解されているところもありますし、

その辺は真摯に町といたしましても説明した中でこれをやっていきたい、そう考えておりま

すので御理解願いたいと思います。 

  ３点目、最初に言われたある程度次期に向けて意欲はあります。そういう中で、この３期

の中でもある程度町民の40、50代の方と話をしております。やっぱり町民との対話、これを

私は町政を運営していく上に一番大事と考えておりますもんで、次期はまたこれから後援会

と相談しなければなりません。後援会の方がゴーサインを出したら、当然そういう気持ちは

自分は持った中でやってきています。そういう気持ちでございますもんで御理解願いたいと

思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で12番、鈴木議員の一般質問を終結します。 

  この際、11時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１０時５２分 

 

再開 午前１１時００分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 笠 井 政 明 君 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員の第１問、熱川・大川小学校統合時の協定服について

を許します。 

  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 皆様おはようございます。私の質問は事前に通告したとおり今回２つ

になっております。なので、１つずついきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

  まず、１つ目ですが、熱川・大川小学校統合時の協定服についてお伺いをいたします。 
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  来年４月から小学校が統合になるわけですけれども、熱川小学校においては協定服を着用

という形になっております。統合時、大川小学校の生徒には協定服をリユースとして用意を

するということになっているそうですが、そのようになった経緯と新１年生への対応につい

てお伺いをいたします。 

  もう一点、両ＰＴＡにおいて協定服のあり方はどのように検討されたのかお伺いしたいと

思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） それに関しては学校関係でございますので、教育長より答弁をさせま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 笠井議員の第１問、熱川・大川小学校統合時の協定服については２

点からの質問ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の統合時、大川小学校の生徒には協定服をリユースとして用意するようだが、その

ようになった経緯と新１年生への対応はについてですが、このたびの大川小学校と熱川小学

校の統合を進めるに当たって、協定服について話し合われてきた経緯を御説明いたします。 

  まず、大川地区の保護者及び地域の皆様への統合説明会では、統合による保護者の新たな

負担をできるだけ軽減するために、熱川小ＰＴＡの行っている協定服リユース活動の品を活

用するといった案や、統合後１年間は協定服を着用しなくてもよいこととするとした内容を

提案いたしました。その後、統合に向けて、熱川小学校ではＰＴＡによる協定服のリユース

活動に力を入れていただき、できるだけ多くの服が集まるように努めてもらいましたが、大

川小全児童のサイズが集まることが困難である見通しとなりました。また、統合準備会にお

いて、統合後１年間は協定服を着用しないとした場合、儀式や修学旅行等の行事のときに疎

外感を感じてしまうといった意見や、新たな気持ちでスタートするためには全員に新しい協

定服を着させてあげたいといった意見が出されました。 

  このような状況と協議を踏まえ、統合に際しての大川小学校児童の協定服については、全

員分を町で準備することが妥当であると判断しました。方法としては、町が熱川小学校の協

定服リユース活動を充実させる目的で購入し、大川小学校全児童に貸与することを考えてお

ります。 

  次に、新１年生への対応につきましては、統合による新たな負担を軽減するという考え方
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から、大川小学校児童とともに、現在の大川幼稚園児の分も準備することとしたいと考えて

おります。 

  ２点目の両ＰＴＡにおいて、協定服のあり方はどのように検討されたのかについてですが、

本年度行っている統合準備会ＰＴＡ部会の中で、大川小ＰＴＡからは協定服が高額であるこ

とや使用頻度等も考慮し、この際廃止してはどうかといった意見が出されたとのことです。

この提案をもとに、両校ＰＴＡでの話し合いが行われ、毎日の服を気にしなくてもよいとい

った協定服に対する賛成の意見や、自由に好きな服を着させてあげたい、また服が高額であ

るといった反対の意見等、賛否両論あったとのことです。 

  その後、９月15日に大川小・熱川小の１日交流とあわせて行われました両校保護者懇談会

において、協定服の話題も取り上げられたそうです。そこでは特に御意見がなかったという

ことで、現段階ではこれまでどおり協定服着用を継続する方向であると伺っております。 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 御答弁ありがとうございます。 

  経緯については負担軽減ということで、現大川小学校の生徒さんたちには町がリユースと

いうもので用意をして貸し出すということで、そこの部分に関しては納得ができる部分だと

思います。 

  新１年生への対応、これに関しても負担軽減において町のほうが提供するという御答弁が

ありました。これなんですけれども、大川小学校、熱川小学校の統合については、約１年ぐ

らいの統合準備というかほぼ決まっていたことがあります。もっと言ってしまうと、例えば

稲取地区、あとは熱川小学校でも白田、片瀬、奈良本、熱川、ほかの新１年生というのは、

やはり御両親が制服のほうを準備して、購入をして４月を迎えるわけです。逆にいってしま

うと、たしかに大川小学校は来年から熱川小学校になる負担軽減という部分もわからなくは

ないのですが、新１年生に関してはほかの地域の子たちと同じような準備期間というものが

あります。そこのところでほかの保護者の方からすれば、なぜ大川小学校の子たちだけなの

かと、何であの子たちはリユースで新しいものを貸し出してくれる。自分たちのものではな

いかもしれないけれども、新しいものを町が用意してくれて借りられるのというお話になる

と思います。そこの部分に関して、町はほかの地区の保護者の方々に対してどのようなこと

があるので、負担軽減以外の部分もそうですけれども、大川小学校に措置をするんだよとい

うことをもう一度お聞かせいただきたいと思います。 
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  もう一点、先ほど協定服についてＰＴＡのほうで話し合いもなされたと、賛成、反対あり

ましたということなんですが、以前西塚議員の一般質問にもございました、これからどんど

ん子供たちが減っている、数字は見てもわかるとおりだと思います。この中で、やはり制服

という特殊な洋服でございます。ロットの数が集まらなければ、当然１枚当たりの単価とい

うのは上がってくるのは容易に想像ができると思います。このときに、やはり洋服屋さんと

いうかお店屋さんも注文をした段階で製造業者からロットが集まらなければ上がる。そうす

ると販売価格を上げなければいけない。そうすると保護者の方々の単価も上がってくる。そ

の場合の御負担というのも、やっぱり今後増えてくるのを考えなければいけない部分だと思

います。この統合というところで、なぜそこの検討をもうちょっと突っ込んでやってこなか

ったのかというところの御説明をちょっとお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、新１年生に対する大川、これは基本的には統合しなければやり

ません。基本的には両ＰＴＡの中である程度話が出ました、新しいこと。その中で、やっぱ

り幼稚園の年長児が大川に行けばそのままです。今回、私は合併の特例債だと考えておりま

す、基本的には。これから将来的にはこのような話をすると、新１年生に上がるとき、また

小学校から中学へ上がるとき、これから多少のある程度の町からのお金を考えようかという

ことを言っております。今回に関しましては統合に関する特例、やっぱり統合というものは

大川区民の協力のおかげで私はここまでなし遂げられたと考えております。そういう中で、

大川小のＰＴＡの方、さらには熱川小のＰＴＡの方と話し合いの中で、制服は最初は古着で

はないけれども、やってあげたいじゃないけれど、やっぱりせっかくなるもんで、そういう

やつを全てそろえてほしいとそういう要望がありました。それはもっともなことだなと私た

ちは考えた中で、そこでやっぱり新１年生も同じ条件だと私は考えます。今の大川小学校の

子供たちだけに洋服を与えて、幼稚園の新しい新１年生にこれは与えない、そんなことは絶

対にあり得ませんから、それは当然稲取小学校とかそういう方から不満は出てくるでしょう、

なぜ大川小だけやるんだということは。しかし、これはあくまでも学校の統合に関してのこ

とだと私は考えています。 

  これまで私が何回も言うように、中学校もやっぱり伊豆急を使った中で個人負担をして、

これは義務教育でおかしいから、統合に関しては大川に対して多少そういう交通費に対する

助成は今回やりたいなと考えております。しかし、将来的には当然笠井議員が言ったように、

これから新１年生に対する仕方、これは当然として考えております。町の考えは、今回は大
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川小が来たときに一応統合する中で、今の大川小の子供たちが新しい洋服を買うもんで、当

然幼稚園から小学校に上がる方もこれは当然やらなければならない。そういう中で今回そう

いう結論を出した中で、協定服の話もあります。たしかに生徒がだんだん減っている中で協

定服が要るのかと。やっぱり基本的には、町といたしましてはある程度ＰＴＡの意見、これ

をまず基本に考えていきたいと思います。それで、生徒が減っている中でその協定服の問題

なんかも言われております。とりあえず、学校側のＰＴＡが今現状そういうふうにいきたい

と言っております。その辺がまた個人の負担が大きくなったときは、またそれはそれなりに

考えていかねばなと考えて。今回に関しましてはそういう状況の中で、大川幼稚園の子供た

ち、新１年生だけにはそういう助成をした。それだけは御理解願いたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 御意見ありがとうございました。 

  まず、新１年生の協定服への町が購入して対応するということですが、なぜ大川がそうい

うことを行って、ほかの地区にも当然新入の子供たちがいるということで、なぜなのかとい

うようなお話がありました。 

  町長からも今話していただきましたけれども、教育委員会としては、統合に関する説明会

をできるだけ丁寧に行うということで、学校教育環境整備委員会の答申を受けた上で説明会

を開き、ここまで来ましたけれども、その過程で最初に述べたような進め方でやってきたの

ですが、説明会においては、最初は大川の保護者それから地域の方と別々に説明会を開いて

おりました。それが、実際に子供さんを持つ、それからこれから子供さんが入学するとかそ

ういうような保護者の方とのやりとりで必要な話し合い、それから地域の方と必要な話し合

いということを、最初はできるだけ丁寧にということを考えて別々に行っていたんですが、

保護者の説明会におきましては、対象者は昨年度の段階、一昨年度の１月から行ったんです

けれども、小学校に在籍する児童の保護者、それから幼稚園の子供さんを持つ保護者、そし

てその後幼稚園にも入園する、あるいは今後大川小学校に入学するはずである、その時点で

幼稚園以下のお子さんがいらっしゃる家庭の保護者の方を対象にまず説明会を行いました。

ですから、教育委員会としては、小学校の保護者だけと話し合っていたというわけではあり

ませんで、特に幼稚園と小学生のお子さんを持たれている家庭の保護者の方は説明会に積極

的に参加していただきました。ですから、教育委員会としては、話し合いの経緯としては、

幼稚園、小学校の保護者の方と丁寧に話し合ってきたというつもりでおります。 

  その中で、協定服の話し合いもされたわけですけれども、最終的に大川小全児童の協定服
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がリユース活動ではなかなか準備ができないということになりまして、そこで保護者の皆様

からはぜひ町で準備をしてほしいということになりました。町でという対象の子供たちを考

えるに当たっては、当然これから小学生が熱川小に通う、そういう年代の子供たち、そして

幼稚園の保護者の方も一緒に話し合いをしていましたので、これから新１年生として入学を

する家庭の保護者とも私たちは話し合っておりまして、その同じ話し合いの中で、協定服を

町のほうとしては子供たちの分を準備したいという方向になりました。ですから、そういう

経緯を踏まえた上で、これから入る来年度新１年生になる子供さんの分も一緒に準備をする

という、一緒に話し合いをしてきたという経緯を踏まえて、そこまでの必要があるなという

ふうに判断をして、新１年生につきましても準備するという考えに至りました。 

  ただ、笠井議員さんのおっしゃるように、それではほかの地域の、ほかの地区の新１年生

の保護者の方と差が出るというか、そちらの方はどうなるのかということになりますけれど

も、これは本当に統合に関しての新たなというところは、小学生における新たなということ

プラスその話し合いの中で、今後大川で小学生となるはずだった子供たちの負担ということ

をあわせて考えて、このような方向になったということを御理解いただけたらと思います。 

  それから、当町では稲取小学校も熱川小学校も協定服を新入学時に準備をして入学するわ

けですけれども、前に西塚議員さんにもお答えしましたが、協定服というのは教育委員会や

学校が定めたものではありませんで、ＰＴＡの皆様が子供たちの学校生活のためにどういう

ふうな服装をするかということを昔協議した中でそろえた服ということ。それから、日ごろ

の服の何を着るかという心配等も含めて、こういう協定した服を着用しようではないかとい

うふうにＰＴＡのほうで決められたという経緯があります。そういう中で、教育委員会とし

て、こういう負担を軽減するために協定服をこのようにしたほうがいいということを、教育

委員会が主導して検討、先ほど突っ込んでというお言葉がありましたけれども、そういうよ

うな対応をしてこなかったということにつきましては、ＰＴＡの決められた協定服であると

いうことを私たちは念頭に置いて対応してきておるということを御理解いただけたらと思い

ます。 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 今、御答弁にありまして、大川小学校は特例だよということですけれ

ども、やはりなかなかそれだけではそういう経緯というのを、もっと町民の、特に保護者の

方々へアピールをしていただかなければ、４月になってこれがいざそういう話になったとき
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に、何でという話はやはり大きく出てくると思います。ですので、先ほど町長が言った、今

後子供が少ない中での補助も考えているよということ、そういうのも含めてやはり説明義務

というのはもうちょっとあってもいいかなと考えますので、ぜひ町民にわかりやすく、これ

は熱川地区のことだけではないと思います。稲取地区も含めてだと思いますので、今後のこ

ともありますので、ぜひその辺の説明はホームページに出ているのを見てねではなくて、わ

かりやすくアピールしていただいたほうがいいと思います。 

  協定服については、先ほど教育長が言ったとおりでございますけれども、やはり町として

も人数が減っている数字等々、未来予測というのはスペシャリストで、予測は立てられてい

ると思いますので、そういう部分に関してＰＴＡのほうへ働きかけをしていただいて、判断

するのはＰＴＡ、それで結構でございますけれども、そういうアドバイス的なことをしてい

ただければと思います。 

  すみません、時間が時間なので、答弁は短めでお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然、大川小に対する特例というかわかりませんが、基本的にはこの

服とマイクロバスでございます。例えばこれは基本的には通学におけるスクールバスを、こ

れは当然要望された、これは当然やらなければならない。そして、洋服に関しましても、い

ろんな経緯の中で、やっぱり大川地区の要望でございますから、それは町としてもできれば

やっていきたいという中で、とりあえず私が知っている限りというような財政的な負担はと

りあえずその２点だと記憶しておりますもんで、その辺はまたいろんなことを通じて、保護

者とかそういう方にはお知らせしていきたい、そう考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） ありがとうございました。 

  できるだけわかりやすくということは教育委員会としても考えております。たしかにホー

ムページだけでたくさんの皆さんに御理解をいただくというのは、なかなか難しいことだと

思いますので、その点につきましては場所をまた考えながら説明していきたいと思います。 

  それから、ＰＴＡにつきましてのアドバイス的なことは、やはり教育委員会としてはより

よい子供たちの教育を進めるためには、保護者の方といろんな面で力を合わせていくという

ことがあります。町のＰＴＡ連絡協議会にも私は出席をさせていただいておりますので、ま

たそういう場でも意見を出させていただいたり、今後のことを検討させていただくというこ
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とをさせていただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、稲取漁港農林水産物直売所についてを許します。 

  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） それでは、２つ目の稲取漁港農林水産物直売所についてをお伺いをい

たします。 

  こちらのほうは計画は全員協議会で町長からも御説明が何度もあり、協議をしている内容

でございますが、４点ほどお伺いをしたいことがございますので、お答えいただければと思

います。 

  まず１点目ですが、建設費用ですが、一応税込みで約１億7,000万円、税抜きで１億5,600

万円ぐらいになりまして、町の負担が約３分の１ということでございますが、こちらの費用

の財源はどのように考えているか教えてください。 

  ２つ目、建設されることで、町長は先ほど鈴木議員の中でもありましたが、町の活性化と

いうことで説明がありました。具体的にどの程度の効果を見込んでいるのか。また、町民に

とってどのようなメリットがあるのかお答えください。 

  ３つ目、建設後、建物の耐用年数というものがございます。老朽化が進んだ場合、修繕や

取り壊し、基金の積み立てが必要になってくると思います。こちらの予測はどのように考え

ているか教えてください。 

  ４つ目、建設された場合、町の指定管理予定者の漁協、農協との契約は何年契約で考えて

いるか、以上４点お願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 笠井議員の第２問、稲取漁港農林水産物直売所については、４点から

の質問ですので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の建設費用が税込みで約１億7,000万円近くになり、町が３分の１負担との

ことだが、財源はについてですが、事業費の内訳としては、国の補助金が50％、県の補助金

が20％、残りの30％が町の負担となります。町の負担分は75％を一般補助施設整備事業債で

充当し、残りの25％を一般財源により賄う計画です。この一般財源にはふるさと納税基金を

充当いたします。 
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  次に、２点目の建設されることで町長は町の活性化につながると説明がありましたが、具

体的にどの程度の効果が見込めるのか。また、町民にとってどのようなメリットがあるのか

についてですが、12番議員の答弁でも申し上げましたが、まずは国道からの人や車の流れを

町なかに呼び込むことです。このことによりまして町なかに滞留する時間、場所ができ、周

辺に経済的効果がもたらされ、まちづくりへの起爆剤になると期待しております。 

  ２番目に直売所に出品される漁協、農協の組合員を初めとする町民の方々の所得向上、農

地の空きスペースなどを利用して野菜をつくることによる生きがいの創出や耕作放棄地対策、

また東伊豆町の観光情報、認定商品や農林水産物の情報発信による販売力の強化等が挙げら

れます。町民の皆様にとっても出品にかかわることや地場産品を求められることなどが考え

られますが、何よりも東伊豆町を広く一般に、今まで以上に知っていただくことが最大のメ

リットだと思っております。 

  次に、３点目の建設後、建物の耐用年数と老朽化が進んだ場合の修繕、取り壊し費用の基

金積み立ての予測はどのようになっているかについてですが、現在計画中の建物の耐用年数

は34年です。老朽化等に伴う修繕にかかる費用等は、指定管理者との協議の中で詰めてまい

ります。また、施設の取り壊しにつきましては、耐用年数終了後に撤去しなければならない

施設ではありませんので、他の公共施設と同様に適切な維持管理を行い、長く使用していく

よう努めてまいりますので、取り壊し費用の基金積み立ては考えておりません。 

  次に、４点目の建設された場合、町と指定管理者予定の漁協、農協との契約は何年契約で

考えているのかについてですが、議会、全員協議会でお示ししたとおり、伊豆漁業協同組合

を指定管理者とする案を考えております。指定期間についても、条例や規則に取り決めはあ

りませんが、町の運用ガイドライン等と照らし合わせ、当初は５年間の指定期間が望ましい

ものと考えております。 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） ありがとうございます。 

  鈴木議員のときに町長の熱意とか思いというのは聞かせていただきましたので、少し数字

的なお話を目標値とか聞かせていただきたいと思いまして、その辺の御答弁をいただきたい

と思います。 

  まず、町長は先ほどからこの稲取、東伊豆町へ入ってくる流動人口を増やしたいんだとい

うことを言っておりました。まず単純に増やしたいんだ、１人増えれば増えたと言ってしま
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えば言ってしまうんですけれども、そんなことではないと私は考えております。先ほど、通

る人も50％も入れたいみたいなお話もありましたと思います。そこの数字はいいんですけれ

ども。 

  当然町の職員の方々も見ていただいていると思いますが、静岡県が観光交流客数というも

のを毎年毎年出していただいております。こちらのほうはよくできていまして、町ごとの交

流人口というのが出ているわけですけれども、27年から28年、速報値に関していうとほぼ横

ばい、99.9％、ちょっと減っているわけです。ほかの地区を見ても大体横ばい、ないし減っ

ています。ただ、県下で見ると前年比102％なんです。102％が基準の平均値、それ以下とい

うのは減っているということです、増えていないということなんです。 

  では質問なのは、町長はこの交流人口を増やしますよと言ったときに、今年間来ている交

流人口をどの程度増やしていく、５年後はどの程度の人数にしていくというまず目標値、そ

して経過の目標値、こちらの設定はどのように考えているかをお伺いしたいと思います。 

  ２点目、税収を上げるということですが、こちらのほうはやはり人口が減っている中で、

先ほど言ったようにだんだん厳しい中、町長は単価を上げるという、税収を上げるというこ

とですが、具体的にどの程度の予測で考えているのか。例えば１％上げるよといったときに

は幾らですよ、これをするためにはこうですよという未来計画というのをしていくためには、

ただ単純にできたから税収が上がりますというわけにはいかないと思うんです。その辺をど

のように考えているか教えてください。 

  ３つ目です。先ほど、町民のほうの税収入が上がれば税金が上がるということだったんで

すが、たしかに農業生産者だったりとか、漁協組合員の方は収入が上がるかもしれません。

それに従事していない方々の税収まで賄えて上がってくれるのか考えているのか。 

  あともう１個。全員協議会の中で売り上げ予測というのが出ていました。年間でまず買い

上げの人数が９万3,650人という計算でありました。漁協の売上単価が800円ということで、

年間の直売所の売り上げ予測が7,600万円。ただし、これに関しては農協分の5,500万円の手

数料が３％、165万円が計上してこれになっているんですが、漁協の売上分と農協の売上分、

これを単価にしていくと１人単価1,680円なんです。1,680円でまず購買率はどの程度で考え

ているか教えてください。それを達成するためにはどのように町はやっていくのか。町長首

をかしげるのはやめていただいて。 

（何事か言う声あり） 

○１番（笠井政明君） 僕が質問をしているのでまず聞いていただいていいですか。その中で
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どのようにこの数字をクリアしていくのか予測を立てていると思いますのでお示しください。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、交流人口でございます。私は再三再四言っているように、ルー

ト135号線がバイパスになって、この町に入ってこないです。そういう中で、今笠井議員が

言った現在の102％、これを維持すること、それ以上のことをまず目標にいたします。目標

としては、数値的よりかは。まず、現にそこがもう通過していることで、我が町を全然知ら

ないで、それは附帯はあります、人が入ってこれば町がよかったねということによってまた

来ます。それを数字で示すということはなかなか厳しいです。私はもう観光にしたって費用

対効果を出せといいますけれども、費用対効果はなかなか出ないです。基本的には笠井議員

もここに入っているではないですか。私がさっきから再三再四やっています。その中に笠井

議員は入っている中で、この伊豆半島を活性化するのはもう３つの視点があると言っていま

す。それは笠井議員御存じでしょう。私が言いたいのは、現にいいやつだって考えておりま

す。大変いいですよこれは、若者の本当に率直な意見があって。この中に笠井議員は入って

いるではないですか、Ａの委員として。そういう中に基本的に観光、地場産品をやって雇用

創生したい、若者がやりたい、そして多くの方をこの中へ入れたい、そういうことをやって

います。これでいくと53億です、53億を県から出してもらうと言っているんです。結局財源

がないから、このお金は伊豆半島１市５町をよくするために、財源がないから行政にお願い

したいと。やっぱり行政とはそういう仕事なんです、もうけるのではなくて。この地域がよ

くなるために、行政としては何とかしたい。そういう中でやっていることだけは御理解願い

たいと思います。 

  次に、税収の関係でございますけれども、壇上で言ったように、これは農業、漁協だけで

はありません。鈴木議員に言ったときに商工もあるんです。私、再三再四言っているように、

地域認定商品が一般の人に知られていない。やっぱりこれは、せっかくつくってもそういう

場がないということは大変町といたしてもちょっと心苦しいし、やっぱりそういう場所も提

供したいという中で、やっぱり商業者の方の所得も上げたいです。ただ、形としては農協、

漁協の直売所でございますけれども、基本的には商業も入っていることも理解していただき

たい。そして、観光に対しても発信といたしまして、ここをある程度拠点とした中で、何回

も全協で言いましたけれども、農協の方がすごく町のことを思って、観光に対する情報発信

をいたしましょうと言ってくれています。単に農協、漁協の直売所ではなくて、この直売所

が東伊豆全体の活性化、農業、漁業、商業、ある方には多少影響があるのかもしれませんけ
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れども、これは内山議員の質問がありますけれども、そのときにやりますけれども、この事

業に関してはもう町内全体の経済がこの直売所にかかっていますもので、私は税収を上げる

のも必要です。何回も言っているように、この10年間は税収が減収をしておりますので、そ

の税収の減少に歯どめをかけたいのもある。そして、歯どめをかけないと今までの福祉に対

しましてもお金は使えませんもんで、その辺は理解した中で、なにしろ税の減収に歯どめを

かけたいというのがまず第一でございます。そういう中で所得が上がっていったけれども、

そういうことなんではないかと考えております。 

（「購買率は」の声あり） 

○町長（太田長八君） 購買率は全協で出したのは、基本的には伊豆漁協さんの稲取支所のや

つですよね。これはもう通年やって、この数字は間違いないです。しかし、私が何回言って

もわからないと思うなら、農協、漁協の方に聞いていただければありがたいと思いますけれ

ども、まず漁協の購買に関しては、今の数字はまず間違いないし、これ以上私は落ちること

はないと考えております。漁協におきましてはいろんな面で、私が一番漁協さんにお願いし

たいのは、何しろキンメしかいかないではないですか、はっきり言って。ある程度キンメを

主にしてやっている。しかし、この近辺にいろんな魚がいて、おいしい魚がありますもんで、

やっぱりその辺はある程度出してもらって、要するに北川とか見高とか河津町にある定置網

から持ってくるようなことを言っておりますもんで、やっぱりそういうやつをどんどんやっ

た中で、漁協自体は購買力が上がると思います。 

  農協さんのときは松崎でございます。松崎はたしかにイベントやいろんなものがありまし

たけれども、基本的には何回も言うように、漁協さんも同じですけれども、まず農協、漁協、

伊豆全体でやるもんで、一つの支所がやるのではないということだけ御理解願いたいと思い

ます。やっぱり私が話した中で、また全協で来たときに聞いてもらえばいいけれども、人件

費の赤字さえ出なければいいですよということを言ってくれております。そういう中で町と

いたしましても農協さんそう言っているもので、町の活性化になるためにもうけは別に考え

ておりませんということを言ってくれている。当然もうけが出ればいいことですけれども、

そういう気持ちでこの直売所を取り組みますよと言っておりますもんで、やっぱりこれだっ

て基本的に私が見た中で1,000円でやっています。うちの町は基本的には800円ぐらいでやっ

ています、１人単価が。こちらさんは1,000円でやっている。それでこれを見ますと月に３

万人です、年間36万人の直売所をやっているんです。これをあなたはできますか、そういう

こと言われてどうですか。計画の段階で36万とやっています、月３万円で。うちの町はでき
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るだけ少ないと私はやっていると感じております。 

  そして、この計画は国のほうの補助申請をやったときも、国がこれで大丈夫だということ

でやってもらっております。これに関しても、県もちょっと甘いではないかと言っておりま

す。それはいいんです、若者はそういう考えでどんどんやってもらって、自分の考えでやっ

てもらって、やっぱり理想を求めるのは若者ですから。しかし、我々の計画は笠井議員も心

配するのはわかりますけれども、基本的には国の方から50％の補助をもらう中で国のほうに

収支計画書を出しております。そのいう中で、国のほうもこれなら大丈夫ではないかとお墨

付きをもらった中でやっておりますもんで、その辺は笠井議員の危惧は大変ありがたいです

けれども、町といたしましては、一応国のほうがそのような状況の中でお墨つきをいただい

ているもんで、そういう収支計画を出したのが現状でございます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 収支計画については余り僕は気にしていないです。別に町長が言うと

おりで、事業者さんたちが本当に赤字でいいんだと、そういう腹づもりはあさって聞くつも

りですから大丈夫です。 

  あと、そのときに結局先ほどちょっと出てきましたが、契約期間は５年程度を考えていま

すよと言ったときに危惧している。これもまた全員協議会とかで聞けばいい話かもしれませ

んが、要は町長も来年の３月までの任期でございます。漁協さん、農協さんのトップも任期

があればかわるわけです。これが34年耐用年数で一応考えていますよという中で、例えば５

年、10年とやっていったときに、やはり赤字累積というのが万が一出た場合、やはり企業さ

んですから赤字をずっと続けていくわけにはいかないよとなったときに、まだまだ耐用年数

が何十年もある中で、私たち手を引きたいですと、もう運営ができませんとなってしまって

は困るわけです。なので、先ほど言いましたように綿密な計画というのを、当然行政も事業

者さんも考えていただかなきゃいけない。 

  町長は先ほどからＪＣの若者の計画、確かにそうです、月間で３万人なんて来るわけがな

いんです、今の段階で。ただ、この人たちのそこの考え方でいうと、36万人増やすためには

どうするんだという議論をしているわけです、36万人をやるためにはどうするのか。そこの

中で直売所は単純に売るだけではないですよね。中に体験ができたりとか、そこが核になっ

て各伊豆半島への流動人口を増やす。これはあくまでもバーチャルの世界、仮想的な世界で
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計画を立てています。伊豆縦貫道が開通した折に、どれぐらいの流動人口が見込めるのか、

増えるのか。そこをもとだって、今ある道の駅等々の人数から新しいものをつくったときの

目標値が36万人。これをどうするかのために青年会議所（ＪＣ）、あと若い人たちが集まっ

て、たしかにその数字は今現在では現実的にはちょっと遠いかもしれません。ただし、36万

人やらなければこの計画はできないよと。では、やるためにはどうするんだという計画を頭

を悩ましてやってきている。この短い数カ月の間でつくるというもの、もっと詰めなきゃい

けないことはたくさんあるんです。ただ、それは皆さんが、若い人たちがどのような考え方

を持って地域を活性化するか、この短い時間で詰まっていると思います。単純にあれができ

てよかったね、36万人増やそうよ、この金額でできるよという話ではないと思います。売上

人数からどういうものを置くか、全てにおいて短い時間の会議の中で詰めてきた結果が一つ

の報告書に上がっています。なので、笠井議員もいたから知っていますよねという話になり

ますけれども、でもそういう数字をバーチャルの世界ですらやっているんです。だから、行

政として今後やっていく中で、この数字というものを最低限やはり押さえなければいけない

と思います。 

  これは僕の持論なので、ちょっと聞いていただくだけで結構なんですけれども、町から出

ている人数というのが、予測で先ほど言いました年間で９万3,650人、これは買い上げ人数

でございます。一般的に小売店、アパレル業界とか洋服関係の資料しかちょっと出てこなか

ったんですが、購買率というのは約10％です。単純に10％上げると年間で93万人、この東伊

豆町に来ないとこの数字は厳しい。ただ、直売所という観点からして、少なく見積もって倍

の20％にしましょう。そうすると、約45万人ぐらいの人数が来ないとここをクリアできない

です。月間にすると来場客数は平均３万4,000人です。静岡県下の流動人口を見ますと、一

番多い月が19万6,000人です、３月、これは13％です。６月、少ないときは８万4,000人、こ

れにすると40％です。これをどういうふうにクリアできるのか。町として、例えば６月に対

しては何かをそこでやるので、例えば３万4,000人集めるために、先ほど町長は国道から流

動人口を増やす。単純に看板を立てて、寄ってねだけじゃなかなか難しいと思うんです、単

純に。 

  要は僕が言いたいのは、こんな人数だからできないのではないのではなくて、ここまでや

らないと厳しくなるんで、この人数をやっていくためにどうしましょうかということを計画

を立ててほしい。だから、具体的にというのはそこなんです。流動人口をふやしたい、例え

ば100％減らなければいい、確かにそうです、ほかの地域は減ってきます。ただ、１市５町
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の中で見ると、ほぼ減っているのはうちと西伊豆町だけなんです、流動人口が減っているの

が。確かに80％とかいう数字ではないです。うちが99.9％、ほぼ100％です。西伊豆町は

98.3。ただ、下田が100％です。河津町が100.5％、ほぼ100なんです。南伊豆だけ103％増え

ているんです、県下の平均を超えていると。これは、やっぱり超えていくような数字を考え

なきゃいけないし、この人数をやり上げるためには、やはりどのような施設でどのような商

品を売って、どのように買っていただくか、リピーターをふやすか。僕は長期的な計画、将

来的な計画なんで、目標値を立てて、それを実現するためにはどうするか。世の中の経済で

はやはり重要目標達成指数と、あとは重要時業績評価指数というものがあって、前年度、前

月対比を出して、１日当たりの人数をカウントしてどうだったかというのを分析していくこ

とによって、売り上げ予測という精度が増していくんです。この人数をやっていくんであれ

ば、なかなか難しいところだと思います。ただ、この数字をやり上げるための努力だったり

とか目標値、こういうふうにやっていくんだということ、これを明確に僕らにもお示しをい

ただきたいし、それを町民に対して説明をしていただくことによって、この5,000万円とい

う金額の税金を入れていただく。町民からすれば投資みたいなもんですよね、5,000万円の

投資です。税収が上がれば、福祉がよくなれば、それは5,000万円を入れて、ああいうもの

を建てて活性化になって、皆さんに返ってくるものが明確にわかれば、皆さん反対はないと

思います。そこの部分がなかなか見えないから出てくると思いますので、その辺に対して町

長の思いをもう一度お聞かせください。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、財源でございます。これはさっき言ったようにふるさと納税で

ございます。世間から入れてきた人がこの町を何とか活性化してくださいという中で、設計

も直売所に関してはふるさと納税でやりたいなと言ったではないですか。たしかに国からの

税収とかそういうやつでやればあれですよ、笠井議員が言ったように、それに対してはふる

さと納税も基本的に同じですけれども、よその方がこの町に対して思い入れて、この町を活

性化するためにお使いくださいということが大体５割です。そういう中で、町は大変いいと

いう中で直売所をやっていきたいという中でふるさと納税を使ってやるということだけは町

民の方も知ってもらいたいです。やっぱり、一般財源の税収とかそういう中でやれば、それ

はたしかに町民とか負担かも。あくまでもふるさと納税のやつでこの町の活性化をしたい、

その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに、何回も言ったように、確かに交流人口も減って、何しろこのままやっていれば何
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も減少するばかりです、笠井議員もわかると思いますけれども、その辺を何とか食いとめた

いという中で、私はこの直売所が鈴木議員に言ったときのように、必ずやその歯どめになる

と確信しておりますし、漁協さん、農協さんもはっきりと頑張りますと言ってくれています。

それと、代が変わったら継続性がと、当然契約の中にうたいます。たしかに私も今年３月で

おるかわからない。そういう中で契約書の中でうたった中で、これが信用できないといえば

もうそれはそういう意味では終わりですから、それは信頼関係で、やっぱり漁協さんも農協

さんもこれはもう一個人じゃなくて、もう全体、伊豆太陽農協、伊豆漁協、これはやるもん

で、運営に関しても絶対心配ないよと言ってくれておりますし、私も漁協、農協さんを信じ

ております。そういう中では笠井議員が当然そういう心配もごもっともでございます。それ

は契約書などにうたった中で、これはもう漁協さんも農協さんも町の信頼関係の中でこれは

やっておりますもんで、その辺はまた来たときに伺っていただければありがたいと思います。

絶対撤退しないということは言ってきてもらっておりますもんで、基本的には漁協さんも農

協さんも、この人たちにとっては大変いい施設ですから、そういう赤字とかそういうことは、

さっき言ったように人件費だけ出ればそれでいいですよとはっきり言ってきておりますんで、

私はこの漁協、農協はもう撤退することは考えておりませんもんで、その辺は御理解願いた

いと思います。 

  それとまた、運営の面におきましても、やっぱり税金をもらって農協さん、漁協さんと話

をする中で、漁協さん、農協さんもそれなら議員さんを呼んで来いとそこまで言っているん

です。我々が幾ら説明しても運営に対してすごい心配していますよと言っても、それは我々

は絶対そんなことないからということはっきり言っていますもんで。たしかに一支所、一農

協とかそれなら心配します。何しろ何回も言うようにこの伊豆全体の中での一つのあれです

から、この運営とかそういうものは絶対大丈夫だと言ってくれていますし、それははっきり

言って漁協の人は憤慨していますよ、運営に対して心配するなんてことは私言っていますも

んで、それは議員の皆さんは来たときに聞いていただければ大変ありがたいと思います。 

  さらに、この数字目標は大変大事ですよ。たしかに青年会議所、これは本当にそういう目

標に向かっていこうという中でこれをつくって。これはもうわかります。そういう中で、や

っぱり若者たちもこの伊豆半島を何とかしたいという中でやっています。それに対しては私

も大変感動いたしましたし、やっぱりそれだけ若者、若者と言ってももう40、50になる方た

ちがこの伊豆半島のことを思っているということは大変ありがたいし、また副知事も大変感

動していたもので、これが実現できることを私は切に思っておりますし、県もこれに対しま
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しては、できるだけ協力していきたいなということは言っていただきましたもんで、これが

実現できて、この伊豆半島１市５町が活性化されれば大変ありがたいもんで、それは頑張っ

ていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 直売所の件に関しては、今後もやはり検討をしていかなければいけな

いと思います。先ほどから言いましたが、運営に関して心配事というのは、絶対は世の中な

いと思うんです。いろんなことがあると思います。なので、絶対はやっぱりないんですけれ

ども、リスクというのは減らすことをしていくのが仕事だと思います。なので、なるべく絶

対に近い、あり得ないというふうな表現を言っていましたけれども、近づけるためにやって

いく計画というのはどうしても必要だと僕は思います。その中で、やはり目標値というのは

どうしても数字で出さなければ、単純に本当に頑張ります、やりますってやってうまくいけ

ばいいです。それはうまくいけばプロセスはよくなっちゃうところもあると思うんです。頑

張りました、でもだめでしたと言っちゃうと、どう頑張ったのと。目標値はここなのに、毎

月君たちは何をしていたのというお話が町民からすると出てくると思うんです。なっていっ

たときに、やはりそこのところは町民としても、やはり直接的な部分というのは見えてこな

い部分がたくさんあると思うんです。だから、これに理解を求めるというのは、本当に丁寧

な説明が必要だし、やはりこういう数字目標だったりとか数値目標、流動人口を仮に５年後

に１％増やしますと。そのためにはこういう施設が必要で、ここには今まで稲取にはこれだ

けの人数しかいないけれども、これがこのぐらいになるんですと。今度は増えたら駐車場だ

ったりとか、単純に観光人口が増えるというのは町民にとってはいいことだけじゃないとい

うことも、町長わかってください。例えば、車が増えるとなると歩行者の方々からすればや

はり歩きづらい町になってしまうし、地元の人たちからすれば、車が増えるというと道路が

混み合ったりとか、違法駐車が増えると通りにくくなる。そういう部分も増えてくるんです。

町のところで、港のところに今までだったら車が庁舎にとめられなかったときにとめられる

のが、やっぱりそういうのが増えてくると、町で何か集まりがあったときとかにどうしよう

という話にもなるということです。単純に増やしていくことということは、それ以外の部分

もやはり考えていかないといけないので、もうちょっと町長のほうには事業目標とか何年後

の目標、途中の経過、それぞれの目標値というをわかりやすく、数字で頑張ります、やりま
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すだけだとなかなか得られませんので、その辺を今後、当然担当課、漁協、農協と話を進め

ていただいて、丁寧な御説明をしていただければと思いまして、最後の質問とさせていただ

きます。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に笠井議員は大変心配性で、町としてもありがたいです。それは

真摯に受けとめます。やっぱり、よくなればそういういろんな車が増えたり、そういうデメ

リットもあります。しかし、私は何しろ今の状況では本当にこの町が壊滅状態になるという

こと、これを一番危惧しているんです。やっぱりこの10年間やった中で税収はどんどん減っ

ている。そして、交流人口を見ますと１％減っている。まずはこれの歯どめをかけなければ

いけないと考えております。そういう中で、これからそういう問題も出てくるでしょ。それ

は当然解決しなければならない問題です。まずは、今の現状で何もしなければ、この東伊豆

町は10年、20年後先は本当に生きていけるのかなということを本当に真剣に考えております。

やっぱり、そのようにならないためにもぜひともある程度町がそういう事業主になった中で

その歯どめをかけたい、今回の事業をやっていくということで理解願いたいと思います。 

  本当に何回もいうように、企業さんが来てこういう事業をやってくれたら町としては大変

ありがたいことですけれども、この10年間は皆さん来なかったもんで、ある程度町がそうい

う場所を提供した中でやってもらいたい。それで、今回は一応名前は漁協農協直売所になっ

ておりますけれども、さっき言ったように商工会の関連の地域認定商品とかいろんな商品を

入れます。さらに、農協の職員が町の活性化のために観光の情報も発信しますよと言ってく

れておりますもんで、この町全体がもう町の情報発信の場になるのではないかと考えており

ます。そういう中である程度の数値目標ということは笠井議員の言われるとおりでございま

すもんで、それはある程度数値目標的なものはやった中で、何しろ町としては今の現状も当

然上を狙います。とりあえず最低目標としてこれを何とか歯どめをかけたい、それがまず第

一でございますもんで、その辺は御理解願いたいと思います。 

  本当にこの町に滞留する場所がないんです。さっき鈴木議員が言ったように、雨が降った

場合はもうすぐこの町から出ちゃう、行っちゃうとか、本当そういうときにこの町に何とか

滞留していただいて、ある程度お金を落としてもらいたいと、それが現状でございます。そ

ういう中で直売所は、また鈴木議員が言ったように、そういう施設ができれば、やっぱりこ

の町に滞留していただければ多少のお金を落とす可能性がありますので、それは幾ら落とす

とかそれは言いません。その可能性の中で、ある程度はやっぱり今よりか少しでも上がった
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中で、そういう中でやっていただければ大変ありがたいと考えておりますもんで、この直売

所に関しましては農業、漁業、商業、観光、いろんな面で私はプラスになると考えておりま

す。そういう中で皆さん方に説明はしていきたいと思います。考えると、もう７月から毎月

１回全協をやっております。こういうことは今までありません。やっぱり、全協を毎月１回

というのはこれはとても大変でございます。そういう中で全協を毎月１回やって、皆さん方

にお知らせしている中でこういう事業がないということ、それだけ一応議員の皆さん方には

ある程度情報公開している中でやっていることだけは理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で１番、笠井議員の一般質問を終結します。 

  この際、午後１時まで休憩します。 

 

休憩 午前１１時５９分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 栗 原 京 子 君 

○議長（飯田桂司君） 午前に引き続き、一般質問を行います。 

  ３番、栗原議員の第１問、お迎えサービスつき病児・病後児保育についてを許します。 

  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） こんにちは。私は今回２つの質問をさせていただきます。それでは通

告に従いまして質問をさせていただきます。 

  １点目ですが、お迎えサービスつきの病児病後児保育についてを質問いたします。 

  女性の社会進出に伴い、子育て世代でも働くお母さんは増加している。仕事を持つ親にと

って、子供の病気は最大の関門と言われているが、子育て世代が、安心して子供を産み、育

てられるよう、お迎えサービスつきの病児・病後児保育について、次の点を伺う。 
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  ①ファミリーサポート事業の中に、病児・病後児保育サービスを取り入れるお考えは。 

  ②医療機関に併設された病児・病後児保育施設の整備に向けた町として病院に働きかける

お考えは。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 栗原議員の第１問、お迎えサービスつき病児・病後児保育については、

２点からの質問となっておりますが、１点目のファミリーサポート事業の中に、病児・病後

児保育サービスを取り入れるお考えは及び２点目の医療機関に併設された病児・病後児保育

施設の整備に向けて町として病院に働きかけるお考えについては、関連がありますので、一

括してお答えいたします。 

  ファミリーサポート事業として、保育所、幼稚園、小学校等で、保育教育中に児童が体調

不良となり、保護者の都合が悪く送迎に行けない場合、病児保育施設まで提供会員が送迎を

行うというサービスを取り入れたらどうかという御質問ですが、現在、当町には病児・病後

児を受け入れる施設がございません。ただ、当町にある医療機関では来年度以降に保育施設

の整備を検討中でありますので、受け入れ体制なども含め病児・病後児保育実施への働きか

けを積極的に行い、子育て世代が安心して子育てのできる環境づくりを推進してまいりたい

と考えております。 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。 

  この病児・病後児保育については、27年の９月の定例会で笠井議員が質問をいたしました。

そのときには、常駐の看護師を置かないといけないとか、いろいろ規定が厳しかったんです

ね。なので、年に何人使うかわからないその事業のために、財源が厳しいという町長の答弁

だったと思います。国のほうも、やはりこの病児・病後児保育、後押しをしていこうという

ことで、その後規制が随分緩和をされました。医療機関の併設型の病児・病後児保育であれ

ば、看護師は時々見回りに来るだけで、常駐をしなくても構わない。また、ファミリーサポ

ート事業の中で、ある一定の24時間の講習等を受ければ、一般の会員さんでも病児・病後児

保育、受け入れることができると、なかなか随分緩和になったんですけれども、子供が急な
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病気になったときというのは、個人的にはやはり保護者とか、おじいちゃんおばあちゃん、

家族がいつものおうちで、子供を近くに置いて優しく面倒を見てあげるというのが、子供の

不安な精神的にもとってもいいことだと思うし、また、できれば親御さんも皆そうしたいと

お考えだと思うんです。ただ現実はやはり、働いているお母さんが多い中で、仕事中に急に

保育園のほうから熱が出て迎えに来てくださいということが、電話があっても、なかなかそ

れは対応に苦慮しているところではないかな、また、何日間か園のほうを休まなきゃいけな

いときも、その仕事を休むのがなかなか厳しい、小学低学年ぐらいになると、最悪子供だけ

でお留守番という形もなきにしもあらずで、ここはやっぱり町としても、子育て支援の面か

らも、また、お母さんの就労支援の面からも、病児・病後児保育というのは、体制を整えて

いくべきではないかなというふうに考えます。 

  病児・病後児保育は３つのパターンがありまして、１つは病児・病後児保育対応型という

ことで、病院や保育所などに併設された専用スペース、病気の子供だけのお部屋があって、

そこで、看護師などが一時的に保育するというやり方と、あと、体調不良児型、これは、急

に病気になったりした場合に、保育所で自分の園の子供だけに対して保護者が迎えに来る間、

預かって見てくれるという形。あとは訪問型と言って、看護師等がぐあい悪くなった子供の

自宅にて保育をしてくれる。この３つのパターンがあるんですけれども、やはり、３番目、

訪問型は、これは不可能だなというふうに思うんですけれども、この①②の何とかどっちか

で進めていただければいいなというふうには思います。 

  あるアンケートがありまして、育児をしながら働くお母さんにアンケートをしたそうです。

仕事と育児の両立で困っていることは何でしょうかというアンケートに対して、実に72％の

方が、子供の突然の風邪や発熱。必要性を感じる子育て支援制度は何ですかという問いに対

しては、86％もの方が子供の有休看護休暇、子供がぐあいが悪くなったときに休ませてくれ

る制度が欲しいというふうに答えられたそうです。それはちょっと難しいことだなと思うん

ですけれども、病児・病後児保育のニーズというのは、潜在的にかなり高いということがこ

のアンケートの結果からもわかると思います。 

  医療機関で先ほど、来年度以降に保育室をつくる予定が検討しているということだったん

ですが、やはり小児科のある医療施設でそういう保育室ができて、またその病気の子供を対

応してくだされば、親にとっても一番安心ですし、できたら町がお願いして一緒にやってい

ただけたらなというふうに思います。やはりその規定の中に医療機関とは常時連携をとれる

ようにして、何かあればすぐに看護師などが駆けつける体制をつくらなければいけないとい
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うことで、これは、その医療機関併設型であれば対応可能なので、ぜひお願いしたいという

ふうに思います。 

  またそうなってくると、やはりコスト的にもかなり大変になってくるかなと思うので、こ

の町で今やっているファミリーサポート事業、これで、24時間の研修を受けていただいて、

その提供会員がお迎えにも行ってくれて、また、一時預かりもしてくれるという制度ができ

ればいいなと思うんですけれども、このファミリーサポート事業なんですけれども、聞いた

ところ、提供会員がまだ４名しかいないということで、なかなか集まっていなくて、これ病

児・病後児関係なく、ここの部分はもっと増やしていかなきゃいけないことだなというふう

に思うんですけれども、このファミリーサポート事業、どういう方法で町民の方に周知して

いるのかを、ちょっと１点伺いたいなというふうに思います。もし例えば回覧板なんか、先

日回ってきましたけれども、それでもなかなか増えないようであれば、またいろいろこちら

からピンポイントでいろんな方に声かけをしてくことなんかも大事なんではないかなという

ふうに、とにかくこの提供会員が増えないことには、サポート事業成り立たないので、ぜひ

ここら辺は力を入れてやっていただきたい部分ではあります。またその中で、病児・病後児

保育をやっていただけたらなと思うんですけれども、そこら辺を御答弁お願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） この事業、大変私もいい事業だと思います。その中で、ファミリーサ

ポート事業の中に、栗原議員が組み入れたらどうかという御提案です。その中で言ったよう

に、24時間の研修とかそういうことがありますもので、町は基本的にはファミリーサポート

事業の方が送っていった中、そこまではできると思いますが、その帰ってきてからの後、ま

た責任があると思いますもので、基本的には壇上で言ったように病院では、施設の中にそう

いう保育室を設けた中で、やっていくのが私はベターではないかと考えておりますもので、

ある民間企業がそういうことを今計画しているよと、昨日も電話がありましたもので、町は

こういう一般質問があるものでそれはお願いしたということを言いましたもので、また引き

続きそういうことは要望していきたいと考えております。 

  確かに働いているお母さんが急に来た中で、子供の体調不良になって本当に一番心配だと

思います。その中で町としてどのようなことができるという考えた中で、ほかの町の送迎サ

ービス、これは全て病院とタイアップしたことでやっておりますので、まだファミリーサポ

ート自体がやっているところはちょっと見ておりませんもので、それは検討する価値はある

かなと考えています。そうすると、やっぱり提供会員、これが本当に少ない町のネックでご
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ざいまして、その辺の啓蒙活動をどのようにしているかは、原課のほうから説明いたさせま

すが、この事業については大変いい事業でございますもので、町といたしましても何らかの、

それがファミリーサポートがいいのか、また、ちゃんとした病院の中でやってもらうのがい

いのかというのは、これは検討して前向きにこれはやっていきたい。それで、できるだけ病

院のほうで、町としては対応していただきたい、そういうふうな方向で動きたいと考えてお

ります。 

○議長（飯田桂司君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） ただいま、ファミリーサポート事業の周知方法なんですけ

れども、先日、回覧等で周知をしました。また、小学校や保育所、そういったところでチラ

シで配布しまして、広報を努めております。また、広報ひがしいずにも記事を載せていまし

て、依頼会員や提供会員を随時募集しております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。 

  ファミリーサポート事業、周知の方法は先日回覧板、また小学校、保育園等でチラシを配

る、広報ひがしいずに載せるをしてくださっているということで、その提供会員と依頼会員

の呼び方もちょっと難しくって、ほかの自治体いろいろ調べたんですけれども、おまかせ会

員、お願い会員というわかりやすい名前にしてあったりとか、今、小学校と保育園にチラシ

をということだったんですけれども、ある程度年齢が行った方で、提供会員になり得る方と

いうのは、結構いるんではないかなというふうに思うんですね。なのでまたちょっと周知、

本当に一人でも多く提供会員増やしたいので、ぜひそこら辺はまた再検討をしていただけた

らなというふうに思います。 

  また、病児保育、医療機関かファミリーサポートか、何かいい形でやっていきたいという

御答弁だったんですけれども、やはりファミリーサポート事業だと、コストはかからないか

わりに、安定性が余りないですね。緊急にお願いしたいというときに、引き受けてくださる

方が見つからないという心配もありますし、また、その見てくださる方も幾ら講習を受けて

いるとはいえ、やはり人のぐあいが悪いお子さんをあずかるというのは、とても精神的に負

担も大きくて、怖くてその部分はちょっとやれないよという方も多いと思いますので、ぜひ

またこの病院のほうの病児・病後児保育、うまく病院とタイアップしてやっていけるように、
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また町として働きかけて、またお母さんたちの支援をしてあげていただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 確かに、私、提供会員と依頼会員、本当にどっちがどっちかわからな

いもので、その呼び方を他自治体がやっていれば、やっぱりわかりやすい方向で、名称をや

ってもいい。国のほうは確かに提供、依頼と言っていますけれども、それは、各町によって

そういうことができれば、わかりやすいような方向でこれはやっていったほうがいいんでは

ないかと私は考えております。その上でちょっと検討してみたいと思います。 

  さらに啓蒙の仕方です。何か聞いたら一旦子育てが終わって、そうして、一般に自由にな

った身でやってみたいよという人もいると聞いておりましたもので、それによって回覧でや

ったり何かと考えました。そういう中で、いろんな啓蒙活動、やっぱり、小中、回覧の中で

やっておりますけれども、またいい方法がありましたら、また栗原議員のほうから御提案い

ただければ大変ありがたいと思います。 

  そういう中で、これをどちらでやるか、基本的にはやっぱり病院でやるのが一番いいと考

えております。と申しますのは、ファミリーサポートの中の提供会員さんにやると、やはり

ある程度責任感が出てきますもので、そうしますとなかなか提供会員になるのも渋ることも

考えられますもので、できるだけ提供会員の方の負担のない方法でやっていきたいと思いま

す。これを見ますと、やっぱり病児・病後児サービスつきでやっていますと、その方が送り

迎えしてくれるようなこと言っております、ある程度。基本的にはその子供の体調とかをそ

この現場の人が聞いた中で、それを病児・病後児のほうに連絡した中で、病児・病後児のほ

うの栄養士又は保育士さんが現場に迎えに行く、そういうシステムになっているようですが、

できれば町としてもそのような方向でできれば一番いいんではないかと考えております。そ

れがもしだめだった場合は、またファミリーサポート、いろんなことを考えた中で、やはり

子育てのしやすいまちづくりをやっていきたいと考えております。また、いろいろ御提案が

ありましたらよろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、公共施設のあり方についてを許します。 

  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 次に、公共施設のあり方についてを伺います。 

  公共施設については、自治体が施設の老朽化や人口減少に伴う現状を踏まえ、建物の集約
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化や複合化、長寿命化などの施策を推進する必要があるとの国の方針のもと、東伊豆町でも

公共施設等総合管理計画を策定されたが、この公共施設の今後の整備について次の点を伺い

ます。 

  ①計画書策定後の町の取り組みは。 

  ②公共施設の緊急修繕や維持管理を総合的かつ計画的に進めていくための専任のチームを

設置するお考えは。 

  ③利用料金の改正と適切な受益者負担をしていくお考えは。 

  ④計画書策定過程に得られたデータを公表し、全施設の現状や課題を、町民に説明するお

考えは。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 栗原議員の第２問、公共施設のあり方については４点からの質問とな

っておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の計画書策定後の町の取り組みはについてお答えいたします。 

  町では人口減少を前提とした町政運営を最重要課題の一つと捉えております。 

  これまで、多様化する住民ニーズに対応するため公共施設等を整備してきましたが、老朽

化に対する維持管理経費の増加に苦慮しております。今後、人口減少、少子高齢化により、

学校教育施設などが余剰が発生し、高齢者を対象とした保健福祉施設などの需要が高まるな

ど、公共施設へのニーズが変化することが予想されます。このような状況変化に合わせた施

設規模の見直し、既存公共施設の活用や整備を通じ、町民ニーズに適切に対応していきたい

と考えております。 

  東伊豆町公共施設等総合管理計画では、公共施設等の管理に関する基本的な方針を定めま

した。今後、この方針をもとに、各個別施設への対策の優先順位や内容、実施時期などを定

めた公共施設個別施設計画を国のインフラ長寿命化計画に基づき、平成32年までに策定する

予定であります。 

  次に２点目の公共施設の緊急修繕や維持管理を総合的かつ計画的に進めていくための専任

のチームを設置するお考えはについてお答えいたします。 

  今後、個別施設計画の策定に向けた再編方法や取り組み方法については、庁内検討組織を
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設置し、所管部門の合意形成を行って行く予定です。また、将来的には施設を管理する部署

を設け、全庁的な維持管理体制を構築することを検討いたします。 

  次に３点目の、利用料金の改正等、適切な受益者負担をしていくお考えはについてお答え

いたします。 

  行政の責務として、社会的公平・公正が求められます。そのため、施設を利用する方には

応分の受益者負担をお願いするのは御指摘のとおりと考えます。使用料の見直しについては、

以前にも全庁的に行いましたが、現在は、消費税率が経過措置として８％となっていますの

で、10％が導入される時期を捉えて見直しを行っていく予定であります。 

  次に第４点目、計画書策定過程に得られたデータを公表し、全施設の現状や課題を町民に

説明するお考えはについてお答えいたします。 

  公共施設等総合管理計画は、策定後町のホームページでデータを含めて公表し、どなたで

も閲覧できるようになっております。また、その際パブリックコメントを求め、町民の御意

見を伺っております。しかし、現状の計画では基本的な方針のみの策定であり、得られたデ

ータについても数値は概算的なものでしかありません。今後個別施設計画が出来上がった段

階で、具体的な数値データをお示しできることと思われます。また、現状や課題については

周知・啓発を行う必要はあると思われますが、個別施設計画策定後に議会への報告、有職者

会議等での説明などを行っていきたいと考えます。 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。 

  この公共施設についても、前々回の６月の定例会で村木議員が質問をされました。そのと

きも、町民ニーズに対応していけるように考えていきたい。また、今後40年間で約100億の

財源不足が見込まれるということ。各担当課ごとの維持管理を全庁的に行う組織体制を確立

していくことなどの答弁が町長のほうからありました。 

  ここで、公共施設の問題について、先進的な取り組みをされている神奈川県の秦野市の取

り組みをちょっと御紹介させていただきたいと思います。秦野市は人口17万人で、一般会計

の予算規模が450億円くらいの市であります。平成20年の４月に専任の組織が、公共問題を

考える専任の組織が市長の命令で設置されたそうです。今回、東伊豆町でも白書をつくりま

したけれども、これ26年の総務省からの計画策定依頼があってつくったと思うんですけれど

も、総務省から来る６年前に実は秦野市では取り組みが始まりました。まず、専任の組織を
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つくりました。そして、一つ一つその担当になった方も、では何から始めればいいだろうと

いうことで、まず全容を掌握しようということで、一つ一つどれだけ１年間にお金がその施

設ごとに使われているのか、またサービスの状況がどうなのか、どれだけ利用者がいるのか、

そしてまた、利用者１人当たりどのぐらいのお金がかかっているのかなど、面積とか築年数

に加えて、コストの情報も調べたそうです。そのころはまだ、公共問題に対しての動きとい

うのは庁舎内でもなかったので、各担当課のほうから、ひどく反発もあったようではありま

す。ただ、いろいろ調べていくうちに、これは、今手をつけなければ大変なことになってし

まうということで、その担当課の方が一つ一つ各課を回って情報を全部収集したということ

であります。 

  その後に、なるべく多くの施設を残せるように、先ほど町長が30年までに制定すると言っ

た長寿命化計画だったり、長期修繕計画などをつくったようであります。ただ、このときに

外部の有識者の先生を入れて、検討委員会を持って議論したところ、ちゃんと計算すると思

ったほど多くの施設が残せない、これはもう大変なことだという結果がわかったそうです。

財政状況とか、人口推計で計算を出して、そうすると、ほとんどの施設が残せない。愕然と

して、これはでもやっていく上に市民の理解がどうしても必要だということで、全部公表し

たそうです。行政的には余りお知らせしたくないような情報も含めて、全部を市民のほうに

公表したそうであります。そうしたところ、市民の方々は冷静にそれを受けとめてくださっ

て進めていくことができたということで、どうしても公共施設というものは、つくるときに

は、どうやったら建てられるかというのは一生懸命考えて、国から幾ら補助が来るんだ、町

の負担が幾らだ、借金は幾らででつくっていくんだけれども、ではその後どういうふうにや

っていくか、ライフサイクルコスト、建てた後に取り壊すまでのかかる経費をどういうふう

にしていくかというなかなかやはりそこまでは考えてはいなかったということで、財政的に

も人口的にも豊かな時代はそれでもよかったんですけれども、これからは、何かものをつく

るときには、ライフコストで物事を考えていかなければいけないというふうに結論づけたそ

うです。これは、秦野市は大物施設だけではなくて、小さい施設も全部含めてそれを行った

そうです。施設というのは各所管の省庁があっておりてくる補助金が決まっていて、各法律

に縛られている部分がありますけれども、その規制の壁を破ったほうが、市民の利益につな

がっていくということがわかったというふうなことでありました。 

  そして、今回町でも計画書を策定されましたけれども、それで終わりではなく、間髪入れ

ずに次のステップに移ったそうです。そのときにはそれを白書と呼んでいたんですけれども、
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その白書をつくって終わりにしないで、すぐにステップに移ったということは、やはり、ち

ょっと時間がたつと危機感が薄れてしまうということで、その後、検討委員会でその公共施

設に対しての議論を重ねたそうです。その結果出た結論というのが、新しい箱物はもうつく

らないということを真っ先に挙げたそうです。これは、学校とかそういうどうしても必要な

ものというのはもちろん建て直したり、つくっていったりはするんですけれども、今ある施

設を40年先に現施設の３割に減らしていこうということを決めたそうであります。例えば、

保健福祉センター、あいている部屋がいっぱいあったんだけれども、その中に郵便局を誘致

したり、市の庁舎と警察が一緒になっていて、市の庁舎の駐車場にいっぱい警察に来る人た

ちの車もとめてあったんですけれども、警察署が移転したために、随分駐車場にあきができ

たそうなんです。そのあいたところの駐車場にコンビニをつくった。そこで住民票だとかそ

ういうものをとれるようにしたということで、本当に次の世代にどれだけ大きな負担を押し

つけることになるか、またなるべく多くの人がそのことに気づいて、取り組みをしていった

そうであります。我が町も本当に計画書、あれをつくり上げるのは大変な労力だったと思う

んですが、それで終わりにしてしまわずに、これからではそれをどう進めていくかというの

は、緊急にやらなくていいようなことのようではありますけれども、やはり、40年先に向か

って、今からやはり動いていかないと間に合わなくなる、次の世代に大きな負担を与えてし

まうことになるということで、進めていっていただきたいなというふうに思います。やはり

公共施設の多くは経済成長とともに一遍に建てられている、ということは一遍に老朽化して、

修繕費だったり取り壊し費用というのは一遍にかかってくるということで、これを自治体財

政が抱える時限爆弾と呼ぶ方もいらっしゃるそうです。ある時期になると一気にそれが爆発

してしまうということで、今回町の計画書のほう読んだんですけれども、町の保有施設は73

件あるそうで、30年以上経過したものが７割、そして40年以上たった建物が４割もあるとい

うことで、今後40年間で先ほども言いましたけれども、100億財源が不足するだろうという

ふうに見込まれているようであります。先ほどの時限爆弾の話ではありませんけれども、本

当に今すぐ行動に移さなければならないと思いますし、またこの結論をどうこれから間髪入

れず次のステップに行くかというのは、結論を先延ばしにしないで次世代のために、今すぐ

やっていただきたいと思いますし、またそのためにも、選任のプロジェクトチームの設置を

急ぐべきだというふうに考えます。この計画書の中では、現在所管担当課ごとになっている

ものを、ステップ１で各課が情報を共有化し、維持管理レベルの適正化を図って、ステップ

２で全庁的に維持管理する部署を立ち上げるというふうに計画がされていますけれども、こ
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のステップ１をなくすというか、１と２を同時に並行してできるのではないかなというふう

に考えるのですが、そこら辺は町長、どういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、本当、秦野市ですか、平成20年、本当に市長の先を見る目は大

したものだと思います。これは見習わなければいけないかなと考えております。すみません、

うちも以前行革の中で有識者会議に来ていただきました。そういう中で、うちの町は本当箱

物は金を全然生まない、住民の福祉のための建物、そういうのは余りないねということを言

われました。その中で、ほかの町は例えば隣町はバカテルとか、そして下田には文化会館い

ろいろあるなかで、うちの町はそういう大きな公共施設はないから、案外ラッキーだという

ことは言われております。 

  本当に栗原議員の言われたように、これからできるだけそういう箱物と言われるもの、基

本的には福祉だけ、例えば金を生まないもの、そういうものは私一切つくることはありませ

ん。しかし、今回申しわけないけれども、１つつくらせてもらったのは、これはあくまでも

このまま経済が行くとだめなもので、ちょっと直売所つくらせてもらう計画をしております。

これは、基本的には、この町の活性化、生き残るための私施策だと考えております。あくま

でも今までの公共施設とこれちょっとこれを聞いた中で、町民が誤解されると困りますもの

で、この辺は言っておきたいと思います。と申しますのは、今までは住民福祉のための建物、

これは絶対なくてはならない建物の中でやっております。その中で、今回やることはこの東

伊豆町がどうしても生き残るためにはこの施設をつくらなければならない。そういう中で今、

このことをやっているだけは、またこれを聞いている町民の方理解していただきたいと考え

ております。伊豆の国市はさっそく今年つくった中で、何年後にはこういうことをするとい

うことを計画しましたもので、町としてもできるだけもう早く壇上でいいますけれども、伊

豆の国がこれだけ動いていますもので、これは早急にやって本当に間髪入れずにやらなけれ

ば、また時間がたちますと栗原議員の言うとおり延びていきますもので、これは早急にやっ

ていきたいと考えております。 

  それで、見ている中で本当にまずプールも結構ありますよね。この辺のプールは使ってい

ないやつもありますもので、この辺はどんどん除外して、さらにあと、消防の第１から９ま

で器具置場も結構あります。この辺も将来的にも統合した中でどんどん少なくして、ある程

度頭の中に入っておりますもので、その辺は逐一やった中で、これからのことをやっていき

たい。そしてまた、学校に関してもこれは統合とかいろんなことが出てきますもので、その
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使い勝手とかいうこともやりたい。 

  まずは早急に検討していきたいと思います。それで、今栗原議員が言った、このステップ

１を外してステップ２、ステップ３という問案がありました。ちょっとこの辺は私もちゃん

と見たわけではありません。ちょっと検討した中で、抜けられるものはもう時間との勝負で

ございますから、これを抜いて、直接ぱっとやる、そういう方法も考えられますもので、そ

れはちょっと検討させていただきたいと考えます。この公共施設、本当に以前来た有識者に、

本当、東伊豆はラッキーだねということは言われましたもので、それはそれに甘んじてはい

けないもので、これは早急にそういう中でやっていきたいと考えております。 

  基本的にはこれからできるだけ箱物はつくらない、ただ、この町のため、町民のため、そ

れに関しましては、この町が生き残るための公共施設はつくっても、これは皆さん方の理解

を求めながらやっていきたいと考えておりますように、一切秦野市のようにこの公共施設は

つくらないという、そういう結論を出した。それは多分原則的ではないかと私は考えており

ます。やはりある程度、まちづくりにおいて、やっぱりこれは絶対必要であるとなれば、そ

れはつくる方向性に秦野市も行くんではないかと思います。町も原則的にはそういういわゆ

る箱物、全然金を生まないそういうとかね、やっぱり文化協会とかいうやつは、やっぱり文

化施設欲しいよと言ってきます。しかしやっぱりそれは、やっている人はわかりますが、こ

の町にとってこれから維持管理やった場合は負担になりますもので、そういう方にはできる

だけ今の現状を説明してお願いしていることがありますもので、町といたしましては原則的

には、もう公共施設は建てない、この箱物は建てません。このような方向で運営しておりま

すもので御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

  これからは町も箱物は建てないで、うまく計画していくというでありました。また使わな

い施設なんかは削っていく、まとめていくということでおっしゃっていましたけれども、や

はり、そこ町民の理解が得られるかどうかというのは、なかなか大きな鍵になってくると思

います。最近は住民意識も大分変化しているというふうに言われていまして、やはり町の行

財政運営の実現に向けた改革、改善に対する期待や要望というものが、逆に強くなっている

ということで、特に公共施設等のハードウエアの整備は、多額の負債を住民側が長期にわた
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って求められることから、既存施設の維持管理に重点を置いていくべきとの意見も多いそう

であります。このため、公共施設のあり方については、住民の意見やニーズ等を十分に反映

して、住民参加協働型の手法を導入したほうがいいのではないかなというふうに考えます。 

  また、施設の統廃合や、利用料金の見直しなども必要になってくるために、行政内部だけ

で意思決定していくのではなくて、やはり住民の意思や意向を反映するために、全てのデー

タを公表して、現状や課題を説明して痛みを分かち合うというか、本当に同じ認識に立って、

そして町民の意見を聞きながら、どうしていったらいいかという意見を聞きながら、ともに

やっていくことというのはすごく大事なことではないのかなというふうに思います。この計

画書の中にも、行政サービス水準を維持向上しつつ、財政負担の軽減平準化を図り、最適配

置を実現する必要があるというふうに書かれておりました。行政サービスの水準を向上とい

うのはなかなか難しいかもしれませんけれども、今あるサービスを低下させないように、ま

たここをなくす、ここもなくすというふうなやり方でいくと、どうしても利用人数が少ない

ところが削られてしまう危険もあると思うんですね。ただ、利用人数は少なくても重要な施

設というのもあると思いますし、また、この施設はこの課、この施設はこの課という担当課

が分かれていて、もうこれはこれに使うものだみたいな、そういう意識もあると思うんです

けれども、そうではなくて、例えば給食センターだと、給食センターと福祉、給食センター

と地域コミュニティー支援とかいろいろな使い方ができるというふうにも書いてありました。

給食センターが持っている調理設備とか輸送インフラ、また研修室などを持っている給食セ

ンターを活用して、例えば独居老人の宅配サービスに使ったりとか、またある市では、小学

校の空き教室に介護認定をされていない元気な高齢者を招いて、小学生と一緒に給食を食べ

る、そういう方法もとられていたりもするようであります。そういった中で、この施設はこ

のことに使うという固定観念を外すには、やはり町民の方と一緒に考えるというのが一番い

い、いろんなアイデアも出てくるのではないかなと思いますので、またこの公共施設の問題

は本当に大きな問題で、先ほど町のホームページに公表してあるということで、パブリック

コメントも求めているということだったんですけれども、やはり、ホームページってよほど

意識のある方ではないとそこまでたどり着かないのかなというふうに思いますので、例えば

区長会だったりとか、いろんな形で現状を公表していくということはとても大事なことだと

思います。それでないと、縮小していくときに、また町はお金がないからここをやめるのか

という、そういう捉え方もしかねないと思いますので、本当に町民の思いを大切にしながら、

この公共施設、40年後に向けてしっかりとまた本当に必要なものを残していっていただけた
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らなというふうに思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、このデータに関しては絶対公表いたします。別に隠してもしよ

うがないものですから、このデータの公表はお約束していきたい。それで、やっぱりこの協

働の中でやっていく、これは大変重要なことでございます。私今、議会も大切、やっぱり区

長会も大切という中で、区長会に原則大体毎月１回必ず出ております。その中で、いろいろ

やりとりやっている中で、こういうことは区長さん知ってもらって、また区民の方にお知ら

せしてあげようということはお願いしてありますもので、そういう話は絶対しようと考えて

おりますもので、その辺はそうやっていきたい。 

  そしてまた、人口が少ないからこれを切っていく、そういう考えをすると、やっぱり国の

選挙と全く同じですから、やっぱりある程度人口が少ないところ、これは絶対必要なやつ、

これは住民とかいろんな方の中にそういう意見があれば、それはやっぱり残すべきではない

かと私は考えております。ただ人口が少ないからこれは切り捨て、そういう考えは私はしな

いつもりでおります。やっぱり基本的には何事にも住民と相談した中で、この施設はどうし

ようかということはやっていきたい、今そういう考えでございますもので、独断でやらない

方向でこれはやらないと、うまくこれはまとまらないですので、絶対にそういう施設の統廃

合になりますと、いろいろ起こってきますもので、これはそういうことが起こらないような

方向で町はやっていきたいと考えています。 

  今回は本当に大川の中で、今度は大川小の跡地問題が出てきます。まずは区長さんの中か

ら、区の中の要望を聞いております。その中でまたこの前収穫祭のときに話して、町として

は子育て支援的なものと、区民から要望があったのは、そこに健康的なものに使いたいとい

うようなことを言われましたし、また、文化的なことにも使いたいというようなことを言わ

れましたもので、とりあえずその土地の要望が第一優先とした中で、その大川小の跡地はや

っていきたいし、今後いろんな面でそういう方向の中で公共施設に対しましてはやっていき

たいと考えております。まず、データには絶対公表することだけはお約束していきたいと思

います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 
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  専任のプロジェクトチームも、ぜひこれ早く設置できるようにお願いしたいと思います。

これはもうトップの政治手腕の見せどころかなというふうに思います。本当に公共施設問題、

各担当課ごといろいろ詳しく自分の課の持ち物の建物については本当くわしく御存じでしょ

うけれども、やっぱり全庁的に見ていかなきゃいけないというときに、課ごとに分かれてい

てはなかなか話がやっぱり進まない、やっぱり専任チームというのはどうしても必要だと思

いますので、ぜひそこは早急にお願いしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） あと、専任スタッフ、まずこれに特化した先生、ある程度総務課で、

本当にこの先生によってあとは行革が進みませんもので、その先生に私適任ではないかと思

います。忙しいかどうかわかりません、まずその人にちょっと中に入ってもらった中で、早

速そういうチームは立ち上げていきたい、これはすぐにはあれだけれども、また予算的なも

のも絡んできますもので、これも新年度その辺になったときにまたやっていきたい。そうい

う考えでございますので、御理解願いたい。ただし、伊豆の国市が早急にこういうことを、

今日伊豆新聞に載っておりました。やっぱりこれは早くやればやるほどいいことですから、

これはそのような方向で進めてきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、３番、栗原議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◇ 村 木   脩 君 

○議長（飯田桂司君） 次に、８番、村木議員の第１問、行政組織機構改革についてを許しま

す。 

  ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） それでは、私は３問の通告をしてございます。答弁につきましては、

一問一答でよろしくお願いをいたします。 

  まず、１問目でございますが、今、栗原議員のほうから大体話としては、大体そういうも

のをつくるということで、大体同じような答弁になってくるかなという気がします。 

  まず１問目、行政組織機構改革について。今、時代は私たちの予想をはるかに超えたスピ
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ード感を持って進んでいますが、今の組織編制では時代に取り残されるのではないかと危惧

しますが、町長はいかにお考えか伺います。 

  １点目、来庁者は証明類などは各課を回らなければならないので、１カ所でとれるよう研

究してはいかがか。これはもうコンビニ等で証明なんかも出しているところもございますの

で、これはシステム的な問題かと思います。 

  そして２点目は、何年か前に機構改革で子育て係をつくりましたが、現在はそのときより

出生率なども下がり、子育てと違って目的が違ってきたのではないかと思いますがいかがか。 

  そして３点目、個人番号を利用したシステムを構築されているんだろうと想像ができます

が、今後これらを利用活用し、課をまたいでチームを編成して機構改革の研究ができるんで

はないかと、この点についてもお伺いをいたします。よろしく答弁をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 村木議員の第１問、行政組織機構改革について、３点からの質問にな

っておりますので、順次答弁をさせていただきます。 

  まず、１点目の来庁者は証明類などは各課を回らなければならないので、１カ所でとれる

よう研究していかがかについてですが、戸籍・住民基本台帳業務、税証明、福祉事業等各種

申請書に関する受付部署を複数部署から１部署に集約し、来庁者がワンストップで対応が完

結する総合窓口は、平成28年度の総務省の調査によれば、全市区町村1,741団体のうち、213

団体、12.2％。さらに町村レベルでは928団体のうち77団体、9.2％で導入がされております

が、予想外に進んでいないのが現状です。 

  当町におきましては、平成30年度からマイナンバーカードを活用して、コンビニエンスス

トアで住民票や戸籍、さらに印鑑証明や税証明書などを自動交付できる準備を現在進めてお

ります。 

  総合窓口の導入につきましては、地方分権や高齢化の進展など、多様化する住民ニーズに

的確に対応しながら、町民目線での窓口サービスの質向上と、業務の効率化を図るため、将

来的には必要であるとの認識を持っており、組織体制の整備やシステム構築等を含め、検討

を図ってまいりたいと考えております。 

  ２点目の、何年か前に機構改革で子育て支援係をつくりましたが、現在はそのときより出

生率なども下がり目的が違ってきたのではないかと思いますがいかがかについてですが、平
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成24年８月に成立した子ども・子育て関連３法に基づき、幼児期の教育・保育・地域の子ど

も・子育て支援を総合的に推進するための子ども・子育て支援新制度が平成27年度から本格

的にスタートいたしました。 

  当町におきましては、平成28年４月より新たに住民福祉課内に子育て支援係を設置し、地

域の実情に応じた子育て支援の充実や児童の健全な育成環境の整備及び児童福祉の向上、さ

らに仕事と育児の両立を支援し、子育てしやすい環境づくりに取り組んでおります。まだ２

年目を迎えたばかりであり、初期の目的を達成できるよう引き続き現体制で取り組んでまい

りたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

  ３点目の、個人番号を利用したシステムも構築されているんだろうと想像ができますが、

今後これらを利用するため、課をまたいでチームを編成して機構改革の研究をしていただき

たいがいかがかについてですが、個人番号、マイナンバーにつきましては、行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、マイナンバー法に基づき、平成

28年１月から、順次利用が開始され、現在、個人番号の実務利用は住民福祉課、税務課、健

康づくり課で行っており、システム改修等情報システム関係は、企画調整課及び担当課で対

応を図っております。さらに11月13日から専用の情報連携ネットワークシステムを用いて、

特定個人情報をやりとりする情報連携が本格運用となりました。 

  当町の独自利用については、現時点では条例で定めておりませんが、情報連携の本格運用

が開始されて間もないことから、まずは法律で規定されている法定事務を確実に行っていき

たいと考えております。さらに、国は平成30年度を目途として、個人番号の利用範囲の拡大

等について検討を進めていく方針を示しています。 

  今後も引き続き国の動向を注視し、まずは個人番号の確実な運用と情報連携の対応を万全

にし、セキュリティーの確保を徹底した中での各課情報共有を図りながら、近隣市町の状況

も勘案しつつ、住民サービスや利便性の向上、さらには行政の効率化に向け、独自利用事務

や機構改革の研究も踏まえたワーキンググループ等の検討も図ってまいりたいと考えており

ますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） 大体、総合受付、これは市あたりは結構あるんですけれども、町村の

方で9.2％ですか、低いなという気がいたします。この前、新潟へ視察に行ったときに、本

当に受付だけで証明を全部出しているというようなところ、こんな田舎でもそうなんだと、
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うちのほうよりは都会なのかわかりませんけれども、東京にはこっちのほうが近いんですけ

れども、新潟でそういった対応をしていました。そしてこれが自動交付して、今度コンビニ

のほうでは住民票ですか、出すのは……。議長、休憩を、ちょっとすみません。 

○議長（飯田桂司君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５０分 

 

再開 午後 １時５０分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） その４種類が出てくると、大分役場の窓口も少しはすいてくるのかな

というような気もいたします。そういったことで、それら全部のコンビニ、ローソンも含め

た中で、それでまた手数料とかいろいろなものもかかってくるんだろうというふうに思いま

すけれども、このシステムの問題というのは一番重要な問題で、またこのシステムの変更が

予算書を見ても、システムのお金が随分かかっているなと、何か法律が変われば、システム

変更をしなくてはならない。そういった中で、この辺が今後財政的にも町としては非常に厳

しい運営になっていくのかなと。そしてこのシステムがあればそのシステムで各課共用でき

るようなものもあるのか、ちょっとわかりませんけれども、今、今度の補正にも何かシステ

ムの補正も出ていたようですけれども、システム変更が一番のこれからの町の課題、そして、

それがどうしても１社に決まっているから、どうしてもそれが入札とかそういうわけにもい

かんし、そこが一番財政的には頭が痛いのかなという気はいたします。そして、個人番号に

ついては、これは当然、プライバシーの保護というこれが一番の観点で、これが税務署あた

りは一番使いやすいのかなというようなシステムでございますけれども、これもやはり今、

研究していくということでございますので、これについてもまだ先の話になってくると思い

ますので、それはまた国に先んじて勉強していただきたいなという気がします。 

  そして、この子育て係でございますが、この出生率も下がってきまして、当然、育てる前

の段階、ここがひとつ一番問題で、国の縦割りで、学校は文部省、そして厚生省といろいろ

あって、的確なほうで人口の統計ですとかいろいろ人口の増加ですとかそういったことはあ

とは企画のほうで。これらをどこか一つで総合調整して、かつてどこかの市でやっていたよ
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うな子供係のようなものをつくって、子供のことはそこへ行けば全て事足りるというような

ことも一つには研究していただきたいなと。そうすればいろいろなところを回らずに、そこ

１カ所でできるんだろうなという気がいたします。その子育て子供係について、今後考えて

いかれるかどうか、ちょっと町長の御意見をお聞きしたいなと。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、本当は予算書を組んでも、システム関係本当に金がかかるんで

すよね。ちょっとしたことでもすぐシステム改正しなきゃならないという。最初は国のほう

もある程度金の面倒を見てくれるんですけれども、あとはもう町単でやりなさいということ

で大変苦労しているのは現状でございます。そういう中で、会社になるべく安くやってもら

うようなことをやっておりますけれども、このシステムはもう改修しなければどうにもなら

ないよというようなことを言われておりますので、これはやらなければならないものですの

で、大変これは今後この町の財政を圧迫する、これは多分村木議員が言ったとおりではない

かと私も考えております。 

  さらに、この個人番号の取り扱い、本当に大変厳しくやっております。今、何しろ、ちょ

っとしたことでももう情報が漏れたら、もうその町は何をやっているんだとすごく言われま

すので、本当にこれ職員もこれに対してはもう本当にマル秘取り扱いぐらいの、そのぐらい

の慎重な気持ちでやっておりますもので、これはそういう中で対応していきたいと考えてお

ります。さらに子育て支援係、一番危惧した、１つは幼稚園の関係が教育委員会で、そして、

こっちは保育園はこっちだと、それを何とかうまく連携できないかという中で、今、検討し

ている中で、これはやっぱり一本のワンストップでできれば一番いいことですから、これは

一応課をまたいでおりますもので、この辺は何とか検討した中で、その辺はいい方法でいき

たいと思います。この子育て支援係がどのような方向でいく、それは出生率が下がっている

から考えなければならない、それは当然です。当然今、この子育て支援課は我々も考えてい

ます。まず、今いる子供たちに対して、この子育てに対する支援をした中で、今の子供たち

がこの町で十分子供の関係をよくするために、一応子育て支援係をつくりましたもので、当

初の目的は。それぞれ出生率が下がってきた中で、またニーズが違ってきた中でまた違う方

法で考えなければならないかなとは考えておりますので、これちょっと長い目でちょっと見

させていただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 
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○８番（村木 脩君） いずれにしても、子供の関係が一番これからの重要課題になってくる

んだろうという気はいたします。そしてお客様がどうしてもこの１カ所で済むようなシステ

ム、これがこれからたらい回しなんてことはいわれますけれども、たらい回ししているわけ

ではないんだけれども、扱いがみんな違うから、結果的にそういうことになるんだろうけれ

ども、それらをなるべく１カ所で済むような方法を考えていただければ、住民の方も役場へ

来て、ただ役場へ入るとみんな非常に入りたがらない部分がありますので、その辺をやはり

入りやすいように、１カ所で済むように。特にいろいろ給付金なんか出ると税務課で証明も

らったり、それからまた住民課行ったり、いろいろ、あの辺ごじゃごじゃしているようです

が、そういった中で、そういうときにも対応が、またそういうときには、どうしてもお年寄

りですとか、そういう方が多いので、なるべくお年寄りを余り歩かせないような方法、そこ

いらもひとつ研究していただきたいなと。 

  また、時代とともに、役場の中の仕事の、この先ほど栗原さん言ったように、課を超越し

てやっていかなきゃならないような課題が出てきているんだろうと思いますけれども、そう

いったものをどこが調整していくのか、企画調整課というから企画がやるのか。関連の住民

課とか、隣の福祉の関係とか、そのものによって違うと思うんですよね。組む場所が。だか

ら、そういうものをきちんと調整して、やれるようなシステムづくりというか、お互いにみ

んな余り仕事もらうのは大変なんだろうと思うけれども、でも新しい１つの法律ができたり、

新しい事業が起こされたりすれば、当然その分は増えてくるわけですから、前の仕事はなく

なるわけではなくて、どんどん積み上がっていくというようなのが現実なんだろうという気

はいたします。そういった中で、そこのところをきちんと調整できる、そして今、防災課な

んて、これらもまた、Ｊアラートの関係だとか、これらの危機管理課的なものになっていく

のか。そういったところにも、今の時代に合わせた機構というか、課というか、そういうも

のも１つにはすぐできることかと思うんですね、そういうものは。だからちょっと１つ増え

たら防災ではなくなって危機管理になったとか、県なんかも危機管理課というのかな、今。

だから、そういった動きもやっぱり的確に見ながら、そういったどっちかというと国・県の

流れの中で、課がみんなできているわけです。県のほうは知らない間に室になったりいろい

ろやるわけですけれども、その辺にやはり対応して町村も行かないと時代というか仕事の割

り振りがおかしくなってくるという部分もあると思うんですね。ですからそういったところ

を、やはり、人材の宝庫ですから役場は。そこら辺をどうしても無駄にしないようにしてい

ただきたいなというふうに思います。そのことについて町長一言。 
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○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 私も二、三日前、ちょっとある住民からたらい回しのことを言われま

した、二、三年前に。やっぱりこれは絶対にあってはならないことですから、こういうこと

をしないように今指導しておりますけれども、二、三年前そういうことがあったということ、

私聞きましたもので、申しわけなかったという中で、やっぱり、町民というのは本当村木議

員が言ったように、役場へ行くのは大変勇気が要りますよ。やっぱり、入ってくるとみんな

の視線がぱっと集まるもので、それを何とかしたいなとは考えております。そういう中でで

きればワンストップ、入口のところの受付でできたということを聞きました。それは検討さ

せてもらいたいと思います。以前私が調査したときは、その受付だけをつくったらもう、大

不評で、これはある議員の提案で、受付だけやったんですけれども、もう大変不評でもう職

員が怒られましたもので、もうそれからでは、住民課の方に聞いてもらいましょうかとかそ

ういう経緯もありますので、ちょっと視察先のことちょっと勉強させてもらいたいと思いま

す。何しろ町民が本当に来やすい役場、こういう雰囲気をつくっていくのがまた私の務めで

はないかと考えておりますもので、そのような方向でやっていきたいと思います。さらにあ

と、課の名称でございますが、これは本当に今、一番危惧するのは、県のほうが本当もう名

前がころころ変わって、本当に町もああ何度もまた違ったのかという、そういうことがあり

ますもので、しかしながら、やっぱり課となるとある程度やりますもので、そういう一つの

例と防災課がいいのか、今、危機管理のほう言っているのでそのほうがいいのか、ここでち

ょっと検討してもらった中で、当然機構改革になってきますもので、また議会の皆さん方に

相談してやらなければならないと考えています。ちょっとこれは検討させていただきたいと

思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） それでは、１問目はそれで結構です。それでは、２問目に移らせてい

ただきます。 

○議長（飯田桂司君） では第２問、出生率の低下についてを許します。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） それでは、出生率の低下についてを御質問いたします。 

  昨年の出生者数は35人と過去最低、昨年が47人ですか、その前五十何人と、本当に二桁台
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がずっと続いて、それも35人となると非常に、35だったか34だったか、ちょっとわかりませ

んけれども、だいたいそんなような数字だったとおもいます。今、一番町でも頭の痛いこと

だろうなというのが、これは、町の存続にかかわってくることで、この子たちが小学校行く

ころには、１クラス30人学級だとか、40人学級なんて言っている時代ではなくなっちゃって、

学校も１つでいいなんていう時代でしょうから、ですから、ここいらを今、一番憂うべき問

題で、将来の人口増加政策をどのように町長は考えているのか、これをまずお伺いします。 

  そして、子育て係を配置した成果というのは、いかがかということですが、今、前の１問

目と大体同じような質問になっていますが、これは、成果は今のところ、さっき聞いたこと

で、目的がちょっと変わってきたんではないかというのと同じことだと思いますので、その

辺は前問と同じで構わないと思います。それでは、人口の増加政策、これらについて町長の

考え方をお聞きします。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 村木議員の第２問、出生率の低下については、２点からの質問となっ

ておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の将来の人口増加政策をどのようにお考えかを伺いますについてですが、町では、

平成28年３月にまち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略を策定したことは御案内

のとおりであります。 

  国立社会保障・人口問題研究所による我が町の2040年の将来推計人口は7,830人の予測値

となっておりますが、人口ビジョンでは8,406人と定め、人口減少を抑えることを前提とし

た目標を設定しております。そのためには、合計特殊出生率を現在の1.38から1.80に引き上

げ、社会移動の転出転入が均衡することを目指していかなければなりません。出生数減少の

克服について目指すべき方向としては、その背景にある女性の転出と高い未婚率の問題が多

いため、出会いの機会の創出を支援します。また、出産、子育てにかかわる支援体制の充実

を図ることで、子育てにかかわる若年層の住民の希望に応え、一定水準の出生数を確保して

いくことを目指します。 

  次に２点目、子育て支援係を配置しての成果はいかがかについてですが、御承知のとおり、

出生率の低下とそれに伴う少子化問題は、当町だけでなく我が国が直面する大きな課題とな

っております。 
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  国では、少子化対策の一環として、平成27年度から子ども・子育て支援新制度をスタート

させ、その新制度では、子ども・子育て支援に関して市町村の権限と責任が大幅に強化され

ております。新制度の施行に伴い、子育て支援をより充実させるため、子育て支援係を新た

に設け施策を展開しております。 

  ただ、少子化の要因は、子育て環境だけでなく、未婚化・晩婚化の進行や雇用などさまざ

まな要因が複雑に絡み合ったことによるものであり、財政上の制約はありますが、今後も子

育て支援を含めてきめ細かい少子化対策を持続的に推進してまいりたいと考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） 人口ビジョンで8,400人、これもまた2040年というと、大変な時代な

んだろうなという気はいたします。まず、１点目の人口の将来の人口増加政策、これは何が

原因だということは、やはり言えないと思うんです。総合的に若い女性が、ちょうど適齢期

の人たちが少ないということが一番の原因だと。そして河津町の場合には、この辺の人口が

多いから、消滅の町村には入っていないということなんですけれども。ですから、そこに何

ていうと、これはやっぱり福祉・医療・教育、いろいろなものが総合的に絡まってきて、住

みやすいまちづくりということは一番言えることなんですけれども、では、住みやすいって

何だとなったときに、個々いろいろなものが絡まり合ってきて、総合的な問題になってくる

わけですね。そういった中で、今、先ほどの栗原さんの質問なんかも、やはり住みやすい子

育てのしやすいまちづくりというような観点から、そういうことが言えることなんだろうと

思います。ですから、ここはひとつ町長もじっくり構えて、この辺を少し、力を入れていた

だきたいなと。 

  そして、２点目の、子育て係を配置しての成果はどうか。成果はやっぱり年々減っていく

というのが、この子育て係の支援係のせいにしてはかわいそうだと思いますが、いずれにし

ても、ここが一番の、あの当時はちょうど３年前ぐらいですか、町長の肝いりでこの係をつ

くって、ここと建設課をもう一回つくったわけですけれども、どちらかというと、何かあそ

この福祉のところに埋没しちゃっている感じですので、あれをもう少し違うところへ持って

きて、僕は教育委員会でもいいと思っているんです。そういう中で、子供係とかそういう、

町の人に見える係にしてあげないと、あそこは、福祉はどうしても幅が広いもので、いろい

ろなことがごちゃごちゃあると思うんで、そういった中で、子育て支援係というのが、やは
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り目立たないなという気がします。ですから、その辺をもう一度町長に考えていただいて、

今後、子供係として、今のこういう時代でやってたら、課にしてもいいぐらいの、逆に施策

なのかなという気はしますけれども、そこまでいくにはまだいろいろな課題があるんだろう

と思いますが、そういう係として、町の人たちに見える係にしてやっていただきたいと。そ

のことについて、町長の御意見をもう一度。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に、河津の出生率が高いのは私もいろいろ考えました。やっぱり

なぜ河津だけという中で、まず、これ私の推論ですよ。基本的には稲取の人たちは、土地を

売らないですよ。そういう中で、河津が、広い中で、土地の提供者、非常に安価です河津の、

うちの町は高いですよ。その中で、まず若者が住むような場所がないということと、そうや

ってある程度、医療関係が充実しています。うちの町は本当に残念、何とか、個人医者、一

人でも稲取にいないですよね。やっぱり本当に大変危惧しているところで、やっぱり医療が

いいところにやっぱり若い人たちも住みます。当然、八幡野に行くのもそう、河津に行くの

も、ある程度医療が充実している、やっぱりそれは絶対子育てに対しては大変重要でござい

ますもので、町といたしましても、何とか、稲取に個人医者を一人でも招聘したいなと考え

ております。そういう中で、やっぱり東伊豆町は、東部総合病院のつながりが一番多いんで

すけれども、これはとりあえず行かなかったことが町にとっては大変大きいかなと考えてお

る中で、やっぱり河津とうちとの違いはやっぱり土地の関係、さらには医療関係、ある程度

充実している、その点が大変大きな要因ではないかと考えております。あと、子育て支援と

かいろんな面はほとんど差がありませんもので、やっぱりその辺が一番でないかと考えてお

ります。 

  しかし、河津も8,000でございますから、それに胡坐をかかずにやらなければ、私は消滅

すると考えておりますもので、やっぱり最終的には人口だと思います。やっぱり消滅するし

ないは人口でございますもので、その中でいろいろ出生率がこれ以上増えなければ、ある程

度ではいろんな中で、雇用の中で、そういう方たちに来てもらうような施策とか、そうすれ

ば、来た場合はそれでは住居費をどのようにするかと、いろんな中で、何しろ若い出生率は

ほとんど変わりませんもので、現時点で、若い子が少ないもので、やっぱりよそからの移入、

そういうことをやっていくしかないのかなと、今考えております。またいい意見がありまし

たらまた、どんどん提案していただければ、それは取り入れた中で、この当然もう１学校、

１学級はもう目に見えておりますもので、やっぱり教育長のほうからもやっぱり２学級やる
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のが一番ベターと考えております。すみません、今後また学校の統廃合の問題が出てきます

もので、できるだけ２学級でやりたいとは考えておりますもので、そういう施策をこれから

打っていきたいと思います。 

  さらに、子育て支援係の関係でございます。当時二、三年前は住民福祉課の中でいいのか

なと思った中で、そこに設置しましたけれども、今は村木議員が提案されました、それがで

は、本当にその今のところでいいのか、また、教育委員会でもいいのか。これはまた、この

庁舎内でちょっと検討させてもらった中で、どこにいるのが一番いいかということは、ちょ

っと検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） 河津は、稲取は土地を売らないとか、そういう問題もいろいろありま

すけれども、どうしても駅の周りというのは住みやすいということで、学校の先生なんかも

異動してくると、どうしてもその周りのアパートへ入りたいというのが理由のようでござい

ます。そして、あの周りにはお医者さんも何軒かあり、そして、スーパーもありと、電車乗

るにも近いと、そういったいろいろな、住むには便利なところ、これも八幡野と似たような

環境でございます。 

  ですから、それを、教育長にも申し上げたいんだけれども、学校の先生たちが異動してき

たら、東伊豆町へ学校へ入ったら、ぜひうちの町へ住んでくれと言いませんと、これはみん

な先生は河津へ住みたがりますから、この辺はひとつお願いをしておきます。 

  そして、子供係の問題ですが、これは町が一番この問題に苦慮しているんだと、そしてま

たこれを、１つにはＰＲして子供問題をやっていくんだという、これは子供係をつくること

によって、その町長の姿勢なり町の覚悟というかそういったものが住民に対して見えてくる

ことだと思いますので、ぜひぜひその辺を、町長の施策の中で、これをつくっていくのかど

うか、こういったことをひとつまた、お考えを願いたいと。何もやれと言っているわけでは

ないんですけれども、そういったことを、住民にわかりやすい係としてやっていっていただ

きたいなというふうに思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、村木議員から提案されました。やっぱり行革の中で、課もなるべ

く縮小して、いろんなことをやった中で、この子供課も確かにＰＲになりますけれども、ま
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た、課が増えることに逆行するようなこともあったので、やっぱり相対的な見た中で機構改

革、それはしていきたいと思います。今の村木議員からの提案という中で、これはちょっと

検討させていただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 次に第３問、労働力の確保についてを許します。 

  ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） これもやっぱり、人口減少の中でも労働力の不足、これが、さまざま

な業種にいろいろな陰を落としているということでございます。そして、２点目の行政とし

ての対応はいかにしていくのか伺います。 

○議長（飯田桂司君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 村木議員の第３問、労働力の確保については、２点からの質問となっ

ておりますので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の、行政としての認識について伺いますについてですが、人手不足が深刻であ

ることは、先般の伊豆サミットでも、他の市町長が異口同音に訴えておりました。我が町で

は、まち・ひと・しごと創生総合戦略において、産業・就労にかかわる目指すべき方向を定

めております。その中で、若者の転出増加の要因として、雇用に関する問題が大きいため、

観光産業を基幹としながら町の経済が循環していくように、農林水産・商工観光の産業間の

連携がとれた施策の展開により働く場の充実を目指していくといたしました。そのために、

企業及び関係機関と連携し、地域産業を支える人災の確保・育成を行い、一定量の雇用数の

持続的な創出を図ってまいります。 

  次に、２点目の行政としての対応はいかにしていくのか伺いますについてですが、町外か

らの労働力確保につきましては、美しい伊豆創造センターが企業合同で首都圏にて就職相談

会を開催しており、そのほかにも求人情報を教育機関に提供しております。また、就労形態

を移住定住を考えておられる方々のライフスタイルに合わせて整えていくことも、企業と人

材のマッチングのためには今後必要だと考えます。加えて、せっかく町外から働き手を確保

しても、離職する率が高いという現状があります。その原因といたしましては仕事場以外の

行動範囲が狭く、人との触れ合いが少ないという状態で、またふるさとに戻っていくケース

も多いと聞いております。そういう現況を改善するべく、旅館組合などと連携し、異業種間
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の若者の交流の機会を複数回設けて、仲間意識の醸成による地元への定着を図っております。 

  また、将来この町を支える地元の子供たちがこの町に残ってもらえるよう、中学・高校の

ときからインターンシップやキャリア教育などを通じてこの町の仕事について理解を深めて

もらうことが重要と考えております。また、農漁業では新規就労に対しては国からの助成制

度が設けられているものの、いわゆる跡継ぎが家業を継ぐことに対して援助がされていない

状況です。これらについても産業団体連絡会を中心に何らかの助成制度を考えてまいりたい

と思います。 

○議長（飯田桂司君） ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） いろいろ、まち・ひと・しごと産業連絡ですとか、一定数の雇用の確

保、こういったものはいうのはなかなかあれなんですけれども、いざ現実となると非常に難

しいのかなという気もします。１点目、２点目あわせていきますけれども、今、就職説明会、

こういったものに市も町も参加して、住みやすい町ですから、ぜひ当町におこしくださいで

すとか、住まいは確保しますと。そして、我が町の職場に、ホテルでも何でもそういった職

場を紹介して、まず、住みやすいまちをＰＲして、そして、その住みやすいまちで働いてみ

ませんかと、そういうような誘いが、この就職説明会なんかでも、市町が出ていってそうい

うＰＲをしているようです。そしてこれは、なかなかよそから来ると、僕もよそから来て、

全く知らない町で就職しまして、いる人が全く名前わからないですから、ですから、そうい

う苦労というのは、よそから来た方は非常にするのではないか。同級生もいないわけですか

ら、ですから、そういった小さな町の人のつき合いというのは、非常に難しいところが。東

京はあれだけいてもほとんど知っている人とは会いませんし、こういう町は歩いていれば、

ほとんど知っている人ですし、ですから、この辺が非常に、商売なり、そういったものにも

いいときはいい、悪いときには悪い、そういうものが長所短所として織り交ざって、この町

を構成しているわけですから、そういう中で、そういった原因、今、職人さんも減ってきま

したし、若い人も職人さんのなり手がいない、これは日本全国どこでもそうなんだろうなと。

だからそういう中で、伝統的なこの東伊豆の何かそういったものを町で見出してやるとか、

飯が食えなければしようがないわけでございますから、そういったものを町も一緒になって

探して育てないと、ますますみんなサラリーマンがいいわけではないもので、ホテルもちょ

っと働くには拘束時間が長いなと。だからそういうところも働き方改革ですとか、昼間の休

み時間、そういったものも町も一緒に考えて関与をしてやる、そしてそういったところにも、
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町の手助けができるものがあれば、積極的に介入していくというようなことも考えられます

ので、再度町長に、そういった町のこれからのそういった働き方改革、職場の改革、そうい

ったものを提案しているわけでございますが、町長のお考えを再度お聞きしたいなと思いま

す。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、村木議員からいろいろ提案されました。就職説明会に他の市町が

参加した中で、その町のＰＲをしていることを聞きました。今、町現状はやっておりません。

その点は村木議員から提案された中で、これは少し検討する余地があるかなとか、しかし、

とりあえず商工会の壇上で言ったような企業説明会、この伊豆半島全体で東京でやっており

ます。ま、その中でまた働き手を募集している。やっぱりこれは伊豆半島全体の問題でござ

いまして、またこの壇上で言いますと、７市６町の首長会議とか、知事が来たときに、やっ

ぱり伊豆市もうちも熱海も全部観光に携わるところは、せっかく仕事があっても、働く人が

来ないもので、せっかく仕事のあれはあるけれども、そういう働く人がないもので潰れちゃ

いますよとはっきり知事に言いましたもので、知事もその辺の認識は多少伊豆地区の認識を

していただいたと考えております。そういう中で、本当、よその人がこの町に来たときに、

大変になると、これは十分思います。それで、今、私地域おこし協力隊がこの町に来たとき

に、どんどん地域に出ろと言っているんですよ。それで、私が仮に私が一緒になったときに

は、地域おこし協力隊を皆さんに紹介した中で、やっぱりこの町に住みやすい方向の中でや

っていただくことが一番ですが、地域おこし協力隊にどうしてもこの町に起業してもらいた

いために、やっぱりこの町の顔を知ってもらって、その方と一生懸命話した中でやっていた

だく。一応自分としては、地域おこし協力隊がこの町で住みやすいような方向で皆さん方に

紹介したり、これをやっております。すると、やっぱりこの町に勤めてもやっぱり一人で不

安になる方もおります。そういう中で、大体二、三年でやめるのではないかと考えている中

で、今は町も支援しております、この旅館組合さんが、中心となって二、三年勤めた以下の

方のいろんな場所、それを設けております。多少ここにかけて、多少は違う方向でいくので

はないかと考えておりますけれども、そういう方たちが離職しないでこの町に長く住めるよ

うな、そういう方向にしておりますもので、その辺はまた村木議員もそういう場に出た中で、

また町のことを言っていただければ、大変ありがたいと思います。 

  やっぱり基本的にはホテルの働き方については、これは再三再四言っています。やっぱり

労働条件が厳しく、また拘束期間が長い、これは大分旅館の主人の方たちもある程度認識し



－73－ 

だしたもので、その働き方の時間とか、こういうことは多少考えてくれるところもあるし、

また若い人たちに聞けば、それも一つのネックになっておりますもので、その辺は町が入っ

た中で、話を進めていくと。また住居のことに関しましても、多少ある程度ここに住むため

に、そのかわり何年かここで働かなければいけませんよという中で、町がある程度手助けし

てやってもいいかなということは頭の中では考えております。何しろそういう労働力は今、

不足している中で、いかにその労働力をこの町に、あと独創性がなければ来ませんもので、

そういうことをやっていきたいと思いますので、またいい意見がありましたら、また提案し

ていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） これは人口減少問題と、働き手が少ないというのは、みんな都会へ引

っ張られるから、どうしてもそうなっていくんだろうという気はします。都会でもやはり、

もう今、人口、就職の倍率が1.55とか高い数字になっていまして、逆に都会のほうも手が足

りなくて、いろんな商売で人のとりっこになっているわけでございますから、当然、それが

また、田舎のほうへ来れば、ますます足りなくなってくるということが考えられますので、

どっかその辺を、やはりどっかで打破していかないと、これがなかなか難しいことなんだろ

うと。一番言えば簡単なことなんですけれども、やれば大変で実績を上げていくことはもっ

と大変なんだろうというふうに考えます。ですからその辺をぜひぜひ、皆さんで考えて知恵

を出していただければなというふうに思います。 

  では、私の質問はこれで終わります。 

○議長（飯田桂司君） 以上で８番、村木議員の一般質問を終結します。 

  この際、２時45分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時２９分 

 

再開 午後 ２時４５分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員より、一般質問で資料配付及び掲示板を使用したいと

の申し出がありましたので、これを許可します。 

  10番、藤井議員の第１問、石丁場遺跡の保存についてを許します。 

  10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） それでは、通告しておきました２問についてお尋ねいたします。 

  今回は、石丁場の件と、それから、植物のオリーブの栽培という件で質問いたしますが、

まず、江戸城の石丁場遺跡が当町にはたくさんあるということで、その点についてお尋ねし

たいと思います。 

  当町にある江戸城の石丁場、これに関しては非常に文化的な価値、歴史的な価値が高いと

いうふうに言われております。そこで、以下についてお伺います。 

  １番目に文化財政策の中で、石丁場跡、あるいは築城石の位置づけというのは町ではどの

ようにしているか。 

  ２番目としまして、町内石丁場遺跡の所在箇所と整備状況、これについてお尋ねします。 

  ３番目に、今後当町に伝わる石の文化をどう継承し、発信していくのかという点について

お伺いしたいと思います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 問題１は文化財の関係でございますもので、教育長より答弁させて、

２回、３回になりましたら、私の方で答弁いたします。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 藤井議員の第１問、石丁場遺跡の保存については、３点からの質問

ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の文化財政策の中で、石丁場跡、築城石の位置づけはについてですが、東伊豆町内

各所に散在している江戸城築城石や石丁場跡は、東伊豆町の歴史を語る上で大変貴重な遺産
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であり、重要な文化財として位置づけております。 

  これまで当町は、文化財保護審議会により築城石にまつわる歴史や、築城石と石丁場の位

置と状態を詳細に調査し、東伊豆町の築城石と題した書物を発行しております。近年では、

静岡県文化財保護課と静岡大学のチームによる調査も実施されております。 

  また、当町の町民有志によりＮＰＯ法人が立ち上げられ、この築城石と石丁場を広く町民

の皆様に対し、歴史的遺産として紹介していただく取り組みや、大川区において石丁場にま

つわる文献が発見されたことに伴い、この大川区有文書を当町の貴重な歴史資料として文化

財指定を行ったところであります。 

  ２点目の、町内石丁場跡の所在箇所と整備状況はについてですが、発行されている東伊豆

町の築城石には、町内の各地域に石丁場跡が存在していたとの記述があります。そして、多

くの築城石群が存在する石丁場跡としては、大川の細久保、谷戸ノ入地区、稲取愛宕山地区、

稲取本林、向山地区の３カ所があります。 

  次に整備状況についてですが、町民の皆さんが見学できるよう、町民有志による草刈りや

清掃が行われたことはありますが、町による利活用を目的とした整備は行われていない状況

です。 

  ３点目の、今後、当町に伝わる石の文化をどう継承し発信していくかについてですが、当

町では、この石の文化を継承するために、まずは保護・保存の取り組みとして、文化財保護

法に基づき、包蔵地としての指定を考えております。そして、次に文化財としての指定や、

利活用のための整備を実施し、貴重な築城石の歴史と資源を全国に発信することを目指して

おります。しかし、包蔵地指定や文化財指定は、その土地に少なからず規制をかけるもので

あり、土地所有者との十分な合意のもとで行われるべきであると考えております。今後も当

町の貴重な遺産を将来に継承するため、地域の皆様にも御協力いただき、引き続き努力して

まいりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） ありがとうございました。 

  この石の文化に関しては、当町以外にも伊東市とか熱海、あるいは神奈川県の各市町にも

あるところがあるんですが、何しろたくさんまとまってあるというのは、さっき教育長がお

っしゃられたように、大川の細久保とか、それからあの辺の谷戸ノ入とかあたりの遺跡が非

常に密集した形で置いてある。それからもう一つは町内各所に、いわば切り出されてそのま
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ま置かれたと言いますか、運搬されずに残っている石が目にすることができるという点では、

非常に特殊な事例かなと、この町は非常にそういう意味では恵まれた位置にあるのかなとい

うふうに思っているわけです。 

  現在、今、教育長のお言葉でまだ、埋蔵文化財、そういった指定とか、包蔵地、あるいは

埋蔵文化財の指定を国に受けていないというふうな答えもあったかと思うんですけれども、

この問題に関しては、うちの町が割と他市町、例えば伊東さん、熱海さん、小田原さんなん

かよりは進んでいたはずなんですよ。それが、10年ぐらい前からどうもちょっと停滞してい

るような気がして、よその町が既に指定を得たということも聞いておりますけれども、うち

は指定をちょっと外れされているという点でちょっと残念だなというふうに思うわけですね。

問題としては、私有地であれば、これは埋蔵文化財包蔵地なんかに指定されると、ちょっと

うるさいこともあるのかということも嫌がる地主さんもいるんで、ちょっとその辺は土地に

規制を加えることになるかもしれないんで、嫌がる地主さんもいるというふうに承っており

ます。にもかかわらず、やはりこれは当町の宝として、やはり地主さんとの折衝なり、やは

り何らかの形の理解を得て、やはりそこのところは進めていってもらいたいなと。国指定

等々。 

  今、県とか静岡大学あたりからも調査が来て、その辺は少しずつ進んでいるというふうな

お話でしたけれども、まだまだちょっとこの間、伊東、熱海、小田原等々には少しおくれを

とってしまったなという思いでいるわけですね。既に、これは今、教育長おっしゃられた資

料だと思うんですけれども、東伊豆町の築城石、非常に立派な冊子で、これにはいろんな写

真があるとか、調べてあるというだけではなくて、他市町にはないところの点として、この

遺跡の石１個１個を全部戸籍と言いますか、調査していると。正確な地図をこれは恐らくグ

ーグルか何かの上から撮った写真に全部測量かなんかして、それで戸籍を調査したのかなと

思うんですけれども、非常に詳細な地図が出ているという点では、これは胸張っていいんで

はないかと。これは私も先輩諸兄、あるいはこれまでかかわってきた行政の皆さんに、敬意

を表するところです。それを、現在しかし、いろんな問題ありながら、まだ、有効に町民の

皆さんにも、それから町外の皆さんにも知らせたり、あるいは先ほど言った国の指定になっ

たりして、発信するところまでまだいっていないんではないかという思いでおります。 

  先般、私も文化祭で、この雑誌等々を出している伊豆稲取江戸城石丁場遺跡保存会という

皆さん方が、ＮＰＯを立ち上げて、個人の方も団体の方でもそういう研究してらっしゃる方

がいらっしゃる。その方たちの資料を見まして、本林石丁場と、このパンフレットもいただ
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きまして、随分自分たちが住んでいるすぐそばに、こんなすばらしいものがあるのかと早速

行ってまいりました。ふだん何げなく散歩しているようなすぐ脇に、そこの写真、今日４枚

ばかり撮ってきて張ってありますけれども、今割ったばかりというような感じの痕跡がその

ままに置かれている。石の切り方とか何かがよくわかる。くさびとそれから石斧と、そうい

う原始的な道具を使って、あれだけの石を江戸時代に割って山から切り出したということだ

けでも大変なことだなと思うんですけれども、それが徳川３代の間に、家康、秀忠、それか

ら家光の時代、徳川３代にわたって、大江戸城普請の際に各藩、特に外様大名に命じて、28

家と言われておりますけれども、石の調達を命じた。この東伊豆町にも、大変な数の石が切

り出されていったという痕跡が、ここに累々と残っているわけです。私はこれは非常に何と

なく江戸城、皆さん二重橋やら何やら何度も見たことあると思うんですけれども、その中に

我が町から運ばれていっている石がこんなふうに使われているんだと、使われているという

ことを考えるだけでも何となくぞくぞくするような、うれしいような、誇らしい気持ちにな

るんではないかと思うんですよ。このことは、また今後、いろんな意味で運動は進めていか

なくちゃならないんではないかと思うんですけれども、例えば先ほど、包蔵地の指定が難し

いなんていうふうにおっしゃいましたけれども、本林石丁場、これに関しては、稲取の非常

に河津との境のところ、志津摩川のちょっと上流になりますけれども、そこにございます。

町長も行ってらっしゃったというふうに伺いましたけれども、それなんかは非常に道からす

ぐ入ったところにある。これはまたいいことに、町有地だというふうに伺っているんですけ

れども、こういうことであれば、民間の人との一切のトラブルとか、規制を加えるというこ

ともなく、いわばすぐにでも、指定地としての申請といいますか、そういうものは町も指定

するし、国・県にも働きかけて、そういった文化財保護という観点から進めていくというこ

とはできるんではないかと思うんですよ。ですからその辺、なかなかできにくい民間の土地

と、それから、今すぐにでもできる町有地、この辺の差があると思うんで、そこは進捗を一

様にするんではなくて、すぐやれるところからやっていかれたほうがいいんではないかと思

うんですけれども、その点で町の町有地というあたりの本林石丁場遺跡、これなんかについ

て御見解をただしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） この築城石、本当は昔、東伊豆町は築城石のあるまちという中で、町

の活性化ＰＲしようとした経緯があります。その中で、私もその当時議員をやらせた中で、

やっぱり、報道がすごい華美になっちゃったもので、観光に対する予算配分がすごい華美に
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なったもので、それでちょっといかがなものかという中で、ちょっと運動が低くなった経緯

があります。最初は築城石のまち東伊豆、これでまちおこしをやろうとした経緯がある中で、

ちょっと宣伝が華美になったもので、いかがかというという中で、ちょっと下火になった。

そういう中で、今、伊東、熱海、湯河原、その辺が結構この築城石のことで、大変熱心にや

っております。 

  そういう中で、藤井議員が言った、この石丁場の跡の中で一番大きなものがこの東伊豆町

でございます。その東伊豆町が包蔵地の指定を受けないのはおかしいというという中で、結

構やっている中で、やっぱり藤井議員が言ったように、一番すばらしいのは大川でございま

す。大川に関しては町も包蔵地に指定したいんですが、やっぱりこれは私有地でございまし

て、私有地の方の同意がなかなか得られません。そういう中で、何回も何回も教育委員会も

町もいろんな手を使った中で、所有者の方にちょっと折衝した中で、何とかこれを使った中

でまちおこしをしたいよということはやっていますけれども、なかなか理解してもらえない

現状でございますけれども、これは、粘り強く交渉した中で、大川は本当に大変にすばらし

い石丁場跡だと思いますもので、これは粘り強くやっていきたいと考えております。 

  さらに、本林、志津摩の、これは本当に私も１回歩いて見させていただきました。本当に

すばらしいところでございます。これは町有地でございますから、私すぐに文化財のほうに

諮問した中で、包蔵地の指定は早急にやっていきたいと考えております。これは町有地でご

ざいますことから、すぐにできることですから、これは民間にやらされては困りますもので、

やっていきたい。それで、やっぱり一番危惧したのは大川の石丁場、これは本当は一番大変

すばらしい、町といたしましてはそこを一番にやりたいんですけれども、私有地であるとい

うこと。さらには、中はやっぱり網をかけなければならない。やっぱり、民間の方がその中

に入って石を蹴ったりするもので、それは何とかしてきたいと思いますもので、まず、全力

を挙げた中で、所有者の方の同意を得た中で、なるべく早く、本当に所有者の方に早目に理

解していただきまして、大川に対しては包蔵地、まずは指定していきたい、そういう考えで

ございますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） ただいま、町長から前向きなお答えをいただいたかなと思うんです

が、町有地なんかであれば、いわばすぐできるんだから、指定は早急にやっていきたいとい
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うふうにおっしゃっていただきました。私有地に関しては、これは確かにいろんな思いがあ

りますので、うかつに勝手にこちらできる問題でもないということは重々わかります。ただ、

例えばホテルさんがちょっとできちゃうと、そこの埋蔵地に石丁場跡に見ることもできない

というのでは、非常にこれはちょっと残念なことですので、何らかの形のルール、入って見

て、個々に断って見ることはできるとか、その辺のルールづくりなんかも必要なんではない

かなというふうに思うんですよ。その指定とか何かに関しては、そういう長い、それこそ信

用関係の中で醸成していかなければ、簡単にはオーケーできないんではないかと思うんです。

ただ、こういう埋蔵文化財等についてはどの市町にもあることで、それは上手に地主さんと

折り合いつけて、何とか掘らせていただいたり、あるいは調査させていただいたりしている

んではないかと思うんで、その辺も決して私有地だからというふうにちょっと委縮すること

なく、やはりたくさんの人の、これはいわば宝だと、かつての日本のお城をつくった、江戸

城をつくったものがここにその跡そっくり残されているということは、後世の人たちに伝え

ていく義務もあるんではないかと思うんですよ。そういう意味では、その辺も町長おっしゃ

るように、所有者の方に理解いただいて、長い目でこれをたくさんの人に、町民の皆さんに

も知っていただき、なおかつ町外から当町を訪れる方にも知らせていく、あるいはインター

ネット等々でも発信していくというような作業をぜひ行っていただきたいなというふうに思

います。 

  例えば、石は幾つかあるんですけれども、数え切れないほどありますが、ここは全部１カ

所の石切場なんですけれども、一番左上なんか見ますと、３つの紋がくっきり見えるわけで

すね。そうすると、ちょっと文献なんかで調べると、これは平戸の松浦藩がつけた印らしい

とかいうようなことが、ちょっとわかったり、あるいは教えていただいたりできるわけで、

歴史的にも彷彿とさせるようなことが現実に自分たちの住んでいるすぐそばにあるという点

ではすばらしいことかなと思うんです。この場所に関しては、例えば余り大々的に宣伝する

逆効果とかいうこともあるかもわかりませんけれども、弊害もちょっと考えなくちゃなりま

せんけれども、やっぱりここはすぐ脇にちょうど道がつくられていて、そこから幾らでも入

っていけるんですよね。そんなに危ないところでもないし、いわばこういうところには散策

路なんかをつくったり、散策とかそんなに大きく改変したりコンクリで固めているんではな

くて、危なくないようなちょっとした案内とか、それから入り口には案内の看板、それから、

こういう石丁場ですよということがわかるような何らかの案内看板等々を、やはり町はやっ

ていく必要があるんではないかと思うんですよ。これだけのものですから。その辺は、埋蔵
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文化財の包蔵地指定というようなことと同時に、取り組んでいただきたい。ここの石丁場な

んかは本当にすぐ見られるし、町民の皆さんにもぜひ、たくさんの方に見てもらいたいなと

いう思いはあります。 

  この間、伊豆地区で外国から来てテレビの放映が調査いろいろして、外国に伊豆を知らせ

るなんていう番組が結構あるようなんですね。ところが、我が町は意外とそれは取り上げら

れていない、残念ながら。それは、どういう基準というか、ものが取り上げられやすいのか

なというと、単にきらびやかなネオンがあるとか何かではなくて、いわば文化的な遺産とか、

そういう歴史的な遺構があるとか、言い伝えとそういうようなものが、非常に信憑性があっ

て、現実にあるというようなそういうものに対して、外国の方も非常に興味を示すんだと、

そういう基準で撮影していくんだというふうなことを言われておりますので、これはぜひ、

うちの町の宝として、やはり広く発信していくというふうにされれば、それこそインバウン

ドの対策といいますか、そういう外国からも注目されるようなものになるんではないかと思

うんですよ。今、ちょうど400年前の話ですよね。徳川３代で築いたと、30年間にわたって

つくったというんですが、400年前、ちょうど徳川開幕400年なんていうのが、今年あたり結

構かまびすしく、これはＮＨＫの大河ドラマなんかの影響とか何かで、静岡なんかを中心に

やっているようですけれども、ここもいわば江戸城をつくった石をここから持っていったと

いうふうな意味では、私はそういう400年前の歴史をもっともっと目に触れたり、発言して

いっていいんではないかというふうに思いますので、今後これについても、もう少しこれの

後の何らかの形でまとめたものをつくるとか、町民の皆さんにも、これは民間の会社がちょ

っと協力してくれているようですけれども、こういったことにも多少の町も予算を割いたり

していただいて、今後もその文化財の発掘といいますか、調査といいますか、それから保存、

それから発信、そういうことに対して、意を用いていっていただきたいなというふうに思い

ます。よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず大川でございます。これは、私的には、個人的に言いますと、本

当は町は真摯に何回も、大変すばらしいところですから、お願いに上がっていることだけは

御理解願いたいと思います。それで、一旦やっぱり伊豆急さんが、五、六年前かな、やっぱ

りここが大変すばらしいから、ちょっと整備していろんな方にお見せしたいということも私

に言ってきました。しかし、やっぱり所有者の方が理解していただけなければ、町としても、

大変いいことですけれども、その活性化になりませんもので、まず、町の所有者の承諾がな
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ければ、伊豆急さん、町は乗りませんよということは言ったのは事実でございます。大変す

ばらしいことはわかっておりますし、そうしてまたしないことによって、大川の石丁場跡が

荒らされることも大変心配しておりますもので、まちとしては、また再度行った中でお願い

したい。いろんな人を介して今、これはやっているのが現状でございます。そういう中で、

なかなか厳しいことがあるということだけは御理解願いたいと思います。 

  次に、志津摩のほうに関しましては、藤井議員のことも言っていることもわかりますけれ

ども、仮にちょっと多少自分の考えを、大変、町がある程度介入するのをやるならば、やっ

ぱり、事故が起きないような方向でやらなければ、ちょっと町としてはいけないかなと考え

ております。これが民間の方とは個人的にやっていただければそれはいいんでしょうけれど

も、例えば町が介入した場合は、ある程度ちゃんとした遊歩道とかそういうことも、多少事

故が起きないような方向でやらなければ、後の責任問題が出てきますもので、それは御理解

願いたいと思います。 

  さらに、この町有地の下にまた同じ、今度は同じ私有地のところ、またすばらしいところ

があるんですよ。一体地となってありますもので、町といたしましては、町有地とまたこの

下の民間の方、この承諾を得た中で、ちょっとこれは整備していきたいなと考えております

もので、町といたしまして、これだけに関しまして、町が遊歩道とか整備する、これはちょ

っと今考えておりません。しかし、すばらしいことはすばらしいですから、まず、包蔵地の

指定、これは文化財審議会に諮問した中で、これはお願いしたということだけをここではお

約束できると思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 確かに、簡単に指定しても町としてもある程度責任があるというよ

うな問題もわかりますし、そういった事故のないように、ここの石丁場の場合はそんなに急

傾斜とかなくて、そんなに難しいところではないんで、そういう事故は案外少ないんではな

いかと思われるんで、一応それは調査の上、ぜひ、たくさんの方に見せていっていただきた

いなというふうに思います。 

  あと、この辺は、私はちょっと私自身の夢のような部分でもありますけれども、例えばう

ちの町は御石曵も現在やっています。それから町に東のほうから入ってきますと、ライオン

岩があって、それから今、皆さん取り上げようとしているはさみ石もございます。それから、
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町内いたるところに、役場のすぐそばにも築城石置いてある。駅前にも置いてある。それを

熱川の観光協会なんかが主催で御石曵をやっているというようなことで、さらに町内歩きま

すと、非常に入谷等々に行きますと、立派な石垣があるんですね。まるでお城のような石垣、

こういうのを、恐らくそういう築城石の名残というか文化、伝統と言いますか、たくさんの

石が出た、そのものを少し当てはめたりなんかして、石積みしたんではないかと思うんです

よ。それが、また地震とか何かで崩れたりしますと、間知ブロックという現在のブロックに

されているんですけれども、本当に現在の力にしてはみっともないと言いますか、非常にで

きれば昔どおりの石垣にしてもらいたいなみたいなところがあるんですが、そういうものも

含めて、町なんかを歩いていただくと、もっともっと観光の方もちょっと見る目が違うんで

はないかと思うんです、この町に対する評価が。どうですか、ここは御石曵、以前役場の前

でやっていたりしていまして、この役場の前で。私も参加させてもらいました。非常にたく

さんの人で、やっとそりで動いたときの歓声といいますか、みんな力合わせてやるというこ

とのおもしろさとか、昔もこんなふうにして運んだんだということがわかったりして、それ

はそれで面白かったと思うんですよ。 

  どうでしょうか、町長、これを、僕は石をそのまま船に積む光景から、船というのは、で

きれば木造船に、昔の千石船ぐらいをつくればいいんでしょうけれども、そうもいかないと

して、それから江戸まで運んで、それを江戸の町の中を、それこそ役場の前くらいでもいい

です、何メーターでもいいですから、それを引いてみるということをやる。それがこの石が

江戸城に運ばれたんですよ、あのお城、皇居の石垣はこれですよというということをアピー

ルするような、僕は取り組みされたらすばらしいのではないかと思うんですよ。というのは、

やっぱり今の観光の皆さんは、花火なんかちょっと打ち上げたくらいでは、もう見向きもし

ないという時代と思うんですよ。僕は、オリンピックのプレイベントではないけれども、江

戸城開幕400年もありますし、こういうものを持っていって、運んでみせると。引く手は東

京というのはちょっとお祭りなんかやると、もう担ぎ衆とか何かいっぱい集まりますので、

この引く手に関しては問題ないと思うんですよ。それをどんなふうにイメージして、これを

イベントとして組むか。そうすることによって、僕はやはりこっちの町に来てくれ来てくれ

だけではなくて、こちらからも行くというふうな、そういうような大きなイベントを持って

行くということで、やはりこういうことをやっている町はどこの町なんだろうと、東伊豆町

に行けばそういうのをふんだんに見られるそうだ。ということは、ちょっと行ってみようで

はないかというような、非常に世間的なアピールといいますか、それこそ、大変な宣伝効果
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といいますか、そういうものもあるんではないかと思うんですよ。これは個人ではなかなか

考えてもできないことですので、また、町長初め皆さんで検討していただいて、もし可能な

ら、ここの中に再現の図がありますね、いろいろ。山の上からおろすところ、それから船に

積むところこういうものありますけれども、これを完璧に実現するというのはちょっと無理

だと思いますので、当然、石切るところ、そういうのは説明でいいと思うんですよ。船も必

ずしも木造船をつくるというのではなくて、木造風にちょっと偽装して、それを運んで、向

こうでおろして運んでみるというようなことも、僕はすごい町のイベントとして取り組むに

は、なかなかすばらしいテーマなんではないかなというふうに私自身は考えているんで、も

しそのようなことがちょっとでも心にとめていただくことがあれば、町長にもぜひお願いし

ておきたいなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 石の運搬はともかく、昔、やっぱりこのようなことやったんですよ。

これは、実際の石ではないんですけれども、その大きさを持っていってね。私が議員の１年

のとき、浅草でそういうことをやりました。そうして、やっぱり最初に言ったように、宣伝

費が華美になったもので、それで、こんな衰退したのが現状で、昔過去にやったことはあり

ます。しかしそれは、海からこういう石を運んだのではありませんで、やっぱり伊豆の町は

こういう石曵の町の中で、浅草とか立川で一応やった経緯があるんですよ。そういう中で、

ちょっと華美になり過ぎたという中で、それでやっぱりこれ、本当に町民の協力がなければ

できませんもので、町が単独でやりたいと言っても、さっき言ったように町民が納得しない

で町がやれということはできませんもので、それで今回の石曵まつりはだめになったような

経緯もあります。行政が余りにも強く出過ぎた中で、町民が不承不承やっている中で、それ

がうまくなかったということは私は感じておりましたもので、ある程度皆さん方がやろうで

はないかというなら、それは考えておきますけれども、現状では一応そういう経過がありま

すもので、いい提案だと思います。 

  そして、あのライオン岩の活用も、自分が町長になった最初のときに、旧町長室で提案さ

れました。しかし、あそこにおきましては、駐車場の整備ができないもので、確かにいい石

はライオン、ありますけれども、その辺の駐車場整備がなかなかできないという中で断念し

た経緯がありますし、それで、はさみ石の件もこれも本当に大変すばらしい、やっぱりボラ

ンティアの方がそこに行くまでのやっておいてくれておりますけれども、大変すばらしいけ

れども、やっぱり行政がタッチしますと、さっき言ったように、安全とかいろんな面で相当
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莫大な金がかかりますもので、最初はそういう有識者がある程度整備してもらった中で、こ

れは本当に大変すばらしいよというようなことで、やってくれればまた町なりに考えていま

すけれども、今の現状では整備費に莫大な金がかかりますもので、はさみ石のすばらしさは

わかりますけれども、ちょっと民間のあたりその辺は発信してもらいたいと考えております。 

  やっぱりこの築城石というのは、昔まちおこしに使ったことがありますもので、築城石に、

東伊豆に行けば築城石に巡り合えるという中で、さっき言ったように伊豆急さんは駅のロー

タリーでやりました。それと一緒の時です、大川を何とか整備したいということは、しかし、

大川に関しては、交渉の中で、断念させた経緯があります。その中で、やっぱり一つの町お

こしの築城石はなるんではないかと考えておりますし、このＮＰＯの方も大変、真剣に築城

石のことをやっております。そして、バスツアーを組んで江戸城へ行ったということも聞い

ておりますもので、これが一つのまちおこしになれば、また町といたしましても、これは支

援していきたいと考えておりますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、休耕農地活用とオリーブの植栽についてを許します。 

  10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 次に、オリーブの植栽についてお尋ねいたします。 

  これは、最近、非常に新聞等々に掲載される確率が高くなってきているということで、休

耕農地の活用とオリーブの植栽についてという題で質問させていただきます。 

  ちょっと資料にもお渡ししましたけれども、ここに11月８日とか、10月28日なんかに新聞

等にも取り上げられております。あちこちでそういったイベントも伝え聞きますので、なか

なかこのところは盛んになってきているのかなというふうに思います。また、オリーブに関

しては、これは御存じのように小豆島なんかが日本では非常に先駆的なところらしいんです

が、今までちょっと携わった方から聞きますと、伊豆半島、この稲取なんかは非常に適地で

あるというふうなお答えをいただいていますので、これは、今後進むものかなというふうに

考えます。 

  そこで、現在、これは休耕地等々を利用して、休耕されなくなった農地、そういったとこ

ろを主に利用してやっているんではないかと思うんですが、また町でもオリーブ畑に提供し

ている町有地があるかと思うんですけれども、その辺を含めまして、一番目には当町の休耕

農地の面積、それからその現況はどんなふうになっているかということをちょっとお尋ねし
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ておきたいと思います。 

  それから２番目に、休耕農地は観光で生きる町として、景観上も問題があるというふうに

思うんですけれども、それについてはどう思うか。 

  それから３番目に、オリーブによるまちづくりに、町を挙げて取り組むという考えはない

かどうかこの点についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第２問、休耕農地活用とオリーブの植栽については、３点

からの質問ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の当町の休耕農地の面積、現況はについてですが、平成28年の利用状況調査結果で

は、耕地面積258ヘクタールに対し52.5ヘクタールの遊休農地があり、その割合は20.3％と

なっております。全国的な傾向でもありますが、耕作者の高齢化、担い手の不足により年々

増加しているのが現状です。 

  次に２点目の、休耕農地は観光で生きる町として、景観上も問題あると思うがどうかにつ

いてですが、現在、景観の上で休耕農地が直接的に観光に悪影響を及ぼしているという話は

聞き及んでおりませんが、荒廃農地が増えていくことで、今まで共同管理されていた道路や

水路の維持管理が難しくなり、景観も含めた集落環境の悪化が懸念されるところであります。 

  次に３点目の、オリーブによるまちづくりに、町を挙げて取り組む考えはについてですが、

当町におけるオリーブによるまちづくりに関しましては、平成26年２月より東京急行電鉄株

式会社、伊豆急ホールディングス株式会社と、オリーブの調査・研究に関する協定書を締結

し、オリーブによる地域活性化を掲げ、栽培促進と普及に努めてまいりました。そして、こ

の事業を継続的に発展させていくため、平成28年度より地域おこし協力隊１名を雇い、オリ

ーブ栽培指導者の一端を担っていただくため、伊豆急ホールディングス株式会社の子会社、

株式会社ウィズオリーブに出向させております。現在、オリーブの専門的な栽培・管理方法

の習得に励んでおり、将来的にその活躍が期待されるところです。 

  このように、町といたしましても企業とタイアップする形で「オリーブ未来プロジェクト」

の名称のもと、オリーブによるまちづくりに取り組んでおります。耕作放棄地対策や新たな

担い手確保の手段としても有効と考えておりますので、今後とも事業の推進に努めてまいり

たいと思います。 
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○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） これは、例えば休耕地は２割を超えた面積が、いわば耕されないで

いるという状態になっているわけです。これは、傾向としては、高齢化も進むし、人口減少

も進むんで、さらに進むんではないかというふうに考えるわけですね。そうしますと、やは

り、そこでも農業収入等々もさることながら、やはり、メーンの観光業にとっても景観が非

常に悪くなると、町長も認められているとおり、景観も悪くなる。それから、自然災害等に

も、これは保水力やら何やらいろんなこと考えますと、耕作放棄された田畑はやはり、単な

る自然に戻るということではなくて、荒れてしまうということではないかというふうに考え

るわけです。また再び戻すにしても、それは非常な労力、何倍もの手間がかかるというふう

に聞いたことがありますので、それは本来的にはやはり大きな問題かなというふうに考えま

す。 

  車で来られる方、あるいは電車で来られる方も含めて、車窓から見る景色がそういうよう

な荒れ地をずっと見てくちゃくちゃな状態であれば、何だ伊豆半島とはと。これは海、山、

空、きれいだけれども、ちょっと人工的な景観に目を向けると、非常に汚いではないかとい

うことになりますと、これは観光地としての価値も下げるということではないかと思います

ので、これは本当に問題だなというふうに考えます。この対策として、町もいろいろ協定書

を結んでそのオリーブ等々の植栽なんかも考えてはいるんだということだと思います。また、

１名の地域おこし協力隊の方を、オリーブの研修に現在やっているというふうなお答えでし

たけれども、それは現実にはそうなんでしょうけれども、その後、例えば研修済んだときに、

一体その方はどういう形でオリーブの研修を生かしていくのかというふうに考えているかに

ついても、ちょっと承っておきます。 

  それと、この間、伊豆急さんがかなり熱心にこのオリーブの植栽を推奨しているというこ

とがあります。伊豆急さんのほうがまとめた資料によりますと、現在伊豆急では5,600本を

植えたというふうにおっしゃっています。5,600本の中で、東伊豆町はそのうち3,394本にな

りますけれども、さらに個人的に植えている方がかなりいるわけですよ。そこに搾油機を備

えた方の畑を見てまいりましたけれども、その方も120本植えていると。伊豆急さんとは自

分は関係ないという方で、植えている方もかなりおりまして、私なんかもまねごとでちょっ

と植えているんですけれども、そんなふうなものが植えても、全部入れますと三千五、六百

本は東伊豆町でオリーブが植わっているということですので、かなりの量になってきている
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んではないかというふうに思うんですよ。今後、さらにそういう政策として進めていくんで

あれば、この木には限らないでしょうけれども、耕作放棄地、いわゆる遊休地、そういうと

ころに、もっともっといろんな木を植栽してもらいたいという中で、オリーブの１つすぐれ

ている点があると思うんですよ。というのは、その芽がすぐに害獣、いわゆる害獣対策、よ

く農作物荒らしのイノシシであるとか、鹿とか猿とかリスの被害があるというふうに言うん

ですけれども、幸か不幸かオリーブの実は非常に苦いものですから、他のそういった害獣に

は案外やられない。それから、鳥等も食べないみたいないうふうに言われています。 

  さらに、利用の仕方としては、これの新漬けであるとか、そのオリーブ油を搾油するとい

うような利用にもつながっていくんで、その点を進めていけば、非常に町長おっしゃるよう

に、もっともっと協定をしたというからには、政策的に本当に町で進めていってもらって、

それで、どうでしょうか。町外からここの町に転入してきた人、あるいは新しく赤ちゃんが

生まれたといううちに町でオリーブの苗を差し上げるとか、いうようなことも、ちょっと記

念になっていいんではないかなと思うんですけれども、それはなかなか常緑樹で元気のいい

木ですので、これは、ちょっと考えてみてはどうかなというふうに思いますが、この点に関

しては、他市町の例もありますけれども、皆さんのところに渡してある資料の中にもありま

すけれども、既にやっておられる町もありますが、うちの町でも今後そういう形で政策的に

進めていくんだというふうにちょっと真剣味を持って取り組んでもらいたいなというふうに

思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まずオリーブのプレゼント、これはちょっと早急に検討させていただ

いて、いいんではないかとなればそれはやってきたいし、これはちょっとここでは結論を出

さないで検討という中で、やっぱり一番町が困った耕作放棄地が、やっぱり有害鳥獣の巣に

なっておりますので、この耕作放棄地を解消するのがまず有害鳥獣の根本的な課題と考えて

おります。それで、この耕作放棄地をいかに活用するかということが課題でございまして、

その中で、うちの町の耕作放棄地はもう大体斜面になっていて、やっぱりアクセスが大変悪

くて、ミカンとかいろんな中にもそこへ行くまでのアクセスをある程度また直さなければ、

その耕作放棄地を大々的に変えることはできないんではないかと、農業者の若手が耕作放棄

地に対しまして多少やってもらっている中で、問題点はやっぱりそこへ行くまでのアクセス

が結構課題になってきますということは言われております。また町といたしましても、そう

いう中で耕作放棄地を解消していかざるを得ないのかなという中で、自分で考えております
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が、一つの提案として、耕作放棄地にオリーブ、これは大変よい意見でございますもので、

今、１農家が大々的にオリーブをつくっております。そしてさらに複数の農業者が一部を使

ってオリーブをやっておりますもので、その辺の成果ちゃんと見た中で、これが適していれ

ばそれはそれなりに、オリーブを耕作に活用していきたいと考えております。 

  さらに、このオリーブは、今、下田が盛んにオリーブのまちづくりをやっております。今

の市長が大分これでまちおこしをやるんだといった、前の市長が余り乗り気ではなかったも

ので、このオリーブに関してはうちが独占かなと考えている中で、今、下田がそういうよう

な方向でやっておりますもので、オリーブのまちづくりはうちが最初でしょうといった中で、

町といたしましては、基本的には町有地を貸しましたもので、将来的にはあの一画に搾油所、

本当に簡単な搾油所でいいですから、そういうものをつくった中で、やっぱりオリーブのま

ちづくりをやっていきたいと思いますし、どんどんこの東伊豆町がオリーブの郷という言い

方もおかしいですけれども、そういうまちづくりを推進していきたいと思います。 

  そういう中でも、伊豆急の社長とかの、これ一番東急の社長がすごい熱心なんです。この

オリーブに関しては、以前はローマ法王直属の偉い人も呼んできましたし、今の東急の社長

が、今、現社長のときがチャンスだと考えておりますもので、今、社長がいる時を目指した

中で、オリーブ東伊豆町を売っていきたいと考えておりますもので、またいろいろ藤井さん

のほうから提案がありましたら、どんどん社長のほうにぶつけていきたいと思います。よろ

しくお願いいたしたいと思います。 

  地域おこし協力隊に関しましては、これはちゃんとしたではない、雑談の中で、一応基本

的にはちょっと１つの畑を借りた中で、この町でやってきたいようなことは聞いております

もので、これは雑談の中ですから、正式にはちゃんとこうでこうでということは、また地域

おこし協力隊に確認した中で言わなければいけませんもので、これは聞いた中でこういう方

向でということで、将来的にはこの町に３年は残って、オリーブにかかわっていきたいよと

いうことは、内々には聞いておりますけれども、正式な見解ではございませんので、また正

式な見解はまた議員各位の皆さんにはお知らせしていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、10番、藤井議員の一般質問を終結します。 

  暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時３６分 
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再開 午後 ３時３８分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（飯田桂司君） 次に６番、内山議員の第１問、稲取農林水産物直売所整備事業につい

てを許します。 

  ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） すみません、私２問通告してあるものでよろしくお願いします。 

  まず、一番初めの第１点については、稲取漁協の直売所の関係についてですけれども、よ

ろしくお願いします。 

  まず、町長、地域振興の名目で稲取港に農林水産の直売所、それを自治体の事業で整備を

するという計画が進んでいますけれども、次の点について、お伺いしたいと思っています。 

  まず第１点は、既存の八百屋さん、それから、鮮魚店だとかあるいは農林水産物の扱い店

舗、そういう人たちの経営の圧迫だとか影響をどのように考えているのかどうか。それから

また、自治体が直接この事業に携わるということが果たしてどうなのか。そのように考えて

いるのかどうか、その辺を伺います。 

  それから第２点目は、事業計画が不透明ではないかな、そういうふうに感じております。

これは、今までの事業もそうなんですけれども、補助金ありきというか、そういう事業で計

画が後づけになっているのではないか、そういうちょっと疑問を抱いています。 

  それから第３点目については、農林水産の振興、あるいは観光の振興が期待が多いようで

すが、計画の規模、内容から考えると、果たして核店舗になれるかどうか、その辺について

も疑念があります。それからまた、地域間競争にそういう状況の中で勝てるのかどうか。そ

の辺について３点目で伺います。 

  最後の４点目については、場所が建物の位置が港湾であって、地震だとか高波、あるはそ

ういう被害について、どう想定しているのかどうか、それについては４点をお伺いいたしま

す。よろしくお願いします。 
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○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第１問、稲取漁港農林水産物直売所整備事業については、

４点からの質問ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の、既存の八百屋、鮮魚や農林水産物の取り扱い店舗への経営の圧迫、影響をどの

ように考えているか。また、自治体が直接携わることをどう考えているのかについてですが、

直売所で想定している来場客は、町内を素通りしていく観光客並びに宿泊客を主に考慮して

おり、取り扱いの品目は原則地域の農林水産物ですので、多少の影響はあるかと考えますが、

経営を圧迫するまでには至らないと考えております。 

  また、町が直接携わることで、県営漁港の区域内で事業執行がスムーズに行えることや、

産業団体連絡会の事業者の方々と一緒にまちづくりの一端を担えること、地域活性化の促進

による地方創生など、メリットが十分にあると考えております。 

  次に２点目の、事業計画が不透明でないか。補助金ありきの事業で、計画が後づけでずさ

んではないかについてですが、既に、議会の皆様には７月以降毎月１回全員協議会を通じて、

町や伊豆漁協、伊豆太陽農協で検討した内容を何度もお示ししてまいりましたので、運営計

画や販売計画等に御理解いただいていることと思っております。以前から産業団体連絡会や

稲取漁港周辺整備推進協議会から要望がありまして、また町におきましても、第５次総合計

画後期基本計画に明確にうたってまいりましたので、ずさんな計画には当たらないと思って

おります。 

  次に３点目の、農林水産業の振興・観光振興への期待が大きいようだが、計画の規模内容

から核店舗になり得るのか。また、地域間競争に勝てる可能性があるのかについてですが、

この事業のコンセプトは、さきにも答弁いたしましたが、まずは国道からの人や車の流れを

まちなかに呼び込むことで、まちなかに滞留する時間や場所を提供し、周辺に経済的効果が

もたらされるように、まちづくりへの起爆剤にすることです。商業的に核店舗になるような

施設を建設し、他店舗や他地域と商業的に争うことを目的とする事業ではございません。何

よりも東伊豆町のことを広く一般に今まで以上に知っていただくことが最大の目標となりま

す。 

  次に４点目の、港湾であり、地震による津波や高波による被害はどのように想定している

のかについてですが、稲取漁港内における津波・高波被害のうち、津波被害につきましては、
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県が平成25年に公表した第４次地震被害想定によりますと、海抜が低い役場周辺で、地震発

生の頻度が高いＬ１津波では最大浸水深２メートルとなっております。また、地震発生の頻

度は低いが大きな被害をもたらすいわゆる千年に一度のＬ２津波では、最大浸水深さが７メ

ートルが想定されております。 

  高波、高潮につきましては、県から明確な被害想定が示されておりませんが、過去に発生

した低気圧、台風接近と、満潮の時期が重なったことにより、役場前の岸壁が浸水し、係留

していた船が座礁する被害が発生していることを考えますと、温暖化により大型化している

台風など、気象条件によっては浸水被害が発生するものと考えております。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） まず、第１点の関係ですけれども、私心配するのは、やはり、地域の

関係する皆さんということについては、大型店が出てくると同じようにやっぱり考えている

と思うんですよ。その辺のことで、１つは影響力の調査をしたのかどうか。それとあと、業

界の皆さんにまず、当事者の八百屋さんだとか、鮮魚店、取扱店、それに説明会とか、そう

いうものをちゃんと示したのかどうか。実際新聞なんかで、二、三度伊豆新聞あたりで掲載

しましたけれども、実際のものが彼らわからないと思うんです。そういう点で、詳細な説明

会を持ってやる。 

  それで、もう一点は、当事者もそうなんだけれども、業界と、それからあとやっぱり住民

の方についても、今のような問題はちょっとわかりにくいんですよね。だから、例えば区長

さん、各区長さんがいらっしゃるから、毎月区長さん方が打ち合わせやっているわけですか

ら、そういうときにも、そういう説明をしてあげて、こういうものがこういう場所に、こう

いう面積で、こういう駐車場があってできますよというようなことを、説明してあげて、そ

ういう不安を解消してあげてもらいたいと思っています。 

  それから、２点目については事業計画が不透明であるということ。補助金ありきの計画で

はないかということは、従来も、これは直接ここには関係ないけれども、補助金事業という

ことの中で聞いていただければわかりますけれども、例えば、契約行為だとかそういうもの

をつくったときについても、あそこの場合アクセスだとか、あるいはあの場所に奈良本のと

ころに、都市公園というかそういうものをつくるのかどうかということの話をしたわけです

よ。それで実際に維持費だとかそういうものも相当かかって、実際に奈良本の朝市みたいな

ことをやっているときだとか、正月くらいしか余り使っていないというか、そういうものの
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減少だとか、あるいは、今の農園の関係ですけれども、あれも今50の区画があって、それか

ら今、建物建てて一生懸命やっていますけれども、まだ空いているわけですね。だから、そ

の辺についても、補助金ありきではなくて、初めから必要性があるかどうかということを考

えてやっていくような事業だったのかな、そういうことについて私言っているわけですよ。

あるいは、防災の施設を小林さんからもらった山信さんの上に建てるということもありまし

た。それも、最終的にはちょうど東日本の地震があって、ちょうどそういうことがバックア

ップのところを行政が建てるということが、一つの責務であったかもわからないけれども、

なかなか必要性のことを考えたら、私は相当反対したわけですけれども、実際８億のものを

建ててどうするか、そのころは、補助金が半分であるからやりましょうとか、あるいは、免

震の関係があれで、４億円になりました。それでもやっていくことで考えましたけれども、

今度補助金が時世の関係で、４分の１になったからやめたわけです。私はそれは正解だと思

うんですよ。そういう意味の、補助金ありきではなくて必要性の中で、やっていくことが大

事ではないかなということを、ここでちょっと訴えたいわけですけれども、それで、計画に

ついては、補助金をもらうための計画のような格好になって、もちろん、いろんな担当の課

長さんも一生懸命やっていろんなところの資料整えていますけれども、基本的には補助金を

申請するようなものになっていますから、だからできれば、私が考えているのは、全協あた

りで出てくるのは、そういう中のものですよ。だから、逆に今のその何とか推進委員会がで

はなくて、その前に農漁協が集まった格好の中で、こういう計画を立てたものについて、行

政のほうで肉づけするというか、そういう形のものがあったらいいのかなと。そんなふうに

２番目については受け取っています。 

  それから、３点目については、実際に今度の契約だとこの間の全員協議会あたりでも、何

か私から考えると縮小するような、地場の産品ではなきゃいけないとか、ここにある特産物

でなければだめだということがありましたけれども、ちょっとわたしはそうでなくて、もっ

と経済だから、もっとフランクにやっていかなくてはいけない。それからもっと言えば、今

の漁協さんと朝市の中から、農協さんのブースと、朝市のブース持ってきて、今度のところ

にやってもなかなか、その程度ではなかなか無理だと思うんですよ。だからそういう点を考

えると、核店舗にするためには、もっと、例えば、今の農協のブースだとか、漁協のブース

に肉づけしたものを、極端に言えば、この伊豆半島の中の拠点の、さっき町長も言ったよう

に拠点のものになるんだと言ったら、もっと例えば東伊豆だけではなくて、農協も、伊豆半

島の農協というか、賀茂郡地区の農協でやってもらうんですから、西伊豆のものもあり、南
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もあり、松崎もあり、同じように農協も同じですから。そういう形のものもあって、伊豆半

島のものはここの中で全部そろいますよ、それくらいのものの規模をつくっていかなきゃ、

なかなか私逆に大変だと思うんですよ。 

  それから、もう一点は、今の農産物とかそういうものだけでいいのかどうか、極端に言え

ば、はやっているところは、もっと駐車場が広くて、それから、飲食のスペースだとかそう

いうものがあって、初めてお客さんが来る。そういうふうな受け取り方もできると思うんで

すよ。だから、そのくらいで考えないと、逆に今の朝市と比べたときには潰されてしまうの

ではないか。そのくらいに私危機感を逆に持っているんですよ。だから、そういうものにつ

いて、どう考えているのかどうか。 

  それから、地域に本当にやっぱり伊東だとか、伊東のマリンタウン、あるいはほかのとこ

ろにあるような駅のストアとかそういうものに負けないようなつもりやっていくような格好

にしないと、なかなか無理なところもあるんですよ。そういうことも含めて、もう一度町長

の御答弁をお願いします。 

  それから、港湾についての関係については、先ほど言ったように、この間の全協でもちょ

っとお話があったように、逃げるが勝ちだというか、ハードの運営というか、逃げるが勝ち

だということを町長言いましたけれども、私も基本的には、今の中で、この間の台風あたり

でも全然波が来なかったし、そういう点の中で、考え方としては安心はしているんだけれど

も、そこの辺のところが、もうちょっと今心配なんですよ。だから、その辺は、ちょっと今、

県のあたりでも、先ほど町長言ったように、県が示した数字だったら大丈夫かというような

ことで、もう一度確認するようなつもりで考えていただければと、そんなように受け取って

います。よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点目でございます。この圧迫、影響。その中では商店とやっ

たか、前回、二、三日前、担当が商工会の理事会に出ました。そういう中で、ある程度賛同

を得ております。そういう中で、また細かいことはまた商工会を中心にいたしまして、この

民営圧迫にならない、多分圧迫には私はならないと考えております。しかし、そういう心配

があるのは商工会を中心とした話し合いを持つ、これはやぶさかではありません。とりあえ

ず商工会の理事会に出た中で、まずは賛同を得ております。そういう中で、やっぱり町の活

性化にいい、この辺は出た理事にちょっと説明いたさせますが、そういうものの報告を受け

ておりますもので、これからは、議会の皆さんが心配している圧迫ということに関しまして
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は、商工会を中心とした中で、この話し合いをして、なるべく圧迫とか影響が多少出てきて

もなるべく少ないような方向で行きたい。私は基本的には、さっき何回も言っていますよう

に、これは、八百百はともかく商工会の商業、これを活性化したいですよ。要するに地域認

定とかいろんな面で、こう活性化していきますよ、必ず。そして、町内の八百屋さん、鮮魚

屋さんも、調べました。どれだけあるか。そういう中で、流入人口があれば多少その人も買

うと思うんです。そして、私はこの野菜を、24時間、例えば３時から夕方の４時まで、これ、

なくてもいいと考えております。売り切れ御免で、もうこの朝市に関しましては、これしか

ないので売り切れ御免。そのかわりほかの加工品はやりますよ、しかしながら、野菜に関し

てはもう売り切れ御免でいいということは、農協さんに言っております。下手にいろんなと

ころから集めるよりかも、生産者がしっかりとした中でやっていただいて、もう売り切れ御

免でもいいですから、その方向でやっていただきたいことは言っております。そういう中で、

多少のあれがあっても、圧迫するようなことは私はないと考えておりますので、御理解願い

たいと思います。 

  次に、事業計画不透明、これは一旦私も多少謝らなくてはいけないのかなと考えておりま

すのは、補助金ありきということを皆さん方に、インプットした私も全く不徳のいたすとこ

ろで。本当にこの事業は今年度と来年度でやる予定でした。一応今年度で設計して、来年度

補助金をもらう感じでやっておりました。そういう中で、本当町といたしましては、来年度

予算をつけてくれという中で国・県にお願いした、これ間違いありません。そういう中で、

国県のほうがこの事業は大変よいということ。これは県も驚いていましたけれども、国が本

当に舞い寄せて今回、補助をつけるということを言ってくれましたもので、これはそれだけ

国もさっき言ったようにモデル事業として、これは地方創生大変いいのではないかという中

で、前寄せていただきました。これは私は想定外です。私は県の方からそういう話を受けた

ときに、早くても来年か１月か２月かと思ったら、何か県の方がこの12月ごろ補正を上げた

ようなことを言ってきましたもので、内示が出た段階で町といたしましてはまた皆さん方に

お願いしますけれども、あくまで補助金ありきではないということは御理解願いたいと思い

ます。基本的には、予算額とっただけで、一応設計した中で、町としては当然新年度にやり

たいから新年度予算で要求していた中で、今回国の格段の取り計らいで、補助金を舞い寄せ

た、これはめったにないことでございますもので、この辺は町としても大変ありがたいと思

いますし、それだけ、また県も一生懸命やってくれています。県、町が一緒になって国にい

った中で、国もこの事業性のすばらしさとなった中で私は補助金を前寄せてくれたと考えて



－95－ 

おりますもので、この事業は政治生命をかけた中で私はやっていきたい。そういう考えでご

ざいます。 

  さらに３点目、これに関しましては、内山議員本当にありがたいと思います。そういう中

でやっぱり幅広くやっていくのも大変重要でございますので、基本的には、私はある程度野

菜とかそういう生の物に関しましては、漁業はまた別ですよ、いろんな面で。定置網とかい

ろいろ持ってくるもので、農業に関しましては、野菜に関してはある程度、そう優先的にや

りたい。ただし加工品とかそういうのはやっぱりある程度生産者、ちゃんとした中でこれは

やっていきたい。やっぱり門戸を絞めつけるより、ある程度広げたほうが私も内山議員と同

じで考えてございますもので、その辺はその方法でやっていきたいと考えます。 

  次に、地震の関係、津波の関係ですが、再三再四言ったように、レベル１で２メーター、

そして、私は前回４メーターといいましたが、安全を見て、堤防ができたから２メーターだ

と思います。４メーターと確信しております。そうすると、４メーターということは、役場

庁舎の玄関でございますから玄関でもいいですから。とりあえずそこまで逃げる。しかし、

そこで何回も言うようにとどまらないで、どんどん上に逃げてもらえば安全ですから、まず

はレベル１の津波に関しては、４メーターですか、十分に対応できる。 

  それで、千年に一度のレベル２では一応稲取郵便局まで行けばそれでクリアできますもの

で、それが大体200メートルとこの前言ったと思います。直線でどんどん逃げてもらって、

そこでとどまらないでどんどん上へ行ってもらえば、訓練によりましてこの津波対策は十分

できると感じておりますし、以前、副知事が来たときも、東伊豆町は津波に対して余り怖く

ないと、地形を見てわかったということを言ってくれましたもので、その辺はまたやってい

きたい。そして、この計画に対して、また区長さんたちには随時知らせてきております。 

 基本にはここに建つことによって、どんど焼きの位置も来ますもので、このどんど焼きの

位置につきましては、西町の区長さん、田町の区長さんと立ち会ってもらった中で、ここだ

ということは理解してもらっておりますもので、ある程度この辺の事業経過については区長

さんは知っていることを御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） ただいまの商工会の理事会での内容でございますけれども、

11月28日に理事会のほうに、今の計画の内容を説明させていただきました。その中でいただ

いた質問は、やはり津波の問題、それから営業時間、それから、認定商品等が置けるのか、
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出品物に対しての御質問をいただきました。その中で今の計画の中の回答として、津波に対

しては今、町長の御答弁にあるとおり答えさせていただいて、農協、漁協がそれぞれ考えて

いる納入方法についても、全員協議会の中で説明させていただいたように、水産物について

は組合員さん、あるいは漁協のほうで定置で用意する。それ以外については、ファーマーズ

方式ということで、出品者を広く募って手数料で受託販売をするというようななかを回答さ

せていただきました。その中で、同じように農業者ではなくても、商工会で44品目の認定商

品をしておりますが、それらについても、随時商工会を通じて広く募集をかけて品物を集め

るというような形で報告させていただいております。 

  あと、熱川の関係者の方々からは、バス等の大型でお客さんを連れてきていいのかという

ような内容の質問もありましたので、それらについては、午前中の答弁でもありましたけれ

ども、ブトナンヤのほうに、臨時のバスの待機所等を考慮しておりますので、その点で発着

のものについては大丈夫というような回答もさせていただいております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） まず、一番初めの関係のものについては、商工会を通じてそういう影

響力だとか、説明会だとかそういうものをやっていただいたということで、あれですけれど

も、実際に自治体がこのところに、私質問で書いてあったんだけれども、自治体が直接携わ

るというようなことを書いてありますけれども、自治体的には事業は自治体だけれども、運

営するのは農漁協なんですよね。だから、あくまでも自治体とすれば、この町とすれば、企

業の融資と同じなんです。自治体に企業を誘致して、広大な敷地を無償で貸して、建物につ

いては、例えば固定資産税をおまけするとか、減免するとか、そういうことと同じなんです

よ。だから、この関係についての自治体に、民間なら民間やったものをフォローするという

ような、そういう形で考えていかないと、これはどうしても損は出てきますよ、お金が。だ

から、いずれにしても、農漁協の皆さんがやるということは、そこの下にいる農家だとか漁

業者の繁栄だとかそういうことも含めて、それから商会も携わっているわけですから、そこ

の今の八百屋さんとかそういう人たちにも委託で入っていただくとか、そういうことは十分

できるわけですね。そういうことをわからせないと、とりあえず原理原則としては、自治体

が直接事業に携わるということはおかしいんですよ、これは。だけれども、じっさいにやっ

ているのは、運営は農漁協にありですから、その自治体とすれば、運営をするところのフォ
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ローをする、それについて今言ったように補助金でやるのか、あるいは土地を貸すのか、固

定資産税を減免するのか、そういうことと同じように考えてもらうことをまず第一として整

理していかないと、この問題はなかなか誤解を生んでくると思うんですよ。 

  だから、そんなふうに考えた中で、今、商会を通じて、業界にもそれから地元の皆さんに

もわかっていただく。それは今度、それについての対応については、例えば国だとか県の補

助金を通じて、今の既存のお店については、こういうふうなものを支援していきますよとい

うようなことを、やっぱり行政として見出していただいて、そういうフォローをこれからし

てもらいたいと思うんですよ。そういうものがないと、いきなり大型店と同じようなものが

ぽんとできたときに、潰されてしまうということが、既存のお店で出てくるものですから、

その辺のフォローを十分していただきたいというふうなことなんです。 

  それから、２番目の事業計画については、町長と実際にその話のあれがあったけれども、

私は今までいたのは、何だか補助金を申請するための形だと思いますから、これは逆に言え

ば、今の計画にはないと思うんですよ。もっと農漁協が考えてあれば、この３倍ぐらいのも

のになっていかなきゃ、ということは、今の売り上げは年間7,000万、それから、入場者が

９万3,000人ぐらいというのは、今の朝市のと同じなんですよ。朝市は土日しかやっていま

せんよ、祭日。それと同じような数字ということは、逆に言えば、私から考えればおかしい

んです。もっと農漁協の皆さんが考えるんだったら、もっと大きなものを計画しなさいとい

うことで、逆に行政とすればそういう指導をすることのほうが私は賢明だと思うんですよ。

この売り上げでは困るから、逆に今は、行政のほうで建てているんだけれども、実際に農漁

協が中心になって、どれだけのものができるだろうということを、ざっくばらんに聞いて、

それから、ちゃんと計画を立てさせて、それで足りないものについては、自治体行政も見な

よということでやっていかないと、やっぱり核店舗にはなり得ないと思うんですよ。私には

この間から考えているのは、やっぱり全員協議会あたりやっていく中で、どうも制約だけ設

けて、地場産品でなければだめだとか、加工品がだめだとかということを言っていますけれ

ども、私は逆に反対のことを考えているんですよ。そういうものについては、逆にもっと農

漁協に、今の自分のエリアの農漁協から持ってくるものは何でも構わない。それからもっと

言えば、昔漁港でいえば魚パンがはやりましたよね。そういう魚パンがあったり、あるいは

もっと言えば釣り道具があったり、そういうものもあってもしかるべきだと思うんですよ。 

  それから、ほかの、今稲取だとかのものではなくて、熱川のものではなくて、松崎でも西

伊豆でも、例えばかつおぶしがあればかつおぶしを持ってくる、漁協で。あるいはテングサ
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なんかでもみんな質が違うんですよ。そういうものがこの拠点に整って、伊豆半島のもの、

せめて賀茂郡、下田の地区のものは何でもありますよと。だからここへいらっしゃいという

ような格好の核店舗ぐらいをつくるようなつもりでないと、やっぱりほかの地域と競合した

ときに負けてしまうと思うんですよ。そういうことについて、もう一度、ちょっと町長の答

弁も、担当課長の答弁も引き潮気味の形になったと思うんですよ。そういう中で、いや、県

国のほうも必要性を認めて、補助金も先渡しであげるということまで言ってくれていますか

ら、私はさっき言ったように、補助金ありきの事業ではなければ、必要があるということの

事業であれば、補助事業というのは大事だと思うんですよ。そういうことのお墨つきを逆に

もらったんだから、やっぱりそういうつもりで町長もこの事業を農漁協が運営するに失敗し

ないような格好のことを考えてやることが、今度のこの計画の成功のもとだと思うんですよ。

そういう点についてお尋ねします。 

  それから、４番目については、先ほど言ったように、もう一度大きな津波でなきゃ大丈夫

ということがありますけれども、もう一度県のほうにもちゃんとお墨つきというか、それは

100％は無理だけれども、今までの過去の例がないから、そのときはこの町とすれば、こう

いう避難の方法を考えたらどうかというようなことを、もらっていくぐらいの形のものを考

えていただければと思います。よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点目の民営圧迫、これは今後商工会との中でやっていきたい

と思います。そして、区長さんたちも十分わかっておりますもので、その辺はまた区民の方

から聞かれれば、その辺は、こういうものができますよということは以前やっております。

またやって結構時間が経っておりますもので、またその辺は再度区長さんのほうに知らしめ

ていきたいと考えております。 

  次に、補助金の関係で、確かに私は防災計画のとき断念いたしました。それとこれは全然

違います。防災計画のときは、やっぱり私がやった最初の年というか、２倍、３倍ぐらいの

予算になってしまいました。さらに、議会の方は周辺の川の整備をしなければいけない、だ

めだとか、大変危ないよということを言われました。それを考えますと、もう10億以上かか

ってしまいますもので、これは後世に対しまして、確かに命は大事です。この代替施設をま

た、近々またいろんな面でかえることができます。しかしその防災建物やった場合、本当に

十何億かかった。これ本当後世に負担になりますよ。全然金を生まないんですから。だから

そういう中で、やっぱりさっき栗原議員が言ったように、そういうある程度必要だけれども、



－99－ 

莫大なお金がかかる。さらに、後世への負担が多くなることは、やってはいけないという中

で、ある程度今、断念しております。これがまた安くなれば、またそれはちょっとやる可能

性もありますが、今、現在の計画では断念したというのが現状でございますもので、このと

ころの、今の、これは基本的には何回も言ったように町の財政がどんどん逼迫していく中で、

この福祉とかいろんな面で、やるためには絶対に必要な施設ですが、この直売所と防災の建

物、これを一体にされると困りますもので、あくまでも防災は今後の維持管理に対してすご

いお金がかかる。例えば命を守るためにはこれを移動すればいいことですから、その中で私

は断念いたします。これに関しましても、政治生命をかけた中で、やっぱりこの東伊豆町が

生きていくためには、絶対にこの施設は必要と考えております。農業、漁業、商業も入って

きます。そして観光も入ってきて発信していきますもので、これは町全体の事業と考えてい

ただければ大変ありがたいと思いますので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに、あとは津波の関係、これは一応県のほうもお墨つきは多分大丈夫、絶対大丈夫と

は絶対言いませんもので、それはある程度、こういうのは多分避難計画をすれば十分対応で

きるねということは言ってくるんではないかと考えております。 

  あと、品目の関係、これは大変ありがたいことでございます。町としてはこのような方向

でいければいいんだと考えておりますもので、基本的には何回もいうように一番の地場産品

ということを言っております。野菜に関しましては、ある程度、しかし、そのほか加工品と

かそういうのはある程度広げてもいいのかなと考えておりますし、このある程度地場産品っ

て、確かに農協はもう全体の考えですから、当然伊豆農協さん、伊豆漁協さんが全体でやっ

ていますもので、それはその辺の縛りというのは余りかけない方向で町もやっていきたいと

考えております。しかし、これはあくまでも話し合いでございますから、その辺は御理解願

いたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） １点目の関係については、そういうフォローを十分していただきたい

と思うんですよ。既存のお店だとか、そういう業界については、補助金事業だとかそういう

ものを逆に駆使して、いきなり潰すようなことはしないようにしていただきたいと思います。 

  それから、２番目につきましては、町長、私も必要性のあるものは補助金事業、たくさん

やっていただきたいですよ。だけれども、ちょっとこの間の防災の施設なんかについては、

８億なんてあるととてもそれも無人の駅から管理者がいないようなこともあったもので、私
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も大反対したんですけれども、かえって私はよかったと思うんです。補助金が４分の１にな

ったということで、本当にああいう事業はやっぱりその当時の世相があったと思うんですよ。

だけれども、最終的にはそういう採択をしてもらったから、逆によかったなと。そういうふ

うに受け取って、決して補助事業がだめだということではなくて、今回の場合は県のほうも

認めてくれてやっている事業だということで、大見得切ってもらってもいいと思うんですよ。

そういうふうなことで考えてもらってと思います。 

  それから、３点目のやっぱり、全部の地域振興のことを考えたときには、私も昨日の話な

んかだとちょっと抽象的だったんだけれども、私もちょっと今日は具体的なものをさせてい

ただいたけれども、地域間競争で勝たなきゃ、やっぱりだめなんですよ。せっかくやるにつ

いて、町長も不退転の気持ちでもって、それから、私は縮小するような格好の業種を縮小す

るだとか、品物を縮小するというようなことではなくて、逆に農漁協にもう一度聞いて、こ

ういうことはできないとか、ああいうことはできないとかということを言って、地域間競争

に負けないぐらいの品物を用意していかないと、やっぱり逆に私なんかも、今まで育った商

工会なんかの考え方になってくると、逆だと思うんですよ。それで、行政としてはそのこと

の売り上げのもっと多くさせるためのフォローをどうしたらいいかな、例えば、朝市の場合

なんかでも、逆に５年間については、３年間について200万円ずつの補助をいただいて、そ

れから、あと２年間は50万ずつの補助をいただいて、逆に今は場所代を提供しているという

か、そういうふうなことがやっぱり行政の仕事だと思うんですよ。だから、赤字になりそう

であれば、極端に言えば、イベントの費用を今年どうしてもお客が少ないと言って、これは

あれば、イベントの費用ぐらいは出してあげるとか、そういうものでフォローをしていかな

いと、この事業は、先ほど言ったように、朝市のところの農協のブースと、漁協のブースを

持ってきた。あとちょっと地元の人たちのものをやったとしてもなかなか大変だと思うんで

すよ。逆にもっとそういう規模を大きくする格好のことを考えて、もっと闊達に地元の商店

の方にも話をして、ここに入るのはできればこういう期間についてはこれだけの低料金でや

るから、あるいは、パーセンテージを手数料を少し少なくするから出てほしいということま

で言いながら、もうちょっと規模の大きいものをつくってあげるとか、もっと言えば、飲食

の部分だとかそういうものについても、こじんまりでも構いませんから、そういうものをつ

くっていかないと、なかなかこの事業は大変かなと逆に受け取っています。そんな点で行政

の絶大なるフォローをお願いしたいと思っています。よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 
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○町長（太田長八君） 私、一番のフォローはもうしていると考えております。というのはあ

る程度建物たったので、これで町の活性化お願いしますという、これが最善のフォローでは

ないかと私は考えております。それ以上のフォローと言われるとまた考えますけれども、基

本的には今のやつでもう十分ではないかと。そういう中では農協さんも、漁協さん、さっき

は伊豆農協といいました、伊豆太陽農協でございます。そういう中で、その辺のことも大変

ありがたいし、これを使ったことに運営も十分できますし、町の活性化云々やりますよとい

うことを言ってくれておりますもので、今のところそれで十分でございますということを言

っておりました。逆に指定管理のお金もただでいいですよということも、のんでもらってお

りますし、町といたしましては、これによって町の活性化、さらに農協、漁協だけではなく、

商業、そして観光の発信までしてくれる、本当にこれ大変ありがたい直売所と考えておりま

すもので、町としては、これを事業主体として、そこに建物を建てたこと、とりあえず十分

相手方に対するフォローはしているのではないかと考えております。そういう中で、ある程

度のもうけが出た場合、これはまた再度協議させてもらいますけれども、この建物を建てる

ということがまずこの東伊豆町が生き残る第一の道ではないかと私は考えております。何度

も言いますが、これは政治生命をかけた中で、この建物はやっていきたい。よろしくお願い

いたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、町長の政治姿勢についてを許します。 

  ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） ２点目はですね、町長の政治姿勢ということですけれども、少子化だ

とか、人口の減少、先ほどの議員のほうからも話がありましたけれども、いろいろ経済も衰

退して、社会不安という何か言葉、常在していると思うんですね。それで、今後のかじ取り

について、どうするのか伺います。 

  まず、１点の質問ですけれども、重点施策とその優先順位、具体的な項目とスケジュール

について。これはこの間11月のときに、担当の各課長のほうからいただいたんですけれども、

こういう冊子をその前にいただいて、それからこの間はもう少し細かい点のものを含めてい

ただいたんですけれども、ちょっとその辺の中で、重点的な項目というようなことを含めて、

ちょっとよろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 
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  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第２問、町長の政治姿勢についての１点目、重点施策とそ

の優先順位、具体的な項目とスケジュールはについてですが、今後の町のかじ取りをどうす

るのかを前提とした重点施策やスケジュール等については、私の任期が今年３月いっぱいで

ございますもので、現時点の答弁は差し控えさせていただきますので、御理解をお願いいた

します。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） ちょっと今の答えだと何にもわからないというか、この間私議会のほ

うは、この間の全協の中でいろいろいただいたんですけれども、私は前も言ったんだけれど

も、この行政でやってくれたものは、全ての項目について、いろいろもろもろでやってくれ

てあるだけれども、これ全部で52項目あるんですね。だから、前にも言ったんだけれども、

私はこれはみんなが見ても、どれを重点的にやるかということについてがちょっとわかりに

くいと思うんですよ。だから、私言うのは、例えばパンフレットだとか、あるいは広報だと

か、そういう出すときに、重点的なものはこの今の52項目だから、52項目のうちで、経済に

ついてはこれとこれとこれですよ、あるいは、民生についてはこれとこれとこれですよ。そ

ういうものに力を入れていきますよ。それから、教育については、これとこれとこれですよ。

そういうものを考えてつくっていただくような格好にすれば、親切に皆さんわかるんではな

いかな。だから、ゆりかごから墓場までの関係のものを、上手につくったようなものを落と

してもらいたいというようなことなんです。だから、これを見ても、どれを重点にするのか

ということがなかなかわかりにくいんですよ。だからそのことについて、どういうふうに考

えているのか、あるいはそういうものをつくる姿勢があるのかどうかということをお聞きし

たいということです。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） すみません、質問の文章が今後のまちづくりとか重点施策、その優先

順位、具体的な項目スケジュールと書いてありました。町のかじ取りといえば、もうずっと

ある程度また任期を全うして、また次のことまでと考えたもので、一応任期が３月いっぱい

でございますもので、今後のスケジュールとかそういうことについては、答弁を控えさせて

いただきます。そういう答弁をさせていただきました。 
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  今のように内山議員がそういう趣旨を書いていただければ、そのような答弁をいたします

が、あくまでも町のかじ取りと書いてありましたもので、町のかじ取りは一応任期が３月ま

ででございますもので、３月以降のことを言うのは、これもある程度またこれも出馬表明で

すか、これをしていれば言ってもいいと思いますけれども、まずは意向の段階ですから、ま

た町のかじ取りといえば、私の任期後のことも言わなければならないと考えておりますもの

で、その点で今回はそういう答弁をさせていただきましたもので、これからすみませんが、

ちゃんとどのような答弁を求めたいかどうかということを書いていただければ、そのような

答弁をいたしますけれども、今回私は答弁内容がそういうようなことでありましたもので、

そのような答弁をさせていただいたものだけ、御理解願いたいと思います。 

  当然今後後援会と相談した中で、ある程度そういう方向性が出たならば、当然今後の町の

方針とかそういうこと、これははっきり言わなきゃならんと考えておりますけれども、現時

点ではまだ意向な段階なもので、その辺は答弁できないということは御理解願いたいと思い

ます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） わかりました。町長の質問云々というのは、言葉の関係のことなんで

すけれども、私はもっと素朴に、せっかく担当課長が職員を駆使して、それからいろんな委

員さんがいろんな形の中で協議してくれて、52項目の項目のものをくれたわけです。その中

で、外部の人たちを吸引するとか、あるいは地元の人たちに、子育てとかそういうものが、

例えば経済であればこういうことだ、では民生であれば、子育ての関係がまずいって、それ

から、例えば、土地だとか建物をお貸しするような格好のことが２番目だとか。それから高

齢者に対するハードなものは、何年に何を建てるとか、あるいはこういうふうにします。教

育についてはこういう格好ですよということを、もう少しわかりやすく52項目のものの中で

重立ったものを整理して、それから外部の人たちが見てもここの町に住みたいなとか、ある

いは地元の人たちも、こういうことをうちの町が強烈にやっているのかということを、予算

も含めた格好の中で、こうしますということを出してくれてやったほうがわかりやすいと思

うんですよ。そういうものを、広報だとかあるいはチラシだとかそういうものをつくってあ

げて、一度やってみたらどうですかなということです。そういうことができるかどうかとい

うことを今、尋ねているということです。よろしくお願いします。 
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○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） すみません、本当に内山議員のこの質問しか趣旨がわからなくて、そ

れは申しわけなかったと考えております。それで、今、内山議員の言ったことは可能でござ

いますもので、それはそういう方向の中で今後はやっていきたい。それで御理解願いたいと

思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で６番、内山議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（飯田桂司君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  これにて散会します。 

  なお、議員の皆様は、着席したままお待ちください。 

  お諮りします。本日の議会全員協議会、会議時間は明日の議事日程の関係であらかじめ延

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） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本日の議会全員協議会時間は延長する

ことに決しました。４時35分から大会議室のほうで行いますので、よろしくお願いします。 

 

散会 午後 ４時２５分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（飯田桂司君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成29年東伊豆町議会第４回定例会第２日目は成立しましたので、開会します。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

ます。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（飯田桂司君） 日程第１ 昨日に引き続き一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 西 塚 孝 男 君 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員の第１問、役場内の喫煙についてを許します。 

  ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） おはようございます。 

  私の質問は２問からなっていますので、よろしくお願いします。 

  １問目、役場内の喫煙について。 
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  現在、日本中で問題になっているたばこの喫煙について、次の点を伺う。 

  １、役場の会議室を町民や町外の人が使用している中で喫煙場所を設けることは。 

  ２、職員への喫煙の配慮はどのようになっているのか。 

  町長お願いします。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） おはようございます。 

  西塚議員の第１問、役場内の喫煙については２点からの質問になっておりますので、順次

お答えいたします。 

  まず、１点目の役場の会議室を町民や町外の人が使用している中で喫煙場所を設けること

はについてですが、現在、問題となっている喫煙の問題は、主に受動喫煙による健康被害に

ついてのもので、それにいかに対応していくかが課題と考えております。 

  現在、役場庁舎内では全面禁煙とさせていただいており、施設内での受動喫煙は起こらな

い措置をとっております。 

  また、厚生労働省の平成26年度調査によりますと、我が国の習慣的な喫煙率は19.3％で、

さらに減少傾向となって大多数の方が非喫煙者の状況です。そのような現状からも、役場内

での喫煙は基本的には御遠慮いただく考えであり、特定の喫煙場所を設けることは考えてお

りませんので、御理解願います。 

  次に、２点目の職員の喫煙配慮はどのようになっているのかについてですが、職員の中に

も喫煙者はおりますが、庁舎施設外にてマナーを守った上での喫煙を認めている状況です。 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 町長、やっぱりよそから来た人に、一つの会議をやったときの休憩、

19％と言いますけれども、その中でも吸っている人がいると。そういう人たちがどこへ行く

かと、外へ行って吸ってくれと。西の風が吹いたり、雨のときとか、そういうことだって考

えられるわけですよね。今、東伊豆町でたばこ税は１億2,000万もらっているわけですね。

そういう高いたばこ、今450円ですか。僕はよして20年たちますけれども、そのころからは

倍ぐらい上がっています。そういう中で、そういう税も払っているという人のことを考えた

ときに、ほかの町に行っても、自分も視察に行ったりしてもちゃんと「喫煙室があります
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よ」とどこでも大体言われました。 

  この町も観光立町であって、いろんな人が来るという中で、ただだめだではなくて、そう

いうことを考えたらどうかなと。ましてや２点目の職員の配慮という中で、職員だってスト

レスとかいろいろあると思うんですよ、町民が一番感じるのは、役場の職員がマンパワーを

ストレスとかいろんなことで仕事がしづらくなったりということがあったら一番だめではな

いかと。やっぱり１人１人の人間の環境というものはいろんな人がいると、そういう中でト

ップが決めなきゃならないことはあると思うんですよ。ただ全面禁止だけだとだめだと思う

んですよ。学校関係ならそれはいいと思うんですよ、子供たちがいるところ、そういうとこ

ろはそうあるべきだと思います。 

  けれども大人社会の中で、いろんな人が来る中で、やっぱり町長としてその考えをもう少

し考え直してもらえないかと思うんですけれども、どうですか、町長。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 西塚議員さんは喫煙者の立場に立って、私は禁煙者、受動喫煙の立場

に立ちまして、もう2010年から世界的な傾向ですね、オリンピックを開催した国は、もう公

共施設は全面禁煙になっております。もう世界全体が全面禁煙、公共の建物ね。できればレ

ストランなどもなれば一番いいんですけれども、公共建物はもう。インターネットで調べれ

てもらえればわかりますけれども、2010年、ＩＯＣとＷＨＯ（世界保健機構）がオリンピッ

クを開催する国は全面禁煙でいきましょうという中で、もうブラジル、イギリスやっている

んですよ。 

  そういう中で、今ここでまた時代に逆行することでございますから、庁舎に関しましては、

基本的には今の状態でやっていきたいと。しかし、過去にもそういう質問があった中で、例

えば職員がマナーを守った中で、外で吸ったときに、ちょっとサボっているじゃない、そう

いうことも言われていましたもので、そういうことはないですよと言うんですが、そういう

誤解を生む可能性もありますから。もしかしたら、今度は直売所できますもので、分煙室的

なものをちょっと設置してもいいのかなとは考えております。その分、高くなりますけれど

も、そういうことを考えております。 

  要するに、もう世界的状況の中で公共施設、平昌も全面禁煙に向かっている状況でござい

ます。例えば今西塚議員が言ったそれを認めると逆方向になりますもので、基本的には公共

施設は全面禁煙。東京都もそういう条例を小池知事になりましてつくるようなことも言って

おります。まず、医療、小・中・高、これは敷地内全面禁煙、さらには官公庁や老人福祉施
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設、大学、これも屋内禁煙、そして喫煙専用室も不可という、そういう全国的な状況の中で

それを逆行することはいかがかと私思いますので、この庁舎内に関しましては全面禁煙、こ

れを守っていきたいと考えております。 

  そういう中で、職員ともいろんな、一般の町民から見たときにマナーを守っていってもら

わないとちょっと職務怠慢、サボっている、そういう声も多少聞こえてきますもので、今度

直売所をつくるときに、その一画にそういう分煙室というのもつくってもいいのかなという

ふうに考えております。これはまだ勘案の段階ですから、これから皆さんと検討してやって

いきたい。一応この庁舎内に関しましては今までの考えを変えるつもりはございませんので、

御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 町長、役場の職員も今の労働時間の中で、何時間働いたら何分の休憩

というのが認められているわけですよね。そういうときにリラックスさせるというのも必要

だと思うんですよ。今町長が言うように、この中がだめだったら、今度できるそういうとこ

ろにちゃんとした囲いがあって─今よそでもちゃんとそういうための喫煙室というのはど

こでもできているわけですよね。ちゃんと確立して空気清浄器を入れてという中であるから、

やっぱり観光立町であっていろんなお客さんも来る、それで１億1,000万というお金はほか

にも使うお金だと思うんですよ、自分は。そこのところ、本当に町長、みんなのことを─

みんなって、それはたったの19％、20％ぐらいの人かもしれないけれども、その人たちが１

億2,000万を落としているということは確かなんですよね。やっぱりそういうことをちゃん

と、観光立町であるし、そういう人も来ると。町の中を汚さないためにもそういう施設を設

けるということは大切だなと思っています。どうですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当にたばこを吸う人はたばこ税のことを必ず言ってきます。しかし、

我々は、今度は国保税のことを言います。やっぱりたばこを吸ってもらう中で国保税が上が

ってくること、これは間違いないですよ。そういう中で、基本的には健康でございますから、

たばこ税も大変大事、何しろ健康が大事でございますから、必ずたばこを吸う人はたばこ税

をどうするのかと言っていますけれども、町はそれに対して国保税も上がりますし、健康と

いうものが一番大事だと考えておりますので、そういう中で全面禁煙。 
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  別に、そういう中でたばこ税のことをないがしろにしているわけではございません。大変

大事な収入源でございますから、その辺は大事にしたいと思います。そういう中で、あくま

でこの庁舎内におきましては─世界的な流れの中で、これ調べてもらえばわかりますよ、

インターネットを全部調べた中で、ＩＨＯとＷＨＯがオリンピック開催の国は全面禁煙の方

向でいきましょうという中で、この前、塩崎元厚生労働相が飲食店まで全部アウトと規制か

けて反発買った。しかし、もうイギリスとかブラジルはもうその方向で飲食店も全て禁煙、

そのようなことを聞いております。私も西塚議員から質問されて調べました。それでやっぱ

り世界的な主力は、公共的な建物に関しましてはもう全て全面禁煙、そして東京都ももう分

煙室も不可ということもやっておりますから、この役場庁舎内に関しましては全面禁煙とし

た。 

  しかし、西塚議員の言っている一般の人とか、観光立町でございますから、そして朝市も

結構来ますし、また直売所なども結構人が来ると思いますので、そういう一画にまた分煙室、

それは設けてもいいのかなと今自分の考えでございますもので、その辺でまた御理解願いた

いと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 町長の言葉に期待して、ひとついいものをつくってもらって、周りの

人に害を及ぼさないような喫煙所をひとつよろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、東伊豆町学校教育環境整備についてを許します。 

  ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） ２問目の東伊豆町学校教育環境整備について。 

  東伊豆町学校教育環境整備委員会より、本年３月24日に提出された最終答申書に対して以

下の点を伺う。 

  １、最終答申を受け町長の考えは。 

  ２、諮問事項（２）の再編成整備等具体的な方策について、町は今後どのようなスケジュ

ールで進めていくのか。 

  町長、教育長よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 
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  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 西塚議員の第２問、東伊豆町学校教育環境整備については２点からの

質問ですので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の最終答申を受け町長の考えについてですが、東伊豆町学校教育環境整備委

員会よりいただいた最終答申には、当町の学校教育における現状と今後10年の見通し、さら

にその先の将来展望についても考慮した検討の結果、学校教育は一定の人数が確保された環

境で子供たちのかかわり合いを重視することが大切である。また、未来を見据え、より地域

と一体となった東伊豆町の教育を目指すべきであるとした上で、２つの案が示されておりま

す。中学校を統合し、幼稚園、小学校はできる限り現状を維持する。また、熱川、稲取両地

区にそれぞれ小中一貫校を整備するといった内容です。 

  この答申に基づき、これまでに３回総合教育会議を開催し、中学校が抱える課題や今後の

見通しを踏まえた中学校同士の統合、そして当町の新たな教育のあり方として、熱川・稲取

両地区それぞれに地域と一体となった新たな教育を目指す小中一貫教育の研究の必要性につ

いて協議を行っております。 

  引き続き検討を重ね、本年度中に方向を決定し、皆様に御報告を申し上げます。 

  ２点目の諮問事項（２）再編整備等具体的な方策について、町は今後どのようなスケジュ

ールで進めていくのかについてですが、学校の具体的な再編整備につきましては、当町の急

激な少子化の進行の現状と今後の見通しから、できる限り早い整備方針の決定とその実現を

望む御意見をいただいております。 

  しかし、このたびの最終答申にもあるように、必要な研究を行い、そして保護者や地域に

対する丁寧な説明と十分な理解、合意形成がなされた上で実現されるべきであると考えてお

ります。それらを着実に実行した中で早期実現を目指してまいりますので、御理解をお願い

いたします。 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 町長、さっき10年とか言っていますけれども、去年が30、その前四十

何名、去年が35名、今年が25名、そういう中で10年とかということを考えたとき、10年たつ

とこの子たちはもう小学校４年生ですよ。それを半分に割ったって一つの学校というものが

成り立たなくなってくるんではないですか。昨日も笠井議員が言いました制服問題、そうい
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う問題だって、いわゆるロット数があると。まして稲取小学校は柄が、色が違う、よそにな

いと。めちゃめちゃ高くなると言っている中で、早く方針を決めてやらなかったら、洋服の

ほうだって困るだろうし、そういうことを全部踏まえたときに、10年とかというこの答申で

はなくて、５年ぐらいを考えてちゃんとやってもらわないと、これは学校として成り立たな

くなるんではないかと思うんですよ。その中で、この答申書にあるように、地域に学校を残

すために小中学校統合なのかという問題があるんですね。そして、中学生のクラブ活動とか

そういう面を考えたときに、中学校統合なのかと。その方針だけでも早く出さないと、いろ

んな面で、やっぱり父兄だって困るだろうしということを考えたときに、いつも聞いている

と、前も言っていたですけれども、答弁は10年とか、そんな先の話を今されても、みんな父

兄は困っていると思うんですよ。もう少し短くなってみんなでやっていくという考えはない

でしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然、答申書には今後10年として書いてあります。気持ちはもうもっ

と前にやらなければなと考えている。しかし、壇上で言ったんですが、合意形成が絶対に必

要ですから、それはもう何回もやった中で、自分としては小学校、中学が問題だと。幼保の

関係が本当にこれは、今後二、三年のうちに十何人ぐらいになっちゃうもので、まずは幼保

を早急にとるような方向で、この東伊豆町の幼稚園生、さらに保育園に通っている人、どの

ような方向が一番いいかというのは、これはもう早急に２年、３年のうち、これはすぐ出さ

なければならないと私は考えております。 

  さらに、それと付随して、小中の方向性、これはもう年度内、３月までには必ず２つ、中

学校の統合か、熱川地区で取り組む小中一貫、この二通りがあります。このどれかにすると

いうことは、この３月中には必ず方向性を出します。その中で、10年といったことは、西塚

議員が言ったようにもう全然ペースが遅いものですから、なるべくこういう回数を多くした

中で合意形成を図った上で、10年と言わず、なるべく早い段階でそれは統合していきたいと

考えています。 

  さらには、制服の問題が結構出てきます、これは基本的には、昨日も教育長が話したよう

に、これＰＴＡ同士の話し合いの中でやっていることで、そういう中でＰＴＡさんからいろ

んなことが要望されましたので、あくまでもＰＴＡとやっていきたいと。しかし、財政的に

は負担が結構かかってくるのでと言われましても、制服に関しましてはあくもでもＰＴＡさ

んの問題と捉えていただきまして、学校がアドバイスするかはわかりませんけれども、制服
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はそういうふうに考えていただきたいと思います。 

  要するに、この統合に関しましては、町といたしても10年とは言わず、なるべく早い時期

にやっていきたい、そう考えておりますので御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 災害のときの学校のトイレの問題、今、どこの地域でも小学校、中学

校を避難場所にしていますよね。そういう中で、トイレ問題、盛んに今高齢化になっていて

和式だと無理だと。子供たちも家で洋便でやっていると。そういう中できれいにしなきゃな

らない。そういう設備関係のことも全て、統合するのかしないのかという問題の中に全部か

かってくると思うんですよ。そういうことを見据えて仕事というものを早くしてもらわない

とだめではないかなと思っています。 

  制服のことは、町長は町ではないと、学校ではないと言いますけれども、ＰＴＡがどうす

るのかと決めるのにも、そういうことがわからなければ決められないということですよね、

統合するか、統合しないかとか、そういうことがわかっていなかったら、ロットをどうする

のか、生地のロットを全部買わなきゃならないのかと、稲取の洋服屋さん、そういうところ

がそれを買えるかという問題になってくるわけですよ。 

  だから、全てのことにおいてもこの政策というものは早目に出してもらってやらないと、

防災のことに対しても、いろんなことにしても学校という一つの今コミュニティーというも

のがある以上は、その統合をするのかどうするのか、中学校を統合するのかという問題を本

当に明確に方針として、いつごろまでにやるという形をとってもらわないと、非常に困って

いくんじゃないかと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、トイレ、これはもう今年の稲小の入学式に行ったとき、今はも

う和式は合わないと。子供たちも困っていると。ほとんど洋式でやっているものでというこ

とは問題提起されている中で、今手元にないと思いますけれども、和式トイレがどのぐらい

あるかと、これはもう調査しています。トイレだけは一応洋式にやっていきたいなと考えて

おります。しかしながら、洋式にするためには面積的なものもありますもので、とりあえず

洋式にしていかなければならないなという考えはもう既に持っております。 

  そういう中で、学校の統合というのはいざ実現するとなると大変難しい問題でございます。
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しかし、とりあえず来年の３月中にはその方向性は必ず出します。そこで時期的な問題、こ

れはいつまでということでなく、なるべく短い期間でこれはやらなければならんと考えてお

りますもので、学校の統合となりますと、また地域のことも出てきますもので、それこそ大

川小が１回５年前にやった経緯がありましたので、今回は大川の区民の方に御理解願いまし

たけれども、本当に稲取、熱川とか、また小中学の教室等これは本当に計画がでてきますも

ので、これは何年までにやるということはできません。なるべくそういう機会を多く設けた

中で早くやっていきたい、そういう答弁しかできないと思います。これこそ住民の合意が必

要と考えておりますもので、その必要性は十分感じておりますので、西塚議員に沿った形の

中で今後進めていきたい、そう考えておりますので御理解願いたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 本当に町長言うように、この会議が、私いろんな会議を見ていますけ

れども、年４回とか、何回とかって決められていると。不思議だなと思うんですよ。こんな

大切なことを４回とか、何回でなんてできるわけないじゃないですか。必要ならば毎月やっ

たっていいじゃないですか。それが予算とかそういうことをすぐ言うんですよね。それは間

違いだと思うんですよ。子供たちのことを考えたなら、もっとそういうものじゃなくて、必

要な会議はどんどん開くべきだと思うんですよ。 

  前の大川小学校の統合だって２年かけて、何回やったかわからないですよ。だけどそんな

ものじゃないでしょう、今度のは。町を挙げての大事業なんだから会議は予算ではなくてど

んどんやるべきだと自分は思うんですけれども、どうですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然やるべきだと私も考えています。そういう中で私の持論ですけど

今度こういう中で協議会を立ち上げました、やっぱりなくなっちゃ困るから。その際指示し

たのは、大体、熱海が最初は毎月１回やっていましたよ、そのぐらいのペースでやりなさい

よと言った中で。今回は急遽つくったもので予算がありませんもので、何回できるかわかり

ませんけれども、基本的にはもう大事な問題はやっぱり毎月１回でも２回でもいいです、そ

れはね。そういう方向でやらなければ、これは本当にとても進みませんし、そういう気持ち

でやるつもりでおりますもので、大変大事な問題ですから。これは教育委員会容易ではない

かと考えますけれども、そのつもりでやらなければ、西塚議員の言うように前に進みません

もので、その気持ちでやっていきたいと、そう考えておりますので、よろしくお願いいたし



－117－ 

ます。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、５番、西塚議員の一般質問を終結します。 

  ここで暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時５５分 

 

再開 午前 ９時５６分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 山 田 直 志 君 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員より一般質問で資料配付及び掲示板を使用したいとの

申し出がありましたので、これを許可します。 

  14番、山田議員の第１問、高齢者見守り事業についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 高齢者の見守り事業について質問いたします。 

  委員会の視察でこのたび新潟の三条市を訪問いたしました。新潟県では、県が主導して今

高齢者の見守り事業を特に推進をしているということで、視察した三条市でも声かけ訪問員

をつくり、「元気だかね」との言葉で高齢者宅を訪問すると、こういう取り組みを地域と連

携をして行っておりました。 

  町でもこういう取り組みが今必要になっているんではないかというふうに思いますが、町

長はどうお考えでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第１問、高齢者見守り事業についての新潟県では県が主導

して高齢者の見守り事業を推進している。委員会で視察した三条市では声かけ訪問員をつく
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り「元気だかね」と高齢者宅を訪問する取り組みを地域と連携して行っている。町でもこう

した見守りの取り組みを進めるべきではありませんかについてお答えいたします。 

  新潟県三条市の視察資料を拝見させていただきました。地域住民が声かけ訪問として講座

を受講した後、登録をしていただき、ボランティアにて希望された対象者に対し週１回程度

声かけ訪問をする活動で、民生委員や自治会、社協、包括などと連携をとり、地域の中で相

互に支え合う仕組みがつくられておりました。また、高齢者がボランティア活動を行った場

合、市が謝礼金を支払うハッピーボランティアという制度も構築されております。 

  当町でも、高齢者の見守り事業としてあんしん見守りネットワークを構築し、連絡会や勉

強会を開催し、見守りの充実を図っております。また、民生委員の方々の活動として、担当

地区のひとり暮らし高齢者や老々世帯の声かけをしていただいております。 

  今後、高齢者が増加することも踏まえ、さらに安心して暮らせるよう仕組みづくりについ

て研究、検討していきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長はこの研究、検討をしていくということなんですけれども、見

守りあんしんネットワークの部分で言うと、どちらかというとこれは認知症が対象になって

いると。今私が言っている、また三条市でやっているような部分で言うと、高齢者全般なん

ですよ。なぜ私は今回この問題を取り上げたかといいますと、今、国が進めている地域包括

ケアシステムということの中で、病気になったら医療だと、介護が必要になったら介護保険

だと、住まいがあって、そこで生活支援や介護予防については、いわゆる介護保険で言えば

総合支援事業という、地域の中で、ここはもう町がやっていくという部分が残っているわけ

です、出てきているわけですよ。 

  厚生労働省の資料でも、国の考え方は団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途にやるん

だと。この2025年を目途にやるということは何かというと、これは日本全体の後期高齢者が

25％になるんですよ。だからここを目標にしているんです。しかし、今年の10月31日現在の

人口動態を見る限り、うちの町は２年後にはもうこの後期高齢者が25％になるんですよ。だ

から2025年までに研究したり、考えていけばいいというものではないんですよ。４人に１人

が75歳以上というのはもう来年、再来年になっちゃうんですよ。 

  その緊迫感というものがなければ、医療であれ、介護の予防であれ、町長も昨日来、大変

福祉に対する負担が増えているんだと。これをいかに地域の中で改善していこうかというの
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が、いわゆる総合支援事業の話なわけで、地域包括ケアシステム全体の中で見れば、この地

域でやらなきゃならないのが生活支援、介護予防だと、こういう形になってきている中です

よね。 

  今、町長言われたけれども、ではさっき言ったあんしん見守りネットワーク、それは郵便

局やら、いろんな事業者も来ています。だけどこれ認知症を中心としているわけですよ。今

回提案しているのは、そうではなくて訪問していこうということですよね。民生委員だって

非常に仕事が多くて、なかなかその部分ではなり手も困るぐらい仕事が多いわけですよ。で

は地域の中にそういうものを支えるものがあるのかと。国の地域包括ケアシステムなんかの

概略図で見ると、いわゆる老人クラブだとか婦人会だとか自治会ボランティアとあるんだけ

れども、今、老人クラブはあると、ただ非常に昔から比べたら高齢化しているし、弱小化し

ていると。婦人会なんかないですよ。一体こういう状況の中で、どうやってこの４人が１人

75歳以上という超高齢化社会を町長言われるように安心して暮らしていただけるのかという

ことを、もう急いで考えないと、2025年までに調査研究するような課題ではもうなくなって

いるんではないかと思うんですよね。 

  そういう意味では、まず本当にこの見守りネットワーク、三条市の場合で言うと、見守り

の訪問員をつくって、その方々から一部有償ボランティアにかわっていただくような形もあ

るし、都会なんかでは、かえって訪問員よりも最初から有償ボランティアを呼びかけたら人

が来てくれたから、そういうものを活用しているというところもあると。 

  ところがうちの町で言うと、今までの社協を中心としたボランティアのシステムというの

は、民生委員だとか婦人会を抜けた方々にＯＢ会をつくってもらってボランティアをやって

もらったとか、こういう形ですから、そうすると最初から有償ボランティアだってこれは集

まるかどうかというのは、都会から来ている人たちが参加している部分も一部ありますけれ

ども、これは難しいかもしれない。そうすると、やっぱり多少ハードルが低くても、まず見

守り、声かけて、２日も３日もほかの人と話もしないよと、テレビしか相手いないよという

ような人を含めて、やっぱり訪問をするような取り組みに参加していただける人をつくって

いかないと、今、町の体制の中に地域包括があったり社協があるけれども、地域の中にこの

４人に１人全部にいかないかもしれない、しかし、そういう人たちを何とか行政が見守って

いくという仕組みをつくるためには、何らかのマンパワーに町が得ていかないと何もできな

いんではないかと。そういう時期に来ているので、そういう意味では、この部分はこの介護

保険、介護予防の問題もあるし、生きがいや、またはいろんな生活支援という問題が出てく
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るわけです。 

  「地方議会人」に東京多摩市の例が載っているんですけれども、多摩市あたりは有償ボラ

ンティアで667人、28年度、手を挙げて参加してくれる。この取り組みの中で担当の課長さ

んが言われているのは、やっぱり見守られているお年寄りも安心だけれども、有償ボランテ

ィアに参加してくれた人たちが生きがいを持って地域に参加できるということで、非常にか

えって私は元気になったと、こういうことを６割以上の方々が語っているんですよね。何ら

かの形で地域に貢献をしたいとかという方もいらっしゃるわけなんで、また民生委員とは違

った形で、三条の場合で言えば週１回というとこれはこれで大変なんだけれども、しかし民

生委員さんがやられているような多岐多様にわたるような、学校に行ったりとか、施設を訪

問したりとか、色んな部分からすれば、それはそんなに大きな負担でもないところもありま

すから、できるところでこういうものを積極的にやらないと、もう目の前に来ている超高齢

化社会に対応できないということがある。 

  国は、最近の新聞報道によれば、現在、総合支援事業の部分が要支援の１、２が外された

んだけれども、今厚生労働省が検討していることは、介護の１、２も外そうということが検

討されているわけですよ。そうするとやっぱり地域の中で地域に暮らしている人たちをどう

いうふうに見守り、その人たちに対して必要な支援またサービスを提供するのかということ

が、本当にこれ町の仕事としてもう待ったなしの状況ではないかと思いますが、いかがです

か。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは大変いい勉強をさせていただきました。町もひとり暮らしがど

のぐらいいるかという把握するために、今年一応宅配便を使った中でやった経緯があります。

そういう中で、これからひとり高齢者をいかにするかということに大変いい提言をされたと

考えております。 

  最初、声かけ訪問員をまず町民から募集するのはすぐできる。しかし、やっぱりうちの町

はファミリーサポートもございます、一応受ける人は多いんですが、やってやるよというこ

とはなかなか集まらないのが現状でございます。やってやるよという方が本当に少ないのが

現状でございます。これは大変いいことですから、また区長会を通じた中で、これは民生委

員の仕事も少しは楽になると考えておりますもので、とりあえずは区長さんにこういうこと

も提案したり、こういうことをやりたいよというので一応こういう人の声かけした中で、も

うやってくれる人が手を挙げてくれれば一番いいです。しかし、ボランティアというものが
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一番いいんですが、最終的には有償になる可能性もありますもので、その辺はまた議会の皆

さん方と相談しますが、これは絶対必要なことだと考えております。 

  今、山田議員が言った2025年には25％ということであれば、これは新年度早急にやらなけ

ればならない事業と考えておりますもので、そんな悠長なことは言っていられない、確かに

そのとおりでございます。まずは声かけ訪問員をやってくれる方がどのぐらいいるかという

ことを調査していきたいと。これは今からでは新年度になると思いますが、その辺でやって

いきたいと思っております。やっぱりひとり暮らしの方がいかに安心して、孤独死しないよ

うな方向で町としてもやっていきたいと考えておりますので、これは悠長ということを言わ

ないで、早急に検討して早急に実施できると、このように思います。 

  何しろひとり暮らしの老人さんたちが本当に安心して暮らせるようなシステム、これはつ

くっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、こういう訪問員をただつくればいいという部分ではなくて、

やっぱりここですごく大事なのが担当課であり、地域包括や社協、また区や民生委員と連携

をとれるかどうかというところもすごく大事なんで、やっぱりそういう全体の仕組み、社協

でもいわゆる生活支援コーディネーター、何かそういう資格を取ったりしてサポートする体

制もできている。だから、地域でできる人って、ファミリーサポートと一緒でいいかどうか

わからないけれども、場合によっては、最初の動き出しとすると区や民生委員の方々を探し

ていただいて、地域の中でそういう人材を確保して、地域の方が区や民生委員と連携とれる

ということもすごく大事な部分もあると思うので、積極的に手を挙げてくれればありがたい

部分もあるけれども、システムとして確立しなければならないので、町としても社協や区や

民生委員、また区の中だって、一般的に言うと区長代理なんかが社協の担当になったりして

いるんだけれども、ただ社協の会費やいろんな募金集めの窓口だけでなくて、これからは、

ある面で言うと区の役員さんの中でも相当こういう部分について目配りをしていただくよう

な位置づけも含めて必要になるのかな、そういう全体の問題もよく担当課でも考えた上で、

ちゃんとその先をやらないと、上のほうの方針が決まらないのに、ただ下のほうの訪問員だ

け決まっても、なかなか動いて実際の状況としては把握がうまくいかないというところもあ

るので、急ぐ必要はあるんですけれども、参考にすべき非常にいい例だと私思いますので、

そういうところを参考にしてしっかり土台もつくって対応して、本当に町長言うように孤独
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死もないし、ひとり暮らしになっても都会へ来いよなんていって、お年寄りがどんどん逆に

流出していかないように、この町で暮らしていたいよと、いろいろ声かけてくれるからこの

町がいいよって、そういうお年寄りをつくらないといけないのかなと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然、まず区長さんにこういう状況を知ってもらって、現状はこんな

もので、町ではこういうことをやりたいと区長さんに相談した中で、一応区長さんたちの同

意を得た中で町全体におりていく、その中には社協の仕組みづくりも出てきますもので、ま

ず区長さんにこのような状況を説明した中で、これ大変いい事業なもので、この事業を進め

ていきたいもので区長さんに協力お願いしますという中で、この組織づくりはまた原課のい

ろんな中で進めていきたいと思います。 

  そういう中で、全体的なやつでやっていく。訪問員が集まればいいという問題でもありま

せんもので、その組織づくりはちゃんとやっていった中で、ひとり暮らしの方はこの東伊豆

町に住んでいてよかったよ、そういうようなまちづくりの中で大変いい提案を受けたと思い

ますので、それに沿った中でちょっと早急に検討させていただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、昨日からいろんな新しい福祉のニーズに対して、町としての

税の負担の問題はあるということを言われていて、昨日ちょっと思ったんですけれども、そ

ういう中で、私はぜひ一つの改革としてご検討いただきたいのが、区長さんに相談すると、

また区長さんも人をまた見つけなきゃならないとかという、そういう部分もあるわけなんで、

実際区のほうも非常に運営は大変だと。 

  例えば、これが100％いいかわからないですけれども、そ族昆虫消毒事業をやっているん

ですね、町でね。これは大体今、年間380万円使っていると。薬品費が220万ぐらいと、委託

料で100、これも各区にみんなお願いしているんだけれども、しかし、本当にこのやり方が

いいのかなと。実際、作業のためには何分間にもならないんだけれども、それに対して２回

分出す。でも、これ業者がやったら、変な話が２人で１日、２日で、必要な箇所というのは

わかっているわけだから終わると思うんですよ。今もうこういうところなんかは、ある面行

政改革で業者に委託する。区のほうのその意味の人材や労力をもっとこういう地域の福祉の

部分とかに充てていただく、そうすると、ここの部分の薬剤費や委託費なんかのところでも

相当お金も生まれてくると思うんですね。だから、町長大変な中で、お金がねえ、お金がね
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えっていうんで尻すぼみではなくて、昔はこういうことが必要だったんですよ、みんなくみ

取り式だったし。だけど今は、確かに温泉が流れているところでは、やっぱり水がたまると

ころとかというのが道路でもあるんで、どうしてもそういうことが必要なところもあるけれ

ども、昔ほどみんな肥えだめではないわけですから、思い切ってこういうところなんかは見

直すべきところはやっぱり見直して、お金も生みながら新しい部分にお金を投資していく、

これも大事ではないかなと。見直さなければ絶対お金も生まれないところもありますから、

ぜひそれも御検討ください。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 検討をさせていただきます。 

  しかし、山田議員も区の評議員をやったから区の内情は大分わかっていると思いますよ。

そういう中で、いろんな事例として消毒のことも出ました。そういうことも改革するところ

は改革いたしますし、やっぱり区の運営ということもありますので、いろんな面でその辺は

検討してもらった中で私もやっていきますけれども、これから福祉に対しては大変になって

きますので、そういった中で行革をするのは当然のことでございますし、それに対しまして

新たなさらにまたお金がかかりますから。昨日福祉、福祉と言いましたけれども、今の現状

の補助金の見直しの中でも、補助金が無駄というのではないと思いますけれども、その補助

金をさらに図りまして、その補助金の内容を精査した中で、またそういう福祉に対するお金

も上げなければならないと考えておりますし、それ以上に、やっぱり福祉に対するお金はか

かっていくと。今回は金を生まない福祉に対する町の財政は大変になっています。村木議員

の言ったシステム改修も当にこれはもう今後町の支出の相当な負担になってきますものです

ね、そういう中でひとり暮らしのお年寄りさんがこの町に暮らすようなそういう感じでやっ

ていきたい、またそういう中でどのような行改がいいかということも考えた中で福祉もやっ

ていきたい。その辺ではまた御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、細野高原の利活用についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 第２問、細野高原の利活用について質問します。 

  １点目に、現在の利活用上の問題点と課題は何かあるでしょうか。 

  ２点目に、今後の利活用について町としてはどのように考えていますか。 
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○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第２問、細野高原の利活用については２点からの質問とな

っておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の現在の利活用上の問題点や課題は何かについてですが、細野高原は平成23

年に第１回のすすきイベントを開催して以降、徐々に知名度が上がり、１年を通して訪れる

方が増加しております。町でもこれに対応するため、平成24、25年の２カ年でアクセス道路

の拡幅や待避所の整備を行いましたが、お客様からは一層の改善を要望する意見をいただい

ております。 

  また、細野高原内の町道においてもコンクリート舗装盤の傷みが激しい箇所が目立ってお

り、今後の課題であると考えております。 

  また、管理面では草原の維持に欠かせない山焼きの将来的な継続が関係者の高齢化等によ

り、今後の大きな課題になるものと認識しております。 

  次に、２点目の今後の利活用をどう考えていますかについてですが、細野高原は当町の地

域活性化にとって、他の地域にはない貴重な資源であると考えており、今後も稲取地区特別

財産運営委員会の御意見を伺いながら、利活用について検討していきたいと考えております。 

  なお、細野高原につきましては、可能な限り制限を設けず、多くの方ができるだけ自由に

来訪し楽しめることが望ましいと考えております。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 今いろいろアクセス道路の問題、町として町長が言われているよう

に農免道の基幹道路の整備はやっていると。ただ、この24、25、26年ぐらいかな、駐車場や

避難場をつくった後は一切、入谷天城２号線の部分も、中ノ平セイリ線の部分も町は手つけ

てないんですよ。ちょっとここのところに写真も載っけたんですけれども、中ノ平セイリ線

なんかのほうでも、町長言われるように年間通じてお客さん来ると。非常にバイクが多いと

いうのが一つの特徴ありますけれども、イベント期間中なんかですと非常に高級外車も来る。

そうしますと、左側の上から２番目の資料なんですけれども、途中の道路で脱輪をして、道

案内している人なんかもカクーンと音が相当遠くにいても聞こえるような、ひどい脱輪があ

る。それはやっぱり２メーターの舗装道路なんですよね、あそこの部分が、そうするとやっ
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ぱり高級外車なんかでいらした方なんかにはこういう方々がいるわけですよ。これではお客

さんを呼ぶということに対して、お帰りいただくお客さんも。追っ払っているわけではない

けれども、しかし先へ行くと４メーターになっているところへ行くと安心して走れるんだけ

れども、途中は舗装が割れているところもあるし、そういうコンクリ舗装が狭くて脱輪もす

ると。本当にそういうことが多々あると。 

  中ノ平セイリ線について言うと、右側の２点目のあそこのハウスの端っこにある橋ですけ

れども、相当悪いわけですね。今まで農家の軽トラぐらいしか通らなかったところに非常に

多くの車が通るわけですから、橋の劣化が進んでいるというところは大変危険な状況もあり

ます。逆に今度、中ノ平、いわばハート池からワラビ狩りの事務所までのところで言うと、

待避場はいっぱいつくったんですごくいい部分もあるんです。だけど、それならばもう少し

ずつでも角を取ったりしていくと、４年、５年のこの間にかなりの部分は５メーター近い道

路が整備できるんですよ。だから町長、あのアクセス道路を広げるときに、議会は大半は中

ノ平セイリ線がいいじゃないかという意見もあったけれども、それは今後やりますよという

こともあって終わったんだけれども、中ノ平セイリ線もそういう整備以降は手がついていな

いし、入谷天城２号線の部分も、これはやっぱり手がついていないわけですよ、実際の問題

としてね。だから、アクセス道路に沿った25年、26年以降というのはどこも手が入っていな

いわけだから、これは問題点が残っているのではなくて、町が何もしてこなかったから問題

点はそのまま継続しているということだと思うんですね。 

  今後の利活用の問題についても、町長言われるように、下の基幹農道を使うにしても、入

谷天城２号線はどう考えても、あそこはある程度交互通行ができるぐらいにしていかなきゃ

ならないではないですか。だけど、入谷天城１号線、ハート池から下の天城１号線のところ

からすると土手もそんなに高くない、そういう面ではある程度の立木を伐採し、土手をかじ

ることで少しずつのお金でも広がるわけですから、問題だ、問題だというのをずっと言って

いても何も変わらないわけなんで、やっぱり将来的な利活用のことを考えても少しずつ手を

つけていくということをしていかないと、いつまでたったって事態は変わらないということ

があるんではないかなと思っていますけれども、いかがですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当時、議会のほうからそういうような提案を受けたということは私は

忘れていましたけれども、しかし、そのとき、お金がかかり過ぎるということも私言ったと

思いますし、また違う方向でなんていって、現状を迎えたのが現在です。今の自分の考えで
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すけれども、農免道路はもう二、三年ぐらいで開通いたします。町といたましては、せっか

く来たお客さんをあそこから外へ流すのではなくて、基本的には町の中に流入したいんです

よ。そういう中で、できるだけ中ノ平セイリ線を帰りは使わないような方向で町はこれから

計画していきたいと思います。入谷天城１号線は道が狭いなと、それは待避所はある程度広

くつくったので、そこで多少待ってもらってそこへガードマンを置いて、それでうまくでき

るような方向でやっていきたいと思います。確かに今の現状は、中ノ平セイリ線、自分も走

ってみた中でその不便は十分感じている中で、やっぱり橋とかかけますと本当に莫大な金で、

費用対効果ということを考えますと、ここにお金をかけるなら、この下側にお金をかけたほ

うが今後町のためにはいろいろな面でいいんではないかと考えております。それは最低のこ

とはやるとしても、ちゃんと整備するようなことは今町は、やっぱりどうしても莫大なお金

がかかると思っておりますので、できるだけ来たお客様を町なかへ、帰りはそのままその方

向へ進んでいただく、そのお客さんができるだけ安全に町なかへ入るような方向で今やって

おります。 

  さらに、細野高原の中の道路も大分傷んでいますので、これも徐々にではございますが、

幹線道路はすぐにできませんので、２回かけて補修するとか、そういうこともやっていきた

いと思います。何しろアクセスに関しましては、まず行くときは結構皆さんアクセスに対し

ては大分苦情が出ますけれども、上へ行ったら大変感動してその苦情も忘れてしまうという

ことを言っている。それに甘んじてはいけないと考えております。当然アクセスがよいにこ

したことはありませんもので、一応、町といたしまして中ノ平セイリ線このやつを細野高原

のメーンアクセスとは考えておりませんので、できるだけまちなかへという中で最低限のこ

とはやらなきゃならないと思います。 

  橋に関しましては、これやるとまた相当金かかりますので、それわかりますもので、その

中で把握をしてやっていきたいと思います。基本的にはメーン道路はやっぱり農免道路がも

うじきできもので、平成30年の予定です、多少おくれるかわかりませんが、それをメーン道

路とした中で一応帰りも基本的にはそっちを使った中で帰ってもらいたい、そういう方向で

いますもので、その辺は御理解を願いたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、そうすると中ノ平セイリ線を使わないのが先々あるかもしれ

ない。だから橋の問題もあるだろう。ただ、そうは言っても何年かはまだ使うということに
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なると、最低でも、ああいう脱輪をするような箇所の改善というのは急務ではないですかね。

軽自動車で上がってきてくださいってないですよね。本当に外車で、こんな車があるのかっ

て、僕ら自動車雑誌でしか見たことないような車で来る方もいらっしゃって、そういう中で、

実際、幾ら上に行って感動したからって、帰っていくところであんなところで脱輪をしてと

いうのは、すごく悪いイメージを持って東伊豆町から出ていかれるということになるわけで

すよ、最低限。特にあのところはひどいところなので、もう少し対応してほしい。 

  それと、町長言われたように、基幹農道を活用するということなら、それは一つの考え方

なんだけれども、ただそれにしても、やっぱり入谷天城２号線のハート池からあそこの部分

のところは部分改良を少しずつすることで、そんなに負担は……少しずつの負担でできると

ころをしていかないと、どういう使い方をしてもあそこのところは一定拡幅が必要だと思っ

ていますので、そこは重点的な問題だと思います。 

  あと、利活用の問題で言うと、町長は可能な限り制限なくと言っても、いろんな自然環境

を守っていくという部分での維持はしなきゃならない部分と、昔は本当は細野高原の一部だ

ったんですけれども、ナメコの農協の施設のところから東側の部分というのは、もう既に細

野高原から外れちゃっていて、旧パイロットの土地ですけれども、こういうところなんかも

活用でリンクできるわけですよ。今ある細野高原の中に何かをつくるんではなくて、今使っ

ていないそこのところを何か活用していく中でリンクさせるとか、こういう現実的な考え方

をしていただかないと、中にものをつくるというか、今の細野高原の中に道路をつくるだけ

でも土が流れたり、いろんな問題が出てきているわけですから、そうすると細野高原はその

まま生かしながら、隣接地の中で活用できるようなところに何か考えられるものがあるのか

ないのかというのが今後の検討課題なんではないかなというふうに思っていますけれども、

いかがですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、中ノ平セイリ線、山田議員が指摘したところは、町がやりたい

んだと言った中で、ある所有者が、やってもらっちゃ困るという言い方はおかしいですけれ

ども、そういう事情があるということだけは理解願いたいと思います。町はやろうといたし

ましたけれども、できなかったのが現状でございます。その辺を御理解願いたいと思います。 

  それから、入谷天城２号線に関しましては、土地所有者は待避所をつくるとき大変好意的

でございまして、もう少し使ってもいいようなことを言っておりましたので、その辺は確約

した中で年次計画でやっていきたい、継続的にやっていきたい。それはもう考えております。 
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  さらに、利活用の問題でございます。確かに今言ったように近隣にある、所有者の関係も

ありますけれども、その辺は十分精査した中で、財産区さんが曽爾村へ行ったときに、結構

周りにいろんなのがあったと聞いております。それも一つ参考になると思います。今回うち

の町、「草原の里」という協議会が立ち上がりましたもので、一応それに加入いたしました。

そういう中で、前回はちょっと協議会に出たんですけれども、いつかは草原サミットをうち

の町でやってほしいということを言われましたもので、できましたらそれやりたい方向でい

きますので、そのときはまたいろんな意味で議員さんにもお世話になると思いますけれども。 

  そういう中で、一応認識としては、曽爾村に行ったときにまたいろんな感想とか、その内

容ですね、また財産区の方へお願いした中でその利活用を考えていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第３問、障害者福祉計画についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 障害者福祉計画について質問いたします。 

  １点目に、現在の計画以降、障害者の人数や等級にどういう変化があるでしょうか、その

点をまずお聞かせください。 

  ２点目に、この障害者福祉計画の策定に向けてアンケート等を実施されたというふうに理

解しておりますけれども、その回収状況や、その中で明らかになった障害者また家族の要望、

また地域的な課題について、どのように把握をされていますか。 

  ３点目に、重複障害児者の課題について、今どのようにお考えでしょうか。 

  ４点目に、次期計画で広域的に取り組まれる課題、また町として取り組む課題、それぞれ

緊急なものもあろうかと思いますけれども、現在のところはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第３問、障害者福祉計画については４点からの質問となっ

ておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の現計画以降、人数や等級に変化があるかについてですが、当町では24年３月末時

点で身体障害者手帳所持者数は679名おりましたが、人口減少などの影響に29年３月末時点

での手帳所持者数は640名で、39名の減であり、また全ての等級におきましても減少が見受
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けられます。 

  ２点目のアンケートの回収状況は。その中で明らかになってきた障害者と家族の要望と地

域的な課題は何ですかについてですが、28年度に賀茂圏域の障害者と一般住民を対象として

アンケート調査を実施いたしました。 

  障害者につきましては2,002名に配布し、1,087名から回答を得て、有効回収率は54.3％に

なっており、また一般住民につきましては998名に配布し、368名から回答を得て、有効回収

率は36.9％になっております。 

  障害者と家族の要望といたしましては、介護している家族が高齢化している中で、亡くな

った後の本人の生活や経済的負担などの不安を解消してもらいたい等の要望があります。 

  地域的課題といたしましては、施設や事業所までの移動手段の確保といった課題がありま

す。 

  ３点目の重複障害児者の課題はについてですが、重複障害児者で症状重い方は専門的なリ

ハビリ施設が近隣になく、伊豆の国市まで通わなければならないこと、また軽度の症状の方

は就労先がないことが課題となっております。 

  ４点目の次期計画では、広域的に取り組む課題、町として取り組む課題はどういう課題か

についてですが、国の方針により、平成32年度末までに児童発達支援センターを各市町に１

カ所以上設置する必要がありますが、賀茂圏域ではどの市町も人口が少なく、利用者数及び

採算確保が困難なため、児童発達支援センターを賀茂圏域で共同設置していくことが広域的

に取り組む課題となります。 

  また、当町では、障害のある方が住みなれた地域で就労し、生活できる事業所の確保など

が取り組むべき課題と考えられます。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） １点目の問題で言いますと、町長今言われたのは身体障害者だけな

んですよね。だけど障害者福祉計画の中では知的障害者とか精神障害者も対象になっている

わけですね。だから、本来はそこのところもちゃんと報告されるべきだと私は思っています。 

  アンケートの回収と、なかなか切実な実際の問題というのがあるなということはよくわか

ります。 

  ３点目に重複障害児者の問題、町長も以前、去年かな、お会いしていろいろ話は聞いて、

町長もよく理解されたというふうには伺っておりますけれども、私はでも、ちょっとこの間
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お会いして聞いてみたところの問題で言うと、例えばこれは広域的な問題ですけれども、特

別支援学校に通う重複障害児について言えば、松崎、西伊豆の方は送迎があるんですね。東

伊豆、河津の重複障害の子供については送迎がないんですよ。理由は伊豆急線が走っている

からというんですよ。これは普通の人から見ると差別ですよね。電車にそもそも重複障害の

子供が障害をダブルで抱えて車椅子や、また医療的な支援も必要な子供がどうして電車に乗

って通学できるのか。そんなことがわからない県の教育委員会なんて全くおかしな話だなと

思うんだけれども、そうやって子供を学校に通わせるために母親が、下田で子供が学校に行

っている間だけ働くパートの仕事を探さなければ、子供は学校に通えてないんですよ。こん

なとんでもないことがあるんですよ。こういうことは、やっぱり町に住んでいる子供がこう

いう差別を受けているんだから、町としても県の障害者福祉計画等に反映させて、こういう

問題は改善を図る必要があると思うんですよ。こんなばかげた話はないですよ。教育者とし

て最低だと思いますよ。 

  障害があっても学ぶことが保障され、働くことを社会で支えていこうというのが1981年の

国際障害者年の完全参加と平等、こういうことだったわけですよ。しかし、こんな簡単なこ

とができていないなんていうのは教育者として失格だと思うけれども、お母さんたちもそう

いう声を上げられずに来たんですね。僕もそういうことを聞いてびっくりしましたよ、本当

に。こんなことがいまだにこの日本の国の中で起こっているなんてことあり得ないと思いま

ましたよ、しかしそうなんです。こういう問題はやっぱりあると思います。 

  あと、就労と、当然親とすると親が亡くなった後のことというのが一番切実なんですけれ

ども、同時に、必ずしもその就労の場もなかったり、いろいろする中で、やっぱり一番その

中で重複障害の方たちもそうなんですけれども、ショートステイ、緊急一時の預かり、この

部分は何とか改善していかなきゃいけない。町の前の障害者計画でも、実際の利用者の見積

もりも少ないし、利用状況というのはそういう状況なのかなと。でも、本当は働きたいけど

働けないと。結果としてどうしているか、家にいたり、いろんな形をするときに、親はやっ

ぱり子供のことに縛られ続けるわけですから。でも、お葬式もあれば、親も調子が悪くなる

ときもあるわけですよ。そうすると、就労の場とか生活の場が100％完備できなかったとし

ても、この一時預かりの部分で言えば、本当に切実な部分があると思うんで、その負担を軽

減する上でも緊急一時預かりの問題は大きな課題だと思います。 

  昨日の栗原議員の質問を聞いていて、実は似ているなと思ったのは、やっぱり障害者の方

がショートステイをするとなると、昨日出たように看護師とか保育士とかというスタッフが
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必要になるんですよ。そういう意味では、何もこういう小さい町で障害者用のショートステ

イ、一時預かりがあったり、子供用の一時預かりがある必要はないわけで、両方ないし東伊

豆町だけでももしあれだったら、お隣の河津と一緒に病院なりに設けてもらうとかっていう

形の中で、何らかのこの受け皿をつくるというのは、今すぐには就労の場だとか、生活の場

というのは解決できませんよね。この３年間の中でグループホームができたり、ワークがで

きたりはしましたけれども、まだこれも不足をしている。だけど、ましてついの住みかとい

いますか、こういう施設になるともっとお金もかかるし、すぐにはできない部分もあります。

そうすると、その前の段階で生活の負担を軽減するという課題では、こういう課題が必要に

なっているんではないかなと思います。 

  あと、重複障害なんかの子供の問題を言うと、デイサービス自体もまだ行けるところが少

なくて、ほとんど結局家で面倒見る、訪問やいろんな形を通じて面倒見るということも多い

ようですので、こういうこともよくお考えいただいて、先ほど言ったように、特別支援学校

の送迎なんかも当然県の問題ですし、また、本当に障害の問題で言えば、一時預かりの問題

だって町だけでなくても、河津とお互い相談してつくっていくということもありましょうし、

数は決して多くないのかもしれません、でもちゃんとした受け皿は必要なので、町でやるな

のか、広域で取り組めるなのか、その辺真剣に考えて結論を出して反映させていただくとい

うことを私は期待したいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点目のこれは申しわけありません、身体障害者。これは反省

しております。資料的にはまた後で山田議員のほうには届けていきたいと思います。 

  それと通学の関係、うちのほうは伊豆急線が走っているから送迎が出ないということです

か。ごめんなさい、今初めて知ったもので、それは本当に憤慨するのはやぶさかでありませ

んし、その方たちも同じように、平等に受けるような、精神的負担もないような感じでやら

なければならないのではないかと考えておりますので、また県のほうに行きましたら、その

辺の事情は訴えていきたいと思います。 

  さらに、ショートステイ、これは本当に皆さん方と話したときに、このショートステイが

一番解決してほしいという言い方はおかしいけれども、何かあった場合は一時的にでも預か

っていただければなという中で、さくら介護さんに来てもらった中で、ちょっといい方法は

ないかと検討した中で、なかなかその実用化ができなかったのが現状でございます。これは
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十分認識しておりますので、これはなるべく皆さん方に負担のないような方向でやっていき

たいと思いますし、さらに預かるところですね、これはそのときも、東伊豆町単独でやって

くれと言われたんですよ、しかし、東伊豆町単独でやっても相当な金がかかるものでごめん

なさいなんて言った経緯はあります。これは基本的には広域的にやるような問題でございま

すもので、それは言わせていただきました。その中で言ったのは、じゃあとりあえず隣の河

津町に病院がありますもので、その辺は連携して話すことはやぶさかではありません。何し

ろこの方たちの子供たちがこの東伊豆町に住んでよかったというようなことをやっていきた

いし、また面談したときも、そのような方向で、本当に東伊豆町に住んでよかったよという

ことを皆さんが言ってやりたいなということを聞いておりますので、保護者たちの要望にで

きるだけ沿った形でやっていきたい、そういう考えでございますのでよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 障害者の部分で言うと、全体で言うと軽度の方々の部分で言うと、

国の施策としてかなり介護保険に移行しろというのもあるんですけれども、そうすると、特

に重度の障害者、またこういう重複障害の方の場合というのは医療的な介護の必要性という

ものも出てくるので、どうしても個別のものが必要な部分も出てくるというのが実態だと思

うんで、一時預かりにしても、またデイサービスなんかにしろ、できれば一緒に考えていく

というのも当然河津あたりと一緒にして、それぞれのまた医療機関なり、介護、相方といろ

いろお話をしていくということは必要かなと思います。 

  先ほど触れなかった点で、特に精神障害者の問題、これはこの間、決算のときも意見出ま

した。非常にこの精神障害者が増えているし、それが今この地域で言うと、いわば家にいる

のか、病院に入院しているのかという、この間が何もない地域ですよね、ここの部分をどう

するのかと。前から精神の作業所、今で言うとデイサービスみたいなものをつくるのか、い

ろんな話は出てきたような経過は聞いているんですけれども、ただ、この部分も今どんどん

対象者が増えているという中で、１回ちゃんと賀茂郡の中でもここは検討されていかないと。

当然病院もあるので、やはり病院の下にナイトホスピタルというのか、病院と連携をして、

泊まりながら社会参加をするとか、都会に行くとそういう施設というのは幾らもあるんで、

いわゆるグループホームみたいな形で病院と連携させるのか、いろんな施設があるわけです

から、何らかのことを、今後この地域でも増大していく精神障害者に対しては医療機関とも
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連携をして整備していくというのは、地域的に、これは恐らく賀茂郡全体の中で１カ所でも

いいのかもしれませんけれども、何らかつくる必要があるのではないかと思っておりますが、

この辺もいかがでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 表を見せてもらったこの精神の方、多いですよ、うちの町ね。これは

一つの国の課題の中で、そういうことはもうこれから検討していかなければならないし、そ

ういう人たちの生きがいという言い方はおかしいですが、生きていてよかったということで

なければいけないもので、働く喜びというものの対策を大分考えております。 

  そういう中で、今言った病院との関係、これちょっと検討させてください。今ここで結論

出ませんもので。検討した中でやらせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、14番、山田議員の一般質問を終結します。 

  この際、11時５分まで休憩とします。 

 

休憩 午前１０時４８分 

 

再開 午前１１時０５分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程第２ 専決承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年

 度東伊豆町一般会計補正予算（第７号）） 

○議長（飯田桂司君） 日程第２ 専決承認第７号 専決処分の承認を求めることについて

（平成29年度東伊豆町一般会計補正予算（第７号））を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました専決処分第７号 専決処分の承認を求めるこ
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とについて、提案理由を申し上げます。 

  地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

  この専決処分につきましては、去る10月22日に執行された衆議院議員総選挙及び最高裁判

所裁判官国民審査に要する経費について、早急に予算措置の必要が生じたため、平成29年度

東伊豆町一般会計補正予算（第７号）を処分したものであります。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいま提案されました専決承認第７号 専決処分の承認を求め

ることについての平成29年度東伊豆町一般会計補正予算（第７号）について概要を御説明い

たします。 

  平成29年度東伊豆町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,396万5,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ49億17万2,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページをお開きください。 

  ２、歳入について御説明いたします。 

  14款国庫支出金、３項委託金、１目総務費委託金、補正前の金額に1,223万7,000円を追加

し、1,248万1,000円といたします。 

  ２節選挙費委託金、細節２衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金1,223

万7,000円の増は、歳出に計上しております当該選挙執行に要する経費に対する国からの委

託金を増額するものであります。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額に172万8,000円を

追加し、１億7,385万3,000円といたします。 

  １節財政調整基金繰入金、細節１財政調整基金繰入金172万8,000円の増は、今回の補正に

おける財源不足額を補塡措置いたした内容でございます。 

  ５ページ、６ページをごらん願います。 
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  次に、３、歳出について御説明いたします。 

  ２款総務費、４項選挙費、６目衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費、補正

前の金額に1,396万5,000円を追加し、1,396万5,000円といたします。 

  事業コード１、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査事業において、選挙管理

委員会委員や投開票管理者、立会人等の報酬並びに選挙事務従事者の手当、またその他事務

的経費をそれぞれ計上いたした内容であります。 

  恐れ入りますが、２ページへお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で、ただいま説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず、歳入ですが、補正前の額48億8,620万7,000円に1,396万5,000円を追加し、49億17万

2,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額48億8,620万7,000円に1,396万5,000円を追加し、49億17万

2,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国・県支出金が1,223万7,000円の増、一般財

源を172万8,000円の増といたします。 

  以上、簡単ではございますが概要説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより専決承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成29年度東伊豆町一

般会計補正予算（第７号））を採決します。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第３ 専決承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年

 度東伊豆町一般会計補正予算（第８号）） 

○議長（飯田桂司君） 日程第３ 専決承認第８号 専決処分の承認を求めることについて

（平成29年度東伊豆町一般会計補正予算（第８号））を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました専決承認第８号 専決処分の承認を求めるこ

とについて提案理由を申し上げます。 

  地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

  この専決処分につきましては、去る９月27日から28日にかけての大雨の影響により被災し

た農林水産業施設及び公共土木施設について早急に復旧する必要が生じたため、平成29年度

東伊豆町一般会計補正予算（第８号））を処分したものであります。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしく審議をお願いいたしま

す。 

○議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいま提案されました専決承認第８号 専決処分の承認を求め

ることについて（平成29年度東伊豆町一般改正補正予算（第８号））について概要を御説明

いたします。 

  平成29年度東伊豆町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ264万7,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ49億281万9,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  ２、歳入について御説明いたします。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額に264万7,000円を

追加し、１億7,650万円といたします。 
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  １節財政調整基金繰入金、細節１財政調整基金繰入金264万7,000円の増は、今回の補正に

おける財源不足額を補塡措置いたした内容でございます。 

  ７ページ、８ページをごらん願います。 

  次に、３、歳出について御説明いたします。 

  今回の補正予算につきましては、去る９月27日から28日にかけての大雨の影響により被災

した農林水産業施設並びに公共土木施設の災害復旧に関する内容となっております。 

  10款災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧費、２目林業用施設災害復旧費、補正前の

金額に223万6,000円を追加し、245万8,000円といたします。 

  事業コード１林業用施設災害復旧事業、15節工事請負費、細節１災害復旧工事223万6,000

円の増につきましては、林道３路線における路肩崩壊や路盤流出などを復旧するための増額

措置であります。 

  ２項公共土木施設災害復旧費、１目道路橋梁災害復旧費、補正前の金額に41万1,000円を

追加し、1,808万7,000円といたします。 

  事業コード１道路災害復旧工事、15節工事請負費、細節１災害復旧工事41万1,000円の増

につきましては、町道５路線における崩土、落石除去など復旧のための増額措置であります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページへお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で、ただいま説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず、歳入ですが、補正前の額49億17万2,000円に264万7,000円を追加し、49億281万

9,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額49億17万2,000円に264万7,000円を追加し、49億281万

9,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、全額一般財源といたします。 

  以上、簡単ではございますが概要説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 
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  これより専決承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（平成29年度東伊豆町一

般会計補正予算（第８号））を採決します。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

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

 

◎日程第４ 専決承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年

 度東伊豆町一般会計補正予算（第９号）） 

○議長（飯田桂司君） 日程第４ 専決承認第９号 専決処分の承認を求めることについて

（平成29年度東伊豆町一般会計補正予算（第９号））を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました専決承認第９号 専決処分の承認を求めるこ

とについて提案理由を申し上げます。 

  地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

  この専決処分につきましては、去る10月22日から23日にかけての台風21号の影響により被

災した農林水産業施設、観光施設及び公共土木施設について早急に復旧する必要が生じたた

め、平成29年度東伊豆町一般会計補正予算（第９号）を処分したものであります。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしくご審議をお願いいたし

ます。 

○議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいま提案されました専決承認第９号 専決処分の承認を求め

ることについて（平成29年度東伊豆町一般会計補正予算（第９号））について概要を御説明

いたします。 

  平成29年度東伊豆町の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによります。 
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  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,068万3,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ49億1,350万2,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  ２、歳入ついて御説明いたします。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額に1,068万3,000円

を追加し、１億8,718万3,000円といたします。 

  １節財政調整基金繰入金、細節１財政調整基金繰入金1,068万3,000円の増は、今回の補正

における財源不足額を補塡措置いたした内容でございます。 

  ７ページ、８ページをごらん願います。 

  次に、３、歳出について御説明いたします。 

  今回の補正予算につきましては、去る10月22日から23日にかけての台風21号の影響により

被災した農林水産業施設、観光施設及び公共土木施設の災害復旧に関する内容となっており

ます。 

  10款災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧費、２目林業用施設災害復旧費、補正前の

金額に13万円を追加し、258万8,000円といたします。 

  事業コード１林業用施設災害復旧事業、15節工事請負費、細節１災害復旧工事13万円の増

につきましては、林道大川小溝線の取水ます閉塞を復旧するための増額であります。 

  ３目漁港災害復旧費、補正前の金額に39万円を追加し、39万円といたします。 

  事業コード１漁港災害復旧事業、15節工事請負費、細節１災害復旧工事39万円の増につき

ましては、漁港３カ所において流木や堆積土砂除去などを実施するための増額であります。 

  ２項公共土木施設災害復旧費、１目道路橋梁災害復旧費、補正前の金額に751万9,000円を

追加し、2,560万6,000円といたします。 

  事業コード１道路災害復旧事業、15節工事請負費、細節１災害復旧工事751万9,000円の増

につきましては、町道13路線、18カ所においてガードレール、防護壁、のり面などの被災箇

所を復旧するための増額であります。 

  ２目河川災害復旧費、補正前の金額に34万3,000円を追加し、74万3,000円といたします。 

  事業コード１河川災害復旧事業、15節工事請負費、細節１災害復旧工事34万3,000円の増
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につきましては、１河川２水路において砕石物除去などを実施するための増額であります。 

  ３項その他公用施設災害復旧費、１目観光施設災害復旧費、補正前の金額に230万1,000円

を追加し、230万1,000円といたします。 

  事業コード１観光施設災害復旧事業、15節工事請負費、細節１災害復旧工事費230万1,000

円の増につきましては、熱川海浜プール及び稲取志津摩海岸遊歩道において流木や転石除去

を行うための増額であります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページへお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で、ただいま説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず、歳入ですが、補正前の額49億281万9,000円に1,068万3,000円を追加し、49億1,350

万2,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額49億281万9,000円に1,068万3,000円を追加し、49億1,350

万2,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、全額一般財源といたします。 

  以上、簡単ではございますが概要説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより専決承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（平成29年度東伊豆町一

般会計補正予算（第９号））を採決します。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

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

 

◎日程第５ 議案第４４号 公の施設の指定管理の指定について（東伊豆町奈良本
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けやき公園） 

○議長（飯田桂司君） 日程第５ 議案第44号 公の施設の指定管理の指定について（東伊豆

町奈良本けやき公園）を議題とします。 

  町長からの提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第44号につきまして提案理由を申し上げ

ます。 

  議案第44号 公の施設の指定管理の指定について（東伊豆町奈良本けやき公園）の指定管

理者に特定非営利活動法人Ｇｏｏｄｙ'ｓを指定するものであります。 

  詳細につきましては農林水産課長より説明をいたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（飯田桂司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） それでは、ただいま上程されました議案第44号について概要

を説明させていただきます。 

  けやき公園の指定管理につきましては、来年の３月31日をもちまして現指定管理者の指定

期間が終了いたします。これに伴いまして一般公募を行いました。その条件といたしまして

は、きぼうの館の管理、それから足湯棟の運営、それから桜広場のトイレの掃除、それとお

手元の図面につけさせていただいておりますが、草木の管理ということで、着色している部

分、けやき広場の部分の草刈りの管理ということで、年間の指定管理料280万円、指定の期

間は３年間、この条件で一般公募をさせていただきました。 

  その結果、現指定管理者のＮＰＯ法人のＧｏｏｄｙ'ｓの申請がありまして、指定管理委

員会のほうに選定をお願いしたところ、ヒアリング等を行った結果、選定をされましたので、

今回提案をさせていただきました。 

  よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 指定管理制度ですから、明らかに公が管理するよりも民間が運営す

ることによってこの施設の管理が効果的にいったというところがあったんでしょうか。この
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点をちゃんと伺っておきたい。 

  ３年間のこの指定管理の状況について、指定管理選定委員会で検討したというんだけれど

も、具体的に本当に問題点はなかったのかということを率直に申し上げたいと思うんですけ

れども、私は何回も担当課にも注意しているんですけれども、トイレが掃除していないとか、

時間が９時からなのに、ちゃんと９時にあいていないとか、４時なのに閉まっているとか、

そういう具体的な苦情をかなり奈良本の人たちからも聞いて、その都度担当課にも言ってき

たんですが、そういう３年間の取り組みの状況というものについて、町としてはどういうふ

うに評価しているんですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、具体的な件は担当課と指定管理の指名委員会、ここに答弁いた

させますが、このＧｏｏｄｙ'ｓにおきましては、３年間、きぼうの館を使った中で地域コ

ミュニケーションをやった中で、結構地域の方がここに足を運んだ中でやっているのが現状

で、たしか草刈りとかそういう問題はあったことは私も承知しております。その中で、今回、

指定管理の中で一応きぼうの館分だけ指定管理をお願いする、そういう状況でございます。 

  指定指名委員会、私、直接中に入っていないので、後で副町長に答弁させますが、その中、

やっぱりこの３年間の中で反省することは反省する中で、とりあえずは公募が１社しかなか

ったということ、さらには、この地域のことに対しても積極的に活用しますということを言

ったようなことも聞いておりますし、そういう中で今回縮小した中で町といたしましてはこ

のＧｏｏｄｙ'ｓさんに指定管理をお願いしたいと考えて、提案させていただきました。 

  具体的なことは担当課と副町長から答弁させます。 

○議長（飯田桂司君） 副町長。 

○副町長（鈴木忠一君） 私と公の施設を管理する担当課長10名で指定管理候補者の選定委員

会が構成されております。今回３回ほど委員会を開きました。３回目にＧｏｏｄｙ'ｓのほ

うからの資格要件と、あと申請書類が不備がないかどうか確認し、その後ヒアリング等を行

いました。若干、草刈り等の苦情については意見もございました。ただし、指定管理に対す

る熱意、それから３年間の経験を踏まえて、今後、地域を活性化したいということで、一応、

選定委員会としましては指定管理者候補者として選定した結果でございます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） ただいまの３年間の実績ということなんですが、14番議員か
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ら何度か指摘を受けたことはあります。それから、ほかの議員さん、あるいは地元の方々か

らも草刈り等の話はいただいておりまして、その都度、我々のほうも指導監督のほうはさせ

ていただきました。 

  また、活動に関しましては、自費でコーヒーのコーナーをつくって地域の方々との交流の

場、滞留時間ができるような形をしていただいたり、あるいは近隣の別荘分譲地あるいはマ

ンション等にお住まいの方々と一緒になって草刈りをする、あるいはトイレの掃除をしてい

るというような行動もあり、地域と密着しているのかなというふうに担当課としては考えて

おります。 

  また、幾つか御指摘がありました草刈りに関しましては、奈良本のホタルの会が主体的に

蛍を生息させてイベントをしていただいておりますが、その範囲におきましては今回指定管

理の中から外させていただいて、ホタルの会の皆さんのほうを中心に、いろんな刈る時期等

がございますので外してございます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 前回の議決のとき、平成26年第４回の定例会で町長と私やりとりし

たんですよ。まだＮＰＯといってもできたばっかだと、活動実績もあるわけではないよと。

この段階で、法律や条例に即した管理がちゃんとできるのかと、こういうことを町長とやり

とりしたわけですよ。そのときに町長は、危惧するのは、やっぱり自分勝手というのは一番

困るんで、指定管理において地元の方も入ってもらって、運営についても管理もしっかりし

たいと。そういうことで、何しろ法令遵守しなければ当然指定管理は打ち消すと、町長はこ

ういうふうにはっきり答弁したんですよ。 

  私はね、そういうことから考えると、やっぱりトイレや草刈りの問題もあるけれども、し

かし、町の公の施設が本来９時にあいていなきゃいけない、５時に閉まる、この時間の管理

さえ守れないというようなことが多々あって、近隣住民からも、それは別荘の人たちからも

私ども苦情を受けて、担当課にも言ってきたわけですよ。当然このことを考えるならば、１

回ここはお休みしていただいて、指定管理なんか280万円ということであれば、臨時職員に

言って対応するなり、もう一回この管理のあり方を検討したらいかがですか。何もこういう、

ちゃんと町長と約束をして、ちゃんと指導しますよと言っても、３年間ちゃんとできなかっ

たところを再度指定することっていうのはないと思うんですよ。ただ金を無駄に出している

だけだということになっちゃうんですよ。これじゃ指定管理の意味がないですよ。 



－144－ 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員はそういう、私どもには大変ありがたいという意見も来てお

ります。山田議員のほうにはそういう人もいるでしょう。私どもでは、やってもらって、そ

こをあけてもらった中で大変ありがたいという意見もあります。そして、監査に地域の方に

入ってもらいました。そういう中も御承知願いたいと思います。 

  それと、最初に始めた年ですから、それはいろいろ不備はあるでしょう。そういう中で、

たまたまそのときは休みだったかもわからない、それが１週間、２週間休んでいた、これは

言いますよ。しかし、たまたまそのとき休みだった、行ったらもう休みだった、そういうこ

とはたまにはあると思います。それが１週間、２週間継続して休んでいた、それならもう完

全に違反行為ですからね。それがたまたま行った日に休んでいたとなれば、これは相手方の

意見も聞かなければならんと考えております。 

  それなので私は、苦情もありました、地域住民からも。また再度違う人にあけてもらって

よかったよというのは聞いておりますもので、苦しめることは考えないで、やっぱり地域の

中の方々が指定管理の指名委員会の中で、より積極的に地域の方とのコミュニケーションを

大事にしたい、この町を盛り上げていきたいという熱意が大変あったという中で、この３年

間さらに期待した中で、これは上程させていただきました。 

  山田議員とのやりとりは決して忘れているわけではございません。その辺は御承知願いた

いと思います。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） ちょっと話をそこはすりかえちゃいけないと思うんですよ。だって、

休館日のときは、ちゃんと休館日ですって出すんだから、その９時なら９時の時間にそうい

うものが出されていないということは、あけてないんですよ。そういうことが多々あって、

それは地域のこと熱心だからって、そうじゃないですよ。町の施設なんだから、決まった休

館日はあっても、９時から５時にはあける。役場が自分たちの都合で始業を９時からあける

のを10時からあけていいとか、５時までやるやつを４時に帰っていいなんてことないでしょ

う。最低限ですよ、決められた時間にそこにいて会館をあけるなんて。そういうことが法令

遵守できてないということですよ。幾ら熱心だといったって、そんなところに維持管理させ

るなんてことがあっていいんですか、ただ金のたれ流しするようなもんじゃないですか。 

  だから、町長は、私は約束しているんだからちゃんと守らないということについて言えば、

今回はやっぱり指定管理は打ち切るべきだし、まだ４月までは時間がありますから、もっと
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ほかの管理の仕方とか、そういうことも含めて検討されたらいいんじゃないですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 私は、この館は指定管理するのが一番いい方法と考えております。山

田議員は厳しく言いました。確かにその辺は自分も確認していないのが悪いです。確かにそ

の時間は休んでいたのは確実でしょう、その方がね。それは、今後十分注意した中でね。何

しろこの３年間、私は、草刈り以外は本当に一生懸命やっていたと思っておりますよ。確か

に草刈りに関しましては私どもにいろいろ苦情がありました。それに関しては完全に苦情が

あった、これは間違いないです。それなので、今回、指定管理におきまして草刈りはある程

度除外した中できぼうの館の指定管理をお願いしたいと考えた中での今回お願いした中です。

基本的には、臨時とかそういう方をやるよりも、ある程度これは指定管理に一括して任せた

中でこのきぼうの館を生かしていきたい、そういう考えの中で今回上程させていただいたの

が現状でございます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 私は、この指定については反対をいたします。 

  町長言われましたけれども、280万なんていう金額を考えれば、例えば町の臨時職員の日

当で計算したって411日分ですよ。だから、本当に多額なお金が流れているわけですよ。管

理の仕事があるにしたって、実際そういう中でちゃんとあけるべき時間をあけたり、そうい

うことができなかった。ちゃんと約束もして、３年間やってその状況が続いているんだから、

適正な指定管理者とは言えない。そういう面では、まだ４月まで時間があるので、今回はこ

れはもう見直して、やっぱりほかのことを含めてよく考えるべきだと。その前に指定管理受

けていたところよりも、地域の人たちが多く集ったというふうには、確かに町長言われたよ

うに、別荘の人たちが散歩方々コーヒーに来たとか、そういう光景には出食わしていますけ

れども、その前の指定管理者よりもその活用とか対応について言えば、極めて不十分だった。

そういう意味では、私は指定管理者としては適切ではないと思います。 

○議長（飯田桂司君） 次に、本案に賛成者の発言を許します。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） これで討論を終結します。 

  これより議案第44号 公の施設の指定管理の指定について（東伊豆町奈良本けやき公園）

を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（飯田桂司君） 起立少数です。 

  少数によって、本案は否決されました。 

  この際、午後１時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時３９分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程第６ 議案第４５号 平成２９年度東伊豆町一般会計補正予算（第１０号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第６ 議案第45号 平成29年度東伊豆町一般会計補正予算（第10

号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第45号 平成29年度東伊豆町一般会計補

正予算（第10号）の提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出の予算の総額に9,953万9,000円を追加いたしまして、

歳入歳出予算の総額を50億1,304万1,000円とするものでございます。 
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  歳入の主な内容ですが、歳出と関連しております障害者福祉や児童福祉関係の国・県支出

金の増額、また公共災害に対する国庫負担金などを増額しております。 

  次に、歳出の主な内容ですが、歳入と同じく、障害者福祉費や児童福祉費において実績を

見た中で今後の不足分を増額しております。また、来年１月に開始予定の小規模保育所にか

かわる入所委託料や台風21、22号により被災した道路や観光施設の災害復旧費の増額、その

他には観光ＰＲキャンペーン実施のための町観光協会補助金などを増額しております。 

  必要な財源配分を行った後、財政調整基金からの繰り入れ措置をさせていただきましたの

で、御理解をお願いいたします。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいま提案されました議案第45号 平成29年度東伊豆町一般会

計補正予算（第10号）について概要を御説明いたします。 

  平成29年度東伊豆町の一般会計補正予算（第10号）は、次に定めるところによります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,953万9,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ50億1,304万1,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  債務負担行為の補正。 

  第２条、債務負担行為の変更は、「第２表債務負担行為補正」によります。 

  恐れ入りますが、７ページ、８ページをお開きください。 

  ２、歳入について御説明いたします。 

  １款町税、３項１目軽自動車税、補正前の金額に101万5,000円を追加し、3,353万8,000円

といたします。 

  １節現年課税分、細節１現年課税分101万5,000円の増は、重課対象の車両が当初見込みを

上回ったため増額する内容であります。 

  12款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金、補正前の金額に294万3,000円を

追加し、3,411万5,000円といたします。 

  ２節児童福祉費負担金、細節10広域受託児童保育所運営費負担金138万2,000円の増は、伊
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東市からの広域入所受け入れに係る負担金の増額であります。 

  ９ページ、10ページをごらん願います。 

  14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、補正前の金額に3,575万1,000

円を追加し、２億7,926万1,000円といたします。 

  １節社会福祉費負担金、細節２障害者自立支援給付費負担金1,855万円の増は、サービス

利用者増加により歳出を増加しておりますが、これに対する負担割合２分の１の国庫負担金

を増額するものであります。 

  細節３障害児施設給付費等負担金139万8,000円の増につきましても、歳出増額に伴う国庫

負担金の増額であります。 

  ２節児童保護措置費等負担金、細節１子供のための教育・保育給費負担金1,570万8,000円

の増は、保育単価の改正や処遇改善加算の追加による国庫負担金の増額であります。 

  ９目災害復旧費国庫負担金、補正前の金額に360万1,000円を追加し、360万1,000円といた

します。 

  １節公共土木施設災害復旧費負担金、細節１道路橋梁災害復旧費負担金360万1,000円の増

は、６月の大雨により被災した町道湯ノ沢草崎線の災害復旧に対する負担割合３分の２の国

庫負担金を追加するものであります。 

  ２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金、補正前の金額から488万4,000円を減額し、

3,089万1,000円といたします。 

  １節社会福祉費補助金、細節５臨時福祉給付金給付事業費補助金（経済対策分）585万円

の減は、実績に基づき減額するものであります。 

  ７目総務費国庫補助金、補正前の金額に387万3,000円を追加し、590万9,000円といたしま

す。 

  １節総務補助金、細節４社会保障・税番号制度システム整備費補助金387万3,000円の増は、

マイナンバー対応のためのシステム改修に対する補助金の増額であります。 

  15款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、補正前の金額に1,791万1,000円を追

加し、１億9,936万3,000円といたします。 

  １節社会福祉費負担金、細節３障害者自立支援給付費負担金927万5,000円の増は、先ほど

の国庫支出金と同じく、実績に基づく増額措置であります。 

  11ページ、12ページをごらん願います。 

  ２節児童保護措置費等負担金、細節１子ども・子育て支援給付費負担金785万5,000円の増
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につきましても、先ほどの国庫支出金と同じく実績に基づく増額措置でございます。 

  ３項委託金、１目総務費委託金、補正前の金額から118万5,000円を減額し、3,533万7,000

円といたします。 

  ３節選挙費委託金、細節２静岡海区漁業調整委員会委員選挙費委託金118万5,000円の減に

つきましては、当該選挙が無投票となったため県委託金を減額するものであります。 

  13ページ、14ページをごらん願います。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、１目育英奨学基金繰入金、補正前の金額から130万円を減

額し、244万円といたします。 

  １節育英奨学基金繰入金、細節１育英奨学基金繰入金130万円の減は、本年度の貸付金確

定に伴う減額であります。 

  ２目財政調整基金繰入金、補正前の金額に4,185万3,000円を追加し、２億2,903万6,000円

といたします。 

  １節財政調整基金繰入金、細節１財政調整基金繰入金4,185万3,000円の増は、今回の補正

における歳入歳出予算調整後の不足額を補塡措置いたした内容であります。 

  なお、補正後の財政調整基金残高の見込みは６億6,200万円でございます。 

  20款諸収入、４項２目雑入、補正前の金額から97万2,000円を減額し、6,718万8,000円と

いたします。 

  ９節雑入、細節10介護予防計画費151万1,000円の増及び細節11介護予防ケアマネジメント

費161万8,000円の減につきましては、本年度の実績に基づきそれぞれ増額、減額しておりま

す。 

  細節12コミュニティー事業助成金250万円の減は、当初の申請２件のうち１件が不採択と

なったため、今回減額するものであります。 

  次に、３、歳出について御説明いたします。 

  今回の補正予算における人件費につきましては、人事異動に伴う調整や時間外手当の不足

分の増額などをさせていただいておりますので、御理解をお願いいたします。 

  17ページ、18ページをごらん願います。 

  ２款総務費、１項総務管理費、10目自治振興費、補正前の金額から198万6,000円を減額し、

3,634万8,000円といたします。 

  事業コード４自治会活動事業、19節負担金補助及び交付金、細節２自治会コミュニティー

事業助成金250万円の減は、先ほどの歳入と同様に不採択１件分について減額としておりま
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す。 

  13目電算費、補正前の金額に437万7,000円を追加し、5,925万2,000円といたします。 

  事業コード２基幹系システム管理事業、13節委託料、細節１保守管理委託料437万7,000円

の増は、マイナンバー対応のためのシステム改修委託料の増額であります。 

  ２項徴税費、１目税務総務費、補正前の金額に211万円を追加し、8,276万円といたします。 

  事業コード１税務総務事業、23節償還金利子及び割引料、細節１町税過誤納付還付金100

万円の増は、修正申告により不足が見込まれるため増額するものであります。 

  21ページ、22ページをごらん願います。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、２目障害者福祉費、補正前の金額に4,051万8,000円を追加

し、３億388万4,000円といたします。 

  事業コード１障害者児自立支援給付事業、20節扶助費、細節２自立支援給付費3,989万

6,000円の増は、歳入と同じく、本年度実績に基づく増額措置であります。 

  23ページ、24ページをごらん願います。 

  ８目介護保険費、補正前の金額に172万5,000円を追加し、１億8,243万円といたします。 

  事業コード１介護保険特別会計支援事業、28節繰出金、細節１介護保険特別会計繰出金

163万7,000円の増は介護保険給付金や事務費の増に伴う特別会計への繰出金の増額でありま

す。 

  事業コード２介護予防サービス計画作成事業、13節委託料、細節１介護予防サービス計画

作成委託料128万8,000円の増、及び事業コード３介護予防ケアマネジメント事業、13節委託

料、細節１介護予防ケアマネジメント委託料120万円の減につきましては、歳入と同様に、

本年度の実績に基づきそれぞれ増額、減額する内容であります。 

  ９目介護予防事業費、補正前の金額から141万3,000円を減額し、1,519万8,000円といたし

ます。 

  事業コード２健康増進事業、７節賃金、細節１雇人料152万1,000円の減は、臨時職員１名

の退職に伴う不用額の減額であります。 

  11目臨時福祉給付金等給付事業助成費、補正前の金額から585万円を減額し、238万5,000

円といたします。 

  事業コード４臨時福祉給付金給付事業（経済対策分）、19節負担金補助及び交付金、細節

１臨時福祉給付金（経済対策分）585万円の減は、給付金の交付申請に合わせ不用見込み額

を減額するものであります。 
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  25ページ、26ページをごらん願います。 

  ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、補正前の金額に3,172万6,000円を追加し、２億

2,338万5,000円といたします。 

  事業コード２地域型保育事業、13節委託料、細節１保育ママ委託料450万1,000円の増は、

歳入と同じく４月にさかのぼっての保育単価の改正や処遇改善加算の追加により、委託料を

増額するものであります。 

  細節３小規模保育入所委託料675万6,000円の増は、来年１月の小規模保育所の開所に伴い

追加するものであります。 

  事業コード４保育園事業、13節委託料、細節１保育所入所委託料1,999万7,000円の増は、

歳入と同じく保育単価の改正や処遇改善加算の追加により増額するものであります。 

  27ページ、28ページをごらん願います。 

  ４款衛生費、３項上水道費、１目上水道施設費、補正前の金額に243万円を追加し、243万

円といたします。 

  事業コード１水道事業会計支援事業、28節繰出金、細節１水道事業会計繰出金243万円の

増は、水道事業会計が実施する経営戦略策定に要する経費に対し繰出金を追加するものであ

ります。 

  29ページ、30ページをごらん願います。 

  ５款農林水産業費、２項林業費、１目林業振興費、補正前の金額に140万8,000円を追加し、

707万9,000円といたします。 

  事業コード２優良景観樹木保全事業、13節委託料、細節１松くい虫等防除事業委託料140

万8,000円の増は被害の拡大に伴い駆除処理費用を増額措置するものであります。 

  31ページ、32ページをごらん願います。 

  ６款１項商工費、２目商工振興費、補正前の金額に100万円を追加し、3,557万7,000円と

いたします。 

  事業コード１商工振興事業、19節負担金補助及び交付金、細節４リフォーム振興事業補助

金100万円の増は、実績に基づき今後の見込みを推計し、増額する内容であります。 

  ３目観光費、補正前の金額に288万7,000円を追加し、１億4,116万円といたします。 

  事業コード１地域観光振興対策事業、19節負担金補助及び交付金、細節１町観光協会補助

金129万9,000円の増は、東京浅草のまるごとにっぽんやＳＢＣ長野放送での観光ＰＲキャン

ペーンの実施のため増額するものであります。 
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  33ページ、34ページをごらん願います。 

  ７款土木費、２項道路橋梁費、２目道路維持費、補正前の金額に105万5,000円を追加し、

1,628万4,000円といたします。 

  事業コード１道路維持管理事業、15節工事請負費、細節90町道全般維持補修工事105万

5,000円の増は、転落防止柵設置や落石防止柵補修など緊急を要する箇所について工事請負

費を増額しております。 

  43ページ、44ページをごらん願います。 

  ９款教育費、７項２目育英奨学費、補正前の金額から130万円を減額し、247万6,000円と

いたします。 

  事業コード１育英奨学基金貸付事業、21節貸付金、細節１育英奨学金貸付金130万円の減

は、歳入と同じく今年度の貸付金が確定したことによる減額措置であります。 

  10款災害復旧費、３項その他公共施設・公用施設災害復旧費、２目観光施設災害復旧費、

補正前の金額に677万8,000円を追加し、907万9,000円といたします。 

  事業コード１観光施設災害復旧事業、15節工事請負費、細節１災害復旧工事618万9,000円

の増は、台風21号により被災した観光施設の災害復旧工事費の増額であります。 

  45ページ、46ページをごらん願います。 

  11款１項公債費、２目利子、補正前の金額から115万2,000円を減額し、4,944万8,000円と

いたします。 

  事業コード１観光利子償還事業、23節償還金利子及び割引料、細節１公債利子115万2,000

円の減は、10年利率見直しにより利率が減少したことによる減額措置であります。 

  恐れ入りますが、４ページへお戻りください。 

  第２表債務負担行為の補正でありますが、都市計画基本図作成業務委託について、契約締

結に伴い限度額を変更するものであります。 

  ５ページ、６ページをごらん願います。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で、ただいま説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず、歳入ですが、補正前の額49億1,350万2,000円に9,953万9,000円を追加いたしまして、

50億1,304万1,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額49億1,350万1,000円に9,953万9,000円を追加いたしまして、

50億1,304万1,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国・県支出金が5,505万7,000円の増、その他
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財源は49万6,000円の減、一般財源を4,497万8,000円といたします。 

  以上、簡単ではありますが概要説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） まず、１点目ですけれども、８ページの歳入のところですけれども、

農林水産使用料で市民農園のところが減額ということになっているんですけれども、町長は

行政報告でも力を入れてやっていきますということなんだけれども、ここに至るまで、減額

になるまでの間どのような取り組みをしたのかということをまず１点お聞きしたいと思いま

す。 

  ２点目に、12ページで、財産収入のこの93万6,000円については、どこのところをどうい

う基準で払い下げをしたのか、この点をお聞かせください。 

  ３点目なんですが、34ページで道路維持費ということで、緊急を要すると。聞けば転落防

止だとか、いろんな柵だとかということ。全体として今、町民の方からも町道の管理という

のがちょっと大変悪いのではないかと。草刈りとかいろんなところも含めておくれていたり、

多々あるように僕も見ているんですね。そういう点について、担当課としてこの辺の考え方

はどうなんでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 事務的なことは担当課で説明いたします。 

  道路補修の関係でございます。これは基本的には区のほうからの要望に対しましてはすぐ

に対応しておりますもので、区長さんたちには大変喜ばれております。その中で、全般的な

請負工事、優先順位を上げた中で、予算も限りがありますもので、とりあえず補修を上げた

中で区間の要望にすぐ対応できるようにしておりまして、予算が足りなければ補正で対応し

ようかと、そういうことをやっています。 

  確かに山田議員言ったように、町道全般に対しましてはいろいろ不備があると思います。

全般をやると相当予算がかかりますもので、これは優先順位を決めた中で今やっているのが

現状でございますので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  ほかのことに対しましては担当課から説明いたさせます。 

○議長（飯田桂司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 市民農園の空きスペースの募集の関係ですが、現在、国道
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135号線沿いの商店ですとか、コンビニ等にお願いしてポスターを張らせていただいたり、

あとは、近隣市町の別荘分譲地の管理員さんにお願いしてポスターあるいはチラシの配布、

それからＳＮＳで投稿したり、あとはホームページ、それから雑誌の掲載等もお願いしてご

ざいます。 

  あとは、静岡県庁の東京事務所がありますが、そういうところへお願いして配布していた

だく、あるいは姉妹都市にお願いする。それから、明治大学とはファームステイをやらせて

いただいておりますが、そういうところを利用していただいて相模原の近辺にもポスター等

を張っていただくような措置をしております。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 土地売払収入に関してですけれども、これ奈良本のけやき公

園の上のあたりの道路と、それと水路敷になっております。基準としましては１平米当たり

8,000円ということで、117.05平米ということでこの金額で売却をしております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 建設課長。 

○建設課長（高村由喜彦君） それでは、建設課としての道路維持の基本的な考え方を申し上

げます。 

  322号線、185キロを建設課としては路線を管理しております。そのほかに河川、水路とか

あります。その中でどのような形で管理をしているのかというと、基本的な考えは、通学路

とか転落防止、昨今、歩行者が道路上で転倒事故を起こすとかいろいろあります。それにつ

いて速やかに対応できるような修繕費等はつぎ込んでおります。余りにも路線が長いもので

すから、優先順位をつけて、できるところから危険回避を図っているというような状況でご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 市民農園の日帰りの部分というのは、これはつくる段階でも、相当

ここは苦戦するんではないかというところだったと思うんですよね。そうすると、当然募集

ということをやりながらも、やっぱり去年なんかの問題でいうと、いわゆるふるさと学級使

ってみて、ある程度どこか、例えば前やっていたように県の農業試験所あたりで伊豆11野菜

やなんかやるとか、ある程度まとまった。もしあけていくという形で減収するということで

あれば、何らか収入がなかったとしても、その土地をいろんなモデルケースとしてもっと活
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用していくとか、そういう部分もないと、なかなかこれいつまでたっても、ただコマーシャ

ルすれば入ってくるということではないという状況もあると思うんですね、日帰りのところ

は。その辺もちょっと考えないと、できれば日帰りで帰っていただくのが一番いいわけです

けれども、ただ、この状況からしますとほとんど半分ぐらいあいちゃうということになるわ

けですから、そうするとある程度まとまったところの活用というのも考えて、また増えてく

るようなら、それは徐々にまとめた貸し出しをやめていくということもあると思うんですけ

れども、ただ減額ではなくて、また別のやり方を少し考える必要があるかなと思います。 

  売り払いの問題はわかりました。 

  道路の維持の問題で、今回緊急を要するということだということでわかりますし、今建設

課長言われたような点があるのもわかっています。ただ、例えば町長ね、道路で確かに全部

一度にできないのも当然わかります。ただ、ススキのイベントで実際農免道路なんか使うわ

けじゃないですか。河津なんかはイベントが始まった段階で草刈っていなかったんだけれど

も、その後草刈ってくれたんですよ。今年の場合で言うと、向こうのところなんか行くと、

町のところは11月現在では少なくも残っていたんですよ。東伊豆側はまだ残っていたんです、

草刈りもしていないわけさ。その優先順位というのもはっきりと、毎年管理しなきゃいけな

い本当の幹線道路もあるし。ただ、少なくてもここは２年に１回ぐらいはちゃんとしたいな

とか、ここはもう３年に１回とか。僕らも自分たちで使う道路なんか４年に１回ぐらい、み

んなで出て、枝払いだとかそういうことをやっているんですけれども、これ何とかお願いで

きないかとか、いろんな管理の仕方を今考えていかないと、昨日の一般質問等でも公共施設

の維持管理ということで、こういう道路なんかの問題でも、何らか自分たちは、自分たちも

吉久保線というのはよく使うわけですから、これはもう本当にただ町からはウマを借りただ

けで、私たちは自分たちで枝払いをしたりしてやるんですけれども、だからちゃんとそこの

ところをお願いできるところはお願いするようなことも含めて、町が補修するとかというこ

とになると、やっぱり町がやらなきゃいけないところもあるわけなんで、もう少し細かく対

応をしていただいて、できることは皆さんでやることもあるのかもしれないなと思って、今

回なんかのは、本当にああいう農免なんかの問題だって、お客さんの車来るのにちょっと嫌

だなと思いながら通るんですけれども、河津のほうは言ったらすぐやってくれたんですよ、

河津の役場のほうは。だけどうちの町のほうは残ったままになりまして、そういうところも

あるわけですから、やっぱりめり張りもつけて、いろんな形で町が直接見えるところ、また

目が届かないところ、またお願いするところ、いろんな段階も含めて御検討いただいて、維
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持管理を全部町に何でもかんでもやれとも言えませんから、自分もそういうふうにやってい

ますけれども、そういう考え方も必要ではないかなと思いますが。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、市民農園は今遊ばせてはもったいないということを言われた中

で、いろんな中で使っている中でまた検討する。 

  今まで担当課長が言った件で、観光イベントのキャンペーンで結構行くもので、そのとき

今度は一緒にやっていこうかということも今話しております。何しろ監査委員のほうからも、

なるべく早く埋めるようにという意見書もついておりますもので、その辺は対応していきた

いと思いますし、自分が一番危惧しているのは、ラウベが本当に１棟残ったやつが大変ショ

ックでして、ラウベは全て埋まっているんではないかと考えておる中で１棟残っていますの

で、これは早急に埋める方法なり、いろんな観光キャンペーン、そうした中でまずやってい

く。 

  何しろ市民農園、日帰り農園は大分苦戦しているということは前々から議会の方も、私も

言ったし、ラウベが完成して初めて一体となってこの市民農園がよくなっていく、そういう

考えでございましたから、まずラウベを最初に埋めていきたい。今山田議員が言ったことは

やっていきたいし、今、半分の方が結構日帰り農園を一般の方が使ってくれている中で大変

評判がいいように私感じます。また、収穫祭を２回やったんですけれども、本当に和気あい

あいやっております。一番強いのはそういう方の口コミの中でこれがいけばいいのかなと考

えている。それでは甘いと言われる可能性もありますもので、それは積極的に日帰り農園こ

れを埋める方向でやっていきたいと考えております。よろしくお願いいたしたいと思います。 

  修繕の関係、農免道路でやると本当に河津の境で全然違ってくるんですよ、これはキンメ

マラソンのときも河津側は中央線が引いてあるけれども、東伊豆町になると全然中央線が出

てこない、そういうことも言われておりますし、それはやっぱり残念ながら予算的に、相当

距離が長いですから、それをやりますとあれですから、その辺は徐々にやっていきたいと。

やっぱり優先順位という言い方はおかしいですが、いつも言うのは、やってもいいけれども、

そのときの所有者が、町有地ならそれはすぐ対応できると思います。そのやつが結構重なっ

ているもので、その辺をクリアした中で、イベント中にその辺は東伊豆町としては恥ずかし

いことでございますから、その辺は対応していきたいと考えております。その辺はめり張り

のきいた予算の使い方をやっていきたいと思います。 

  そういう中で、また修繕費とか多少上がる可能性もありますけれども、その辺はまたある
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程度理解していただいた中でお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第45号 平成29年度東伊豆町一般会計補正予算（第10号）を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎議案第４６号 平成２９年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第７ 議案第46号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第46号 平成29年度東伊豆町国民健康保

険特別会計補正予算（第２号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ72万1,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ23億5,143万9,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入は国保システム改修に伴う国庫補助金の増、一般会計か

らの法定繰入金の増を行うものであります。 

  歳出につきましては、出産育児一時金、保険給付費等の増額補正でございます。 

  詳細につきましては健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願
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いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第46号 平成29年度東伊豆

町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について概要を説明させていただきます。 

  平成29年度東伊豆町の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ72万1,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ23億5,143万9,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページを御参照ください。 

  今回の国民健康保険の補正予算なんですけれども、おおむね50万円以上の説明ということ

ですが、50万円以上がございませんもので、歳入歳出とも概要を説明させていただきたいと

思います。 

  歳入の主な内容は、国保システム改修に伴う国庫補助金の増額で、全額が国庫補助という

ことになります。10分の10の補助でございます。 

  また、一般会計からの助産費等に係る法定繰り入れを増額いたします。 

  ７ページ、８ページを御参照ください。 

  歳出の主な内容ですけれども、こちらにつきましては出産育児一時金１名分の増額が主な

内容となっております。 

  ３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。 

  補正前の額23億5,071万8,000円に72万1,000円を追加いたしまして、23億5,143万9,000円

といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額23億5,071万8,000円に72万1,000円を追加いたしまして、

23億5,143万9,000円といたします。補正額の財源内訳ですが、特定財源の国・県支出金で32

万4,000円、その他で39万7,000円といたします。 

  以上、簡単ではありますが概要説明とさせていただきます。 



－159－ 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第46号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を採

決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第８ 議案第４７号 平成２９年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第

２号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第８ 議案第47号 平成29年度東伊豆町介護保険特別会計補正予

算（第２号）を議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第47号 平成29年度東伊豆町介護保険特

別会計補正予算（第２号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に476万円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ13億5,015万9,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入は保険給付費の増額補正及び地域支援事業の減額補正に

伴い法定負担分の補正を行うものであります。 
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  歳出につきましては、制度改正に伴うシステム改修委託料の増額、保険給付費の増額、地

域支援事業費の減額補正を行うものであります。 

  詳細につきましては健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第47号 平成29年度東伊豆

町介護保険特別会計補正予算（第２号）について概要を説明させていただきます。 

  平成29年度東伊豆町の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところにより

ます。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ476万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ13億5,015万9,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明いたします。 

  ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、補正前の額に162万2,000円を

追加し、２億2,312万5,000円といたします。 

  １節現年度分負担金、細節１現年度分介護給付費負担金162万2,000円の増は、介護予防サ

ービス費の増額による法定負担分20％の増によるものです。 

  ２項国庫補助金、２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）、補正前

の額から125万9,000円を減額し、399万2,000円といたします。 

  １節現年度分交付金、細節１地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

125万9,000円の減は、介護予防・生活支援サービス等の減額による法定負担分25％の減によ

るものです。 

  ４目事業費補助金、補正前の額に114万円を追加し、114万円といたします。 

  １節事業費補助金、細節１事業費補助金114万円の増は、介護保険システム改修に対する

国庫補助２分の１の増によるものです。 

  ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、補正前の額に227万円を追加し、３億

4,230万1,000円といたします。 
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  １節現年度分交付金、細節１第２号被保険者介護給付費交付金227万円の増は、介護予防

サービス費の増額による法定負担分28％の増によるものです。 

  ２目地域支援事業支援交付金、補正前の額から141万円を減額し、451万8,000円といたし

ます。 

  １節現年度分交付金、細節１地域支援事業支援交付金141万円の減は、介護予防・生活支

援サービス費等の減額による法定負担分28％の減によるものです。 

  ５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金、補正前の額に101万3,000円を追加

し、１億7,418万8,000円といたします。 

  １節現年度分負担金、細節１介護給付費県負担金101万3,000円の増は、介護予防サービス

費の増額による法定負担分12.5％の増によるものです。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  ５款県支出金、２項県補助金、１目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事

業）、補正前の額から62万9,000円を減額し、199万6,000円といたします。 

  １節現年度分交付金、細節１地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）62

万9,000円の減は、介護予防・生活支援サービス費等の減額による法定負担分12.5％の減に

よるものです。 

  ７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金、補正前の額に101万4,000円を

追加し、１億5,281万4,000円といたします。 

  １節現年度分繰入金、細節１介護給付費繰入金101万4,000円の増は、介護予防サービス費

の増額による法定負担分12.5％の増によるものです。 

  ２目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）、補正前の額から62万

9,000円を減額し、199万7,000円といたします。 

  １節現年度分繰入金、細節１地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）62

万9,000円の減は、介護予防・日常生活支援サービス費等の減額による法定負担分12.5％の

減によるものです。 

  ４目その他一般会計繰入金、補正前の額に125万2,000円を追加し、1,496万5,000円といた

します。 

  １節事務費繰入金、細節１事務費繰入金125万2,000円の増は、介護保険システム改修等に

係る事務費繰入金を増額するものです。 

  ９ページ、10ページをお開きください。 
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  次に、歳出の主な内容について説明をいたします。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正前の額に232万円を追加し、338万

3,000円といたします。 

  13節委託料、細節３システム改修業務委託料232万円の増は、制度改正に伴いシステムを

改修するためのものでございます。 

  ２款保険給付費、２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス給付費、補正前の

額に635万7,000円を追加し、3,493万6,000円といたします。 

  19節負担金補助及び交付金、細節１介護予防サービス給付費保険者負担金635万7,000円の

増は、通所リハビリテーションや特定施設入所者生活介護等のサービス利用が伸びたことに

よるものでございます。 

  11ページ、12ページをお開きください。 

  ２款保険給付費、２項介護予防サービス等諸費、７目介護予防サービス計画給付費、補正

前の額に146万9,000円を追加し、422万4,000円といたします。 

  19節負担金補助及び交付金、細節１介護予防サービス計画給付費保険者負担金146万9,000

円の増は、今年度からの制度改正により、介護予防サービスのうち通所介護予防デーと訪問

介護予防ヘルパーが地域支援事業に移行となり、プラン作成についてはこの介護予防サービ

ス計画給付費と、あとに出ます５款の介護予防ケアマネジメント費に当初予算では２分の１

ずつで配分いたしました。半年が経過いたしまして、実績に基づき補正増とさせていただき

ました。 

  ４款１項基金積立金、１目介護保険給付費準備基金積立金、補正前の額から70万3,000円

を減額し、3,794万9,000円といたします。 

  25節積立金、細節１介護保険給付費準備基金積立金70万3,000円の減は、介護給付費及び

地域支援事業費の増減に伴い、財源調整のため積立金を減額するものでございます。 

  ５款地域支援事業費、１項介護予防・生活支援サービス事業費、１目介護予防生活支援サ

ービス事業費、補正前の額から341万9,000円を減額し、1,128万5,000円といたします。 

  19節負担金補助及び交付金、細節１訪問型サービス費負担金137万2,000円の減及び細節２

通所型サービス費負担金204万7,000円の減は、サービス利用が見込みより少なく、実績に基

づき補正減といたしました。 

  ２目介護予防ケアマネジメント事業費、補正前の額から161万8,000円を減額し、139万

7,000円といたします。 
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  19節負担金補助及び交付金、細節１介護予防ケアマネジメント費161万8,000円の減は、２

款２項１目介護予防サービス給付費での説明のとおり実績に基づき減額となっております。 

  ３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額13億4,539万9,000円に476万円を追

加いたしまして13億5,015万9,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額13億4,539万9,000円に476万円を追加いたしまして、13億

5,015万9,000円といたします。 

  補正額の財源内訳ですが、特定財源の国・県支出金で226万3,000円、その他財源で86万円、

一般財源で163万7,000円の増額といたします。 

  以上、簡単でありますが概要説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第47号 平成29年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第２号）を採決し

ます。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時４６分 

 

再開 午後 １時５１分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第９ 議案第４８号 平成２９年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算

（第１号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第９ 議案第48号 平成29年度東伊豆町風力発電事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 議案第48号 平成29年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第

１号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ168万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を4,818万2,000円とするものであります。 

  雑入等の増額により修繕料及び保安管理委託料の増額をさせていただいたものです。 

  詳細につきましては企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） ただいま提案されました議案第48号 平成29年度東伊豆町風

力発電事業特別会計補正予算（第１号）について概要説明をさせていただきます。 

  平成29年度東伊豆町の風力発電事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ168万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ4,818万2,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  まず、歳入ですが、３款１項１目繰越金、補正前の金額に１万6,000円を増額し、51万
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6,000円といたします。 

  １節細節１前年度繰越金１万6,000円の増は、精算によるものでございます。 

  ４款諸収入、２項１目雑入、補正前金額に166万4,000円を増額し、166万4,000円といたし

ます。 

  １節細節１消費税等還付金159万6,000円の増は、消費税精算額が売電収入減により納付税

額を下回ったため還付されるものでございます。 

  同じく細節２損害保険金返戻金６万8,000円は、同様に売電収入の補償額が当初より下回

ったため返戻されたものでございます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出ですが、１款電気事業費、２項１目風力発電事業費、補正前の金額に168万円

を増額し、1,719万8,000円といたします。 

  11節需用費、細節５修繕料の48万円は、予期せぬ故障の発生による設備ふぐあい調査、修

繕の費用を増額するものでございます。 

  13節委託料、細節１発電施設保安管理委託料120万円の増は、主に部品交換に備え増額す

るものでございます。 

  ３ページ、４ページにお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で補正内容を総括してございます。 

  補正前の歳入及び歳出予算の総額4,650万2,000円に歳入歳出それぞれ168万円を増額し、

補正後の歳入及び歳出予算の総額を4,818万2,000円といたします。 

  なお、補正予算財源は一般財源で168万円の増となっております。 

  以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第48号 平成29年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第１号）を採

決します。 
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  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１０ 議案第４９号 平成２９年度東伊豆町水道事業補正予算（第１号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第10 議案第49号 平成29年度東伊豆町水道事業補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第49号 平成29年度東伊豆町水道事業会

計補正予算（第１号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、予算第３条で定めた収益的収入及び支出のうち、収入では水道事業収

益の予定額に243万円を追加し、４億6,333万3,000円といたします。アセットマネジメント

計画策定業務委託に伴う一般会計繰入金によるものであります。 

  支出では、水道事業費用の予定額から162万6,000円を減額し、４億3,636万円といたしま

す。人事異動による職員給与費の補正と緊急遮断弁等の修繕費などであります。 

  詳細につきましては水道課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（飯田桂司君） 水道課長。 

○水道課長（石井尚徳君） ただいま提案されました議案第49号 平成29年度東伊豆町水道事

業会計補正予算（第１号）について御説明いたします。 

  総則。 

  第１条、平成29年度東伊豆町水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よります。 

  収益的収入及び支出。 

  第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正いたします。 

  収入、第１款水道事業収益、既決予定額４億6,090万3,000円に243万円を追加し、４億
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6,333万3,000円といたします。 

  第２項営業外収益、既決予定額2,245万円に243万円を追加し、2,488万円といたします。 

  支出、第１款水道事業費用、既決予定額４億3,798万6,000円から162万6,000円を減額し、

４億3,636万円といたします。 

  第１項営業費用、既決予定額３億9,791万7,000円から162万6,000円を減額し、３億9,629

万1,000円といたします。 

  ２ページをお開きください。 

  議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第３条、予算第６条に定めた経費

の金額を次のように改めます。 

  第１号、職員給与費、既決予定額8,593万7,000円から341万3,000円を減額し、8,252万

4,000円といたします。 

  ８ページをお開きください。 

  参考資料により主な補正内容を御説明いたします。 

  まず、収益的収入ですが、１款水道事業収益、２項営業外収益、５目１節他会計補助金

243万円の増につきましては、国からの通達でアセットマネジメント計画策定業務委託料の

２分の１を一般会計から繰り入れてもらうことが決まっておりますので、その繰入金です。 

  次に、収益的支出ですが、１款水道事業費用、１項営業費用、２目配水及び給水費、22節

修繕費318万円の増は、稲取配水池緊急遮断弁等の修繕が必要となったための工事費です。 

  ５目総係費、１節給料197万8,000円の減及び２節手当148万5,000円の減は、主に職員の人

事異動に伴う調整です。 

  19節委託料139万3,000円の減は、アセットマネジメント計画策定業務委託の入札差金です。 

  以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第49号 平成29年度東伊豆町水道会計補正予算（第１号）を採決します。 
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  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１１ 報告第５号 平成２９年度教育委員会自己点検・評価報告書（平成

２８年度分）の提出について 

○議長（飯田桂司君） 日程第11 報告第５号 平成29年度教育委員会自己点検・評価報告書

（平成28年度分）の提出についてを議題とします。 

  報告書につきましては、事前に配付したとおりであります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  以上で報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第１２ 意見書案第２号 大規模な太陽光発電施設に関する法令等の整備を

  求める意見書について 

◎日程第１３ 意見書案第３号 大規模な太陽光発電施設に関する条例等の整備を

  求める意見書について 

○議長（飯田桂司君） 日程第12 意見書案第２号 大規模な太陽光発電施設に関する法令等

の整備を求める意見書について、日程第13 意見書案第３号 大規模な太陽光発電施設に関

する条例等の整備を求める意見書についてを一括議題とします。 

  提出者より提出理由の説明を求めます。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） ただいま上程をされました意見書２案につきましては、大規模な太

陽光発電施設にかかわる法令、条例の整備を国及び県に求める内容でございます。とりわけ
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アセスメントへの適用でありましたり、治山治水に対する法または技術基準の整備などを求

めるものでございます。 

  町のほうでは指導要綱で対応しておりますけれども、指導要綱だけでは十分に指導できな

い面もありますので、国や県が法律や条例をつくることによって町が適正な対処ができるよ

うに国、県にお願いをするところであります。 

  特に意見書の上程につきましては、私も天城山のアメダスは天城峠のほうにあるというふ

うに思っていましたけれども、実は天城山のアメダスは伊豆市との境の伊豆高原の東急のゴ

ルフ場の前にある。非常に東伊豆町の近いところに今の大変な雨が降っているという状況が

あり、今後の森林を伐採することなどによる住民生活への懸念もあるわけでございますので、

この際、国及び県に意見書を出そうという趣旨でございますので、朗読をもって提案とさせ

ていただきます。 

  意見書案第２号 大規模な太陽光発電施設に関する法令等の整備を求める意見書について。 

  地方自治法第99条の規定により、国会及び関係行政庁に対し大規模な太陽光発電施設に関

する法令等の整備を求める意見書を、別紙のとおり提出する。 

  平成29年12月６日提出。 

  東伊豆町議会議長、飯田桂司様。 

  提出者、東伊豆町議会議員、山田直志。 

  賛成者、東伊豆町議会議員、笠井政明、東伊豆町議会議員、稲葉義仁、東伊豆町議会議員、

栗原京子、東伊豆町議会議員、西塚孝男、東伊豆町議会議員、村木 脩、東伊豆町議会議員、

定居利子、東伊豆町議会議員、藤井廣明、東伊豆町議会議員、内山慎一、東伊豆町議会議員、

鈴木 勉、東伊豆町議会議員、森田禮治。 

  次のページをお開きください。 

  大規模な太陽光発電施設に関する法令等の整備を求める意見書（案）。 

  東日本大震災の福島第一原子力発電所の事故以降、太陽光や風力など再生可能エネルギー

発電施設が増加している。 

  一方、再生可能エネルギーの普及が進む中、太陽光発電施設は30ヘクタールから50ヘクタ

ールの大規模な計画で当町はじめ伊豆半島で幾つも動き出している。 

  計画は、山林を大規模に伐採し、ソーラーパネルを設置するもので、河川の氾濫、土砂災

害の誘発、自然景観・生態系への影響と適切な管理や事業後の撤去への不安など住民生活と

まちづくりへの影響が懸念されている。 
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  さらに、当町では、町に隣接する天城山のアメダスのこの10年間の降水量は、年間最大

5,501ミリ、１日最大566.5ミリを記録しており、大雨による影響が特に懸念されるところで

ある。 

  太陽光発電の設置に関しては、経済産業省の資源エネルギー庁より事業計画の策定にかか

るガイドラインが示されているが、事業計画地の土地用利用、自然保護、住民生活への影響

などについては、直接的な法令がなく「事業者の善意」に委ねられている。 

  こうしたことから、伊豆地域を含め全国各地で住民と事業者間の対立・トラブル等が発生

しており、懸念される様々な問題は解決に至っていない。 

  よって、国においては、再生可能エネルギーの普及促進は地球規模で重要であるが、地域

と自然環境、生活環境と両立できるよう下記事項を早急に実施されるよう強く要望する。 

記 

  １、大規模な太陽光発電施設に、環境アセスメントの適用と義務化を行うこと。 

  ２、景観や治水など公益性の高い森林を保全する新たな法整備を行うこと。 

  ３、大規模な太陽光発電施設は、開発行為の許可を要するなど法整備を行うこと。 

  ４、電気事業者による再生可能エネルギー調達については、自治体などとの事前協議制度

を設けること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成29年12月６日。 

  東伊豆町議会。 

  送付先につきましては、３枚目のページに記されたとおりでございます。 

  次に、意見書案第３号 大規模な太陽光発電施設に関する条例等の整備を求める意見書に

ついて。 

  地方自治法第99条の規定により、県に対し大規模な太陽光発電施設に関する条例等の整備

を求める意見書を別紙のとおり提出する。 

  平成29年12月６日提出。 

  東伊豆町議会議長、飯田桂司様。 

  提出者、東伊豆町議会議員、山田直志。 

  賛成者、東伊豆町議会議員、笠井政明、東伊豆町議会議員、稲葉義仁、東伊豆町議会議員、

栗原京子、東伊豆町議会議員、村木 脩、東伊豆町議会議員、定居利子、東伊豆町議会議員、

藤井廣明、東伊豆町議会議員、内山慎一、東伊豆町議会議員、鈴木 勉、東伊豆町議会議員、
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森田禮治、東伊豆町議会議員、西塚孝男。 

  次のページをお開きください。 

  大規模な太陽光発電施設に関する条例等の整備を求める意見書（案）。 

  東日本大震災の福島第一原子力発電所の事故以降、太陽光や風力など再生可能エネルギー

発電施設が増加している。 

  一方、再生可能エネルギーの普及が進む中、太陽光発電施設は30ヘクタールから50ヘクタ

ールの大規模な計画で当町はじめ伊豆半島で幾つも動き出している。 

  計画は、山林を大規模に伐採し、ソーラーパネルを設置するもので、河川の氾濫、土砂災

害の誘発、自然景観・生態系への影響と、適切な管理や事業後の撤去への不安など住民生活

と町づくりへの影響が懸念されている。 

  さらに、当町では、町に隣接する天城山のアメダスのこの10年間の降水量は、年間最大

5,501ミリ、１日最大566.5ミリを記録しており、大雨による影響が特に懸念されるところで

ある。 

  太陽光発電の設置に関しては、経済産業省の資源エネルギー庁より事業計画の策定にかか

るガイドラインが示されているが、事業計画地の土地用利用、自然保護、住民生活への影響

などについては、直接的な法令がなく「事業者の善意」に委ねられている。 

  よって、県においては、太陽光発電事業と地域の環境の保全等を両立させるために、先導

的な役割を担っていただきたく、下記項目を早急に実施されるよう強く要望する。 

  １、大規模な太陽光発電施設に、環境アセスメントの適用と義務化を行うこと。 

  ２、土地利用事業の適正化に関する指導要綱において、実態に合った降雨量の採用と調整

池などの技術基準を策定すること。 

  ３、観光地伊豆半島の景観保全は、地域存続に繋がる重要問題であるので、大規模な森林

伐採について県の景観条例に位置づけを行うこと。 

  ４、自然環境及び生活環境と共生した再生エネルギー施設の設置に係るガイドラインを整

備すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成29年12月６日。 

  東伊豆町議会。 

  送付先につきましては、１枚めくりまして３枚目にございます。 

  県議会議長、県知事、県議会議員、森竹治郎様でございます。 
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  以上でございます。 

  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（飯田桂司君） これより意見書案第２号及び意見書案第３号の一括質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより意見書案第２号 大規模な太陽光発電施設に関する法令等の整備を求める意見書

についての討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより意見書案第２号 大規模な太陽光発電施設に関する法令等の整備を求める意見書

についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続いて、意見書案第３号 大規模な太陽光発電施設に関する条例等の整備を求める意見書

についての討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより意見書案第３号 大規模な太陽光発電施設に関する条例等の整備を求める意見書

についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１４ 各常任委員会の研修視察について 
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○議長（飯田桂司君） 日程第14 各常任委員会の研修視察について。 

  報告書につきましてはお手元に配付したとおりであります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  以上で報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第１５ 議会運営委員会所管事務調査について 

○議長（飯田桂司君） 日程第15 議会運営委員会所管事務調査についてを議題とします。 

  内容としては、議会運営に関すること、会議規則、委員会条例に関すること、議長の諮問

に関すること、以上の３点です。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議会運営委員会所管事務調査については、

議会運営委員会にこれを付託し、平成30年第１回定例会までに調査することとしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。 

  議会運営委員会所管事務調査については議会運営委員会にこれを付託し、調査することに

決しました。 

 

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

 

◎閉会の宣告 

○議長（飯田桂司君） これをもちまして、本定例会に付議された案件の審議は全て終了しま

した。したがって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。 
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  平成29年第４回東伊豆町議会定例会を閉会します。 

  御苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ２時１７分 


