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一般会計予算審査特別委員会（第１日目）記録 

 

                    平成３０年２月２７日（火）午後１時５１分開会 

 

出席委員（５名） 

     ２番  稲 葉 義 仁 君      ３番  栗 原 京 子 君 

     ７番  飯 田 桂 司 君     １１番  森 田 禮 治 君 

    １４番  山 田 直 志 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

議会事務局 

書 記 吉 田 瑞 樹 君   
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開会 午後 １時５１分 

 

○臨時委員長（森田禮治君） 委員会条例第９条第２項の規定に基づき、私が臨時委員長の職

務を行います。どうぞよろしくお願いします。 

  ただいまの出席委員は５名で、委員定数の半数に達しております。よって、一般会計予算

審査特別委員会は成立しましたので、開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  これより委員長選挙を行います。 

  お諮りします。選挙の方法についていかがいたしますか。 

（「指名推選でお願いします」の声あり） 

○臨時委員長（森田禮治君） 指名の声があり、委員長の選挙は指名推選にしたいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時委員長（森田禮治君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名選挙で行

うことに決定しました。 

  お諮りします。指名の方法については、臨時委員長が指名したいと思います。御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時委員長（森田禮治君） 異議なしと認めます。したがって、臨時委員長が指名すること

に決定しました。 

  委員長に２番、稲葉議員を指名いたします。 

  お諮りいたします。ただいま臨時委員長が指名しました２番、稲葉議員を委員長の当選人

と定めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時委員長（森田禮治君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました２番、稲

葉議員が委員長に当選されました。 

  ただいま委員長に当選されました２番、稲葉議員が本委員会に出席しておりますので、本

席より告知いたします。 

  ２番、稲葉議員に委員長就任の御挨拶をお願いします。 
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○２番（稲葉義仁君） 一般会計の予算審査ということで、頑張って委員長をやらせていただ

きたいと思いますので、皆様、御協力よろしくお願いいたします。 

○臨時委員長（森田禮治君） これで私の役目は終了いたしました。 

  御協力ありがとうございました。 

  委員長には、恐れ入りますが、委員長席にお願いします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５５分 

 

再開 午後 １時５６分 

 

○委員長（稲葉義仁君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより副委員長選挙を行います。 

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

（「異議なし」の声あり） 

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

とに決定しました。 

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

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 異議なしと認めます。したがって、委員長が指名することに決定い

たしました。 

  副委員長に14番、山田議員を指名いたします。 

  ただいま委員長が指名しました14番、山田議員を副委員長の当選人と定めることに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 異議なしと認めます。よって、14番、山田議員が副委員長に当選さ

れました。 

  ただいま副委員長に当選されました14番、山田議員が本委員会に出席しておりますので、

本席より告知します。 
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  14番、山田議員に副委員長就任の御挨拶をお願いいたします。 

○１４番（山田直志君） 委員長を補佐して、ちゃんとした審議ができるよう努めてまいりま

す。御協力お願いいたします。 

○委員長（稲葉義仁君） 副委員長に就任されました山田議員は副委員長席へお願いします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時５８分 

 

再開 午後 ２時４７分 

 

○委員長（稲葉義仁君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

  本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

  本日はこれにて延会します。 

  なお、あすは午前９時30分より会議を開きます。よろしくお願いいたします。 

  お疲れさまでした。 

 

延会 午後 ２時４７分 
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一般会計予算審査特別委員会（第２日目）記録 

 

                    平成３０年２月２８日（水）午前９時３０分開会 

 

出席委員（５名） 

     ２番  稲 葉 義 仁 君      ３番  栗 原 京 子 君 

     ７番  飯 田 桂 司 君     １１番  森 田 禮 治 君 

    １４番  山 田 直 志 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（３１名） 

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

総 務 課 
庶 務 係 鈴 木 文 昭 君 総 務 課 

行 政 係 飯 田 七 重 君 

総 務 課 
財 政 係 太 田 正 浩 君 企画調整課長 遠 藤 一 司 君 

企 画 調 整 
課 長 補 佐 兼 
情 報 係 長 

山 西 和 孝 君 企 画 調 整 課 
検 査 係 長 松 村   悟 君 

企 画 調 整 課 
企 画 係 長 加 藤 宏 司 君 企 画 調 整 課 

地域振興係長 岩 崎 名 臣 君 

税 務 課 長 福 岡 俊 裕 君 税務課長補佐 鈴 木 和 重 君 

税 務 課 
課 税 係 長 鳥 澤   誠 君 税 務 課 

収 納 係 長 鈴 木 俊 信 君 

税 務 課 
収 納 係 長 中 田 光 昭 君 住民福祉課長 齋 藤   匠 君 

住 民 福 祉 課 
参 事 木 田 尚 宏 君 

住 民 福 祉 
課 長 補 佐 兼 
地 域 係 長 

田 村 俊 一 君 

住 民 福 祉 
課 長 補 佐 兼 
窓 口 係 長 

大 鳥 香 苗 君 
住 民 福 祉 
課 長 補 佐 兼 
福 祉 課 長 

中 山 和 彦 君 

住 民 福 祉 課 
子 育 て 支 援 
係 長 

遠 藤 克 也 君 農林水産課長 鈴 木 伸 和 君 

農 林 水 産 課 
参 事 山 田 義 則 君 農 林 水 産 課 

整 備 係 長 土 屋 政 雄 君 
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農 林 水 産 課 
振 興 係 長 

雲 野 信 弘 君 建 設 課 長 高 村 由喜彦 君 

建 設 課 技 監 桑 原 建 美 君 
建 設 課 
管 理 係 長 鈴 木 尚 和 君 

建 設 課 
事 業 係 長 栗 田   将 君 防 災 課 長 竹 内   茂 君 

防災課長補佐 
兼 防 災 係 長 国 持 健 一 君   

 

 

議会事務局 

書 記 吉 田 瑞 樹 君   
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開会 午前 ９時３０分 

 

○委員長（稲葉義仁君） 予算審査特別委員会審議の順序に示したとおり、順次進めていきま

すので、よろしくお願いします。 

  各委員におかれましては、発言は必ず手を挙げて、委員長の指名のもとに発言をお願いい

たします。また、議事整理の都合上、質問は１回につき３問以内とし、質問箇所のページを

明示いただけるようお願いいたします。 

  課長にお願いなんですけれども、録音との整合性を図るため、それぞれの担当分野の質疑

の内容を箇条書きで結構ですので取りまとめ、事務局まで提出をお願いします。 

  ただいまの出席委員は４名で、委員定数の半数に達しております。よって、一般会計予算

審査特別委員会は成立しましたので、開会いたします。 

  なお、７番、飯田議員より、本日午前中の委員会を欠席する旨連絡がありましたので、報

告をいたします。 

  これより直ちに本日の会議を開きます。 

  それでは、本委員会に付託されました議案第23号 平成30年度東伊豆町一般会計予算につ

いてを議題といたします。 

  これより総務課の質疑を行います。 

  質疑の対象は、まず歳入からといたします。 

  質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） 町税のところでお伺いしたいんですけれども、まず、町民税個人に

ついては、微増という状況があろうかと思うんですけれども、この辺は総務課ではなくて、

税務課。 

○総務課長（梅原裕一君） すみません、地方譲与税から始まりますので、すみません。 

○委員長（稲葉義仁君） そこはまた後ほどということで。 

○総務課長（梅原裕一君） 後ほどゆっくり、評価替えもありましたし。 

○委員長（稲葉義仁君） あとはございませんか。 

○１４番（山田直志君） ふるさと納税のところで、寄付金のところというよりは、繰入金の

ところなんだけれども、9,000万という形になっているんだけれども、これは、その充当先

というのはどこになりますか。 
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○総務課長（梅原裕一君） ふるさと納税の充当先ですけれども、主な内容が数か所あります

ものですから、細かい内容を一番大きいものから入れますと、まずは、昨日の大綱質疑の中

にも答弁をさせていただきました、東河環境センターの分担金、これにつきましてはあくま

でもハードということで、大規模改修の分に4,000万円の充当をさせていただいております。 

  それから、次に、インバウンド等の対策事業、あるいはＤＣの推進事業の観光対策のほう

に600万円、それから、若者定住促進の住宅取得補助金、これは継続ですけれども、この辺

に800万円ですとか、あるいは、新規事業として、保育料の他市の軽減事業、保育園、保育

ママ、それぞれ該当しますけれども、その辺に375万6,000円と。 

  それから、あともう一つは、各学校の雇人料ということで、学校の図書館のアドバイザー

ですとか、あるいは、小学校の特別支援の講師、あるいは、特別支援員、それから、幼稚園

の支援員等々に、その辺の雇人料に充当させていただいております。 

  それから、町立の体育センターが非常に老朽化しているということで、改修工事の設計委

託料にこの辺にも充当させていただいております。主な内容についてはこのような内容にな

ります。 

○１４番（山田直志君） そうすると、私の感覚で見ると、何というのか、充当先として、本

当にこれが適切なのかなというような感じもしなくもない。例えば、若者の定住ということ

でこの800万とか、こういうことは確かに町の将来にかかわる問題について、投資していこ

うというこの辺の意図はよくわかるわけですが、ただ、例えばエコセンターの分担金の部分

だとか、体育センターの設計とかということになると、これはもう通常の町としての維持管

理で、普通にこなさなきゃならない範囲の仕事ではないのかなというふうに思えるんですよ。 

  だから、何かこれについて町としては、議会としてみると、このふるさと納税がたまって

きて、ふるさと納税の使途、使用にこういう事業に充当しますよというような話は町と協議

した記憶はないわけさ。本当に充当先として、それはよっぽど寄付者の意向がない限りは、

たしか町長が使っていいという部分があるのは知っているけれども、ただ、しかし通常の施

設の維持管理みたいな形のものにまで充当していったら、完全に一般財源みたいな形になっ

てきちゃって、ふるさと納税で寄付していただいた方への、やっぱり対応としてそれでいい

のかなと。本当にこれは東伊豆町は町の将来のためにこういうお金を使っているなというも

のを、やっぱり理解してもらえるのかなと。結構今、このふるさと納税について、いわゆる

返礼品の問題もそうだけれども、実際こういう形で活用させていただきましたというのも、

町のホームページでもみんな公開している時代だから、その内容について、自分たちが当然
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維持すべきところに充当するというものは、ちょっと今回違うようなニュアンスを、昨日も

エコセンターなんかのやつを聞いて、ちょっとびっくりして、そういう中でいうと、やっぱ

り、保育料やなんかの軽減も、でもこれは、西伊豆なんかもやっていて、そういうことに対

して少子化対策だというんで、この辺のことは理解できるんだけれども、何かちょっと通常

の維持管理にまで充当しているような気がしていますけれども、 

○総務課長（梅原裕一君） 14番さんがおっしゃる部分って非常に大事だと思っております。

何に使ってよいというわけでないと思っております。通常経費に充てるということは、基本

的にはまずいというふうに思っております。 

  やはり今後の流れとしては、政策ですとか事業への共感でお金がたまる、そんなふるさと

納税を目指すべきでというふうに町としては考えておりまして、地元の産業が潤って、雇用

が守られて、それで知名度が上がる。それで、寄付金を返礼品につぎ込んでも、おつりが来

るというような、そういう考え方が基本的な考え方であります。 

  それから、このふるさと納税の寄付の使い道の希望をしっかりとこれはまとめてありまし

て、よく町長言われる、町長にお任せということで44.9％、これが一番多いわけですけれど

も、これは何に使ってもいいというわけではなくて、必ず案を出して、議会の皆さんにお示

しして了解いただく形が基本だというふうに考えております。 

  次に、教育子育てが35.2％、それから、地域の福祉が３番目で10.6％、それから、生活環

境、これが8.4％ということで、この４つが非常に大きいいわゆる使い道ということで、基

本的には、そういったいわゆる維持補修ですとかそういうものではなくて、あくまでも政策

的なものというふうな形を基本ベースに考えておりますので、今回、ふるさと納税の基金の

活用については、そのようなことに配慮をしている内容だというふうに受けとめております。 

○１４番（山田直志君） 今回は、何か何となくやっぱり財源対策でこういうふうになったの

かなという印象を持っていて、確かにやっぱりインバウンドだとか、ＤＣキャンペーンなん

かもあると思うんだよね、町の魅力を発信すると、そのためにいろんな形のものがあるし、

だからそういう部分というのは、本当にふるさと納税としての活用が適切だと思う反面に、

余計にエコの部分だとか体育センターの部分というのが、今回はいかがなものかという、や

っぱりそういうものを、ちゃんとまた町としてもそういう活用する骨子というものを示して

協議していただいて、こういう形に当てますというのを、ちょっと文書でもはっきりやっぱ

りしていく必要があるんだと思うの。だから、そういうこと自体が、それは別に条例ではな

くてもいいわけだから、活用計画みたいな形で、課長が先ほど言われたようなものをちゃん
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と文書としてお互い確認して、やっぱりそういうものに沿って使っていくという形にしてい

かないと、今回はもう本当にちょっと私はこの使い方では一部財源対策になってしまってい

るんではないかなという気がしますけれども、これは、ぜひそういう改善を今後していただ

かないと、やっぱり一般財源化しているような感じは絶対いけないと思います。 

○総務課長（梅原裕一君） そのようなことを踏まえて、やはり使い道というのはしっかり公

表して、寄付してくれた人たちがよかったなって共感をしていただくような、使い道という

のを、やっぱりしっかりそれは今後も大切にしていかなければならないということで、ぜひ

その辺を検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質問ありませんか。 

○１４番（山田直志君） ゴルフ場利用税の関係なんですけれども、実際の利用動向でどうな

んですかね。区長会等では、何か値段の再交渉の話が出ているというふうな話も聞いていて、

その中では１億円近い赤字が出ているとかという、そういう数字まで出て、話が出ていたと

いうふうに聞いているんだけれども、これでいくと、前年と同様の予算計上ということでな

っているんだけれども、この辺は、その数字についてはどうですか。 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） 今、ただいまの14番議員さんの、ゴルフ場利用税

の動向についてなんですが、予算上は同額ということで計上させていただいておりまして、

実情は、ほぼ横ばいで推移しております。利用者の人数なんですけれども、過去には財務事

務所のほうに文書で問い合わせをすると、利用者の詳細なデータをいただけたんですけれど

も、数年前から個人情報ということがあって、金額のみの提示で、ちょっとその利用人数と

いうのがつかめておりませんので、そこはすみません、御理解をお願いしたいと思います。 

○１４番（山田直志君） 昔数字が把握できたころは、８万人とか９万人ぐらいまでいて、も

う少しで10万になるなんていうような議論をした記憶があるんですだけれども、この間わか

っている限りで、最低の段階でいうともう５万人は切っていたわけで、そうすると、５万き

ると、なかなか18ホールでもかなり厳しいというような過去そういう議論をしてきたんで、

なかなか変わっていないとはいっても、全体として、経営はやっぱり厳しいのかなという認

識ではいるんだけれども、数字が今、わからないみたいだというからな、わかりました。 

○総務課長（梅原裕一君） その辺は、経営の状況等々については、企画調整課が財政管理や

っておりますので、直接の貸付料等々の交渉も含めて、そちらのほうが担当ということで、

あくまでも財政は数字上のことしか何とも言えないということで、その辺の例年のそういっ
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た推移、それから、状況を見たうえで、予算計上させていただいている内容でございます。 

○１４番（山田直志君） あと、臨時財政対策債の関係なんですけれども、やっぱり予算の説

明のときにも、一番最初にやはりプライマリーバランスの健全化に向けてということも入っ

ているんだけれども、なかなかやっぱりここのところが今、難しくて。だから、全体として

予算全体を見ると、このふるさと納税の、やっぱり形で財源確保したり、この臨時財政対策

債という形で、やっぱり財源を確保しているのかなというふうに思ってはいるんですけれど

も、別にそれは法令的に違反であるというふうには思っていませんけれども、ただ、プライ

マリーバランスということでいくと、なかなかまだ身の丈に合っていないのではないか、全

体としてここを使っている、この２億4,000万をやっぱりこういう使い方をせざるを得ない

というのは、やっぱりちょっと、僕も個々、一般質問の中とか、質疑の中でも個々言ってい

るけれども、まだまだ何かまだ事業や、やっぱり補助金のやっぱり行財政の改革に、まだま

だやるべき部分が残っているのではないかなという僕は認識をしているんですけれども、い

かがでしょうか。 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） ただいまの、臨時財政対策債についてですけれど

も、まず交付税の振替ということで、交付税で全額いただければそれが一番いいですけれど

も、それが国の財源不足というのもありまして、臨時財政対策債でという形になっておりま

して、可能であればなるべく、当然落として抑えて借りてというのが一番いいと思うんです

けれども、現状ちょっと財政状況も厳しいということで、ほぼ満額借り入れをしているとい

うのが現状になっております。数年前には、若干予算額、まず予算を組んで借り入れの限度

額が上回った場合にも、それも借りずに抑えたことはありますけれども、そういったことも

できればやっていきたいとは考えております。 

○１４番（山田直志君） 臨時財政対策債も、交付税算入されるとはいっても、交付税みたい

に満額、現額が来るというものではなくて、その金額が計算式には算入はされてくるんだけ

れども、限度もそれが上積みされるという部分ではないというふうに思っているんだけれど

も、あくまでも、交付税措置の中の一つの数字としては入れ込まれることだと思うんだけれ

ども、実額であれは来ないものだよね。基本は借金ではないかなと思うんだけれども、その

部分はあると思うんだけれども、それとやっぱり、何かこのプライマリーバランスの問題で

いうと、何かやっぱりいろいろな部分でまだ行財政改革が、まだまだ不十分ではないかなと

いう自分は印象を持っているんだけれども、その辺はどうですか。 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） ただいまの臨時財政対策債の交付税算入について
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ですが、これ、実額参入ではなくて、借り入れの限度額で算入しておりまして、一応もう

100％、一応これは算入されるということで、ルール上はなっております。 

○総務課長（梅原裕一君） 課長補佐が言ういうとおり、満額入ってくることは間違いござい

ません。その項目について、しっかりとその辺抑えてありますので、実際は借りても借りな

くても、100％入っているということですから、本来なら借りなくても、当然100％入ってく

るという金額になっていますので、本当は借りないことに越したことはないんですけれども、

各市町の状況を見ましても、ほとんどの市町は借りているということになっておりまして、

今後はやっぱり財政状況を見ながら、できるだけ、借金には変わりないものですから、

100％交付税算入されるとあっても、借り入れには間違いないということで、少しでもその

辺を借りられないようなやっぱり足腰の強い財政運営をしていかなきゃならないというふう

に、それは常に考えております。 

○１４番（山田直志君） 行革のほうはどうか、行革。財政当局としては。 

○総務課長（梅原裕一君） 質問してくださいよ。 

○１４番（山田直志君） だから質問したよな、さっき。 

○委員長（稲葉義仁君） 行革について、まだまだ不十分ではないかということでよかったで

すか。 

○総務課長（梅原裕一君） 行革は、本当に単年度で考えるものではなくて、今、議会の皆さ

んとも協議をしていただいている、やはり、今この町の中で、アスド会館の処分というのが、

行革の中で本当に目玉だというふうになっております。本館、それから体育館、この体育館

が特に人件費を含めたら3,000万、4,000万の数字が、毎年、それは、投資的な経費かといっ

たら、そういうものではない、将来に渡って、人件費を入れた3,000万、4,000万、人件費を

入れたものが、何に生かされるかという、そういうものではないものですから、その辺を含

めてかなり施設も老朽化している、一番の問題は消防施設、その辺が非常に駿東の消防のほ

うからも指導を受けていまして、そういうのを含めて、できるだけ早くこの施設の処分とい

うか、いわゆるそれを処分することによって、ほかに福祉ですとかいろんなところに生きた

財源として生かされるというふうに思っております。 

  それから、今後の課題といたしましては、当然これは取り組んでる内容ですが、熱川支所

の問題ですとか、図書館を含めて、それから消防団の統合にしてもそうです、各９部団があ

って、この施設、それから消防自動車を10年ごとに更新しなきゃならないというようなそう

いった状況の中で、今、本当に団員が減っている中で、この辺をどういうふうにしていくか
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という問題。それから、小中学校の統合はもう生かされていますけれども、今後小中学校ど

うするかという問題、それから、ごみの減量化に含めて、あと有料化、この辺も静岡県内で

無料でやっているところはほんのわずかしかないというふうに考えております。この辺も減

量化とともに、有料化というものをそろそろ考えていかなければならない。この30億かけて

ごみ施設を今、更新していますけれども、この時期に、その辺をしっかりと町民の皆さんに

本当に考えていただくというふうなことで、話し合っていくべきだというふうに考えており

ます。 

  それから、窓口業務等の民間委託、その辺も行革含めて、機械化も含めてその辺を考えて

いかなきゃなんないと思っております。 

  それから、最後に費用対効果のない事業はやめるというふうな選択と集中というものを、

しっかりと、先ほど山田議員がおっしゃったとおり、そういうものをしっかりとやっていか

なければ、今、人口がどんどん減っていって、税収も今年度、平成30年度、4,000万ですか

ね、後ほど税務課のほうと議論されると思うんですけれども、評価替えで4,000万円減って

いると、町税全体で。そういったことを含めて、今後も増えていく見込みというのは、本当

に厳しいというふうに思っておりますので、行革は絶えず続けていかなければならないとい

うふうに思っております。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） いろんな、僕らもお金の出し入れの補助金の中身でもそうだし、今、

課長が言われたようなところもあると思うし、例えば、自分がかかわっているからあれだけ

れども、消防なんかの問題も、今言われたとおりなんだけれども、僕はちょっと、今年から

来年が、やっぱりひとつ切りかえのチャンスだと思ってるから。というのは、消防組合で、

今施設のあり方について30年度に抜本的な見直しをすると。今までは、今まであった消防署

をそのまま引き継いだ。結構沼津なんかのほうからすると、結構それは効率が悪いと、配置

を、やっぱり効率的に職員の配置、施設の配置をするために見直せというのは、結構沼津議

員から出て、やっぱり例えば、清水町なんかも沼津と近いので、どうするんだろうかとかい

ろんな問題が出てきているわけさ。そうすると東伊豆の消防署もどうするのかという問題も

出てくる、そうすると、ここがやっぱり決まってきたら、これにやっぱり対応して、消防団

というのもやっぱり変わっていかなければいけないと思うわけさ。そういう意味でいうと、

この一年間の消防組合でどういうふうに東伊豆の消防を動かすのか、それに対して、実情消

防団がどういう形で参画して、消防体制をつくるのかというのは、このチャンスにやらなき
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ゃならないし、どこかでやっぱり一時は分団で、立派な消防車をつくるのを競った時代もあ

るんだけれども、もう逆に、完全に筒先等はもう消防署、常備消防にやる。非常備消防団は

やっぱり、水利や非常線等々、避難、こういう問題に完全に役割分担されているので、その

中でやっぱりお互いが本当に責任をもってやれるところを見直すというのも、本当にこれ、

来年、30年度、31年度の課題になってきて、そういうものを含めて、そこのところで、やっ

ぱりひとつの基準をどこかでつくり上げ直さないとやっていけないんではないかな。 

  例えば町長が議会の答弁で言っていることで言うと、あと３年くらいしたら、消防署のは

しご車も買いかえになるさということもちょっと言ったんだけれども、はしご車なんかを今、

入れることが、本当に必要かどうかと。僕はちょっと個人的には、ずっと言っているのは、

いわゆる泡で消火する、高いんだけれども、4,000万ぐらいするけれども、そういう消防車

を導入することで、やっぱり消火能力を高めていくとか、いろんなやっぱりことをよく考え

て、広域消防を生かさないと。またこの間も15メーターのはしご車買ったけれども、火災出

動は一度もなかったと、俺知っているのは、何か東のほうで松かなんかを切るのに１回出た

というくらいで、あとはもうただ子供たちに見せるのはよかったけれども、こういうことな

んかもやっぱりお金として、町もその負担金とか出していくということになるので、やっぱ

り簡単に今と同じものでいいというやり方をしていくと、大変な出費になってくるので、こ

の辺もやっぱりちょっと目配りを、財政のほうもしていかないといけないなと、そういうこ

とがいっぱいあると思いますので、ぜひ、今までと同じことだからといって、切りかえる切

りかえるということではなくて、今またこれから先に対してそれは本当に必要なのか、大き

過ぎないかということをやっぱり考えていただかないといけないなと思っています。 

  まだまだ行革は足りていないと思うんで。 

○総務課長（梅原裕一君） 山田議員のおっしゃるとおり、行革は不断の取り組みということ

で、もう続けていかなきゃならないということで、ちょうど消防のほうも役員さんも入れか

わりましたし、防災課長のほうとも、常々私は話をしていまして、本当に消防団の改革とい

うのは、膝を交えて話し合っていい方向へ導いていって、なおかつそれが、行革につながっ

ていけばいいな。ただただお金を削るだけではなくて、やっぱり何年後かを見据えた形の中

の消防団をつくっていくといういいチャンスだと思いますので、新役員さんにも期待をした

いと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（稲葉義仁君） 質問ございませんか。 
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  歳入のほうはどうですか、よろしいですか、あとは。 

  よろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） それでは、質疑の対象、今度は歳出のほうでいきたいと思います。 

  歳出について質疑ございませんか。 

  いかがでしょうか。 

  いいですか、質疑はございませんか。 

  ほかに質疑はございませんか。 

（発言する人なし) 

○委員長（稲葉義仁君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、総務課の質疑を集結します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時００分 

 

再開 午前１０時０３分 

 

○委員長（稲葉義仁君） では休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより企画調整課の質疑を行います。 

  質疑の対象を歳入からまずは始めたいと思います。 

  歳入について、質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） 34ページの財産収入の関係なんですけれども、いわゆる加森観光と

の関係で、加森からの借地料の見直し等々の話も出て、急に出てきたみたいだから、当然予

算と、今後はまた違ってくる可能性もあるのかなと思ったりしたんだけれども、どういうふ

うな状況にあるのか、なかなか強いこともはっきり言って言えない部分もある交渉だという

ふうには理解していますけれども、予算等の関係も後で当ててくることなんで、ひとつどん

な状況か教えてください。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 加森観光さんに貸しつけてある分につきましては、ゴルフ場

とその他の用地ということで単価も違っているわけなんですけれども、これにつきましては、

平成31年度までは、現行の金額でやるというお約束なんですけれども、実は先日、加森の方
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がお見えになって、やはりゴルフ場のほうの経営が思わしくない経営といいますか、収入の

ほうが、かなりの赤字が出ているというお話をいただきました。この間の区長会の中でも、

稲取４区の区長さんにもお話をしたんですけれども、ゴルフ場以外で借りているところで未

使用の部分がございますよね。アニマルキングダムで使っているところと、駐車場と、それ

以外貸しているけれども使っていない部分を除いた金額くらいの値下げをお願いできないか

というようなことを話をされまして、今の段階でもう新年度予算決まっていることですから、

１年かけて、ちょっとそれを話をしていこうということで、今、そういう段階になっており

ます。 

○１４番（山田直志君） 分筆とかいろんなことをできないから、字ごとずっと今まで貸しつ

けてやってきたんだけれども、確かにそれが、合理性はないと言えば、合理性がなくて、会

社側からすると、使っているところだけにしてもらえば一番いいだろうというのは、前から

伊豆急さんのところからもそういう議論はあったんだけれども、いずれにしても、観光資源

としてもまた、雇用の場としての両面の問題を考えると、なかなか苦しい面があって、では、

今年度の計上はこのままで大丈夫で、来年度あたりからその対応が出てくると。わかりまし

た。 

○委員長（稲葉義仁君） すみません、29ページ、県の支出金、地域少子化対策重点推進交付

金というものの内容等について、ちょっと教えていただければと思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これは新しく出てきた名前ですので、ちょっと話題になるの

はわかりますけれども、去年までは結婚新生活の支援事業費の補助金が名称変わりました。

これにつきましては、１世帯当たり24万だったのが30万円にかわりまして、それの５世帯を

見込んでおります。その県の補助率が２分の１ということで、30万掛ける５掛ける２分の１

で75万円という内容になります。加えて申し上げれば、前年度までは４分の３だったんです

けれども、２分の１に下がってしまいました。そのかわり金額はアップで、条件は若干緩和

をされるような内容で、これ歳出に出てまいりますけれども。 

  以上です。 

○委員長（稲葉義仁君） 質疑ございませんか。 

○１４番（山田直志君） まだ歳入だっけな。 

○委員長（稲葉義仁君） まだ歳入です。 

○１４番（山田直志君） ごめんなさい。 

○委員長（稲葉義仁君） 歳入についてございませんか。 
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  雑入のところ、すみません、また単なる質問なんですけれども、43ページ、雑入20番の公

共施設省エネルギー機器導入助成金、これについて、すみません、教えてください。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これにつきましては、いわゆる読んで字のごとしなんですけ

れども、省エネルギー機器の導入ということで、今年につきましては保健福祉センターの空

調機の更新がありまして、そちらのほうに440万円充当する予定となっております。 

○委員長（稲葉義仁君） ありがとうございます。 

  あとはございませんか。 

○１４番（山田直志君） 歳入のところで、いわゆる港の朝市の使用料の関係なんだけれども、

全体的な利用の状況からすると、もう少し使用料があってもいいような。逆によく聞くのは、

お客さんの何かのあれでいうと、やっぱり駐車場なんで暗いというようなことがあって、そ

うするとやっぱり商品が見にくいというのか、そういうことがまたあとでトラブルになると

かということもあって、だから、お金の部分もそうだし、その見直しということもあるけれ

ども、同時に管理していくという部分で見ると、しっかりそういう電球を明るくしてあげた

りとか、そういうちょっと関係で、この全体の事業まで観光商工課だっけ、事務局は、ある

んだと思うんだけれども、何かもう少しとるものはとっても、ちゃんと設備の部分で対応し

てあげる必要があるんではないのかなと思ったりするんですけれども。 

○企画調整課長（遠藤一司君） ちょっといいですか、休憩してもらっても。 

○委員長（稲葉義仁君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１２分 

 

再開 午前１０時１３分 

 

○委員長（稲葉義仁君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 御指摘の朝市の使用料の関係なんですけれども、平成23年に、

60万円から80万円に変えております。もう既に７年たっておりますので、右肩上がりで売り

上げも伸びてきているようですので、そこら辺も考え直す時期なのかなというふうなふうに

も考えております。 

  それから、照明のことにつきましては、役場のほうの管理としては、蛍光灯、通常の時の

駐車のための蛍光灯は管理しておりますが、朝市の運営のための照明は、組合のほうでやっ
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ていらっしゃると思います。そういう御意見も含めまして、組合を管轄しております観光商

工課のほうとも協議しながら、そういう意見もあったというようなことは伝えさせていただ

きたいと思います。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑はございませんか。 

○３番（栗原京子君） すみません、43ページなんですけれども、21の地域コミュニティ活性

化助成金、これどういったものなのか教えてください。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これにつきましては、県の市町村振興協会から３分の２の補

助金をいただいております。内容につきましては、熱川温泉の石曳き道灌まつりの助成に

200万円、それから、素盞嗚神社の雛段飾りの助成に50万円、それから大川のアマゴ放流と

禁止区域の巡視事業助成に40万円の事業費がありまして、これで、290万円の３分の２とい

うことで、193万2,000円というような内容になっております。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑ございませんか。 

  よろしいですか。 

（発言する人なし） 

○委員長（稲葉義仁君） それでは、歳入のほう質疑終わりまして、続けて次は歳出のほうに

移りたいと思います。 

  歳出について質疑ございませんか。 

○１４番（山田直志君） ちょっと直接関連するかよくわかんないですけれども、70ページの

いわゆる生活路線バスの運行事業がありますよね、その関係で、確か、企画調整で交通会議

のほうのほうを所管していると思うんですよ。栗原さんにしても私にしても、内山さんだと

かいろいろ、最近やっぱりバスだけではなくて交通網全体に対するいろいろないわゆる買い

物難民みたいな話だとか、病院のあれだとかと、いろいろな問題が、今出てきているという

ふうに思うんだけれども、こういう会議の中で取り扱っていっているのか、ちょっとよくそ

こもわからないんですけれども、今までは確かに事業としては、ずっと東海の赤字バスの路

線を引き継いでやってきているという部分と、ただ、仕事の中身で見ると、ちょっとそれだ

けでも足りないというような住民ニーズというものができているんだけれども、これへの対

応というのは、交通会議でもちゃんと検討しなくちゃいけない部分もあると思うんだけれど

も、この辺については、どのようにお考えでしょうか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） それにつきましては、今、中伊豆、東伊豆地域の交通推進計

画、そういう計画を策定するということで、もう南伊豆のほうはできているんですけれども、
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県がお膳立てをして、そういう計画を立てるための協議会をつくって、４回ぐらいやってい

るのかな、それで担当者の会議も５回ぐらいやっています。それで、この３月に結果が出て、

例えばうちの町でいうと、交通空白地域が熱川のほうの別荘地であるとか、天城のほうの別

荘地であるとか、そういうところがあるので、そういうところをどういうふうにしていくの

かとか、そういうようなことで、各市町ごとの現況を分析したりとか、あと、観光的に使う

交通と、それと地域の足としての交通というようなそういう２つの観点から見据えた今後の

改善策というようなものの計画を立てております。先日うちの町でも、公共交通会議をやっ

て、その計画の骨子を説明して、うちの委員さんにもいろいろ意見を言っていただいたんで

すけれども、そういう形でやっていますので、そこら辺に基づいた形でうちの町もいろいろ

個別的な政策、こないだお話しいただいたような、福祉公共交通でしたっけか、そういうこ

とも考えていかなければならないというような形の体制はとっております。 

○１４番（山田直志君） そうすると、そういう県が入ってやっているやつの答申が出たりし

たら、今後また、町ではそれをもっと具体化なり、また検討していくということですか。ま

たそのときには、委員にも少し、どういう形のものが出てきているのか、お知らせいただき

たいと思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 承知しました。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑ありませんか。 

  57ページ、ケーブルテレビの広報事業のところなんですけれども、これ、いいとか悪いと

かではなくて、いろんな状況でここのところ少しハイキャットさんのやっぱり人員なんかの

問題で、活動が手いっぱいというか、動ききれない部分がどうもあるようなのではないかと

いう話を聞いたりするんですけれども、一応町の広報を委託しているという意味で、その辺

について企画調整課としては何かお考えなんかありますでしょうか。そもそもの話でいうと、

ケーブルテレビ自体が城東のほうが全然入らないという話も含めて、今後どうしようという

部分で、何かお考えがあればあわせて教えていただければと思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 十分な答弁はできないと思うんですけれども、御承知のとお

り、ずっとベテランでやっていた職員の方がやめられて、この間の議会の中継なんかも新し

い若い方が入ってやってらっしゃるようなので、当然経験であったりとか、技術の面で劣っ

てくる面は否めないと思いますけれども、若い人なので、いろいろ技術とか新しい感覚であ

るとか、そういうものを吸収して発揮してくれることを期待するというようなことしか、と

りあえずはお答えできないかと思います。申しわけありません。 
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○１４番（山田直志君） ＣＡのやつも、いろいろ職員に聞いてみると、やっぱり稲取でも、

加入者が減っているもので、やっぱり長く勤めていた人たちというか、やっぱり高給取りに

なっていくと、やっぱり何か心苦しくなるというのか、そんなことも含めて何人も去年ぐら

いやめていったというようなこともあって、この間も、誰か新しく入ってくれる人いません

かなんて言って、紹介してくださいなんて職員が言っていましたけれども、そういうやっぱ

り危機感があるんだなというふうには思ったんですけれども、ただ、逆に全くちょっと突拍

子もない言い方だけれども、先ほど委員長なんかも言われたような稲取城東の問題なんかで

も、例えばの話でいうと、有線テレビの問題でいうと、ＩＫＣなんかとやっぱり町で、逆に

ＩＫＣのやつを、それこそふるさと納税で買い取っちゃってとか、そういうことをやらない

限り、何かハイキャットとＩＫＣとで話し合いにならないわけではないですか。でも町とす

ると、広報環境とか、いろんな環境でやっぱり環境を整えたい。情報のやっぱり格差を生ま

ないで、町のことをいろいろ、やっぱり紙ベースでも限界もあるという中で、活用したいと

考えると、例えば何かＩＫＣの有線テレビケーブル網なんかを買い取るとかなんかできない

かなとか、何かそういうことでもやらない限り、全町的な情報活用というのが厳しくて、ま

たそういうことをやると、逆にいろんなまた、町がそういうものを活用できる形もできるの

ではないかなと思ったりするんだけれども、これは金がかかるし、事業をやっている人たち

の話なんだけれども。 

  ただ、このままの状況でいったら、ハイキャットのほうだってやっぱり魅力もなくなって

いくし、町とすると、やっぱり広報活動自体もやっぱり難しく、今でも城東のほうにはいか

ない。いろんなやっぱり部分が情報の縮小をしていくことによって、まちづくり全体の中で

も、何かやっぱりマイナスな感じになっていくのではないかななんていうふうに、ちょっと

懸念されるところもやっぱり持っているなというふうにちょっと感じているんだけれども、

大胆に何かこう考えられないかなとか、その辺がちょっともし活用できるとすると、ふるさ

と納税なんかの１億、２億で解決できりゃまことに将来的にも活用できるんだなと思うんだ

けれども。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 確かに、委員のおっしゃるように、情報の格差が生まれて、

それはもう、不公平感にもつながるわけでして、これはもう、ずっと何とかしなければいけ

ないというようなことで、毎年そういう答弁もさせていただいていますけれども、それが、

政治的な絡みなのかなというふうに思っていたんですけれども。 

  この間、ハイキャットの株主総会に行った帰りに、ちょっと職員から聞いたところによる
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と、詳しいところまで理解できなかったんだけれども、前、ハイキャットとＩＫＣとやりと

りしたときに、金銭的に売り買いというものなのかな、情報を提供するのか、買うのかとか、

いろいろ立場によって違うわけではないですか。提供していやっていると思われるのか、提

供してもらっていると思われるので、お金の発生したらしいんですけれども、それが片一方

から払えなくなったから、それでもうやんないよというようなことで、滞っているというよ

うなことも聞いたりとかしたんですよ。片一方のほうは、それはいらないからというふうな

形で言っているんだけれども、どうもそこら辺がうまく意思の疎通ができていないというよ

うなところもあるようなことも聞いたんですよね。ちょっとわかりにくいかもしれませんけ

れども、僕も余りちゃんと理解をしていないのかもしれないけれども、そんなことらしいで

すよ。 

  だから、うまく話をすれば、相互の乗り入れ、情報提供の乗り入れできるようなこともち

ょっと感じたものですから、そこら辺ちょっと深く掘り下げてやることももちろん重要だし、

委員おっしゃるように、お金でシステム自体を構築するのをバックアップすることも大変重

要なことだと思いますので、とにかく、情報の格差が生まれることによって、行政から提供

する情報も届くところが不公平だというところもありますので、そこら辺は早く是正をしな

ければというようなことが常々考えておりました。何かアクションを起こしたいなとは思っ

ております。 

○１４番（山田直志君） もっと突拍子もなくて、実をいうと僕らも議会で防災行政システム

のことをいろいろ勉強していく中で、変な話だけれども、ハイキャットなんか少し増資して、

あれがやっぱり民間企業でいくと、象と蟻さんみたいな、ＩＫＣというでかい母体と、ハイ

キャットなんてこんなに小さい母体の事業体が、自分たちの番組をちゃんと流すということ

は、金をくれるのくれないのという、こんなやりとりをしているわけなんですけれども、そ

うではなくて、やっぱり課長も言ったように、町全体の情報網として考えた時に、多分ハイ

キャットなんかも、また、完全に出資をして、町の子会社にしてしまって、やっぱり無理で

すよね。今、株主総会行ったって、電気屋さんなんかが昔の難聴地域解消でやっていた、い

わゆるちょっとレベルのものではなくて、今はもう情報をちゃんと伝えることが大事だとい

う、活用するなんて考え方は余りない人たちだから、そうすると、町が子会社になって、町

と今度ＩＫＣとで交渉して、やっぱり町の施設、いわゆる町の資源、情報の端末資源を持つ

というようなぐらいのことで考えてもいいのかな、そうしてくると、もっとＩＫＣなんかの

場合は、インターネットや何かなり持っているんだけれども、町のハイキャットも含めて、
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一応光ファイバーであれば、そういうところで今度、フルバンドの活用とか、もっとまたい

ろいろな形での活用というのも出てくるので、もう電波を流す流さないのレベルのけんかを

いつまでやってもしようがないんで、何かこう抜本的に町としても手を入れていかないと、

まちづくりで町の考えていることが、町民に伝わっていかない状況が続くのはやっぱり余り

よくないし、非常に不幸なことだなと思っていますので、そんなことも含めて、今後ぜひい

ろんな角度から考えてみていただきたいと思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） おっしゃるとおりだと思います。そういう形で働きかけてい

きたいと思います。この庁舎とハイキャットの間で光ケーブルを張ることがやっとできて、

双方向で通信ができるというんですけれども、それについては活用云々というような話も株

主総会で出たんですけれども、そこら辺の内容も余りよく理解されていないような役員の方

も結構多かったので、その辺のリテラシーを上げることも必要であろうかと思いますので、

いろいろ今後もう少し関係を密接にして、おっしゃることは実現できるように努力していき

たいと思います。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑ございませんか。 

○１１番（森田禮治君） ちょっと確かめのような形だけれども、県支出金のほうで、75ペー

ジ、庁舎購入の、これだって10年間でやるような形のところへ、毎年俺が質問して悪いんだ

けれども、これ漁民センターになっているじゃん、この下の、それで、それを終えた時の名

義はどこの名義。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 県有地を庁舎の用地の購入費ということで、毎年支払ってい

ることは、委員御承知のとおりなんですけれども、漁民センターということは関係なく、庁

舎の用地ということで、町の持ち物になるというふうに認識しております。 

○１１番（森田禮治君） 町の名義になる。なればいいけれども、高い買い物しているから。

１億3,000万納めた後、また10年間に三千何百万って払うから、すごい高い買い物している

んだよ。漁民センターだからと言って、向こうでとられたら漁協の方に。町のものになるん

なら。あれはどうなっているの、駐車場は。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 駐車場は一括で支払ったのかな。ちょっと休憩してもらって

いいですか。 

○委員長（稲葉義仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３２分 
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再開 午前１０時３３分 

 

○委員長（稲葉義仁君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 平成30年度で支払い４年目になりますので、平成36年度まで

支払いが終わった後は県の土地開発公社から、町の所有物になるというふうになっておりま

す。 

○１１番（森田禮治君） それが終われば町のものになる。 

○企画調整課長（遠藤一司君） お見込みのとおりです。 

○１１番（森田禮治君） 文書の取り交わしはしてある。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 契約を交わしておりますので。 

○１１番（森田禮治君） よく覚えておいてください。俺はそのころはいないからさ。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑はございませんか。 

○３番（栗原京子君） すみません、69ページの出会い創出事業ということなんですけれども、

効果としてはどうなんでしょうか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 今年は、農業サークルをやって、あと、荒武君のほうにもま

た、別のサークル事業やっておりますので、それを統合して、平成30年は１本でやろうとい

うことで、その中には農業、園芸サークルも含めてということでやるようにすることにしま

した。 

  効果ということなんですけれども、なかなか難しいものがありまして、実は11年まえに私

が企画課にいたときに、初めてそういうことをやったんですけれども、そこからやって、ち

ゃんとした結婚に至ったというのは、ちょっと聞いてないんですが、最初のころは20代の独

身だけ、町の中だけとかというふうな形だったんですけれども、今は年齢も30代まで広げて、

地域的にも特に制限を設けない。また独身でもなくてもいいよというような形で、とにかく

若者たちの交流の場を提供して、そこで出会いに繋げればというのが目的になっておりま

す。 

  去年その中でいろいろつながりがあって、旅館の若手の、委員の皆さん御存知だと思いま

すけれども、そういう方たちもいろいろそういうのに入ってくださって、また、そういう枠

組みで募集しなかったようなサークルにも一緒になってきてくれたりとか例えばダイロクで

やったハロウィンパーティーだったりとか、クリスマスパーティーなんかにも来て、一緒に
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盛り上がったりとかしていますので、そういう意味では効果がないとは言えないと思うので、

継続してやっていくことが効果につながるかなと。今まで行政が考えていたことで、よくな

かった部分もあったりしたものですから、地域おこし協力隊の若い人たちの感覚で始まった

ことですので、これからに期待をさせていただきたいなと思っております。 

○委員長（稲葉義仁君） よろしいですか。 

○１１番（森田禮治君） これ載っているか載っていないかわからない、ついでだから聞いて

るんだけれども、この前側の土地、それは片ついたか。ここの建物と前とは違うだよな。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 道路のところですか。 

○１１番（森田禮治君） 今の玄関のところは違うんだよ。 

○委員長（稲葉義仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３７分 

 

再開 午前１０時３７分 

 

○委員長（稲葉義仁君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 今、御質問の土地につきましても、隣の駐車場の用地と同じ

タイミングで解決しているというふうに伺っております。 

○委員長（稲葉義仁君） よろしいですか。 

  ほかに質疑はございませんでしょうか。 

  69ページ、空き家利活用拠点づくり事業の、活動備品90万4,000円、こちらの備品の内容

についてもしわかれば。 

○企画調整課長（遠藤一司君） この事業につきましては、東海汽船の事務所の改修でござい

まして、平成30年で３年目になります。２階部分を改修しておりまして、ものづくりの拠点

ベースということで、改修しておりますけれども、最終年ということで、備品を購入させて

いただきます。レーザーカッター、パーソナルコンピューターと連動してものをカットする

レーザーカッター、金額も申し上げましょうか。 

○委員長（稲葉義仁君） 構わないです。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 約30万くらいになるんですけれども、それと、プロッター…… 

○企画調整課企画係長（加藤宏司君） 大型の図面を焼くような感じのプリンターという形に
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なります。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 続きまして、カラーの複合機、それから、接続用のＰＣとい

うことで４点の購入を予定しております。 

○委員長（稲葉義仁君） あと、ございませんか。 

  質疑はございませんか、よろしいですか。 

  ほかに質疑はよろしいでしょうか。 

（発言する人なし） 

○委員長（稲葉義仁君） では、質疑なしと認めます。 

  これをもって、企画調整課の質疑を終結します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時４２分 

 

再開 午前１０時５７分 

 

○委員長（稲葉義仁君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより税務課の質疑を行います。 

  質疑の対象は、まずは歳入といたします。 

  歳入について質疑はありませんか。 

○１４番（山田直志君） すみません、町税の関係で、個人町民税の関係の収納率はどういう

計上、何％での計上になったんですか。あと、法人町民税の減についての要因は何か。そし

て、固定資産税の減の要因と収納率の状況についてお願いします。 

○税務課長（福岡俊裕君） それではまず、個人町民税の収納率でございますが、個人町民税

につきましては、現年分につきましては昨年度より１％アップさせまして、0.92、92％で見

込んでおります。滞納繰越分につきましては、17％で見込んでおります。 

  次に、法人町民税の減額の要因でございますが、法人町民税につきましては、法人税割額

と法人均等割額の合算額となりますけれども、法人税割額につきましては、予定申告の状況、

これは平成29年度に23件、226万1,000円の歳出還付がございました。といったことを勘案し

まして、前年度比、19.45％の減を見込んでおります。また、均等割額についても、法人数

が1.7％減少する見込みであることから、現年課税分は408万8,000円の減を見込んでおりま
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す。滞納繰越分につきましては、賀茂地方税債権整理回収協議会との連携や、静岡地方税滞

納整理機構への移管効果によりまして、年々減少しておりまして、収納額が20万円減少する

見込みでございます。 

  続きまして、固定資産税の減の要因でございますが、固定資産税につきましては、平成30

年度が評価替えの基準年度となります。土地と家屋について評価額を見直しをいたします。

土地の調定税額については２％の地価下落の影響により、前年度比0.79％減の２億6,697万

6,000円と見込み、家屋の調定税額については、３年の経年補正の影響により、前年度比

1.82％の減の７億3,904万9,000円、償却資産の調定税額については、平成29年度の課税標準

額に既存の償却資産の減価償却率を乗じて見込み、合計で予算額としまして、10億9,534万

1,000円。前年度比1.92％の減と見込んだものでございます。 

  固定資産税の現年課税分の収納率につきましては、92.5％を見込んでおります。滞納繰越

分につきましては、７％を見込んでおります。 

  以上でございます。 

○１４番（山田直志君） そうしますと、個人町民税はほとんど現年推移で、多少税率アップ

で算定しているということなんですけれども、法人の関係はやっぱり町内の経済状況を反映

しているということで判断してよろしいでしょうか。その辺はひとつお聞かせください。 

  ２つ目の問題ですけれども、固定資産税はこういう状況になって、評価替えで下がってい

く部分と、あとやっぱり国内全体の景気が悪いということを考えると、町内は固定資産税の

客体として、いわゆる町外者、いわゆる別荘地とかマンション持っている方々、こういうと

ころなんかでは、やっぱり特に活用されなくなって、もうバブルのころ買ったから、使わな

くなったりとかいうことになったりして、こういうところがやっぱり滞納というようなこと

になってくるのではないかと、バブルの後、一時大分マンションや別荘なんかも役場の前の

ところに競売の告示が大分出た時期があって、１つのマンションでも２つも３つも出るとい

うこと、そんな時期がやっぱりあったんですけれども、今後やっぱりこの辺では町外の納税

者からのやっぱり収納の取り組みということは、非常に今後影響が出てくるのではないかな

と思っているんですけれども、その辺はどうでしょう。 

○税務課長（福岡俊裕君） まず、法人税の関係でございますが、法人町民税につきましては、

予定申告を行って事前に納付をしていただいていると、そういった状況がございまして、一

概に収益によって増減するというような捉え方ができない部分はございます。 

  それと、固定資産税の関係につきましては、確かに開発されたのが昭和42年ですとか、バ
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ブルの時期に開発されている建物が非常に多いものですから、相続の時期を迎えて、それが

なかなか収納されなくなるというようなことは危惧されておりますけれども、うちとしまし

ては、納税義務者に対して、正しい告知、相続の依頼をお願いした中で、確実な収納を図っ

ていくという形で対応をとっているところでございます。 

○１４番（山田直志君） 固定資産税の部分でいうと、評価額は下がっているんだし、今後も

今の状況でいくと、今後も余り景気が上向かなければこういう状況になると思うんだけれど

も、収納自体の収納率なんかは上がっていく、滞納の部分も含めてなんかだけれども、言わ

れる賀茂と県の地方税滞納整理機構や何かので、収納率自体は上がってるのか。 

○税務課長（福岡俊裕君） 固定資産税の収納率につきましては、現年課税分で申し上げます

と、年々今、賀茂地方税債権整理回収協議会との連携効果は大変見込めてはおりますけれど

も、28年、29年と伸びている状況となっております。それに加えまして、滞納繰越分につき

ましては、滞納繰越額自体が減少するような形となっております。 

  以上です。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑はございませんか。 

○１４番（山田直志君） 軽自動車と入湯税も税務課だよね。この増と減の要因については、

どういう形で計上していますか。 

○税務課長（福岡俊裕君） まず、軽自動車税の増の要因でございますが、軽自動車税につき

ましては、平成28年からグリーン化税制が始まっておりまして、初動登録から13年以上が経

過しました軽自動車について、経年車重課というものが適用されております。平成30年度に

ついても、重課税率適用車両の増加ですとか、グリーン化特例の経過、税額が若干安く抑え

られているものが、通常の税率に戻ることで、税額が上がることが見込めることから、増額

を想定しているものでございます。 

  入湯税でございますが、入湯税につきましては、昨年と同額を見込ませていただきました。

平成29年度は、秋の行楽シーズンに台風等による天候不順の影響で、前年度を下回る時期が

続きましたけれども、年度当初、４月から６月までは、104％から107％程度で推移する順調

な状況でございました。また、ＪＲグループの６社と、あと自治体観光事業者らが共同で全

国展開する大型観光企画、デスティネーションキャンペーンの2019年春の開催地に静岡県全

域が採択されたことを受けまして、平成30年度のプレキャンペーンにおいて、静岡県内の観

光資源が売り込まれ、誘客効果が見込めること、あと、本格稼働に至ってない宿泊施設が受

け入れ態勢を強化しているというようなことから、前年と同額を見込むものとしたものであ
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ります。 

○１４番（山田直志君） 確かに、ＤＣキャンペーンの問題はあるし、天候の問題もある。た

だ、本格稼働していないというところでいうと、去年も何かそういうやつが２軒あるといっ

て聞いて、結局でもそれはそのままだったと、現状から考えると、それは期待はあるけれど

も、予算計上として考えたときに、確実性があるのというか、やっぱり結局去年も、たしか

前の正木君が、２つぐらい新規オープンしますから、この数は大丈夫ですといったんだけれ

ども、結局そうではなかったのではないかなと、非常にそこは不確定要素があるんではない

のという感じがするんだけれども、実績との関係で見てもね。大丈夫か。 

○税務課長（福岡俊裕君） おっしゃるように、民間の話となりますので、稼働できるかどう

か、開業できるかどうかというのは、定かではございませんけれども、一応、キャパシティ

ーで見ますと、その施設につきましては、半年間６割の稼働率で稼働した場合に、２万人程

度収容できるほどのキャパシティーがあるということで、既に雇用された者もいるという話

を伺っておりますので、そういったことから、今年こそはということで、見込ませていただ

いております。 

○１４番（山田直志君） キャパの問題等はわかるけれども、稼働率は60というのは、今相当

の旅館ではない限り、稼働率60なんていかないのではないかと、現実的に町内の旅館なんか

だと、やっぱりほとんど土日が中心だから、平均的に言ってもやっぱり35とか40くらい、50

まで行く旅館というのが、少ないのではないかなと思うんだよね。60だと結構大きな数字で

見積もっているのではないかなと思うんだけれども。 

○税務課長（福岡俊裕君） 一応稼働率６割ということで申し上げましたけれども、期間とし

ては半年間、180日ということで考えておりますので、年間ベースで考えた場合には36％と

いう形になります。 

  訂正を１件、すみません、申しわけございません。ただいまの発言で36％と申し上げまし

たが、30％の誤りでございます。失礼いたしました。 

○委員長（稲葉義仁君） 歳入のほうはどうでしょう。ほかにはございませんか。 

  よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） それでは、質疑のほうを歳出のほうに移ります。歳出について、質

疑ございませんか。 

  ないですか、何か１個ぐらいないですか。 
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  質疑なしでよろしいですか。 

（発言する人なし） 

○委員長（稲葉義仁君） それでは、質疑ないようですので、質疑なしと認めます。 

  これをもって、税務課の質疑を終結します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１５分 

 

再開 午前１１時２５分 

 

○委員長（稲葉義仁君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより、住民福祉課の質疑を行います。 

  質疑の対象は、まず歳入といたします。 

  歳入について、質疑ございませんか。 

  19ページ児童福祉費負担金の保育ママ事業の負担金59万7,000円、前年に比べて結構減っ

ていますけれども、この辺りはほかの事業との絡みで何か動きがあったのか、教えていただ

ければと思います。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 保育ママ事業は、今現在、１名休業している状態なんです。

去年は10名ぐらいだったのではないかなと思うんですけれども、現在９人の児童を保育して

いるような状況なものですから。その分で金額が減っているということが考えられます。 

○委員長（稲葉義仁君） 歳入のほうはいかがですか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 今、保育ママ事業費のこの負担金59万7,000円は、８名分

の負担金です。１名が伊東から広域的に保育ママのところに通っているような状況なもので

すから、その分につきましては、また別の項目で、子育て支援事業費広域入所負担金９万

6,000円、この分で伊東市から 保育ママのほうに通っている子供の分は見ているような形

ですね。 

  すみません、この分ではなかった。ごめんなさい。ちょっとすみません、訂正します。 

○委員長（稲葉義仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時２９分 
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再開 午前１１時３２分 

 

○委員長（稲葉義仁君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 保育ママ事業保育料負担金につきましては、59万7,000円

で、これは町内の８名分の保護者からの負担金になります。伊東市から１名、大川の保育マ

マのところに通っています負担金につきましては、伊東市のほうへ保護者が負担金を払って、

国・県の負担金か何かを合わせまして、伊東市のほうから、広域受託児童保育ママ運営費負

担金として、201万6,000円を東伊豆町のほうに支払っているような形になります。 

  以上です。 

○委員長（稲葉義仁君） 歳入の部分、どうですか。 

○１４番（山田直志君） 民生費負担金自体で、1,530万の増の内容的にみると、当然小規模

保育園のやつが、去年と違っているというふうには思うだけれども、そのほか、民生費負担

金が増になっている要因というのは全体的にはどういう内容になりますか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） すみません、障害者相談支援事業負担金、こちらが東伊豆

町が平成30年、31年、事務局になっておりまして、障害者の相談、賀茂圏域の障害者相談支

援事業運営協議会の事務局に東伊豆町がなっていて、均等割４割、手帳割６割という形で、

各市町から負担金を受けるということで、その分が1,346万9,000円増加しております。 

  また、広域入所の保育ママの運営費の負担金なんかも、伊東市が受けるという形で増えて

いますので、あと、小規模保育の保育園が開園したことで、保育料の負担金なんかも増えて

います。 

○委員長（稲葉義仁君） あとはよろしいですか。 

  審議のほうはよろしいですか、そろそろ、歳入は。 

（発言する人なし） 

○委員長（稲葉義仁君） では、質疑の対象を、歳出といたします。 

  歳出について、質疑ございませんか。 

○３番（栗原京子君） すみません、91ページで自立支援医療事業なんですが、身体障害者更

生医療費というのは、どういうところか内容を教えてください。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 身体障害者更生医療費なんですけれども、こちらは、障害

手帳を持っていて、今以上に悪くならないようにする医療ということで、内容は、人工透析
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の一般通院の方が１人とほかが３名の方がいらっしゃいまして、その方の分が668万3,000円

ほどですか、あと、生活保護で人工透析を受けて通院されている方、こちらの方が４名いら

っしゃいまして、その方の分は1,700万ちょっと、生活保護で透析を受けていて、入院され

ている方が２名いらっしゃいまして、その方の分が1,790万ちょっとという形で、4,181万

3,000円を計上しています。 

○１４番（山田直志君） 電灯の助成は住民課だよね、街路灯。最近、かなりＬＥＤに変えて

きているんだと思うんだけれども、電気料というのも当然ＬＥＤで安くなるということであ

れば、かなりその辺は一気にやっていかないと、かなり電気料がかかっているよなという部

分があると思うんだけれども、その辺はどんな対応してるのかなというのが一つと、もう一

つは、前の事業仕分けなんていうときにもちょっと出た話と、さっきもちょっと行革の話で

出たんですけれども、ごみの収集の問題で、前の事業仕分けの時も有料化という話があった

んだけれども、その前に、週３回の収集を２回にするとか、そういうことも考えられるので

はないかというのは、事業仕分けの時に出たと思うんだよね。そうすると、一挙に有料化ま

でいかなくても、３回を２回にするという問題なんかというのは、今回やっぱり伊東や下田

に持っていくということで、そこの収集手数料というのがかかってきているんで、担当課と

してはその辺のことについて検討はされたんでしょうか。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） まず、防犯灯、街路灯に関しましては、確かに玉切れして修

繕をする場合に、玉を変える場合と、器具がだめだという場合には、ＬＥＤにしているのが

現状であります。確かに件数的にもＬＥＤが今伸びてきているので、今後は、どこの部分が

ＬＥＤにするとかという考えではなくて、今のところは修繕が出てきたところをＬＥＤ化で

きるものはしていくという形で対応をしております。 

  それから、ごみの収集の関係につきましては、事業仕分けのときの話もありますけれども、

週３回だったものを２回にするということに関しましても、かなりの周知期間とかというの

が必要になってこようかと思います。有料化に関しましても、今後は当然検討していかなけ

ればならないものであるということもありますので、その辺を適宜やっていくのか、一気に

やっていくのかはまだ定めてございませんけれども、検討はしていかなければならないとい

うふうには考えております。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） ＬＥＤ化なんかも結構明るいしということもあるんで、それと電気

代が安ければ、ある程度その都度その都度というやり方もあるけれども、ある程度予算づけ
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をして、一気にやっていかないと、電気代自体が460万くらいかかっているわけで、なかな

かこんなに電気代かけている町もそうそうないとは思うんで、非常に多いわけだから、やっ

ぱりその辺ちょっとよく考えて対応したほうがいいのではないかなということと、ごみの問

題は、やっぱり２つの問題が一緒に３回が２回になって有料化というのが一緒に来たら、や

っぱり住民とすると大変だということになるんだと思うんで、そうすると、やっぱりまず、

この間の事業仕分けでもあったように、３回を２回にしていくというようなことなんかのほ

うが、まだ入りやすいというかわかってもらいやすい部分もあるのかもしれないし、当然事

業所の場合は、どうしてもその場合に必要なところは、事業所はまた別箇の形でそれぞれ対

応されなきゃならないと思いますけれども、住民生活全般の問題を見ると、この収集手数料

かかってきている、相当な金額になっているわけだから、やっぱり今回はそれとともに考え

てやったほうがよかったんではないのかなと、そういう形でお金がかかる以上、タイミング

としては、ここでやるべきだったと、私はちょっとおもっているんだけれども。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 今回エコの工事の絡みの話が進んでいて、それがある程度固

まらないと、収集をどうするのかという話がなかなか進んでいかなかった中で、時間的な余

裕がなかったというのも確かでございます。30年度と31年度については、やはりどうしても

よその市町にお願いせざるを得ない部分も出てきますので、そののちに、やはりその辺は、

検討しながらものは進めていきたいというふうに考えます。 

○１４番（山田直志君） だから、契約の問題もあると思うんだけれども、最終補正のやつも

7,000万とかあったっけか。だから、そうすると、やっぱりそれは３回を２回にすれば、当

然伊東や何かに行くんだけれども、行く回数はやっぱり減れば、３分の１くらい、そういう

部分、金額も多少は減ってくるわけではないか。と思うんだよね。だから、そういう意味で

も、ちょうど３回を２回に切りかえるには、工事があって、その３回のままでいったらこん

だけかかりますよ。でも２回なら、こういう形で町の財政も負担は少しで済むんだというよ

うなことも含めると、そういう考え方が今回あってもよかったのではないのかと、ちょっと

思ったりはするんですよ。早くに３回を２回に変えていかないと、やっぱり一緒だったらと

てもやっぱり大変な問題になるんだと思うんで、どこかでやっぱり早目にそういうことを対

応、ゴミ出しの回数が減るということで、また問題もあるんだけれども、しかし、３回やっ

ているのがたしかうちの町ぐらいで、ほかはほとんど２回だったね、確か。そういう部分も

あるので、やっぱり、近隣も含めて、よくまず有料化の前に、３回を２回にするというのは、

早くに手を打つべき課題ではないのかなと私は思っています。 
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○住民福祉課長（齋藤 匠君） 今の14番議員さんの御指摘を踏まえた中で、また、検討はさ

せていただきたいと思いますが、今回の収集料金につきまして、３回を２回にしたから安く

なるかというと、そこがちょっと、業者としますと、基本的に午前中で片づけていた仕事が、

どうしても伊東へ行けば行ってこいで、最低２時間とかかかってくる中で、１日仕事になっ

ちゃうよということがあっての料金が高騰したという原因がありますので、その辺は御理解

願いたいと思います。 

○委員長（稲葉義仁君） 質疑ございませんか。 

○３番（栗原京子君） すみません、105ページのひとり親家庭の就学支援事業なんですが、

これの内容と対象人数、支給の時期等教えていただきたいと思います。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） ひとり親家庭の就学援助、事業費助成金ですけれども、24

万円を計上しております。８件分ですね、児童の扶養手当受給者が対象になります。小学校

入学の対象児童ということで、ランドセル及び学用品を支給対象としております。３万円が

上限になっています。 

  以上です。 

○３番（栗原京子君） すみません、支給時期を。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 支給時期は、このぐらいの時期、小学校に上がる前という

ことですね。 

○３番（栗原京子君） この時期を早めたりすることってできますか。もうちょっと早くして

あげたほうが、準備するのに親御さん的にはいいのではないかと思います。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 特に３月とかって決めているわけではないものですから、

申請が出てきて、そういった買ったよという領収書と添付されてきましたら支給するという

形ですので、特に時期は定めていないんです。 

○１４番（山田直志君） 101ページの児童環境づくり事業のところなんだけれども、このと

ころ、児童環境づくり推進委員というのがあって、さらにそこで子ども子育て支援事業計画

の策定業務という形もあるんだけれども、この辺の関連性と予定している事業計画はどうい

うものなのか、その辺をちょっとお聞かせください。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 平成32年から36年までの５カ年間の子供子育て支援事業計

画策定に関するアンケート調査を30年度で行います。小学校６年生までの子供のいる世帯を

対象とした子育て支援のニーズや課題を把握するために調査を行うんですけれども、その関

係で、そのニーズ調査なんかも踏まえた内容を、また児童環境づくり推進委員会などで協議
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するような形になっておりますので、実際子ども・子育て支援計画を協議する場が児童環境

づくり推進委員会のほうで行いますので、その辺で、児童環境づくり推進委員会も、去年よ

り回数が増えていますよね。１回分ぐらい増えています。そういう状況です。 

○委員長（稲葉義仁君） よろしいですか。 

  93ページ、地域型保育事業の部分と、保育園事業にかかわる部分なんですけれども、ちょ

っとわかれば教えてください。保育園事業のところが、一応予算が、103ページか、ごめん

なさい。103ページですね。４の保育園事業、予算額が１億2,185万5,000円か。これ昨年度

の予算で大体同じぐらいの額になっておりますが、昨年度はこの中に、小規模保育事業費補

助金として、1,650万円入っています。これちょっと私の解釈が違うのかもしれないんです

けれども、今年度においては。２の地域型保育事業のところに新しく小規模保育園保育入所

委託料ということで、1,997万6,000円、新しく計上されているんですけれども、保育事業の

ほうはそんなに費用が変わらず、さらに、保育園事業の予算は昨年度はこの小規模保育に関

する事業費補助金を含めての予算と、今年度の予算が大体同じぐらいの予算なんですけれど

も、この辺ってどういう考え方でどうなっているのか、ちょっと教えてください。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 基本的に小規模保育事業というのは、地域型保育事業とい

う枠になりますんで、保育園事業というのは、認可保育園の事業、稲取保育園ですね、この

事業が主になりますので。そこで、なぎる保育園、１月に開園した小規模保育園ですけれど

も、こちらは地域型保育事業のほうに入っていますので、その分が地域型保育事業で増えて

いるような状況になります。保育園事業は、稲取保育園の事業になりますので、余り予算的

には増減がないような形になります。 

  以上です。 

○委員長（稲葉義仁君） ごめんなさい、では、29年度の話になっちゃってごめんなさいね。

去年の保育園事業であった小規模保育事業費補助金というのはどういう性格のあれだったん

ですか。覚えていれば。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 小規模保育園をつくるための助成事業といいますか、施設

整備です。その補助を町と国が出すような事業になります。 

○委員長（稲葉義仁君） そうすると、普通に考えると、この1,600万円を入れて去年は大体

１億2,000万。今年は、この1,600万がなくなったけれども、やっぱり１億2,000万、ほぼ同

じ額の予算になっているんですけれども、単純に考えると、ごめんなさい、補正の状況とか

も全然見ていないんであれなんですけれども、単純に考えると、先ほどの小規模保育の分の
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補助分が逆に減ってきてもおかしくないのではないかなとふと思ったんで。追加でいうと、

だから、保育所入所委託料が今年１億558万。これが、去年でいうと9,100万、子育て支援事

業は今年820万が去年でいうと630万という形で、逆に言うとこの辺が少し増えて、結局埋ま

っているんですけれども、逆に言うと、ではここが増えた要因て何なんですかというところ

は。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 保育所入所委託料が増えたということは、処遇改善が非常

にあったということなんですよね。国のほうが、経験７年以上の保育士さんとか、３年以上

の保育士に関して、経験加算というですか、そういったものを４月に遡って行うということ

で、その分がかなり増えているということですよね。いろいろな加算とか単価の見直しなん

かありまして、保育士さんの待遇を上げようという国の方針がありまして、そういうことで、

人件費的な面で非常に増えています。 

  それと、子育て支援事業費補助金に関しましては、これは、一、二歳児を対象とした補助

金ということになりますので、なぎる保育園、新たに小規模保育園、開園しましたよね。そ

の部分が、対象児童が６人いますので、120万ぐらい増えているということがあります。 

○１４番（山田直志君） 103ページのところで、児童遊園の管理事業あるんだけれども、一

番下のほうでお塚の児童遊園の遊具撤去ということありますけれども、お塚にしても竜宮台

なんかにしても、今、周辺子供もいなくて、管理をするということもお金がかかると遊具が

あればということになるんだけれども、というところは極端な話が見直していくなんていう

ような考え方もあってもいいのではないかと思うんだけれども、逆に、もっと必要なところ

もあるかもしれないし、ちょっとこの辺はどうなのかなと思っているんですけれども、担当

課のほうはお考えはどうですか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 今、お塚公園なんかの近くになぎる保育園が開園した状況

もありますので、大型遊具がちょっと危険性があるというということで、ネットやバリケー

ドなんかを配置して使えないような状況にしているんですけれども、近くになぎる保育園が

開園したことで、目を離したすきに、子供が行って遊ぶような状況も考えられますので、そ

こはすぐに撤去してということで、今回予算を上げています。今、少子化なんかで子供の数

が少なくなっているということで、昔みたいに外で遊ぶということもだんだん少なくなって

きているという状況もあると思いますので、危険性があるものからちょっと壊れている遊具

に関しましては、その辺を加味して、また撤去を考えております。 

  以上です。 
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○１４番（山田直志君） 入谷の山ノ神なんかもそうなんですけれども、蜂なんかかがいたり

とかというのもあって、実際的に、竜宮台なんかもほとんど子供は使わない状況になったと

して、それでもやっぱり遊具があったりフェンスがあったりすると、やっぱり維持管理は全

部あるんで、今後ちょっと抜本的にそういうことも、見直していく必要があるのと、なぎる

保育園は結局１歳、２歳の子だから、そうはいっても、２歳までの子を預かるということで

いくと、ああいうお塚の公園が必要かというと、逆にちょっと建物の前の開いている空き地

やそういう駐車場の空き地なんかで、散歩したりするような感じで、逆に１人１人の子が遊

ぶようなのとはちょっと違うような気がするのね。だから、やっぱり稲取幼稚園の子供があ

そこへ散歩して活用する要素がまだあるのかどうかよくわからないけれども、やっぱり特に

ちょっと子供のあれが少なくなって、やっぱり考えられるところがあるのではないかなとい

う気がします。御検討ください。 

○委員長（稲葉義仁君） いかがでしょうか。 

  質疑ございませんか。 

○３番（栗原京子君） すみません、121ページ、そ族昆虫駆除の項目なんですけれども、こ

れ、結構各区ハエの消毒とかいってやっているんですけれども、現実これ必要なのかどうか

というのは、ちょっと疑問かなという。大川だと組によって違うんですけれども、希望者だ

けを募っていったことがあるんですけれども、ほとんど希望者がいらっしゃらなかったとい

うことで、そこら辺はこれからも続けていく予定なのかなと、ちょっと検討する余地はある

のではないかなというふうに思うんですけれども。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） この消毒につきまして、近隣の市町も調べたりしたんですけ

れども、やはり希望するところに支給するというようなやり方もやっているところもあるん

ですけれども、今のところはデング熱とかいろいろ最近出てきたりしていたこともあります

ので、その辺の対応で区にお願いをして、実施しているといったところの状況でございます。 

○委員長（稲葉義仁君） 質問よろしいですか。 

（発言する人なし） 

○委員長（稲葉義仁君） では、それでは質疑なしと認めます。 

  これをもって住民福祉課の質疑を終結します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ０時０４分 
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再開 午後 １時０１分 

 

○委員長（稲葉義仁君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより、農林水産課の質疑を行います。 

  質疑の対象を、まずは歳入からといたします。 

  歳入について質疑ございませんか。 

○７番（飯田桂司君） 午前中すみません、休ませていただきまして、ありがとうございまし

た。 

  早速、２点ほどちょっと質問したいと思いますけれども、まずは13款の使用料ということ

で、21ページ、22ページのほうなんですけれども、日帰り型市民農園、それから、滞在型市

民農園の使用料ということで、71万8,000円、618万円ということで入っておりますけれど、

その状況等を含めて、ちょっと説明いただきたいなと思います。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 来期に向けての契約の件数によって入れさせていただいてお

ります。日帰り型の市民農園のほうですが、50平米のものが24区画ございまして、そのうち

の16区画、それから40平米の区画が25区画ございまして、契約していただく方が14区画、そ

れから、滞在型の市民農園の使用料につきましては、10区画を全部として歳入に計上させて

いただいております。 

○７番（飯田桂司君） 今の課長のほうからの説明があり、１点気になっていくのが、これは

新年度の関係でもこれからなっていくと思いますけれども、日帰り型も含めて、ちょっと24

区画、日帰り型のほうが16ということで、少ないなと。これやはり区画、私も先日ちょっと

行ってみてきたわけですけれども、今環境的にいい場所であるんですけれども、少しＰＲと

いいますか、広報、宣伝が少ないのかなということも含めてなんですけれども、もう一つ滞

在型のほうですけれども、これについてのお客さんの御意見とか、そういうものがもしあり

したら、ちょっとこう…… 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 今御指摘の日帰りについては、我々もなかなか埋める努力を

させていただいております。いただいている限りある予算の中で、新聞広告ですとか、ポス

ター、あるいは町外で行われるいろいろな観光も含めたイベント等にパンフレットとかポス

ターなんかも持っていって知らしめる、あとは、最近ですと市町村対抗駅伝なんかでも大き

なポスター持っていってＰＲ活動は行っております。 
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  あと、これからもまた３月に向けて、人の移動が出てくる中で町内のいわゆる別荘分譲

地、それからマンションあたりを下田から熱海にかけて、来月から職員が数班に分かれてポ

スターの掲示等を回る予定でいて、日帰りは何とか埋めたいなということで考えておりま

す。 

  それから、滞在型の方の状況ですけれども、来期も契約していただく方が８名、そのまま

継続ということで、一部の方が新たにちょっと御事情で退会したところに、また新たに大川

の方が入られるというような形で、利用者の方々にはいろいろ通常、御不便がないかどうか

の聞き取りなんかも、管理人を含めて我々もしている状況でございます。 

○７番（飯田桂司君） 今、報告の中で、滞在型のほうは１つ空いているようですけれども、

これについても、ぜひ入っていただくような形、なかなか今言ったように、１つ退去してま

た新しく入ったというような状況も伺えるわけですけれども、入るような形をあれしていた

だきたいなと思います。 

  続けていいですか。では、次に25ページの14款ですけれども、この関係の国庫支出金の関

係、農林水産費国庫補助金の関係で、美しい森林づくり基盤整備交付金ということで、ちょ

っと少し増額になっておるようですけれども、増額になった理由といいますか、それについ

てちょっとお伺いします。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） これは、伊豆森林組合が事業主体で、国のお金と静岡県のお

金でもって、町を通過していく補助金なんですが、昨年行われた事業の場所が奈良本堂の尻

というところで、今年度予算で計上していますところが、下片倉で、面積が10ヘクタールを、

今森林組合さんのほうで、計画してございます。財産区の山ということです。 

○７番（飯田桂司君） それについては、内容的なものは、どういう整備をしていくのかとい

うことが、もしわかるようでしたら。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 基本的に切り捨て間伐なんですが、この事業については、林

外の作業道路なんかも対象になるので、将来の切った木の搬出を想定した中で、作業道路い

れながら、保育のために間伐していくというような事業になっています。 

○７番（飯田桂司君） 大変これは地区ごとに財産区とか、あるいは個人含め樹木を持ってお

るところが、１ヘクタールというところでなく、20とか30、大変多い土地を間伐あるいは枝

打ち等をして、それには道路を大変広い道路、10トンぐらいのでかい重機が入る中で整備を

していくわけですけれども、これから、こちらからお願いしたいのは、いわゆる木を切った

後の整備ですよ。やるところは、森林組合のほうですけれども、現実、現場を見てきた後に、



－35－ 

切った後に、先般もあって切り捨て間伐をした枝がそのまま私有地に放置をされておる。そ

れは申し入れをして、来て見てもらったわけですけれども、やはり、切ることは間伐するこ

とは大変無料でやっていただけるからありがたいなと思うんですけれども、その後の処理、

それから含めて、環境整備がですね、道路をつくるんですけれども、その道路が本当の大雨

で荒廃をしておる。そのところを見たとき、皆さんも見ておられるかと思いますけれども、

大変な状況になっております。そういうこともぜひ、何か機会がありましたら、申し入れを

していただきたいなと思います。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） 市民農園の関係なんだけれども、もう前委員をやっていたんだけれ

ども、そのときの感じからすると、やっぱり建物が建ったところは終わったわけですよ、事

務として。ただ、やっぱり管理等の横なんかのところで、やっぱり簡易のバーベキュー施設

だとか、その後木のところに多少ロープがあって、ブランコがあるとか、何か、やっぱり市

民農園ということで、野菜をつくる畑があるだけではなくて、あそこのエリアに住んでいる

人や日帰りの利用者が行くのが楽しくなるような、やっぱり演出というか、そういうものを

していかないと、野菜づくりだけでは人が来ないのではないのかなという、ちょっと自分は

感覚があって、やっぱり、あそこでは楽しい時間が過ごせる、野菜をつくることもそうなん

だけれども、家族や何かと楽しい時間が過ごせるというような部分、また、そこの利用者で

はなくても、この間みたいにふるさと学級の子供が来てくれたりとかあるんだけれども、そ

ういうときにもちょっとバーベキューやるなんて、今、なかなか個人の宅でもやらないわけ

で、ちょっと大人数になるとましてそうなんで、そうすると、ちょっと大き目のやつがあっ

たりすると、みんなで来てわいわいできるよとか、何か楽しい生活の部分が出てこない、た

だ畑とラウベということだけではなくて、そこが楽しいというものが、何かちょっと僕はま

だ足りていないのではないかな、だからあそこの公園のエリアがあるんだけれども、ただ木

の遊具があったりとか、何か楽しめるちょっと工夫というものをして、やっぱり町内の人で

も使ってみようか、また、いろんな別荘や何かの人たちが、子供を連れたり孫を連れて来た

とか、何か楽しいというかそういうものがないと、野菜つくるだけだったら、そんなに金出

してまで、だけだったらいかないみたいなこともあるんで、何かちょっと別の角度から、少

し考えて、またいろんなそういう角度から、利用者を増やすみたいな工夫は、そんなにお金

もかけないで、まだ若干今の状況で行けば、何とかなる部分もあるので、早目に手を打つと

すると、今のまま放置するよりは私はちょっと、楽しい部分も考えて、利用者に何か増える
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ことを考えられないかなとちょっと思っていますけれども。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 以前からそういう話いただいていて、非常にいい御意見だと

我々も思っていまして、実は昨年からあそこに用意してありますタープ、あるいはテーブル

セット、それからバーベキューのコンロ等を御自由に無料で使ってくださいねという形で広

報したところ、お友達を連れてきて、それを広げてお弁当を食べられる利用者とかが出てき

ていますので、今、山田議員が言われるようなプラスアルファの利用者ではないほかの方も

呼べるような形は、財政当局とも相談させてもらいながら、少しちょっと長期的に整備して

いくようなちょっと計画は立てたいと思います。 

○委員長（稲葉義仁君） ほか、歳入についてございませんか。よろしいですか。 

○１１番（森田禮治君） 33ページか、鳥獣保護の問題だけれども、これ、今はあれやってい

ないのか。役場で貸し付けただか、誰か担当でやってたではないか、前には。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 許可捕獲のことでいいですか。 

○１１番（森田禮治君） シシだの鹿を捕獲する人がいたではないか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 今、猟友会に年間をかけて業務委託をさせてもらっています

けれども、猟期に関しては、逆に静岡県の有害捕獲のほうでやっていただいて、猟期がない

ところについては、町のほうで、あと、サブとかについては、年間通じて猟友会をお願いし

ておりを被害のあるところに出してもらっています。 

○１１番（森田禮治君） 頼んでもかけに来てくれない。俺も見にいったけれども、でかいシ

シだよ。今工事の事で聞くら、あの反対側の山、あそこにでかいのが、誰もかけてくれない

って言って、百姓ができないという大騒ぎでみんな、何でといったって、シシにやられてし

まうからと、ちょっとまたあとにして。俺にかけらせればすぐかかるけれども、直志じゃだ

めだよ。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 被害箇所については連絡受けたところで、我々のほうから地

元猟友会さんを通じて、役場のほうではおり等はかけられませんので、猟友会さんにお願い

をして、そこを見ていただける猟友会さんが協力していただけるということで、もう一つは、

おりがそこに置けるかどうか、土地の所有者がなかなか、湯ケ岡でも同じような問題があっ

て、非常に何年もいて困っているんですけれども、一番猟友会さんが置きたい檻のところの

土地の所有者が了解をしてくれませんので、なかなか猟友会はここに置いたほうが入りそう

だよ、でも土地の持ち主が、いやそこに置かれては困るという形の中で難しい面もあるので、

そういうふうに御理解いただければと思います。 
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○１１番（森田禮治君） 冗談はともかく、その辺は二、三年困っているんだよ。そういうあ

れがあったらやってやってくれ。 

○委員長（稲葉義仁君） あと、歳入についてはどうでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） よろしいですか。 

  では、それではあと歳出について、質疑ございませんか。 

○７番（飯田桂司君） 今、11番のほうから出た歳出の関係の絡みがある関係ですけれども、

13款の農業費というところで、131ページ、鳥獣害対策ということで、私いつも気になるの

が、大変猟友会の人たちが高齢化をしてきているというところですね、これからなくなるか

なということで、狩猟者がなくなるのかなというところで、報奨金の関係ですけれども、こ

れ、金額とかともかく、150万とかと計上されておりますけれども、これが、途中でまた補

正として上がってくるところがあるのか。そして、一つここの中で項目がないわけですけれ

ども、猟友会の会員さんたちに聞くと、年に１回ですか、富士のほうへと、試し打ちという

ですか、行かれると。そして、団体で行かれるのに、車が手配ができないと、今乗用車乗り

合わせていけばいいんですけれども、そういうものは何かこうあれで、近隣市町としたなか

でできないのかなという部分で、提案をされておりました。先日も猟友会の人たちに話を聞

いたわけですけれども、あそこへ行って試し打ちをしてくること、これは遊びではなくて、

狩りでやってくるということで、大変いいことだと思うわけですけれども、150万について、

またこれから補正等が上がってくるのかということで、ちょっとお聞きしたいです。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） また、報奨金につきましては、鹿、イノシシ、猿、タイワン

リスに対してとったものに対して、１匹幾らという形で報奨金払わせてもらっていますけれ

ども、毎年年度当初には、一応年間見込みのうちの１部分を計上させていただいて、９月ま

での上半期の実績を見ながら毎年９月には皆さんに相談させてもらって、補正をさせていた

だいているというような状況でございます。それから、今の銃刀法の関係の法律のために、

そこへ行かなければならないということ、あるいは、銃刀法に絡む関係で、いろんなものに

対して、支出を個人の方々が保険も含めて鍵つきロッカーの購入も含めては、原課としては

承知してございますが、その辺もなかなか年間費用がとてもかかるということで増えてこな

い原因の一つでもあるのかなというふうには思っておりますけれども、賀茂の猟友会ですと

か、賀茂郡の担当者課長会議あたりでも、話題が入っていますけれども、やはり、次の担い

手が増えていかないというところの問題は、なかなか難しいねということで、我々としては
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この鳥獣害対策費用の中の一番下段に書かせてもらっています、免許をとる方について、少

し補助金をという形で、ここ３年前くらいですかね、創設させていただいて、少し応援はし

ているつもりですけれども、また、そういうものについては、そういう賀茂猟友会との会合、

あるいは賀茂郡の担当課長会議の中でもちょっと議題として上げさせていただいて、ちょっ

と地域全体としていかないと、鳥獣害の問題はちょっと難しいものですから、対応していき

たいと思っています。 

○７番（飯田桂司君） 今、大変ありがたい御意見、お話を聞いたわけですけれども、やはり

本当に深刻、そして、狩猟者の方も、何度も言いますように高齢化ということを伴い、実に

言えば、最近、箱わなはともかく、わなの方たち、とる方たちが大変増えてきておるのでは

ないかなと思います。そうしますと、このわなの関係で、増えていく状況、先般ちょっとお

願いをしてやっていただいたわけですけれども、これはあれですか、毎年増えておるのかな

ということで、くくりわなのほうですけれども、増えておるのかなということをちょっと確

認したいですが。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） やはり、数があればあるほどかかる確率は高くなると思うん

ですが、かけるごとにそこのわなを管理する猟友会さんが自分の名前を張って、日々管理し

なければならないということなので、むやみやたらに数は増やせないんですけれども、昨年

も国の交付金をいただいて、２つおりは一応増やしています。あとは、皆さんが個々で持っ

ているおりを借りたりする場合もございます。 

○７番（飯田桂司君） 先ほど市民農園の関係で収入のほうで同じ質問があったんですけれど

も、運営事業ということで、５款の農水、135ページ、34、35ページになるんですけれども、

市民農園事業の475万9,000円ということで、ちょっと金額が増えておるのかなというところ

ですけれども、この増えた中の内容ですよね、運営事業ということで、その内容と金額的な

ものがわかれば教えていただきたい。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） このページの一番下段になりますけれども、外の設置工事と

いうことで、来年度99万6,000円を今、加入させていただいておりますが、利用者の皆さん

が、これは日帰り農園ですけれども、自分たちの買った肥料だとか、道具ですとか、そうい

うものを皆さん御自分でお買いになるんですけれども、それを袋で大きく買ってきたものが、

みんなで共同で置ける倉庫が欲しいということで、今回この１棟を利用者の皆さんが自由に

置ける倉庫を来年度増やしていきたいということで、増えてございます。 

○７番（飯田桂司君） 了解しました。 
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○委員長（稲葉義仁君） ほかないですか。 

○１４番（山田直志君） まず一つは、財産購入の縦貫道の建設土を受ける用地、これは予算

と条例改正とのタイムラグが生じているわけで、当然予算が通ったとしても条例改正等の、

いわゆる住民コンセンサスも含めたものがちゃんとできてから当然執行するということだろ

うと思うけれども、この考え方を１点伺っていきたいと思います。 

  ２つ目に、農林水産の問題でいうと、幾つもあるんだけれども、まず鳥獣害対策の問題で

いうと、さっき、11番が言っていたのは、やっぱり前は、国・県が公金出したりして、雇人

でやっぱりそういう人をやって、その後農協がまたやったりというんだけれども、今、そう

いう体制が弱まっちゃっているだよね。被害がないかといえば被害はやっぱりあるんで、そ

の点で町単独とかということもなかなか厳しければやっぱりうちと河津だと大体有害鳥獣の

種類も似ているわけだし、また場合によっては農協なんかも入れて、やっぱりその枠組みぐ

らいで、何らかのそういう駆除チームをつくるとか、例えば河津の職員の中には、職員で鉄

砲を持っているやつもいるよね。臼井君とか。そういう人材もいるわけだから、彼なんか普

通行２で土木作業しているんで、そういう活用よりは、今もっと農協や東伊豆、河津両町は、

そういう有害鳥獣のプロチームをつくって、そういう働き方をする。そうしないと、年寄り

の幾ら猟友会にお願いするだけではだめで、逆にかえって若くて、そういう免許持っている

人間がいるわけだから、そういうものをやっぱり活用なんかを考えていったほうが、彼が僕

は掃除しているのを見ると、何かもったいないなと、道路の落ち葉を拾う掃除よりは、また

草刈やるよりは、そういう免許持っている人間だから、活用できないかな。万が一年間通し

てができなかったとしたら、やっぱり半分だとね、非常の仕事をやってもらうとかというこ

とを、もっと河津やなんかと相談して、やっていくと非常にいいだろうなと思ったりしてい

るです。これは一つ御検討いただきたいなというところです。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） まず伊豆縦貫道の財産の購入の関係ですが、昨日も皆さん、

説明会、あるいは田町のほうへ出席していただいて、内容については御承知のものと思いま

すが、一応、昨年の５月に説明をさせていただいて、補正をとらせていただいたときと同じ

考え方なんですけれども、あそこの三角部分を、約６平米になるんですけれども、２名の方

の地権者なんですが、そこを少し協力いただけると、国の書いた土擁壁の絵が真っすぐな形

になって、平場も形がよくできる。しかも高い土擁壁が、くぼんだ変な形ではなくて、真っ

すぐとした、より安定に向けたものになれるということで、一応ここまでさせていただくの

と、もう一点は、昨日見ていただいたとおり、その下へ、利用者たちが皆さん昔町有地の中
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につくった道路を今度作りかえするわけですけれども、そこの出入りの地形の勾配等も、昨

日皆さんに見ていただいた図面で入っていただいたほうが、より利活用がいいのと、上から

流れている水が、今度こっち側に行かずに、元のままに表面層が行くのかなというような形

であそこは購入させていただければなと思っております。 

  ２点目の鳥獣対策の関係につきましては、以前は東河という形の協議会があったんですけ

れども、それぞれまた動きが違う中で、今、ばらばらな活動をしていますけれども、やはり、

以前にも山田議員が言われたとおり、鳥獣には郡境はございませんので、やはり広域的にや

っていく必要が当然あると思います。それと、今言ったその専門、あるいは有資格者の役所

において苦情の対応をするというのは、隣の伊東市でも、既に数年前から資格を持っている

人を臨時で週に３日ぐらいかな、毎日ではなくて雇って直接市役所で止め刺しまでできるよ

うな体制をつくって農協と一緒にやっているという例もあります。賀茂郡におきましては、

農協が事務局で頭になっています伊豆鳥獣害の会議がずっとやっていますので、そういうと

ころでも、やはり今の御意見ちょっと提案させていただいて、少しでもそういう有資格者、

若い人が有効に使われるような、経費もそんなにびっくりするほどかからないような形の方

法を考えながら、苦情対応をしていくというのは非常にいい考えだなと思っていますので、

来年度から提案させていただきたいと思います。 

○１４番（山田直志君） いずれにしても、昨日の話の中でいくと、擁壁の問題で言うと、僕

はてっきりコンクリートだと思ったら、コンクリではない擁壁だから、そうすると、昨日の

田町のあれで出たように、あそこからしみ出てくるとなると、やっぱり外側にやっぱり側溝

的な部分があって、それがやっぱり集水ますなのか、調整池なのか、ある程度のものを持っ

て、たまって、やっぱり沢へ流すという部分が、今は設計上ないんだけれども、でも、そう

いうものがないと、やっぱり結局地域住民の皆さん、ただあれがあのまましみ出てくるとい

う話になったら、結局向こうの沢へ行くのではなくて、今あるカラカラの畑のくぼ地を通っ

てやっぱり沼津川のほうへ行くということになってくると、やっぱりそういう問題が非常に

不安になってくるんで、そうすると、この辺若干そういう面積がまた変わるのではないのか

なということと、いずれにしても、そういうコンセンサスを得ての執行ということがやっぱ

り大前提だと思うので、そこをちょっと確認したいのが一つ。 

  もう一つは、僕も賀茂の議員の皆さんと話をするときに、とにかく東伊豆と河津以外とは、

有害鳥獣の種類が違う。向こうははっきり言って猿の被害も最近ちょこちょこでているみた

いだけれども、例えば西伊豆やなんかだと、例えば鹿のほうが多いし、南伊豆、松崎だとイ
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ノシシが多くて、東伊豆とか河津みたいに猿がいます、イノシシがいます、鹿がいます、タ

イワンリスがいますという、こんなところというような、だから、違うんだよね。担当課の

感覚も。僕も議員と話をしてみたら、全然違うというのは、やっぱり有害になっている鳥獣

の種類がそれだけ違う。特に河津と東伊豆だけは、非常に似ている。やっぱり昔からのミカ

ン畑や何かがあったりするせいなのか、非常に似ている。そうすると、やっぱりそこで機動

的に機能できるというのが一番いいので、たまたまさっき言った臼井君みたいに鉄砲を持っ

ている人もいらっしゃるし、役場ＯＢでも、鉄砲を持っていて、今やることがない人なんか

もいるわけだから、何か、その人材活用をしていかないと、先ほど議長からも出て、委員長

が言ったようなことって、被害がないわけではなくて、また、最近は入谷のほうでも猿が大

分見る機会が増えてきた。みんな非常に戦々恐々としているわけなんで、やっぱりだからそ

ういうまた体制、情報をもらって駆除するんだけれども、やっぱりそういう駆除チームをで

きればつくって機能的に東伊豆河津なんかはやっていくほうがいいのではないかなと、それ

では、さっきの意見も言った人はあれですけれども、生きてくると思います。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） １点目の建設発生土の受け入れ箇所の問題ですけれども、あ

れも一応我々のほうでは、14番議員がおっしゃるとおりに、住民への説明会、あるいは一般

議会の説明会についてはずっとお願いしてきた中で、昨日から開始されたという形で、それ

まではなかなか情報は外に出さないような国の姿勢の中で、いろんな計画がまとまった時点

で、昨日出されておりますので、我々としても、地元を含めた中で、ある程度の了解が得ら

れない中では、建設省に対して、どうぞというわけにはいきませんので、それはこの土地を

買わせていただきたい予算を上げさせてもらいましたけれども、イコールそれですぐに、国

交省がここに入るよということではございませんので、そう御理解ください。 

  それから２点目のその河津と東伊豆、それ以外のところはやはり御指摘のとおり、ちょっ

と鳥獣に対する考え方も多少、ちょっと違うところがありますもので、その辺をちょっと、

前向きな形で河津のほうと声かけをさせていただきたいなと思っております。 

○７番（飯田桂司君） 一応、私のほうもう一点聞きたいのは、５款の水産事業ということで、

これ新規事業になっていると思うんですけれども、140、141ページの漁港整備事業、白田漁

港津波対策、この測量の委託ということ、それから、北川漁港、船揚げ場の進入路整備事業

費、こちら新規事業になって、300ということでついておりますけれども、大体、どういう

形、図面がないからあれですけれども、どんな形でどのように設計し、あるいはつくられる

のか、ちょっと説明してください。 
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○農林水産課長（鈴木伸和君） まず、白田漁港の関係から説明させていただきます。御存知

のとおり町内を５つにわけた中で、地域の津波対策地区協議会というのをずっと静岡県が主

体で進めさせていただきました。その中で白田地区の皆さんが、住民のコンセンサスを得た

中で、漁港の町道との境、あそこがちょうど浸水区域になるんですけれども、Ｌ１の隣で浸

水区域になるんですが、それに対して施設をいるのかいらないのか、地域の住民の皆さんが

回答を出された中で、あそこは必要だからつくっていただきたいという結果になりましたの

で、一応高さが１メートル、長さについてはあの部分のペンション白田荘の前を下がってい

くという60メートルをふさぐということで、レベル１の津波に対しては、そこで高さが大丈

夫だよという設計になります。それらについて、来年から、約３年ぐらいかかると思うんで

すけれども、測量、あるいは土質調査等から進めさせていただきたいということで、地区協

議会が決まったところから、順次、先にもうどんどん津波の対策については、進めていきた

いなというのが考え方です。２点目の北川漁港の船揚げ場もそうなんですが、場所は山十さ

んの海側になります。あそこで北川の方々がねこさいですとか、今ではムーンロードのイベ

ントをやられたり、いろんな形で有効利用していただいておりますが、あそこに非常に段差

がある関係で、北川の皆さんも、あの道路が両岸の津波に対して高さが足りているので、防

護壁等は必要ないんですが、やはり、観光として漁港へお客さんを呼んだときに、すぐさま

やっぱり少しでも上げられるような施設が欲しいということで、山十さんの前に、我々は下

のほうの部分を網干場というんですけれども、そこから観光客の方をいち早く町道へ上がっ

ていただいて、なおかつそこから高台へ避難するような形をとりたいということで、新規事

業として上げさせていただきました。 

○７番（飯田桂司君） 今、説明していただきました、北川についてはあれですけれども、白

田はちょっと現地をはっきりと確認できないところがあるわけですけれども、その北川の山

十さん前の網干場の関係で、この干場の関係はともかく、あそこは降りるところが、大変狭

いというのか、あれなのか、私もちょっと１回ぐらいはちょっと朝の磯ものをちょっと焼い

たとか、そういうところをちょっと拝見させていただいておるわけですけれども、ちょっと

多いときに、あそこ降りるときに上り下りがちょっと不便だなというところもありましたの

で、そういうところもぜひ、一緒につけてやっていただくといいんじゃないかなと思います

ので、よろしくお願いします。 

○１４番（山田直志君） 農地費のところで、３点聞いていきます。 

  中山間地域総合整備事業の地元負担金出ていますけれども、今年度の工事個所の概要につ
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いてお伺いしたいと思います。 

  ２点目は、けやき公園の維持管理ということで、これは前から町長が町でやっていますよ

ということなんで、どういう構想になるのか、教えていただきたいなと思います。 

  ３点目は、農業用水路の維持管理事業があるんですけれども、ちょっと場所も含めてちょ

っとどういう工事が行われるのか教えてください。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） それでは、１点目の中山間地域の県営事業、来年度の今、要

望に基づく事業個所ですけれども、１つには、我々稲取４号と呼ぶんですが、向畑さん、八

代さんから、馬頭観音に上っていく道路の地権者の皆さんの合意が得られましたので、そこ

の用地の補償、それから、一部工事にも着工していきたいということです。それから、もう

一つは白田に福寿観音さんがあるんですが、あそこから水道の第２中継所に向かっていく細

い農道があるんですけれども、あれを今拡幅する計画で地元と協議をさせてもらっています。

そこについての用地補償代と一部工事のお金になります。 

  それから、稲取１号といいまして、見高と稲取の境の徳造丸さんの本社から上っていって、

以前はそれを東に向けて、伊東側に道路を広げましたけれども、その反対側が前回残ってい

まして、それが、河津側からもつながってくるんですけれども、そこについての測量をして

いきたいということで、この３点、事業を来年は予定しております。 

  それから、２点目のけやき公園ですが、一応指定管理がなかなか難しい中で、今回指定管

理をする以前と同じような形で施設のまず管理ということで、足湯の運営を主にあれなんで

すけれども、それについては、以前同様シルバー人材センターをお願いした中で、希望の館

のお留守番と、足湯運営をしていただく業務委託のお金になっています。それからその下段

の草刈業務委託につきましては、造園事業組合さんに業務委託でしていただくというような

形で、全部直営の形に組み直した内容となってございます。 

  それから、３点目の農業排水路ですけれども、太田の先ほど話ししました、今道路広げて

いるところの一番片瀬側と言ったらいいのかな。太田の区画整理をぐるぐると用排水路が回

っているんですけれども、最後のところが、今、皆さんが年に何回か泥上げの作業をしてい

るそうなんですけれども、そこがもう、つまっていてしようがないので、上げていただきた

いという地元の要望があって、今ここに乗っているのは、そこの部分の泥上げ、あるいは雑

木の伐採等で水路をきれいにするというような内容の事業費となっています。 

○委員長（稲葉義仁君） 質疑はございませんか。 

○１４番（山田直志君） あと、141ページの関係で、全部聞いていかないとあれなんだけれ
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ども、漁港維持管理事業で、機能保全計画の策定ということについて、１点お伺いしたいの

と、あと、先ほど聞かなかった中で、漁港整備事業のところの稲取漁港整備の地元負担金と

いうことなので、これについても工事内容があると思うんですが、それと、東の堤防の修景

管理業務委託というので60万あるんですけれども、これはどういう内容なのか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 最初に、機能保全ですが、これは国の指導でもって、漁港の

管理者はこれから、この漁港にどれだけの維持管理がかかっているのか、機能保全のための

調査をしなさいというのがありまして、今、うちの町内では、北川漁港は終わっております

が、それ以外のところを順次機能保全の形で将来に渡って管理費が増大にならないような形

で、調査をして管理しなさいということになっておりますので、その予算を上げさせていた

だきました。 

  それから、２点目の稲取漁港ですが、これは県営事業の町の分の負担金でございます。来

年度県が今予定してございますのが、まず田町の船揚げ場の一番海側というんですか、先端

が折れてしまっていて、大潮があるときに船が当たって揚げにくいということで、ここの改

修工事を行います。 

  それから、機能保全事業といたしまして、港湾道路があそこのなぶらととの前から、役場

の前までを全区間として、来年度から舗装の打ちかえがあります。その部分で来年度60メー

トル、競り場の向こう側を舗装を打ちかえます。 

  それから、田町の区からずっと長年要望でいただいておりました防波堤のつけ根のところ

のかさ上げ、今町道との間に少し、若干隙間が空いているんですけれども、そこのかさ上げ

を20メートル、それから、その上がったところから、町道の第６分団の蔵置場までの間の転

落防止柵が欲しいということで、これを60メートル。 

  以上４点が、稲取漁港に対する県営事業で来年度予定されている内容でございます。 

  それから、一番下段の60万の修景事業でございますが、稲取高校に壁画を描いていただき

て、２枚目はこの間描けたところですけれども、その分の費用でございます。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） だから、絵を描いて、その後60万も何かいるのか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 原図は高校生が描くんですけれども、それを機械で大きく伸

ばして、屋外の看板屋さんが掲げる看板と思っていただけるといいんですけれども、あそこ

にフレームか何かで脱着してつけるという、そういう事業を。 

○１４番（山田直志君） それだから60万かかるのか。 
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○農林水産課長（鈴木伸和君） はい。 

○委員長（稲葉義仁君） ほか、質疑ありませんか。 

  よろしいでしょうか。 

○７番（飯田桂司君） 137ページですけれども、林業費の関係で、優良景観樹木保全事業と

いうことで、松くいの関係の、ここのところ、私見る限りでは、少しとまっておるのかなと

いうことで、樹木医ではないのでわかりませんけれども、400万ということでありますけれ

ども、最近どうですか、この松くいの関係。被害の方は。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 詳しい事業内容は後で参事のほうから数字的なものは回答さ

せますけれども、一応やはり夏場の異常気象、やはり高温が続くとなると、そういう気象の

条件のもと、やはりマツノマダラカミキリムシの異常発生というのは、どうしても抑えられ

ない状況でございます。それで、東伊豆に関しては、特に町有地の景勝をいい景観をあらわ

している松に対して積極的に防護していく姿勢なんですけれども、近隣の伊豆半島全体でみ

ると、非常にその分野がお金がかかっていなくて、御承知のとおり赤沢の大きな松もやられ

てしまっているような状況の中で、赤沢のいい松もかなり、松くいにやられています。です

から、周りでやられてくると、虫の餌となるものがだんだんなくなってくるとやはり、東伊

豆にも集中、今後していくのかなという恐れはあるんですけれども、かといって、今まで守

ってきたものを、途中でやはり薬をまかないというのはいかがなものかなという形もござい

まして、毎年のように、グリーンバンクから少しでも助成金をいただきながら、財政のほう

と協議させていただいた中で買わせてもらっているのが現状で、なかなかとまっていかない

のが実情かなというのが私の感想です。数字については、ちょっと参事のほうから説明をさ

せます。 

○農林水産課参事（山田義則君） 松くい虫の防除事業の内容について、ちょっと御説明申し

上げます。一応３点ございまして、まず防ぐという意味で、地上の散布をしてございます。

9.5ヘクタールを年に３回ということで行っております。場所につきましては、熱川小学校

片瀬、白田の海岸線、そして、白田につきましては、トモロトンネルのところになります。

あとは、クロスカントリーコースからふれあいの森、黒根岬、あと、八幡神社、稲取小学校

等を散布してございます。年に３回になります。 

  そして、それに伴いまして、先端にパイプの補修ということで、大体年に５基ほどこれは

修繕ということで、工事を行っております。どうしても、線虫がカミキリによって運ばれて

くるんですけれども、そのカミキリが先端部分に卵を生みつけるということで、そういう頭
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の部分につけなければならないということで、そういう措置をしております。 

  あと、その被害ということに対して、駆除を行います。大体10月から11月ごろ、樹木医さ

んにその被害についていろいろ調べてもらいまして、それに伴いまして設計を立てて委託業

務をするという内容になります。近年なんですけれども、被害状況ですけれども、実際だん

だん増えてきております。５年前は、大体50本ほどでしたが、今、今年まだ確定していない

ので数字があれなんですけれども、28年度数字ですと170本ほどになります。材積でやはり

2.5倍ぐらい被害が出ております。これは、先ほど課長が申しましたとおり、やっぱり近隣

からの侵入と、あとなかなか一般木と、公共についてはやるんですけれども、やっぱり一般

の部分等ありまして、なかなか駆除しても減っていかないというのが現状であります。 

  以上です。 

○７番（飯田桂司君） 今、説明を受けた中で、昨年もちょっと農水さんのほうにも、ちょっ

とお聞きした、それから東京電力等にも依頼をした経緯があるわけですけれども、国道と県

道と町道等については町の管轄で委託かなと思うんですけれども、やはりどうしても私有地

に絡む、正直な話私有地から町道へと根を張っていれば、その分は町有地ではないかなとい

うことで、変な理屈をつけるわけですけれども、切った額が、切って間伐をして処理を含め

ると、大変１万や２万のお金ではないということで、あとから請求受けてびっくりするよう

な額になっているわけですけれども、こういうものも、本当は何かいい方法で駆除ができな

いのかなということであるわけですけれども、これから国道135号線沿いも含め、町道も含

めて、そういう状況が起きてくるのかなというふうに、ぜひそのことも頭の中に少し入れて

いただきたいなと思うんですけれども、よろしくお願いします。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 御指摘のとおり、つい最近ですと、赤沢の木も私有地に立っ

ている松ということで、150万かかったそうです。皆さん御承知のとおり、平成31年から森

林環境税という形で全国民が負担して環境税という形で、市町村に税として今度はおりてく

る制度が始まります。それで、今の国会で大分成立する予定ではいるそうなんですが、これ

らをうまく利活用ができないのかなというのが、今各市町でも考えていまして、利用につい

ては森林だけにある樹木だけではなくて、そういう松ですとか、あとは荒廃の竹林なんかに

も、こういうものがうまく充てられたような形で広範囲でこのみんなで出し合って基金をつ

くってやるという方法も今度の森林環境税の中ではうたっていますので、そういう中で、伊

豆半島あたりはみんなで景勝を守ろうという形で、この森林環境税が成立されたら、そうい

う動きにしていくのも、声を上げていきたいなとは原課では今、思っています。 
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  以上です。 

○７番（飯田桂司君） ありがとうございます。以上です。 

○委員長（稲葉義仁君） ほか、質疑ございませんか。 

○１１番（森田禮治君） 個人のやつは松くいは切れないか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 今は、町のほうでは切ってございません。お断りしておりま

す。 

○１１番（森田禮治君） 指導はできるか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 切る時期ですとか、切った後の虫の処理、使う薬については、

樹木医さんのもとで指導はできると思います。 

○１１番（森田禮治君） 赤川寮のやつは入口が枯れちゃっているだけど、それと、村井から

見て真正面から見て１本、枯れてるよな。東洋木材のほうだか、あの辺のやつも、みんなそ

れから行っちまうだよな。赤川寮は３本ぐらいはきったけれども。だけど、それをただ、う

ちのあそこに寝かしてあるんだよな。ただ切っただけで。 

○委員長（稲葉義仁君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時５３分 

 

再開 午後 １時５６分 

 

○委員長（稲葉義仁君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  その他質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） よろしいですかね。 

  では、質疑なしと認めます。 

  これをもって、農林水産課の質疑を終結します。 

  お疲れさまです。暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５６分 

 

再開 午後 ２時０８分 
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○委員長（稲葉義仁君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより建設課の質疑を行います。 

  質疑の対象を、まず歳入のほうからしようかと思います。 

  歳入について、質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） 24ページからのところで、一応社会資本整備総合交付金の充当先等

なりがわかれば教えてください。 

  ２つ目が、30ページからのやつで国土調査費補助金という部分の内容等を教えてください。 

○建設課技監（桑原建美君） 今、山田議員から質問がございました社会資本について、まず

私のほうからお答えさせていただきます。ページ数でいきますと25ページですか、社会資本

整備総合交付金6,281万円という、この内訳なんですが、歳出で見ますと、恐れいりますが、

歳出の155ページをお開きください。155ページの13の01橋梁補修設計業務委託料と下に下り

まして、湯ノ沢草崎線のり面対策工事、その下段の入谷天城１号線改良工事、１段空きまし

て、物件移転補償費、これは入谷天城１号線改良工事に伴うものなんですが、このトータル

の補助対象額が１億1,420万円になります。その交付率が55％ですので、25ページに記載さ

れている6,281万円に当たります。 

  以上でございます。 

○建設課管理係長（鈴木尚和君） 国土調査費補助金についてですが、この歳入については、

今年度から実施することになった地籍調査に関する補助です。内容については、30年度につ

いては、790万に対する４分の３の補助です。 

  以上です。 

○委員長（稲葉義仁君） あと、質疑ございませんか。 

  歳入のほうはどうでしょう、よろしいですか。 

（発言する人なし） 

○委員長（稲葉義仁君） では、歳入のほう質疑がないようなので、続けて歳出のほういきた

いと思います。 

  歳出について、質疑ございませんか。 

○１４番（山田直志君） 151ページのさっきの地籍の関係なんですけれども、30年度は、ち

ょっと地籍のあれがどの辺を対象として調査が行われるのかというのが１点お伺いしておき

たいと思います。 
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  ２点目に、155ページで、さっきの社会資本の充当になっている橋梁補修設計委託の関係

で、金額的に大きいわけだけれども、これは何本ぐらい何かどこのところをまず重点的に委

託するのか、その辺もわかったら教えてください。 

  ３点目に用悪水路の改修費で、湯ケ岡の山田水路改修工事というのがあるんだけれども、

これは、電源立地のあれをいただいた事業だと思うんですけれども、場所と工事内容はどう

いう形なのか、ちょっとその辺をお願いします。 

○建設課管理係長（鈴木尚和君） 151ページの地籍調査事業の場所ですが、今年度実施して

いるところについては、熱川の濁川、あそこについて、工程別に言うと測量まで、今年度、

その残りが同じ場所で閲覧業務、その横の堤防のつけ根までからしおかぜ広場の辺までの予

定しています。 

○建設課技監（桑原建美君） まず、山田議員から質問がございました、まず橋梁補修設計に

ついて、御回答させていただきます。平成26年の改正道路法により、各自治体が持っている

橋梁を点検委託し、その後、補修のほうにいくということが法改正ございまして、来年度行

うのが全体で７橋ございます。まず１橋目が、稲取地内になりますが、稲取片瀬線にござい

ます黒根橋、92メートル、次に、旧道の湯ノ沢草崎線大川地内ですが、大川橋、21.5メート

ル、大川山道橋、23.1メートル、浄水場の下の日東に上がっていく桜久保線という路線名な

んですが、堰口橋、18.8メートル、熱川駅前の駅前橋21.5メートル、これも大川地内になり

ますが、青柳線の第一青柳橋、17.4メートル、最後に熱川穴切線内の権現橋、8.9メートル、

濁川の最下流の橋、合計７橋を来年度補修設計を行うものでございます。 

  続きまして、用水路費の中で御質問がありました湯ケ岡山田水路なんですが、山田議員が

おっしゃられましたとおり、電源立地の440万を歳入に当て込みまして、場所は小ノ澤板金

さんから湯ケ岡の郷めがけて、平成27年度から工事実施しておりまして、水路工、下辺側溝

というのを大きさが1.2メートル掛ける0.8メートル、平成29年度末で全体180.5メートルに

対し、54.8メートル完了しております。トータル平成29年度末で30％の進捗率でございまし

て、平成37年度に完了を見込んでおります。 

  以上でございます。 

○１４番（山田直志君） 地籍はわかりました。そうするとこの橋の関係は、今回は補修の設

計業務委託ということだから、この金額であれなんだけれども、今後これはやっぱり実際に

改修工事にかかるということになると、この10倍あっても足りないぐらいのお金がかかるの

かなと、非常にだからそうすると、建設課のところはやっぱり維持管理をしていくお金とい
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うのが、相当、さっきの農水も、企画調整課はいわゆる公共施設の維持管理計画をつくって、

役場の管理している建物のやつやって、農水は漁港施設の今後の管理をするための調査をや

っている。建設課は持っている道路や橋梁の当然維持管理についての将来的にやっていくと、

建設課のところで考えると、このやっぱり実際のところ道路や橋の維持管理というのは、今

後やっぱり相当な金額になっていくよ。公共施設の企画調整でやっているだけでも60億だ

100億だという話だったんだけれども、この分野はまたまたすごい金額がかかるような分野

になってくるのかなという感じがしているんだけれども、その辺はどういうふうに合理的に

やっていくんですか。 

○建設課技監（桑原建美君） 確かに、私どもも頭が痛い問題で、東伊豆町においては全体で

95橋ございます。そのうち、ようやく今年度末をもちまして、熱川の伊東園ホテルさんの前

の橋、あれがようやく完了です。優先順位といたしましては、まず跨道橋、跨線橋を主にお

いておりまして、135号、緊急輸送路をまたぐ橋をまず、第一優先でやりました。次に、大

川小学校の下に橋がありまして、それが伊豆急をまたいでいるんですね。これも僕としては

懸念していた材料だったんですが、診断結果で悪いものが出なかったものですから、それは

すぐさま手をつける必要はないと。今後の一応順立てとしましては、やっぱりどうしてもそ

の橋がないと、集落が孤立するだとか、やはり旧道というのは国道135にかわるものですか

ら、まずその辺を、やはり予算的に厳しいんですが、それを順次やっていくしかないのかな

というふうに思っています。議員さんにすごい感謝申し上げたいのは、本来補助率の50％か

さ上げが、議員さん皆さんの御尽力のおかげで、55％になりましたので、この辺にとっても

町にとってはすごい助かったなということもありますが、いずれにしましても、今後残り95

橋をやっていくとなると、来年度は設計委託料のみなんですが、31年度には30年度にやった

工事を着手しつつ、新しい橋の設計というふうな計画立てを、もう５年後には、判定したう

ちの再判定を何とか解消してくれるということがありますので、ちょっとその辺が正直なと

ころ頭が痛いです。森田議員からも盛んに言われています、白田川橋、これについても、本

当にちょっと建設課としては頭が痛くて、ただあの橋だけでも正直なところ６億近くかかる

ということで、やはり数多い橋の中で、地域が寸断されてしまう橋、それをまず優先的に、

私どもとしてはやっていきたいと思っています。また、ほかに交付金とか補助金とかいい制

度があれば、白田川橋も当然生活道路として必要ですからやっていかなければというのは

重々承知しておりますが、何しろ町の財政的にもきつい中で、財政課にも迷惑かけますが、

やりくりをしていくしかないかというような中途半端な回答で申しわけございません。 
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  以上でございます。 

○建設課長（高村由喜彦君） 道路資産の管理の話については、これはすごい重要な話で、今

技監が言うように、橋については法廷義務を求められるんですよ。道路法に基づいて５年ご

とに改修結果を公表すると、東伊豆はできませんという話ではないので、そのために社会資

本が充当されると。ただ、建設課は橋だけではないので、いつも私が言うように322路線の

186キロをどうやって管理していくのかという話になるわけですよ。そうすると、トンネル

もありますけれども、トンネルは１つありますけれども、そうしたときに、では橋以外の道

路のほかの平らな部分はのり面も含めてどうするかという話になるわけで、そうしたときに、

今盛んにやっている長寿命化という平準化をして、ぼちぼちやっていくということになるん

でしょうけれども、何年たったって改修なんかできないですよ、正直な話。そうすると、地

域というのか、重要路線を決めてそこを重点的にやっていくとか、市街地を中心にやるとか、

通学路を中心にやるとか、そういうことをやっていって、コンパクトに道路管理をしていか

なければならない時期に入っているなという感じで思います。それと、あとは発想を変える

ということだと思います。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） 全く僕もそのとおりだと思うんで、だから、前から言うように、俺

も自分で使うところは自分でやれる範囲のものはやれたりするわけだし、たからやっぱりそ

のことも考えないと、何でもかんでもやっぱり維持管理になると、業者ということだけでは

いかないと思うんで、結構入谷水下なんかもそういうので結構金を出していたり、振興会で

金を出したり、いろいろやるんで。 

  だから、もっと奈良本区何かの場合だと、やっぱり道路委員なんかもいて、かなり枝が張

り出しているとかいろんな困るとかといえば、出てやってくださっていて、やっぱりそうい

うことでやれる部分と町がどうしてもそこはやらなければならない問題と、だから何かもう

少し、計画ではないけれども色分けとかして、やっぱりどういうふうにするのかという具体

的に対策も立てていかなけばいけないと思うし、やっぱりある程度今回の橋だとか道路みた

いに、お金もこうやってかかりますよというのもないと、議員も理解できないし、財政当局

もそうなんだけれども、ただただお金くれというわけにはいかないと、やっぱり今言われた

ような必要なところ、その次に必要なところ、また、これは何とか地域でお願いできないか

とか、こういうところなんかもやっぱり皆さんのほうでそういうやっぱり色分けもして、そ

れに対する経費をどう考えるのか。これについてでは町で持つ部分と、また多少お金を払っ
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てでもやっぱり町内会や何かでお願いできるところはないのかということなんかをみんなで

やっぱり考えていかないと、全部が全部町のお金でお願いしますといったって、そうはやっ

ぱりいかないわけなんで、ここはやっぱりぜひそういうことも含めて、皆さんのほうでちゃ

んと計画、公共施設なんかはあるように、道路橋梁維持管理計画ではないけれどもつくって

やっぱりここは重要路線、ここは準重要路線とか、何かそういうやっぱり仕分けもして、や

っぱり対策を練ったものをつくってやっていってもらいたいなと思うんだよね。苦情も出る

部分もあるかもしれないけれども、そうときにやっぱり計画もないと対応できないところも

あるだろうしと思うんですよ。非常につらい部分があるなと思っています。 

○７番（飯田桂司君） 今、山田議員からの、その関連になりますけれども、この道路橋梁だ

けでない、橋もそうですけれども、もうちょっと先に、調べてきましたら、昭和４年から５

年、５年くらいから７年にかけて135号、湯ノ沢草崎線の道路ができているんです。こうし

た橋に昭和７年と書いてあるんです。コンクリの橋です。要するに大川の宮田川橋とか、奈

良本の濁川橋、昭和７年になっています、だから80年近い何も直さないで来たと思うんです

よ。橋の橋梁ね、今担当課のほうから熱川大橋は終わるよということでありますけれども、

80年たった橋を先に直すのか。それより後に生きた橋を直すのか、それが今、山田議員も言

ったように、やはり緊急を要するようなところを、やはり直していくことがあるのかなと。

それには代替の道路があります、橋梁がありますから、ほかを使えばいいよということであ

りますけれども、やはり声も上がりますけれども、私も橋の入り口に昭和７年と書いてあり

ますけれども、そういうことも含めて、理解をしていただきたいと、順位がどういう順位で

ついてくかわかりませんけれども、ぜひその設計、業務委託ということでお金がついており

ますけれども、そういうところを鑑み、勉強していただきたいなと思います。 

○委員長（稲葉義仁君） ほか、質疑ございませんか。 

○１１番（森田禮治君） 俺の言いたいことわかるら。もう俺が言って11年たつだよ。やる気

がねえということだな。補助金だって55％補助金がつくだよ、国から。それであとの45％、

90％起債、起債で20％と、また補助金がつく。そのあれちゃんと俺見つけてきて言ったわけ

だよ。建設課へ。それでもやる気が全然ないじゃん。今はそんなに言わないよ、確かに。や

る気がねえよ、やる気が。おまえたちだけじゃなく町長もそうだけれども。全然やる気がな

い。11年、重量制限がある。かかったままになっている。俺も二、三日前にすぐあそこで鱒

の大会があるもので機械を借りてならしに行ったんだよ。下いったらば、鉄筋が腐っている

のがあるだけでなく、あれいつでも落ちても不思議ではない。それになってもやる気はない
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だよ、町は。だって、やる気があったら補助金だの何だかの自分たちが見つけるのが普通だ

よ。俺見つけてきて、役場へ報告しただよ。それ知っているのはここにいる総務課長、財政

にいたときだから。それまで俺やってもやる気がねえでは、あそこは橋が確かに下にあるよ。

国道の悪いところ横断して、あの中を学校に子供をやるということで白田の子供があそこ通

学路として通っているだよ。だって、初めの計画では両方に歩道がついていて、歩道は両方

いらないだよ。片一方で十分だから。そんなに、６億もかからないでかけられるだよ。だか

ら、もう建設課に言って誰もそのことについてやるべとなんていう人は一人もねえじゃん。

町長にどうだいやるべなんて言ったことあるか、あなたたちは。でしょう。 

○建設課長（高村由喜彦君） では、答えるということで。 

○１１番（森田禮治君） そういうこと言うと職員にいじめるような形になるかと思い、今ま

ではいわなかったけれども、たまたま今日出たから、こういうことで言った。あんたには幾

度と言っているわけだから、だからやる気がねえだよ。やる気があればできるだよ、なんだ

って。だって俺一人でこれだけ見つけてこられるだもの。あとの起債は知ったものでは。金

額にしたって。けれども、結局今の計算でいくと、４億かかったっけ。３億国で出してくれ

るから。１億、県と国で市町村で持てばいい話だ。俺ももう議員やめるつもりだから、県の

ほうにはそのあれを出してあるよ。この間もらったら。あれ県に出したやつ。そしたらたま

たまこの間のあれで、その話をちゃんとしてくれたけれども、橋のことも。 

○建設課長（高村由喜彦君） 言い訳になるかもしれませんけれども、この橋の件については、

ずっと自民党の要望も含めて、県にいろいろかさ上げ何かを相談したりしていて、最終的に

町長と相談をして動いているということは事実です。実際、正直な話、今の建設課の状況を

考えると、70メートルあって、80万からもし100万かかるとすれば、７億かかるという試算

になるんですよ。７億かかる試算を、森田さんが言うように、55プラスかさ上げと大規模修

繕、３年ぐらい前にやった大規模修繕とかという話も債務負担という形の中であるかもしれ

ないですけれども、いろんな面で考えても、やっぱり町長はもう少しかさ上げというのか、

上乗せをしてもらわないと、現時ではちょっとゴーサインは出せないという形は常に言って

いますし、建設課としても、要望があって、白田区から片瀬区から要望があることは事実で

わかっていますけれども、今の状況ではなかなか踏み込んだ対応ができていないというのが、

状況です。 

○１１番（森田禮治君） 白田と片瀬でちゃんと署名運動も出してあるんだよ。区が出してあ

るわけ。それで、訴訟を起こすべかという人までいただけども、たまたま死んではったから
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やらねえ。そういう状態までいっただよ。かけられなければ補修したらどうだ。そういうこ

とだよ。調査をして、白田橋が一番悪いといいながら何にもやらない。 

○１４番（山田直志君） 森田さん、予算。 

○１１番（森田禮治君） 何か。 

○１４番（山田直志君） 予算の審議だから。 

○１１番（森田禮治君） 予算の審議といったって、向こうが言ったから俺言っているんだよ。 

  俺から出した問題ではねえぞ。 

○建設課技監（桑原建美君） ですから、ちょっと僕が先走ったというか、道路管理者として

はやらざるを得ないというのは重々承知はしているんですが、先ほどから僕が言いたかった

のは、その全体を見ると95橋まだやらざるを得ないという状況の中で、地域の孤立化を防ぐ、

あるいは国道135号にかわる旧道ですか、こちらをですから優先的に整備していくというお

話を山田議員さんのほうに、質問に回答させていただいたわけですけれども。確かに白田川

橋の判定結果を見て、何らかの診断をしてから５年以内には何らかの手をつけなければいけ

ないとありますから、その補修運云々は担当とよく今後考慮させていきたいと思います。 

  以上です。 

○１１番（森田禮治君） 確かに、今は予算のほうがあるかもしれないけれども、予算に組ま

ないではないか、第一。直志がそういうけれども、予算に組まないと。 

○７番（飯田桂司君） ちょっとちゃんと11番と言ってやってください。テープに残っている

から。 

○１１番（森田禮治君） そういうことなんだよ。俺、お前がそれを出さなければ言うつもり

はなかったよ。出したから俺は言うだけで。それで直志に注意されりゃ、予算に出せばいい

けれども、出さないから言うだよ。 

○建設課技監（桑原建美君） 再度申し上げますけれども、確かに重々それはわかってはいる

んですけれども、今現在、町の歳入的な面も厳しいですから、その総額の中で、まず優先的

にやっていくのは、孤立をさせない橋、135号にかわる橋、言い方はちょっと申しわけない

んですが、白田川橋がなんかあった場合には、国道の橋もありますし、上流の湯ケ岡赤川橋

もありますので、そういう観点から、建設課としては現在、先ほどから申し上げているとお

りのストーリー性をもって、やっていきたいというのが今現在の考え方です。 

  以上です。 

○総務課長（梅原裕一君） 森田議員おっしゃること、町長も重々承知で陳情にも行っており
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ますし、できればやりたいというのは理解しております。ただ、原課のほうも、その辺の危

険性というのを十分診断でわかっているし、予算として上げたいというのはわかるんですけ

れども、ただ、今の財政状況を考えたときに、さきほど山田議員のほうからも、基金をこれ

だけ取り崩ししなければ予算組めないのかというふうな、今の状況を考えて、本当に新しい

事業というのは選挙前だということもありますし、そんな大きなものは上げていない中で、

はっきり申し上げて基金なして予算を組めれば一番いいんですけれども、相当の基金を取り

崩しながらの組んでいるということで、何とか予算を組んでいるというふうな状況でもあり

ますし、かといって、税収が上がるかというふうに考えたときにも、4,000万の減というこ

と、それから観光についても、ＤＣプレが始まりますけれども、それ相当ＪＲのバックアッ

プがあって、お客さん増えることは間違いないと思うんですけれども、本当に明るい兆しが

見えるのかなと思うと、やっぱり、その辺も不安な部分もたくさんありますし、町長は常々

やっぱり橋のことは気にかけて、何とか予算組めないかなというふうには考えておりますけ

れども、何分にも金額が大きいものですから、その辺は55％の補助金があるにしても、借金

は借金なものですから、その辺も踏まえて、検討していると思いますので、決して原課のほ

うで予算を上げないとか何とかではなくて、相当な金額なものですから、引き続きその辺財

政のほうも、森田さんおっしゃる内容について、十分町長にも伝えたいと思っていますので、

この辺は御理解いただきたいと思います。 

○１１番（森田禮治君） そういう話ができたもので、ついでに言っただけのことで、これが

それは確かに腹に持っているさ。新しい仕事はどんどんやる、古いことは金がかかるとかな

んとか言い訳して、全然やっていないわけだ。補修もしてねえから。だって、やる気持ちが

あったら、予算に乗っけてこなければならねえべ。直志が予算だというけれど、のっけねえ

から言うわけだもの。そういうことで、これは、町長のあれもあるだから、お前たちに文句

言ってもしようがないと思うけれども、やっぱり係だからな、それは堪忍してくれ。 

  それで、俺は来年で議員をやめるつもりだから、もう言わないから、俺やっているうちに

やりたかったんだ。本当の話が。それからだって、やっているだもの、ほかのことを。大き

い仕事だって。やっていてあそこができねえということはねえだよ。計画しないからとまる

だよ。 

○建設課技監（桑原建美君） まず、正直なところ、かけかえというのはかなり難しい話だと

思います。しかしながら先ほど申し上げたように、改正道路法により、点検を実施したら５

年後には判定結果が悪いのは何らかの手だてをしなければいけないというのがございますの
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で、今、森田議員からお叱りを受けたことについては、課内で重々検討させていただいて、

補修の方向性も、踏まえた中で、この全体の橋梁計画を立てていきたいと思います。 

  この辺で勘弁してください。以上でございます。 

○１４番（山田直志君） 155ページのところで、湯ノ沢草崎線の関係はもう３年ぐらいやっ

ているんだけれども、もう事業とすると今年度で完了するのかな。もうそのくらい進んでい

るのではないかというふうに思っているんだけれども、今年度で完了なのか、まだ次年度ま

で残ってるのかというのが１つ。 

  その下の入谷天城１号線の部分で言うと、この金額で考えると工事は今年度中でかなり終

わると見ていいんでしょうか。 

○建設課技監（桑原建美君） まず、湯ノ沢草崎線ののり面の工事なんですが、これは平成23

年から施工しておりまして、全体延長が229メーターございます。場所がのり長が、山の斜

面の斜距離、これが最大で27メーターほど、高い山なんです。正直なところ、平成29年度末

で75.9％の進捗率でして、これについても社会資本で行っているんですが、内示率が余りよ

くないものですから、今現在、平成36年度を一応完了予定として考えております。 

  入谷天城１号線改良工事におきましては、今年300万円弱ほど田村 栄さんのところをよ

うやく着手できました。というのも用地買収がすべて終わらないと、工事着手できませんの

で、今年２名の方の用地買収終わりまして、300万ほど工事をやらせていただいたんですけ

れども、来年度については、歳出ベースで3,500万円。これにつきましては、来年度はハン

ターさんから細野に向かって左側の拡幅がすべて終わるのではないか思っています。完了年

度としましては、来年度いっぱいで終わらなくて。平成31年度末を完了として見込んでおり

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（稲葉義仁君） あと質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） よろしいでしょうか。 

  それでは質疑なしと認めます。 

  これをもって、建設課の質疑を終結します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４３分 
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再開 午後 ２時５５分 

 

○委員長（稲葉義仁君） では、少し早いですが、休憩を閉じ再開いたします。 

  これより防災課の質疑を行います。 

  質疑の対象は、まず歳入からとします。 

  歳入について、質疑ありませんか。 

○７番（飯田桂司君） 15款の県支出金のほうの関係の、消防費、県補助金の緊急地震津波対

策等交付金のこの1,081万ということで計上してあります。この内容等について、ちょっと

お聞かせください。 

○防災課長（竹内 茂君） これにつきましては、歳出のほうで出てきますが、防災関係の備

品購入、それと、医療資器材の購入、その部分の３分の１もしくは２分の１という補助率の

中であげられている内容となります。また歳出のほうで細かくなってしまうものですから、

一応８款のほうのそういう内容になります。 

  以上です。 

○委員長（稲葉義仁君） 歳入のほうどうでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

  では、歳入のほうはよろしいですか。 

  質疑がないようですので、では歳出のほうに移りたいと思います。 

  歳出のほうについて、質疑ございませんか。 

○７番（飯田桂司君） ８款消防費ということで、関係でページ数は161から162、163とまた

がる中で、非常備消防事業ということで、聞きたい中で一番気になるのは、消防団員の、非

常勤の関係の被服費ですけれども、団員の昔の法被ではないですけれども、ちょっと大分変

ってきたなということで、出初式なんかでも感じとれるわけですけれども、消防の被服費が

今後どういう形で変わっていくのかなということで、ちょっと感じておりますので、ちょっ

とその辺を、それでいいです、とりあえずそれでいきたいと思います。 

○防災課長（竹内 茂君） 28年度から、消防の新たな消防団の装備品の基準に基づきまして、

活動服を29、30で入れ替えるということで、昨年330のうち、160名分を新たにしました。本

年度残りの、170名分を入れかえる予定でおります。そうしますと、前議会でも御質問のあ

った、新たな新基準のほうの活動服になるという形になります。 
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  以上です。 

○７番（飯田桂司君） 了解しました。 

○委員長（稲葉義仁君） ほか質疑ございませんか。 

○１４番（山田直志君） 164ページのところ、４ページ、５ページにある、地域防災計画等

策定事業と、７万1,000円のいうのは、新しい防災対策の法律の中では、地域計画というの

か、町の災害計画だけではなくて、地域のをということも、たしか新しい項目でつけ加えら

れてきたのではないかなと思うんだけれども、それとの関係でいくと７万1,000円というと、

ちょっと金額的には小さいように思っているんだけれども、この地域防災計画等の策定事業

というのは、具体的にどんな取り組みをされるのかというのが一つと、その下のほうにある

防災施設整備の関係ですが、805万1,000円については、どういう内容を今年は重点的に整備

されるのかお聞かせください。 

○防災課長（竹内 茂君） まず１点、地域防災計画等策定事業につきましては、防災会議、

これは町のいろいろな防災計画の最終決定をしていただく会議になりますが、その委員さん

の報酬等になります。先ほど、災対法の改正の中で、地区防災計画、これは各自主防単位で

町と同じように防災計画をつくったほうがいいですよというのが流れがあります。その中で

今うちのほうも自主防災会に対して、そういうものをつくる方向では話をしていますが、な

かなか難しいところもあるものですから、うちのほうで案を１回出させていただいたという

経過もありますが、それについては、順次また進めていきたいなとは思っています。 

  施設整備等の内容ですが、消耗品については毛布を追加購入する予定です。それから、食

糧費については、アルファ米、これがここ数年余り買っていなかったものですから、在庫が

ないということで、これは例年よりも少し多めに買わせていただくようになっております。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） 地域防災計画、全体としては、地区防災計画や何かも含めて、最終

的には町としてのあれなんだけれども、ちょっと、それがイコールではないかもしれないだ

けれども、地区の防災計画という問題で考えたときに、なかなかやっぱり町内会とイコール

になっていることが進めにくい。というのは役員がやっぱりある程度かわってしまうという

ことで進めにくい蓄積がされないプロフェッショナルが育たないということもあると思うん

だよね。東海道沿線というのは、やっぱり福祉であったり、この自主防の関係なんかも、町

内会とはある面、役員を別にしているところもあるんですよね。そうすると、その人たち、

区の役員の仕事も減らすという部分もあるのかもしれないけれども、そういうやっぱり体制
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が整わないとなかなか地区でこういうものに対応するといっても、各区も言えば片方では、

地域包括ケアとかというふうな形の中で、地域の困った年寄りか何かの相談相手にもなって

いろいろやっていきましょうと、こういう仕事も出てくる。この防災の仕事も出てくる。こ

れを同じ町内会の役員が、今までだったら、道路のあれだとか、お宮、お寺管理だいろんな

そんなことでよかったものが、どんどん違う分野が、どんどん地域でという形で仕事が増え

てきているので、何かこの辺も考えていかないと自主防も全て町内会におんぶにだっこのあ

り方では厳しくなってくる時代が来るのではないのかなと思っていますが。 

○防災課長（竹内 茂君） それにつきましては、再三自主防災会にお願いしているのは、町

に委嘱の防災委員を各地区３名、田町地区は４名、任命させていただいておりますので、そ

の方々を中心に、地域のいろんな課題も取りまとめていただいて、この地区でどういう防災

計画をつくったらいいかということも含めてやっていただきたいというのは、再三お願いを

して、それにあうような講習会等もやっているんですが、なかなかそちらのほうに、区のほ

う、自主防災会もなかなかちょっとお願いができないというところがありまして、今言われ

たように、確かに区のほうに負担が行くものですから、その辺は再度うちのほうから防災委

員さんをどのように活用するかも含めて、検討は今後進めたいとは思っております。やはり

うちの町のほうとしては、一応要綱つくった中で、各地区の防災委員さんが防災訓練、それ

から地区の防災に関して、スペシャリストではないですけれども、やっていただくようにと

いうのは、常々お願いしているところであります。 

○１４番（山田直志君） そうすると、やっぱり区の役員にもう極めて詳しい人がいるという、

ある区もあるわけだけれども、それ以外だと、例えば社協みたいな形になると区長代理さん

なんかが、組織的には社協の支部長とか、日赤のとかみんなやっていくんだけれども、防災

のほうも、やっぱりちゃんと役員の中で、自主防、防災担当の責任者で、やっぱりそれがち

ゃんと防災委員なんかと連携とるとかいう、責任も結局決まってないと区長が全てやるとな

ると、区長もやっぱり手いっぱいな部分があって、やっぱり何かこの辺もうまく進んでいか

ないような感じがしていますけれども。 

○防災課長（竹内 茂君） その点につきましては、やっぱり地区それぞれの考え方がありま

して、今言ったように、区の役員さんの中でも、防災を担当して、防災委員さんとやり取り

している区も実際あります。ですから、ちょっとその辺は統一性がないものですから、また、

区長会とかを通じて、どういう体制がいいのかというのはまた話し合いをさせていただきな

がら、進めていきたいとは思います。 



－60－ 

○７番（飯田桂司君） さっき、一度に聞けばよかったんですけれども、同じことですけれど

も、非常時消防の事務事業ということで、報酬があるわけですけれども、今、330名という

ことで、衣服の関係の説明がありましたけれども、今後の330名が、どうなるのか、これか

ら変わっていくのか、それは各分団の陣頭もあろうかと思いますけれども、今後どのような

形になっていくのかなということ、もしわかる範囲で結構ですので、教えていただきたいな

と思います。 

○防災課長（竹内 茂君） 今言われた消防団改革、組織改革につきましては、28年度、うち

のほうに事務が来た中で、団長等もお話しさせていただいて、実際28年の分団長の中からも、

これだけ人口減少地区に、人がいなくなっているのに、こんだけ集めろというのは、要は再

入団を何回も繰り返さなければならないという話もありまして、うちのほうも車両等の整備

で、今まで国庫補助金とかがあったのが、今なくなっているものですから、その中では整備

は大変難しいですという中で、では、どうしたらいいかというのは、やはり組織改革をして

いただいて、分団の統廃合も含めた人員も考えていただきたいということで、昨年度からお

願いしていまして、一応うちのほうでは30年度に方向を出してくださいということで、消防

団の本部にはお願いをしてありますので、ある程度の方向性は、この30年度で、消防団のほ

うから示されるのかなとは思っています。 

○７番（飯田桂司君） 今、課長のほうからも説明があって、出初式等、またいろんなパレー

ド等で確認をさせていただく中で、大変団員が少ないなと、減ってきたなということで、皆

さんもお仕事をお持ちで、なかなか非常備消防のほうに出動することがなかなか困難になっ

てきておるなということで、まして今、役場の職員、勤め人等も参加をされている中で、大

変だなと思います。それで私は思うんですけれども、今課長のほうから分団の統合、なかな

かこれ、地区によっては大変だなというところがあろうかと思いますけれども、やはり機械

もポンプ車もでかい中で、ぜひ負担のないような、年齢上げればいいという問題ではないと

思いますので、ぜひ、負担のないような団員活動を一つお願いしたいなと思います。 

  以上です。 

○防災課長（竹内 茂君） その件につきましても、今の出動体制も含めて、今までは自営業

者が半数いた。今は自営業者が１割程度に団員の中ではなっていますので、その辺も含めて

出動体制を考えてほしいということもお願いをしています。うちが提案しているのは、消防

車両に乗る定員の数が第一出動でやるとか、そうやって当番制にすることによって、団員の

負担は減るのではないかという提案はさせていただいているんですが、なかなかそこは消防
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団のほうからすると無理だということで、進んでいないものですから、そういうことも含め

て、今、見直しというのをお願いをしてあります。 

○委員長（稲葉義仁君） 質疑ございませんか。 

  せっかくなので、165ページ、まず総合防災対策事業のところの防災情報システム用備品

の整備内容と、その下の全国瞬時警報システム整備工事の工事内容、この辺について教えて

ください。 

○防災課長（竹内 茂君） まず、防災情報システムの用品の備品なんですが、今、防災課に

ノートパソコンで防災情報、要は県のＦＵＪＩＳＡＮシステムというのがあるんですけれど

も、それに接続するパソコンが持っています。それがもう５年たっていまして、対応ができ

なくなっているものですから、それの入れかえをさせていただく内容でございます。 

  それから、全国瞬時警報システムにつきましては、先ほども放送が流れたんですが、今、

うちの町に入っているシステムが、もう30年度で使えなくなるものですから、全国的にこれ

は入れかえをしなさいという、消防庁のほうからの通達が出ていますので、本年度、30年度

に入れかえをする内容でございます。 

○委員長（稲葉義仁君） ありがとうございます。 

  あとは質疑はよろしいですか。 

  よろしいですね。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） では質疑なしと認めます。 

  これをもって防災課の質疑を終結します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時１０分 

 

再開 午後 ３時１１分 

 

○委員長（稲葉義仁君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○委員長（稲葉義仁君） 異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれにて延会することに決しました。本日はこれにて延会します。 

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

  お疲れさまでございました。 

 

延会 午後 ３時１１分 



 

 

 
 

平 成 ３ ０ 年  
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東伊豆町議会  
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一般会計予算審査特別委員会（第３日目）記録 

 

                     平成３０年３月１日（木）午前９時３０分開会 
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    １１番  森 田 禮 治 君 

 

その他出席者（なし） 
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兼 財 政 係 長 鈴 木 貞 雄 君 

総 務 課 
財 政 係 稲 葉 堅太郎 君 健 康 づ く り 

課 長 鈴 木 嘉 久 君 
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参 事 村 上 則 将 君 健 康 づ く り 

課 長 補 佐 柴 田 美保子 君 
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介 護 係 長 

齋 藤 和 也 君 
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健康増進係長 
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国民保険係長 中 村   忍 君 健康づくり課 

保健予防係長 土 屋 秀 明 君 

観光商工課長 森 田 七 徳 君 
観 光 商 工 
課 長 補 佐 兼 
観光商工係長 

梅 原   巧 君 

教 育 委 員 会 
事 務 局 長 坂 田 辰 徳 君 

教 育 委 員 会 
局 長 補 佐 兼 
学校給食係長 

齋 藤 徳 人 君 

教 育 委 員 会 
局 長 補 佐 兼 
社会教育係長 

竹 内 理 恵 君 教 育 委 員 会 
学校教育係長 加 藤 隆 一 君 

教 育 委 員 会 
図 書 館 係 長 内 山 淳 子 君 企画調整課長 遠 藤 一 司 君 

 

議会事務局 

書 記 吉 田 瑞 樹 君   
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開会 午前 ９時３０分 

 

○委員長（稲葉義仁君） ただいまの出席委員は４名で、委員定数の半数に達しております。

よって、一般会計予算審査特別委員会は成立しましたので、開会いたします。 

  なお、11番森田議員は一身上の都合により本日の会議を欠席するとの届け出がありました

ので、御報告いたします。 

  これより直ちに本日の会議を開きます。 

  なお、企画調整課長より発言の訂正を求められておりますので、これを許可します。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 昨日、11番の森田議員から庁舎用地の購入費用に関しまして

御質問がありましたけれども、その回答に対して一部誤りがありましたので、訂正をさせて

いただきたいと思います。 

  役場の敷地につきましては、庁舎と、それから前の土地、それから立体駐車場を占用して

あったんですけれども、庁舎と前の土地については占用を廃止しまして、平成27年に払い下

げを受けております。立体駐車場につきましては、これ当初から占用料無料ということでや

っておりまして、直近の更新が平成30年４月１日、今年の４月から３年間ということで、ず

っとそういう形で無償でやってまいりましたので、昨日一緒に購入したというような答弁し

ましたけれども、それは誤りでしたので、訂正しておわびいたします。申しわけありません

でした。 

○委員長（稲葉義仁君） よろしいですね。 

  では、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時３１分 

 

再開 午前 ９時３１分 

 

○委員長（稲葉義仁君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

  引き続き、議案第23号に対する質疑を行います。 

  これより健康づくり課の質疑を行います。 

  質疑の対象はまず歳入からといたします。 
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  歳入について質疑ございませんか。 

○７番（飯田桂司君） みなさん、御苦労さんです。 

  私はちょっと、前の健康づくり、白田福祉センターのほうで、ちょっとお伺いした経過が

ある中で、今回のこのページ数は28、29のほうですけれども、県支出金のほうで衛生費県補

助金としてこの２節の中に地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金という、これ大変長い項

目ですけれども、昨年大分ちょっとこう前年度よりも増えておるなということで、確認をし

たんですけれども、大変、あんまりいい話じゃないですけれども、これがなったから、これ

が増えた理由も含めて、現在の状況等を、あんまり奥深く聞くのはどうかと思いますけれど

も、ちょっと御説明いただきたいなと思います。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） ただいまの御質問、地域自殺対策緊急強化基金事業費補助

金のまず内容でございます。 

  増えた内容でございますけれども、まず、ゲートキーパーの研修、それから人材養成事業、

これが30万3,000円ございます。それの２分の１、15万1,000円と、それから、傾聴ボランテ

ィアの運営事業ということで、今年、養成の委託という形になっていますけれども、実際に

もう運用にかかりますのでこちら、それと、精神デイサービスを含む対面の相談事業、これ

が67万4,560円、この２分の１、33万7,000円になります。 

  それと、普及啓発ということで19万7,208円の２分の１、９万8,000円、それから、一番大

きな要因となっているのが、自殺対策計画の策定を行うということで、これ法で定められた

ということで、平成30年度までに計画を定めるということで決められておりますので、自殺

対策計画を策定するというような形で352万9,500円の２分の１、176万4,000円の、それの合

計という形で今年度はちょっと大きな金額になっているということです。 

  それから、心の健康づくり事業全般においてなのは、実際に町に現状はどうなっていると

いうことについては保健センターのほうでちょっと答弁をさせてもらいたいと思います。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 自殺対策の現状ですけれども、昨年は平成29年の１

月から12月までの統計では、自殺をされた方は男性が３名で女性が１名という現状で、わか

る範囲ですが、精神科に受診されて鬱の治療された方が２名ほどいたというような情報は入

ってきております。 

  自殺対策の計画を国の方針で30年度中に策定するようにという方針がありますので、その

中で東伊豆町の現状の分析をしたり、あと、医療機関や町内の関係機関、福祉や教育委員会

などとの連携がとれるような対策などを計画の中で盛り込んで今後の保健、心の健康づくり
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事業に対策として立てていきたいというふうに考えております。 

  また、傾聴ボランティアの養成を２年間やってきましたので、30年度は運営のほうについ

て委託を行い、傾聴できる体制とそこから専門家につなげるというところを強化していきた

いというふうに考えております。 

  以上です。 

○７番（飯田桂司君） 今、課長それから健康づくり課のほうから説明があって、確認したわ

けですけれども、やはり今現状、町内含めて認知症という大変、私も最近認知症になりかけ

ておるところですけれども、そういう中で、やはり家庭も含め健康づくり課も含めて、やは

りひとり住まいとか、あるいは２人住まいの中で、子どもたちがいない、見る人がいないと

いうことで、認知症、そういった方たちがこの大変悲惨なことになっておるのではないかな

と思いますけれども、仕事も大変忙しい中ですけれども、ぜひ、健康づくり課を含め、そし

て福祉センター含めて、ぜひこの認知症等の確認をできないところもあろうかと思いますけ

れども、やはり家族と病気を確認をしていただくようなことが大事ではないかなと思います

ので、ぜひやっていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

  大変この４名ほど、数は少ないですけれども、やはり家族の方にしてみると大変悲惨な事

故になろうかと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。よろしくお願いし

ます。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） ただいま御心配いただきました認知症、１人世帯、今後増

えることが予測されております。当然、包括支援センターの相談事業、それから保健センタ

ーの窓口、それから保健の訪問、そういうものも通じながら情報をきめ細やかにキャッチし

ながら対応に努めてまいりたいと思います。 

○７番（飯田桂司君） よろしくお願いします。 

○委員長（稲葉義仁君） ほか質疑ございませんか。 

  よろしいですか。 

  じゃ、歳入のほうよろしいですか。 

  では、歳入のほう、質疑ないようなので、歳出のほうに移りたいと思います。 

  歳出について質疑ございませんか。 

○３番（栗原京子君） すみません、119ページなんですけれども、こども未来支援事業とい

うものがありますが、この内容を教えてください。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） こども未来支援事業の内容ですが、不妊治療に係る
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治療費及び交通費について扶助するもので、30年度は６人分、治療費30万円と交通費５万円

で210万円、新規事業としまして、不育症の治療費１人分の34万1,500円を計上させていただ

きました。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） じゃ、115ページにある、中身はないんだけれども、メニューとし

て成人健診の関係、あと母子健診の関係とかってメニューがどんどん増えてきたよね。僕は

やっぱりそれに対してマンパワーの問題と、やっぱりそこでの健診データの管理とか分析を

していくとかという部分も、事業を、健診を受けてもらうというだけじゃないと思うんだよ

ね。やっぱりそれをまたフィードバックして政策的に活用するとかいう部分でいくと、そう

いうもの全体が、そういうことは、だから健診の種類が増えてくるということはそういう作

業がまた増えてくるという部分があるんじゃないかなと思うんだけれども、そうすると職員

体制とか、やっぱり職員の当然研修であったりとか、やっぱりさまざまなものがそこには必

要になってくるのかなって、その辺のやっぱり体制が十分なのかなって。 

  というのは、特に、ほら、みんな保健師だけになってしまったりすると、やっぱりいろん

なこの部分で言うと、今の郵送発送の作業の問題だとか、いろんな部分含めて出てくるし、

保健師も、ほかの賀茂郡で見れば少ないほうではないけれども、メニューがこれだけ増えて

くると、非常にその事業の実施というはマンパワー的にどうなのかなという不安を感じると

ころが一つあります。 

  ２つ目に117ページの傾聴ボラと自殺対策の問題で、傾聴ボラについて言うと、実を言う

と自分も父親で使っていて、非常にやっぱり役に立って、先ほどあったように認知症的な部

分にも対応してくれるので、非常にやっぱりいい事業だなというふうには感じているんです

けれども、問題はこれやっぱり委託先ということになってくると、委託の先はどうなるのか

なということ。自殺の防止計画についても、委託するということになるとやっぱり業者への

委託なのかなという部分もあって、その辺のこの考え方についてお聞きしたいと思います。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） まず、がん検診等の体制、それから十分にその後の施策が

なされるかというようなお話ですけれども、まず、健診を受けていただくということで、自

分のまず健康チェックをしていただくということで、目的としては早期発見、医療費の抑制

というのが行政としては大きな目標となるかなと思います。 

  そのために、健診でその後、当然、要医療という形で医療に行く人もいれば、そこまでで

はないけれども気をつけたいとか、そういうような部分もあるのかなと。その部分について
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は行政のほうが担うべきだろうということで、こういうものの中で大きくありますけれども、

例えば、生活習慣病の予防健診なんかについては、若い若年層の方に総合的な健診をしてい

ただいて、そこでまず定年をたっても健診をするというそういう生活習慣を身につけていた

だいて、自分の体をチェックするという癖をつけていただくというのがまず目的としてあり

ます。 

  そういうような形で、実際には健診そのものは専門機関に依頼をかけてやっているので、

職員がということではないんですけれども、健診に至るまでの準備、これ物すごい、実は本

当に手間を食う作業であります。対象も決められておりますし、いろいろな補助金の問題も

全部、書類等もやらなければならないというところで、それでいて健診が増えるごとに非常

に労力はやっぱり大きくなっていく部分で、なるべく健診そのものが予防事業といえばそれ

までですけれども、その後の施策をなかなかきれいに立てて積み上げていくというところま

でに至らない部分もあるのかなというのは感じております。 

  今後はもう少し健診についてはいろいろ合理的な部分図れるものがあれば、そういうの図

っていきながら対処していきたいです。保健センター自体はなかなか人員が増えていかない

というのもあって、マンパワーについては現在不足しているというのが事実だというふうに

思います。 

  それから、傾聴ボランティアの委託につきましては、社協さんに運営を担っていただくよ

うな形で運用をする予定でいます。細部にわたってのところまだ詰めこれからですけれども、

担っていただきながらという形になろうと。需要があるんではないかというふうには見込ん

ではおります。 

  それから、自殺対策の外部委託ということで、町の施策の反映がされるかどうかというと

ころですけれども、そこは業者と十分な打ち合わせ等を行いながら、先ほども保健センター

でも持ち合わせているデータ、それから私たちが知り得ない部分の調査、これを外部委託す

ることによって調査でまた新たに課題が浮き彫りになってくる可能性もあるかなというふう

にも思いますんで、そんな中いろいろ検討しながら話をして協議も重ねながら慎重にやって

いきたいというふうに考えております。 

○１４番（山田直志君） 成人健診は手数料の関係にあったように、集団健診から病院での健

診とかを含めてやっていくことで、健診自体に対して若干のかかわりがある、当然だけれど

も、その準備は増えるけれども、ただ、今言われたように、健診の段取りをして、またその

現場に昔みたいに集団で行くという部分の作業は少しはやっぱり減ってくる部分で、それは
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逆に病院や何かに行っていただく、ただとにかくまず行っていただく癖をつけるというのか、

行っていただくための準備の方向はすごくどんどん力入れていかなきゃいけないわけで、そ

の辺では今回集団からの問題というのは一定意味があるのかなというふうに、母子関係なん

かは子供が少なくなったとはいってもメニューはどんどん増えてきて、昔みたいに１歳半健

診の３歳健診どころじゃなくて、歯周病健診から何からといって難聴関係だとか、いろいろ

メニュー出てくると、少なくなっているんで、逆にそれはトータルにその子供の育ちがどう

いう状況にあるのかということも含めて把握しやすいのかもしれないけれども、ちゃんとで

もそれは解析をしていかないと、その後の育ちに生かせない部分というのがあるし、お母さ

んは気づかないものもあるだろうしということを感じています。 

  それで、傾聴ボラの関係はさっき７番が言われたような点で、やっぱりひとり暮らしの世

帯やなんか、また民生委員さんなんかがやっぱり訪問をして、１人であればまず行ってもら

うというようなことなんかもあるんだろうなと思うんだよね。自分らも同居していても違っ

たりしたんで、おやじのところに行ってもらったんだけれども、やっぱり最初は余計なこと

しやがってとかぶつぶつ言っていたけれども、やっぱり多少来てくれるとそれはそれで話し

相手が２週間に一遍来てくれるだけで待っていたというようなこともあったりして、やっぱ

りひとり暮らしの方って東伊豆すごく多いわけだから、先ほど議長も言ったように、民生委

員さんやいろんな取り組みの中で気づいたところがあればすぐ行ってあげられるようなこと

になると、これがさっきのいわゆるゲートキーパーなんかに結局つながっていくんだろうと

思うんだよね。一番気づきで、民生委員さんも全てのことを理解して全て対応できないんで、

民生委員さんなんかもちょっとダブったらやっぱりどんどん傾聴の方やなんかが入ってもら

って、そうするとやっぱり傾向的なもの、またその認知やなんかのことについての、ちょっ

とおかしいよねというのがやっぱりデータとして集約できるということがあると思うんで、

傾聴の部分はすごく広く、民生委員や保健事業の中で活用されて、それをデータというのか、

そこでのやっぱり内容がまたフィードバックできる、そういうやっぱり連携がとられていく

と、このまさに自殺防止計画やなんかじゃないけれども、認知症対策やなんかも含めて、あ

れがすごく入り口に今なっているんじゃないのかなというふうには思っているんで、連携し

ていただきたいなと思う。 

  自殺という、国の計画ではあるけれども、比率的には東伊豆も非常に高いやつが出るので、

決算のときのあれじゃないけれども、精神衛生の部分は非常にやっぱりこれから重要になっ

てくるんで、これ以外に何ができるのかなというのをちょっと僕らも今わからないんですけ
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れども、もしかすると、やっぱり仕事している場合になる場合と、逆に仕事をしていないこ

とによってなる場合と、両方のケースがあると思うんで、やっぱりそういうところなんかも

１人高齢者世帯とか高齢者のひとり暮らしなんかとあわせて、やっぱり仕事していないよね

というようなところなんかをやっぱり訪ねていくみたいなことをやってもいいのかなとちょ

っと感じました。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 今、ご提言いただきました傾聴ボランティアの提言の中で、

民生委員さんとの連携であったりとか、そういう部分についてはご参考にさせていただいて、

よく社協とも打ち合わせをさせていただいて、スムーズな流れがつくれるような形をとって

いきたいというふうに考えます。 

  それから、自殺対策で今言われた仕事でのストレス等によった自殺とかの場合、それから、

本当に孤独というか、仕事もなく、そういうひっ迫した状態でのという、その辺のところの

掘り下げはまだまだできない状態でいるのかなと思います。 

  今後の立てる自殺対策計画の中でその辺のところも上手に盛り込めるような形でやってい

きたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） お願いします。 

○委員長（稲葉義仁君） 質疑ございませんか。 

○３番（栗原京子君） 117ページ、母子健診のところなんですけれども、そこのところに新

生児の聴覚スクリーニング検査とか、あと乳幼児の健診なんかは充実しているんですけれど

も、私も言ったように発達障害、今、発達障害の子が増えているということで、はっきりそ

うわかる子もいるし、また、どうなのかなとグレーゾーンの子は確実にたくさん増えてきて

いるということで、そこら辺のフォローというか、サポートというか、そういう専門のとこ

ろにつなげていくような事業というのはあるんでしょうか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 発達障害の問題に関しましては、１歳半健診や３歳

児健診で発達のチェックを行うんですけれども、そこで気になるお子さんについては事後フ

ォローという形で民生事務所から心理判定員さんに来ていただく相談日を設けておりますの

で、そちらで発達のチェックをしてみて、何ていうんですか、お母さんのかかわり方の工夫

のアドバイスを受けてみませんかということでご案内をしまして、発達チェックを勧めてい

ます。 

  また、そこまではちょっとしたくないよというようなお母さんもいらっしゃいますので、
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そういった場合には療育教室というのを毎月開いているんですけれども、未就学児対象の教

室と未就園児対象の教室の２つの教室を開催しておりまして、そこで元幼稚園の先生や賀茂

健康福祉センターの保健師、あと児相の心理判定員さんなど、専門家の方たちにお母さんと

のかかわりや子供の特徴を見ていただきまして、かかわり方についてアドバイスをしていく

という教室を設けております。 

  以上です。 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

○７番（飯田桂司君） 同じ項でありますけれども、ページ数は118、119ページの関係で保健

衛生費、こども未来支援事業ということで、昨年とちょっと増えているのかな、このこども

未来支援事業ということの事業の内容をちょっと教えてください。 

○委員長（稲葉義仁君） ちょっと暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時５５分 

 

再開 午前 ９時５５分 

 

○委員長（稲葉義仁君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時５５分 

 

再開 午前 ９時５８分 

 

○委員長（稲葉義仁君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  ほか、質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） なしですか。 

  それでは質疑なしと認めます。 

  これをもって健康づくり課の質疑を終結いたします。 

  暫時休憩します。 
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休憩 午前 ９時５９分 

 

再開 午前１０時０３分 

 

○委員長（稲葉義仁君） それでは休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより観光商工課の質疑を行います。 

  質疑の対象はまず歳入からといたします。 

  歳入について質疑ございませんか。 

○７番（飯田桂司君） 15款の県支出金の関係ですけれども、30、31ページの観光費補助金の

観光施設整備事業費補助金183万円の関係の、これ新しいのかなこれは、それとも今まであ

ったのかな、観光施設整備事業という、30、31ページのですけれども、この事業と、それか

ら新規なのかそれとも。 

○観光商工課長（森田七徳君） 観光施設整備事業費補助金については、観光施設を整備する

場合に県から補助率が２分の１の場合と３分の１の場合とある補助金になっております。で

すので、トイレの整備ですとか、細野高原のような整備ですとか、そういう整備のある年に

はここに補助金が計上されることになります。 

  来年度の30年度の事業内容ですが、これ去年の台風21号で熱川のプールが壊れまして、そ

れについて急がなくてもいいというか、夏までに直ればいいもんですから、それであれば県

の補助金をもらったほうが有利だということで、やっぱり有料の施設ということですので補

助率が３分の１になりますが、海浜プールの整備のために県のほうからいただく内容となっ

ています。 

  以上です。 

○７番（飯田桂司君） 了解しました。 

○委員長（稲葉義仁君） 質疑はありませんか。 

（発言する人なし） 

○委員長（稲葉義仁君） 歳入についてはいいですか。どんなもんですか。 

  では、歳出のほうに移ります。 

  歳出について質疑ございませんか。 

○１４番（山田直志君） 一つ、商工会の補助金の関係なんだけれども、当初予算金額は増え
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たというのは、あれだよね、この地域経済振興対策とか空き家対策が入ったからかなという

ふうに解釈しているんだけれども、今年のこの辺入った、その地域経済振興対策とか空き家

店舗対策ということでは商工会に補助で出していく感じだと思うんだけれども、この辺どう

いう中身でお願いをしていくのかなということと、稲取の文化公園の整備基本計画の策定と

いうことで381万1,000円という予算の計上がありますけれども、この辺についてはどういう

考え方になったのか。今までとはちょっと違ってきたわけで、今までは旅館組合があそこを

貸しているという、そういう、観光協会に貸しているという形でやってきたところが、今回

はここがこういう基本計画を策定するという方向に変わってきているんで、この考え方と具

体的にこの基本計画というものがどういうものを意味含まれているのかという部分を。 

○観光商工課長（森田七徳君） 商工会の補助金について昨年度より200万円増やしておりま

すが、これについては商工会のほうが雨漏りがひどくて、その修繕に350万円近くかかると

いうことで、基金を取り崩して基本的には対応するということなんですが、ちょっと負担が

重いもんですから、その３分の１程度を補助する内容と、あとは、昨年から商工会のほうで

やっている全国展開プロジェクトでインバウンドの受け入れとはさみ石の研究みたいなこと

をやっているんですが、昨年は全国展開プロジェクトというのが10分の10で国から補助をい

ただいて商工会のほうでやっていたんですが、今年は実践に移すという段階に新年度はなり

ますので、その場合補助率が下がるということで300万円の３分の２国から出るので、多少

町でも補助してくれないかということで、観光商工課としても朝市ですとか飲食店からもそ

んなに数は多くないんですけれども、そのインバウンドのお客さんの受け入れですとか接遇

に対してちょっと町でも応援してくれないかという話もありますので、それについて補助を

するものです。 

  それ以外の点については新しい事業とすると、町のほうで新しく補助事業、新年度からつ

く創業支援の関係を商工会と一緒にやろうということですとか、あと、そんなにお金がかか

る話でないんですけれども、31年の10月から消費税が上がるんですけれども、その制度がか

なり軽減税率の制度の分が物すごく複雑なもんですから、一応30年度のうちから各会員の皆

さんに何が軽減が適用になって適用にならないかというようなことを勉強したり指導したり

していく必要があるんじゃないかということで、そういった点が予算はあまりかからないで

すけれども、新規の事業ということになっております。 

  次の基本計画、稲取温泉の振興事業の委託料ということで、文化公園の基本計画の関係な

んですが、これについては、今までつるし飾りの季節だけあそこを文化会館として活用して
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いたんですけれども、今後のことを考えると、どうしても基盤整備ということで、観光客の

観光の拠点となるような施設が必要じゃないかということで、稲取温泉だけでも入湯客数30

万人ぐらいいるんですけれども、うちの町の場合、観光案内所と呼べるようなしっかりした

ものが全くないもんですから、お客さんがどこか行こうかなと思ってもどこへ行っていいの

かもわからないし、それを聞く場所もちょっとはっきりしないというようなこともあるので、

事務所兼観光案内所としての観光協会で使う旅館組合のそういった機能と、あと、もう一度

雛のつるし飾りを文化としてきちんと整備をして、てこ入れをしていきたいということもあ

りまして、雛のつるし飾りの展示の形態ですとか、そういったものも変えたいというような

ことで、今年１年間予算つけていただいてワークショップなど開いて、地元の要望ですとか

こういったことをやってみたいというような話を取りまとめて、おととい学生が一応発表さ

せていただいたんですけれども、そういう観光の拠点づくりをしたいということで、基本計

画の内容につきましては、どういうふうに整備していくかというようなコンセプトみたいな

ところから始まって、あとはもう具体的に、平面的にどうなのかだとか、今、地元の観光協

会なんかからこういう機能も欲しいというものは大体形として固まってきているんですけれ

ども、設備をどうするかとか構造をどうするかだとか、あとは、今までいろいろ要望が上が

ってきた機能を満たすような建物を建てると実際にどれぐらい事業費がかかるのかという、

本当に粗の概算ですけれども、そういう事業費の積算ですとか、議会ですとか町民の方に説

明するのになかなか言葉だけだと難しいので、パースというんですか、外観と内観の立体図

みたいなものをつくっていただいたりとか、そういうことが基本計画になります。 

  基本計画つくるに当たって、あそこ町有地なんですけれども、ちゃんとした図面が全くな

いもんですから、この計画のいかんにかかわらず平面図ですとか横断図ですとか縦断図です

とか、そういうものはしっかりとらないと今回計画もつくれませんし、今後の利活用を考え

る上でも必要だということで、基本計画の策定に大体210万円、地形の測量に170万円ぐらい

かかるような内容となっております。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） 空き家対策問題とか創業支援といっても、なかなか創業支援、ここ

で今入居でしようという人もそう多くはないとは思うんだけれども、その辺については見通

しがあるのかなというのがちょっと心配なところで、どういう形でそういう、それで、創業

支援って商工会がやっていく空き家対策って具体的にどういうことをやっていくのかなとい

う部分を、やっぱりほら企画調整で空き家対策なんかで地域おこしをやっている部分とどう
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違うのか、また、どう関連していくのかという部分と、創業支援のほうも商工会もいろいろ

勉強会なんかでそういうことをやっていたり、僕も参加したことあるけれども、具体的には

どういう形で支援をしていくのかなというのがちょっと。こうやってお金を計上して、そう

いう起業しようという人がいて、ある面あって、そういう対応しているのかちょっとよくわ

からないのでその辺。 

  それと、基本計画の問題で言うと、これは若干僕の希望もありますけれども、ぜひ文化公

園というのはもう使わないほうがいいんじゃないかなというふうに、文化が何かあったわけ

じゃなくて、たまたま文化会館つくるところがだめになったけれども、適当にあそこを購入

した後の名前がなくて文化公園にしちゃっただけなので、何かやっぱりそのところも根本的

にネーミングはやっぱり違ってくるだろうなって、いつまでもそういう文化がついていると

何かちょっと違和感を感じてしまっています。僕はそれが１つと、新聞で見たんですけれど

も、どんつく祭りがなくなるということが、祭りとしてのイベントがなくなる部分というの

はある面仕方ない部分もあるかなというふうなものを感じているんですけれども、ただ、誘

客という面で見ると、どんつく神社やなんかというのは結構まだお客さんをやっぱり引きつ

ける部分もあるので、ああいうものなんかが、僕は個人的にはどんつく神社があそこのメー

ンに座ってほしいななんて思ったりはしているんですけれども、これは僕の個人的意見です

けれども、何らかの形で雛や、今せっかく寄付してつくってもらった足湯なんかもあるので、

もう一つ何かお客さんにアピールするものができたりしてくるといいのかもしれないし、今、

稲取で言うとＩＳＫなんかもあるんだけれども、ＩＳＫがやっぱり駅前にあるというか、駅

案の仕事をしているだけで、もっとやっぱりせっかく開発しているメニューや何かを紹介す

るなんていう意味で言ってもちょっと本当にあそこでいいのかという、案内利用としては成

立するけれども、せっかくいらっしゃったお客さんにいろんな体験を含めたメニューをご紹

介するにはちょっと足りないところもあったりするんで、そういうところも加味されるのか

なというふうに期待をしたいなと思っているんですけれども。 

○観光商工課長（森田七徳君） 創業支援の関係については、空き家対策は今、商工会のほう

で家賃補助的なことが多少、本当に小さい金額であって、具体的に相談があると商工会が相

談に応じて、駅前の米粉のパン屋さんなんかは移住してきて、商工会が親身になって相談に

乗ってあげて、終わった後も一生懸命パンをいろんなところに商工会の職員が持っていって

いたりというようなことで、今までも具体的にやっていなかったわけではないんですが、結

局うちの町とすると、長らく企業誘致みたいな話もあるんですけれども、やっぱりちょっと
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地政学的に大規模な企業誘致は無理だろうということで、やはり個店の創業支援をするべき

じゃないかということと、あと、よく観光商工課内で話になるんですけれども、例えば飲食

店一つとっても、ちょっとこう10年後のことを考えると、今こう考えただけでも後継者のい

ない飲食店なんかがかなりあるので、10年後になると本当にやっている飲食店が幾つあるか

なという状況ですので、それはやっぱり観光の面からいっても、今ただでさえアンケートと

ると、お客さんの苦情で多いのが、お昼食べるところが少ないというような苦情ですので、

その観光の面からいっても、そういう、大きくなくてもいいんですけれども、飲食店ですと

か観光客が買い物できるようなお店があるといいなというのが実情ですので、そういうとこ

ろを見込んで創業支援をやりたいと。 

  現段階で具体的に創業支援の目標なり何か算段があるかというと、正直言ってそういうこ

とではございません。ただ、今回、創業支援の補助金を今最大100万円程度で、２件で200万

予算計上させていただいてあるんですけれども、ちょっとある程度大きく創業支援の補助金

をとって、創業支援をしっかりやっていきますよということを打ち出して、それでどれぐら

い反応があるのかとか、そういうことを観光商工課として知りたいという、そういう側面も

ございまして、それで今回創業支援のほうを打ち出しをしたような内容になっております。 

  文化公園については、文化公園のネーミングはやっぱり観光客からも町民からも自分も、

何で文化公園なのかなという話はたびたび聞いていますんで、これからの計画の中ではイメ

ージしやすいようなことで、ネーミングについてもちろん考えていきたいというふうには思

っています。 

  ただ、その文化の要素でこないだの中国からの子供たちが、子供というか14歳から二十の

子たちも、もう少し、例えばつるし飾りと着物という文化をミックスさせて着物の展示もし

てみたらどうかとか、そういうお話もあったので、文化の要素というのも、築城石だとか、

そういう部分も含めてあり得るとは思うんですけれども、やっぱりメーンではないので、ネ

ーミングについては考え直したいというふうに思います。 

  どんつくのイベントについても、やっぱり地元からも町外からもなくなるのが残念だとい

う声も届いておりまして、山田議員もおっしゃったようにどんつく神社も聞くところによる

と結構な御さい銭が毎年あるということです。その辺は旅館組合、観光協会のほうももちろ

ん理解していまして、例えばの話なんですけれども、将来的にはここに案内所なり旅組とか

観光協会の事務所を移せると、旅館組合の跡地の利用ということも考えられるので、例えば

そこに御神体、せっかくつくった御神体がありますので、そういったものを展示をして、海
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の駐車場からどんつくの関係、御神体を見て、雛を見てというような、そういうことも考え

られるんじゃないかという意見もやっぱりワークショップの中ででもかなり具体的な話が上

がってきておりますので、その辺についても50回以上続いたどんつく祭りですので、配慮し

ていきたいというふうに思っています。 

  やっぱり駅前のＩＳＫもやっぱり一時ほどの何か勢いがないというか、案内業務に忙殺さ

えて、それで車もあんまりとめられないというのもありますので、それについても観光案内

所的な機能がつくれれば当然ですけれども、そちらのほうでもう少し充実させていきたいと

いうふうに考えております。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） 創業支援というのもなかなか難しい部分があるなと思うのと、今の

食堂関係なんかも後継者がいないで、僕はちょっと思うのは、今、観光商工課にフードコー

ディネーターの本多さんがいらっしゃるじゃないですか。できればもっとああいう人の活用

が必要じゃないのかなって。 

  というのは、やっぱり食堂だとか、ちょっとからかって、ペンションのある人間なんかも

からかって言うんだけれども、やっぱりつくっている人が自分の感覚でずっと料理を出すと

いう部分あるんだけれども、やっぱり観光地だからお客さんに対して本当にそれはアピール

できる内容になっているかどうかというようなことなんかを逆にこう、もっと本当にコーデ

ィネートして、出し方だとかいろんな部分でもうちょっと努力できるともっとお客さんにア

ピールするなんていうところもあったりするので、何かやっぱり、旅館だと非常に社長さん

や調理長さんだとかいろんな形があって、それぞれのプロフェッショナルなんだろうけれど

も、案外ペンションだとか食堂さんや何かというのはやっぱり自分たちの感覚という、それ

はそれで自分の腕に自信もあるのかもしれないけれども、せっかくああいう方がいらっしゃ

るんで、ああいう方にもう少しちょっと工夫を、もっとこうしたらいい、こういう出し方、

こういうあれなんかいいんじゃないかと、もっとかかわってもらったりして、ペンションで

あれ民宿や食堂であれ、もっとパワーアップしていけるような部分も必要じゃないかな。 

  ましてや、今やっぱり旅館なんかに聞くと、Ｂ＆Ｂだとかあの部分がやっぱり人手不足の

中から出てくると、やっぱり夜の食事なんていうことに対してやっぱりいろいろ食堂も地元

のお客さんを対象にばかりじゃなくて、こういう観光客の方なんかが来ていただけるという

ことも含めて、いろいろやっぱりそれに対して準備をしていくとか、そういうこともやっぱ

り必要になっているんじゃないのかな。その部分をしておかないと、何か旅行に行ったけれ
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ども、何かありきたり普通の食堂でご飯食べてという形にもなるので、何かやっぱり工夫は、

せっかくああいう人を採用しているので、使ってパワーアップをしていただくといいなとい

うふうには僕は思っています。 

  それと、どんつくは、やっぱり、何ていうのかな、ここはあんまり観光資源ない町じゃな

いですか。それで、神社も何だかんだいってもやっぱり50年続いてきて、何件かの旅館のお

かみさんからも、うちへ泊ったあるプロ野球選手があそこに行って、その後子宝に恵まれた

ってすごく喜んでいるんですよなんて話があったりとかね。何軒かのやっぱりおかみさんや

そういうことがあって、そういうことで稲取温泉と縁を結んでいただいているというような

部分もあると思うので、僕はもう昔から言っているんですけれども、川崎大師の裏にある金

山神社なんていうのがあって、これは御神体を木じゃなくて鋳物でつくってあるんだけれど

も、やっぱりちゃんと神社だから、それこそそれはそういう職人たちがつくった神社なんだ

けれども、やっぱり神社というのは手洗いがあって、おみくじやなんかをかけるところがあ

って、鳥居があって、そして当然そこのところでは事務所ができれば御守りやいろんな形で

物を、グッズやなんかも売れるわけだし、何かそういう一つのパッケージがトータルででき

て、観光客の方と稲取温泉の間に縁を結べるようなというものは少しでも、せっかくのつく

ってきたものなので、イベントがなくなっても何か活用して生かしてもらいたいなというふ

うに思っています。 

○観光商工課長（森田七徳君） 地域おこし協力隊の活動というか、活用についてなんですが、

前は雛カフェという形でカフェやったり、朝ご飯やったり、やっぱりちょっとこの田舎には

ない感覚というのが明らかに見てとれるということと、あと、やはり創業支援の一つの目的

として、観光客に営業ができる方というか、営業する気のあるお店をやっぱりつくっていき

たいというのが正直なところで、ちょっとこう、あんまり町内の食堂の方なんか商売っ気が

ないというか、町内の方で生活が成り立っているのでという面もあると思うんですが、ちょ

っと観光課とすると、その辺にうちの町のウィークポイントだということは十分に感じてい

ます。本多さんについてもいろいろな知識も持っていますし、やっぱり女性特有のそういう

センスもあるということがこの１年間通じてよくわかりましたので、そういう面については、

観光客に対しての営業の重要さというのは観光課のほうでもこれから創業支援その他含めて

ちょっと考えていきたいなというふうに思っています。 

  Ｂ＆Ｂの対応なんかについても、今まで旅館の外に出さないという言い方されてきたんで

すけれども、外に出たくなるようなものがないという、どっちがどっちなんだという話もあ
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あるので、その辺についても、これから特に人手不足なので、やっぱり新聞でも一部大手の

旅館も部屋限定ですけれども、Ｂ＆Ｂとり始めているなんていう報道もありましたので、当

然これからそういった対応も必要になると思いますので、そういった面でも飲食ですとか、

小売ですとかをできるだけ留意したいなというように考えています。 

  どんつく神社のことはやはり貴重な観光資源ということと、ここちょっとインバウンドで

も少し興味持ってくれる方が多いんじゃないかなというようなことも考えていまして、何年

か前にどんつく神社なり、雛の縁結びの神社みたいなものを文化公園の中につくりたいとい

う話もあって、旅館組合が絵を描いたりしたこともあるんですけれども、ちょっと本格的な

神社となると、具体的な話だと観光施設整備事業がこれちょっと県がいろいろ、政教分離み

たいな話をすぐするので、観光施設整備事業が使いにくいというのはあるんですけれども、

ただ、地元とするとそういう気持ちがあるので、何かしら財源を工夫するなり、何かストー

リーをつくってちょっと宗教色はあんまり出ないような形にするとか、そういうような工夫

があれば、やっぱり神社仏閣も結構若い人も最近、御神もそうですけれども興味があるので、

当然今後も貴重な観光資源として考えていますので、そういった方向性でどんつく神社につ

いて、どんつく神社というか、どんつくについても活用方法については考えていきたいと思

います。 

  以上です。 

（「ちょっといい、最後に」「最後に１つだけいいでしょうか」の声あ

り） 

○１４番（山田直志君） あれだよね、熱川、ここだけの話、やっぱりおおるりさんとか伊藤

園さんなんかだと、かなり夕飯は外で食べるという人が多くて、結構だから三春寿司行った

りだとか、もう知っていて、うな瀬だとかふるさとのほうまで行くだとか、だからお客さん

が結構そういう分も、あそこでのバイキングの食事にはもうなく、最初から特にそっちの食

堂、錦だとか、だからそういうやっぱり旅館がそういう旅館だから、逆にそういう点では食

堂なんか競争するように頑張ってもらっているというところあるんで、やっぱりそれも魅力

なので、観光資源というか、本当に魅力なので頑張ってもらいたい気持ちがある。 

○観光商工課長（森田七徳君） 創業支援計画の創業支援の補助金については、本当の細かい

ところはこれから詰めなんですけれども、考えようによっては、例えば、町が積極的に開業

支援したい、例えば今言った飲食が少ないんで飲食店を支援したいんであれば、飲食店につ

いては補助率を上げるとか、そういう要綱のつくり方も可能なので、ちょっとその辺はまた、
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検討させていただきたいと思います。 

○１４番（山田直志君） それと、逆に思うのは、熱川なんかは、いつもあそこで、紫雲閣の

ところでやったりするじゃないですか。やっぱり鬼怒川なんかだと、逆に町で飲み屋街つく

っちゃうわけで、昔の藤原町なんかだとホテルがでかくて館内でも飲む場所ないんだという

こと、そういう部分もあって、逆に言うと、ああいう来ているほうも、そういう、極端な話

だけれども、町が何かそれこそそうやってお客さんをあそこは集めやすいということなので、

そういう何か活用を、夜出たくなるような、それこそ飲み屋街をつくるぐらいの何があって

も僕はおもしろいんじゃないかなと思っている。 

  今残っているパチンコだとかゲームのところというのはやっぱり何だかんだいっても、夏

だとか春休みだとかいうときには普通のときはそうでも感じないんだけれども、やっぱり人

が行くんだよね。やっぱり観光温泉場というのか、観光地にはそういうものはやっぱりすご

く必要なので、そんなものを必要だなと思っています。 

○観光商工課長（森田七徳君） 熱川は、今おっしゃったのは湯の花通りという名前がついて

いるそうなんですけれども、やはりあそこについても後継者のことを考えると、あそこが全

部なくなってしまうということも考えられるということについては熱川の観光協会でもかな

り危機感というか、問題意識を持っているという話を聞いていますので、当然その辺につい

ても町としても関心もありますし、ちょっと危機感も感じていますので、その辺についても

もちろん検討は、はい。どういう形がちょっとできるかわからないですけれども、検討はし

たいと思っています。 

○７番（飯田桂司君） すみません。何か予算から外れているような話で、１つちょっとこれ

は観光商工の商工費の関係で観光費ということで、毎年この観光協会あるいは観光対策事業

補助金ということで計上されていて、町長いわく観光立町だよということで予算を計上され

てきておるわけです。そして細野のインバウンド等についても補助金がついている中で、や

はり思うのに、やはり毎年のようにこの細野高原あるいはその他の雛のつるし飾りでもって

補助金がつけ、これはこれでいいことなんです。そして費用対効果もされて、悪いものにつ

いては、できないものについては削っていくようなことをされていると思いますけれども、

私、思うのに、このつるし飾りにしろ細野高原にしろ、観光課だけで対応しているところが

多分にあるのではないかなと思うんですよ。 

  やはりこの観光客というのは雛あるいはつるし飾りに来ますけれども、やはりそれには歩

く人、これは雛だけじゃないと思うんですよ。買い物する人もありますけれども、やはりそ
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こにある文化をちゃんと見ていく。 

  私、以前、このつるし飾りができるときに、自分で衣装を全部頭から下まで衣装をつくっ

て、無償でいいから俺やらしてくれよということで、案内ガイドをバスに乗りたいから提案

したんですけれども、それ削られちゃったことがあるわけですけれども、それはそれとして、

やはり教育委員会の文化財のこれ掘り起こしを、また教育委員会にも言いますけれども、や

はり稲取地区にも熱川地区にもやはりバス動かしている中で、文化財的なところを散策をさ

せるようなお客さんを誘致していかない限り稲取の入谷の人たちにしてみると、もう細野高

原は草刈りができないよ、先は見えているよとか、雛ももうほかに、そういうことで、ぜひ

教育委員会、それから観光課、商工課も含めて、ぜひこの情報の提供のし合うようなことを

ぜひお願いしたいなと思います。 

  私も13年ばかり文化財の審議員でいたもんですから、夢中になってそれに入っていきたい

なということでしてきた経過があるですよ。だから、戻りますけれども、手を挙げてそのバ

スへ乗せてくれと、そして、全部土日の日は俺無償でやるからということで、案内ガイドを

自分でつくり、冊子もつくりしてきた経過があるわけですけれども、やはりそういうボラン

ティア的なことも含め、予算的なこともありますけれども、ぜひこの補助金等のついた中で、

そういう対応を教育委員会ともタイアップしたようなところをぜひ望みたいなと思います。 

  そうしないと、やはり先細りになって、新しいイベントを組むようですけれども、やはり

先細ります。お願いで、ぜひ、もしできましたらそういうことをしていただきたいなと私は

思います。 

  以上です。 

○観光商工課長（森田七徳君） まず現状から申しますと、観光客から以前とったアンケート

のこととかを考えると、正直言ってうちの町の文化がお客の呼べるような観光資源になるか

というと、今の観光課の考え方とすると、ちょっと弱いのかなというところがありまして、

アンケートの結果からもあんまりうちの町に文化のことが期待されていないというのが、ち

ょっと今結果が出ています。 

  ただ、これからインバウンドの対応ですとか、さっきもどんつく神社のことも出ましたけ

れども、そもそもがそんなに観光資源が豊かな町ではないので、今あるものの中からいいも

のを掘り起こしていくという作業は当然大事だと思います。 

  そういった意味で、あんまり、おっしゃるとおり、今までイベントだとかそういったこと

でほかの課の応援をお願いしたりとか協力するということはあったんですけれども、飯田議



－20－ 

員がおっしゃったように、あんまり教育委員会と連絡をとって資源の掘り起こしとかという

ことをやったということは今までなかったもんですから、そういう点については観光課の目

線だけからじゃわからないこともやっぱりたくさんあると思いますので、教育委員会などと

も連携をとってその文化財の掘り起こしですとか、観光資源化ですとか、あとこれから町で

景観の関係も、今回もちょっと予算にさせていただいてあるんですけれども、少し力を入れ

ていくことになっているんですけれども、景観についてもやっぱり文化が背景にあっての景

観ですので、そういう面からも文化財の洗い出しですとか、観光資源化できるものがないか

なということについては十分検討させていただきたいと思いますんで、またよろしくお願い

します。 

  以上です。 

○７番（飯田桂司君） 今、課長のほうからお話しいただいて、これ、なぜこういうことを言

うかといいますと、細野高原のイベントをやる前に、細野の湿原があるんですよ。これは指

定になっておる。そこの私らも管理をして、山焼きにも参加をしたり、草刈りもしたりして

やってきた経過の中で、そこへ砂利を入れたんですよ。湿原の中に砂利を入れたんだよ、遊

歩道。そうしたらとんでもない草が、外国から来た草が生えちゃって、教育委員会、やった

のはどこかがやったのか、どっちがやったのか、担当のところは教育委員会、手伝ったとこ

ろは農水がやったんではないかなと思いますけれども、過去にあった。それはもう取り返し

のつかないことで、いわゆるその先生がここにいますけれども、「飯田さん、とんでもない

ことをやったよ」と。「町は大変なことを起こしたよ」ということで、「もう取り返しがつ

かないよ」ということで、それがなぜわかるかというと、静岡も宮城も原発の周りに全部砂

利を、泥を入れるんです。そうするとその草が全部生えている。今度行ってみるとわかりま

すけれども、田んぼの周りに全部それが生えているんです。本当の野草らしい日本の原種の

野草が全部絶えちゃうんです。だから、そういうことも含めて、やはり観光ということはや

はりそこにある文化的な、湿原も含めて、そういうことにしっかり対応していかないと、町

のいい資源が絶えちゃうんです。そういうこともぜひ感じていただきたいなと思ってお話し

したんです。 

  以上です。 

○観光商工課長（森田七徳君） 細野湿原に以前セイタカワガチソウみたいなものいっぱい生

えてきて駆除したという話は聞いておりまして、観光商工課は細野高原のイベントの実施の

開始時もそうですし、それに必要ないわゆる遊歩道を整備したりですとか、駐車場を整備す
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るときにも全て山田先生のほうにご相談をさせていただいて、指導を仰ぎながらやっていま

すので、その辺については以前の失敗が一応観光課のほうにも引き継がれてはきていますが、

おっしゃるように取り返しがつくものじゃないので、そういうことについては十分気をつけ

てやっていきたいと思います。 

  以上です。 

（「セイタカワガチまだあるよ、いっぱい」の声あり） 

○観光商工課長（森田七徳君） ありますね、今。 

（「あれ絶えないの」「絶対とれない」の声あり） 

○７番（飯田桂司君） いいです。 

○委員長（稲葉義仁君） よろしいですか。 

○１４番（山田直志君） ＤＣ推進補助金の関係で、具体的な、前年度ということで、いわゆ

る仕込みという部分というのをあると思っていますけれども、具体的にこの補助金を使って

どういうことを行うのか。 

○観光商工課長（森田七徳君） ＤＣについてはＪＲグループが全体の取り組みを、最大の観

光キャンペーンということなんですが、やはりＪＲ側からは今までになかった資源ができれ

ばいいということと、あとは、一過性のものではなくて、イベントが終わった後も続けられ

るものでないと効果がないんじゃないかというような議論がございまして、今出た予算の中

ですと、町の観光協会が主導で細野高原の星空観察のほうを予定しております。 

  これについては、幾つか玉を上げるんですけれども、やっぱりＪＲのほうの反応というの

もあって、これについてＪＲですとか、実際に販売をしていくＪＴＢあたりでもすごく興味

を持っていただいているということです。 

  ですので、４、５、６月の３カ月間で、星を見る期間としてはあんまり適当な期間ではな

いんですけれども、それでもそういった需要があるのかどうかということの確認ということ

もありますので、ＤＣですので、特別細野高原までの送迎のバスを町で補助金として持ちま

しょうというようなことと、あと、参加された方への記念品を出しましょうというようなこ

とが観光協会としては一番大きなＤＣのメニューとなってきます。それで大体半分くらいの

補助金の内容です。 

  残りは、熱川地区で今キャンドルナイトやっているんですが、そのキャンドルナイトが大

変好評だということで、ただ、今までと同じことをでもやってもＤＣの冠をつけてやるとい

うのはちょっと難しいもんですから、そこにしっかりしたアーティストを呼んだコンサート
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を入れたりですとか、あとは手筒花火を入れたりですとかということを３カ月の間に月３回

で計６回、今計画をしておりまして、これはただ観光協会のほうで主体的にやっていただく

んですが、大体費用はやっぱり300万円ぐらいかかりますので、その半分について町のほう

で補助するような内容となっております。 

  以上です。 

（「もうひとつ聞きたい」の声あり） 

○７番（飯田桂司君） すみません、先に言えばよかったですけれども、商工費の関係の鉄道

施設総合安全対策事業ということで、このお金は毎年ついているのかなと思いますけれども、

ページ数が148、149ですけれども、今、伊豆急行さんが工事をされ、一般質問でも稲取駅の

整備の関係がございましたけれども、これあれですか、どのぐらいこれから期間的にこの老

朽化対策、名前が老朽化対策ということになっていますけれども、どのぐらいこれがついて

くるのかという試算しているのかな。 

○観光商工課長（森田七徳君） この鉄道の老朽化施設の補助金についてなんですが、これも

ともとは谷津トンネルの改修が必要だということで、沿線の市町が出資して第３セクターを

つくって補助金を出しております。 

  谷津トンネルについては平成30年度で終了ということなんですが、老朽化対策とすると今

度は橋梁の関係が出てきまして、30年度は、谷津トンネルと白田川にかかっている橋につい

て改修が始まります。 

  ですので、半永久的というとあれなんですけれども、結局伊豆急行ができてから施設がほ

とんど改修されない状態で残っていて、それを、今、予算計上している補助金の関係は毎年

２億5,000万ずつぐらいをかけてやっているんですが、一巡するとまた古いものが出てくる

ということなので、これ安全対策については鉄道会社で一番やっぱり重要なことなもんです

から、駅の関係とで言うと、どうしても伊豆急とすると事故があっては困るので、こちらが

今優先的に対応することになっているということなんですが、老朽化対策が全部終わるまで

にはまだ相当の年月がかかるというふうに聞いています。 

○７番（飯田桂司君） 今、課長の話からこれ大体想像がつくわけですけれども、10年か15年

すればまた老朽化してくることでわかるわけですけれども、これはこれとして補助金が各市

町から出ておるんだと思いますけれども、本当にさみしいなということで稲取の駅の整備等

に大変絡んでくる中で、これはこれとして出していただくのかなと。わかりました。本当に

さみしいです。 
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○委員長（稲葉義仁君） あとはよろしいですか。 

（「いいです」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 145ページで、町の観光協会の補助金が200万円ぐらい多分増えてい

るのかな。それと、あとインバウンドの対策補助金のところも100万ほど多分積み増しにな

っていると思いますけれども、その事業内容というか、内容について教えていただければと

思います。 

○観光商工課長（森田七徳君） 町の観光協会の補助金について前年度よりも200万円増額と

いうことで、この内容なんですが、新規の事業としますと、インターネット上のブログを書

く有名なブロガー１名か２名と新規に契約して、年間を通じてブログで観光宣伝の発信をし

ていただくというのが１点です。これは事業費としては150万円ほどを見込んでおります。 

  あとは、最近少し取り組みが始まっているんですけれども、やっぱりこれもインターネッ

ト上でプレスリリースをする会社が幾つかありまして、そこでプレスリリースをすると新聞

ですとか雑誌ですとか複数のメディアにプレスリリースの内容が届けられるということと、

あと、それがもとで取材のきっかけになることがかなり多いということで、50万円ほどでプ

レスリリースを新しくインターネット上で始めるということで、これが新規の事業で両方で

事業費が200万程度を見込んでおります。 

  あと、ミス雛のつるし飾りが所管が旅館組合から町の観光協会のほうへ所属がえになりま

して、ちょっと、もう４代目なので、着物なんかも古くなっているということで、そういっ

たことに若干お金がかかるということも聞いております。それで、ミスについては町の所管

になるもんですから、ミスつるし飾りなんですけれども、今後、例えば熱川温泉で何かキャ

ンペーンやりたいよというようなときには、町の観光協会の所属なので、広く活用ができる

ようになるのかなというふうに思います。 

  インバウンドについてなんですが、まずこれについては今インバウンド、団体のお客さん

がかなり減っていまして、個人のお客さんにシフトが急激に進んでいます。実際自分が聞い

たところですと、小規模の旅館でそこそこ単価のいい旅館さんなんかは３割ぐらいがインバ

ウンドのお客さんで、３割の半分が中国の方だそうですけれども、３割の個人のお客さんの

ほとんどがエクスペリアとかブッキングドットコムというような外資系の、日本で言うと楽

天とかじゃらんみたいな会社なんですけれども、そういうところ経由ということですので、

そういうところに関して、今後少し地域の紹介等を掲載していきたいということで、事業費

を150万円観光協会のほうでは見込んでおります。 
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  あと、現地の営業の活動費ということで、出張旅費等が昨年より多くなっています。 

  それと、あと、タイの観光誘客ということで、タイに東伊豆事務所といっても個人の方な

んですけれども、個人の方と、エージェントと契約をして東伊豆町の観光宣伝の事務所的な

役割を担ってもらおうというような計画でおりまして、これについては賛同するホテル、旅

館からもそれぞれ負担金を取って実施をする予定になっております。 

  以上が、新規の主な事業内容となっております。 

  以上です。 

○２番（稲葉義仁君） 大丈夫です。 

（「じゃ、はい」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） あと質疑ございませんか。 

  よろしいですか。 

  では質疑なしと認めます。 

  これをもって観光商工課の質疑を終結します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時４７分 

 

再開 午前１１時０４分 

 

○委員長（稲葉義仁君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより教育委員会の質疑を行います。 

  質疑の対象をまず歳入からといたします。 

  歳入について質疑ございませんか。 

○７番（飯田桂司君） ２点ほど、ちょっとお聞きしたいんですけれども、まずはページ数は

20、21ページの使用料及び手数料ということで、町立体育センター使用料137万1,000円とい

うことで、これは支出のほうも絡んでくるわけですけれども、大変少ないなと。支出のほう

では8,000万近いお金が出てくる、これは改修工事等でお金が、屋根なのか、壁なのか、ち

ょっと対象工事が、改修で4,000万を支出をしておりますけれども、この町立体育センター

の使用料ということをまず１件お聞きしたいことと、それから、38、39の諸収入の関係で貸

付金元利収入、育英奨学金貸付金返還金ということで19万2,000円、この貸し付けてある額
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と内容についてをちょっと、２点をお聞きしたいと思います。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） まず、町立体育センターの使用の状況でございますが、

28年度では、日数にしては600日ぐらいです。利用者は２万2,000人というような形で、28、

29と大体このくらいの人数が利用をされております。 

  しかしながら、体育センターにつきましては、町の主催でありますクロスカントリー大会

でありましたり、それからゴールデンウィーク等に行われる各種イベント等により、ちょっ

と利用が停止したりする期間が、年間でいきますと約２カ月から３カ月はちょっとオーバー

ですがございます。 

  そんな形の中で、利用がちょっと制限されるというような場面が多々あります。やはり町

立体育センターにつきましては、稲取高原で行われます各種イベント等でおいても主要な、

中心となる施設となりますので、その辺からちょっと利用料が電気料にも満たないというよ

うな、そういったお話をこれまでのいただいているんですけれども、状況がございます。 

  歳出関係につきましてはまた説明をさせていただきます。 

  続きまして、38、39ページの育英奨学金貸付金返還金ですが、この内容は、これは大学生

になるんですけれども、大学生につきましては、当初入学準備金として50万円、それで毎月

３万円というような形で貸与します。これを４年間です。 

  それで、卒業されて１年経過後に、月賦だとか年賦だとか半賦だとか選択できるんですが、

月賦という形でいきますと、年間で19万2,000円返還してもらう形になるんです。この１名

分が平成30年度返還として入ります。この19万2,000円は原資となります育英奨学基金のほ

うにまた繰り入れされるものとなります。 

  以上でございます。 

○７番（飯田桂司君） 今、奨学金のほうは了解しましたけれども、この体育館、町立体育館

の使用料ということで、なかなかめったに入ることがないわけですけれども、行って大分建

物が古くなってきておるのかなというところで考えます。大変使い勝手がいい、入りやすい

ような状況でありますけれども、最近は消防の出初め式あたりにも使われるようなところに

なってきておるわけで、わかりました。 

  ぜひ、この使用料についても、ぜひこの多く使っていただくようなことをお願いしたいな

と思います。 

  私のほうは以上です。 

○委員長（稲葉義仁君） ほか質疑ございませんか。 
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○３番（栗原京子君） 31ページなんですけれども、学校支援地域本部事業補助金という項目

がありますけれども、この内容を教えてください。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 31ページの学校支援地域本部事業補助金の内容につい

てでございますが、この事業の内容ですが、これは町内に現在は３つの小学校がございます。

大川、熱川、稲取と３つの小学校がございまして、平成21年度から行われている事業ですが、

子供たちの放課後の見守りだとか、そういった活動を社会教育で活動されているいろんな

方々がいるんですけれども、そういった成果を発揮してもらう場面ということで、学校の何

か手助けができないかということで始まった事業でございます。 

  細かい内容につきましては、例えば、大川小学校では毎週水曜日は職員会議が放課後開催

されるわけですが、その間も子供たちが学校内、校庭内で遊んでいる、そういった見守り活

動を誰かやっていただく人がいないかなとか、熱川小学校においては、現在はちょっと余り

ないですが、不審者といってはちょっと言い方が悪いんですけれども、そういった人がちょ

っと出るもんで、下校の見守りをしてもらえないか、稲取小学校においては、さまざま家庭

の状況から宿題をちょっと忘れちゃう子がいますよとか、そういったことから稲小のニーズ

としてはそういった宿題の面倒を見てくれる人がいないか、そういうのを週１回、熱川小学

校では週３回だったと思いますが、行われていて、それに社会教育でいろいろな活動をされ

ている方々がボランティアとなって、人数はちょっと約10名ぐらいというような形で少ない

んですけれども、そして学校の先生方の多忙化の解消だとか、そういったことにもつながれ

ばなということで始まった事業でございます。 

  以上でございます。 

○３番（栗原京子君） これ、30年度から…… 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ごめんなさい、大川小学校につきましては30年度から

はないものですから、今お話ししたのは29年度までに行われた内容になります。熱川、稲取

については継続で行われていきます。失礼しました。 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

○委員長（稲葉義仁君） どうぞ。 

○３番（栗原京子君） これは、じゃあれですよね、あくまでも放課後だったり会議中のとい

うところで、例えば学校運営に関するコミュニティースクールみたいな、そういうのとはま

た違うということですよね。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） これは社会教育で活躍されている人たちが何かという
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ことで、コミュニティースクールなどとも同じような性質を持ったものではございますが、

一応文科省のほうでそれとは別に計画された社会教育を強く出したほうの事業になります。 

○３番（栗原京子君） わかりました。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかございませんか。 

  歳入です。 

  いいですか。 

○副委員長（山田直志君） はい。 

○２番（稲葉義仁君） 同じく31ページ、その下の静岡茶愛飲促進事業補助金の性格というか

内容について教えていただければと思います。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） よろしくお願いします。 

  静岡茶の愛飲促進事業の内容について説明させていただきます。 

  ごめんなさい、平成29年度中だったと思いますが、静岡県議会のほうで静岡茶愛飲促進条

例というのが制定されたと思います。 

  それで、県教委では日本一の生産を誇る静岡茶というものについて、児童生徒にそういっ

た意識の高揚を図る、特にこの東部地区については、同じ静岡県ではあってもお茶を飲むと

いう習慣が少し薄いというようなことで、県の事業として、約１カ月程度なんですが、小学

生の児童を対象にお茶を提供するような企画がされました。 

  それで、事業の100％県のほうで補助金として見ていただけるということで、ちょっとま

だ時期などは未定なんですが、川根茶をちょっと購入してみて、子供たちにちょっと１カ月

程度提供してみようかなというふうな事業を計画しております。 

  以上です。 

○２番（稲葉義仁君） ありがとうございます。 

○委員長（稲葉義仁君） 歳入、ほかにございませんか。 

（発言する人なし） 

○委員長（稲葉義仁君） よろしいですかね。 

  質疑なしと認めます。 

  では、質疑の対象を次は歳出全般といたします。 

  歳出について、質疑ございませんか。 

○１４番（山田直志君） １つ目は、169ページの稲高魅力化推進協議会報酬というのがある

んだけれども、これはどういう事業なのかということが１点、２つ目に国際教育推進事業で
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521万というのが173ページにありますけれども、この事業の大体の概要と経費、どういう形

で経費を計上したのかというのを伺います。３点目に定例のときもありましたけれども、通

学費の補助については具体的にはどういう形で補助されているのか、その点をお聞かせくだ

さい。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） まずは、稲取高校の魅力化推進というものでございま

すが、昨年の11月にちょっと協議会の方は立ち上げさせていただきました。といいますのは、

県が第３次の長期計画というものを今年度中に出すということで、11月ぐらいにその案文が

公表されたわけなんですけれども、当伊豆地域では稲取高校、あと松崎高校、下田高校とご

ざいます。あと伊東にも高校がございます。この辺の再編計画だとかそういったことが大変

心配されたわけですが、結果としましては、伊東地域の３つの高校が再編計画の対象となり

ました。そういったことに絡みまして、またさらに稲取高校というものはこの東伊豆町地域

にとって、やはりまちづくりの面からもなくてならない学校であります。 

  ちょっと余談ですが、稲取高校があるから、例えば、東海バスの路線バスが継続されてい

たり、伊豆急行の駅なども無人化されないというようなこともあろうかと思います。 

  そういったことで、例としては熱海高校がいろいろな地域との取り組みをやって、高校生

ホテルだとかそういったことをやっていますが、それと、まねをするわけではありませんが、

稲取高校を幼小中高の連携をするとともに、地域のみんなで応援をして魅力ある学校にして

いきたいということで、まずは、意見交換的なことから始めることになろうかと思いますが、

年に５回程度委員を委嘱させていただき、話し合いをしていきたいというふうに考えており

ます。そういった事業でございます。 

  続きまして…… 

（「国際、173です」の声あり） 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 173ページの国際教育推進事業でございますが、わか

りやすくお話しさせてもらいますと、現在行っている幼小中学校に対して、ＡＬＴ、英語指

導助手というのが配置されております。 

  これまでは２名のＡＬＴさんに幼稚園、小学校については英語に触れ合うというような活

動を行っていただきました。中学校については授業の補助をするような形で行っていただい

ておりました。 

  ２名のうち１名の方が高齢だとかそういったところから少しずつちょっと別にやりたいこ

ともあるというようなことで、できればやめさせていただきたいんだというようなこともあ
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りましたが、幼稚園のほうについてはその方に引き続きやっていただくんですが、そこでち

ょっと話が変わってくるんですが、今年度、新しい新学習指導要領というものが公表になっ

たことは皆さんも御承知かと思います。それは７本ぐらいの柱があるわけですが、有名なと

ころでいきますとアクティブラーニングだとか、そういった話し合いを授業に取り入れるだ

とか、あと、道徳の教科化、外国語の充実なんていうのがあります。 

  2020年、平成32年から、英語が小学校５、６年生も教科化することになっておりますが、

当町では来年度から小学校５、６年生についての英語を教科化します。道徳も教科化になり

ます。年間70時間ぐらい授業つくるんですが、ただ、それは現在のＡＬＴさんでお任せする

んですが、ＪＥＴプログラムというものを活用して、中学校のほうを主に面倒見てもらおう

かと思っています。 

  ただ、これ外国の方で英語しか話せない方が来たりだとか、そういったことちょっと読め

ないところがあるんです。こちらとしては日本語もしゃべれる人なんていう形で要望はして

あるんですが、ちょっと来てみないとわからないというところで、まずはこの人には中学校

の授業を担当してもらって、幼稚園のほうにもかかわりつつ、こういうなじんでいっていた

だこうというような目的で始まる事業であります。 

  五百数十万の予算を組んでおります。外国人の指導員の報酬、費用弁償、生活する上での

住宅の借り上げ料だとか、そういった、あと保険代だとか、渡航費の負担金だとか、いろい

ろされております。521万3,000円という予算になっておりますが、約このうち60から70％ぐ

らいは交付税算入される予定です。ＪＥＴプログラムという事業を活用してＡＬＴ、英語教

育の充実を図ります。 

  すみません、ちょっと質問の内容にちゃんと答えているかどうか、あれでしたら、よろし

いでしょうか。 

  続きまして、通学費補助金の内容なんですが、これも新規事業として平成30年度から始め

ます。 

  皆様御承知のとおり、大川小学校と熱川小学校が統合となります。児童につきましてはス

クールバスというものを整備しまして、大川、北川地区の児童の通学の安全の確保、幼稚園

につきましては、もう現在片瀬白田は園バスが運行されておりますが、これと一体した形で

大川、北川の子たちもこれを利用していただくような形をとります。 

  今回つくりました通学費補助金交付要綱は、やはり皆様御承知のとおり国の国庫負担、学

校を建設したりする場合には小学校は４キロ以上、中学校については６キロというような規
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定の中でおおむねそのくらいが妥当であろうということで国のほうで決められている通学の

範囲になります。しかし、それを超えているところについては、やはり現在の子育て支援の

環境を整えるだとかそういった面から、やはり町でも課題でありました通学費について補助

していきたい。 

  それで、その４キロ、６キロという規定はそのまま残しつつ、しかし、その範囲内でも熱

川中学校については電車通学というものを認めておりましたので、今回の要綱で対象となる

のは熱川中学生の大川、北川地区の生徒になります。この子らは電車通学が認められていて、

その費用の２分の１を補助していこうという内容で行うものであります。 

  以上でございます。 

○１４番（山田直志君） そうすると、まず、稲高の魅力化推進事業というのは、稲高が重要

だというのはわかるんだけれども、結局は県立高校のわけじゃない、その基本は。そうする

と、町でこの魅力化ということの予算を計上することが適切かどうかという僕は問題がある

と思うんだよね。 

  だから、稲高なりか、学校なり、後援会だ同窓会とかいう形の中でつくって、それに対し

て町が一定の負担金なりを出して一緒にやっていこうということであれば問題ないと思うけ

れども、教育委員会の所管の事業じゃないわけだよね。町の事業じゃないんだよね。そうす

るとやっぱりそのあり方に対して何らか発言をしていかなきゃならないというのは、そこは

理解できるんだけれども、ただこの町だけでやっていくという部分で言うと、それは一体ど

うなんだと、いわゆる県立高校の問題で言えばもう完全に違うということなので、それはだ

から同窓会長がいられたりするけれども、やっぱり稲高なりの後援会、同窓会なりがやって

いくことにかかわっていく。結局、過去の経過で言ってもあそこの生活館なんかも同窓会や

稲高の事業に対して補助するということはあったけれども、その考え方で、稲高のやっぱり

部活やなんか支えていくために合宿をしたり、いろいろするということで生活館をつくると

いうときに多額のお金を町も出したわけだけれども、だからそれはそういう形だと思うんだ

よね。ここで、町が主体になるというのはやっぱりちょっと事業の性格から、町から余って

いる事業じゃないのかなと。そこのところはちょっと僕は違うんじゃないのかなという問題

意識を持っています。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） そもそもの始まりといいますのは、現在賀茂地域で連

携会議というものが設置されています。その中で、賀茂地区が一体となって今後教育を進め

ていくというようなことから始まったわけですが、昨年あたりは指導主事の共同設置であっ
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たり、そういったことについて皆様に認めていただいておりますが、その後の話としまして、

それぞれの地域での幼小中高の連携だとか、そういったこと、あと、高校についても、そこ

の賀茂振興局などは県の職員であるといってしまえばそうなんですけれども、そういったと

ころで、それぞれの高等学校の魅力化についてもそれぞれの地域で賀茂が一体となって、そ

の２つで魅力化を推進していくような協議会を設置してはどうかというような提案があった

わけなんですけれども、それに町長会だとかその連携会議の中で賛同して、松崎高校もそう

です、南伊豆の分校もそうです、下田もそうです、東伊豆町は稲取高校なんですが、それぞ

れで幼小中高が連携するとともに、地域をそれぞれの高校も連携をさらに深めて魅力ある学

校にしていこうという協議会を立ち上げましょうかということで、それぞれがこの30年度か

ら立ち上げてくる内容になろうかと思います。 

○１４番（山田直志君） そうすると河津はどうなるわけ。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 河津については、一応稲取高校に河津町の生徒、下田

の生徒も現在はかなり高い割合でいるもんですから、今回設置した協議会の中に正直河津、

下田はいないんですけれども、一応それぞれの教育委員会、総務課等には、こういった東伊

豆は動きがありますので、設置を考えています、そして、内容によりましては皆さんの意見

を聞くような会に発展していくかもしれませんので、そのときは協力お願いしたいというよ

うなお話はしてあるんですが、現時点ではちょっとまだ具体的には委員さんが入ったりはし

ていない状況です。 

○１４番（山田直志君） 僕はあくまでも魅力化というのは、自分まだ後援会の役員やってい

るから、後援会の会議等でやっぱり賀茂全体の子供の数が減っていく中で、稲高のあるべき

姿というのは稲高としても考えなきゃいけないということは、この間ずっと理事会やなんか

でも出ているんだけれども、だから僕は稲高の外郭にいる後援会や同窓会でやるものだとば

かり思っていた。町でこれ扱うというのはどうなのかなというふうにちょっと、予算上はも

とより、それが流れでいいなのか、どうなのかというのはよくわからない、はっきり言って。 

  実際の問題で言うと、稲高も来年度から２クラスになっていくということで、今後の状況

でいけば、２クラスというのにとどまらないわけで、実態と考えると、生徒の数は減少して

いるので、もっと厳しい局面もあるんじゃないのというふうには思っているんだけれども、

県がこれでいいって言うんだ。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） また、26、27年度だったと思いますが、スーパー食育

スクール授業なんていう国の事業で、それは中学校と稲取高校が連携して食育に関する授業
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を行ったという、そういった下地なんかもあるもんですから、そういったことから今連携が

深まっておりますので、幼小中高の連携と絡めてこういった協議会を立ち上げて、地域で教

育を向上するためにというような目的で設置されています。 

○１４番（山田直志君） そうするとこれはメンバーというのはどういう方々が委嘱されて就

任されています。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 現在は町長、それで区長会長、商工会長、観光協会長、

学識経験者、それから稲取高校の同窓会、後援会、ＰＴＡ、評議委員、学校長、教育委員会、

教育長、小中の校長の代表というようなメンバー構成になっています。 

○１４番（山田直志君） あんまり魅力的なのが出てくるようには思えないね、はっきり言っ

て。かかわりが各種団体の親分を集めただけで、あんまり魅力的なものができるのかなとい

うように私はちょっと感じを受けましたけれども、そういうものができているということは、

そういう形でいくというのは理解しました。 

  ２つ目の問題で、じゃ、そこはそれで置いておきますけれども、次の国際教育推進の問題

で、さっきの話聞いたんですけれども、結局これは今やっているマットさんですか、何か幼

稚園かなんか行っているような人と、ほかにまた別途採用するということで、居住費やなん

かのやつをやるということ…… 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） そうです。 

○１４番（山田直志君） イメージとして、ちょっと、今ここで住んでいてやってくれている

人とほかに、今度、逆に１人、どこかのところから紹介を受けて雇うからこれだけの経費が

必要になるということですかね。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） そうです。 

  現在いる方は地域にお住いの方が２人、各幼小中学校のそういった活動だとか、授業だと

か面倒見ていただいている人たちですが、お１人がいろいろやりたいこともあるということ

で、ちょっと今回は遠慮したいというような話があったんですが、ぜひということで幼稚園

だけはかかわっていただいて、さらに、このＪＥＴプログラムで新たに来る方のちょっと面

倒なども見ていただきたいというようなことで残っていただきました。 

  最初はこのＪＥＴプログラムを利用しないでどなたかということで探してはみたんですけ

れども、なかなか人材がいないというところで、ちょっと地元でのそういった人の調達とい

っては失礼ですが、ことが不可能でありましたので、西伊豆町でもこういった先進事例があ

りましたので、そこの事業をちょっと活用して当町も実施してみようという話で進めさせて
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いただいております。 

○１４番（山田直志君） じゃ、とにかく新しい事業でそういう人がやって、これからの５年

生、６年生に対する英語教育等に活用していくという。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） この方は実際には中学校のほうに入っていただきます

が、小学校のほうは今現在いるＡＬＴさん。 

○１４番（山田直志君） わかりました。 

  さっきの通学費補助で、具体的に対象人数と補助金額についてはどういう形ですか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 平成30年度で、当初予算を組む段階での人数になりま

すが、北川地区が中学生２名、大川地区が９名ということで11名が対象となっていきます。

約12カ月の定期を購入しますと、北川地区が８万円ぐらいになるんです。大川地区はこの９

人ですと45万円ぐらいになります。その２分の１ということで26万8,000円という予算を計

上させていただきました。 

○委員長（稲葉義仁君） 質疑ございませんか。 

○７番（飯田桂司君） 先ほど収入のほうでもちょっとお聞きしておる町立体育センターの関

係で、208、209で歳出をしております町立体育センターということで400万が計上されてお

りますけれども、この設計業務ですけれども、どういうところがおかしくなっているのかな

と、改修工事。屋根なのか壁なのか床なのか、その設計委託をされる中でどういうところを、

ちょっとわかる範囲で結構ですので。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 今回は町立体育センターを改修ということで、大幅な

ちょっと事業の改修を予定しております。 

  まず、１つ目が、男女トイレの改修工事ということで、現在のトイレは余りにも小さいで

すし、また、ユニバーサル化などもちょっとされていない状況ですので、この辺の改修をま

ず行いたい。 

  そして、アリーナの床の塗装の改修ということで、現在のアリーナは雨漏り等でちょっと

荒れています。ラインなんかもいろんなものを引き直したりして、ちょっとわかりにくいよ

うな状況になっておりますので、一回これを研磨して削ってきれいにして、バレーやバスケ

ットやバトミントンなど、特に町立体育センターで使用が多いそういったものの線を引き直

したりしてきれいな形にしたい。 

  それから、現在、照明がありますが、それ体育センターはまだ水銀灯という内容になって

います。国のほうでは数年後ぐらいから水銀を排除するような取り組みが始まってくると思
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いますので、また、電気代の節約などにもつながるようＬＥＤ化をし、落下防止対策なども

行いたいというところ。 

  本当はここが一番欲しかったんですが、雨漏りの改修、そういったものを行っていきたい。 

  それから、国体に向けて多目的室というのを増設したんですが、そこにはまだ天井があり

ますので、それも地震等で落下する恐れがありますので、つり天井の撤去、それで、あとも

ろもろ、あとは多目的室に鏡などがあればダンスだとかそういった人たちも大学生も呼べる

んじゃないかとか、いろいろちょっと考えているんですが、そこら辺のまずは設計業務委託

という形で400万円計上させていただきました。 

  以上です。 

○７番（飯田桂司君） 今説明をされ、確かに行ってみると、とりわけ見るとなるほどなと思

うんですけれども、これからもお金がかかっていくよということですけれども、大体どのぐ

らいを予定をしておるのか、これについての改修整備工事についてのどのぐらいのお金がか

かっていくのかなということがもしわかるようでしたら教えてください。 

（「全部」の声あり） 

○７番（飯田桂司君） 全部で。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 現時点でございます、ですが、約5,000万円ぐらいの

ものがかかってくるかなということで、5,000から6,000万ぐらいの、かかってくるかなと。

ちょっと屋根の工法などはまだちょっと決まっていないような状況もありますので。 

  スポーツ振興くじというような事業なども活用できるのではないかということで、ただ補

助額の限度は2,000万円までなんですけれども、そういったところで現時点では、今、飯田

議員に説明した内容は我々がやりたいと思っていることを勝手に自由気ままに述べさせてい

ただいて、設計業務委託は行うんですけれども、ここからまた実際にできる工事、ちょっと

無理かなというような工事を考えていき、31年度以降の実施に向けて、まずは設計業務を組

むという形で考えていますので…… 

（「くじも対象になるものと対象にならないものが」の声あり） 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 今お話しした工事のうち、そのスポーツ振興くじの助

成制度に対象となるもの、ならないものなどもやっぱりまた出てくるわけで、現時点ではち

ょっとこの辺までしかお話ができないのが実情なんですけれども、ご理解をお願いします。 

○総務課長（梅原裕一君） 先ほど事業の内容をお話ししましたけれども、そのための設計業

務委託ということなもんですから、その辺はご理解いただきたいと思います。 
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  それから、財源も含めて、まだ申請したわけではありませんし、どういった形で財源を確

保するか、5,000万というのは相当大きな金額なもんですから、その辺はちょっとこの時点

でお話というのは控えさせていただきたいと思います。 

○７番（飯田桂司君） 了解しました。 

○委員長（稲葉義仁君） よろしいですか。 

  質疑ございませんか。 

○１４番（山田直志君） 幼稚園、小学校、中学校は特別支援という形での雇人料とかが計上

されてきて、非常にそういう子供の増加に対する対応かなというふうに思っているんですけ

れども、実際、幼稚園であれ、小学校、中学校、そういう対象の子供がどのぐらいいるとい

うのを見込んで雇い人の費用計上されているのか、ちょっとその辺を教えてください。 

（「事務局長」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） お願いします。 

  どうぞ。 

○教育委員会学校教育係長（加藤隆一君） ありがとうございます。 

  まず、ちょっと前段なんですけれども、一応臨床心理士の方にお願いしていまして、１学

期、２学期各１回ずつ、各園、小、中を回っていただいています。 

  その中で、気になる子というこの資料が出てくるんですが、各幼稚園とかは大体10名弱ぐ

らい、多い学校ですと15名ぐらい気になるお子さんという形で資料が出てきまして、そのお

子さんたちを全員臨床心理士の先生が見てくれています。さすがにちょっと支援員さんの方

も全員見るというわけにはいかないんで、その中でちょっと、ちょっと言い方失礼かもしれ

ないんですけれども、ちょっと症状が重いような子を支援員さんの方に見ていただくという

形で一応雇用をしています。 

○１４番（山田直志君） さっきも健康づくり課でもあれしたんだけれども、その特別支援と

いうふうで言うと、昔は知的障害だとか、障害という部分があったんだけれども、最近はさ

っきも言っていたけれども、学習障害というような部分での子供たちもかなりいるし、実際

稲中卒業して城ヶ崎の特別支援高校のほうに行ったりという子も増えているように思うんで

すけれども、この辺やっぱり今の幼稚園、小学校、中学校段階からそれぞれそういう子がや

っぱり多いというふうに我々は理解していけばいいということなんですか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 増加傾向にあるというふうに理解していただきたいと

思います。 
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○委員長（稲葉義仁君） いいですか。 

  ほか質疑ございませんか。 

○３番（栗原京子君） すみません。 

  ふるさと学級についてなんですが、201ページ、これ今、ふるさと学級、指導員さんがな

かなか新しい方が見つけづらいということですとか、あと子供たちも参加人数も減っている、

また、ふるさと学級当初、地域の文化の伝承なんかが目的でつくられた事業だと思うんです

けれども、その辺も何となく崩れてきているのかなという思いがありまして、これはやっぱ

り一回見直す時期に来ているのかなというふうに感じます。 

  また、予算の中でも指導員の謝礼がちょっと分量がちょっと多いかななんて感じなんです

けれども、いろいろ検討材料があるんじゃないかなというふうに感じておりますが。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ただいまの地域の文化だとか、そういったもの触れ合

うという事業がこれまでは多かったというようなお話ですが、現在もそういったことも考え

つつ、また、指導員さんの皆さんと話し合った中で１年間約10回から11回の授業を決定して

おります。また、そういったちょっとご指摘やご意見などもいただいておりますということ

を踏まえつつ年間の計画等を立てていきたいと考えます。また、よろしくお願いします。 

○委員長（稲葉義仁君） ほか、ございませんか。 

○２番（稲葉義仁君） ちょっと確認の意味で教えてください。 

  205ページ、図書館の修繕料のところ、大体どういうあたりをこれは考えられているのか

というところと、あと、211ページ、トレイルジャム大会運営費補助金で計上されておりま

すが、大会の内容から大体で構わないので教えていただきたいというところと、211ページ

の給食センターの修繕費の部分も概要で結構ですので教えていただければと思います。 

○教育委員会図書館係長（内山淳子君） 図書館の関係の修繕費の内訳なんですが、まず、車

検、26年目になります４万4,787円、車の車検です。そして、エレベーター、昇降機関係、

作業油の交換35万6,400円、それから視聴覚室のカーペットを26年間張りかえていないんで

すが、人形劇のときとか、幼稚園が図書館にオリエンテーションに来るときなど、直座りを

していただいているので、今回カーペットの張りかえということで47万4,000円、そして、

金額です、すみません、給排水設備関係、これは男子の小便器の改修を行います。それから、

予備費として２万7,000円。 

  以上です。 

（「トレイルジャム」の声あり） 
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○教育委員会局長補佐兼社会教育係長（竹内理恵君） トレイルジャムについて御説明させて

いただきます。 

  長年、過去にミヤタカップがマウンテンバイクの大会をしていたと思うんですけれども、

ここ数年開催がされませんでした。そこで、ミヤタさんから新たな自転車を使ったイベント

ということで提案がありまして、自転車とそれからマラソンなどを、それからヨガなど、い

ろいろな形で組み合わせたスポーツイベントをしたいという提案というか、開催をしていた

だくということになりました。まだ時期等は決まっていないんですけれども、内容というの

はそのようなところです。 

（「局長いいですか」の声あり） 

○教育委員会局長補佐兼学校給食係長（齋藤徳人君） それでは、学校給食係、修繕料の説明

をさせていただきます。 

  全額で285万を計上させていただいております。内訳ですが、まず配膳車、これは車検等、

修理、こういった経費が55万を計上させてもらっています。それから、調理器具、包丁やス

ライサーは刃研ぎが毎年必要になってきます。これ今の場合は10万ほど計上させてもらって

います。 

  それから、本年度やらせてもらいましたけれども、残りの半分を床塗装修繕、この半分、

洗浄室側がまだ残っておりますもんですから、それを来年度やらしていただきたいというこ

とです。 

  それから、下処理室というところで、冷蔵庫、パススルー冷蔵庫といって、そのまま入る

ような倉庫になった冷蔵庫があるんですが、これが本年度壊れてしまい、やはりなかなかこ

のがものが古いものですから、やはり取りかえるとなると、その壊れた部分を取りかえる、

互換性の問題がありまして、そこだけ取りかえるということが、よく言われる話なんですけ

れども、やはり全体の工事が必要になるということで、これが税込みで99万3,600円を計上

させていただいております。 

  それから、経年劣化対応修繕ということで、もう古いもんですから、こちょこちょ修理が

必要となってきます。それで20万円ちょっと計上させてもらっています。それが内訳となり

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（稲葉義仁君） ほか質疑ございませんか。 

（発言する人なし） 
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○委員長（稲葉義仁君） 質疑よろしいですね。 

  では、質疑なしと認めます。 

  これをもって教育委員会の質疑を終結します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時４９分 

 

再開 午後 １時０４分 

 

○委員長（稲葉義仁君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

  これをもって議案第23号に対する質疑を終結いたします。 

  これより議案第23号に対する討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第23号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時０５分 

 

再開 午後 １時０５分 

 

○委員長（稲葉義仁君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより議案第23号を採決いたします。 

  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） 

○委員長（稲葉義仁君） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり決しました。 
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  以上で議案第23号に対する審議は全て終了いたしました。 

  当委員会に付託された議案に対し、委員会のまとめとして要望事項や希望意見がありまし

たら、委員会の総意として委員長報告書に付したいと思います。要望事項や希望意見はあり

ませんか。 

（「委員長」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） もうちょっとよろしいですか。 

  なお、附帯決議につきましては別の議案として提出することになりますので、御承知おき

ください。 

（「委員長」の声あり） 

○１４番（山田直志君） 今回のやっぱり予算案を見て、やっぱり非常に町の財政の収支バラ

ンスが悪い。やっぱりそれは行革等のおくれという問題もあろうかと思うし、そういう中で

やっぱり基金やふるさと納税の使い方も適切なのかという疑問もありました。 

  また、歳出のほうで見ると、各課において、今後、維持修繕費等が本当に膨大に膨らんで

くるというようなことがやっぱり予想されましたし、今後はやっぱりそれについても優先順

位や何かをはっきりして、計画的にやっぱり整備していくことがもう必要になっていると思

うんで、そういうを私は意見じゃなくてできれば附帯決議でより強く町に求めていきたいな

思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（稲葉義仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時０７分 

 

再開 午後 １時２８分 

 

○委員長（稲葉義仁君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  ただいま14番からいただいた意見を、それでは附帯決議として提出するということで、御

異議はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 異議なしと認めます。 

  よって、附帯決議をあわせて提出するということで決定いたしました。 

  こちらの内容につきましては、委員会において改めてたたき台を示したいと思います。 
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  以上で本委員会に付託された議案の審議は全て終了しました。 

  本日はこれにて延会いたします。 

  なお、委員会報告書につきまして、それとあわせまして委員会報告書とあわせて提出する

附帯決議も含め、来る３月６日火曜日の13時より検討したいと思いますので、御出席願いま

す。 

  ということで、お疲れさまでございました。 

  ということで、終了でございます。 

 

延会 午後 １時３０分 
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一般会計予算審査特別委員会（第４日目）記録 

 

                       平成３０年３月６日（火）午後１時開会 

 

出席委員（５名） 

     ２番  稲 葉 義 仁 君      ３番  栗 原 京 子 君 

     ７番  飯 田 桂 司 君     １１番  森 田 禮 治 君 

    １４番  山 田 直 志 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

議会事務局 

書 記 吉 田 瑞 樹 君   
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開会 午後 １時００分 

 

○委員長（稲葉義仁君） ただいまの出席委員は５名で、委員定数の半数に達しております。

よって、一般会計予算審査特別委員会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。 

  本日の議事は、予算審査に伴う委員長報告書及び附帯決議の内容についての検討です。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時００分 

 

再開 午後 １時２３分 

 

○委員長（稲葉義仁君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  委員長報告書及び附帯決議について、訂正及び追加等ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） なしと認めます。 

  これをもって一般会計予算審査特別委員会を閉会したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 異議なしと認めます。よって、一般会計予算審査特別委員会を閉会

することに決しました。 

  お疲れさまでございました。 

 

閉会 午後 １時２４分 


