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平成３０年第１回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                    平成３０年２月２２日（木）午前９時３０分開会 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 施政方針 

日程第 ５ 一般質問 

    １．１０番 藤 井 廣 明 君 

     １）アスド会館の売却について 

    ２． ３番 栗 原 京 子 君 

     １）シルバー人材センターについて 

     ２）ヘルプマークについて 

     ３）微量アルブミン尿検査について 

    ３． ６番 内 山 愼 一 君 

     １）福祉対策について 

     ２）ユニバーサルデザインのまちづくりについて 

    ４． １番 笠 井 政 明 君 

     １）地域おこし協力隊について 

     ２）東伊豆町子ども・子育て支援事業計画について 

    ５． ５番 西 塚 孝 男 君 

     １）人口減少と観光客が減っていく中で、町の対応は 

    ６． ８番 村 木   脩 君 

     １）観光について 

     ２）少子化対策について 

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

出席議員（１２名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ２番  稲 葉 義 仁 君 
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     ３番  栗 原 京 子 君      ５番  西 塚 孝 男 君 

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

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

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

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

欠席議員（なし） 

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

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 太 田 長 八 君 副 町 長 鈴 木 忠 一 君 

教 育 長 黒 田 種 樹 君 総 務 課 長 梅 原 裕 一 君 

企画調整課長 遠 藤 一 司 君 税 務 課 長 福 岡 俊 裕 君 

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

健 康 づ く り 
課 長 鈴 木 嘉 久 君 健康づくり課 

参 事 村 上 則 将 君 

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

観光商工課長 森 田 七 徳 君 建 設 課 長 高 村 由喜彦 君 

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

会 計 課 長 兼 
会 計 管 理 者 

正 木 三 郎 君 教 育 委 員 会 
事 務 局 長 

坂 田 辰 徳 君 

水 道 課 長 石 井 尚 徳 君   

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

職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 向 井 青 一 君 書 記 吉 田 瑞 樹 君 

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

 

◎開会の宣告 

○議長（飯田桂司君） 皆さん、おはようございます。 

  平成30年東伊豆町議会第１回定例会の開会に当たり、議員の皆様におかれましては、公私

ともに大変お忙しい中、御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

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

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

いと存じます。 

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

に格段の御協力を賜りますようお願い申し上げまして、開会の挨拶とします。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成30年東伊豆町議会第１回定例会は成立しましたので、開会します。 

 

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

 

◎議会運営委員長の報告 

○議長（飯田桂司君） 議会運営委員長より報告を求めます。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 皆様、おはようございます。 

  議会運営委員会より、平成30年第１回定例会の運営について御報告いたします。 

  本定例会には７名の議員の方々より一般質問が通告されております。一般質問の趣旨をよ

く御理解され、円滑に質疑、答弁がなされますよう御協力をお願いいたします。 

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

することとなっておりますので、御協力をお願いいたします。 

  また、質問通告者の中で、10番議員、14番議員より掲示板使用、10番議員より資料配付の

願いが出されております。 

  本定例会の提出案件といたしましては、条例の制定及び改正案が13件、道路線認定が１件、
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平成29年度一般会計ほか６つの特別会計の補正予算案、平成30年度の各会計の予算案、指定

金融機関の指定、人事案件が２件、議員提出の発議が１件、議員派遣の件がそれぞれ日程に

組み込まれております。 

  なお、議案第24号から第29号につきましては一括議題とし、質疑は一括、討論、採決は各

号ごとに行います。 

  補正予算の説明に関しましては、一般会計は、今回補正項目が多いため、おおむね200万

円以上、特別会計はおおむね100万円以上で説明すること。 

  また、条例改正案等の説明には、新旧対照表または、説明資料等を用いるなどにより概要

説明とすることが協議決定されましたので、当局の皆様もよろしくお願いいたします。 

  平成30年度予算案につきましては、一括上程後に町長の提案理由、担当課長の概要説明を

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

なります。 

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

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

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

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

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

は２回までとさせていただきます。 

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

日午後１時より事務局で行いますが、締め切りは２月26日の正午までとさせていただき、そ

の後議会運営委員会を開催します。２月27日の議会は午後１時から開会し、大綱質疑を行う

日程となっております。 

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

月９日までの16日間とさせていただきます。 

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

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

たしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  最後になりますが、議員各位には、平成30年最初の定例会となりますので、活発な御意見、

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

ます。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎開議の宣告 

○議長（飯田桂司君） これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（飯田桂司君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により議長において、10番、藤井議員、11番、

森田議員を指名します。 

 

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

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（飯田桂司君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、本日から予備日を含め３月９日までの16日間としたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、会期は16日間と決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（飯田桂司君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

  議会閉会中に提出されました例月出納検査等の結果に関する報告につきましては、既に送

付しました。 

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

わせて御確認ください。 

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

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第４ 施政方針 

○議長（飯田桂司君） 日程第４ 町長より施政方針を行います。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 皆様、おはようございます。 

  平成30年第１回議会定例会を招集申し上げたところ、議員各位には何かとお忙しい中、御

出席を賜り、厚く御礼申し上げます。 

  平成30年度の当初予算案、その他諸議案の御審議をお願いするに当たり、所信の一端と大

綱を申し述べ、町民の皆様並びに議員各位には一層の御理解と御協力をお願い申し上げる次

第でございます。 

  我が国の経済は、株価の上昇とともに世界経済が拡大する中、緩やかな経済成長が続き、

現在の景気拡大期が年末まで続いて戦後最長に並ぶ可能性があります。しかし、一方では個

人消費は緩やかな増加にとどまり正念場を迎えております。アベノミクスに為替や株価が敏

感な反応を示し、市場は活況を呈してきていますが、地方への経済波及効果はなお不透明で

あり、今後の国の動向をさらに注意深く見守っていかねばならないと考えております。 

  当町の主幹産業である観光関係を初め、町民一人一人が努力を重ねている中、新年度の町

政の進むべき方向を展望いたしますと、諸施策の有効的展開に、より一層意を配してまいら

ねばならないと考えるところであります。 

  平成18年の就任以来、早いもので３期12年が過ぎようとしております。これまで大過なく
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行政を進めてこられたのも、議員の皆様を初め、町民の皆様のお力添えのたまものと深く感

謝を申し上げる次第であります。 

  「みんなが安心して暮らせるまち、笑顔があふれるまち」を政治信条に、その基本方針を

「町内産業の振興発展」、「移住・定住の促進」、「次世代の育成支援」、「安全・安心な

環境整備」、「健やかで生き生きと暮らせるまちづくり」、「広域行政への対応」とし、町

民の皆様と直接触れ合い、さまざまな御意見を伺いながら、クリーンで開かれた行政運営に

取り組んでまいりました。 

  就任当初、国内経済は回復途上にあると言われ、景気の回復に期待いたしておりましたが、

地方分権や少子高齢化社会の進展に伴い、財政需要は年々増大しております。歳入の根幹を

なす町税は、税源移譲により平成19年度に一時的に増加したものの、平成20年度以降は右肩

下がりの状況にあります。 

  一方、歳出面では、急速に進む少子高齢社会を支えるための社会保障関連経費の増加や国

民健康保険、介護保険などの特別会計への繰出金が大幅に増えており、政策的経費に充当で

きる財源が限られてきております。 

  このような財政環境の中、地方債につきましては、交付税算入などの有利な方法を選択し

ながら慎重な対応を図ってまいりました。また、就任当初から基金残高が少なく、県下でも

常に下位に属している現状を踏まえ、少しでも基金を増勢することを常に念頭に置き、健全

な財政運営に努めてまいりました。したがいまして、公約として掲げた施策の全てを実施す

ることができなかったことに対し、御理解をお願いいたしたいと思います。 

  それでは、就任以来、新たに実施した主な施策につきまして申し上げます。 

  一日町長室を今日まで毎月、月末の月曜日に開設し、来訪された町民の方から貴重な御意

見、御提言をいただいております。「町内産業の振興発展」につきましては、町内各団体と

連携、助成することによりまして、稲取キンメの商標登録、20％のプレミア付商品券の発行、

緊急誘客対策など当町の主幹産業である観光業を中心に、地域経済の活性化対策を図るとと

もに細野高原の観光施設整備や稲取高原の再編整備事業などにより、新たな観光資源を発掘

し、地域の魅力向上に努めてまいりました。 

  さらに、町の観光協会の一般社団法人化を支援し、自主財源確保とともに組織体制の強化

を図りました。また、長年の懸案でありました東海汽船の稲取航路を13年ぶりに復活させ、

伊豆大島椿まつりとの広域連携に取り組んでまいりました。 

  次に、「移住・定住の促進」といたしましては、若い世代が住居を求めて町外に転出して
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いる現状に歯止めをかけるため、若者が家を新築、購入することに対しまして補助制度を創

設いたしました。また、空き家バンクを開設し、移住希望者の意向に沿った住居を提供する

とともに、お試し移住体験施設を開設して、移住に向けたサポート体制の充実を図りました。 

  東伊豆海のみえる農園では、滞在型施設、いわゆるラウベ及び日帰り農園を整備し、町の

情報発信や交流人口の拡大に取り組んでおります。さらに、地域おこし協力隊を受け入れ、

空き家対策、農業振興及び観光振興をテーマに、それぞれの分野で活動していただいており、

最終的にはこの地に根差してくれるものと大きな期待を寄せております。 

  「次世代の育成支援」といたしましては、出産祝い金制度の創設や中学３年生までの医療

費の全額無償化、不妊治療にかかわる費用を助成するなど、少子化対策や子育て支援の取り

組みを積極的に行ってまいりました。また、給食費の一部助成や放課後児童クラブの開設、

ブックスタート事業など、次世代を託す子供たちへの子育て支援システムの確立に努めてき

たところであります。 

  さらに、熱川・双葉幼稚園を統合した熱川幼稚園の新設、あわせて送迎バスを運行するこ

とにより、通園などに伴う保護者の負担にも配慮し、効率的、効果的な事業運営を図りまし

た。さらに、スクールニューディール事業等を行い、学校教育における環境整備に意を配し

たところであります。 

  また、少子化に伴う学校の小規模化の現状を踏まえ、学校教育環境整備委員会を設置し、

学校教育のあり方について検討を行いました。この委員会の中間答申に基づき、平成30年４

月から大川幼稚園と熱川幼稚園、大川小学校と熱川小学校の統合を決定し、本年度、統合準

備会を設け、よりよい統合となるよう着実に準備を進めております。統合を間近に控え、学

校教育のあり方について御尽力いただきました大川地区の保護者の皆様及び地域の皆様を初

め、御理解と御協力をいただきました全ての皆様に心より感謝の意を表しますとともに、今

後もよりよい学校教育環境の整備に向けて努力してまいります。 

  次に、「安全・安心な環境整備」といたしましては、町民の要望に応えるべく、伊豆東部

総合病院の存続への働きかけに努め、地域医療の充実に向けて力を注いでまいりました。新

病院は平成29年５月に新築移転し、康心会伊豆東部病院として新たに開院いたしました。よ

り充実した医療サービスの提供に大きな期待を寄せているところであります。 

  防災対策では、北川地区及び片瀬地区において、自主防災会の拠点となる防災センターを

新築し、またデジタル防災行政無線の整備促進を図ったところであります。さらに、熱川地

区におきましては、地元住民や観光客の津波からの避難場所として、熱川温泉しおかぜ広場
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を整備いたしました。 

  ソフト面では、地域防災向上のため住民参加型の防災講座や研修会の開催等、防災意識の

向上に積極的に取り組んでまいりました。さらに、第１、第７分団の機具置き場の整備や、

耐震性貯水槽の新設などによりまして、地域消防力の強化を図るとともに高規格救急自動車

の導入、ＡＥＤの設置に加え、ソフト面では応急手当講習会等普及事業を推進し、救急体制

についてもその強化に努めてまいったところであります。 

  次に、「健やかで生き生きと暮らせるまちづくり」といたしましては、新生児の先天性風

疹症候群を予防するため、大人の風疹の予防接種助成にいち早く取り組みました。また、女

性特有の子宮頸がんなどを予防するためのワクチン接種に対しての全額助成、さらに女性の

ための骨粗しょう症検診を新たに実施し、疾病予防を図ることで町民の健康管理に積極的に

取り組んでまいりました。 

  高齢者の皆様に対しましては、災害時における救援システム確立のため、要援護者台帳の

整備や介護予防事業の充実に努めたところであります。さらに、住民の皆様の健康意識の高

揚、より健康づくりを身近なものとしていただくための取り組みとして、健康マイレージを

スタートさせました。 

  次に、「広域行政の対応」といたしましては、消防救急広域化について７市町５消防本部

を広域化するため、任意の駿東伊豆消防救急広域化協議会を法定協議会に移行後、広域化に

向けた具体的な協議を重ね、平成28年４月に駿東伊豆消防組合が発足いたしました。発足後

は各署の連携が図られており、広域化によりまして消防力、救急力の強化などスケールメリ

ットが発揮されているものと考えております。 

  以上、これまでの主な施策の展開状況について申し上げましたが、改めて議員各位を初め、

町民の皆様の御支援と御協力に心から感謝を申し上げます。 

  さて、御提案をさせていただいております平成30年度の一般会計当初予算案につきまして

は、限られた財源をより一層重点的、合理的に活用を図ることを前提に、経常経費の削減、

事業効果の見直しや合理化、施策の厳しい選択や重点化に意を配し、予備編成をいたしたと

ころであります。ベースは政策的な経費を極力抑え、継続的な事業を主としつつも、国や県

の施策に関連する新規事業などについては計上させていただきました。 

  それでは、予算規模について申し上げます。 

  まず、一般会計の予算規模は49億6,000万円となり、平成29年度当初予算に対しましては

２億2,600万円、4.8％の増となっております。また、国民健康保険、介護保険など５つの特
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別会計は合計で33億8,494万円となり、前年に比べ10.2％の減となりました。水道事業会計

は支出ベースで６億1,691万5,000円で、前年対比3.7％の減となっております。 

  一般会計当初予算の内容につきまして申し上げます。 

  初めに、歳入ですが、根幹となる町税では町民税につきましては、給与所得の増などによ

る若干の増収を見込んでおりますが、固定資産税において評価がえによる地価の下落や家屋

の経年補正の影響を受け、減収が見込まれるため、町税全体で約4,000万円の大幅な減とな

りました。地方交付税につきましては、国・県からの情報に基づき試算した結果とあわせ、

近年の実績も勘案し、5,000万円の増額と見込んでおります。 

  一方、歳出では、自立支援給付費や身体障害者更生医療費など扶助費の増や、ごみの収集

業務委託料など物件費の増により、経常的経費が大幅に増加しております。投資的経費につ

きましても、先送りの許されない道路、橋梁の安全確保対策実施のため増額といたしました。 

  今後も町税の伸びは見込めず、地方交付税も縮減との動きも聞こえる中、社会保障関係経

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

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

討していかなければならないと考えております。 

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

税滞納整理機構の活用による滞納整理を初め、賀茂地方税債権整理回収協議会など県、賀茂

地区１市５町との連携を図るとともに、平成29年度から実施しております納税者の利便性を

高めるため、コンビニ収納による納期内納付を促すことで、さらなる税収の確保に努めてま

いりたいと考えております。 

  それでは、平成30年の具体的な取り組みの大要を御説明いたします。 

  基本方針は、これまで同様に「みんなが安心して暮らせるまち、笑顔があふれるまち」で

あり、その基本方針に沿って一歩一歩着実に推進してまいりたいと考えております。基本的

には、各種団体が抱えている課題への対応、少子高齢化への対応、そして町民と協働したま

ちづくりであります。そのためには、町民の皆様や議会、関係団体、職員が一体となって知

恵を出し合い、英知を結集していくことが求められているところであります。 

  最初に、「町内産業の振興発展」についてでありますが、観光を初め、農業、漁業、商工

業、建設業と町内各産業は軒並み非常に厳しい局面に立たされているため、関係団体の皆様

とさまざまな角度から検討、協議を重ね、行政といたしましてもでき得る限りの支援をして

まいりたいと考えております。 
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  平成29年度の当町の入湯客数は、８月及び10月の天候不順などの影響もあり、前年度並み

の80万人を若干上回る程度にとどまるものと推計しております。地域間競争の激化のほか、

人手不足などによる旅館等の宿泊定員の削減や、団塊の世代の高齢化による国内旅行需要の

縮小などが予測されることから、今後は観光客の満足度を高め、宿泊単価の引き上げや宿泊

以外の飲食や小売り等、町内での消費額を増加させるために必要な環境基盤整備がより重要

になると考えております。 

  平成30年につきましては、稲取文化公園利活用の基本計画の策定や、町内全般の観光景観

整備に関する基本方針の策定に取り組んでまいります。 

  平成31年度には、国内最大の観光キャンペーンであるＪＲグループのデスティネーション

キャンペーンが本県を対象に実施されますが、ことしはその前哨戦となるプレＤＣが４月か

ら３カ月間行われます。これに合わせ、細野高原での星空観察ツアーや熱川温泉しおかぜ広

場におけるキャンドルナイトコンサートなど、新たな試みが計画されていることから、これ

らを支援してまいります。また、成果を上げているロケ誘致や民間の力を生かしたイベント

開催の支援につきましても引き続き取り組んでまいります。 

  次に、インバウンド対策についてですが、2019年にはラグビーワールドカップ、2020年に

は東京オリンピック・パラリンピックが開催されることから、今後も我が国を訪れる外国人

は着実に増加することが予想されます。当町におきましてもこれを好機を捉え、外国人旅行

者の誘客を積極的に行ってまいりたいと考えております。さらに、台湾の旅行会社とのネッ

トワークづくりを引き続き行うとともに、オンライン予約サイトの積極的な活用などについ

ても取り組みを拡大していきたいと考えております。 

  商工振興につきましては、昨年国から創業支援計画について認定を受けたことから、これ

に基づき、新たに補助金交付制度を創設して、創業を支援していくことといたしました。当

町は地理的条件から工場等の企業誘致が難しいことや、先ほど申し上げましたとおり、今後

観光客による町内消費を喚起していく必要があります。そのためには、飲食や小売り等、町

民だけでなく観光客に対しても積極的に営業することが重要であることから、これらに意欲

のある方を後押ししてまいりたいと考えております。 

  また、人手不足が深刻化していることから、美しい伊豆創造センターが実施する都内での

宿泊施設の会社説明会を引き続き支援するとともに、今後は生産性を向上させ、人手不足を

補うような仕組みについても検討をしてまいりたいと思います。 

  さらに、多くの町民の皆様に活用いただき、地域経済の活性化にも大きく寄与している住
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宅リフォーム振興事業についても引き続き実施いたします。 

  県営事業の中山間地域総合整備事業では、白田集落道の用地買収及び物件補償の完了と工

事の着手、稲取農道４号では引き続き工事を実施していただく予定であります。また、一般

農道稲取につきましても事業推進に協力し、農業基盤整備の早期完成に力を注いでまいりた

いと考えております。 

  平成27年度から実施しておりますふるさと納税につきましては、おととし４月から開始し

たクレジット決済や返礼品の充実により、寄付額は大幅な伸びとなりました。平成30年度に

おきましても記念品の拡充を図り、町内産業の振興発展に取り組んでまいります。 

  次に、「次世代の育成支援」についてであります。 

  大川小学校と熱川小学校の統合では、大川・北川地区の児童の通学の安全確保と保護者の

負担軽減を図るため、スクールバスを運行いたします。さらに、町ではこれを契機に、懸案

でありました熱川中学校生徒のうち電車通学が認められている大川・北川地区生徒の通学費

につきましても支援を行い、保護者の負担軽減と通学の恒久的安定を図ります。 

  また、近年、特別な支援が必要となる児童生徒が増加傾向にあることから、引き続き、臨

床心理士による巡回相談や就学支援委員会の開催、また町費の負担による支援員の配置など、

特別支援教育の充実を図ってまいります。そのほかにも、幼児期の子供に対する言葉の教室

の開催や保育補助員の配置を引き続き実施いたします。 

  また、本年度中には当町全体の学校教育環境整備の具体的な方策を一本化するとともに、

県立稲取高等学校の魅力化推進にも取り組みつつ、将来を見据えた学校教育環境整備の早期

実現に努めてまいりますので、引き続き、皆様方のより一層の御理解と御協力をお願いいた

します。 

  児童環境づくり事業といたしましては、保護者の就労と子育て負担の軽減、児童の学力向

上及び居場所づくりを目的とし、放課後児童クラブの開設や放課後児童クラブ終了後の学習

支援、さらには保育ママ事業を継続事業として、多様な保育の場を確保してまいります。そ

のほか、国が幼児教育無償化の段階的実施を掲げる中で、無償化の前倒しとして３子目以降

の保育料を半額とし、保護者の経済的負担の軽減を図ってまいります。 

  次に、人口減少に歯どめをかける活気ある町をつくるため、移住・定住の促進を進めてま

いります。 

  古民家を改修したお試し移住体験施設の本年度の利用状況は、非常に高い利用率を保って

おりますので、さらなる成果を期待するとともに、首都圏を中心に行われる移住相談会への
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積極的に参加し、町の魅力を情報発信して、移住者の増加につなげていきたいと考えており

ます。 

  平成27年度から開設いたしました空き家バンクですが、延べ35件の登録がされ、９件の物

件が成約となりました。また、空き家活用支援補助金として町外者の空き家取得等の助成も

行っており、引き続き、移住希望者の意向に沿った住居の提供と、安全・安心な環境整備に

努めてまいります。 

  平成28年度から地域おこし協力隊の受け入れを始め、３名の隊員に空き家対策、農業振興

及び観光振興の分野で活躍してもらっておりますが、本年度は新たに天草漁の存続、ミカン

農家の後継及び観光振興で３名の増員をいたしました。新年度につきましては、ロケ支援と

介護旅行のヘルパーの増員を考えており、さらなる活躍を期待するところであります。 

  空き家の利活用拠点づくりとして、東海汽船事務所を芝浦工大の学生を中心に改修してま

いりましたが、昨年度施工した１階部分の生活文化を展示するスペースに続き、２階部分を

ものづくりの交流空間として改修中であり、芝浦工業大学のほかにも、工学院大学による熱

川ニューサマーフェスティバルなど大学生の手によるまちおこし、交流の場づくりが行われ、

また明治大学のファームステイや静岡大学のワークショップなどが開催されております。今

後も若者の発想や活力を積極的に取り入れることに、町民との交流を通じて新たな動きが生

まれることを期待しております。 

  次に、「健やかで生き生きと暮らせるまちづくり」についてであります。 

  健康づくりの基本理念は、「自分の健康は自分で守る」ということであり、そのためには、

まず御自分の健康状態を把握することが大切であります。高齢になっても健康でいるために

は、若いうちから健康管理が重要ですので、生活習慣病予防などの健康教育、健康相談等の

啓蒙活動を推進してまいります。また、健康づくりを実践される町民の方々に特典を設け、

より健康づくりに励んでいただけるよう健康マイレージ事業につきましても拡充を図ってま

いります。 

  保健事業では、従来行われている不妊治療への助成と妊婦健康診査、妊婦歯科健診に加え、

新たに不育症治療への助成制度と産婦健康診査を設け、出産、子育て環境の充実を図ってま

いります。また、自殺対策計画を策定し、働き盛りの方の自殺予防を図るとともに、心の健

康づくりを推進していきます。 

  住民サービスの向上を目的として、全国のコンビニ店でマイナンバーカードを利用して住

民票や印鑑証明書等の交付を受けることのできるコンビニ交付サービスを、平成30年度から
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導入いたします。 

  次に、「安全・安心な環境整備」についてであります。 

  平成34年10月に運用期限を迎えるアナログ防災行政無線にかわる防災情報通信施設につい

て、町議会におきましても特別委員会を設置し、調査研究をしていただきました。特別委員

会から中間報告をいただいたところでありますが、本システムに関しては、国、通信会社な

どから財政支援や新たなシステムの発表などの動きも出てきておりますので、住民への迅速

かつ有効な情報伝達のあり方、整備費、ランニングコスト等を踏まえ、引き続き協議、検討

し、期限までの整備を進めていきたいと考えております。 

  消防団におきましては、駿東伊豆消防本部との連携強化に向けた協働訓練など、実際の災

害を想定した訓練を実施するとともに、社会情勢の変化に対応すべく、消防団組織、体制等

の見直しについて協議、検討を行い、機動的な組織となるよう地域の消防力、防災力向上に

努めてまいります。 

  本年度から津波災害警戒区域を対象とし、熱川地区濁川河口、左岸周辺の地籍調査事業を

実施、着手いたしました。調査が完了した区域につきましては、平成30年度には法務局にお

いて土地情報が最新のものに更新され、正確な登記簿、地籍図を取得することが可能になり

ます。また、新たに熱川地区の濁川河口の右岸周辺の地籍調査事業を実施いたします。 

  道路の新設改良事業といたしまして、入谷天城１号線直線約300メートル区間のスムーズ

な車両の往来を確保するため、拡幅工事に着手し、平成31年度完成を目指してまいります。

また、町道熱川中線におきましては、宿泊施設の建物に影響を及ぼしている施設背面の町道

約20メートルの区間ののり面を補強し、町道の安全確保に努めてまいります。さらに、社会

資本整備交付金を活用し、本年度実施した橋梁点検において判定結果が基準を下回った７橋

の橋梁補修設計に着手し、橋梁の安全確保を推進してまいります。 

  本年度に引き続きまして住宅の耐震化事業も実施していきます。自宅の改修工事などとあ

わせて補助制度を活用し、耐震化対策を進めていくことで工事費の負担を軽減するこができ

ますので、ぜひ御活用いただきたいと思います。 

  また、津波対策といたしまして、平成27年度から静岡県と進めております津波対策検討会

地区協議会におきましては、片瀬・白田地区の協議会が津波防護施設の設置を決められまし

たので、本年度より白田漁港の施設整備に着手いたします。 

  次に、「広域行政への対応」についてであります。 

  河津町との一部事務組合で進めております東河環境センターにおける基幹的設備改良工事
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についてですが、平成29年度から３カ年の継続事業であり、平成30年度から施設内の工事が

始まります。工事期間中はごみの処理能力が減少するため、処理し切れない可燃ごみを近隣

市町に依頼することとなります。町民の皆様にはさらなるごみの減量化につきまして、御協

力をよろしくお願いいたします。 

  次に、主な特別会計についてですが、まず国民健康保険関係につきましては、平成30年度

から都道府県が保険者に加わり、財政運営を担う新国保制度がスタートいたします。静岡県

の国保運営方針、納付金決定に基づき、東伊豆町の国保税率について国保運営協議会で御協

議いただき、資産割につきましては廃止とし、条例改正を本定例会に提案させていただきま

したので、御審議をよろしくお願いいたします。 

  介護保険関係につきましては、平成30年度から３カ年を計画期間とする第７期介護事業計

画がスタートすることになり、地域包括ケアシステムの深化、推進、介護保険制度の持続可

能の確保に取り組んでまいります。保険料につきましては、現在の介護サービスの状況や今

後の給付費及び介護認定者の推計と介護報酬改定等を総合的に考慮し、現在の基準月額

4,840円を据え置く条例改正を本定例会に提案させていただきましたので、御審議をよろし

くお願いいたします。 

  風力発電特別会計につきましては、平成15年12月に稼働開始いたしました町営の風力発電

施設は15年目を迎えました。この間、売電収入をもとに太陽光発電の施設設置補助金、温泉

発電、小水力発電の運営など、各種の環境施策を行ってまいりました。今後は、町の財政の

負担とならない方策を専門的な事業者と協議し、よりよい条件で施策を存続することにより、

地球温暖化防止に貢献していきたいと考えております。 

  最後に、水道事業会計でありますが、夏の行楽シーズンなどの使用水量が伸びず、前年対

比2.4％減となり、それに伴い５期分までの水道料金の調定額は前年対比1.9％減と厳しい経

営状況が続いております。このような給水収益の減収と水余り現象が続いている中、現在ア

セットマネジメント計画を策定しているところであります。また、平成30年度には、将来に

わたって水道事業を安定的に継続していくための経営戦略・水道ビジョンを策定する予定で

あります。これらの計画が、水道事業におけるよりよい住民サービスを提供していくことが

可能になるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

  今後も、地方分権、権限移譲、地方行財政制度の改革など、地方自治体を取り巻く環境は

大きなうねりを伴って、目まぐるしく変化していくものと想定しております。こうした時代

の流れの中で、行政が大局観を持って行財政運営に努め、常に町民目線で歩みながら私の信
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条であります「みんなが安心して暮らせる町、笑顔があふれる町」を目指しまして、限られ

た財源の中で諸施策に誠心誠意取り組んでまいりますので、議員各位並びに町民の皆様の御

理解と御協力を心からお願い申し上げまして施政方針といたします。 

 

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

 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（飯田桂司君） 日程第５ 一般質問を行います。 

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

３回以内となりますので、御協力ください。 

 

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

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員より一般質問で掲示板の使用、資料配付の申し出があ

りましたので、これを許可します。 

  暫時休憩します。 

休憩 午前１０時１０分 

 

再開 午前１０時１２分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開します。 

  10番、藤井議員の第１問、アスド会館の売却についてを許します。 

  10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 皆様、おはようございます。 

  私は、通告しておきました１点なんですが、アスド会館について質問いたします。 

  ただ、議長、私質問に入る前に、先日伊豆新聞に、前回の臨時議会の議決に対して、町長

があれは民意を反映しているかどうかわからないというような発言をされたということに関

しまして、私は非常に不愉快なんで、これは民意を反映していないのかと、議会の多数決を
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無視するのかと、ひいては議会そのものを無視するのかということを非常に残念に思います

ので、その点について答弁でなくて抗議したいと思いますから、何かあれがありましたら。

とりあえず抗議の意を表しまして質問に入りたいと思います。 

  今回、アスド会館の売却に関して質問に移るんですが、このアスド会館というのは御存じ

のように、全電通からいただいたものでございますが、2002年でしょうか、町に移管されま

して、その間ずっと介護予防拠点施設として使ってまいりました。それが、今回売却を進め

るということで、それについては私は今回の売却に関しては、全体の売却でなくて本館とそ

の敷地だけだということにその点で非常に問題があるなというふうに思っております。 

  全体の敷地が６万4,400坪ですから、そのうちの、今回買うのがたった6,200坪、9.6％し

か買ってもらえないということで、残された土地やらそのほかの建物はどうするのかという

ことも非常に疑問に思っています。今回学校をつくるということであれば、そもそもあそこ

は労働学校ということで全電通が持っていた学校でございますから、町の発展のために役立

ててほしいということで町に譲渡されたものですから、学校をつくるという話自体は私は無

理がないかなというふうに、その趣旨に合致しているというふうに思っております。もちろ

ん若い学生が来れば町の発展になるということも重々わかっております。ですから、私は学

校建設そのものに反対しているんではなくて、この土地の譲渡問題に関して町の姿勢、売却

に関しての疑問がありますので、その点に絞ってその観点で質問したい。これまでも幾つか

話来ましたけれども、その都度私もこの話を、学校つくるのはいいことだけれども、この話

は本当なのかどうかということで質問してきたつもりです。 

  今回もそういった観点でいろいろ調べたり話を聞いたりして、あるいはインターネットを

通じた情報収集とかしてまいりまして、今回は何となくその真実味があるなと、あるいは議

会の全協にも出席してもらって学校建設にはかなり情熱もあり真実性があるなというふうに

感じております。ですから学校建設自体には反対ではない。ただ、その学校をつくるという

いい話と、それから、だからその用地を二束三文みたいな形で売っていいのかどうかという

ことに関して私は非常に疑問を持っておりますので、その点で今回の質問に入りたいと思っ

ております。 

  まず、売却の相手先はどこか。それからその利用の目的は何か。 

  それから第２点には、売却対象の範囲及びその価額、値段とその算定根拠はどうされたの

か。 

  それから町が購入した源泉の扱い、これに関してはどういうふうになるのか。 
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  それから介護予防拠点施設の今後、これについてお伺いしたいなと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第１問、アスド会館の売却については４点からの質問で、

順次お答えいたします。 

  １点目、売却相手先はどこか、その利用目的はについてですが、当該施設の売却につきま

しては、現在合意事項を確認中であることを前提にお答えいたします。相手先は静岡市の有

限会社レップジャパンという動物の輸入を主に行っている会社で、現在河津町でｉＺｏｏと

いう爬虫類専門の動物園を経営しております。利用目的につきましては、動物飼育者の育成

機関ということになっております。 

  次に、２点目の、売却対象の範囲は、その価額と算定根拠はについてですが、売却いたし

ますアスド会館本館建物延べ床面積6,929.83平方メートル及び本館敷地面積6,195.5平米と

なります。価格は1,000万円で、算定根拠としては従前の購入希望者とプール体育館を含む

施設全体を3,000万円で交渉を進めてきたことをもとといたしまして、売却対象を本館のみ

としたことよりまして、３分の１の金額としたものであります。 

  次に、３点目の、町が購入した源泉の扱いはについてですが、源泉につきましては売却対

象から外しており、相手先が本館にて使用する場合には修繕が必要となってきますが、使用

は可能としております。しかし、プール、体育館を廃止した場合、本館への温泉配湯ができ

なくなることを了承することを売却の条件として提示しております。 

  次に、４点目の、介護予防拠点施設の今後はについてですが、介護予防拠点施設につきま

しては、施設の老朽化への対応や消防設備の改善など、大規模な修繕及び維持管理に多額の

費用が発生することが予測されます。 

  今後は他の地域資源を活用した介護予防、健康増進事業に移行することとし、施設の廃止

も視野に入れて検討してまいりたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） ただいま答弁いただいたんですけれども、これ議会の全協にも出て

見えられまして、レップジャパンの社長の白輪剛史さんが見えました。私らも話伺ったりし
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まして、今回はそういう意味では何となく真実味あるなということを感じました。また、私

個人的にもこの前河津で行われました河津町の魅力とその可能性を探るなんていう会議があ

りまして、そこに白輪社長が出て、当然町の学校建設に関しても構想を述べておりました。 

  町長、今おっしゃったんですが、この話はどんな形で来られたんですか。まず、この話が

来たその由来、そういうことに関してこのどういう経過で話が進んできたのかということを、

またそれはいつごろかというふうなことです。その辺の、私どもが12月７日ですか、議会に

全協で初めてこの話来たわけですけれども、それまでにどんなふうな経過をたどってきたの

かなということがちょっと気になりますので。 

  それから、この相手のレップジャパンさん、白輪さんに決めるまでに、決めるという、ま

だ正式な決定というか売買には至っていないと思いますが、現在進行中ということだと思い

ますが、今回は随意契約でいくということになるわけですね。その点で、原則的には町有地

の売却、町有地１万9,500坪と、それから建物、現在使っているわけですから、これは非常

に重要な案件ではないかと、こういう売却に関しては。一般的には競争入札が原則でござい

ますし、それがまたこういう時代だからインターンネット等も使ったものはやらないなんて

いうふうに言っていましたけれども、本来はやるべきなんだけれども、なぜそういった手段

をとらずに随意契約でいくのかということに関しても、非常に町民の中にも疑問もあります

ので、その点に関して見解をお伺いしたい。 

  また、価格が1,000万円だということでございますけれども、これは一般的に言うと非常

に安いんじゃないかと。こんな値段でいいのかなという感じはします。これどうですか、

6,200平米ですね、約。それについて1,000万円と言いますと、本当に約2,000坪1,000万です

から随分安いなという気がするんですけれども、それにはそれなりの町の考え、町長の見解

があったんだろうと思いますので、その1,000万円の価格が果たして適正なのかどうかとい

うことに関して、町民の疑問に答えるようにひとつお願いしたいと思います。 

  今回の売却で、先ほど冒頭に申し上げたように、一番問題なのが分割の売買だと。私はそ

れは９割の敷地のうち、今回売るのは9.6％なんだ。10％に満たないと。そうしますと、後

の残った９割強、これはどうするのかと。先ほど町長はプール、体育館等々はやがて廃止だ

というふうなこともおっしゃったようですけれども、その後の土地、建物等々は結果的には

塩漬けになる。売るに売れない状態になるんではないかと思います。現実に原野も含んで非

常に広大な土地なんですけれども、町はこういうものを本当に簡単にそういうふうに塩漬け

にするような状態に追い込んでいいのか。つまり、今回の売却は、全体ありますと、いわば
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いいとこ取り、まんじゅうのあんこじゃないけれども必要なところだけ取っていくみたいな

ものなんです。そうしますと、それがあくまでも相手の都合かもしれませんけれども、やは

り町として、これは一体のものでないと困るというような形での交渉、それからやっぱり価

格に関してはもう少し検討の余地があるんじゃないかと思うんです。それは、町長繰り返し

無償譲渡でもいいんだというふうに全協なんかでもおっしゃっていましたけれども、町がそ

んなに豊かじゃないという、これ再三言っているわけですから、そんな無償譲渡でもいいな

んていう売り手が初めにそんなこと言ってしまったら、これは相手は１円でも安く買いたい

と言ってくるの当たり前なわけで、子供でもわかる話です。いかにこちらの条件を提示して

ポーカーフェイスで高く売るかというのが、やはり町長、あなたの責任じゃないでしょうか。

ですから、将来残された施設はどうするのかというふうな問題です。 

  それと、アスド会館は今回売る、売るというふうに町長がずっとおっしゃってきたのはお

荷物だと。維持管理費が年間かかってくるんだということで売り急いだ経過も一つあるんじ

ゃないかというふうに、皆さんそういうふうに思っていると思うんです。ところでアスド会

館の年間の維持管理費は幾らだとこの前聞きましたら、いいです、繰り返しませんけれども、

この前聞いたのは2,600万円だと。そのうち、ではアスド会館本館と、それからプール、体

育館とそういったものの経費の比率はどうなんだと聞きましたところ、比率というよりも額

です。そうしたら、アスド会館本館には600万円、それからプール、体育館、そのほかのも

のに関して2,000万円と、かかるんだとおっしゃいましたね。そうしますと、経費がかかる、

経費がかかるというふうに言っている本館のほうは、今回の売却によって600万円しか削減

できないわけです。後の2,000万の部分は残されるわけです。そうしたらこれはちっとも経

費の削減じゃないじゃありませんか。年間600万円くらいだったら、町長、それこそ、町長、

俺の自腹でも出してやるよぐらいの、給与半額にしてでも年間600万円ぐらいのことであれ

だけ広大なものをあれする必要はないし、これは売却する必要もないし、そういう考えはな

いのかどうか。 

  それと、最後に温泉の件おっしゃいましたけれども、これは町で2,500万で買いました。

私の記憶では2,500万ですけれども、これは市価の半額といいますか、そういうふうにして

もらったという経過で幾つかのデータがありますので、2,500万で買ったこと間違いないと

思います。そのほかに、あそこのパイプの敷地、ずっと下から持ってきているパイプの敷地

があるんですが、そこも全部買ったということで、それこそ町長がおっしゃるように3,000

万ぐらいは買っているのかもしれません。白田からアスドのプール、体育館がそういうとこ
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ろまでくる、敷地、パイプの通る面積を全部買ったというふうに買い足したわけです。です

から2,500万以上かかっていることは確かです。そういったものですので、非常にただでも

らったみたいに思うのは間違いではないか。 

  それから、もう一点、これは平成14年にいただいた後に国から１億円の補助をいただいて、

プール、体育館を介護予防拠点施設にするというふうな目的で改装等々をした経過がありま

す。今現在に年間延べ人数で１万四千数百名の方が使っているわけです。これがプールで泳

いだりいろんな元気塾とか、中でも、その１万四千何百人の中で１割方は本館のほうも使っ

ているんです。ですから、その辺の問題なんかにはやはり非常に配慮する必要があるんでは

ないかというふうに思うんで、そういう代替の施設、代替といいますか、代替施設。これに

関しては簡単に廃止するなんていうふうに言っていいのかどうか、町長の見解を伺います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 藤井議員の独壇場で。これが町民が聞いて議員全員が皆さん藤井議員

の考え方と誤解されちゃ困りますもので、まずその点言っておきます。これは、全協でやっ

た中でこの話を進めなさいよといった中で今町は進めております。その中で藤井議員をして

はそういうことを言いますと、議会全員の総意でございますもので、それこそ、総意、民意、

その中でやっているんです、この事業は。藤井議員だけ１人全協でも反対いたしましたけれ

ども、ほかの議員はほとんどの方がこれはいい話だから進めなさい、そういう中で今町は進

めております。そのことだけはまた理解していただきたい。これに関してはもう再三再四、

もう何回か藤井議員とやり合っています。もう藤井議員と私はもう全然意見が合いません。

そういう中でも何回も何回もやって、全く同じことを何回やってもこれは同じです。 

  そういう中で、私はまず第１点目、この業者とは決まったときに会っておりますもので、

その経緯はわかりません。と申しますと、私は12年、業界の人とは会いません。やっぱり私

がなったときに不祥事が起こりました。その不祥事がやっぱり業界との接触なんです。だか

らやっぱり私は基本的にはもう業界の方と会わない。そういう中で、決定したならばその原

課、また副町長から話を聞きますもので、この点に関してはどういう経過ということは私は

わかりませんもので、詳しくは。その辺は原課のほうの担当から説明いたさせます。 

  次に、公売の関係、これはもう何回もやったじゃないですか。基本的には町としては、子

供たちを呼びたい。公売だとどういう方が来るかわからないじゃないですか。そういう中で

もう何回も藤井議員とやり合っています。町はもう公売をしないでそういう若者が来る、そ

ういう人たちを呼びたい、それで公売を一切しませんよとかもう何回も言っています。それ
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は御理解願いたいと思います。 

  次に、金額です。基本的には1,000万、もう何回も議会の方たちに示しています。3,000万、

3,000万と言えば安いです。これも何回も言っているじゃないですか。これに対する今度は

改修が３億、４億かかるんです。金額的には3,000万、安いかわからない。しかし町といた

しましては、その改修を含めた中での話をしておりますもので、新聞では3,000万って出ま

したもので、実際にもう３億何千万、４億近くの金額なんです。その辺は藤井議員は3,000

万、3,000万と言いますが、一般町民がそれを誤解するんです。1,000万に関してまた言いま

すけれども、とりあえず原課は3,000万と言った中で、すぐ3,000万安いじゃないか、しかし

そのぐらいのことも言ってください。その裏にも３億、建物に対してはかかるんです。それ

を一般町民の人はわからないから3,000万は安いな、安いな、そういう風潮になりますけれ

ども、私は全協で何回もその改修を含めた中と言っているじゃないですか。そういうことも

言っていただければわかりますけれども。そういう中でやっぱり町民に誤解を生むようなこ

と、これはしてほしくないと考えております。 

  さらに、今回のそのｉＺｏｏの関係、町は当初3,000万と言いました、基本的には。プー

ルと本館、これを買ってほしいという中で。ｉＺｏｏさんはプールは使わないもので本館だ

けほしい、そういう話になりました。そういう中で、やっぱり本館で基本的には学生たちが

来ればプラスアルファの効果が上がるんです。笑っていますけれども、やっぱり町が若者が

来れば活性化するじゃないですか。それで1,000万じゃ安いとか、そんな態度ないですよ。

何しろ町の活性化のこと考えてください。それだと確かに2,000万、600万、2,600万維持管

理費。確かに600万しか経費が削減できませんけれども、これは今後またそっち考えます。

そういう中で町といたしましては、一部でいいですからそこを売って、そういう若者が来て

町が活性化して、そういう中でそこに来た学生たちも空き家のアパート借りますよとか言っ

てくれました。さらには人手不足の中にその子供たちがアルバイトして、人材が大変不足し

ております。観光関係いろんな面で。そういう方たちが不足に生かしていきますとかそうい

うことも言ってくれましたもので、そういうことを含めた中で1,000万ということでやって

おります。基本的には町の活性化のために町はやっている。そして全協で諮った中で、全協

でもいい話だから進めなさい、そういう中で町が進めていく、それだけは理解願いたいと思

います。 

  今の一般質問で藤井さんだけのこと聞くと、じゃ、議会の方がまた全員反対しているか、

そういう誤解を生みます。そういうことは、だから町も議員全員協議会の中のでこの話を進
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めなさいという中で今話を進めている、これだけは御理解願いたいと思います。それはやっ

ぱり無償譲渡の話も出ましたけれども、基本的にはやっぱり町の活性化のためなんです。や

っぱりこの町を何とかしたい、そういう気持ちだけであくまでも売却がそういう子供とかい

ろんなそういうもののために、売りたいために無償という話をしているんです。全てが無償

じゃありません。例えば介護関係、いろんなことが来ました。しかし町といたしましては、

あくまでも活性化のために若者が来る、そういうものに売却したい、そんな中でやっており

ますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  次に、健康づくりの関係、これにつきましては、町民に対しまして一切不便をかけません。

そういう方向で町は健康づくりに対しましてこれから進めていきます。例えばプールがだめ

になったとすれば、じゃ、民間のどこかにあるんじゃないかとか、そういう施策も打ちます。

もしプールがなければ、じゃ、また違う方法で原課が、じゃ、どのような方法で健康づくり

をやるか今考えております。何しろ、これを売却したことによって町民の健康づくり、これ

が後退してはならないというのが私の考えでございますもので、その辺は町民の方は不安に

思ってもらわなくて結構です。今までどおりの健康づくりはやっていく、そういう考えでご

ざいますので、御理解願いたいと思います。 

  あとは、原課から説明いたさせます。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 交渉の経緯について御説明いたします。 

  昨年の２月に前交渉先との不調が報道されまして、その報道をごらんになったｉＺｏｏの

社長さんがうちの町にお見えになりました。そのときにお話をさせていただいて御興味を持

たれましたので、その後施設を見学されて、その後現状ですぐ使うわけにいかないわけです

ので、それにかかる修繕費、それを算定したりとかいたしまして、ある程度の条件の交渉も

いたしました。それがある程度整ったところで、昨年12月の全協で皆様にお示しして御了解

をいただいたというのが経緯でございます。 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 町長が町の活性化のため、町の将来のためだということで今回決め

たんだということに関しては私も重々わかります。ですから、学校建設に反対したというこ

とは私は今まで１回もないです、そういう意味では。いい話だと。だけれども、今まではこ

の話は本当かというふうなことで調べて、結果的に前２回のものはないから今回、現在この



－24－ 

話が来ているわけでしょう。ということは、事実を持って私が調べたこと、どうも前２回は

おかしいぞと言ったことが正しいことが証明されているわけじゃないですか、町長。ですか

ら、そういう点では、今回に関しては別に私学校つくることとか町の活性化に反対したなん

てことは１回もないんです。話も聞きに行ったり何かして私もそれなりに情報集めたとさっ

きも言ったでしょう。 

  ですから、今回に関してこの話がうそとか何かではない、ただ売却に関して本当に町長が

言っているように、何回も議会に諮ったというけれどもこれはちょっと違うんです。それは

今回に関しては昨年の12月６日ですか、に出して、その次自分たち聞きました。ですから、

全然その間ないんです。２回でしょう、いわば話し聞いたのは。だから何回も、何回もとい

うのは町長誤解がされているんじゃないかと思いますけれども、私と議論したのは前２回の

売却の話の件でやっているんじゃないかと思いますけれども、今回は私どもは唐突感がある

んです。 

  今課長がおっしゃられるように、この話は昨年の２月に先方さんから電話来て、こちらに

も見えたと。現地も見学されたと。話決まった後そういう方向で買いたいという話が決まっ

たんだと。そうしますと昨年の２月です。約１年近くたって話が来たのが12月です。ですか

ら、その間議会にもっとそういうことはどうなのかということを少し話しして、討論、議論

する必要があったんじゃないですか。何で２月に話が来て、その後12月に全員協議会に諮っ

て、そこで賛成もらったからというふうにおっしゃいますけれども、そのときはもう話とし

てもうほぼこういうふうに決まりましたからとか、決まりましたというのは、個々の方に考

えておりますというふうなことを町長はおっしゃったじゃないですか。 

  それから、1,000万ということに関しては先方さんがそう言っているんだと、希望だと。

それ以外は動かないからというふうなことも副町長もおっしゃっていました。そういう金額

が、私が言っているのは先方の主導でやっているんじゃないかと。町が、これは一体でなく

ちゃ売らないとか、価格はこのくらいというふうに決めるべきであると私は思うんです、そ

ういう条件を。それを議会にいきなり出してきて、誰も藤井以外は反対しないからこれは絶

対いい話だ、議会の決定をもとに進めたというふうなことは言わないでください、これは。

ですから、上物が古い建物が建っているから安いのはわかります。更地じゃないことも。だ

から金額に関してはそういうことじゃなくて、私はその交渉の進め方とか町の財政逼迫に鑑

みてもっと努力すべきであったんではないのかと、まだ決定しているわけじゃないから努力

すべきであるというふうに私は言っているわけです。 
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  経過に関して今おっしゃられるようにわからないとおっしゃいましたけれども、課長のほ

うではちゃんと昨年の２月にテレビを見て、前の人の話がだめになったといったときにすぐ

に来たというふうに本人が言っていました、伊豆に学ぶの会議の中でも。ですから、非常に

長い期間の間、つまり、２月にそういうふうにわかって話が来たのに、12月まで議会にもど

こにも知らせなかったのは、やっぱりちょっと私どもには不満があります。いきなり出して

きてほぼここに決まっていますというのは、ちょっとこれは議会も軽視しているんじゃない

かなというふうに思います。 

  それから、温泉に関してですけれども、町長が言う現在のサービスといいますか、介護予

防、健康増進の町民が通っていることに関しては、そのまま後退をしてはならないというこ

とをおっしゃっていました。一方では、ただ施設の廃止も検討するというふうなことをおっ

しゃっています。これは一体どっちなんですか、具体的には代替施設で全部賄えるのかどう

か、現在は一番延べ人数で１万四千何百人です、これ。それが、それだけの後退しないと口

では言うのは簡単ですけれども、事実として廃止した場合には後退するんじゃないかと。 

  それから、その前に源泉は町に任されたと。いわば売らないということですから。そうし

ますと、ただこういう約束はされているんでしょうか。あそこにもちょっとありますけれど

も、お風呂があるわけです、お風呂。アスド会館の本館のほうです。そのほかどういうふう

に使っているかわかりませんが、本館にお風呂があるわけですから、120人の学生が来て教

員、職員等々も入ればかなりの人数が使うわけです。そうすると、そのこととプールの温泉

の量が、廃止までの期間もし進めるということであれば間に合うのかどうかです。実際毎分

何リットル出ているんですか、そこのあたりで多分両方には難しいんじゃないか、もしプー

ルだけならできる、あるいはこっちの温泉の本館のほうに給湯はするということであれば、

それはどっちかじゃないかと思うんです。その辺はもし下手な約束しちゃうとやはり給湯に

関しては、非常に町が負担するみたいな形になると思うんです、私は。ですから、それは給

湯するというところまで条件入れているのかどうか。 

  細かい点はそんなところですが、あとは今までどおりというようなことと、介護予防、健

康増進の政策に関しては非常に人気があるんじゃないかと思うんです。それは非常にいいこ

とだというふうに思いますので、現に町民が１万4,000人以上が使って、よそからも時々視

察に来ているなんて伺ったりもしますので、そういう中でこれは国保税も安くなる、皆さん

の健康に役立っているという点で、非常に長期的に見ればすばらしい政策じゃないかと私は

大変高く評価したんですけれども、それがやがてはどのくらいの期間かわかりませんが廃止
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するというようなこともおっしゃり、片一方では後退してはならないというふうなことも言

っているわけですから、その辺の事実として、現実として、その温泉の問題とか、それから

本館の、使っている１割は本館だというあたりをそんなに簡単に代替施設があるのかどうか、

つくるつもりなのか、その辺を伺っておきたいなというふうに思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） すみません、私は何回も何回もと言いましたもので、舌足らずですみ

ませんでした。これ以外の件で、もう何回も何回も同じようなことを質問しているから、や

りとりやっているから何回も何回もと言ったんであって、この件は確か2回でしょう。それ

はあります、その前のこともありましたもので、もう何回も何回も同じようなもうやってい

て、もう平行線なんで、それで何回も何回もと言ったことだけは御理解願いたいと思います。 

  その中で、これは相手があることですから、この本会議場で言えないこともあります、や

っぱり相手に対しても失礼だし、またいろんなこともあります。そんな中で、全協ではこの

やつで進めていいですかと言いました。決定したと私言いませんでした。こういう話、ある

程度合意いたしましたので、議会の皆さんこの話で進めていいですかといった中で、議会全

員協議会の中で議会の皆さん一人一人言いましたけれども、進めなさいという中で進めてい

きました。今のやつでいきますと、全会一致でなければ町は進めちゃいけない、そういう考

えじゃないですか。そういう考えになるじゃないですか、基本的には。町といたしましては、

ある程度、やっぱり半数以上の方がいいと言えば進めます。これを全会一致というのは、こ

れはもう絶対一歩も進まない、これが私考えております。今の藤井議員の話では、これはも

う町は一切前進できません。そういうことでやっぱり議員のですから、やっぱり民主制とい

う中でやっぱり多数決がありますもので、やっぱりそれは少数意見はすごく大事です。これ

は大事にいたしますも、それは少数意見は大事にいたしますけれども、それをうのみにして

も町は一歩も前進しませんもので、その辺は御理解願いたいと思います。町といたしまして

は、ある程度議会の半数以上の方がオッケー出せばそれは進めていきたい、そういう考えで

ございますので、御理解願いたいと思います。 

  さらに、この温泉に関しましては、ｉＺｏｏさんは、とりあえずこの温泉は使わないとい

うことを言っております。そういう中でまた使えば当然その経費の分担、これは当然やって

もらいます。しかし現状ではｉＺｏｏさんはこの本館に対しては温泉は使わない、そういう

ことを言っておりますもので、そのことは町は考えておりません。本館に関しては、それは

ｉＺｏｏさん使いたいとなれば。これは本館でしょう、本館では使わないです。しかしなが
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らｉＺｏｏさんが使うとなればそれは経費負担は当然してもらいます。ただ町が一方的に無

償で温泉をやると、これは絶対ありません。またそんな交渉をしてはならないと考えており

ますもので、使えばそれなりの経費負担はもらう、それだけは理解してもらいたい。 

  さらに、先ほど廃止と言いました。じゃ、トータル的に見てこの事業によっては、何回も

言うように、健康増進が後退してはならない、そういう考えでございますものでそれはやり

ます。しかしそれが、当然温泉、プール使った、これが一番いいです。これはこれからいろ

んなところ探します。探した中で、もしそれがなければそれにかわる健康づくり、今原課で

考えております。そういう中で一応廃止も含めた中という、廃止ということは、これを直す

とまず屋根だけで3,000万かかります。屋根で3,000万、それと先ほど言った消防施設つくっ

て何億かかるかわかりません、数億かかると私は考えております。それだけの費用対効果が

あるか。それなれば、その経費を使った中でほかでまた違う方向でやればいいんじゃないか

という中で、その廃止を含めた中で検討をするといっただけでありまして、何にしても廃止

がありきじゃありませんもので、何しろいろんな中で健康増進が後退しないような方法で地

域資源と言いました、これは民間のプールとか温泉です。それを借りられればそれでやると。

そういう中でやっぱりやっていきたいと考えておりますもので、ちょっとこれは検討させて

いただきたい。それがプールに関する健康づくりの方針でございますので、御理解願いたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 町長の考えはよくわかるんですけれども、私別に議会で全会一致で

なければこれやっちゃだめとか、そんなことは申し上げておりません。そんなふうにとられ

るのもちょっと心外ですし、そんなふうに言わないほうがいいと思います。私はそんなこと

考えておりません。多数には従います。 

  ただ、今言っているのは、売却の方法に関して、町は公有財産ですから、町長個人の財産

じゃありませんので、その辺は町民が納得いくような方法で運営してもらいたいなと。例え

ば津波のとき、この町は600軒のうちが倒壊すると言われているわけです。そういったとき

に仮設住宅は一体どこにつくるのかというふうに、これはまた問題は防災の件ですけれども、

例えばの話、アスド会館にああいう施設があれば、これはたちまち収容もできるし余分な避

難住宅なんていうのをつくらないで済むわけです。そういう面も含めて私はずっと言ってい
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ました。 

  今回、町長は1,000万は町のために、あるいは若い人がくれば町が活性するからいいんじ

ゃないかというふうにおっしゃいますけれども、上物があるから安いの当たり前みたいなふ

うに言いますけれども、前回の方、西のほうから来た方が買うと言ったときには、町は３億

円というふうに初め考えているというふうに言っているわけです。いや、これは全協に出し

てきた資料です。その中で、それから不動産価格というのは多少それは上下しますけれども、

静岡県の地価調査なんかを見ますと、逆に最近なんか上がっているくらいなんです、場所に

よっては。そういう中で、今首なんかひねっていましたけれども、町長、これは平成20年９

月18日の全協で、町側の意見として町の売却希望価額を３億円と考えている、それは決定し

たものでなく協議するというふうにおっしゃっています。ですから、３億円で町が考えてい

たものを今度1,000万でいいと、それは10年前です。2010年前、だけれども、10年たって価

値が1,000万というふうに考えるのはやはり不自然です、これはどう考えても。ですから、

そういうふうな考えで町の価値を認めてきたものを、その使用目的がいいから、学生がくれ

ば町がにぎわうからということだけで、このような非常に低価格といいますか、それで処分

していいのかどうか。これは町が非常に財政逼迫というふうに言っているわけですから、そ

の中でまだ決定ではないわけですから、大いに検討される余地があるんではないかというふ

うに思います。 

  それから、そもそも売るに当たってですけれども、アスド会館そのものは行政財産ですか、

普通財産ですか。これに関しては以前私質問したときに、繰り返しませんが、私答え言っち

ゃいますけれども、行政財産だというふうに答弁いただいた結果がございます。であれば、

行政財産は普通は売れないんです。それはいろんな手続なんかとればというふうなことのよ

うですけれども、地方自治法の238条その４項に、これはもう本当に売ることも譲渡するこ

ともできないんだというふうに書いてあるわけで、その行政財産を売るんだ、売るんだとい

う話で、先方と昨年の２月以来していたということになるわけですから、これはいろんな手

続もしなくちゃならないはずだし、非常に売るということ自体が、先方に申し上げることは

非常に尚早なわけです、時期が。そういう意味で、この法律問題に関して町は行政財産を売

るということはできるのかどうか、それをもしそうでなければ逆に先方さんにも迷惑かかる

ようなことになるわけです。ですから、それはまあ大丈夫だとか手続で何とかするなんてい

うふうな問題じゃなくて、きちんとこれは議会も通さなくちゃならないし、それなりの仕様

変更等々もしなくちゃならないわけです。それに関しては町はもう少し真剣な対応と、それ
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から議員初め町民に対する説明をしなければならないのではないかなというふうに思います。

ですから、ひとつ今言ったあたりを含めて、町長がこの任期末に大急ぎで契約なんかするこ

とのないように、ひとつよろしく御検討いただきたいなというふうに思いますので、お願い

いたします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは町の財産ですから慎重に慎重にやります。 

○１０番（藤井廣明君） お願いします。 

○町長（太田長八君） それはやります。それだけは言っておきます。 

  それで、この金額、20年前と今です。 

○１０番（藤井廣明君） 20年じゃない、10年です。 

○町長（太田長八君） 平成20年ですか。 

○１０番（藤井廣明君） いや、2002年、平成20年ですね、そうそう。 

○町長（太田長八君） だからそう言ったでしょう。平成20年からこの10年、それはいろいろ

変わっております。そのときは大学でした。遠くから来た大学。それがだめになりました。

そしてもう１点来た。 

  （発言取消のため削除） 

  そういう中で、今回1,000万というのは、やっぱりこれは全協の中で皆さんも納得した中

で今話を進めているんです。確かにその席には藤井議員は１人で反対いたしました、今のよ

うな経緯の中で。しかし、議員そういう中でこの話を進めなさいよという中で今話を進めて

いるんです。その辺は御理解願いたいと思います。 

  行政財産は原課のほうから説明いたさせます。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 確かに、藤井議員のおっしゃるように現在は行政財産でござ

いますけれども、しかるべき時期がまいりましたら普通財産に変えるために、現在の設置条

例を改正しまして普通財産に改正、それから譲渡するというような手続をとってまいります。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、藤井議員の一般質問を終結します。 

  この際、11時15分まで休憩します。 

 

休憩 午前１１時０２分 
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再開 午前１１時１５分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

  健康づくり課長より、藤井議員の一般質問の関係で発言を求められておりますので、これ

を許可します。 

  健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 先ほど質問がございましたアスド会館の温泉の揚湯につい

てですけれども、アスド会館の温泉については毎分236リットルを揚湯量としております。 

  それから、本館とプールの併用についてということで、可能かというような御質問がござ

いましたが、プールのプールサイドに設置をしております採暖槽に現在温泉も供給しており

ますが、そこの部分の使用量を考慮することによって両方で使うことは可能と考えます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１６分 

 

再開 午前１１時１６分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 先ほど藤井議員の一般質問の中で、不適切な発言がありました。藤井

議員に対しまして誹謗中傷とかそういうことを発言、これを撤回させていただきます。 

  以上です。 

 

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

 

◇ 栗 原 京 子 君 

○議長（飯田桂司君） 次に、３番、栗原議員の第１問、シルバー人材センターについてを許

します。 
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  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 皆様、こんにちは。 

  今回、通告に従いまして、３問質問をさせていただきます。 

  初めに、シルバー人材センターについてを御質問いたします。 

  高齢者の就労支援や生きがいの場づくりであるシルバー人材センターの実績と取り組みに

ついて、次の点を伺います。 

  １、主な事業内容と登録人数は。 

  ２、新しい日常生活支援総合事業の家事支援などの担い手として、シルバー人材センター

への委託を提案するがいかがか。 

  ３、そのための登録人数や事業内容の拡大を支援するお考えは。 

  以上、３つについてよろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 栗原議員の第１問、シルバー人材センターについては３点からの質問

と思っておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の主な事業内容と登録人数はについてですが、シルバー人材センターの事業

につきましては、主に草刈り業務や清掃業務及び施設の維持管理業務などとなっております。

また、登録人数につきましては、１月末現在で男性52名、女性５名の57名となっております。 

  ２点目の、新しい日常生活支援総合事業の家事支援などの担い手として、シルバー人材セ

ンターへの委託を提案するがいかがか、及び３点目の、そのための登録人数や事業内容の拡

大を支援する考えについて、関連がありますので一括してお答えいたします。 

  介護保険制度の改正によりまして、平成29年度から市町村が中心となり、地域の実情に応

じて住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実させることで、地域の支え合い体

制を推進する新しい総合事業が開始されております。当町では、改正前の基準によるサービ

スを介護事業者に提供しております。 

  今後担い手としてシルバー人材センターへの委託を提案されておりますが、高齢者の社会

参画という観点も踏まえ、規則等を整備し、委託契約をすることは可能と考えます。そのた

めの支援につきましては、研修や講習など人材育成事業が必要になると思われます。 
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  今後シルバー人材センターと協議してまいりたいと考えますので、御理解お願いします。 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。 

  シルバー人材センターですが、現在男性が52名、女性が５名の計57名が登録して活躍をし

てくださっているということで、内容としては草刈りだとか施設の維持管理が主なお仕事と

いうふうに今御答弁をいただきました。 

  今、国が推進しています地域包括ケアシステムだとか、あと子育て支援、また介護予防の

件なんかでも、これからは地域の課題は地域で解決していこうというふうな流れになりつつ

あります。地域には、産業の振興だとか子育て、また高齢者の支援などさまざまな課題があ

りますけれども、こうした課題を解決する上で地域の実情を大変よく知っているシルバー人

材センターの役割は、大変重要であるというふうに考えています。 

  シルバー人材センターが元気な退職者の受け皿となり、また現役時代の知識や経験などを

生かして活躍の場を提供することで、地域の活力が生まれてくるという効果もあるというふ

うに思います。最近の調査では、定年退職後就労を希望する人が約７割もいらっしゃるとい

うことであります。内容的には月に５万から10万の収入を希望する人が最も多いということ

でありました。そのような、元気なシニアの方々の健康維持、また孤立感の解消、生きがい

づくりの場として就業機会の拡充を図ることはとても大切であると思います。町としても積

極的にシルバー人材センターに働きかけ、サポートしていく必要があると思います。 

  先ほど、町長のほうから協議をしていくという御答弁がありました。本当にシルバー人材

センター、宝の山だというふうに考えております。まだまだ高齢者とはいえ現役に負けない

ぐらいのお元気な方もたくさんいる中で、やっぱりそういう働く場があるということは本当

に大事なことだというふうに思っています。 

  また、平成29年の４月から介護予防日常生活支援総合事業というものが始まりまして、介

護認定を受けていないけれども、町でいえばチェックリストなんかをやって生活機能が低下

していると判断された場合にだとか、介護が必要になるおそれのある人などが訪問型の生活

支援、援助などを、サービスを受けられるという事業であります。 

  既存の介護事業者がいろいろありますけれども、そこでは援助の手が細かいところまでは

なかなか人員不足で回り切れない部分もあります。そのときに地域の人たちによるサポート

が大変必要になってくるということが想定されますけれども、シルバー人材センターにその
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人員や仕事内容を拡大してもらって、例えば福祉部門のような、そういう生活援助的なもの

を手伝っている専門の部門をつくっていただいたりですとか、また女性をもうちょっと増や

して細やかな家事支援なんかもできるような部門をつくって、総合事業の担い手となってい

ただけたらというふうに考えますが、その委託なんかもこれからどういうふうに進めていく

のかを伺いたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今の栗原議員、本当大変いい提案だと考えております。そういう中で

本当このシルバー人材センター、町としても100名を目指したいんです。100名になれば一応

県からの助成がありますもので、もう再三理事長とは100名を目指して頑張りましょうと言

いますけれども、なかなか100名いかないのが現状でございます。町としてはできるだけ、

何度も言うがその100名になれば県からの受けますもので、その方向で人材確保してもやり

たいと考えております。それはまた理事長と話した中でもう何回も話した中でそういう方向

でやっていきたい。 

  さらに、女性の、今言った家事、これも大変これからもう女性もだんだん社会進出してい

かざるを得なくなりますもので、これは大変いい提案だと考えております。そういう中で、

今主にやっているのは肉体労働とかそういうやつでありまして、やっぱり筆を使ったりそう

いうやつがなかなか人が集まってこないのが現状でございます。そんな中で、今言ったよう

な、栗原さんから提案されましたこの福祉、これから益々、重要になると考えておりますも

ので、これはやっぱり原課からやっぱりどういうふうにしてこの人たちを活用するか、また

どういうような委託がいいのかということを、これは検討していきたいと思います。 

  さらに、人材育成という中で、やっぱり研修とかそれは町が積極的にやっていった中で、

こういう体制がつくれば本当町としてもありがたいし、やっぱりそういうシルバーの方の生

きがいになりますもので、それはそういうことができればその方向でいきたいと考えており

ますもので、これはちょっと検討させていただきたい。すぐ結論が出る問題ではありません

もので、またよろしくお願いいたしたい。ちょっと原課のほうで何かありましたらまた原課

に言ってもらいます。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 介護保険を担当する立場といたしまして、新しい総合事

業が始まりましてシルバー人材センターの高齢者の方々、このような方々が介護予防の訪問

のほうにお力添えをいただけるというのは大変ありがたいということに考えております。で
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すので、育成、支援等も含めた中で、また今後ともシルバー人材センターのほうと協議させ

ていただければと考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） シルバー人材センター、本当に前向きに検討してくださるということ

で、うれしいなというふうに思います。 

  厚労省のシルバー人材センターの取り組みの先進事例のほうちょっと見たんですけれども、

本当にさまざまな形で会員さんが活躍をしてくださっています。大型スーパー施設内でゼロ

歳児から３歳児の子供を預かって、シルバー人材センターの会員さんが交代でそれを運営し

て、曜日を決めて保健師さんとかが相談日を設けてそこで子育て支援をやったりですとか、

また地域でしめ縄づくりをしてそのものを販売して収入を得るですとか、また現役時代の腕

を生かしてパソコン教室とか英会話教室などのカルチャー教室を、講師側としてシルバー人

材センターの方がやってくださったりとか、あとは商店街の空き店舗を利用して常設のフリ

ーマーケットのお店を運営して、不要になった日用品とか衣料品なんかを委託販売でそこで

売ったりですとか、また耕作放棄地を使ったシルバー農園をつくって、そこで子供たちに体

験農園をさせたりとか、また町の広報紙の行政区への仕分けとか配布、いろんな形で仕事内

容というのは広がってくると思うんです。その中でも、先ほどの生活支援、総合事業に似た

ものがちょこっと手助けサービスというのをやっておるところがあって、これは１回30分で

500円だそうです。ごみ出しとか電球の交換、または買い物代行、買ってきてほしいものを、

あそこのスーパーでこれとこれを買ってきてというお手伝いですとか、そういうことをやっ

ているところもあるようであります。 

  また、地域公共交通で過疎地じゃないと適用にならなかった有償のサービスなんですけれ

ども、これ福祉のほうのあれを使えば福祉有償運送というのが適用になるということで、利

用者の方を連れて一緒に買い物に行ったりとか、銀行、病院とかにも一緒に、いろんな条件

はクリアしなければいけないんですけれども、そういうこともやることができるぞ、本当に

いろんな形で福祉の面で広がってくる、本当に楽しみな部分ではあるなと思います。 

  ただ、人数が今57名ですか、しかいなくて100名を目指したいということで、多分シルバ

ー人材センター、草刈りとかそういう植木の手入れとかやっているところというイメージが

町民の中強いと思うんです。うち、母が去年の年末に大掃除の窓拭きのお掃除のお願いをし
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ました。そしたら、初めてそういうことをやるっておっしゃって３人ぐらい来ていただいて、

女性も１人いらっしゃったんですけれども、本当にきれいにしていただいて、こんな安い値

段でやっていただいてということで大変に喜んでおりました。なので、仕事内容なんかもど

んどんアピールして皆さんの要望なんかを受けながら広げていって、そうすると、じゃ、そ

んなことだったらやりたいなという方たちもきっと増えてくるんではないかなというふうに

思います。まずは会員の増員、そして仕事の内容の拡大をまた目指してやっていっていただ

きたいと思います。 

  会員として働いている人たちの声は、年金だけでは生活がなかなかできないんですけれど

も、就業ができ大変に助かっている。また、出会いや人のつながりがあり、やりがいがあっ

て楽しい。また、感謝されることで生きがいとなっている。そして仕事をすることで規則正

しい生活ができ、体調がよくなったという方もいらっしゃるようです。また、改めて社会に

参加しているという喜びをかみしめているというふうな声もあったようであります。 

  本当にお元気なシニア世代の方々に就労の機会をつくって、また町としてもしっかりそれ

を後押しを、応援をしていけるような体制づくりを、また改めてお願いして質問を終わりた

いと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） シルバー人材の仕事内容、これやっぱりもう一度精査する意味あると

思います。今栗原議員の言ったようにこの介護関係もこれ多分ないと思うんです。ちょっと

それ吟味させた中でやっぱり業務内容としてそれを入れる、これは大変いい提案じゃないか

と考えております。これはちょっと精査させてください。 

  そして、一番いいことは、この過疎債の交通手段、これをあとは京丹後でやった、これや

っぱり過疎債を使わなければできないもので、今の栗原議員の福祉何とかというのありまし

た。これちょっと勉強させていただいて、やっぱり高齢者に対するそういう交通手段、大変

これから重要になってきますので、これはちょっと研究させて。できればこういうことが町

ができれば、やっぱり高齢者に対する大変優しいまちづくりになりそうなので、これはちょ

っとまた勉強させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、ヘルプマークについてを許します。 

  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 
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○３番（栗原京子君） 次に、ヘルプマークについて質問をいたします。 

  ヘルプマークやポスターが県のほうから配布されたようですけれども、ヘルプマークの配

布対象や周知方法についてどうお考えかよろしく御答弁お願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 栗原議員の第２問、ヘルプマークについてですが、義足や人工関節を

使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など援助や配慮を必要としてい

ることが外見からわからない方で、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせたいと希

望している方をヘルプマークの配布対象として考えております。 

  ヘルプマークの認知度を上げるため、昨年「広報ひがしいず」10月号にヘルプマーク、ヘ

ルプカードの説明や対象者及び目的を掲載したところであります。先月末に県よりポスター

などが配布されてきておりますので、町内の各団体等に協力をお願いし、公共施設、観光施

設などに掲示して啓蒙、普及活動を推進していきたいと考えております。 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

  私、前々回の９月議会でこのヘルプマークについて質問をさせていただきました。今回県

のほうからヘルプマーク20個配布があったということで、おいおいほしい希望者には全員に

行き渡るように配布をされるということで、本当に県のほうで本腰を入れてくださってあり

がたいことだなと思います。 

  さっそくこれ、本物をお借りしてきたんですけれども、この大きさなんです。ビニールと

いうかシリコンでできていまして、この裏にこの小さいメモが張れるようになっています。

これ、こっち側は書けるように紙なんですけれども、張りつけるほうの面はアルミテープに

なっていて頑丈に、丈夫にできています。ここに例えば連絡先だったり、私はこういう症状

があるけれども、こういう手助けをしてほしいということを書いたりとかができるようにな

っています。これが20個町に来たということで、どういうふうに配布をしていくのかこれか

ら楽しみなところであります。 

  また、周知方法なんですけれども、前回「広報ひがしいず」に本当に９月の議会で質問を

して、10月の広報にすぐに迅速に対応していただいて載せていただくことができました。た

だ、本当に残念だったんですけれども、その記事がとっても小っちゃい記事だったんです。
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周知が一番の目的ですので、え、これじゃ、何人がこの記事に気づくのかなというふうにち

ょっと心配にもなりました。今回ポスター等もたくさん来たようでありまして、さっそく役

場とか保健福祉センターなどに張ってあるのは私も見かけましたけれども、東伊豆は観光地

でありますので、また観光協会等にも周知をして働きかけていくということで本当にそこら

辺は大事な部分ではないかなというふうに思います。また、これ例えば区長会だったり民生

委員さんの会合だったり、また可能であれば学校、朝礼のときに先生からちょっと言うとか、

いろんな形でしつこいぐらいに、このヘルプマークについて、見かけたら何か助けが必要な

んだよというものを周知していくことはとっても大事なことではないかなと思います。地元

でいえば、やっぱり一番人が出入りする地元のスーパーですとかコンビニエンスストアなん

かにも、もしお願いして張っていただけるようであればポスターを張っていただいて、また

希望者があれば、ほしいなって思う人が自分はもらえるのかどうかというわからない人もた

くさんいると思うんです。そこら辺のまた啓蒙もあわせてお願いしたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、広報、確かに小さかった。要するに言われてすぐやったもので、

その日がもう紙面がなかったもので、とりあえず啓蒙というのはこれからどんどんやってい

きたいと考えています。 

  それから、これを聞いている人は見て、議員の方も知りました。まずは区長会の会、月１

回ありますもので、こういうことがありますものでまた皆さん知っておいてもらった上でこ

の役員の皆さんにこういうことを知らせていっていただきたい。それやっていくつもりでご

ざいますし、さらにスーパー、いろんな面でこれ、やっぱり人に優しいまちづくりやってお

りますもので、それはもういろんな面でこれは啓蒙していきたいと考えております。 

  以上、また原課のちょっとありましたらまた原課のほうに説明いたさせますけれども、町

はそういう考えでやっていきたい。 

○議長（飯田桂司君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） ヘルプマークですが、県からポスターの大きいものが５枚、

ポスターの通常のものが100枚、パンフレットが40枚、ヘルプマークが20個配布されてきて

おります。20個でもし希望者が足らなかった場合は、県の障害政策課や賀茂保健所の地域医

療課などに在庫がありますので、またそちらのほうに希望しまして対応をしていきたいと思

っております。 



－38－ 

  まずは、県より配布されましたポスターを関係団体、観光協会や商工会、ほかの団体に掲

示をお願いして、町民だけではなく観光客や宿泊客の中にも援助や配慮が必要な状況もある

と考えられますので、観光施設や観光関係者、観光従事者にもそれに対応できるように内容

を知ってもらい、啓蒙活動進めていけば、町民の認知度も理解も深まりまして、ヘルプマー

クの配布の希望者もかなり多く出てくると思いますので、御理解をお願いします。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

  いろんな場で、いろんな形でまた周知のほうをよろしくお願いいたしたいと思います。 

  東京都がこれ初めにやり始めたんですけれども、東京では認知度が70％、７割の人がこの

ヘルプマークがどういうものかというのを御存じだそうです。これから2020年オリンピック

に向けて、また観光客、海外の方、海外の方はヘルプマークはちょっとあれなんですけれど

も、たくさんの方が東伊豆にも来られることと思います。そのときにやはり東伊豆町に一人

でも多くの方が、ヘルプマークはどういうものなのか、どういうふうにしたらいいのかとい

うことを知っているということはとっても大事なことだと思いますので、ぜひ周知のほうを

積極的によろしくお願いいたしたいと思います。 

  御答弁は結構です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第３問、微量アルブミン尿検査についてを許します。 

  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 微量アルブミン尿検査についてを質問いたします。 

  日本の糖尿病患者は740万人と言われ、糖尿病性腎症から人工透析に至ることがあるため、

早期発見、早期治療が大切だが、次の点を伺います。 

  １、東伊豆町の人工透析患者数は。そのうち糖尿病性腎症の進行による透析患者の割合は。 

  ２、早期発見に有効な微量アルブミン尿検査を、特定健診の２次検診として導入を提案す

るがいかがか。 

  ３、専門医への受診や徹底した保健指導が重要と考えるが、どのように対応をしていくお

考えか、以上よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） ３問の答弁を求めます。 
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  町長。 

○町長（太田長八君） 栗原議員の第３問、微量アルブミン尿検査については３点からの質問

となっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の東伊豆町の人工透析患者数は。そのうち糖尿病性腎症の進行による透析患

者の割合についてですが、東伊豆町の人工透析患者数は２月15日現在で55人です。そのうち

糖尿病性腎症による透析と断定できる患者の割合は19人で、全体の34％となります。 

  次に、２点目の、早期発見に有効な微量アルブミン尿検査を、特定健診の２次検診として

導入を提案するがいかがかについてですが、微量のアルブミン尿検査が腎症の早期発見につ

ながるということは担当課を通じて聞いております。２次検診として導入を提案されており

ますが、現在導入されている市町では、血液検査から糖尿病が疑われる方に対し、追加検査

項目として行われているとのことです。早期発見のためには特定健診と同時検査も含め、関

係機関の対応も考慮し、検討してまいりたいと思います。 

  次に、３点目の、専門医への受診や徹底した保健指導が重要と考えるが、どのように対応

していくお考えかについてですが、２月19日に広域連携で取り組む保健事業として、賀茂地

域における住民の健康寿命の延伸と、生活の質の向上を目指す基本協定を締結いたしました。

この中で、平成30年度から賀茂圏域で実施される慢性の腎臓病の重症化予防対策があります。

協定には医師会も参加しており、今後は医師も交えた形で集中的に対応していきたいと考え

ております。 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

  糖尿病、大変珍しくない身近な病気でありますけれども、痛くもかゆくもない症状がない

ために軽く考えている方がかなりいらっしゃいます。ただし、この糖尿病、怖いのはその合

併症であります。その合併症の一つが糖尿病性の腎症であります。高血糖の状態が長く続く

と全身の動脈硬化が進行して、だんだん腎臓の機能が低下して糖尿病性の腎症という病気が

発症いたします。これが大体糖尿病の発症から10年ぐらいで腎症のほうに移行するのが一般

的な経過だそうです。腎症は自覚症状がないままにまたさらに経過をいたしまして、発見さ

れたときにはかなり進んだ状態で発見される。そのため、完治させる治療はほとんどできず、

透析の導入に至るのをおくらせる、進行をおくらせることしか治療としては手だてがなくな

ってしまいます。そして、最終的には腎不全となり透析が必要となるという経過をたどって



－40－ 

いきます。 

  ただし、この腎症ですが、ごく早い段階、尿の中に微量のアルブミンというたんぱくが出

た段階で治療を開始すれば回復が可能となります。透析患者は年々増加しております。今、

日本では25万人を超え、その40％強が糖尿病性腎症の進行による透析患者さんだというふう

に言われています。東伊豆でも透析患者が今55人いらっしゃるということで、その34％に当

たる19人の方が糖尿病性のものだということで、やはり大変にそれは嘆かわしいこと、大変

なことだなというふうに思うんですけれども、また、一方アメリカでは日本と違って糖尿病

から腎症に移行する患者は減少し始めているということであります。それに結びついたのが、

この微量アルブミン尿検査の一般化であるということでした。たんぱくの一つであるアルブ

ミンがごくわずかに尿に出る、そのときこそ早期発見による腎症治療のターニングポイント

であります。その検査を一般化したことにより、透析を減らすことに成功することができた

ようであります。 

  人工透析の導入を抑制するため、糖尿病性の腎症重症化予防事業として特定健診の２次検

査としての微量アルブミン尿検査を導入する自治体も増えてきております。血糖値が高い方

など特定健診の受診結果で早期介入が必要と思われる方に対して、微量アルブミン尿検査を

実施していくことは、町民の健康を守るためにも、医療費抑制の面からも必要だと考えます。

先ほど、広域でそういう会議があって、これから進めていく予定だということでしたが、ま

たここら辺を町からもさらに賀茂域、賀茂医師会に訴えていったらいかがかなというふうに

思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当糖尿病は合併して、本当これはその人大変いかがなもんかという

中で、今そこのアルブミンの尿検査の提案されました。それによってこの人工透析、これが

減れば大変いいことですから、これは当然今回広域で始まったその会議の中には当然町とい

たしましてこういうことは提案されたもので、これその方向でお願いしていることは提案し

ていきます。そういう中でほかの町がどんな考えするかわかりませんけれども、町としては

その方向で提案していく。 

  さらに第２点目で、２次検診という今やっているといいますけれども、これはまた医療機

関とも検討しなければなりませんもので、もしそういうことが可能ならばやっぱり糖尿病を

少しでも減らすというそういう方向であるならば、それは町としてもこれから検討していか

なければならない事項と考えておりますもので、それはまた原課と相談しながらいい方向で
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いきたい、そういうことでまず御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） よろしくお願いいたしたいと思います。 

  また、その検査とともにとっても重要なのが保健指導であると思います。専門医への受診

の奨励とか徹底した保健指導、また歯周病などの口腔衛生についても指導をあわせてやって

いくことが大事ではないかなというふうに思います。むしろ検査よりもこちらのほうが重要

かもしれません。せっかく検査で早期に見つけることができても、その後に血糖コントロー

ル、血圧コントロールとかがちゃんとできないと、やっぱりどんどん悪くなってしまいます

ので、その早く見つけて、そしてしっかりとした対処をしていくということが重要だという

ふうに考えます。その本人の、御自身の意識を変えていくこと、これがキーワードだという

ふうに思っています。何の病気でもやはり早期発見、早期治療が大切なんですけれども、や

はり本人がどれだけそれを自覚していくか、これがやはり一番重要なことです。先ほど町長

の施政方針の中でも、自分の健康は自分で守るという一文がありましたけれども、やはり自

分が、御本人がどれだけそこを意識していくか、意識改革というのは本当に必要だと思いま

す。 

  埼玉県の朝霞市というところとか和光市というところで、その意識啓発のためいろんな取

り組みをしていまして、日本人女性が一番かかると言われている、12人に１人が発症すると

言われている乳がんの検診のブレストケアグローブという乳がんグローブがあるんです。薄

いシートでミトンの形なんですけれども、自分で自己診断ができる唯一のがんが乳がんなん

ですけれども、髪の毛一本でも見つけることができる特殊な感度がよくなるグローブなんで

すけれども、それをはめて自分で検診をするという習慣、意識づけ、意識改革のために、そ

れを30歳になった女性全員に配布するという事業もやっているそうであります。これはがん

のほうのあれなんですけれども、やはり本人が病気をさせないという強く感じ、そのための

努力をしていくこと、これ血糖値のコントロールというのは本当に大変なことで、痛みもか

ゆみもないので、このつらいことをずっと続けていくというのは御本人にとっては本当につ

らいことかなとは思うんですけれども、やはり最終的に透析に至ってしまうことを考えると、

そこでしっかりと保健指導をして、何とか透析に至らないように手前で食い止めるという働

きかけはとっても大事だと思います。ぜひ、この保健指導のほうは徹底して行っていただけ
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たらなというふうに思います。 

  東伊豆町は本当に町民の健康を守るため、熱意を持ってさまざまな健康づくりまた介護予

防取り組んでいらっしゃるなというふうに常々感じております。健診内容の充実した健康に

対しての取り組みはよそから視察に来るような、そういう先進的な自治体になり得るという

ふうに私は考えております。 

  我が町の健康づくり課ならそれができるというふうに思っておりますので、その一つとし

て、今回この微量アルブミン尿検査の導入、また町民の健康を守るためのさまざまな取り組

みをこれからずっとまた続けていっていただけたらありがたいなというふうに思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、やっぱり基本的には施政方針で言った、自分の健康は自分で守

る、まずこれは基本だと考えております。そういう中で保健指導また、原課のほうからどの

ような、また、心づもりを言わせますけれども、基本的にやっぱり自分の健康は自分で守る、

そういう中でやっぱり予防が大事でございますから、その辺はまた町としても力を入れてい

きたいと考えております。 

  さらに、今また糖尿病とは違う乳がんのことが出ました。実は私も家内亡くしたもので、

亡くしたときからそのちょうどそういうような女性特有の病気でありましたもので、今、栗

原議員から簡単にそういうことができるとなれば、それはちょっと検討した中でこういうこ

とができればやっぱり大変なことですから、これはまたちょっと違う提案ですがこれもちょ

っと検討させてください。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） それでは、保健指導について少しお話をさせていただきま

す。 

  先ほど、歯周疾患、そういうものも考慮しながらというお話がございました。確かに歯科

保健対策をしながら歯科医師の先生方からお話を伺う中でも、糖尿病との関連性というよう

な形の中でいろいろお話も伺っております。今後糖尿病の重症化予防については、保健師と、

それから栄養士もペアとなった形で保健指導の強化をしていくというのがまず基本的な考え

方です。 

  それから、当然先ほどありました圏域で行う全体の考え方の中で、医師会さんにも参入し
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ていただいておりますが、歯科医師会さんにも参入をしていただいております。ですので、

今後いろいろな面で御指導をいただきながら、重症化の予防の対策についての指導ができる

かというふうに考えておりますので、御理解を願います。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、栗原議員の一般質問を終結します。 

  この際、午後１時まで休憩します。 

 

休憩 午前１１時５３分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

  先ほどの町長の藤井議員の一般質問における発言について、会議規則第64条の規定によっ

て、取り消したいとの申し出がありました。 

  お諮りします。これを許可することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。したがって、町長からの発言取り消しの申し出

を許可することに決しました。 

 

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

 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（飯田桂司君） 午前に引き続き、一般質問を行います。 

  次に６番、内山議員の第１問、福祉対策についてを許します。 

  ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） それでは私は質問についてを２つお願いしました。 

  まず第１点は、福祉対策についてということでお願いします。 

  少子高齢化に伴って、優しい社会づくりの施策が重要であります。次の点についてお伺い

いたします。 

  まず第１点は、老人福祉並びに児童福祉対策の重点事業についてお伺いします。 
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  ２点目については、ひとり親家庭等の学習支援についてお願いします。 

  ３点目については、社会福祉協議会に委託している福祉業務並びに補助の体制はどうなっ

ているか、その３点をお伺いします。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第１問、福祉対策については、３点からの質問となってお

りますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の老人福祉並びに児童福祉対策の重点事業はについてですが、老人福祉対策

の重点事業といたしましては、生きがい活動支援通所事業などに参加していただくことで、

在宅の高齢者が家に閉じこもりがちにならないよう、仲間づくりや体調の維持管理を行い、

趣味や楽しみを持ち、元気で健康に過ごしていただくことが大切であると考えております。 

  児童福祉対策の重点事業につきましては、子育て支援事業として、出生時の健やかな成長

を願い、子宝祝金を支給しており、さらに若い世代が定住し、子供を安心して産み育てる環

境を整備するため、チャイルドシートまたはベビーカーの購入に要する経費に対し、補助金

を交付しております。 

  ２点目のひとり親家庭等の学習支援についてですが、ひとり親家庭等の学習支援につきま

しては、放課後児童クラブ在籍のひとり親家庭の児童を対象として、隔週水曜日に保健福祉

センターにおいて、夕食を提供しながら学習支援を実施しており、５名の児童が利用してお

ります。 

  ３点目の社会福祉協議会に委託している福祉業務及び補助体制はについてですが、社会福

祉協議会とは、町が直接実施することが困難な障害者・児を対象とした移動支援事業や在宅

福祉サービス事業、さらには高齢者を対象とした生きがい活動支援通所事業や生活支援ヘル

パー派遣事業などの業務を委託しております。 

  また、補助体制ですが、平成25年度の事務事業レビューを受け、補助対象事業を精査し、

26年度から今年度までは、社会福祉事業で実施している収益事業を除く公益事業に対して、

事業費の２分の１を限度に補助しておりましたが、事業内容を考慮した補助金額を来年度予

算に計上しておりますので、御理解を願います。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 
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○６番（内山愼一君） 今の老人福祉について、在宅だとかそういう人たちの生きがいのある

生活というか、そういうものを重点というようなことでやっていると思います。これについ

ては、市民活動とかそういうこともあると思いますけれども、実際に保健センターのほうに

行きますと、そういうような事業をやっていることが十分わかります。 

  いずれにしても、各市町村もう40％も老人の方がいらっしゃるというか、そういう中です

から、特に私は老人福祉について力を入れていただきたいと思っています。 

  それからもう一点は、ここには書いてありませんけれども、毎回質問している老人の介護

施設だとか、あるいは特養ホーム、そういう形のものも一つは大事なのかなと。そこらが重

点事業になっていかないのかなというようなことを考えております。それは、30年度から３

カ年で第７期の介護の計画がありますけれども、その中で、実際に町長、私が特養だとか老

人ホームの云々というような話をしますと、介護保険料が値上がりして、逆に住民が困ると

いうようなこともありますけれども、実際、今回の予算の中でも、従来と同じ基本額が

4,840円というようなことで据え置いていただきましたけれども、実際今度はそれが例えば

施設をつくるような形になったとしても、いきなり倍になるというようなことはないと思う

んです。そういう意味で、私若干介護の保険料というようなことが上がるけれども、それよ

り今のニーズから考えたときには、保険料を若干上がっても、そういう施設について前向き

に取り組んでいただくことが大事なのかなと。そいう点を重点に徹していただきたいと思う

し、私前々からできれば年金で入れるような老人の介護施設だとか、そういう施設をつくっ

てあげるというようなことが、行政が携わった形の中でやっていくことが一番いいのかなと。

そういうものがモデル的になって、民間のほうにも及ぶような形があると思うんで、そうい

うことについても改めてまたお願いしたいと思っています。 

  それから、子供さんの児童福祉につては、かなり町長もしっかりやっていただきまして、

いろいろ施策を講じております。十分私も理解をしております。その中で、子宝の関係だと

か、子育ての支援の関係、それから夫婦でこちらに来るとそういう助成があるとか、そうい

うできるだけのことはやっていただいていると思っています。これらについては、逆に私も

いつも言っているように、外部の方があるいはここに住んでいる方が十分そういう施策がわ

かるような格好のポスターだとかパンフレットだとか、担当課に置くのもそうなんだけれど

も、各関係団体だとか、そういうところに置いてあって、うちの町がこういう福祉対策を、

子供さんの対策をとっていますというようなことをお知らせすることが大事なのかなと思っ

ております。ぜひお願いいたします。 
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  それから、ひとり親の家庭等の２番目の学習支援についてですけれども、これはひとり親

に限らず、生活保護を受けている方だとか、あるいは母子の家庭だけでなくて、あるいは男

性の方が子育てするようなもの、そういうことも含めて、それから生活困窮者ということも

あります。これについては、受容した学校で小学校の子供さんの修学旅行の費用を支援する

とか、あるいは教材を支援するとか、そういう形のものもあります。それに伴って、学習の

支援というようなことを中心にやっていると思っていましたけれども、実際私、先ほど町長

言ったように、隔週水曜日に開催をしているということで、昨日同僚の栗原さんが教えてい

ただきまして、保健センターで実際に５時半からやっているのを見に行ってまいりました。

その中で、一つは感じたことは、今ちょうど学校が終わって放課後児童クラブ、それが終わ

った後、５名のこの子供さんが来るということでいたんですけれども、実際にはちょっと風

邪を引いた子供があったりして、３名の子供が元気よく保健センターの会場に来まして、そ

れからすぐ勉強を始めたといいますか、自主的に勉強を始めて、それに指導するボランティ

アの方がついてやっていたわけですけれども、本当に指導者の方は自分の子供さんを見るよ

うに勉強を教えて、それから役場の担当の課長さん方も来て、実際に自分の子供とたがわな

いような格好で指導していただいて、本当にほのぼのした形が見えたわけですけれども。今

は５名ということですけれども、これにまた社会福祉協議会のほうでも同じような形をやっ

ているというようなことを承っております。それは、町のほうもそうですけれども、最近モ

デル事業として社会福祉協議会のほうも始まって、こちらのほうは中心的には夏休みだとか、

冬休みの期間に同じような子供さんを学習支援というか、そういうものを保健センターとか

会場を借りてやっているわけですけれども、これについては、実際の支援者というのは、教

員のＯＢの方がついて学習を中心にやっているということでお聞きしております。先ほど述

べた役場のほうの関係は、実際に指導員の人にといいますか、ボランティアの方に聞いたら、

学習支援が中心というから、むしろ居場所というか、居場所を設けて、それから家族的な格

好の中でお世話をさせてもらっていますよということでありました。 

  そういう中で、私ここで言いたいのは、今どちらも役場のほうの関係と、それから社協の

関係については、県の補助金がついてやっているわけですけれども、部署が違って、厚生労

働省とか、あるいは文科省のものが携わり縦割りになっているんです。そういうことはあり

ますけれども、実際現場では同じような形の学習指導というようなことをしておるもんです

から、できればこれを県のほうにも働きかけをして、実際にそういう皆さんが同じような格

好でできる、補助金の絡みがありますけれども、継続をして拡大ができるような格好、そう
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いうものをできれば考えていったらどうかと思っていますけれども、これらについてのこと

もまたちょっとお伺いします。 

  それから、３点目の社会福祉協議会に委託している事業についてお聞きしたわけですけれ

ども、それらについては障害者とか、あるいは高齢者、それからその人たちの生活の支援だ

とか、そういう形のものが中心ということがありますけれども、従来は介護の関係だとか中

心だったと思うんですけれども、だんだん移り変わって、今私が言ったような障害だとか高

齢者の関係、それから生活支援者のことに移ったと思うんですけれども、そこの中で、いず

れにしても社会福祉協議会に委託している事業というようなことについては、民間の企業が

できないような形、そういうものが中心だと思っているわけです。役場でどうしても携わら

なきゃならないというか、一番底の皆さんというか、一番弱者の皆さんを救済されるような

形だと思うんですから、そういう意味で、補助体制というか、町長、先ほど改善をしたとい

うようなことがありました、確かに。私も従来、福祉の関係の委員にいたときには、補助金

がなかなか少なくて、従来、町長が言ったように、要望する半分を原則的な格好の中で補助

してきたというようなことですけれども、今は改善して町長から厳密に、実際に必要なもの

はやるような形に考慮してくれるというようなことで、本当にこれは安心したわけです。と

いうのは、従来社会福祉協議会のほうでも、積立金が4,000万程度あったのが、今もう半分

程度しかありません。そういうことで、私も心配をして、この席で一度そういうことを問わ

なきゃいけないのかなと。実際に人件費も出てこないような体制がこの数年の中で送れるの

かな、そういうことの中で、できれば補助金についての体制を整えていっていただきたいと

いうふうなことのお話をしようと思ったんですけれども、今、町長から答弁があったように、

そういう形が実際にあったというようなことで、本当にありがたいことだと思っています。

ぜひ、一番役場のほうで補い切れない形ですけれども、底辺の方の、一番弱者の方の救済で

すから、できれば業務に支障がないだけの補助金を十分にあげてやって、人件費が滞りなく

いけるような格好のことでお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点目は、高齢者の福祉関係、老人対策、これはやっぱり事業計

画が30年から３カ年、もうこれは計画決まっております。その中でまた高齢者がどんどん増

えていく中では、一般の町民からもそういう声を聞きますもんで、また３年後にはどのよう

な形で人口形態がなっているか、そういうことを考慮した中で、またそういう高齢者たちが

安心して暮らす、そういうようなまちづくりをしていきたいと考えておりますので、今後３
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年間も計画ができておりますので、この計画に沿ってやりますけれども、その後の３年間は

やっぱりこの町の人口形態を考えた中で介護保険計画、これをやっていきたいと考えており

ますので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに子供の関係、これは児童福祉対策、これはやっぱり子供は何回も言うように町の宝

であります。子供たちが安心して住める、そういうふうなまちづくりをしていきたいと思い

ます。これは子供だけではありません。やっぱり子供を育てる親たち、これも大変重要にな

ってきますもんで、この児童福祉対策はその一連と考えております。やっぱり若い親たちプ

ラス子供たちが安心して暮らせる、またそういうまちづくりをやっていきたいと考えており

ますので、御理解願いたいと思います。 

  次に、２点目のひとり親、これに関しましては言ったように社会福祉協議会とも役場、こ

れをやっている中で、出どころのお金がやっぱりちょっと省庁で違うらしいですから、これ

はやっぱり縦割りはおかしいです。同じような事業ですから、これは一貫して出るような方

向で、これは国・県のほうに東伊豆町だけやってもしょうがないですから、県の町長会、町

村会、それを通じた中で、そういう方向で補助金が出るような方向をやっていきたいと考え

ております。 

  次に、社協の問題ですけれども、本当に社協の皆さん苦労してやっている中で、今まで町

の要望等の中でやっていて、大分経営が厳しくなってきました。その中で、今回ある程度の

条件をのんだ中で補助金出しましたけれども、まだまだ厳しかったならば、一応また９月で

対応させていただきますという中で、やっぱり社協が成り立つような方向で検討しておりま

すもんで、その辺は御理解願いたいと思います。やっぱりそれは、年金とかいろんな面で３

年以上検討させてください。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 今の老人の関係も、きめ細かくやっていただいている工程は本当にあ

りがたいと思っています。私が何度も言うように、今、３年のまた経過する中ということが

ありますけれども、何度も言っているように、年金で入れるような介護施設だとか、あるい

は老人ホームということについては、頭の隅にできるだけ置いていただいて、やっぱりこれ

は結構ニーズが多いものですから、ぜひお願いしたいと思っています。 

  それから、ひとり親の関係ですけれども、これについては、先ほど県のほうの部署が違う



－49－ 

ということのお話をしました。実際にいきなり連携するということはなかなか大変だと思っ

ていますけれども、社協のほうでやっている関係については、東伊豆町と河津町と合同で一

緒にやっているということですけれども、これが小学校の４年生から中学校３年生までの方

にですよね。役場のほうは今の小学生の子供さん、そういう格好でいろんな違いがあります。

社協のほうとしても、これから小学校だとか中学校についても、そういう県に働きかけして

やっていきたいということもあります。現在は対象者が東伊豆町では16名の児童があるそう

です。これについては、先ほど言ったように、28年からモデル的な格好でやって、29年の９

月から始めたそうです。実際に夏休み期間が12日、それから冬休みが４日、先ほど言ったよ

うにこれをできれば拡充していただいてやっていくような格好になればと思っています。そ

れで、それについては今、県の補助金が役場のほうも、それから社協についても約50万ずつ

ぐらい両方のついているわけですけれども、若干これを拡大する上で、そういう助成もでき

得れば考えていただいて、ほかの市町村に負けないような先進的な取り組みをぜひしていた

だきたいと思っています。 

  それから、やはりこれはボランティアの関係だとか、役場の関係、ボランティアというこ

とですけれども、これらについても、十分また費用弁償だとかそういうものも考えてやると

か、それから昨日たまたま私出かけて行ったときに、夕食をつくっていただいて、夕食もご

ちそうになったんです。近隣の人だとかあるいは気持ちのある人が、お野菜だとかいろんな

ほかのものを提供してくれるようなこともあります。ぜひそういう中でも、民間の各企業だ

とか、あるいは商工会なんかでもそうだと思いますけれども、備蓄している食料だとかそう

いうものがあると思うんです。それがもう間もなく期限が切れるとか、そういうものがあっ

たら、できれば今のひとり親の学習支援のときに、夕食だとか現在出しております。そうい

うことで賞味期限のものを提供してくれるようなことについても、ぜひ役場のほうからお願

いして、民間の方にも話をしていただいて、食料の確保もしていただくようなことも考えて

いただきたいと思っています。 

  同じように社協についても、今、支援をする人たちは教員のＯＢの方だそうです。実際の

現役の皆さんは、自分たちの学校の中でいろいろ働きが今過剰だとかということであります

から、教員のＯＢの方が率先してやってくれるそうです。これも安い日当でやっているよう

なものですから、できるだけこういうものの形も整えていただいたり、それから本当にこれ

はまた行政のほうでＰＲしていただいて、実際に子供さんについては、社協の関係でははっ

きり何か事故があると困るもんで、車で送り迎えをしているそうなんです。そういうことも
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含めて、まだボランティアの人だとか、あるいはそういう人たちも重要になってくると思う

んですけれども、ぜひそういう支援をお願いしていきたいと思っています。だから、拡充の

関係と、それから今やっていること、まだ先駆的なことだからなかなかあれですけれども、

できるだけ御面倒見てやって、軌道に乗せるようなことを行政としても十分やっていただき

たいと思っています。 

  そんな形で、あとは先ほどの補助体制というか、業務についても実際、社会福祉協議会の

ほうでは、介護は従来主体であって、それは極端に言うともうけ口と言っていますか、そう

いう形があったわけですけれども、実際に甘いところというのは民間の皆さんが十分充実し

てやっていただいて、逆に社協のほうについては、そこのところ脅かされて実際その収入が

なくなったというようなことも現実なんです。そういう点で、その辺のフォローをぜひ行政

のほうにしていただきたいということが３点目の私のお願いとして、これについての御回答

をお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 全てこれやれば、本当にすばらしい。やっぱり施政方針で言いました。

税収がだんだん減っていく中で、よりよいことをやんなけきゃならない。そのためには、町

が税収を上げる何かをやんなきゃいけないんです。やっぱり税収を上げる施策をして、それ

によって税収を上げて、その上がった分をそちらに回す。やっぱりこれからはそういうこと

をしなければ、自治体がお金を稼ぐんじゃないですけど、稼ぐ方法で広告をやりましたけれ

ども、やっぱりうちの町みたいなところは、横浜では結構広告収入が入りました、しかしな

がら、うちの町は広告収入やっても来ませんでした。やっぱり小さな自治体はそれは無理で

すから、ある程度町民が所得が上がったり、そういう施策をして税収を上げて、税収を上げ

た中でこれらの施策をやっていく、やっぱりそれが理想だと考えておりますもんで、やっぱ

り全てやりたい事業でございますけれども、財源が限られております。そういうわけで、町

がなるべく税収が上がる、そういうような施策をとった中で、こういう施策、今提案されま

したもので大変いい施策で、そういう中で、税収が上がった中でまたいろいろ一つ一つそれ

を解決していきたい、そういう考えでございますので、御理解願いたいと思います。 

  食料の関係、これはまたちゃんと言いますけれども、一応社会福祉協議会のほうでそうい

う事業をやっております。各町で賞味期限のちょっと前に何かやってくれないかということ

で提案されておりますもんで、またその一部をこっちに回してもいいのかなと考えておりま

すもんで、それはちょっと研究させていただきたいと思います。 
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  社協の補助金の関係、本当に内部留保がなかなか介護でもうけとかどんどんつぎ込んでき

ましたもんで、内部留保がやっぱり退職金か何かのお金を二千何百万、これを積まなければ

ならないと、そういうふうに監査で指摘されておりますもんで、その辺をもう考慮した中で、

今回ある程度上げた中で、またそれで無理だったならば、９月の補正で考えますと言ってい

ますので、やっぱり社協の生きる道をまた町も支援していきたい、そう考えておりますもん

で、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、ユニバーサルデザインのまちづくりについてを許しま

す。 

  ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） ２点目についてお願いします。 

  ユニバーサルデザインのまちづくりについてということで、人に優しいユニバーサルデザ

インのまちづくりを、町長掲げてきたんですけれども、余り進展をしていないように見受け

られますけれども、どのような指導をしてきたのか、その辺についてお伺いいたします。こ

れは、ハードの面もソフトの面も含めて答えられる範囲でよろしくお願いします。 

  まず、第１点目については、公共施設等のユニバーサルデザインへの取り組みについては

どうしてきたのかどうか。 

  それから第２点目は、民間施設へのユニバーサルデザインへの取り組みについてどうなっ

ているのかどうか。 

  それから３点目は、観光客に対するユニバーサルデザインの取り組みについて。 

  それから４点目には、これ民間のほうでと言っても、実際には半公共的なものだと思いま

すけれども、伊豆急稲取駅のエレベーターとか、あるいはエスカレーターについての設置に

ついてはどうしているのかどうか、その辺についてお伺いします。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第２問、ユニバーサルデザインのまちづくりについては、

４点からの質問ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の公共施設等のユニバーサルデザイン・バリアフリー化の取り組みはについてです
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が、ユニバーサルデザインは、全ての人が暮らしやすい、訪れやすいようなまちづくり、物

づくり、環境づくりを行うということと理解しております。 

  公共施設に関しましては、ユニバーサルデザインの概念が根づく前に建設されたものがほ

とんどでありますが、庁舎におきましては段差の解消や多目的トイレへの改修などを行い、

図書館や保健福祉施設についても同様の配慮を行っております。 

  次に、２点目の民間施設等へのユニバーサルデザイン・バリアフリー化の対応についてで

すが、民間施設においてもユニバーサルデザインの思想が浸透し始めており、宿泊施設にお

いてもバリアフリーに基づいた改修をしている施設が増えておりますが、何分にもこの改修

工事には費用負担が伴うため、十分に普及しているとは言えない状況であると思います。そ

れを補うため、ソフトの面の対応を観光協会や商工会を通じて、経営者への啓発や社員教育

等の実施を働きかけてきたところであります。町内には外出が困難な方の支援を行う団体も

生まれております。また、住居については、介護保険にてバリアフリー化の補助制度もあり

ますので、さらに周知を図っていきたいと考えております。 

  次に、３点目の観光客に対するユニバーサルデザイン・バリアフリーへの取り組みはにつ

いてですが、町では観光施設の新たな整備に関しては、ユニバーサルデザインに配慮した設

計を取り入れております。最近では細野高原と稲取高原親水広場のトイレ新設について、ユ

ニバーサルデザインの考え方に基づいた整備を実施しました。 

  今後の課題といたしましては、過去に整備された観光トイレの洋式化や段差の解消等のバ

リアフリー化に取り組む必要があると考えております。 

  次に、４点目の伊豆急稲取駅のエレベーター、エスカレーターの設置についてですが、こ

れは以前から一般質問でも何度かお答えさせていただいているところですが、観光客だけで

なく町民の重要な移動手段である公共交通機関として、稲取駅の現状は改善の余地があると

認識しております。伊豆急行に対しても、再三再四エレベーターの設置等について要望をし

ているところでございますが、限られた財源の中、電車の安全運行に直接関係のあるトンネ

ルや橋梁などの老朽化対策や耐震補強工事を優先しているとのことです。しかし、伊豆急行

としても稲取駅の改修については、その必要性は十分に認識しているとのことですので、町

としては今後も粘り強く要望をしていきたいと考えております。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） まず公共施設について、今、町長言われたように、私も見たとおり、
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庁舎あるいは保健センター、図書館については、それなりの格好のハード面についてもやっ

てあります。それについては、従来一番やっぱりそこが基本ですから、そこのとこから始ま

ってほかのところに普及するということであります。 

  それから、あとは道路についても、従来から段差があるとか、例えば目が見えない方だと

か、あと年をとってなかなかあるところ、そういう人たちの段差の部分の格差というか、そ

ういうものをやっていただきたいということで、まだまだ町の中見ていても、そういうとこ

ろがまだ残っているところもあります。そういうところについても、ぜひ取り組みをしてい

ただきたいと思っております。 

  もう一つは、公共施設にたがわず、ソフトの面というのは、やっぱり町長掲げているよう

に人に優しいというか、そういうものは言葉をかけるとかそういうことも大事だし、それか

ら実際に今の段差が取り外されたって、通行ができるようなことがあっても、例えば役場の

入り口に荷物があるとかそうなると、そういう障害になるわけです。あるいは同じように、

民間の施設でも商店なんかでも、商店の通路にそういうものがあったり、荷物があったりで

すとか、あるいはドアがあけにくいとかそういう形のものもあれば、そういうことも含めて

やはり直して、ただ段差だとかエレベーターつくれとかそういうことではなくて、やはり年

をとったり、あるいは目が見えないとか耳が聞こえないとか、そういう皆さんに、できるだ

け快適に過ごせるような形のものをつくっていかなきゃいけないと思うんです。そういうこ

との中で、やっぱり今もう一つは、公共施設の中で、町が責任もってお貸ししている町営住

宅あたりも、本当に従来のつくりでドアのあけ閉めだとか、あるいはもう相当稲取のあたり

を見ても古くなっちゃっているんです。そういう点で、もう少し快適な形をつくるとか、あ

るいは実際に町営住宅の場合は、１階の人は別にしても、２階、３階以上の人については、

もう体が不自由だったり、あるいは老齢化すると、なかなか大変なところがあります。もし

そういうものを改修するときは、そういうことの配慮といいますか、エレベーターをつける

とか、それから部屋へ入っても風呂まで段差がなくて、風呂場だとかトイレまで行けるよう

な形のものを考えてやるというようなことも、一つは民間のものをできるだけ促進していく

上では、町営住宅あたりが一番モデル的にしていただいて、相当古いですから、そういう中

で、修理するときはぜひそういう手すりだとかそういうことを含めて、町営住宅あたりにつ

いても十分やっていただいたらどうかなと思っています。 

  それから、一般住宅については、町長申し上げたように、自治体に住宅のリフォーム、観

光課のほうの所管でやっているものと、それから福祉対策の中でやっているものがあります。



－54－ 

これらの拡充しながら、できるだけ不自由がないような格好のものをやっていただきたいと

思いますし、できるだけ福祉の関係と、今の経済促進と一緒の格好の中でやるような形のも

のもお願いをしていきたいと思っています。 

  それから、ちょっとすぐに頭にないかわかりませんけれども、公共のトイレについても、

中には入りにくいというか、そういうところも実際にあります。そういうところも一度点検

をして、地元の住民の皆さん、あるいは観光のお客さんが来るところについては、特にそう

いう形のものを考えてあげるような格好にしていただければなと思っています。 

  それから、観光客に対するユニバーサルデザインの取り組み方ということですけれども、

これは次のその伊豆急の関係もそうなんですけれども、ハードの面は各事業所の中でも結構

やってくれているところもあると思うんです。そういう中で、もう一つは観光客が例えば駅

に着いたときに、役場のほうに電話すれば、そういう観光の案内をしてくれる、体が不自由

だとか、あるいは目が見えないとか、あるいは耳が聞こえないとか、そういう人に対応がで

きるような形のものを役場の部署の中にでもできれば設けてもらうような形ができればと思

っていますけれども、これはすぐにはできませんけれども、観光客が来たときに、例えば駅

には車椅子用のタクシーがあったり、それから案内する観光のトラベルヘルパーといいます

か、そういう人たちを充実させるために、そういうものの育成を町で図っていくようなこと

も含めて考えていただければと思っています。 

  あとは旅館だとか、私前から言っているように、全部の事業所がユニバーサルデザインの

様式にするということは無理だと思っています。そういう中で、例えば商店が100軒あれば、

100軒のうちの10店についてはそういうユニバーサルデザインの施しをするような格好の中

で、町が助成をしてそういうものをつくっていく、あるいは旅館の場合なんかでも、２階、

３階だということが無理かわかりませんけれども、せめて１階の部分をそういうユニバーサ

ルデザインの形を整えて、そういうところが50軒の旅館のうちに５軒とかそういうものがあ

るような形の指導をできるだけして、ほかの町と違った形でいろんな人に、町長、優しい町

をつくっていきたいということですから、できればそういう形のものを町が助成の事業とし

てやっても、これを例えば商店も飲食店もあるいは旅館だとかそういうものがそういうもの

の様式に改修することによって、経済的な需要が起こるわけです。あるいは町営住宅につい

ても一般住宅についてもそうなんですけれども、そういうことでユニバーサルデザインの様

式に直すことによって、相当な経済効果が見込めます。そういう点では、補助する、あるい

は助成するということの考え方をして、促進することによって、人に優しい町ができるし、
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あるいは町の経済的な潤いが出てくるようなことも考えております。そういう点でぜひ、そ

の辺の取り組みについてをよろしくお願いしたいと思っています。 

  それから、伊豆急の稲取駅については、正直、伊豆急の沿線で一番不自由しているのは稲

取の駅しかないんです。ほかの皆さんも、私も何度か伊豆急についてのエレベーターを云々

ということの話をしますけれども、実際にこれだけお客さんが40万人も来る中で、駅にエレ

ベーターがない、あるいはエレベーターなくてもリフト的な格好でも構いませんけれども、

そういうものがないというのは、この沿線では稲取の駅ぐらいしかないと思うんです。そう

いうことで、町長も盛んに伊豆急さんにお話しているというんですけれども、伊豆急さんの

どうしたらできるかということをまた改めて聞いていただいて、実際ほかのところでは取り

組みに電車の運賃にエレベーターつくるとか、あるいはエスカレーターつけるような費用を

乗客に負担してもらうような形をとる鉄道会社もあります。伊豆急の場合は、ちょっと私も

この間、伊東から稲取まで乗ってきたときに、1,080円というからそんな大きな電車賃取ら

れたもんで、ちょっと驚いてしまって、車で行けばガソリン代だから幾らかかるからという

ような関係ですから。伊豆急の場合は運賃に上乗せすることができないと思いますけれども、

できれば町のほうも伊豆急の要望というかそういうものを聞いてあげて、実際にこの町に80

万からの人間が来ていて、電車に乗る人が半分としても、そういうふうな責任があると思う

んです。町にも責任があるし、それから伊豆急にも当然責任を持っていただかなければいけ

ないと思うんです。そういう中で、できるだけそういう含みを持たせて交渉していただいて、

できるだけ早くにやっていただけるような格好にしてもらいたいと思うんです。そういうふ

うなことをまとめる場所が、今まだ町の行政の中の体制にはなかなかできていないと思うん

です。できればそういうことを官民挙げてやる上で、役場のほうの担当課がしっかり、ボラ

ンティア課でも、あるいはユニバーサルデザイン課でもいいですから、そういう部署を設け

ていろんな官民挙げてやっていく上で民間への指導、それから行革団体だとか学校だとか、

そういうものに普及していくために、そういう組織といいますか、役場でユニバーサルデザ

イン課だとかそういうものをつくって、そういう官民の連携、それから理念の啓発だとか、

あるいは講習会だとか研修会だとか、あるいはワークショップだとか、そういうものをやり

ながらそういう優しい町に、人に優しい、環境に優しいまちづくりをぜひ目指していただき

たいと思っています。そういう点で、そういう組織を町が率先してやっていただいて、各業

界とも連携しながらやれるような組織づくりをぜひお願いしたいと思いますけれども、よろ

しくお願いします。 
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○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 内山議員のは本当に理想でございまして、本当に財源があれば幾らで

も全てやりたい事業でございます。 

  そういう中で、まず１点、道路の関係のユニバーサル、またはバリアフリー化、これはも

う自分がなってからこの町を歩いた中で、やっぱりその必要性は感じており、これは財源が

すごいかかります。そういう中で、徐々にこうやっていくことは考えておりますけれども、

ただしその前に、自分はやっぱり挨拶運動がまず先だと思うんです。挨拶運動した中で、や

っぱりこの町来てもみんな町民が挨拶していい町だなということはまず第一にやった中で、

その次には当然バリアフリーと考えなければならないと考えておりますけれども、まず挨拶

をして、この町はなんてすばらしい町だということで、よそから来た人、またはそういう町

にしていきたいとまず考えておりますので御理解願いたい。これはやらないということでは

ありません。今後またやっていく、それはやっぱり金がかかりますもんで、税収を上げなけ

ればいけないんです、基本的には町が。やっぱり歳出が増える一方で歳入はどんどん減るん

ですから、この歳入を増やす方向、やっぱりそれを町の為政者としてこれはやらなきゃなら

ないことと考えておりますので、またその辺は議会の皆さん方に御理解願った中でやってい

きたいと考えております。 

  さらに、町営住宅に関しましては、やっぱりこれは本当に古い施設でございます。その中

で私も今回行かせてもらった中で、やっぱりできれば老齢者の方はできるだけ低層階、１階

か２階、そういうふうなことをやっております。またそういうふうなことをやった中で、当

然エレベーターとか大変いいことで、これも大分費用がかかりますもんで、まずは高齢者を

低層階に住まわせて、そして部屋が空きましたら、当然部屋が改装いたしますもんで、それ

に対しましてバリアフリー、段差のないこと、これは当然やっていかなきゃならないと考え

ております。また今後そうやっていきたいと思います。 

  新年度、熱川の町営住宅、手すりを設けてやります。稲取のほうはやっておりますもんで、

熱川地区においてはその外階段に対しましては手すりをやった中、なるべくけがをしないよ

うな方向でやっていきたいと考えております。やっぱり町営住宅、本当にもう古い施設でご

ざいますもんで、できるだけそういうことができれば、そのほうによってだんだんやってい

きたいと考えております。 

  さらにトイレに関しまして、ちょっと場所がわかりませんもんで、またそういう場所がこ

ういう苦情を聞くよと、そういうことを行って見させていただいた中で、対応できればそれ
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は対応していきたいと考えております。 

  さらに課の設置に関しては、それがユニバーサル課だけでいいのか、またいろんな面とか、

これは検討課題とさせていただきたいと思います。 

  さらに稲取駅に関しましても、どうも町、これは協会もやっている、それで今度は議会か

らも一応そういう声をまた届けていただければ大変ありがたいと思います。とりあえず伊豆

急のほうもこの稲取駅のこのことは十分認識しております。私も再三再四この稲取駅の乗降

客はもう、河津はもう桜祭りはすごい集中するけれども、通年を通じてやればもう下田、伊

豆高原、うちだよということは何回も言っております。それなのでもう伊豆急行さんの社長

もその辺は十分認識しておりますもんで、今度は議会からもそういう要望出していただいた

中で、議会の方も社長に会った中で、今の現状を言っていただければ大変ありがたいと思い

ます。やっぱり一番はそういうユニバーサル化であります。要するに改札口を車椅子が通れ

ないと、そういう問題もあります。私は再三言っているんですが、この稲取駅がよくならな

い限り、町としても責任を持って、エージェントとかそういうところにこの稲取に来てくれ

ということは言えないということを再三再四言っておりますもんで、伊豆急行さんのほうは

もうそういう認識は十分持っておりますもんで、今度は議会のほうからもそういう要望書を

出していった中で、また当然民間のほうもそういう気持ちがありますもんで、東伊豆町一致

団結した中で、この稲取駅の改修をやっていきたいと考えておりますもんで、また御協力を

よろしくお願いいたしたいと思います。 

  トラベルヘルパーの関係です。これ本当に仕事があればいいんです、本当は。なかなかト

ラベルヘルパーさん本当この町立ち上げたので頑張っております。今回も新しくトラベルヘ

ルパーの養成の方を地域おこし協力隊で１人採用する予定でございますもんで、できるだけ

そういう方たちが仕事ができる、そういう環境をつくった中で、やっぱり東伊豆町行けばい

ろんな介護とかそういうことが安心して旅行できるよという、そういうイメージは植えつけ

ていきたい、そう考えております。 

  以上です。 

（「組織、組織」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 課に関しましては、今後検討させてくださいということは答弁いたし

ました。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 
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（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 町長、私も町長言うように、挨拶が一番先というようなことが十分理

解できます。そういう点で、本当にちょっとしたことなんだけれども、この間まで伊豆急か

ら来ると、子供の絵があってここへ車とめちゃだめだよ、そういうことだけでも違うんです。

だから私が言うのは、いきなりハードのものを全部やるということはできませんから、今の

町長の挨拶運動もそうだし、それから商店であれば、例えば自分の通り道に荷物を置かない

とか、そういうものを配慮するとか、そういうことも含めてどこかが指導していかないとな

かなかできないんです。そういう中で、挨拶運動とか始まってちょっとした工夫の中で、人

に優しいまちづくりということもできると思うんですから、そういう点をぜひお願いします。 

  それから、伊豆急の関係についても、本来は何か今の駅前のそこをやらないでエレベータ

ーもつくりたいようなことも、江戸城の築城石の云々とか、私も一つは初めにそんなことを

言ったもんで責任ありますけれども、伊豆急さんもその当時どうしようかということもあっ

たようなんです。今の築城石のものをやるとか、やんないでエレベーターやるとかというこ

ともありましたけれども、そういうことも十分わかりますから、ぜひまたそういうことも含

めて御指導してもらって、今度は駅前のタクシーについても、今まで町からそういうふうな

御指導というかそういうものしていかなかったと思うんです。できれば車椅子のタクシーだ

とかそういうものを１台あることによって、すぐに大きな需要があるかどうかはわかりませ

んけれども、交通機関としてやっていく中で、そういうものが定着していれば、それもビジ

ネスになるんじゃないかということも含めて、御指導していただくような格好にして、そう

いうことを指導していく上で担当課をつくって、各団体だとかあるいは小中学校だとかそう

いうものを含めた格好の中で、そういうものがどんどん進んでいくような組織づくりをして、

人に優しいまちづくりをぜひ目指してもらいたいと思っています。よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） とりあえず、本当にその課の設置、この辺はちょっと検討させてくだ

さい。それがいいかどうかわかりません。 

  それから子供のやつ、あれは商工会の青年部がやってくれたんです。やっぱり子供たちに

対して優しくしようという中で、商工会の青年部がそういうものを各ところにやった中で、

子供たちの交通事故を防ごう、そういうことをやっていただきました。これは大変ありがた

いことでございます。そういうので、やっぱり基本的には挨拶やった中で、内山議員が言っ

たようなことをいろいろやっていく、やっぱりその荷物のことも一つそうです。例えば役場
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の中でそういうところがあったならば、指摘していただければすぐ対応いたします。基本的

には商店とかそうなってくると、やっぱりある程度商工会とか、基本的にはそっちの団体が

メーンになった中でやるのが筋じゃないかと私は考えておりますもんで、役場庁舎内にもし

そういうところがあったならば、言っていただければ即座にそれは対応していきたい、そう

考えております。 

  車椅子のタクシー、これも基本的には町が持つと相当お金がかかります。もうかれば民間

はやるんですよ。やっぱりもうからないというのはなかなかやらない、そういう中で町はど

ういうふうに対応していくか、これはまた考えていきますけれども、やっぱり車椅子をやっ

た中で、１日１人が来るとか、そのときはじゃレンタルしたらどうかとか、そういう常時置

くというかいろんな面でそれは考えた中で、やっぱり車椅子はそういうことで対応していき

たいと考えておりますもんで、今、内山議員からいろいろそういう質問を投げかけられた中

で、今後町としての対応、これをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたした

いと思います。 

○議長（飯田桂司君） 以上で内山議員の一般質問を終結します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時５４分 

 

再開 午後 ２時００分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 笠 井 政 明 君 

○議長（飯田桂司君） 次に、１番、笠井議員の第１問、地域おこし協力隊についてを許しま

す。 

  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 皆さん、こんにちは。 
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  事前に通告したとおり、今回２件、一般質問都合させてもらっていますので、１つずつお

願いいたします。 

  まず、地域おこし協力隊についてお伺いをいたします。 

  来年度で私たち町も３年目となるわけですけれども、その点で以下の点をお伺いをいたし

ます。 

  来年度は２名の募集ということですが、今まで初年度、昨年度と今年度と、一応３名ずつ

だったものを２名にした理由は何かございますかということです。 

  あと２つ目、来年度はトラベルヘルパー業務、あとロケ誘致にそれぞれ１名ということで

募集がなされていますが、この方々の３年後の目標、ここに関してちょっと教えてください。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 笠井議員の第１問、地域おこし協力隊については２点からの質問です

ので、順次お答えいたします。 

  １点目の来年度は２名募集ということだが、１名減にした理由は何かについてですが、地

域おこし協力隊の採用に関しては、力を入れたいまちづくりの部門に必要な活力を外部から

導入するという目的で必要な人材を募集しております。そのため、平成28年度には農業振興、

空き家対策の推進及び観光振興で３名、平成29年度は漁業振興、実践農業研修及び観光振興

の３名となったわけですが、来年度につきましては必要な分野がトラベルヘルパー業務及び

ロケ支援の業務であることにより、２名の募集となりました。特に定員があるわけではあり

ませんので、御理解をお願いいたします。 

  次に２点目の、来年度はトラベルヘルパー業務、ロケ誘致にそれぞれ１名ということだが、

３年後の目標値はどのようになっているかについてですが、任期終了の３年後にどのような

形で自立していくのかという目標についてお答えいたします。 

  トラベルヘルパーにつきましては、町内で既に法人化し活動を続けている団体において３

年間研修し、資格を取得した上で実地体験を重ね、ゆくゆくはこの組織の後継者として事業

を継続してくれることを期待しております。 

  ロケ支援につきましては、３年の間に実際の業務を通じて、さまざまな業界関係者との人

脈を築いて、さらに多くのロケを誘致することを望んでおります。任期終了後は、ロケ・コ

ーディネーターという立場で自立することも可能と聞いております。またその先は、東伊豆
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町だけにとどまらず、この地域でのフィルムコミッションの設立・運営まで手がけてくれれ

ばと願っております。 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 答弁ありがとうございます。 

  地域おこし協力隊に関しては、町長の説明があったとおりで、まちづくりに必要な人材を

３年間入れて、町の問題点というのと、外部から来た方々の知識とか経験値で解決し、かつ

この地域に根づいていただいて、今後この町の活性化だったりとか変化を求めるようなこと

を期待して行っている事業だと思っております。 

  来年度に関しましては、トラベルヘルパー業務、ロケ支援ということで、２番目の部分に

もかぶってきますけれども、３年後の目標というのも今聞かせていただきました。私が２名

になったところで１名減した理由は、町長は必要な人材が来年度は２名で確保ができるとい

うことであったんですけれども、これは私からの提案ですけれども、今まで初年度及び29年

度、30年度というところで、確かに全て業務が違うんですけれども、例えば29年度の天草業

務、この業務を復活させたいということで１名、今、活動していただいておりますが、長い

目で見ていくと、このチームが例えば１名で復活ができるかというお話になってくると、な

かなか厳しいというところで、私が３年目に見て思ったところで言うと、こういうところに

もう１名追加をするだとか、初年度から空き家対策だったりとか、地域おこしというか地域

の活性化と観光業務というところで、ちょっと１人では厳しいかなというところに、もう１

人同じようなことで入れて２名体制にするとかということで、３名体制を築いていくとかと

いう形は考えはなかったかというのがお伺いをしたいと思います。 

  ３年後の目標値に関してですが、先ほど町長トラベルヘルパー、内山議員の中でも少し触

れておりましたが、実際問題、今、法人化して民間で営業をしておりますが、なかなかそれ

１本で仕事が回っていない現状は御存じだと思います。もともとこのトラベルヘルパーとい

うものは、町長御存じのとおり、この東伊豆町が行政主体で行ってきた業務であったと思い

ます。このトラベルヘルパーを育成して行っていたと思います。それを２年とかだったと思

いますが、私が議員になる前ですので、ちょっとごめんなさい、定かではないのですが、観

光協会の中の一部という位置づけだったと思いますが、受け入れをしていくというところで

行っていたんですが、あるときから町のほうは育成支援をやめてしまって、トラベルヘルパ

ー業務というのがその当初いた代表の方が民間で今やっているのが経緯だと思います。今ま
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で観光課が育ててきて、独立を促してしていただいたのか、それとも町はもう民間に投げた

ので、今回手入れをするというのが、ちょっと僕の中では疑問になっているんです。後継者

をつくるというのは、民間の方々が後継者をつくればよくて、町が地域おこし協力隊として

なぜこの１名を入れるのか。トラベルヘルパーの方々から要請があったのかどうか、ここを

お伺いしたいと思います。 

  もう一つ、ロケ誘致の件に関してもそうなんですけれども、今現状は観光課の担当職員が

行っていますが、まずここに３年間置いていただいて、下積みじゃないですけれども、支援

をしていくと。３年後、ロケのコーディネーターだったりとかフィルムコミッションを行っ

ていくっていうところなんですけれども、実際３年後、その方々がロケコーディネーターに

なったときに、町としてはどのように後ろ盾をしていくのか、フィルムコミッションを設立

するのに民間の方が独立をして、町はどのように連携をして情報発信をしていく、ロケ誘致

をしていく、そういう目標があるかを教えてください。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） とりあえず、２名今回、その中でトラベルヘルパーに関して、これは

基本的には最初町がやりましても、基本的には独立してくださいという中でやっておりまし

た。そういう中で、町といたしましては３年たった後に、事務所としてアスド会館をやりま

した。そしてその後は、けやき公園である程度助けました。それは不満かわかりませんけれ

ども、ある程度財政的援助はしたつもりでございます。基本的には町といたしましては、そ

ういう時代の要請があった中で、県からもありましたもんで、その立ち上げた中でゆくゆく

は民間が独立してやっていく、そして３年たった中でなかなか厳しいもんで、事務所はアス

ド会館を貸しました。その後は今度はけやき公園で指定管理という中で、ある程度財政支援

をしてきたのが現状でございますけれども、それがお金が少ないとかそういうことを言って

いるようではございません。町といたしましてはそういう支援をした中でいって、独立して

いっていただきたい、そういうことでございます。 

  今回は、一応県のほうからの要請がありまして、せっかくトラベルヘルパーというものを

やったもんで、後継的なものをつくったらどうかという中で、今回地域おこし協力隊でトラ

ベルヘルパー、これを募集したというのが、トラベルヘルパーに関してはそういうことでご

ざいます。 

  次に、ロケ地に関しましては、基本的に本当今職員が１人で対応しております。これはも

う過労の限界でございます、本当に。これを何とかしてやりたいという中で、今回地域おこ
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し協力隊でロケ支援の補助、これを募集しました。果たして来てくれるかどうかわかりませ

んけれども、今そういう募集をしているところでございます。何しろロケ支援、本当に熱海

の方もそうで、東伊豆町すごいねということを副市長言います。この観光に対するロケ誘致、

マスコミ対するあれは大変すごいですねと、熱海市は褒めてくれます。それだけ職員は頑張

っております。その職員の頑張りに対して、やっぱり１人でやっているのは町としては何と

かしてその方に補助するような形での地域おこし協力隊を今募集しているところでございま

す。何しろ、地域おこし協力隊の最終的な目的というのは、起業することでございます。基

本的にはこの町でやって、この町に定住していただいた中で、それが地域おこし協力隊の目

標でございますもので、その中でこの方も頑張ってくれると考えておりますし、その中で当

然３年間やったらロケ誘致の事業を生かした中で、当然それは町との連携もあるでしょう、

そういう中で。そういう中でまたフィルムコミッショナーというのも立ち上げたり、伊豆全

体のこの仕事をやっていただけば、町は大変頼もしく思いますもので、そういう人が来るこ

とを期待しているところでございます。 

  今回なぜ２名になったかということは、基本的には漁業関係、これはまた若い女の子がや

っているんです、今現に。そういう中で、今、福祉協議会で人を雇ったり、そういう女性も

いますもんで、その方が来ればいいんじゃないかという中で、ということは地域おこし協力

隊、特別交付税でくるんです。本当に特別交付税出る、本当にこんなこと言ったらおかしい

けれど、特別交付税とはどこに入ったかわかりませんもんで、そういうわけで、多分入って

くると思いますよ、しかし今回は北陸のほうがすごい大雪なもんで、財政から本当にくるの

かどうか、その辺わかりません。やっぱり財源がちゃんとしていればいいんですけれども、

そういう特別交付税の中で算入されるということは、町も大変不安ですし、それで今回３名

の中で農業者もちょっと自分は１人しかいなかったもんで、地域おこしで一応やりたいと考

えている、それは農家のほうが既に農協さんのほうからしても、そういう人材を得たという

中で、それは必要ないでしょうということを言われたもんで、今回は２名になったというの

が現状でございます。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 地域おこしのトラベルヘルパーに関しては、過去のいきさつは私も調

べてきてはおります。確かに去年の３月あたりに、静岡県の土屋副知事が非常にこういうバ
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リアフリー旅行等々に興味を持って、トラベルヘルパーセンターのほうへ副知事みずから話

をお伺いに行っているというお話も聞いております。そこから、町のほうにということでや

っていくという中で、昨年６月ぐらいに、県の観光政策課から町のほうへ話を聞きたいとい

うことでお伺いがあったかと思います。その際に、トラベルヘルパーの代表も同席をして、

課長と観光協会長とその辺の説明はしているかと思います。 

  確かに若い方々がほしいよというお話はあったということも聞いております。その中で、

今、町長は県のほうからの要請もあったから今年はするよということを言われましたが、地

域おこし協力隊、３年間この町でお預かりします。先ほど最初にも述べましたが、トラベル

ヘルパー業務というものに関して言うと、今仕事自体は年間で数えるぐらいしかないんです。

その方３年間来たときに、実地が数限られているわけです。じゃ、空いた時間、町は何をし

ていただきましょう。この方々３年後に先ほど言ったように、トラベルヘルパーの後継者に

なるという形でなるということで、町の成果目標は後継者をつくって、その方が独立をして

いただかなきゃいけないんですよね。でも、今現状で言うと、トラベルヘルパーセンターの

業務というのは年間に数えるぐらいしかない。当然なんですけれども、１人生活ができるか

できないかというレベルだと思います。じゃ、町としてその３年間トラベルヘルパーセンタ

ーをどのようにしていくのか。その方が３年後、どうやって生活ができるようにしていくの

か。じゃ、観光協会で何かをするのか、東伊豆町の観光として、これを使って何をするんで

しょうか。町長、そこの３年後の目標を教えてください。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まずはトラベルヘルパー、これは大変県のほうが今後の旅行形態とし

ていいというので、私も詳しくは分からないけれど、県のほうの要請があったという中で、

今回トラベルヘルパーの募集したんだとこれは思います。そんな中、トラベルヘルパーさん

はそれだけでは食えません。そういう中で、将来的にはシェアハウスをやりたいと言ってい

ます。これは兼用できます。トラベルヘルパーとシェアハウス、これをやりたいと言ってお

りますもんで、私はトラベルヘルパーだけではそれは大変厳しいと考えておりますので、彼

女はその空き家を使った中で、シェアハウスをやりたいという希望もありますもんで、そう

いう中で、やっぱりこの空き家対策いろんな面で、やっぱりトラベルヘルパープラスそうい

うことをやってもらう。トラベルヘルパーでは本当に食えませんもんで、そういう兼業をや

っていただいたほうが、うちの町としても大変ありがたいということでございますもんで、

トラベルヘルパーの後継者プラスまちづくりの中で、そういうこともやっていく、そういう
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中で３年後の目標はと、これは５年後になるかわかりません。やっぱりこの町に住んでいた

だくことが一番でございますもんで、その中でこの４年、５年、そういうことができれば私

はいいんじゃないかと考えておりますので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  町の観光はどうかと、基本的にはヘルパーさんの本当労力はすごい使います。だから高い

のはわかります。やっぱりある程度金額的な面もすごいこれは高いですよ、はっきり言って。

それはわかるけれども、労力あれだけ使うんだから、それに対する、労働に対する対価、こ

れは当然でございますから、その辺はまた一般の介護に携わっている人がわかっていただけ

れば、私は今後そういう業種は増えてくるのではないかと考えておりますもんで、その辺は

御理解願いたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） ありがとうございます。 

  今民間がやっていることだというところもあるんですけれども、３年間この地域おこし協

力隊でトラベルヘルパー業務で養成するんであれば、町として観光の受け入れのところに、

全てにおいてトラベルヘルパー、確かに料金は高いです、介護保険がきかないですから物す

ごく高いと思います。ただ、この世の中に必ずニーズは物すごくあるんです。ただ、その情

報がやはり今このトラベルヘルパーというのが、全国的にもまだまだ認知度が低いだけなん

です。この町で、それを一番最初に行政主導でやったという強みはあるはずなんです。なの

で、要は地域おこし協力隊の人が３年間で業務がない中で、資格は取れると思います。ただ、

その後シェアハウスだとか、どうかという話もそうなんですけれども、資格取ってやっぱり

帰られちゃったら、何の意味もなくなっちゃうんです。だから、その人たちがトラベルヘル

パーでちゃんとやっていけるように、側面からでも、例えばお金を出してくださいという話

ではないですよ、例えば観光協会の宿泊とかの、観光協会にも連絡きますよね、こういうと

ころないですか、ああいうところないですかと、こういう人たちが行きたいですよといった

ときに、必ずそういうものがありますよと、簡単な話、料金ぐらいのご案内だったりとか、

できるような体制をしたりとかしていただいたほうがいいと思いますし、当然町としても、

バックアップしていますよというのを前面にアピールしていただいて、介護旅行来るんだっ

たら東伊豆町だと、もう要は連れて来るだけで、お金はかかるけれども、あなたたち何もし

なくてもいいよぐらいの、要はアピールというのを町長、やっぱり担当課長、していってい

ただかないと、やはり僕が心配しているのは、この人がせっかく応募してくれて、来年度か
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ら始めて、３年間でこんなはずじゃなかっただと思われちゃうのが一番怖いので、その辺の

部分で何とか町としてバックアップをしていただきたいというお願いをして、質問を終わら

せてもらいます。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然この辺は、町の観光協会と私は連携が必要なものだと考えており

ます。もし連携していなければ、それは当然連携しなければならない事業ということです。 

  町のホームページで、トラベルヘルパーはありますよ。町は一応そこのチェックしてリン

クして飛ぶかどうかわかりませんけれども、町といたしましては、トラベルヘルパーという

中でリンクできるようになっておりますので、町といたしましてこれ本当先駆的な事業でご

ざいますから、東伊豆町行くとなったらトラベルヘルパーさんがいて、その介護をしても安

心して、また十分楽しめる観光ができるということは、これは当然ＰＲしなければ町として

もいけませんし、その辺は十分対応していきたいと考えております。せっかくトラベルヘル

パーさんがこの地域おこし協力隊に来ていただけますもんで、そのトラベルヘルパーさんが

３年後この町に住んで、トラベルヘルパーだけでは最初大変厳しいかわかりませんもんで、

兼業の中でシェアハウスやって、その中でトラベルヘルパーさんで多少仕事ができるような、

そういう環境づくりは町としてもやっていきたいし、それは観光協会と十分話した中で、ト

ラベルヘルパーの存在は知らしめていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、東伊豆町子ども・子育て支援事業計画についてを許し

ます。 

  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） そうしましたら、２つ目の質問に移りたいと思います。 

  東伊豆町子ども・子育て支援事業計画についてお伺いをいたします。 

  平成27年３月に策定された東伊豆町子ども・子育て支援事業計画について、以下の点をお

伺いをいたします。 

  約３年たちますけれども、今までの計画の進捗具合と今後の計画予定を教えてください。 

  ２つ目、計画の進行管理については、ＰＤＣＡサイクルで見直しを行っていくとされてい

ますが、今まで計画のチェック、見直しはどのように行われてきたのか教えてください。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 
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  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 笠井議員の第２問、東伊豆町子ども・子育て支援事業計画については、

２点からの質問となっておりますが、１点目の、策定されて約３年たちますが、今までの計

画進捗具合と計画予定は及び２点目の、計画の進行管理については、ＰＤＣＡサイクルで見

直しを行っていくとされていますが、計画のチェック見直しはどのように行われているかに

ついては関連がありますので、一括してお答えいたします。 

  平成27年３月に策定されました子ども・子育て支援事業計画につきましては、平成31年度

までの５年間を期間と定め事業を進めており、施設型給付の幼稚園・保育園、地域型保育給

付の家庭的保育、新たにこの１月より小規模保育園が加わり、町内の保育等を必要とする乳

幼児期などの受け入れ体制の拡充を推進しております。 

  また、地域子ども・子育て支援事業では、放課後児童クラブを運営し、昨年４月からはフ

ァミリーサポートセンター事業を実施しており、子育て支援事業の充実に取り組んでいると

ころでございます。 

  計画策定から３年目を迎え、中間年に当たる昨年11月に児童環境づくり推進委員会を開催

いたしました。見込み量と実績を確認したところ、想定以上に少子化が進んだこと等により、

委員会の承認を得て、今後の計画予定見込み数の見直しを行いましたので、御理解を願いま

す。 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 答弁ありがとうございます。 

  一応いろんな事業というのは、当然27年の策定以降、小規模保育だったりとかファミリー

サポート、町長が言ったように新しいものもできております。ただ先ほど町長が言われまし

たが、昨年11月３年目を迎えるのに当たり見直しを図ったという形なんですけれども、見直

しのサイクルはそう考えると、５年間のうちの２年半で１回見直して、そこからやり直すと

いう計画でもともと進んでいたんでしょうかというのが１つです。 

  私から考えると、基本的には１年ごと年度締めて、どうだったかどうじゃなかったかとい

うのが、ごめんなさい、僕の考え方のチェック、ＰＤＣＡでやるんであればそのようなフレ

キシブルにいかなければ、やはりチェックする意味がないし、方向性が変わっていかないと

いうところが、私個人の考えではあります。なので、ちょっと今11月にというのが、その前
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がなかったのかなというのがあって、ちょっとびっくりはしております。 

  これに関して、当然なんですけれども、毎年出生率の人数が出ていますから、昨年11月に

会議をやって思ったほど進行しているというのは、びっくりする数字ではないかと思います

が、かなりこの小規模保育だったりとかオープンさせていますけれども、当初予定より人数

の確保というのはちょっと少なかったのかなというのが、オープンして思っているところで

ございますが、私この件に関しては昨年も一般質問させていただいていますが、人数が減っ

ていく中で、あの建物自体は必要なんですかというところで、町長の答弁の中では人数が増

えてきますと、子供の人数が増えていくので、これからは必要なんですということで御答弁

いただいたと思っております。ただ最近見る限り、この１年、２年で増えていくということ

はないんですけれども、どうもちょっと増える気配はないのかなと。最近町長の答弁の中で、

ちょろちょろと出てくるのが、人数が厳しくなってくるから、今後幼稚園と保育園の統合を

考えなきゃいかん、去年僕の答弁のときには、子供が増えるからあの施設は必要だと言って

いたのが、今年になったらいやいや人数が減っていくから統合しなきゃいかんから、考えな

きゃいけないよというのがこの１年間でも変わっているんです。なのに、先ほど言ったよう

に、この計画に関しては２年半で１回しかチェックをしていない。ここに関して、町長はど

のように考えているか教えてください。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） これに関しては、多分私のちょっと指導不足と考えております。基本

的にはＰＤＣＡサイクル、これは１年で必ず見直さなければいけない、これがＰＤＣＡのサ

イクルです。しかしながら、今までの役場の中で、５年であればその中間年で大体見直しを

していたんです。その今回計画の中で、一応３年、ちょうど中間年を迎えたから、その見直

しをしたという中でやって、これはちょっと私がもう少し指導やればよかった。ＰＤＣＡサ

イクルというのは、笠井議員が言ったようなそういうことでございますもんで、笠井議員は

そう思って当然でございます。そういう中で、やっぱりこれからはこういうことは行政職員

も私も頭を変えて、今までは５年で中間年で見直しをしたけれども、やっぱり毎年毎年これ

は見直さなければならない。そういう考えをまた職員に徹底した中で、これはやっていきた

いと考えております。 

  それと、あとは小規模保育、基本的には待機児童だとかそういう人を出したくない中で、

今回小規模やりました。やっぱり向こうの保育園に入れない子がこっちに来ているんです。

そういう中で、やっぱりそういう子供たちが、親が困っておりますもんで、そういう人たち
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を助けるために、やっぱりその若いお母さんたちが働けるためにそこをつくったんです。確

かに定員は満たないと思いますけれども、それをつくったことによって、お母さんたちは助

かっております。その辺のまた現状も考慮していただきたいと思います。 

  そういう意味では、本当子供が少なくなっておりますから、幼保の一元化、どっちかに行

かなければならない、これも喫緊の課題です。それは当然そのときもありました。しかしな

がら、そのときはやっぱり待機児童じゃないと、そういう子供たちがいて働けない親がいる

もんで、その必要性は十分私わかりましたもんで、やっぱり若いお母さん、お父さんたちが

働ける、そういう環境をつくらなければならない中での小規模保育園を建設したというのが

実情でございまして、それは御理解願いたいと思います。 

  そういう中で、本当に子供たちが少なくなっていく中で、これは競い合って幼稚園・保育

園やった中で経営がどうかというのは、やっぱり多くの子供たちが一緒のところでこのそう

いう保育をやるのが一番いいと考えておりますもんで、それは早急にある程度自分の中で結

論を出したい、そういう考えでございます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） ありがとうございます。 

  当然働ける環境をつくっていただくというのは、やはり子育てに今の御時世ですから、な

かなか１回やめてしまうと、キャリア、特に女性の方が復帰をするというのはまた難しいと

ころもあります。特に都会であればそういうのもしっかりしている部分もありますけれども、

やはりこの地域であると、なかなかそこの部分というのがまだまだできていない部分だと思

います。 

  待機児童を減らすというのは必要なことだと思います。それでつくりましたよということ

なんですけれども、昨年の質問でも僕言わせていただきましたけれども、物をつくってどう

こうするというのは、結局数年後たったら人数が減っていく中で、キャパシティーとしては

空いてきますよという提案を去年させていただいたと思います。ただ、そこの中での答弁が、

町長増えるよと言ったことなので、増える施策を打って出ると思っていたんですが、この１

年間で減っていくから統合していくよという方向に変わりました。この１年間でも町長の考

え方が変わるわけです。その中で先ほど言ったように、この計画に関して、中間年の２年半

で１回見直しをする、ＰＤＣＡなんていう言葉をこの中で書かないほうがいいですよ、そう
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いうのであれば。今、町の計画の中には、いろいろＰＤＣＡと出てくるものがあります。当

然なんですけれども、単年度の予算でやっていますし、当然その辺に対しての目標値と結果

というのがはっきり出ていますよね。それに関して毎年チェックをしなければ、当然なんで

すけれども、修正なんかできないです。５年後になったら手を打たなきゃと言っても、やっ

ぱり傷がでかくなっちゃうと思うんです。なので、こういうふうにＰＤＣＡと平成27年３月

に策定しているんであれば、それは町長のチェック不足だというところありますけれども、

この計画を立てた担当課だったりとか、引き継いだ担当課も、申しわけないけど悪いと思い

ます。とりあえずこれはもう町長、ここの計画がずれずれになっているという形になってく

ると、ここに沿った子育て支援事業というのが、果たして正解かどうかという話が出てきま

す。 

  僕の中で言うと、もうこの目まぐるしく出生の人数ががくんと三十人台に落ちた中では、

早急に計画の見直しをして、平成31年にはなっていますけれども、じゃ31年の目標値を変更

するとかいうようなかじ取りを、早目にしていかなければだめじゃないですかということを

言わせていただきたいと思います。 

  先ほど言ったように、本当に１年で町長の考え方が変わってしまうぐらい町が変化をして

いるので、こういうもの、例えばファミリーサポート事業とかもやっていただきましたけれ

ども、実際問題効果としてはちょっと薄いかなというのが実際の問題だと思います。であれ

ば、このファミリーサポート事業をどうやって継続するのか、それとも保育園が今、例えば

今後減っていけば定員があいてくるので、じゃそこで一時受け入れをする方向に振るのか、

どういうふうにするのかというのを早目に手を打っていくことによって、そこに係る事業予

算というのは削れるはずなんです。なので、私が言いたいのは、スピードを持ってこういう

ふうに、せっかく計画としてはＰＤＣＡという形でチェックをして考えて、もう一回プラン

を練ってというサイクルでやっていきますよということであれば、そこは最低限守んなきゃ

いけないですよねということで、子育て支援に関しては、今後スピードを持って、かつ人口

をこれ以上減らさないような方向性でスピードを持ってやらなきゃいけないので、今後町と

してこういうふうに計画を立てているので、なるべく人数を減らさないようにやっていく努

力をしていただいて、当然協力ができるところは議会サイドも協力をしていきますので、ぜ

ひお願いしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） このＰＤＣＡサイクル、これはもう地方創生で必ずうたわれたことで
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ございます。地方創生の中で、国のほうで予算要求したとき、このＰＤＣＡサイクル、これ

やらなきゃもう予算はあげませんという中でやった中で、まだちょっとその辺が本当に私の

指導力不足でございまして、当然ちょっと５年の中で通常の３年でやった。しかしこれから

は笠井議員が言ったように毎年やった中でいかねばなと考えておりますので、それは今後指

導していきたいと考えております。 

  さらに、ファミリーサポートセンター、子供がだんだん減っていくからまた見直す、当然

見直しをしますが、やっぱりその事業があるからこそ、また子供の減少の仕方も少なくなっ

ていく、そういうことも考えられます。内容は精査いたします。しかし名前としては、やっ

ぱりそういうこともやっていかなければ、子供がどんどん減少していくということは確実で

ございますもんで、それはまた御理解い願いたいと思います。 

  さらに、今度は小規模保育も、これは役に立たなくない、せっかく建てたんだから、やっ

ぱり有効活用、そういう中で、この今後子供が少なくなった中で、じゃ、そこをどのように

活用するか、これは当然考えていきます。やっぱり当然そっちを建てるときも、一応いろん

なことも考えた中で建て、これはもう使わないということではなくて、やっぱり有効活用し

た中で子供たちのこと、子育て支援やっていきたいと考えておりますもんで、それはまたい

ろいろ、また皆さん方に考えを示した中でこれをやっていきたい、そう考えております。 

  ＰＤＣＡサイクルというのは、基本的には地方創生の中でもこれをやんなければならない

という中で、ＰＤＣＡサイクル、これは一般の方はみんな知っていますよ。これをやんなけ

ればもう予算もとれない、やっぱり１年間に１回、必ず検証しなさいよという中でやってお

りますので、これは徹底した中で今度は職員の指導はしていきたい、そう考えますので、よ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 今、ＰＤＣＡサイクルで見直しをというお話だったんです

けれども、年ごとに計画数と実績数値のチェックは担当のほうで行っております。大幅に数

値が増減している項目につきましては、実数に基づきまして見直しを中間年に当たる29年度

の児童環境づくり推進委員会で審議して、30年度と31年度の計画数を変更しております。 

  見直す内容なんですけれども、学校教育、保育料の見込み、提供体制の確保の内容を30年、

幼稚園を利用する子供の見込み数を、当初の計画では１号、幼稚園を利用する子供ですね、

のほかに、２号に教育として３歳から５歳の保育の必要性のある子供であるが、幼稚園を希
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望する子供の項目がありました。その数が81人とありましたので、それを見直しまして、実

績に基づいて１号の幼稚園見込み数へ統合しております。 

  30年度は32人から105人に大幅に増えております。31年度も同様に、１号の幼稚園利用見

込み数を32人から101人に見直しております。 

  また、１号の各内容につきましては、30年、31年ともに５年平均の幼稚園の園児の数値で

119人に見直しております。 

  また、30年度の２号の保育園等利用見込みの３歳から５歳児につきましては、当初計画の

保育は必要だが幼稚園を希望する81人の見込み数が１号のほうに移行したため、３歳から５

歳の保育園利用見込み数を69人に見直しております。 

  また、30年度の３号のゼロ歳児から２歳児の保育園等の利用見込み数は、少子化の影響で、

34人が10人に見直し、１歳児、２歳児は50人から49人に見直しております。31年度も２号の

３歳から５歳児の保育園等の利用見込み数を保育が必要だが幼稚園の利用を希望する子供が、

３歳から５歳児で80人の数を１号に移行したために、67人に見直しております。３号の保育

園等の利用見込みのゼロ歳児34人から10人、１、２歳児を49人から40人に見直しております。 

  また、30年、31年の確保の内容につきましては、２号、３号は認定保育園と認可外保育園、

小規模保育園、保育ママの定数の合計135人で見直しております。 

  また、放課後児童クラブにつきましては、30年、31年の利用見込みを実績に基づいた数44

人に見直しております。 

  幼稚園以外の一時預かり事業は、現時点で稲取保育園が定員を超えて運営を行っている状

況でありますので、保育士数も足りないような状況となっていますので、現在実施する予定

はありませんので、723人をゼロ人に改めております。 

  また、ファミリーサポートセンター事業につきましては、30、31年とも利用の見込み26人

を５人に見直し…… 

○議長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時４０分 

 

再開 午後 ２時４０分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 



－73－ 

  以上で笠井議員の一般質問を終結します。 

  この際、２時55分まで休憩します。 

 

休憩 午後 ２時４０分 

 

再開 午後 ２時５５分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 西 塚 孝 男 君 

○議長（飯田桂司君） 次に、５番、西塚議員の第１問、人口減少と観光客が減っていく中で、

町の対応はについてを許します。 

  ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） こんにちは。 

  私の質問は１問です。けれども、これからのまちづくりに大切なことだと思っております。 

  人口減少と観光客が減っていく中での町の対応は。 

  年間300人ぐらいの人口が減少している中で、町の施設は人口１万8,000人、観光客160万

人が来ても対応できるような施設になっているが、次の点を伺う。 

  ①水道業務の取り組みは。 

  よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 西塚議員の第１問、人口減少と観光客が減っていく中で、町の対応は

についての水道事業の取り組みはについてですが、人口減少や節水型社会への移行による水

道料金収入の減少と、施設の老朽化に伴う更新需要の増大が見込まれる中、水道事業の見直

し、また抜本的な改革の検討を行うことが必要であります。 
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  現在、資産管理を中心としたアセットマネジメント計画を策定中であり、また平成30年度

には施設整備基本計画、水道ビジョン、経営戦略を策定する予定です。これらの計画が将来

にわたって住民サービスを提供していくことが可能になるよう、取り組んでまいりたいと考

えております。 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 町長、私はこのような質問をするのは、この前河津町の議員研修の中

で土屋副知事さんが、このままでいると東伊豆町の水道料は10年で10倍になるんじゃないか

というようなお話をされました。自分もそうだなという中で、いわゆる今、町長が30年には

営業戦略、水道のビジョンを立てると言っていますけれども、人口の減り方、それと観光客

の減り方が著しいわけです。その中で、今持っている水道の施設をどのように変えていくか

という中での取り組みは、今、水道はいわゆる７月、８月、その忙しいときに合わせている

と思うんです。町長が先ほどの答弁の中にも水余り現象ができていると、それで経済が、営

業が減っているという中で、やっぱり自分はその中で研修の中でも土屋副知事が言っていま

した、いわゆる河津町は非常に水をこぼしていると言ったらおかしいですけれども、余らせ

ていると。そういう中でちょっと聞いたんですけれども、我が町は河津町との本管がつなが

っているんじゃないかと。そういう中で、いわゆる忙しいときとかというのは対応できるの

かと。いつも最高の水準に合わせるんじゃなくて、いわゆる70％ぐらいに合わせて、足りな

いときに河津町からもらうとかというような考えはないですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず先般言ったように人口減少、観光客が減っていくということで、

やっぱり平成30年そういう計画をつくります。当然その中で、西塚議員言ったことも考慮し

ていく中で、やっぱり維持管理が大変白田浄水場抱えている中で、今、井戸を掘った中で維

持管理をかからないような方向で検討しておりますもんで、その中で今後水道事業に関しま

しては、平成30年度に基本計画水道ビジョン経営戦略ができますもんで、またそのとき審議

していただきたいと考えております。 

  河津との接点、これはなかなか厳しいんじゃないかなということを原課から聞いておりま

すもんで、それはまた原課から説明いたさせますし、その県が言っているうちの町の事業、

水道料金、これは私当初聞いたときはびっくりしましたけれども、何か原因があるようなこ

とも聞いておりますので、ちょっとその原因がわからないので、また再度西塚議員にお示し
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いたしますけれども、一応私も県のほうからその事業計画の水道料金聞いたら、大変びっく

りいたしましたけれども、何かからくりがあるようなことも聞いておりますもんで、その辺

はまたちゃんとした資料がありましたならば、また西塚議員に示していきたい、そう考えて

おります。 

  河津との接点、つなぎ方、これはちょっと原課のほうに説明いたさせます。 

○議長（飯田桂司君） 水道課長。 

○水道課長（石井尚徳君） 河津町との災害時連絡管の関係でございますけれども、昭和53年

の伊豆大島近海の地震後に、昭和54年に事業費としまして５億7,120万円で全長が2,645メー

ターで建造をしました。しかしながら、建造後につきましては、一度も通水をやったことが

ない状況ですから、それが実際に使えるかどうかというのは、実際に通水をやってみないと

わからないという状況でございます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 今のお話ですと、いわゆる災害のためにつなげてあると、けれどもつ

ないだことがないと。かれこれ40年たちますよね。じゃ、本当にこの後災害がきたとき、そ

れを運営する気なのかと。やっぱりそれには、常備運営していて、いざというときに使える

んじゃないかなと自分は思います。 

  それと、やっぱり27年度に25％の水道料値上げになりました。今の料金体制になりました。

それから28年にマイナス5.5、先ほど町長が29年は3.7と、こういう具合で収入はマイナスに

なっているわけです。そうするとまた４、５年たつとゼロになると、また上げなきゃならな

いという現状なんです。だからさっき町長が言いましたように、稲取地区に井戸を掘ってや

ると。そういう業務をなるべく早くやっていかないと、町民負担が大きくなると、そういう

点で白田の浄水場、あれがいつまでももつかわからないという中で、やっぱり県が言ったの

は、あそこが壊れて直すのに50億かかったらそのくらいになるんじゃないかというようなこ

とを言っているんだと思うんです。 

  私はこのせっかく海もきれい、山もきれい、そこにいる子供たちが、今学校行くのに水筒

持って行っているんです。私は観光立町であって、観光客に水道の水をどんどん飲んでくだ

さいと、こんなおいしい水はありませんよと言えるくらいの、先ほど町長が言ったように、

挨拶が最高の運動だと言うんだったら、このきれいな水を、観光客に水道から飲んでくださ
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いというぐらいのものを持って、水道というのはみんなの命のものであって、こういう水は

都会にはないんだから、それをやっぱり売り物にするぐらいの水があると自分は思うんです。

そういうことがやっぱり観光とか、やっぱり子供たちにも都会の子みたいに水筒を持って行

かなきゃだめだとかという、ちょっと聞きたいんですけれども、学校の水はそんなに悪いん

ですか。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 学校の水のことですけれども、まず、毎年水道の水質検査は教育委

員会がきちんとやってもらっていまして、業者にやっていただいて、先日結果がきましたけ

れども、通常子供たちが使用するのに異常はなしということです。 

  ただ、学校によっては多少管の設置の状況で、経年で管が古くなっているということもあ

りますので、多少は濁り度は学校によって差があります。稲取小学校はちょっと濁り度はほ

かの学校よりも高い数値なんですが、飲み水として使用が可能であるということは検査結果

が出ております。 

  水筒は持って行く子供が多いというのは、その水の状況だけではなくて、子供たちが例え

ば風邪がはやる、インフルエンザがはやるシーズンは、自分の喉を潤すとか、それからうが

い用のお茶を持って行くとか、そういう場合もありますし、夏の暑い時期ですと、水分補給

のために身近に置いて、すぐに水分補給がとれるような、そういうために水筒を持って行く

ということも最近では多くなっておりますので、必ずしも水道の状況がよくないから水筒を

持って行く子が増えたということだけではありません。飲料としてはきちんと検査をして、

十分飲料水としては適正ということはなっております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず学校の水、これは安全でございます。そのままで飲んでもらって

結構です。それだけは町民の皆さん安心して飲んでいただきたいと思います。お子さんは水

筒を持って行く方も多いといいますけれども、学校の水、安心でございますもんで、町民の

方は安心して飲んでいただきたい。 

  そういう中で、水の問題であります。一応自分が議員のときに、井戸の水を売ろうかとい

う計画もありました。やっぱりそれだけうちの井戸水はおいしいという中で、そのときは３

号井戸が一番おいしかったです。しかしながら、やっぱり事業化すると赤字になるじゃない

かとか、そういうことにもなって断念した経過があります。しかしながら本当にうちの町の
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そういう水は大変おいしいですから、それは何かしらの方法でまちづくりにまた関与しても

いいのではないかなと考えております。 

  それと、今西塚議員言ったように、早く維持管理のかからない方向で、方向性はできるだ

け早く示していきたいと考えており、当然今言ったように水道料金、これはね上がってきま

す。今の現状でいけば、当然もう３年か４年後先にはまた町民の皆様に負担をかけるような

方向になるのではないかと考えておりますもんで、できるだけ町民の負担にならないような

方向で、この水道事業会計、これをやっていきたいと思います。そんなようなので、またよ

い意見がありましたらば、またどんどん御提言いただければ大変ありがたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 私が言いたのは、やっぱり水道もいわゆる先ほど言ったみたいにパイ

が決まっているわけです。その人たちが来てもいいようにつくってあると。関連施設も50ぐ

らいあってそういうところだって、いろいろなところがやっぱりそういうパイの中でつくっ

てあると。人口が減っていく、お客さんが減っていくということは、住民にかかってくるこ

とだと思うんです。だから、いかにそういう形の中で、早く政策を打って、さきさきやって

いかなかったら住民負担が大きくなるんじゃないかなと、自分はそれを懸念して言っていま

す。よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然大変ありがたいことです。本当、白田浄水場は当然、西塚議員が

言ったように、一番最高のときに水が不足をしないような方向で、その施設はできていると

考えておりますもんで、当然今は当時160万、70万だった入湯客も80万減っておりますもん

で、当然それだけの水道の施設は必要ないと考えておりますもんで、早急にやっぱり30年、

基本整備水道ビジョン経営戦略出ますので、なるべくその方向性を出した中で、町民にこの

水道料金で負担のかからない、そういうような方向で町はやっていきたいと考えますので、

また御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で西塚議員の一般質問を終結します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◇ 村 木   脩 君 

○議長（飯田桂司君） 次に、８番、村木議員の第１問、観光についてを許します。 

  ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） それでは、私は今回２問の質問を通告してございます。 

  まず、１問目の観光について。 

  観光の将来について気がかりなことがあります。以下の点についてお伺いをいたします。 

  伊豆縦貫道が開通した後の観光客の流れがどのように変わると予想されるか。これは平成

40年以降の話になるかと思いますけれども。 

  それから２点目、新しいお客の流入ルートとしての価値をどのように考えるか。 

  この２点について質問をいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 村木議員の第１問、観光については２点からの質問になっております

ので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の伊豆縦貫道が開通した後の観光客の流れがどのように変わると予想される

かについてですが、美しい伊豆創造センターが実施したビッグデータの解析によれば、伊豆

半島を訪れる観光客の交通手段で自動車を使う方は全体の48％で、経路別では国道135号線

が最も多く24％となっております。伊豆半島南部地域に限ってみれば、135号線を使って流

入する観光客の割合は、東伊豆町が45％、下田市が44.6％、その比率が高くなります。 

  伊豆縦貫道の開通までには10年以上かかることが予想されるため、自動運転の進化や高齢

化による車離れなどの不確定要素が大きいものの、車の利用者割合が現在と変わらないとい

う前提で、流入経路が国道135号線から伊豆縦貫道に４分の１程度移動すると仮定すれば、

当町を訪れる観光客のうち、１割程度が伊豆縦貫道を利用することとなるものと推計されま

す。 

  次に、２点目の新しいお客の流入ルートとしての価値をどのように考えるかについてです

が、１点目でお答えしたように、現在、伊豆半島南部に車で訪れる方のうち、特に首都圏か

らの来訪者は国道135号線を利用する割合が高く、このことが繁忙期における慢性的な渋滞
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を招く結果となり、伊豆から観光客を遠ざける一因にもなっております。伊豆縦貫道が全線

開通すると、現在135号線を利用している観光客の流入ルートが分散することとなり、渋滞

緩和につながるものと期待しております。 

  また、現在東伊豆町を訪れた方が町内に宿泊する割合は57％で、これは伊豆半島内の自治

体の中で最も高くなっております。このことは、東伊豆町を訪れる方の大きな目的が宿泊す

ることであるということを意味しておりますので、今後も町内の宿泊施設が現在のサービス

水準を維持できれば、流入ルートが変わることによる当町への悪影響は小さく、むしろ縦貫

道が開通することによる伊豆南部の活性化が当町の観光にメリットを及ぼす可能性が高いも

のと考えております。 

  さらに、移動時間が短縮されることにより、観光客の伊豆半島内での滞在時間が延びるこ

とが期待できますが、当町としてこれをプラスに転換するためには、観光客が立ち寄り、食

事や買い物ができる場所を確保するなどの環境基盤整備を進めることが重要であると認識し

ております。 

○議長（飯田桂司君） ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） 今、町長しゃべったように、私はこの縦貫道ができて、今度は外の資

本が逆に下田ですとか南伊豆のほうへ、大型宿泊施設ですとかそういったものができた場合

には、非常に私たちの町も宿泊施設は少し、下田あたりにインターができて20分ぐらいかか

りますか、そうしますと、向こうへ下田へ抜けるのと同じくらいな時間でもう下田のほうへ

行っちゃうということになりますので、その辺が非常に危惧するところでございます。そし

て、135号線の渋滞、これが解消されるということより、むしろそちらへ回られて、お客さ

んがいなくなることのほうが、今現在渋滞と言っても八幡野はそんなに年間で何日も渋滞し

ません。むしろ小田原の早川、あの辺のほうが渋滞としてはひどいなということでございま

す。これが今の135号線の現実です。 

  そして、私はむしろ２点目にある西のお客の取り込み、これを積極的にやったほうが効果

的ではないのかなという気がいたします。むしろ名古屋、大阪、向こうから来るお客にとっ

てはこの縦貫道というのは非常にありがたい道路になってくるんだろうと。東京から今稲取

まで来るのに３時間ぐらいかかるわけですよね、３時間、３時間半。そうしますと、名古屋

から来てもほとんど同じような時間帯になってくると思うんです。そうすると、むしろ新し

い名古屋圏内、あの周り、豊田ですとか、ああいった中京圏のお客の取り込みというのが非
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常に有力な地域になってくるんだろうと。むしろ、そっちへ目を向けて、早くにそちらのほ

うを開拓していたほうがいいんではないのかなと。下田までというより、梨本あたりがイン

ターにできる、そちらのほうが多分早いんだろうという気がいたしますので、むしろそこへ

もう焦点を当てて、観光政策なりそういったものを、従来の東京方面は今までどおりという

ことで、新しい一つの考え方としてむしろ中京圏を視野に入れて動いていたほうがいいのか

なと。そうしますと、長野県の下部のほうも視野に入ってくるでしょうし、山梨県のまた清

水のほうへ抜ける高速道路ですとか、いろいろな道路網が整備されると全てつながってくる

わけでございますので、むしろそちらのほうへ新しい新規のお客の開拓、これが一つの今後

のうちの町の課題になってくるのかなという気はいたします。その点について、再度町長に

お伺いをしたいなというふうに思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 村木議員と全く同じ考えで、もう既に中部地方、名古屋においてはも

う誘客、町の宣伝はしております。基本的には雛のつるし飾りを通じて、名古屋駅の近くの

ところで、雛のつるし飾りを展示した中で、もう既に中部圏においてそういう情報発信して

おりますもんで、同じやっぱり当然伊豆縦貫道ができれば、中部圏のお客、これは無になり

ませんもんで、もう今既に手を打っておりますもんで、今まで以上にこれからはまた情報発

信した中でやっていきたいと考えております。 

  そんな中で、時間が早くなって、伊豆、下田に大型旅館ができるんじゃないか、当然それ

は考えられるでしょう。しかしうちの町のおもてなしは、私はもう日本一だと言っておりま

す。このおもてなしがある限りは、大きな旅館ができたとしても、うちの東伊豆町のこの稲

取、熱川各温泉場のおもてなしはもう満足度が大変高くて、やっぱりリピーターが大変多い

もんで、やっぱり今の水準のやつを守っていれば、多分下田にそんな大きな旅館が来たと、

いっときはいいかもわかりません。しかしながら、必ずやリピーターとして私は戻ってくる

と考えておりますもんで、また引き続き観光業者の方には、今のおもてなしの姿勢は十分保

っていただきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） リピーターとして戻ってくるという、非常にありがたいことではござ

いますが、そのリピーターが戻ってくるということが、次の世代へ移ったときにまたどうな
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ってくるのかちょっとわかりませんけれども、今、私熱川温泉等を見てみましても、むしろ

今、熱海のあのまちの中、これが非常ににぎわいを見せている。これは一つに、熱海の商店

街のまた活性化からホテルのほうへ宿泊へ結びついているというような感じでございます。

私はこう見ていて、名物づくりなんかも上手なのかなという気がしますし、各商店のあの今

の活気を見ていますと、これは見習うべきもんだろうという気はいたします。そういったよ

うに、老舗の温泉場というのは、非常に力はあるわけです。ですから、新しいものはリゾー

ト地としての宿泊、こういうものはあるんだろうと思うんです。従いまして、新しいお客を

通して、そちらから古い温泉場というか、いわゆる由緒のある温泉場へ引っ張ってこられる、

そういったところがこれからの一つの課題であろうかと。やはり稲取温泉、熱川温泉、北川

温泉、こういったところは全国的にも名前の売れているところでございますので、そういっ

たものをやはり古きよきというか、そして古きよくまた新しくというような感じで、いろい

ろな角度で研究していただいて、その西のお客、新しい新規のお客、そして今外人のお客さ

んが多い、今回の桜見ていても中国の方がまたやたら多いといううわさでございます。そう

いった中で、そういう政策も行っていくんだろうと。そして英語の看板ですとか、そういっ

たものも少しはあろうかと。外人のお客のために、台湾、中国、あの辺は割かし英語圏に近

いもんで、そんなにあんまり中国語、韓国語、いろいろなもの入れなくても、英語の看板が

１つあると、割かしみんなそういった国際的な人たちが便利になるのではないかなという気

もいたします。そしてインターネットですけれども、いろいろ大体外国の方はそういったも

ので探して来ていますから、それは当然不可欠な話なんでございます。 

  ただ、この新しいルートのお客を早くから国道事務所を通じ話しかけて、そして梨本の河

津インターというか、東伊豆インターも一緒にそこへ名称を入れてもらおうとか、そういう

ことをやはり今から頭へ入れておいたほうがいいのかなという気がします。 

  また３月10日に森先生が何かそういった今、縦貫道の勉強会みたいなことをたまにやるん

ですけれども、そんなはがきも来ていましたから、私ももし出られたらそれに出て、そうい

ったことを言っていきたいなという気がいたします。ぜひこの乗りおくれのないように、よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。 

  最後に一つ答弁をお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然、伊豆縦貫道ができればそのサインにおいて、やっぱり東伊豆町

引っ張るような方向です。そういうサインは絶対必要でございますから、それは国交省とか
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当然そういう話し合いの中でそういう方向性、東伊豆町に引っ張る方向性、そういうことは

もうやらなければならない、そう考えております。 

  そして今、熱海が出ました。一応熱海を検討いたしました。やっぱり副市長とか話します

と、駅の周辺はにぎわっているけれども、その下は全然お金を落とさないと。やっぱりその

下に持っていくにはどのようにやればよいかと、大変危惧しております。そういう中で、や

っぱり立地条件、熱海というイメージもありますし、東京から50分というそういう近さもあ

ります。本当に熱海大変にぎわっておりますけれども、そのにぎわいは駅前だけですね。旧

国道、あそこまではいってないもので、その駅前のやつをいかに下に持っていくか、それに

は大変苦労しているところでございます。またそれで熱海の状況見た中で、うちの町が取り

入れるものは取り入れていきたいと思いますし、さらに一番危惧しているのは、熱海はチェ

ーンのホテルが大変増えています。チェーンのホテルが結構占めておる中で、チェーン店が

例えば撤退した場合、熱海は本当にだめになっちゃいますよ。大変危惧しております。やっ

ぱりチェーン店が来ればそれはにぎわいますけれども、将来的にそのチェーン店が撤退した

とき、その熱海はどうなるか。その点うちの町は、もうこの稲取は老舗、どしんとして、そ

ういう撤退はなく頑張っておりますもんで、その点は危惧しておりませんが、一番自分が熱

海に危惧しているのは、その宿泊客300万人になったとしても、そのチェーン店がほとんど

でございますから、いっときはいいですが、これが未来永劫続くかなと私は大変危惧してお

りますもんで、やっぱり果たしてそういうまちづくりがいいのかどうか。やっぱり地に足を

つけたそういう観光地づくりをしていかなければならないと考えておりますので、そういう

まちづくりを今後していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、少子化対策についてを許します。 

  ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） 先ほど笠井議員の質問とちょっとかぶっているのかなという気はいた

します。 

  そして、２点目の少子化対策でございますが、昨年の出生者数35人というふうに書いてご

ざいますが、この人口調べによると31人なのかなと衝撃的な数値が出ましたが、少子化に対

する政策はいかにお考えか。先ほど笠井議員のときにるる述べられたことも大体入ってくる

のかなという気はいたします。 
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  よろしく御答弁をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 村木議員の第２問、少子化対策についてお答えいたします。 

  昨年の出生者数31人と衝撃的な数値が出たが、少子化に対する政策はいかにお考えかを伺

うについてですが、前回の12月議会で将来の人口増加政策についての御質問にお答えしてお

りますので、繰り返しになることを御承知ください。 

  町では、ひと・まち・しごと創生、人口ビジョン及び総合戦略を策定し、人口ビジョンで

は2040年の目標人口を推計人口より約600人多い8,406人と設定しております。そのためには、

合計特殊出生率を現在の1.38から1.80に引き上げ、社会移動の転入転出が均衡することを目

指していかなければなりません。 

  出生数の減少の克服としては、女性の転出と高い未婚率の問題が大きいため、若者交流事

業などで出会いの機会を創出し、結婚新生活支援補助金により新生活のための住居費を支援

します。また、出産に関しては不妊治療費用の助成や子宝祝金を、子育てに関しては子育て

用具購入費の補助、ブックスタート事業、子ども医療費助成事業、給食費の一部助成、保育

ママ、ファミリーサポートセンターや放課後児童クラブの開設などの支援体制の充実を図る

ことで、子育てにかかわる若年層の住民の希望に応え、一定水準の出生数を確保していくこ

とを目指します。 

○議長（飯田桂司君） ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） 先ほど聞かれたように、いろいろ子宝祝金ですとか、そういったもの

も現在もやられているということでございます。そういう中で減少していくということでご

ざいますので、その政策でいいのかなという疑問が一つ。そして、やはりなぜ減っていくの

かという原因をアンケート等いろいろとり、提出した人に聞いてみたり、そういったところ

で、その原因をある程度調査しないと、いろいろな政策を今打っておられますが、これらが

効果的かどうかということになると、今のこの減り方を見ると効果が出ていないと言わざる

を得ないわけです。ですから、私はその原因が何かということを突き止めることをまずやっ

ていただきたいなと。そして、いろいろ定住者の方、別荘に住所を持ってこられた方、マン

ションに持って来られた方、こういった方の御意見なんかも聞いて参考にして、どうしたら
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そういった若い人が定着するとか、その人たちのこの町とは違う視点でものを見ている方も

多いかと思うんです。ですから、そういう方の御意見なども参考にして、新たな調査をして、

新たな政策等をお立てになったらどうかということをひとつ御提言したいんですけれども、

その点について町長に御意見をお伺いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、村木議員からそういう提言をいただきましたもので、それはちょ

っと検討させていただきたい。しかしながら、今回ちょっと若いお母さんたちと話させてい

ただいた中で、やっぱり学校教育、これを充実してほしい、そうすれば若者は来ますよとい

うことを言いました。やっぱり学校の教育、これ大変お母さんたちは真剣に考えております

もんで、これは当然そういう親御さんたちの要望に沿った中でやれば、この町まだまだいい

もんで、それさえよくなれば私はもっともっと住みたいし、また若者はどんどん来ますよと

言っております。やっぱり学校の教育、これが大変重要な課題になってくるんではないかな

と考えておりますので、今後また教育委員会と話し合った中で、やっぱりどういう教育が若

いお母さんたちが望んでいるか、これは十分審議した中で、学校の教育環境はやっていきた

いと考えております。 

  若いお母さんたちは、少しくらいお金が高くても学校の教育環境がちゃんとしていれば、

そんなことは問題になりません、何しろ学校の教育、これをしっかりやってくださいという

ことを再三再四言われますので、その辺は十分やっていけば、人口減少と少子化は多少は歯

止めがかけられるのではないかと思います。基本的には全国的に人口減少している中で、や

っぱりそれをできるだけ低く抑える、これが議員が言われる課題であると考えております。

その中でやっぱり、外から来た人の意見、これは重要でございます。その辺も聞きます。し

かし、現在実際にこの町に住んでいる若いお母さんにどのように考えているか、これも私は

大変重要なファクターになってくるんじゃないかと考えております。当然その方たちと話し

合いの中で、今後この子供たちがこの町に住みやすい、そういうまちづくりをやっていきた

いと考えております。 

  村木議員から提言されたことはまたちょっと検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） 学校教育の充実ということはわかります。かといって、これで町のお
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金でやるわけですから、むしろ幼稚園から英語教育をやるとか、逆に発想を大きく持って、

今外資系の会社が増えているから英語ぐらいしゃべれないと就職がないとか、そういった状

況になっているんだろうという気はいたします。そういう中で、それぐらいの発想で町の金

を使って、小学校から英語をやる国のほうはそのレベルですね。むしろ東伊豆町は幼稚園か

らやるんだぐらいの意気込みで、国も振り向いてくれと、国に発信できるような政策をやは

り打ったほうがいいんではないかと。 

  そして、この前知り合いが、スポーツ環境が今、中学校に陸上部がないとか、そういえば

スポーツ祭だとか昔あったけれども、今あんまりスポーツやっている子供も見ないなという、

町を見ていてもそう思うようになりました。そういった中で、このスポーツ環境など、そう

いったものを少し立ち上げないと、今のままですと子供が少ないままで、よく大川の子供た

ちが野球やりたい子は対島へ行くとか、そういった転出もあったように聞いております。そ

ういった中で、やはりこのスポーツも勉強やるにおいても、一つの方法なんだろうなという

気はいたします。そういう中で、いろいろお母さんたちの御意見、これは本当に貴重なこと

でございますので、むしろお母さんたち、そしてまた転出された方の御意見というのがちょ

っと聞きたいなという気がいたしますので、その辺を少し追跡でアンケートでもとれれば、

そういった中でひとつ少子化対策を行っていただけたらなという気がいたします。 

  ただ、それだけでは解決はしないんだろうとは思いますけれども、なかなかこれは日本国

中の問題となっている問題ですが、いち早くそこから脱出できるように、横並びではなくて、

東伊豆町はちょっと違うなというような方策を打ち出していただきたいというふうに要望い

たします。 

  私は質問のほうはこれで終わります。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） この人口総合戦略の中で、転出理由は就職、転職の比率が最も高く、

20代に絞って見ると６割強、そういう感じになっています。これは追跡調査すれば多分でき

ると思いますが、そういう中でどういう理由かということはそれはできると考えております。 

  それでは、何回も言うと、村木議員が言うように、本当にいい事業なんです、そういうこ

とやれば。それで今回は教育委員会が国のほうから外国人を呼んでそういう予算をとりまし

たよね。そういう施策もやります。しかしながら、そこに町が単独でやるとなると、やっぱ

り何回も言っているように、税収が減っている中で、町が歳入アップを図らなければならな

い、やっぱりそういう施策をとらなければ、せっかくいい事業であってもそういう財源がな
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ければできないもんで、やっぱり町といたしまして、何せこの町にたくさんのお客に来ても

らった中で、税収とか一般の人が所得が上がった中で税収を上げていく、こうしなければ皆

さんが大変いい提案をしたとしても、財源不足に陥りますもんで、やっぱり何しろ町はとり

あえず税収を上げてそういう施策をやっていきたい、大変いい提言でございますもんで、そ

れは財源が許す限りそれはそういう方向で、ほかの町とは違うよということは打っていきた

い、そう考えておりますもんで、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で村木議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（飯田桂司君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時３６分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（飯田桂司君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成30年東伊豆町議会第１回定例会第２日目は成立しましたので、開会します。 

  なお、建設課技監より、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、御報告します。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎発言訂正について 

○議長（飯田桂司君） 水道課長より、昨日の一般質問の関係で発言を求められていますので、

許可します。 

  水道課長。 

○水道課長（石井尚徳君） 昨日の西塚議員の一般質問の中で、河津町との災害時連絡管事業

費を５億7,120万円と答弁をしましたが、桁を言い間違えていましたので、5,712万円に訂正

させていただきます。 

  まことに申しわけありませんでした。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○議長（飯田桂司君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してあります。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第１ 一般質問 

○議長（飯田桂司君） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 山 田 直 志 君 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員より一般質問で掲示板の使用の申し出がありましたの

で、これを許可します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時３１分 

 

再開 午前 ９時３２分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  14番、山田議員の第１問、第２子、第３子への継続的な子育て支援の実施をについてを許

可します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） おはようございます。許可をいただきましたので質問をさせていた

だきます。 

  第２子、第３子への継続的な子育て支援の実施についてお伺いいたします。 

  東伊豆町保育の必要性の認定等に関する規則では、多子軽減条項があります。同様の軽減

は、幼稚園や放課後児童クラブでもあります。 

  そこで、お伺いいたします。 

  １点目に、平成27年から29年、この３年間でこれらの制度の適用状況はどうなっています

か。実際の第２子、第３子へは何％程度の適用となっているのか。 

  ２つ目に、制度内に限定した軽減でなく、切れ目なく支援をしてこそ子育て支援の効果も

実感できると思いますが、この点での見直しをするお考えはいかがでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 



－94－ 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） おはようございます。 

  山田議員の第１問、第２子、第３子への継続的な子育て支援の実施をについては、２点か

らの質問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の、平成27から29年度の３年間のこれら制度の適用状況はどうなっていますか。

実際の第２子、第３子の何％への適用ですかについてですが、保育の必要性の認定等に関す

る規則における保育園児等の多子軽減対象は、27年度において、未就学児童の多子世帯で第

２子は半減、第３子以降については無料でしたが、国の法改正により28年度以降は、所得に

応じて多子軽減が適用される内容に改正されております。 

  幼稚園児では、小学校３年までの範囲の多子世帯において、第２子は半額、第３子以降に

ついては無料となっております。 

  放課後児童クラブにおきましては、第２子以降の軽減を規定しております。 

  第２子、第３子への適用状況ですが、保育園児等では、27年度においては未就学児童の多

子世帯の全てに適用し、28年度は第２子が35.3％、第３子が66.7％、29年度は第２子36.8％、

第３子84.6％となっており、幼稚園児では、27年度においては第２子が71.4％、第３子が

26.6％、28年度は第２子79.1％、第３子12.5％、29年度は第２子が86.9％、第３子が30.0％

であります。 

  なお、放課後児童クラブにおきましての多子軽減適用該当者はおりませんでしたので、御

理解をお願いします。 

  ２点目の、制度内に限定しないで切れ目なく支援してこそ、子育て支援の効果も実感でき

ると思います。見直しはについてですが、現行の保育の必要性の認定等に関する規則では、

所得制限や年齢制限などの規定により、多子世帯の中でも軽減されない世帯もあります。来

年度より、保護者の経済的負担の緩和を目的に、第３子以降の保育料及び幼稚園保育料を現

行規定額の半分を減免する予定でおります。 

  国の動向につきましても、31年度より、３歳児から５歳児までの保育料の完全無償化、ゼ

ロ歳児から２歳児までを条件つきで無償化する計画案が示されており、それに先立ち、町と

いたしましては、保育料及び幼稚園保育料の軽減を図ることで、継続的に子育て支援を推進

していきたいと考えております。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 
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（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長の実施率の状況から見てもそういう状況で、ちょっと表もつく

ったんですけれども、幼稚園なんかの場合、３歳、４歳、５歳いくと、２歳ぐらい離れてい

る範囲のときはいいんだけれども、年子の場合はもう２年間になるんだけれども、どうして

も３歳離れていると、第２子であれ、第３子であれ離れた場合は、やっぱり幼稚園の場合は

適用を受けられない。だから、こういう形で実際は制度があるんだけれども、その制度に限

った適用という形になると、実際のところ、本当に優遇措置というのは、町がやっています

という形だけで、父兄とすると実感できないというのが今の制度で、どうしてもその制度に

切れ目がある。そういう状況があるんではないかな。 

  それで、昨日の町長の施政方針を聞いていてもちょっと感じたんですが、確かに今、少子

化だということで子供を産んでくださいと。産むということに対して、町でも子宝祝い金を

やろうとか、いろんな不妊治療。産むということに対して、頑張んな、頑張んなとこういう、

今、部分というのがちょっとあるんだけれども、しかし実際は、町長もお子さん育ててみて

わかると思う。親としてみると、産んだときよりも、その後、子供が成長していくたびにや

っぱり負担も出てくる。いろんなことを考えていくから、なかなか少子化というのは解決し

ない。昨日、町長も施政方針では、こういう子育て環境全体を充実させるというようなこと

を言っているんだけれども、実際のところの施策では、まだまだそういう点は足りていない

んだろうと思う。 

  自分も、子供たちが結婚して子供を育てるという時代になって見てみると、子供が１人か

ら２人になる。子供が確かに夫婦の中でできて、それが１人から２人になるというのは、そ

れは本当にうれしいこともいっぱいある。ただ、実際の子育てをしているお嫁さんやお母さ

んたちの声からすると、子供が１人から２人になることによって、子育ての手間というのは、

やっぱり２倍じゃなくて３倍にも４倍にもなる。 

  今、多分、保育園なり幼稚園とかいろいろ制度を活用している場合でも、子供を例えば８

時とか８時半に寝かせるということになると、働いていて、子供と接する時間というのはも

う本当に限られている。そういう中で親としては、昔は三世代で、おじいちゃん、おばあち

ゃんが補ってくれていた部分が、今、大半の部分は核家族になる。どうしても子育てという

のが、夫婦にとってみると大変だということがやっぱり先に来る。当然、その先にこの経済

的な問題も来ると。 

  自分は、子供の子育てを見ていてびっくりしたんだけれども、後で聞いたら一般的だとい
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うことなんだけれども、ゼロ歳児の子供の首のところに輪っかをつけて、お母さんなりが一

緒に、お父さんいなくても、お風呂に入るときは子供を首のところの浮き輪でお風呂に入れ

ておいて、自分は体を洗って、転んだり、中で事故が起きないようにしてというのは、今は

当たり前らしいんですけれども、僕は実はびっくりしたんだけれども、それくらいお父さん

の子育て参加の問題もなかなか解消しない中で、経済的にも、まして肉体的にも、非常に２

人目以降、子供を育てていくというのは大変で、産むこと以上に育てていくというところに

大きな課題があって、そういうところを解決してあげるというのが、今、一番の課題なんで

はないかな。そうしてみると、こういう今ある制度でもやっぱり切れ目があるわけですよね。

どうしてもこの制度内。こういうところを第２子であれば、もう幼稚園でも例えば自動的に

も全部第２子は半額にするとか、第３子は無料なら無料にしていくとかということで、今年、

制度受けられたけれども、１年たったら今度また保育料が増えちゃったみたいな、こういう

ことじゃなくて、第２子、第３子。 

  強いて言えば、町長、ずっと就任以来、公約で言っている、例えば学校給食なんかもそう

なんですよね。本当に小学校から中学校へ行くその段階で、一番負担の部分もあるわけです

よ。実際、ほかにも部活動もあったり、ほかの要素もあるんだけれども、町として支援でき

るところというと、そういうところなんかもあるのかもしれない。だから、全部やるのは、

町長もずっとこの間、財政的に難しい、難しいとずっと言ってきて、確かにそうだと思う。

だけど、今の段階でいうと、幼稚園や保育園の制度ぐらいしかないですから、今後、町が義

務教育までのところで何かできるということになれば、例えばそういうことだって検討され

てしかるべきだし、そういうことを通じて子育てに対して継続的に町の支援をするというよ

うな体制ができるんじゃないかな。 

  これはちょっと質問と関係ないですけれども、あと、さきの議会で栗原議員なんかも言わ

れていたような、病児保育なんかのこういう対応なんかも、やっぱり核家族化が進んでくる

と、こんなことも必要になるんだということがありますよね。 

  これは、この間、下田メディカルの組合議会で、メディカルセンターで職員寮をやったと

きに、当面目標として50人ぐらい来るとかという話をしたら、90人からの利用があったとい

うような報告もありましたけれども、やっぱり今、子育てに関しては本当に切れ目なく支援

していくという視点が非常に大事になっているんで、ぜひ御検討いただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当にこれまでの子育て支援は産まれるとか、そういうやったんです。
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先般、保育園の代表者が４、５人来まして、今、山田議員が言ったことを要望されました。

やっぱり切実なんだなという考えの中で、とりあえず、申しわけないけれども、第３子の子

供に関しては半額保育料やりますよ。この新年度、予算化しました。これは年齢に関係なく、

一応小学校３年生以上になるとまた変わるらしいけれども、小学校３年以上いっても２子、

３子に関しては、一応そういう方向でやるのをやっております。保護者の方が来ますと、山

田議員が言ったことを切実に言ってきておりますもので、そういう方向で今後やらなきゃな

らない。おかげさまでふるさと納税寄付金が相当来ておりますもので、やっぱり子育てに対

して一般財源を使うよりか、そういう浄財を使った中で、これから充実していきたい。そう

考えております。 

  基本的には、国も保育料に関しては無償化を目指しておりますので、当然、町もそれに関

しましては無償化の方向でやっていきたいと考えておりますもので、その辺は御理解願いた

いと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、伊豆縦貫道残土の捨て場への対応についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 伊豆縦貫道の残土捨て場への対応について伺います。 

  まず１点として、事業の全体規模等はどういうふうになっているのか、まず伺います。 

  ２つ目に、町民や利害関係者への説明会の実施とその後の対応について、町としてはどう

考えているのか。 

  ３点目に、昨年の５月26日に全員協議会でいろいろ議会には多少の説明はありました。そ

れ以降、議会への説明というものはほとんどなかったというふうに思うんですが、この点で

は、私はちょっと独断専行しているんじゃないかというふうに見ておりますが、これらにつ

いてのお考えを伺います。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第２問、伊豆縦貫道残土の捨て場への対応については、３

点からの質問ですので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の、事業の全体規模はどういうものかについてですが、伊豆縦貫自動車道の建
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設に伴う発生土の受け入れについて、その規模を説明いたします。 

  国土交通省が、本年開始予定の工事に伴う発生土の一部を運搬し、町の新グラウンドを中

心とした周辺の町有地を受け入れ箇所として埋め立てを行うものです。埋め立ての計画期間

は平成35年度末で、建設発生土は約25万立方メートルとされております。現在のグラウンド

の広さは約１万平方メートルですが、埋め立て完了後は３万平方メートルになります。 

  次に２点目の、町民や利害関係者への説明会の実施とその後の対応についてですが、現在、

国土交通省からの説明会を、２月27日、田町地区の役員及び周辺住民の方々に、また、３月

１日、東伊豆町民の方々を対象にそれぞれ開催する準備をしております。その後の対応につ

きましては、埋め立て工事が開始された場合、国が半年に一度、町民の方々に報告会を開催

する予定と伺っております。 

  次に３点目の、昨年５月26日の全員協議会以降、議会への説明がなかったが、独断専行し

ているのではないかについてですが、昨年の５月に議会の皆様には、全員協議会を通じまし

て、今までの経過等を説明いたしました。その後、６月の定例会で用地測量に関する予算を

補正させていただき、７月から12月までの間を用地測量の期間としておりました。その間、

国土交通省の沼津河川国道事務所も、各種の法律に基づく確認作業や、設計をするための地

形測量・土質調査、地下水の探査等を行っており、設計の全容が町に示された今月までの間

は、議会の皆様にも報告できる内容がなかったものと考えておりますので、独断専行ではな

いことを御理解願いたいと思います。 

  また、13日に開催されました総務経済常任委員会には、国土交通省の示した内容の一部を

報告させていただいておりました。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） まず、町長、１点目のことです。規模ですけれども、この規模とい

うのは、町長、大体は昨年の５月26日の段階でも言っているんだけれども、後で読み返して

みると、６月の定例会と９月の定例会で一般質問をしているので、この点で、町長の答弁、

課長さんの答弁なんかを読み返してみると、６月の段階で既にこれは内定をしていたという

ことですよね。 

  町長、こう言われているんですよ。「今回、うちの町を挙げてこれが内定できたというこ

とでございます」と、「これだけは１点言っておきたい」と。だから、もうそうすると、私

だけが勘違いなのか、まだ測量をして、最終的にいろんな周辺の皆さんとの説明やなんかも
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あって、そうして手を挙げていくのかなというふうに普通の作業からすると思うんだけれど

も、実は５月の段階ではもう内定していたということは、じゃ、一体、町はいつ内定をする

ために手を挙げたのか。国に対して、はい、残土捨ててもいいですよということをいつ言っ

たのかなと。そういうことがなければ、内定というプロセスは出てこないわけですよ。ここ

が、まず一つ、ちょっと確認をさせていただきたいと思うんですが。 

  それと、９月の質問で私、町長とやりとりしたときに、問題点はないのかということに対

して町長は、町長の答弁として、「交通安全上の問題や道路の損傷、造成に伴う騒音、振動

の問題、造成後の雨水排水、盛り土の安定などを想定しており、国と積極的に調整を行う予

定であります」ということで、これは９月の質問なんです。もう既に８月からそういうふう

なことをやっているというふうなことが書いてある。そうしますと、この問題というのは、

町長もこういう問題はあるという認識は９月の段階でもうしていたわけだから、そうすると、

今までの間において、この問題の調整ということについて、町としてはどういうことをされ

てきたのかという問題があると思うんだけれども、ここの点については、報告を私はぜひお

伺いしたいなと。 

  ５月26日があって、その後、６月議会で補正予算で測量のやつが決まる。議員とすると、

その後、この話が公に情報として出てきたのは、今年１月の広報「ひがしいず」ですよね。

もう３月から始まりますというような感じのことが、工事があるということがあるわけです

よね。そういうことが出てきていると思うんですよね。そうすると、非常にこの間いろいろ

あったというところもあるんだけれども、改めて見ると、いや、もう去年の５月の段階で内

定はしていて、その後、国との調整も町はやってきているというふうに私は思うんだけれど

も、そしてその結果も、また測量してどうしますということについての結果がないまま、も

う既に、今度は広報で、私どもに対してはですよ、広報で始まりますよと、こういう報告に

なっているわけですよ。これでは、町長は独断専行はないよということを言われても、それ

はちょっと言葉として説得力ないですよ。こういう点で、どういう形で本当にあったのか、

順序立てて、それについて説明を私はしていただきたいと思うし、町長は、13日、総務経済

常任委員会でも、議会へは最初は説明もしないというふうなことも言っていらっしゃったと

いうようなことも聞いているんですけれども。 

  町長、この工事に対していえば、議会が関与することについていえば、少なくとも２カ所

あるわけですよ。１カ所は、総合グラウンドの条例改正であり、当初予算における少なくと

も民有地の買収という２カ所の問題についていえば、議会が議決をしない限りこの工事はで



－100－ 

きませんよね。だから、そういう面で考えると、そういう議会に対してもっと進展ぐあい等

だって説明するべきものがあるんじゃないですか。そのことがされずに、もう今年、30年度

なら30年度に工事が始まっていくという段階を迎えているということに対しては、非常に私

は問題があると思います。 

  議会からも要請をして、議会の説明会もあるし、町長、今言われたように、田町の皆さん

や町民全体であると。ただ、回覧板やなんかでは流れているんだけれども、例えばクロスカ

ントリーの利用者とか、本当にあそこでこの問題の影響を受ける人たちに一定のお知らせを

しているのかどうかという問題と、町長は一体この説明会をやって、そこで出た声や町民の

要望についてはどのように対応されるのか。この点、お聞かせください。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、発生土の関係でございます。 

  何回も言いました。基本的には、合宿を誘致するときに400メートルのグラウンドが欲し

いということは、もう再三再四、言われましたもので、ここを埋め立ててその400メートル

のグラウンドができればいいなという中で、この話が進んだのが現状でございます。 

  その中で、この発生土の受け入れ先は、うちだけが受け入れた、そういうことが言われて

おりますけれども、これに関しましては、下田、松崎、ほとんど手を挙げております。そう

いう中で、下田はやりたかったんだけれども、擁壁をつくるのに市単でやらなきゃならない

ので断念したと。あと残ったのは東伊豆と松崎なんですよ。そういう中で、うちのほうが経

費的に安くなるという中で、まず優先してました。何かほか全然町が、ほかの１市５町や４

町が受け付けない中で東伊豆町が受け付けた。そういう文書も流れておりますもので、それ

は絶対ありません。そういうことは。 

  基本的には、伊豆縦貫道を早期完成させるために国のほうから、１市５町でどこか残土の、

発生土の捨て場がありませんか。そういう中で町は対応しております。やっぱり伊豆縦貫道

の早期完成は、これは伊豆全体の問題でございますから、そういう中で町が、やっぱりこう

いうことは、伊豆縦貫道早期完成に向けて町が協力するのは当然じゃないですか。そういう

中で、ほかは全然手を挙げないで、うちだけが挙げて。そういうことはありません。これは

町民の方に聞いてもらいたいですよ。基本的には、下田市さん、松崎さん、うち、これは確

実に挙げております。そういった中で、そういう状況の中でうちがなった。そういうことで

ございますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  ５月からやった中で、壇上で言ったように、この間、国がいろいろと雨量計算全部やった
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中で、その結果が来たのが２月７日なもので、その間、町はそういう情報は一切受けており

ませんもので、そういうことをやっても、町としては、国の事業でございますもので、設定

はいたしましても明快な答えが出ませんもので、そういう中で、今、現状を迎えている。そ

れを御理解願いたいと思います。 

  さらに新年度の関係、これは一応、計画が３月から始まるような計画になっておりました

もので、あくまでも３月から始まると言っておりました。何か今回、５月からのようなこと

も聞いております。それで、あくまで新年度における計画でございましたから、その経過報

告は一応そういうことを聞きましたもので、新年度の広報、それに一応３月着工と書きまし

た。それはあくまでも計画でございますもので、それは誤解を与えたことは申しわけなかっ

たと考えております。 

  だから、手を挙げたのは、さっき言ったように、建設残土、何とか国のほうがお願いした

中で、各町が多分手を挙げていると思いますよ。その辺を、一応、原課から説明いたさせま

す。そういう中で完全に私が知っているのは、下田、松崎、そしてうち、そういう中で伊豆

縦貫道早期完成、これは議会の皆さん、みんな陳情に行っているじゃないですか。そういう

中で、うちの町が今回選ばれたんです、最初に。そういうことでございます。 

  あと、説明会の要望への対応。これは実際、３月１日、私も出ますよ。そういう中でどう

いう要望をされるか、それは聞かせていただきます。そして、そういう要望が出たら、真摯

に国のほうにそれはやります。それで実現できるならもうやっていただきますし、それがと

てつもない、できないようなあれだったならば、それはそれなりに考えないといけないと考

えております。その３月１日の町民説明会、これをもう参加した中で、その点のことちょっ

と確認していきたいと考えております。 

  あとは、原課のほうから、その経緯は説明いたさせます。 

○議長（飯田桂司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） それでは、経過について、もう一度整理をさせていただきま

す。 

  昨年の全員協議会でも触れさせていただきましたけれども、今回の伊豆縦貫道の大量発生

する建設発生土の利活用ということで、静岡県の賀茂農林事務所が中心となって、１市５町

に対して、市町あるいは農業委員会、農業経営振興会、それから議長さんにも出ていただい

たような会議の中で、利活用をできるような場所を探していきたいというものが最初にあっ

たのが24年でございます。 
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  それから、静岡県が各市町ごとに中心となって候補地を探していく中で、当町においては、

今、計画されています新グラウンドほか、６カ所について可能かという形で、これはあくま

でも机上の考察なんですけれども、反映させていただいて、その中から、今度、28年度から

国のほうが個別に市町ごとにヒアリングを始めまして、昨年の２月に町の新グラウンドが可

能性が高いので、いろんな調査を進めさせていただきたいということで絞られたところが、

新グラウンドが昨年の２月ということでございます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） そうすると、じゃ、もう内定というのは、昨年の２月の段階でそこ

を使うということは、ほぼ決まっているということですよね。だから、そういうところをは

っきり言っていただく必要もあったよなというふうには思うんです。 

  もう、既にそれを、皆さんはもう御存じかもしれないから、それでもう前提として、じゃ、

今度は調査やるんだ、こうだという話になってくるんだけれども、その入り口からして大体、

昨年の２月の段階でなんか、議会なんか何も知らない話ですよね。そういう部分でいうと。

決定されたとか、内定で、そこが決まりそうだとかというこの状況は。 

  これは、山奥のほうで土地に何にも問題がないところを埋めるという話なら、それはまだ

いいんだけれども、ここはやっぱり当然利用する、残土捨て場として活用できるというのは、

道路もあって、非常に、やっぱり捨てるということでいけば、10トンのトラックなんかが、

そこへ進入しやすいから決まっていくわけで。ましてそのことが、結果としてクロスカント

リーやいろいろなところ、町民が利用している町の施設等々にも、そこは影響出てくるわけ

だから、その町民の影響ということを考えたら、もっとそういうことを含めて、最終的に議

会の議決を求めるものもあるわけだから、そういう点での情報の共有化というのがされてい

ないというのが、私は一番。この間の取り組み、ほかにもそうなんですよ。情報の共有化が

されていないんですよ。皆さんはそれが当たり前になってきている。だけど、そういうこと

が変わって、これからこうなっていくよというところで足並みそろわないというのは、情報

が共有されていないということですよ。この問題について言えば。その問題は、まず一つ、

そういうことです。 

  ２つ目の問題として、町長も認識されているように、非常に多くの問題が発生する可能性

がある。当然、また今後、田町の特に向井地区の方々にしてみれば、生活上の不安、いろん
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な懸念というのも出てくるかもしれない。この問題についていえば、確かに町長言われるよ

うに、何をもって極端かどうかというのはわかりませんけれども、しかし、町として、ここ

は解決しよう、この問題は解決しようというところについていえば、集約をして、場合によ

っては議会とも相談もしながら、恐らく国にも言うべきことは言わないといけないというこ

とだと思うんですよ。ただただ説明を、国が来てしただけでは、いいわけじゃないんですよ。 

  大事なことは、町民も使う、また、下に人が住んでおられるところだから、当然、それに

対して、出された不安や懸念に対して、どういう形でその声を集約して、対応できるものを

100％対応させていくのかということ。このプロセスをなくして、ただ、国が来て、国土交

通省が来て、町民の皆さんに説明しましたで終わっては、これはいけないことなんですよ。

このプロセス、絶対外してはいけないプロセスで、そうしないと、私は議員としては、この

ほかの議決に対しては、これはなかなか賛成できないという部分が出てくるんじゃないかな。

町民がいる以上は。 

  だから、そういうプロセスを、説明会はそれで終わりじゃないんです。説明会をしたこと

によって、町民の皆さんの意見、要望や不安というものをしっかり受けとめて集約してやっ

ていくというプロセスを、ぜひ明確に約束していただいて、そういう姿勢の中でちゃんと説

明会に、町長は一日は参加されるということですけれども、参加もして、そういうこともま

た協議をして、町民の全体のコンセンサスまで理解ができる形の中で事業を進めていくとい

うことが、やっぱり今一番必要ではないかというふうに思っておりますが、いかがですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） たしかに当局がちょっと説明不足のことはあったかと思いますけれど

も、一応、この件に関しましては、区長会のほうにも、当然、こういう事業がありますよと

投げかけております。そして、またさっき何回も言ったように、国の事業でございますが、

我々が説明会を開いても明快な答弁ができませんもので、やっぱり国が来た段階で、皆さん

が不安に思っていること、どんどん言っていただきまして、そこで、当然、不安、懸念、出

てくるでしょう。それは当然、町といたしましては、それは解決しなければこの事業は進む

ことはできませんもので、解決しながらこの事業は進めていきたいと考えております。 

  そういう中で、何日か、田町、その前に議会の皆さん方の中で、国が来て説明するもので、

そこでまた議会の皆さんが疑問に思っていることを、どんどん国の方に投げかけていただい

た中でやっていただければ、町も大変ありがたいと思いますし、やっぱりそういう中で、議

員の皆さんが疑問に思っていること、議会の説明会に国が来ますもので、そこでどんどん投
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げかけていただきたいと思います。 

  やっぱり一般の町民となりますと、そういう席じゃ質問とか敬遠なされる、大変勇気が要

りますもので、その中で、また議会の皆さんは当然、町民からいろんなことを聞いておりま

すもので、その辺で、不安や懸念を国のほうに言っていただければ大変ありがたいと思いま

すもので、議会への国の説明、そのときにやっていただきたいと思います。 

  さっきは答弁漏れがありました。クロカン者への説明、これはなかなか厳しいものがある

と思う。回覧板を見ていただきたいし、やるとしたら、その敷地内に、じゃ、この日があり

ますよとか、そういうことをやらなければいけないと考えております。基本的には、回覧板

を見た中で町民の方が言ってもらう。引き続き、ハイキャットに対しまして、こういう説明

会をやりますよということはやらせていただきたいと思います。 

  なるべく多くの方に、この町民説明会に参加していただきまして、皆さん方の不安、懸念

をどんどん言っていただければ、投げれば、そしたら町もそれに対して対応していきたいと

考えております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、揚げ足を取るわけじゃないけれども、区長会なんかにはもう

12月ぐらいから説明しているわけですよね。２月にもしているわけですよ。議会は、もうこ

の間、総務のほうが初めて話を聞いているわけで、僕なんか資料もないんですよ。はっきり

言って、ないの。だからああいう形のものしかつくれないので。本当に何の資料も、私、文

教のほうにいるものですから、資料はないということです。 

  今、町長、大事なことなんですけれども、非常に町民の皆さんの不安とか懸念されること

をやっていく。それは町長もそうだし、我々、議会も。だから当然、議員も27日の段階で前

に説明も受けますから、議員が町民説明会に行って余り発言するのはどうかと思うけれども、

しかし、町長も一日は参加するということですから、町民の本当の声を、議員も参加もして

いろいろ聞きながら、どういう問題を解決していくのかということは協議をして、町として

このことをちゃんとやってもらおうよというところがないといけないということだと、私は

思うんです。そういうプロセスを、説明会をスタートとしてやっていただく。聞いてすぐ答

えられる人ばかりじゃないと思うんです。だから、そういうことを、そこのプロセスを非常

に大事にして取り扱っていかないといけない問題だということが一つです。 
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  特に、今、クロカンの利用者というのは本当に、町長、ばかにならないと思うんです。今、

東伊豆町の施設で、それはお金もかからない、ただだからといえばそうだけれども、健康づ

くりということで昨日も町長もいろいろ言われていたけれども、本当に多くの方があそこを

利用している。この間、担当課とも、何で介護保険がこんなに上がらなくて済むんだ、国保、

何で上げなくて済むんだ。僕は、町長にも、12月にも、もう来年はうちの町は、後期高齢者

が25％になって超高齢化社会の町になっているはずなのに、今回、何でそういう状況なんだ

ということで担当課ともいろいろ議論したんですけれども。 

  ただ、一つだけ、これだけ多くの方々が健康づくりということに対して、プールであった

り、町の中を歩いたり、特にクロカンなんかに非常に多くの方が利用して、歩いたり、走っ

たり、いろいろな形で健康づくりに参加していることというのは、数字では出てきていない

かもしれないけれども、非常に大きな要因だと、私はちょっとそのとき感じたんですよ。 

  そういう取り組みが、先ほど町長のお話であれば、５年間ぐらい何らかの形で影響を受け

る。もし、そういう人たちが、クロスカントリーや何かでの健康づくりということから遠ざ

かるような、私、知っている人でも、軽自動車で、前は４人乗っかって、クロカン歩きに行

っていた人が、１人減り、２人減り、今では１人で、でも１人になってでもクロカン行って

歩いてきて、気分がいいぞと、こういう話をして、それでも病院は行きますけれども。そう

いう方もいらっしゃるんですよ。そういうことを考えると、クロカンのところにでもちゃん

と看板も出して、一番、関心持たれている方の１人ではないかと思うんです。 

  そういうこともやらないと、今、昔みたいにハイキャットにやったからってハイキャット

で流れない。回覧板だって８割ぐらいにしか行き渡らないということで、そうすると、一番

のクロカンの利用者というのは、ある面、利害関係者であり、町としては大事にしなきゃな

らない。健康づくりの面からも。そういう人たちにちゃんと知ってもらって、そういう声も、

それは100とは言わないけれども、よくお伺いして、考慮すべき御意見があるかと思うんで

す。ここはやっぱり外してはいけないところだと思いますよ。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、山田議員から大変いい提言をいただきました。基本的に町の広報

は回覧板、そしてハイキャットも使っております。そういう中で、今、クロカンの利用者が

多いということを言われましたので、クロカン利用者に何らかの説明会、これは簡単でござ

いますから、その辺の周知はしていきたいと考えております。 

  もう一点、今回、全員協議会を開催しようとしたんですけれども、基本的には、報告事項
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では全員協議会は開けない、そういうことがありましたもので、今回、常任委員会の中で一

応、一部、資料をやったのが現状でございます。町といたしましては、全協を開いた中で町

が答弁できればいいんですけれども、基本的には国がやっていることでございますので、細

かなことは全て国の方に聞かなければわかりませんもので、そういう全協の中でやったとい

たしましても、町は明快な回答ができませんもので、あくまで報告といった中で議会の方に。

やっぱり全協はちょっと無理だと言われたことだけは御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第３問、社会福祉協議会補助金、委託は改善されたのかについ

てを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 社会福祉協議会の補助金及び委託は改善されたかということで、昨

年も３月に一般質問をしているんですけれども、内部留保を理由とした社会福祉協議会の補

助金、また委託金の見直しがなされ、改善されているのかどうか。この点についての町長の

考えをお伺いします。 

○議長（飯田桂司君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第３問、社会福祉協議会補助金、委託は改善されたかにつ

いてですが、１点目の、内部留保を理由とした社会福祉協議会補助金、委託金は見直され、

改善されたかについてですが、社会福祉協議会では、過去の黒字運営で積み立てられた剰余

金等の内部留保も、介護事業等の赤字運営により大幅に減少しており、経営の立て直しを図

っている状況であります。 

  今年度までは、社会福祉協議会で実施している収益事業を除く公益事業に対しても、事業

費の２分の１を限度に補助しておりましたが、公益事業では収益を得られないため、事業内

容を考慮した補助金額を来年度予算に計上しております。 

  また、委託金への見直しにつきましては、28年度までは生活支援ヘルパー派遣事業や生き

がい活動支援事業を年間契約額で締結しておりましたが、29年度より実績に応じた委託契約

となっておりますので御理解を願います。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 
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（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 私は去年も言ったんですけれども、やっぱり公益事業のところを削

り過ぎるという部分はよくなかったというふうに思います。確かに、今後上程される来年度

予算案では増加をさせているということも見ておりますから。 

  今、町長言われた点で、もう大事な点は、内部留保なのか、剰余金なのかという問題です

けれども、28年度の社会福祉協議会の決算書を見ましても、これが剰余金という言い方が適

切かどうかというのはあるんだけれども、繰り越しの活動増減ということで、純資産で

4,183万という形になる。これはもう28年度でいえば、約1,096万円の減という状況で4,000。

ただ、じゃ、4,100幾らが全額剰余金かということで見ると、そこでいわゆる預かり金とい

うのか退職引当金等々があって、これを動かせない部分があるわけで、そうするとこれが約

2,900万ぐらいあるわけで、そうすると、実際、社協としてのいわゆる剰余金というものは

1,200万円程度にしかならない。これは国が示している内部留保、剰余金の見方からしても、

ここはもう外して見るべきだし、その金額として1,000万ということで見ると、社協全体の

事業が全般１億1,000万ぐらいの財政規模ですから、決してめちゃくちゃ多いわけではない

わけですよね。 

  介護報酬のおくれて入ってくる部分だとか、本来、私は社協には施設やなんかの部分でも、

もっと積極的な対応をしてほしいな、介護サービスでも積極的な対応をしてほしいなという

ふうに思っているんですけれども、そういうためには、やっぱりある程度の資金がなければ

積極的にはできない。まして、先ほども言ったように、超高齢化社会という中で社協が果た

す役割というのはあるので、この剰余金の考え方については、ぜひ、せめて国レベルの、剰

余金でこのレベルで4,000万も5,000万もとかというレベルはいかないにしても、やっぱり公

益の部分はちゃんと公益の部分でやっていくし、一定のこの剰余金等の取り扱いについても

適切な範囲でコンセンサスを得ていかないと、今後、昨日、町長も言われていたけれども、

今までの役割分担で社会福祉というのは、町が企画をして、その実際の現業での活動という

のはみんな社協が、福祉の現業部隊だったわけですよ。そこは今も構造としては余り変わっ

ていないわけですよ。成年後見を始め、いろんな新しい事業についても、国、県、全て社協

に来るわけで、この部分は変わっていないので、公益的な活動については、基本的にはちゃ

んと補助するものは補助すると。 

  委託の問題についていえば、これは町長言われたとおりで、当然、それは委託のところで、

何もげたを履かせることはなくて、委託は委託で、はっきり考え方を整理すればいいことだ
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というふうには思うんですけれども、剰余金というものの見方は改めて、公益活動はしっか

り補助する。この部分のところをぜひ確認していただいて、今後、役割を果たしていただか

なきゃならないので、ぜひ、そういうことの町長、どうお考えかお伺いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 社会福祉協議会というのは、皆さん、公共的なことを見ております。

その存続は、町といたしましてもしなければなと考えております。今まで、その剰余金、言

い方が悪いかわかりませんけれども、何しろ介護でもうかったところで、それで継ぎ足して

おりました。何回も県のほうの監査、その退職に対しては、もうこれで残さなきゃいけませ

んよと厳しく言われているらしいですが、今回、なるべくそのような方向でやった中で、当

初予算、回させていただきました。 

  そして、もし足りなかったらば、９月補正かなんかで対応するということを約束いたしま

したもので、やっぱり社会福祉協議会の役割、これからますます重要になってくると思いま

すので、それが存続するような方向で町としても支援していきたい、そういう考えでござい

ますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で山田議員の一般質問を終結します。 

  この際、10時30分まで休憩します。 

 

休憩 午前１０時２０分 

 

再開 午前１０時３０分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程の追加について 

○議長（飯田桂司君） 村木 脩君から議員の辞職願が提出されています。 

  お諮りします。村木 脩君の議員辞職の件についてを日程に追加し、追加日程第１として

日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。 

  したがって、村木 脩君の辞職の件についてを日程に追加し、追加日程第１として日程の

順序を変更し、直ちに議題とすることに決定しました。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時３０分 

 

再開 午前１０時３２分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎追加日程第１ 村木 脩君の議員辞職の件について 

○議長（飯田桂司君） 追加日程第１ 村木 脩君の議員辞職の件についてを議題とします。 

  地方自治法第117条の規定によって、村木 脩君の退場を求めます。 

（８番 村木 脩君退場） 

○議長（飯田桂司君） 事務局長に辞職願を朗読させます。 

○議会事務局長（向井青一君） 朗読します。 

  平成30年２月23日。 

  東伊豆町議会議長、飯田桂司殿。 

  東伊豆町議会議員、村木 脩。 

  辞職願。 

  このたび、一身上の都合により議員を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） お諮りします。村木 脩君の議員辞職を許可することに御異議ありま

せんか。 

（「議長」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木 勉議員。 
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○１２番（鈴木 勉君） ただいま村木 脩さんのほうから議員の辞職願が出されたわけなん

ですけれども、私たちはそれについて質疑とか、応答とか、討論とかをしたいという形があ

るんですけれども、答弁のほうはどなたがするんですか。もし、私たちが質疑をしたときに

答弁はどなたがなさるんですか。質疑、答弁なしですか。 

○議長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時３４分 

 

再開 午前１０時３４分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  よろしいですか。 

（発言する人なし） 

○議長（飯田桂司君） 再度、お諮りします。村木 脩君の議員辞職願を許可することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。 

  よって、村木 脩君の議員の辞職を許可することに決定いたしました。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３５分 

 

再開 午前１０時３８分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第２号 東伊豆町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基 

            準等に関する条例の制定について 
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○議長（飯田桂司君） 日程第２ 議案第２号 東伊豆町指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営の基準等に関する条例の制定についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第２号 東伊豆町指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営の基準等に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。 

  介護保険法の改正に伴い、平成30年４月から居宅介護支援事業、いわゆるケアマネ事業所

の指定・指導監督について、権限移譲により町で実施することになるため、基準等に関する

条例を制定するものであります。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第２号 東伊豆町指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の制定について説明させていただき

ます。 

  平成30年４月から、県から町へ居宅介護支援事業所、いわゆるケアマネ事業所の指定・指

導監督業務が権限移譲されるため、人員及び運営の基準等に関する条例を制定するものです。 

  制定条文をごらんください。 

  第１条におきましては趣旨を、第２条では用語の意義を、第３条では、事業者の要件を法

人と規定しております。 

  第４条におきまして基本方針を規定しており、第１項では、利用者が居宅にて、その能力

に応じ、自立した日常生活を行うことができるよう配慮すること。 

  第２項では、利用者の状況に応じ、利用者の選択に基づき、効率的に提供されるよう配慮

すること。 

  第３項では、利用者へのサービスが、特定の種類、サービス事業者に偏らないよう公正中

立に行うこと。 

  第４項では、事業運営に当たって、町を初め関係事業者等と連携することを規定しており

ます。 

  第５条では、事業に関するその他の基準等は、国の定める基準省令によることを定めてお
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ります。 

  附則といたしまして、この条例は、平成30年４月１日から施行いたします。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第２号 東伊豆町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関す

る条例の制定についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第３ 議案第３号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

            について 

○議長（飯田桂司君） 日程第３ 議案第３号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第３号 東伊豆町職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

  平成29年８月の人事院勧告を受け、国家公務員の給与法改正が平成29年12月８日に成立し、

これに準じた措置を講ずるため、当町職員の給与条例を改正するものでございます。 

  主な内容につきましては、民間給与との較差を埋めるための平成29年度における給料表水
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準の引き上げ、また、民間の特別給の支給割合との均衡を図り、職員の勤勉手当100分の10

カ月分の引き上げ及び平成30年度からの扶養手当の見直しを踏まえた内容となっております。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） それでは、ただいま提案されました議案第３号 東伊豆町職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、お手元の新旧対照表により概要を御

説明させていただきます。 

  平成29年８月に国家公務員の給与に対する人事院勧告がなされ、平成29年12月８日に国会

において国家公務員の給与法改正が成立しましたので、これに準拠し、当町の給与条例を改

正するものでございます。 

  恐れ入りますが、新旧対照表第１条関係の１ページをごらんください。 

  まず、第15条の８の勤勉手当についてですが、人事院勧告で示された勤勉手当を、民間の

支給割合に見合うよう、現行「100分の85」月である12月支給分を「100分の10」月分引き上

げ、「100分の95」月とする内容です。 

  なお、12月の勤勉手当は既に100分の85月で支給済みですので、差額の100分の10月分を追

加支給するという形になります。 

  同様に、再任用職員の勤勉手当率につきましても、現在の「100分の40」月を「100分の５」

月引き上げ、「100分の45月」とします。 

  次に、附則別表第１、職務の級の切替表において、行政職給料表１及び２の表記をそれぞ

れ第１表及び第２表に改める内容です。 

  ２ページから13ページまでは、行政職給料表第１表及び第２表の改正となります。 

  民間給与との較差0.15％を埋めるため、平成29年度における給料表の水準を引き上げる内

容であります。 

  この改正により、行政職給料表第１表におきましては、初任給から若年層にかけては最大

1,000円、その他は最低400円の増となっております。 

  また、行政職給料表第２表におきましても、初任給から若年層にかけては、最大1,100円、

その他は最低400円の増となっております。 

  次に、13ページの別表第３－１及び３－２の等級別基準職務表をごらんください。 

  ３－１の表におきましては、適用給料表の表記が、行政職給料表１となっているところを
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行政職給料表第１表に、３－２の表におきましては、本来、行政職２とするところを行政職

１と誤記していた箇所を行政職給料表第２表と訂正し、２級及び３級に具体的な職種を明記

しました。 

  以上、第１条につきましては、平成29年４月１日から適用とします。 

  続きまして、新旧対照表第２条関係をごらんください。 

  まず、第８条の扶養手当についてですが、配偶者への１万円を6,500円に、子への8,000円

を１万円に変更、そのほかは6,500円とする内容です。 

  なお、従来の職員の配偶者の有無による加算は、今改正により廃止となります。 

  次に、第15条の８の勤勉手当についてですが、先ほど第１条において、平成29年人事院勧

告として100分の10月増としたものを、平成30年度勤勉手当の６月、12月支給分に100分の５

月分ずつ振り分ける内容です。これにより６月の「100分の85」月及び12月の「100分の95」

月が「100分の90」月へ改正となります。 

  同様に、再任用職員の勤勉手当率につきましても、第１条において、平成29年人事院勧告

として100分の５月増としたものを、平成30年度勤勉手当の６月、12月支給分に「100分の

2.5」月ずつ振り分けます。 

  以上、第２条については、平成30年４月１日から施行を予定しております。 

  お手数ですが、改正分の附則をごらんください。 

  最終ページから２枚目となります。 

  附則１につきましては、この条例は公布の日から施行し、第２条の改正後の条例は、平成

30年４月１日から施行とします。 

  附則２につきましては、第１条の改正後の条例は、平成29年４月１日にさかのぼり適用し

ます。 

  附則３についてですが、条例改正前に支給済みの給料及び手当は、今回改正する条例の規

定による支払いの内払いとし、差額のみ追加支給する内容であります。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお

願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第３号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを

採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第４ 議案第４号 東伊豆町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の 

            一部を改正する条例について 

○議長（飯田桂司君） 日程第４ 議案第４号 東伊豆町職員の公益的法人等への派遣等に関

する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第４号 東伊豆町職員の公益的法人等へ

の派遣等に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

  ７市６町によって構成される一般社団法人美しい伊豆創造センターに東伊豆町職員を派遣

するに当たり、支給する手当等、必要な措置を講ずるため、職員の公益的法人等への派遣等

に関する条例の一部を改正するものでございます。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） それでは、ただいま提案されました議案第４号 東伊豆町職員の

公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、概要を御説明さ

せていただきます。 

  ７市６町によって構成される美しい伊豆創造センターは、現在、一般社団法人と任意団体

の２団体構成となっており、いずれ一般社団法人への統合が見込まれております。今後、東
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伊豆町職員を一般社団法人へ派遣するに当たり、現在の東伊豆町の派遣条例では必要な諸手

当の支給に不備があるため、条例を改正することによりこれを是正し、派遣職員に必要な諸

手当を支給可能とし、職員の派遣体制を整備するものでございます。 

  内容ですが、現在の派遣条例で支給可能な給料、扶養手当、住居手当、期末手当に、管理

職手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、勤勉手当を加えるものであ

ります。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願

いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第４号 東伊豆町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正

する条例についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第５ 議案第５号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

○議長（飯田桂司君） 日程第５ 議案第５号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第５号 東伊豆町国民健康保険税条例の
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一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

  平成30年度からの国民健康保険制度改正に伴い、国民健康保険税の見直しを図るため、議

会の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第５号 東伊豆町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。 

  国民健康保険制度が改正され、平成30年４月から、都道府県が保険者に加わり財政運営を

担う新国保制度がスタートいたします。県から平成30年度の納付金額が示され、町といたし

ましても、来年度の保険税率を決定する段階を迎えました。 

  静岡県の国保運営方針には、資産割を廃止する目標が示されており、町としましては、町

民の皆様の負担軽減も考え、資産割を廃止する方向で国保運営協議会でも御協議をいただき

ました。資産割を廃止しても、県への納付金、町独自の保険事業費を賄えるというシミュレ

ーション結果に基づき、今回の条例改正を提案させていただきました。 

  改正内容につきましては、資産割に係る条文を削除するものであり、これに伴う条項ずれ

を修正するものとなっております。 

  附則といたしまして、施行期日、第１項、この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

  適用区分、第２項、改正後の東伊豆町国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以降の年

度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、な

お従前の例による。 

  なお、お手元に新旧対照表、平成30年度国民健康保険税試算、国保運営協議会答申書の写

しを添付いたしましたので、御参考にしていただきたいと思います。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第５号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決

します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第６ 議案第６号 東伊豆町国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の一 

            部を改正する条例につて 

○議長（飯田桂司君） 日程第６ 議案第６号 東伊豆町国民健康保険保険給付等支払準備基

金条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第６号 東伊豆町国民健康保険保険給付

等支払準備基金条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

  平成30年度からの国民健康保険制度改正に伴い、支払準備基金条例の見直しを図るため、

議会の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第６号 東伊豆町国民健康

保険保険給付等支払準備基金条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。 

  国民健康保険制度が改正され、４月から県が保険者に加わり財政運営を担うこととなりま

す。 

  これまで保険給付等の支払いに不足が生じた場合の資金に充てることを、この基金の設置

目的としておりましたが、平成30年度からは、県が保険給付等の費用相当額を市町に交付す

ることとなり、市町村は保険給付等の支払いに不足が生じることがなくなります。目的が限
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定されていたものを、今後、納付金や、町が行う国保事業全般に不足が生じた場合に活用で

きるよう改正をするものでございます。 

  新旧対照表をごらんください。 

  まず題名を、「東伊豆町国民健康保険保険給付等支払準備基金条例」から「東伊豆町国民

健康保険事業基金条例」に改めます。 

  第１条では、設置目的として、療養給付、療養費等の支払いに限定されている基金の使用

目的を国保事業の運営に変更するものでございます。これにより、納付金などに不足が生じ

た場合、基金で対応することができるようになります。 

  第２条では、給付費の100分の30に達するまで決算剰余金を積み立てることとなっていた

ものを、歳入歳出予算で定めた額を積み立てる形に変更をするものです。 

  第５条、第６条、第７条では、繰替運用、処分、委任について規定をいたします。 

  附則といたしまして、施行期日、第１項、この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

  経過措置といたしまして、第２項、この条例の施行前にこの条例による改正前の東伊豆町

国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の規定に基づき行った基金の積み立ては、この条

例による改正後の東伊豆町国民健康保険事業基金条例の規定に基づき行った基金の積み立て

とみなします。 

  なお、現在の基金額は１億2,064万6,597円となっております。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第６号 東伊豆町国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の一部を改正す

る条例についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第７ 議案第７号 東伊豆町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

○議長（飯田桂司君） 日程第７ 議案第７号 東伊豆町手数料徴収条例の一部を改正する条

例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第７号 東伊豆町手数料徴収条例の一部

を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

  保健事業に要する検診手数料について、条文の整備を図るため、議会の議決を求めるもの

でございます。 

  詳細につきましては、健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） ただいま提案されました議案第７号 東伊豆町手数料徴収

条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。 

  賀茂地域における住民の健康寿命の延伸と生活の質の向上を目指す基本協定を、県、賀茂

圏域１市５町、３医師会で２月19日に締結いたしまいた。 

  取り組み分野の一つとして、特定健診並びにがん検診の受診率向上と、特定保健指導の実

施率の向上を目指すこととなっており、従来、各市町において集団検診を中心に行っていた

ものを、相互の受診や医師会による事務の実施などにより、住民の受診機会の向上と受診の

利便性を図ることを検討する予定です。 

  そのため、手数料の徴収方法については、市町間で調整するなど、方法が多岐にわたるこ

とが予測され、現在の職員による徴収が困難となるため、条文の健診に係る部分を削除し、

今後、柔軟に対応するものです。 

  新旧対照表をごらんください。 

  改正内容は、第２条中第39号を削除するものです。 

  附則としまして、この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第７号 東伊豆町手数料徴収条例の一部を改正する条例についてを採決しま

す。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第８ 議案第８号 東伊豆町介護保険条例の一部を改正する条例について 

○議長（飯田桂司君） 日程第８ 議案第８号 東伊豆町介護保険条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第８号 東伊豆町介護保険条例の一部を

改正する条例について提案理由を申し上げます。 

  今回の改正は、平成30年度から平成32年度までの第７期介護保険事業計画の各年度におけ

る介護保険料率を定めるものであります。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第８号 東伊豆町介護保険



－122－ 

条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。 

  この条例は、平成30年度から平成32年度までの保険料率について改正するものです。 

  保険料の算定につきましては、高齢者人口、要介護認定者数、給付実績、サービス料の推

計等を勘案し算出をいたしております。 

  サービス料につきましては、30年度は5.1％、31年度は7.9％、32年度は4.9％の伸びを見

込んでおります。 

  なお、給付費の伸びによる介護保険料の増加分につきましては、介護給付費準備基金を取

り崩すことにより、基準月額4,840円を据え置くことといたしました。 

  それでは、新旧対照表にて説明させていただきます。新旧対照表をごらんください。 

  第２条にて、「平成27年度から平成29年度まで」と記載されているものを、「平成30年度

から平成32年度まで」と改めます。 

  また、第15条の罰則規定については、国の法改正に伴い、「第１号被保険者の配偶者若し

くは第１号被保険者の属する世帯」という65歳以上の第１号被保険者に限定されていたもの

を「全被保険者」に改めるものです。 

  附則といたしまして、１項、この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

  ２項、改正後の東伊豆町介護保険条例第２条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料

から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

  なお、お手元に保険料設定に係る資料を添付いたしました。資料の最終ページには、所得

段階に応じた年間保険料額の一覧を示してございます。御参照をしてください。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 特にどうということはないんですけれども、一応、保険料は同じだ。

ただ問題は、今期値上げをしないで据え置いても、もう本当に後期高齢者が25％になるとい

うことでいうと、今期のいわゆる介護の健康づくりだとかいろんな取り組み自体が、また、

町としてやんなきゃならない総合支援事業なんかのところの取り組みをしっかりやっていか

ないと、来期は、今度そのツケで本当に保険料を大幅に上げなきゃならないという事態も予

想されるわけですから、保険料はこれでいいというところに安心しないで、もう超高齢化社

会ですから、総合支援事業や介護予防事業、また健康づくり事業、関連させてしっかりやる
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ということがないと大変だという、私は認識を持っていますがいかがですか。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 今回の保険料につきましては、第７期計画ということで、

その３年間を見合う方々が負担するという形なもので、現状で維持をということにさせてい

ただきました。今後、３年後、確かに現在の高齢者の方々が75歳、80歳を迎えて、厳しい状

況が来るということは考えております。そのためにも健康づくり事業、また介護予防事業等

に、３年間をかけてまた力を入れていきたいとも考えておりますので、よろしく御理解のほ

どお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） ほかにありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第８号 東伊豆町介護保険条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第９ 議案第９号 東伊豆町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する 

            条例について 

○議長（飯田桂司君） 日程第９ 議案第９号 東伊豆町後期高齢者医療に関する条例の一部

を改正する条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第９号 東伊豆町後期高齢者医療に関す

る条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 
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  持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が施行

されたことに伴い、条文の整備を図るため、議会の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第９号 東伊豆町後期高齢

者医療に関する条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。 

  今回の改正は、住所地特例の取り扱いについて法律が改正されたことによるものです。 

  添付の資料により説明をさせていただいます。資料をごらんください。 

  国保、後期高齢医療とも適用は住所地で行うということが原則でございますが、特別養護

老人ホームや有料老人ホームなどの施設に入所することで住所が異動した方については、前

住所地の保険者となる住所地特例制度が設けられております。これまでは、国保の住所地特

例だった方が75歳になると、現在の住所地の後期高齢者医療の被保険者となっておりました。 

  今回の改正で、国保の住所地特例の方が後期高齢者医療に移行する際に、住所地特例が継

続するよう見直されました。例えば、東伊豆町の施設に75歳以前に入所した方は、住所地特

例にて、東伊豆町の国保ではなく、前の住所地の国保の被保険者でしたが、この方が75歳に

なると、静岡県の後期高齢者医療の被保険者となっておりました。今回の改正によりまして、

75歳になり後期に移行する際、例えば東京の方でしたら、東京都の後期高齢の住所地特例に

なるということになります。 

  附則といたしまして、この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

  なお、お手元に新旧対照表を添付いたしましたので、御参考にしていただきたいと思いま

す。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 



－125－ 

  これより議案第９号 東伊豆町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につい

てを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１０ 議案第１０号 東伊豆町印鑑条例の一部を改正する条例について 

○議長（飯田桂司君） 日程第10 議案第10号 東伊豆町印鑑条例の一部を改正する条例につ

いてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第10号 東伊豆町印鑑条例の一部を改正

する条例について提案理由を申し上げます。 

  平成30年４月１日より、全国のコンビニエンスストアに設置されております多機能端末機

による印鑑登録証明書等の交付、いわゆるコンビニ交付サービスの導入に伴い、条文の整備

を図るため、議会の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、住民福祉課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（飯田桂司君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） それでは、ただいま提案されました議案第10号 東伊豆町印

鑑条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。 

  まず、前段といたしまして、お手元にあります資料をごらんください。 

  昨年の２月と11月の議会全員協議会におきまして御説明をさせていただきましたコンビニ

交付サービスの概要を表記してございます。 

  このコンビニ交付サービスを開始するに当たり、個人番号カード、いわゆるマイナンバー

カードを利用しての印鑑登録証明書の交付等について、東伊豆町印鑑条例の一部改正が必要

となりますので、新旧対照表により説明をさせていただきます。 
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  恐れ入りますが、新旧対照表をごらんください。 

  まず、第７条第２項で、今まで印鑑登録証の提示がなければ証明書を交付してはならない

としておりましたが、マイナンバーカードを利用した交付が可能になることにより、「第10

条の２に掲げる場合を除き」という文言を条文につけ加えるものであります。 

  次に、第10条の２を新たに設け、マイナンバーカードを利用し、コンビニエンスストアに

ある多機能端末機で印鑑登録証明書の交付申請ができるとし、同条第２項で、証明書の交付

を行うことを規定しております。 

  第11条第１項では、印鑑登録証明書を定義しておりますが、電算導入と対応機種の変更等

により、「電子計算機、複写機又は多機能端末機による書面を作成し、これに町長が証明す

るものとする」に改めます。また、同項第５号では、過去には転居履歴を手書きで表記して

おりましたが、現在のシステムでは最新の住所が表示されるため、「及び転居年月日」を削

除いたします。 

  附則といたしまして、この条例は、平成30年４月１日から施行するものであります。 

  以上、簡単ですが、説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第10号 東伊豆町印鑑条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１１ 議案第１１号 東伊豆町子ども医療費の助成に関する条例の一部を 

              改正する条例について 

○議長（飯田桂司君） 日程第11 議案第11号 東伊豆町子ども医療費の助成に関する条例の
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一部を改正する条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第11号 東伊豆町子ども医療費の助成に

関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

  子ども医療費の助成につきましては、県の実施内容に沿って町でも実施していることから、

条文の整備を図るため、議会の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、住民福祉課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） ただいま提案されました議案第11号 東伊豆町子ども医療

費の助成に関する条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。 

  子ども医療費の助成に関する条例につきましては、県のこども医療費助成事業費補助金交

付要綱及びこども医療費助成事業事務取扱要領との調整のため、条例改正を行うものであり

ます。 

  それでは、新旧対照表により説明させていただきますので、恐れ入りますが、新旧対照表

をごらんください。 

  改正前の条例では、健康保険法や国民健康保険法等をまとめて条文中で「健康保険法等」

と定義しておりましたが、健康保険法で規定する内容のみを示すものと混同しないよう、他

法令や県要綱等に示されています「医療保険各法」に改めます。 

  第３条第２号中「している」を「されている」に改めます。 

  次のページになりますが、改正前の条例では、第三者行為による傷病に係る医療費等に関

する定めがなく、県事務取扱要領において助成対象外でありますので、第５条中のただし書

きを、「第三者の行為による傷病に係る医療費及び保険給付の対象とならない医療費、入院

証明書料、差額ベッド料等は、助成の対象には含まれない」に改めます。 

  改正前の条例では、受診日から起算した提出期限、その提出期限を起算日として猶予期限

が設けられていることにより償還払いの対象期間がわかりにくかったので、県事務取扱要領

に倣い、受診日を起算日として猶予期間を設けることで対象期間を明確にするため、第９条

中、「同項による提出期限から」を「診療を受けた日から起算して」に改め、同条の次に、
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「ただし、公費負担医療制度において費用徴収等された場合の申請にあっては、その決定の

あった日から起算して１年以内とする」を加えます。 

  改正文をごらんください。 

  附則といたしまして、第１項、この条例は、平成30年３月１日から施行する。 

  第２項、平成30年２月28日までの診療分については、なお従前の例によることといたしま

す。 

  以上、簡単ですが、説明にかえさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第11号 東伊豆町子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例に

ついてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１２ 議案第１２号 東伊豆町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用 

              弁償に関する条例の一部を改正する条例について 

○議長（飯田桂司君） 日程第12 議案第12号 東伊豆町特別職の職員で非常勤の者の報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第12号 東伊豆町特別職の職員で非常勤

の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げま
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す。 

  改正農業委員会法の改正に伴い、報酬の見直しを図るため、条例の改正を行うものであり

ます。 

  詳細につきましては、農林水産課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 農林水産課参事。 

○農林水産課参事（山田義則君） ただいま上程されました議案第12号 東伊豆町特別職の職

員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について説明させて

いただきます。 

  提案理由につきましては、平成28年４月１日より施行された改正農地法の改正に伴い、農

業委員、農地利用最適化推進委員の報酬の見直しを図るためのものです。 

  改正内容につきましては、新旧対照表にて御説明申し上げます。 

  恐れ入りますが、新旧対照表をごらんください。 

  今回の改正につきましては、旧の５行目に記載されている「農業委員会委員日額5,500

円」、次ページの１行目に記載されている「農地利用最適化推進委員日額5,500円」につい

て、農業委員会会長を新たに設け、それぞれ月額報酬とし、能率給として、「予算の範囲内

で、東伊豆町農業委員会の委員の報酬に関する規則により定める額」を追加するものです。 

  新たに定める月額の額につきましては、農業委員会会長、農業委員会委員ともに、過去の

報酬実績や責務を考慮し、農業委員会会長については月額２万円、農業委員会委員について

は月額１万2,000円とします。農業委員会農地利用最適化委員については、報酬財源の原資

となります国庫補助、農地利用最適化交付金の実施要綱に規定されている基準単価の6,000

円を月額とします。 

  また、それぞれに規定されている能率給については、「予算の範囲内で、東伊豆町農業委

員会の委員の報酬に関する規則により定める額」とし、国から交付決定される農地利用最適

化交付金を、東伊豆町農業委員会の委員の報酬に関する規則により配分するもので、その規

則の内容は、国が定めた農地利用最適化交付金実施要綱の配分方法に沿った形で規定されて

いるものです。 

  今回の改正は、東伊豆町農業委員会で決められた農地等の利用の最適化に関する指針に基

づき、各委員が行う担い手への農地集積、集約化、遊休農地の発生防止と解消、農地中間管

理機構との連携、新規参入の促進に関する活動に対して、農地利用最適化交付金を財源に、
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新たに能率給を設け、活動実績に応じて委員に支給するもので、農地等の利用の促進をさら

に図る必要から改正するものです。 

  この条例の改正は、本文、附則のとおり、平成30年４月１日から施行するものです。 

  なお、現在、平成29年度中に全国の各農業委員会にて条例の改正を行うよう、国から県を

通して通知がなされている状況であります。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） いわゆる耕作放棄地対策とかいろいろな形のものをやるのは、農業

委員会が今後やっていくということに対応しているというふうには思うんですけれども、前、

私も農業委員をやらせていただいたときにも言ったんだけれども、うちの農業委員会なんか

の場合は、一般的には、一般質問をやったりとか、意見具申をするとかという、本来的にも

そういう機能も農業委員会、あるわけですよね。そういうことは今までやってこなかったと

いうこともあるんですけれども、そういうこととの関連と今後の耕作放棄地対策、また担い

手対策等々で仕事が実際増えるということについて、例えば、ここでは月額として報酬を上

げている。そこに今度はさらに能率給だということがあるんだけれども、これ、規則で定め

るということなんですけれども、具体的にはどういう形で定めるんですか。どういう金額の

ことを想定されていますか。 

  また担い手対策だとか、耕作放棄地についていろいろ行くといっても、範囲というのはす

ごく、仕事の内容はあると思うんですよね。どういうふうに、実際その報酬を払うべきもの

というものを認定していくのかというのは難しいと思うんですけれども、どういう形でやら

れますか。 

○議長（飯田桂司君） 農林水産課参事。 

○農林水産課参事（山田義則君） この事業につきましては、最適化交付金ということが原資

となります。 

  それで、委員について、まず２つ、内容的なものがございまして、成果主義的なもの、そ

れとあと、実際の実績ということになります。実績につきましては、１回につき6,000円と

いうことで算出しております。成果主義につきましては、国のほうから交付決定される額、

これを人数分で割るということで、そういうことの構成で支給されるような内容となってお

ります。 
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○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 成果、実績とという問題も非常に難しい判断があるんじゃないかな

と思う。だけど、その１件のところを担い手対策なり耕作放棄地になりそうだから、それに

対応してつなげていくとかということになると、例えばそれは、農業委員さんが、地主さん

や農家のほうへ何日も通ったりとかということが必要になると思うんですよ。それはもう恐

らく、三、四日通うんじゃなく何回も通うというプロセスあると思うんですけれども、そう

いうプロセスを通じて、それは例えば実績として6,000円ということなのか、５日間とか10

日間行きましたよ、その行った回数で日額6,000円を払うという支払い方法をとられるのか、

ちょっと今の説明している言葉ではわかりかねるところがあります。 

  それと、先ほど言いましたような、一般質問とか、農業委員会自体の今までのありようと

か、改革とかということも、農業委員会新しくなってされているんでしょうか。全然そうい

うものが見えてこないんですけれども。 

○議長（飯田桂司君） 農林水産課参事。 

○農林水産課参事（山田義則君） まず、6,000円という内容ですけれども、これは１日出た

ということになったときに支払われる額ということです。 

  あと、農業委員会としての実績の活動なりの内容等の公表等なんですけれども、一応、今、

農業委員会の適正化に向けた流れの中で、農業委員さんがいろいろ活動しているということ

で、特にそれが公表されているということはございません。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） そうしますと、月額にしても、例えば今までの町の農業委員会の仕

事の内容でいけば、３条だ４条だとかいって、農地法の関係の許認可をするための会合しか

やってこなかったという、やっていないという実情があると思うんですよ。それだと、今ま

での日額のあれでも適正だったのかもしれない。 

  けれども、そこのところは変わらなくて、ある面、今度月額で報酬を上げていくというこ

とになった場合、仕事の実態とかけ離れているんじゃないかという面と、今、参事が言われ

たような点でいうと、いろんな交渉や何かをつないでいくというのは、物すごく時間や手間

かかると思うんですよ。それを１日6,000円なりというようなことで、いわば費用弁償みた

いな形のものを支給していくということになると、結構これは金額的にも負担が大きくなる

んじゃないかと思うんだけれども、ただ、そこは寄っただけでもあれなのか、その１日の行
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ったということについての認定というのは、具体的にはどうされるんですか。 

  幾ら農業委員さんでも、地主さんと信頼関係をあれして、耕作放棄や担い手問題なんかや

っていくには、本当に何回も足を運ばなきゃならないことだと思うんですよ。それが、じゃ、

全て毎日行ったことがカウントされて日額が払われるというようなことなのか、ちょっとこ

の規則の中身も出ていないので取り扱いもよくわからないんですけれども、手間がかかるこ

とに対してどういうふうに、この形で費用弁償を出す、能率給を出すんですか。 

○議長（飯田桂司君） 農林水産課参事。 

○農林水産課参事（山田義則君） 一応、農地利用最適化の中で今進めているのが、農地中間

管理機構、あと空きハウス対策の継承とか、定住希望による新規就農、また、地域おこし隊

が将来的に就農するというようなことで、そういう会議及びその相談等が発生した場合、そ

れに対して出すということになります。ただし、これにつきましては、原資であります農地

利用最適化交付金、これが大もとになっておりますので、それによってまた成果のほうで調

整されるということで、支給される内容になります。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第12号 東伊豆町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  この際、午後１時まで休憩します。 

 

休憩 午前１１時３４分 

 

再開 午後 １時００分 
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○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程第１３ 議案第１３号 東伊豆町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正

する条例 

○議長（飯田桂司君） 日程第13 議案第13号 東伊豆町消防団員等公務災害補償条例の一部

を改正する条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第13号 東伊豆町消防団員等公務災害補

償条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が交付された

ことに伴い、条文の整備を図るものであります。 

  詳細につきましては、防災課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（飯田桂司君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） ただいま提案されました議案第13号 東伊豆町消防団員等公務災

害補償条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。 

  今回の条文の改正におきましては、対象となる公務災害の災害について水害を除く項目と

なっております。 

  新旧対照表をごらんください。 

  新旧対照表の中で、第２条、36条のところに第８項を加えるものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いしま

す。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第13号 東伊豆町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につい

てを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１４ 議案第１４号 東伊豆町総合グラウンドの設置及び管理等に関する

条例の一部を改正する条例 

○議長（飯田桂司君） 日程第14 議案第14号 東伊豆町総合グラウンドの設置及び管理等に

関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第14号 東伊豆町総合グラウンドの設置

及び管理等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  東伊豆町稲取字白窪3350番地内に位置する多目的グラウンドについて、条例第１条の規定

する目的を果たすことができない現状と、今後の利用実態に合わせて条文の整備を図るため、

議会の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、教育委員会事務局長より説明いたさせますので、よろしく御審議を

お願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ただいま提案されました議案第14号 東伊豆町総合グ

ラウンドの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例について御説明させていただ

きます。 

  東伊豆町総合グラウンド３施設のうち、東伊豆町稲取字白窪3350番地内、町営野球場の北

側に位置する多目的グラウンド、町民の皆様は前はサッカー場と呼んでおりました。これに
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つきまして、この施設は昭和52年に建設され、これまでにサッカーや陸上競技のトレーニン

グなど広く利用されてきました。しかし、クロスカントリー大会などの稲取高原で開催され

ますイベントの駐車場として利活用してきたことや、近年の鳥獣被害等により、グラウンド

状態が不良であり、利用者も減少しております。また、良好な状態に回復することが非常に

困難なため、多目的グラウンドをこの条例から除外し、条例第１条に規定する目的及び施設

の現状や今後の利用実態と条例との整合性を図る内容でございます。 

  恐れ入りますが、新旧対照表をごらんください。 

  東伊豆町総合グラウンドの設置について規定されております第２条第２項の表中、多目的

グラウンドは東伊豆町稲取字白窪3350番地内に町営野球場とともに位置しております。した

がいまして、本来ならば条例を改正する箇所はありませんが、この表の番地の表記方法を正

しい表記の仕方に修正したいため、提案させていただく内容でございます。 

  なお、この条例は公布の日から施行いたします。 

  以上、簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） きのう、実はこれを見て例規集で確認したんですけれども、本来こ

れ別表の部分の改正も、料金のところが出てくるから本来はセットでやったほうがいいじゃ

ないかなと思ったんですね。というのは、まだ今ホームページ上で見ると、まだいわゆるテ

ニスコートとか、この間やったやつなんか残っているので、ホームページを直すのが若干タ

イムラグがあると思いますけれども、やっぱりできれば別表も一緒にちゃんと直すというの

が一番よかったかなと思っております。 

○議長（飯田桂司君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ただいまの条例上の料金に係る別表の修正でございま

すが、テニスコートにつきましては、昨年の９月議会に同じように除外させていただきまし

た。そのホームページ上の例規の改正が済んでいないことにつきましては、今後修正をいた

します。申しわけございませんでした。 

  今回の多目的グラウンドの除外につきましては、料金表としましては修正する箇所はござ

いません。といいますのは、まだ新グラウンドが残っております。野球場と新グラウンドが

残っておりますので、あの料金表が適用されます。 



－136－ 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第14号 東伊豆町総合グラウンドの設置及び管理等に関する条例の一部を改

正する条例についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１５ 議案第１５号 東伊豆町道路線の認定について 

○議長（飯田桂司君） 日程第15 議案第15号 東伊豆町道路線の認定についてを議題としま

す。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第15号 東伊豆町道路線の認定について、

提案理由を申し上げます。 

  片瀬地内において中山間地域総合整備事業により完成した片瀬集落道を町道新井川線とし

て新規認定することにより、地域における利便性や住環境の整備を促進させるものでござい

ます。 

  詳細につきましては、建設課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（飯田桂司君） 建設課長。 

○建設課長（高村由喜彦君） それでは、ただいま提案されました議案第15号 東伊豆町道路
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線の認定について、朗読をもって説明をいたします。 

  まず最初に、一番最後のページをお開きください。今回、新規に認定する町道新井川線の

位置をこの図面で御確認をください。 

  それでは、最初のページにお戻りください。 

  議案第15号 東伊豆町道路線の認定について、道路法（昭和27年法律第180号）第８条第

２項の規定により、町道路線を別紙のように認定するものとする。 

  次のページをお開きください。 

  認定路線名、町道新井川線。起点、東伊豆町片瀬字新井川645番３地先から、終点、東伊

豆町片瀬字新井川626番３地先まで。延長、245.8メートル、幅員4.0メートル。 

  それでは、３枚目をお開きください。 

  この写真が町道新井川線の形態を示すものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第15号 東伊豆町道路線の認定についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１６ 議案第１６号 平成２９年度東伊豆町一般会計補正予算（第１３号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第16 議案第16号 平成29年度東伊豆町一般会計補正予算（第13

号)を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 
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  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第16号 平成29年度東伊豆町一般会計補

正予算（第13号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に1,795万7,000円を追加いたしまして、歳

入歳出予算の総額を50億3,228万2,000円とするものでございます。 

  今回の補正につきましては、緊急的な要因が発生しない限り、平成29年度の最終補正とな

りますので、全般的に事業の精算及び執行残額の最終調整を行ったところであります。 

  歳入の主な内容ですが、町税におきましては固定資産税や個人町民税を実績に基づき増額

としております。 

  寄付金につきましては、ふるさと納税寄付金を実績から推計し、増額いたしました。 

  次に、歳出の主な内容ですが、ふるさと納税に係る基金積立金や、寄付・謝礼等必要経費

を増額しております。 

  また、国民健康保険特別会計への繰出金の確定に伴う減額や、福祉関係の精算に伴う過年

度返還金の増額及び北川温泉黒根岩風呂の運営を支援するため、北川温泉観光協会補助金な

どを増額措置いたしております。必要な財源配分を行った後、余剰財源を財政調整基金へ繰

り戻し措置させていただきましたので、御理解をお願いいたします。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいま提案されました議案第16号 平成29年度東伊豆町一般会

計補正予算（第13号）について、概要を御説明いたします。 

  平成29年度東伊豆町の一般会計補正予算（第13号）は、次に定めるところによります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,795万7,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ50億3,228万2,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  債務負担行為の補正。 

  第２条、債務負担行為の追加及び廃止は、「第２表債務負担行為補正」によります。 
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  地方債の補正。 

  第３条、地方債の変更は、「第３表地方債補正」によります。 

  恐れ入りますが、９ページ、10ページをお開きください。 

  歳入について御説明いたします。 

  １款町税、１項町民税、１目個人、補正前の金額に1,208万8,000円を追加し、４億2,997

万6,000円といたします。１節現年課税分、細節１、個人町民税普通徴収現年課税分950万円

の増は、修正申告による調定額増加に基づく増額措置であります。２節滞納繰越分、細節１

滞納繰越分258万8,000円の増は、収入実績に基づくものであります。２目法人、補正前の金

額から291万6,000円を減額し、7,961万4,000円といたします。１節現年課税分、細節１現年

課税分304万6,000円の減は、大手事業所の税割額減少に伴う減額措置であります。 

  ２項１目固定資産税、補正前の金額に3,159万7,000円を追加し、11億6,199万6,000円とい

たします。１節現年課税分、細節１現年課税分2,600万円の増は、太陽光発電や設備投資の

増加により、償却資産分の課税額が大幅に伸びたため増額するものであります。２節滞納繰

越分、細節１滞納繰越分559万7,000円の増は、収入実績に基づく増額措置であります。 

  ４項１目町たばこ税、補正前の金額から807万5,000円を減額し、１億192万5,000円といた

します。１節現年課税分、細節１現年課税分807万5,000円の減は、税率の低い加熱式たばこ

の普及により、減収が見込まれることから減額するものであります。 

  ５項１目入湯税、補正前の金額から825万円を減額し、１億1,925万1,000円といたします。

１節現年課税分、細節１現年課税分825万円の減は、入湯客数の減少に伴う減であり、本年

度の見込みを79万5,000人とさせていただきます。 

  ２款地方譲与税、１項１目自動車重量譲与税、補正前の金額に200万円を追加し、3,400万

円といたします。１節自動車重量譲与税、細節１自動車重量譲与税200万円の増は、県の推

計と交付実績に基づく増額措置であります。 

  ５款１項１目株式等譲渡所得割交付金、補正前の金額に200万円を追加し、600万円といた

します。１節株式等譲渡所得割交付金、細節１株式等譲渡所得割交付金200万円の増につき

ましても、交付実績に基づく増額措置であります。 

  ８款１項１目自動車取得税交付金、補正前の金額に200万円を追加し、1,700万円といたし

ます。１節自動車取得税交付金、細節１自動車取得税交付金200万円の増につきましても、

交付実績に基づく増額措置であります。 

  12款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金、補正前の金額に317万9,000円を
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追加し、3,729万4,000円といたします。２節児童福祉費負担金、細節２保育所保育料負担金

432万2,000円の増は、利用者の増加並びに保育料の変更による増加分を増額する内容であり

ます。 

  14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、補正前の金額から1,048万

2,000円を減額し、２億6,877万9,000円といたします。１節社会福祉費負担金、細節２障害

者自立支援給付費負担金256万1,000円の減は、国の負担金確定に基づく減額であります。２

節児童保護措置費等負担金、細節１子どものための教育・保育給付費負担金317万7,000円の

減は、保育ママ並びに小規模保育利用者の実績により減額するものであります。３節児童手

当負担金、細節１児童手当負担金459万3,000円の減も、給付対象者の実績に基づき、歳出と

あわせ国の負担金も減額するものあります。 

  ２項国庫補助金、６目土木費国庫補助金、補正前の金額から842万円を減額し、2,694万

5,000円といたします。１節道路橋梁費補助金、細節１社会資本整備総合交付金842万円の減

は、事業費確定に伴う減額であります。 

  17款１項寄付金、１目ふるさと納税寄付金、補正前の金額に8,000万円を追加し、２億

3,000円といたします。１節ふるさと納税寄付金、細節１ふるさと納税寄付金8,000万円の増

は、これまでの実績と今後の見込みを想定した増額措置であります。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額から5,609万5,000

円を減額し、１億7,422万5,000円といたします。１節財政調整基金繰入金、細節１財政調整

基金繰入金5,609万5,000円の減は、今回の補正予算における歳入歳出調整後の剰余財源を基

金へ繰り戻しするため、減額いたします。なお、補正後の財政調整基金残高の見込みは、約

７億1,600万円でございます。 

  ３目ふるさと納税基金繰入金、補正前の金額から620万円を減額し、1,609万5,000円とい

たします。１節ふるさと納税基金繰入金、細節１ふるさと納税基金繰入金620万円の減は、

若者定住促進住宅取得補助金の減額に伴い、剰余金を基金へ繰り戻すため、ふるさと納税基

金繰入金を減額いたします。 

  20款諸収入、４項雑入、１目過年度収入、補正前の金額に342万7,000円を追加し、657万

8,000円といたします。１節民生費過年度収入、細節２後期高齢者医療費負担金過年度返還

金297万6,000円の増は、後期高齢者医療費の確定に伴う過年度返還金の増額であります。 

  ２目雑入、補正前の金額から238万4,000円を減額し、6,480万4,000円といたします。９節

雑入、細節15社会保険料等被保険者負担金314万9,000円の減は、臨時職員の年度途中退職及
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び社会保険非該当などによる減少分を減額するものであります。 

  21款１項町債、１目農林水産業債、補正前の金額に510万円を追加し、2,220万円といたし

ます。１節農業債、細節１中山間地域総合整備事業480万円の増は、事業費確定に伴う増額

措置であります。 

  ２目土木債、補正前の金額から620万円を減額し、1,840万円といたします。１節土木債、

細節１湯ノ沢草崎線法面対策事業540万円の減につきましても、事業費確定に伴う減額措置

であります。 

  27ページ、28ページをごらん願います。 

  次に、３、歳出について御説明いたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正前の金額に286万9,000円を追加し、

５億1,527万2,000円といたします。 

  29ページ、30ページをごらん願います。 

  事業コード14、総務課一般事務管理事業、４節共済費、細節８社会保険料538万9,000円の

減につきましては、歳入と同じく臨時職員の年度途中退職及び社会保険非該当などによる不

用額を減額するものであります。 

  事業コード15、ふるさと納税寄付推進事業、８節報償費、細節１ふるさと納税寄付謝礼

1,110万円の増につきましては、歳入と同じく実績に基づき寄付謝礼の不足額を増額するも

のであります。 

  31ページ、32ページをごらん願います。 

  ６目アスド会館費、補正前の金額に245万3,000円を追加し、1,905万7,000円といたします。

事業コード１、アスド会館維持管理事業、11節需用費、細節４光熱水費244万7,000円の増に

つきましては、施設老朽化の影響による漏水や寒さによる電気料金の増加により不足が見込

まれるため、増額するものであります。 

  ９目企画費、補正前の金額から950万2,000円を減額し、3,008万5,000円といたします。 

  事業コード２、交流・定住促進事業、19節負担金補助及び交付金、細節２若者定住促進住

宅取得補助金620万円の減につきましては、本年度の利用実績と今後の見込みに基づき、不

用額を減額するものであります。 

  35ページ、36ページをごらん願います。 

  15目ふるさと納税基金費、補正前の金額に6,835万6,000円を追加し、１億5,847万4,000円

といたします。 
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  事業コード１、ふるさと納税基金管理事業、25節積立金、細節１基金積立金6,835万6,000

円の増につきましては、寄付謝礼と同様に実績に基づき基金積立金を見込み、不足分を増額

するものであります。 

  45ページ、46ページをごらん願います。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、２目障害者福祉費、補正前の金額に759万9,000円を追加し、

３億1,148万3,000円といたします。 

  47ページ、48ページをごらん願います。 

  事業コード４、自立支援医療事業、23節償還金利子及び割引料、細節１身体障害者福祉事

業過年度返還金651万7,000円の増につきましては、平成28年度分の障害者自立支援医療費負

担金確定に伴う過年度精算返還金の増額措置であります。 

  ３目老人福祉費、補正前の金額から323万8,000円を減額し、２億5,714万1,000円といたし

ます。 

  事業コード２、養護老人ホーム施設入所事業、20節扶助費、細節１老人保護措置費263万

5,000円の減につきましては、老人ホーム２名退所による不用額の減額であります。 

  49ページ、50ページをごらん願います。 

  ７目国民健康保険費、補正前の金額から854万2,000円を減額し、１億2,647万1,000円とい

たします。 

  事業コード１、国民健康保険特別会計支援事業、28節繰出金、細節１国民健康保険特別会

計繰出金854万2,000円の減につきましては、基盤安定繰出金及び財政安定化支援事業繰出金

の確定に伴う減額措置であります。 

  51ページ、52ページをごらん願います。 

  11目臨時福祉給付金等給付事業助成費、補正前の金額に302万4,000円を追加し、540万

9,000円といたします。 

  事業コード３、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業、23節償還金利子及び割引料、

細節１年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金過年度返還金291万円の増につき

ましては、平成27年度分の当該給付金給付額確定に伴う返還金の増額措置であります。 

  ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、補正前の金額から449万9,000円を減額し、２億

1,888万6,000円といたします。 

  事業コード２、地域型保育事業、13節委託料、細節３小規模保育入所委託料241万1,000円

の減につきましては、入所者の実績に基づく減額措置であります。 
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  53ページ、54ページをごらん願います。 

  ２目児童措置費、補正前の金額から664万円を減額し、１億2,240万5,000円といたします。 

  事業コード１、児童手当給付事務事業、20節扶助費、細節１児童手当664万円の減につき

ましては、歳入と同じく給付実績に基づき不用額を減額するものであります。 

  59ページ、60ページをごらん願います。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、８目環境衛生費、補正前の金額から310万1,000円を減額し、

642万7,000円といたします。 

  事業コード４、合併処理浄化槽補助事業、19節負担金補助及び交付金、細節１浄化槽設置

整備事業費補助金311万1,000円の減につきましては、浄化槽つけかえの実績に基づき不用額

を減額するものであります。 

  61ページ、62ページをごらん願います。 

  ５款農林水産業費、１項農業費、５目農地費、補正前の金額に450万3,000円を追加し、

3,784万3,000円といたします。 

  事業コード１、中山間地域総合整備事業。63ページ、64ページをごらん願います。 

  19節負担金補助及び交付金、細節２中山間地域総合整備事業負担金450万円の増につきま

しては、県の事業費追加に合わせ、町の負担金も増額するものであります。 

  65ページ、66ページをごらん願います。 

  ３項水産業費、４目漁港建設費、補正前の金額から325万3,000円を減額し、1,457万2,000

円といたします。 

  事業コード１、漁港整備事業、19節負担金補助及び交付金、細節１稲取漁港整備事業地元

負担金325万3,000円の減につきましても、県の事業費確定に伴い減額するものであります。 

  ６款１項商工費、３目観光費、補正前の金額に410万5,000円を追加し、１億4,526万5,000

円といたします。 

  事業コード１、地域観光振興対策事業、19節負担金補助及び交付金、細節15北川温泉観光

協会補助金360万円の増につきましては、北川温泉黒根岩風呂の運営を支援するための補助

金の増額措置であります。 

  67ページ、68ページをごらん願います。 

  ７款土木費、２項道路橋梁費、３目道路新設改良費、補正前の金額から1,685万4,000円を

減額し、6,381万6,000円といたします。 

  事業コード１、道路新設改良事業。69ページ、70ページをごらん願います。 
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  15節工事請負費、細節１湯ノ沢草崎線法面対策工事1,500万円の減につきましては、国の

社会資本整備総合交付金の交付額に合わせ、事業内容を調整したため不用額を減額する内容

であります。 

  85ページ、86ページをごらん願います。 

  ９款教育費、６項保健体育費、２目学校給食費、補正前の金額に128万4,000円を追加し、

5,821万円といたします。 

  事業コード１、学校給食センター事業、11節需用費、細節１消耗品費261万3,000円の増に

つきましては、学校給食用の食器類が老朽化しており、破損などの危険性が高いことから、

新学期までに更新するため購入費を増額するものであります。 

  恐れ入りますが、５ページへお戻りください。 

  第２表債務負担行為補正でありますが、今回の補正予算においては、資源ごみ、可燃ごみ

等収集業務委託にかかわる債務負担行為の追加及び長期継続契約により不用となる事務機器

等リース料の債務負担行為を廃止するものであります。 

  ６ページをごらんください。 

  第３表地方債補正でありますが、中山間地域総合整備事業、稲取漁港整備事業、湯ノ沢草

崎線法面対策事業、入谷天城１号線整備事業について、事業費確定に伴い限度額を変更して

おりますので、御確認願います。 

  ７ページ、８ページをごらん願います。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で、ただいま御説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず、歳入ですが、補正前の額50億1,432万5,000円に1,795万7,000円を追加いたしまして、

50億3,228万2,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額50億1,432万5,000円に1,795万7,000円を追加いたしまして、

50億3,228万2,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国県支出金が3,460万3,000円の減、地方債が

110万円の減、その他財源は7,473万7,000円の増、一般財源を2,107万7,000円の減といたし

ます。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 
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○１４番（山田直志君） まず、町税の関係なんですけれども、ここへ来て修正申告があった

ということも今御説明がありましたけれども、非常に大きな増額ということですが、もう少

し詳しくお聞きしたいなというふうに思っています。 

  ２つ目に、32ページで交流・定住促進事業のところで、町長、今年度目玉事業というよう

なことじゃなかったかなというふうに思うんですけれども、実績的にこうなったということ

なんですけれども、運用上の問題でもう少し改善したりすると利用がふえるとか、そういう

点について１年やってみて、今後のこの辺の問題の取り扱いについてはどういう状況である

のかという御見解をお伺いしたいと思います。 

  ３点目に、66ページの北川温泉の観光協会補助金の360万円なんですけれども、もうちょ

っと事業内容を教えてください。 

○議長（飯田桂司君） 税務課長。 

○税務課長（福岡俊裕君） ただいまの山田議員の御質問にお答えいたします。 

  町税の普通徴収、特別徴収の関係でございますが、給与所得、営業所得、不動産所得等の

増に伴う修正申告及び特別徴収から普通徴収へ切りかえなどが発生しておりまして、その関

係による増額となっております。 

  また、賀茂地方税債権整理回収協議会と静岡地方税滞納整理機構との連携によりまして、

収納率が順調に伸びておりますので、収納率を92％と見込み、増額する内容となります。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 若者定住促進住宅取得補助金でございますけれども、この補

正予算を組んだ段階で２件の執行がございました。180万円です。その後に執行予定が２件

ということで300万円で、ことしについては620万円の不用額ということなんですけれども、

今現在申請している方が何件かいらっしゃいまして、これは今申請しても、できるのが新年

度になりますので、その後に来年度で執行するということで、今年減額しましたので、これ

だけ減額になっていますけれども、来年度についてはそういうことで利用が見込めていると

いうことで御理解いただければと思います。 

○議長（飯田桂司君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（森田七徳君） 北川温泉観光協会への補助金、補正額360万円についての内

容でございますが、台風21号で黒根岩風呂のほうが全壊いたしまして、これを復旧におよそ

720万円かかっております。これによりまして、運営状況が非常に厳しくなるということで、
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地域の財産、大きな観光資源ということですので、その費用のおよそ半分を補助する内容と

なっております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 初めてのまず、税のことはわかりました。 

  それで、交流・定住促進のことについて、１年目ということで、今後こういう形で制度が

知られていくことによって利用者の拡大というのもあるかなと。今年は１年目ということで、

そういうことかなというふうに理解はしております。 

  ３点目なんですけれども、北川の観光協会の補助金事業の問題なんですけれども、僕がち

ょっと見る限りにおいてはもう既にこれ完成しているんじゃないですかね。事業実施がして

いるということになると、ちょっとこの最終補正という取り扱いが適切かなと。別に360万

円つけることはいけないことだということを言っているんじゃないですけれども、予算措置

の問題としてもう既に補助金で事業が実施しているということであれば、ちょっとこれはま

た別の問題はないですかね。ちょっとそこのところが僕は確認をしたいと思うんですけれど

も。 

○議長（飯田桂司君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（森田七徳君） この補助金につきましては、工事に対する補助金ということ

になりますと、工事の執行前に補助を決めて工事をするというのが通常だと思いますが、こ

の補助金につきましては、この工事について実際の支払い等は観光協会が借り入れを起こし

て支払うと。そのことによって、運営自体が非常に厳しくなるということなものですから、

運営に対する補助金ということで理解をいただければというように思います。 

  また、最初に着工する時点で全ての見積り額が把握されていて、それに補正予算が間に合

えばそこで補正予算を組むこともできたんですが、とにかく少しでも早く、もうお正月に間

に合うように何とか復旧したいというような地元の意向もございまして、実際には工事をし

ながらここをこうする、ああするということで、町のほうでこの720万円最終的にかかった

ということを把握した時点でちょっと補正予算が間に合わなかったということで、最終の今

の時期での補正予算の計上とさせていただきました。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） あの施設自体は町のものではないという部分で考えると、成り立つ
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のかな。ただ、非常に何かグレーゾーンみたいな、確かに私も見ていて台風の影響から早く

復旧されるといいなというふうには思っていて、ただ町のほうでは専決も出てこないし、ず

っと補正もやってこなかったので、どうするのかなというふうに思っていたら、この間通っ

たら、あれ、完成している、直っているじゃんという感じだったんですよね。何か非常に、

でもただ今課長言われたように、町の施設じゃないけれども、早くほしいのも気持ちがよく

わかる反面、何か財政的な取り扱いはちょっと何かグレーな感じがするよなという感じがち

ょっと気持ち的に残るんですけれども、間違いだとは言いませんけれども、非常に何か微妙

な措置だなと。早くにやっぱりある程度予算立てしちゃって、後で、多分360万円だから400

万円とか専決やっておいて、使ってから何かあれでもよかったんじゃないのかな。何か早く

にやるということであれば何かまた別の予算の処置の仕方ってあったんじゃないのかなとい

う部分もちょっと感じているんですけれども、はい。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 先般の委員会でも何かもう補助金の中でこれ専決でやればいいじゃな

いと議会からもそういう提案も受けました。そういう中で今回も本当これはもう北川だけの

問題じゃなくて、東伊豆町、またこれ日本全国の中でこの岩風呂が東伊豆町でなっています

もので、そういう中で今度は予算措置の仕方、議会の方がよければ専決の中でやらせていた

だければそれはもう予算的に全然問題ありませんもので、今度予算措置に関しましては議長

さんとか議会の皆さんと相談しながらなるべく早く復旧して、何しろこれやっぱり正月に間

に合わないとちょっといけなかったもので、今回こういうことになりましたけれども、専決

でできるものは専決でやらせていただいた中で、予算的にはそういうグレーなところが出な

いような方向でやっていきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第16号 平成29年度東伊豆町一般会計補正予算（第13号）を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１７ 議案第１７号 平成２９年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予

 算（第３号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第17 議案第17号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計補

正予算（第３号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第17号 平成29年度東伊豆町国民健康保

険特別会計補正予算（第３号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ１億1,274万3,000円を減額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ22億3,869万6,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では、実績に基づく国民健康保険税、国庫支出金、療養

給付費交付金、県支出金、共同事業交付金、繰入金の減であります。 

  歳出につきましても、実績による療養給付費、高額療養費、共同事業拠出金の減額が主な

内容であります。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第17号 平成29年度東伊豆

町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について、概要を説明いたします。 

  平成29年度東伊豆町の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億1,274万3,000円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億3,869万6,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳
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出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について御説明をいたします。 

  １款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、補正前の額から1,180万

6,000円を減額し、４億3,386万7,000円といたします。１節現年課税分、細節１医療給付費

分特別徴収現年課税分203万9,000円の増、細節２医療給付費分普通徴収現年課税分896万

8,000円の減、細節３介護納付金分現年課税分174万7,000円の減、細節４後期高齢者支援分

特別徴収現年課税分102万9,000円の増、細節５後期高齢者支援分普通徴収現年課税分256万

5,000円の減は、本算定に伴いそれぞれ増減となったものでございます。２節滞納繰越分、

細節１医療給付費分滞納繰越分115万8,000円の減は、実績見込みによるものでございます。 

  ２目退職被保険者等国民健康保険税、補正前の額から265万3,000円を減額し、667万6,000

円といたします。１節現年課税分、細節１医療給付費分現年課税分155万円の減は、本算定

により減額となったものでございます。 

  ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、補正前の額に35万3,000円

を追加し、２億7,539万3,000円といたします。１節現年度分、細節１療養給付費負担金132

万3,000円の増は、負担金の変更申請に伴う増額となっております。 

  ２目高額医療費共同事業負担金、補正前の額から221万8,000円を減額し、1,186万9,000円

といたします。１節細節１高額医療費共同事業負担金221万8,000円の減は、交付申請による

減額となっております。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  ３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目財政調整交付金、補正前の額から1,175万1,000円

を減額し、9,405万8,000円といたします。１節細節１普通調整交付金1,175万1,000円の減は、

交付申請に基づく減額となっております。 

  ４款１項１目療養給付費交付金、補正前の額から2,610万円を減額し、2,252万6,000円と

いたします。１節現年度分、細節１退職被保険者等療養給付費交付金2,529万5,000円の減は、

交付金決定による減額です。 

  ６款県支出金、２項県負担金、１目高額医療費共同事業負担金、補正前の額から221万

7,000円を減額し、1,186万9,000円といたします。１節細節１高額医療費共同事業負担金221

万7,000円の減は、交付申請に基づく減額です。 

  ９ページ、10ページをお開きください。 
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  ７款１項１目共同事業交付金、補正前の額から1,543万8,000円を減額し、3,517万9,000円

といたします。１節共同事業交付金、細節１高額医療費共同事業交付金1,543万8,000円の減

は、交付決定による減額です。 

  ２目保険財政共同安定化事業交付金、補正前の額から3,425万円を減額し、３億8,850万

5,000円といたします。１節細節１保険財政共同安定化事業交付金3,425万円の減は、交付決

定による減額です。 

  ９款繰入金、１項１目一般会計繰入金、補正前の額から854万2,000円を減額し、１億

2,647万1,000円といたします。１節細節１保険基盤安定繰入金219万4,000円の減、５節細節

１財政安定化支援事業繰入金627万3,000円の減は、負担金の確定による減額となっておりま

す。 

  11款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、補正前の額に411

万4,000円を追加し、711万4,000円といたします。１節細節１一般被保険者延滞金411万

4,000円の増は、実績見込みに伴います増額です。 

  恐れ入りますが、11ページ、12ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について御説明をいたします。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正前の額から117万5,000円を減額し、

1,374万円といたします。13節委託料、細節９国民健康保険システム改修業務委託料114万円

の減は、契約額確定に伴う差金を減額するものです。 

  ２款保険給付費、１項療養諸費、２目退職被保険者等療養給付費、補正前の額から3,063

万1,000円を減額し、1,907万5,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１退

職被保険者等療養給付費保険者負担金3,063万1,000円の減は、退職被保険者の減少に伴う療

養給付費の減による減額です。 

  ３目一般被保険者療養費、補正前の額に151万3,000円を追加し、943万4,000円といたしま

す。 

  13ページ、14ページをお開きください。 

  19節負担金補助及び交付金、細節１一般被保険者療養費保険者負担金151万3,000円の増は、

特別療養費の申請件数が増えたことによる増額となっております。 

  ２款保険給付費、２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、補正前の額から2,862

万5,000円を減額し、１億5,454万6,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節

１一般被保険者高額療養費保険者負担金2,862万5,000円の減は、高額療養費の実績見込みに
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よる減額です。 

  ２目退職被保険者等高額療養費、補正前の額から562万1,000円を減額し、408万円といた

します。19節負担金補助及び交付金、細節１退職被保険者等高額療養費保険者負担金562万

1,000円の減は、高額療養費の実績見込みによる減額となっております。 

  15ページ、16ページをお開きください。 

  ６款１項１目介護納付金、補正前の額から306万円を減額し、9,677万1,000円といたしま

す。19節負担金補助及び交付金、細節１介護納付金306万円の減は、介護納付金の確定によ

る減額です。 

  ７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業医療費拠出金、補正前の額から887万

円を減額し、4,747万8,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１高額医療費

共同事業医療費拠出金887万円の減は、拠出金の確定による減額です。 

  ３目保険財政共同安定化事業拠出金、補正前の額から3,486万6,000円を減額し、４億

2,561万5,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１保険財政共同安定化事業

拠出金3,486万6,000円の減は、拠出金の確定による減額です。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま御説明いたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額23億5,143万9,000円から１億1,274万

3,000円を減額いたしまして、22億3,869万6,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額23億5,143万9,000円から１億1,274万3,000円を減額いたし

まして、22億3,869万6,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国県支出金で1,700万5,000円の減、その他財

源で8,450万8,000円の減、一般財源で1,123万円の減といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 
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  これより議案第17号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を採

決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１８ 議案第１８号 平成２９年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正

 予算（第２号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第18 議案第18号 平成29年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第18号 平成29年度東伊豆町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に16万1,000円を増額し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ１億7,094万6,000円とするものであります。 

  内容を申し上げますと、歳入歳出とも保険基盤安定交付金の確定に伴い増額補正を行うも

のでございます。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第18号 平成29年度東伊豆

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、概要を説明させていただきます。 

  平成29年度東伊豆町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

によります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ16万1,000円を追加し、歳入歳出
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予算の総額を歳入歳出それぞれ１億7,110万7,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明いたします。 

  ３款繰入金、１項１目一般会計繰入金、補正前の額に16万1,000円を追加し、4,110万

6,000円といたします。１節細節１保険基盤安定繰入金16万1,000円の増は、保険基盤安定交

付金の確定によるものです。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明いたします。 

  １款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、補正前の額に16万1,000円を追加し、１億

7,068万6,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１後期高齢者医療広域連合

納付金16万1,000円の増は、保険基盤安定交付金の確定により、後期高齢者医療広域連合へ

の納付金を増額するものであります。 

  ３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額１億7,094万6,000円に16万1,000円

を追加いたしまして、１億7,110万7,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額１億7,094万6,000円に16万1,000円を追加いたしまして、

１億7,110万7,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、一般財源で16万1,000円といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第18号 平成29年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を
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採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１９ 議案第１９号 平成２９年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算 

 （第３号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第19 議案第19号 平成29年度東伊豆町介護保険特別会計補正予

算（第３号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第19号 平成29年度東伊豆町介護保険特

別会計補正予算（第３号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から1,992万1,000円を減額し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ13億3,023万8,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では、介護保険料実績による増減と支払基金、町等から

の法定負担分の減額であります。歳出では、保険給付費と地域支援事業費を実績により減額

するものでございます。 

  なお、交付金内示額等による不足分について補塡するため、基金積立金の減額措置をさせ

ていただきました。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第19号 平成29年度東伊豆

町介護保険特別会計補正予算（第３号）について、概要を説明させていただきます。 

  平成29年度東伊豆町の介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところにより

ます。 
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  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,992万1,000円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億3,023万8,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明をいたします。 

  １款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料、補正前の額から408万3,000円

を減額し、２億9,317万9,000円といたします。１節現年度分保険料、細節２普通徴収保険料

435万8,000円の減は、実績見込みによる減額となっております。 

  ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、補正前の額から1,414万4,000円を減額

し、３億2,815万7,000円といたします。１節現年度分交付金、細節１第２号被保険者介護給

付費交付金1,414万4,000円の減は、給付費の減に伴う変更交付決定によるものです。 

  ９ページ、10ページをごらんください。 

  次に、歳出の主な内容について説明いたします。 

  ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、３目地域密着型介護サービス給付費、補正前

の額に1,620万円を追加し、２億2,140万8,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、

細節１地域密着型介護サービス給付費保険者負担金1,620万円の増は、サービス料の実績見

込みによるものです。 

  ５目施設介護サービス給付費、補正前の額から1,108万円を減額し、２億8,881万4,000円

といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１施設介護サービス給付費保険者負担金

1,108万円の減は、給付費の減によるものです。 

  11ページ、12ページをごらんください。 

  ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、９目居宅介護サービス計画給付費、補正前の

額から150万円を減額し、5,556万6,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節

１居宅介護サービス計画給付被保険者負担金150万円の減は、当初見込みより利用者が減少

したことによるものです。 

  15ページ、16ページをごらんください。 

  ２款保険給付費、６項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス費、補

正前の額から450万円を減額し、3,818万4,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、
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細節１特定入所者介護サービス費保険者負担金450万円の減は、食費、居住費の減免利用者

の減によるものです。 

  ４款１項基金積立金、１目介護保険給付費準備基金積立金、補正前の額から1,702万4,000

円を減額し、2,092万5,000円といたします。25節積立金、細節１介護保険給付費準備基金積

立金1,702万4,000円の減は、保険料支払基金交付金の減に伴う財源調整のため、積立金を減

額するものです。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してございます。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額13億5,015万9,000円から1,992万

1,000円を減額いたしまして、13億3,023万8,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額13億5,015万9,000円から1,992万1,000円を減額いたしまし

て、13億3,023万8,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国県支出金が22万円の減、その他が1,421万

4,000円の減、一般財源が548万7,000円の減といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第19号 平成29年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第３号）を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第２０ 議案第２０号 平成２９年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算
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 （第１号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第20 議案第20号 平成29年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正

予算（第１号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 議案第20号 平成29年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（第１

号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２万8,000円を減額

し、歳入歳出予算の総額を83万1,000円とするものであります。 

  天草事業配分金と繰越金の確定により、一般会計への繰出金を調整させていただいたもの

であります。 

  詳細につきましては、企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） ただいま提案されました議案第20号 平成29年度東伊豆町稲

取財産区特別会計補正予算（第１号）について、説明をさせていただきます。 

  平成29年度東伊豆町の稲取財産区特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

ります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２万8,000円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ83万1,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入ですが、１款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、補正前の金額から９

万5,000円を減額し、76万2,000円といたします。１節その他普通財産貸付収入、細節２配分

金９万5,000円の減は、天草事業収入の確定によるものです。 

  ２款１項１目繰越金、補正前の金額に６万7,000円を増額し、６万8,000円といたします。

１節前年度繰越金、細節１前年度繰越金６万7,000円の増は、決算の確定によるものです。 
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  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出ですが、２款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金、補正前の金額から

２万8,000円を減額し、７万2,000円といたします。28節繰出金、細節１一般会計繰出金２万

8,000円の減は、決算の確定によるものです。 

  ３ページ、４ページにお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で補正内容を総括してあります。 

  補正前の歳入及び歳出予算の総額85万9,000円から歳入歳出それぞれ２万8,000円を減額し、

補正後の歳入及び歳出予算の総額をそれぞれ83万1,000円といたします。 

  なお、補正予算財源は一般財源で２万8,000円の減となっております。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いい

たします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第20号 平成29年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（第１号）を採決

します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第２１ 議案第２１号 平成２９年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予

 算（第２号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第21 議案第21号 平成29年度東伊豆町風力発電事業特別会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 
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  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 議案第21号 平成29年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第

２号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ286万円を減額し、

歳入歳出予算の総額を4,532万2,000円とするものであります。 

  売電収入の減により基金積立金を減額し、保安管理委託料に充てさせていただいたもので

あります。 

  詳細につきましては、企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） ただいま提案されました議案第21号 平成29年度東伊豆町風

力発電事業特別会計補正予算（第２号）について、概要説明をさせていただきます。 

  平成29年度東伊豆町の風力発電事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ286万円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ4,532万2,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入ですが、４款諸収入、１項収益事業収入、１目売電収入、補正前の金額から286万円

を減額し、4,314万円といたします。１節、細節１売電収入286万円の減は、発電量の減少に

よるものであります。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出ですが、１款電気事業費、２項１目風力発電事業費、補正前の金額に139万

3,000円を増額し、1,859万1,000円といたします。13節委託料、細節１発電施設保安管理委

託料180万9,000円の増は、故障の発生により保守料を増額するものでございます。 

  ２目風力発電基金費、補正前の金額から425万3,000円を減額し、1,000円といたします。

25節積立金、細節１基金積立金425万3,000円の減は、発電量の減少による減収により積立金
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を減額するものでございます。 

  ３ページ、４ページにお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で補正内容を総括してあります。 

  補正前の歳入及び歳出予算の総額4,818万2,000円から歳入歳出それぞれ286万円を減額し、

補正後の歳入及び歳出予算の総額をそれぞれ4,532万2,000円といたします。 

  なお、補正予算財源は一般財源で286万円の減となっております。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いい

たします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第21号 平成29年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第２号）を採

決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第２２ 議案第２２号 平成２９年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第２

 号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第22 議案第22号 平成29年度東伊豆町水道事業会計補正予算

（第２号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第22号 平成29年度東伊豆町水道事業会
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計補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出のうち、収入では、水道事業

収益の予定額から745万8,000円を減額し、４億5,587万5,000円といたします。ホテルなど大

口使用者を中心に使用水量が減少したことによるものであります。 

  支出では、水道事業費用の予定額から785万3,000円を減額し、４億2,850万7,000円といた

します。減価償却費の見込み数の修正などによります。 

  また、予算第４条に定めた資本的支出の予定額から2,100万5,000円を減額し、１億8,146

万8,000円といたします。白田浄水場下取水場の除塵機修繕の取りやめや、工事の入札差金

などによります。 

  詳細につきましては、水道課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（飯田桂司君） 水道課長。 

○水道課長（石井尚徳君） ただいま提案されました議案第22号 平成29年度東伊豆町水道事

業会計補正予算（第２号）について、説明させていただきます。 

  総則。 

  第１条、平成29年度東伊豆町水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よります。 

  業務の予定量。 

  第２条、平成29年度東伊豆町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条第２号中

「243万立方メートル」を「240万4,000立方メートル」に、同条第３号中「6,657立方メート

ル」を「6,580立方メートル」に改めます。 

  収益的収入及び支出。 

  第３条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正いたします。 

  収入、第１款水道事業収益、既決予定額４億6,333万円から745万8,000円を減額し、４億

5,587万5,000円といたします。第１項営業収益、既決予定額４億3,845万3,000円から745万

8,000円を減額し、４億3,099万5,000円といたします。 

  支出、第１款水道事業費用、既決予定額４億3,636万円から785万3,000円を減額し、４億

2,850万7,000円といたします。第１項営業費用、既決予定額３億9,629万1,000円から1,186

万円を減額し、３億8,443万1,000円といたします。第２項営業外費用、既決予定額3,906万

8,000円に400万7,000円を追加し、4,307万5,000円といたします。 
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  ２ページをお開きください。 

  資本的収入及び支出。 

  第４条、予算第４条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

「２億247万3,000円」を「１億8,146万8,000円」に、過年度分損益勘定留保資金「２億247

万3,000円」を「１億7,204万3,000円」に改め、次に「、過年度分消費税資本的収支調整額

942万5,000円」を加え、資本的支出の予定額を次のとおり補正いたします。 

  支出、第１款資本的支出、既決予定額２億247万3,000円から2,100万5,000円を減額し、１

億8,146万8,000円といたします。第１項建設改良費、既決予定額１億1,251万6,000円から

2,100万5,000円を減額し、9,151万1,000円といたします。 

  債務負担行為。 

  第５条、予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる限度額を次のとおり変更い

たします。 

  事項、水道検針業務委託、限度額、補正後991万6,000円といたします。 

  議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第６条、予算第６条に定めた経費

の金額を次のように改めます。 

  第１号、職員給与費、既決予定額8,252万4,000円から289万円を減額し、8,223万5,000円

といたします。 

  ９ページをお開きください。 

  参考資料により、主な補正内容を御説明いたします。 

  まず、収益的収入ですが、１款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益、１節水道料

金400万円の減及び２目簡易水道収益、１節水道料金370万円の減につきましては、５期分ま

での水道料金調定額に６期分の見込み額を加えて料金収入を推計したものであります。給水

収益の減につきましては、ホテルなどの大口使用者を中心に使用水量が減少している影響に

よるものです。また、簡易水道収益の減につきましても、一部の大口使用者の使用水量の減

少によるものです。 

  10ページをお開きください。 

  次に、収益的支出ですが、１款水道事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費、27節

薬品費300万円の減につきましては、薬品の一部を高濃度薬品に切りかえたことによるその

ほかの薬品費の減によります。５目総係費、42節貸倒引当金繰入額100万円の増は、不納欠

損額の見込みによります。６目減価償却費、１節有形固定資産減価償却費1,045万6,000円の
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減は、見込み数値の修正によります。 

  ２項営業外費用、２目１節消費税400万7,000円の増につきましては、料金収入で預かった

消費税と入札等により工事費が減になった費用面にかかった消費税の差し引きで、消費税を

多く支払うことが見込まれるためであります。 

  次に、資本的支出ですが、１款資本的支出、１項建設改良費、１目原水及び浄水施設整備

費、39節工事請負費1,563万8,000円の減は、工事の入札差金と予定をしていました除塵機修

繕工事を小水力の発電の事業者に行ってもらうことによる減です。２目簡易水道施設整備費、

39節工事請負費200万円の減につきましては、大川地区の町道湯ケ岡赤川線新設工事が見込

みよりおくれているため、仮設配管から本管への布設がえを延期することによるものです。

３目配水及び給水施設整備費、39節工事請負費336万7,000円の減は、工事の入札差金です。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第22号 平成29年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第２号）を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（飯田桂司君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ２時２５分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（飯田桂司君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は11名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成30年東伊豆町議会第１回定例会第５日目は成立いたしましたので、開会しま

す。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

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

 

◎議事日程の報告 

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

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 議案第２３号 平成３０年度東伊豆町一般会計予算 

○議長（飯田桂司君） 日程第１ 議案第23号 平成30年度東伊豆町一般会計予算を議題とし

ます。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） おはようございます。 

  ただいま上程されました議案第23号 平成30年度東伊豆町一般会計予算について、概要と

提案理由を申し上げます。 

  既に施政方針でも御説明をさせていただいておりますが、当初予算の規模は49億6,000万

円となり、平成29年度当初予算に比べ2億2,600万円の増額となっております。 

  まず、歳入予算の内容でありますが、自主財源は前年対比2.0％増の26億1,643万8,000円

で、構成比は52.8％となります。このうち構成比37.6％を占める町税におきましては、３年
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に１度の評価がえと地価下落の影響による固定資産税の減、その他町たばこ税と法人町民税

について減収を見込んでおります。町税全体では18億6,526万円、前年対比4,060万5,000円

の大幅な減額となっております。 

  次に、依存財源は前年対比8.1％増の23億4,356万2,000円で、構成比は47.2％となります。

このうち地方交付税についてですが、地方財政計画では2.0％の減とされておりますが、当

町の交付実績を勘案した中で、普通交付税を前年対比5,000万円の増額といたしました。 

  次に、国庫支出金につきましては、社会資本整備総合交付金の増や障害者福祉関係の民生

費国庫負担金などが増加し、前年対比3,325万9,000円の増となりました。 

  県支出金につきましても、国庫支出金と同じく、障害者福祉関係の民生費県負担金などが

増加し、前年対比1,518万7,000円の増となりました。 

  町債につきましては、適債事業に対する発行並びに臨時財政対策債との合計で３億5,410

万円とし、道路橋梁の安全対策のための土木債の発行額が増加しております。 

  次に、歳出でありますが、構成比40.5％を占める義務的経費のうち、人件費につきまして

は県知事選挙事務の皆減などにより10億3,340万2,000円で、前年対比836万1,000円、0.8％

減となります。 

  扶助費につきましては、国県支出金の増額と同様に障害者福祉関係の伸びにより４億

4,551万5,000円で、前年対比2,083万6,000円、4.9％の増となります。 

  公債費につきましては、臨時財政対策債の償還額増加により５億3,009万2,000円で、前年

対比1,287万3,000円、2.5％の増となります。 

  物件費につきましては、特殊要因といたしまして、東河環境センターの大規模改修に伴い、

ごみの収集運搬委託料が増加するため７億6,880万9,000円で、前年対比6,823万8,000円、

9.7％の増となります。 

  維持補修費につきましては補修箇所の増加により1,082万5,000円、40.5％の増となります。 

  扶助費等につきましては、ふるさと納税の返礼割合見直しにより、寄附謝礼も減少し12億

8,569万9,000円で、前年対比1,385万5,000円、1.1％の減となります。 

  次に、投資的経費についてですが、３億3,616万4,000円となり、前年対比１億3,129万

2,000円、64.1％の増であります。 

  補助事業では、入谷天城１号線の改良工事の事業料増加と物件移転の補償費の皆増、また

橋梁の補修設置業務の皆増などにより5,476万2,000円の増となっております。 

  単独事業では、熱川中川線改良工事や白田漁港津波対策測量設計業務、大川石神線の舗装
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工事、町道全般一部補修工事などを計上しております。6,954万5,000円、52.5％の大幅な増

となります。 

  以上、平成30年度一般会計予算の概要説明及び提案理由とさせていただきますが、依然と

して厳しい財政状況が続く中で、出産・子育ての支援の充実や移住定住の促進、社会基盤、

交通基盤の整備など、喫緊の課題解決や福祉関係の行政ニーズに対応していくため、当面緊

急を要する事業以外は計画的な投資にとどまるものと考えておりますので、御理解をお願い

いたします。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） それでは、ただいま提案されました議案第23号 平成30年度東伊

豆町一般会計予算の主な内容を御説明させていただきます。 

  １ページをお開きください。 

  平成30年度東伊豆町の一般会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ49億6,000万円と定めます。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  （債務負担行為） 

  第２条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」によります。 

  （地方債） 

  第３条、地方自治法第230条第１項の規定により、起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」によります。 

  （一時借入金） 

  第４条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は７

億円と定めます。 

  （歳出予算の流用） 

  第５条、地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。 
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  第１号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  次に、款項の区分で概要説明をさせていただきますが、この予算の中で、「本年度」と申

し上げますのは「平成30年度」であり、「前年度」とは「平成29年度」といたします。また、

比較につきましては、平成30年度当初予算と平成29年度当初予算での比較で申し述べますの

で御理解をお願いいたします。 

  それでは、２ページをごらんください。 

  第１表歳入歳出予算の歳入について御説明いたします。 

  １款町税につきましては18億6,526万円、前年対比4,060万5,000円の減と大幅な減額で、

構成比は37.6％であります。 

  まず、１項町民税につきましては、個人町民税と法人町民税で４億9,629万7,000円となり、

前年対比412万1,000円の減であります。法人町民税における税割の落ち込みを見込んだとこ

ろであります。 

  ２項固定資産税につきましては、３年に１度の評価がえと地価下落の影響などにより11億

1,137万5,000円で、前年対比2.1％の減となります。 

  ３項軽自動車税につきましては3,545万7,000円で、前年対比9.0％の増を見込んでおりま

す。 

  ４項町たばこ税につきましては、たばこ離れや税率の低い加熱式たばこの普及の影響によ

り9,463万円で、前年対比14.0％の大幅な減となっております。 

  ５項入湯税につきましては１億2,750万1,000円で、前年同額となります。課税対象者を85

万人と推計しております。 

  次に、２款地方譲与税につきましては4,600万円、前年同額で、構成比は0.9％となってお

ります。 

  １項自動車重量譲与税につきましては3,200万円で、前年同額であります。 

  ２項地方揮発油譲与税につきましても1,400万円で、前年同額であります。 

  ３款利子割交付金につきましては180万円で、前年対比5.9％の増となっております。 

  ４款配当割交付金につきましては470万円で、前年対比17.5％の減であります。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金につきましては600万円で、前年対比50.0％の増であります。 

  ６款地方消費税交付金につきましては２億3,000万円で、前年同額としております。なお、

構成比は4.6％であります。 
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  ７款ゴルフ場利用税交付金につきましては1,700万円で、前年同額とし、構成比は0.3％と

なっております。 

  ８款自動車取得税交付金につきましては1,900万円で、前年対比400万円、26.7％の増とな

っております。 

  次に、９款地方特例交付金につきましては250万円で、前年同額となっております。 

  ただいまの２款から９款の地方譲与税並びに各種交付金につきましては、国の地方財政計

画や県の試算した伸び率、また現下の経済情勢等に基づきそれぞれ予算計上をしております。 

  10款地方交付税につきましては10億500万円で、前年対比5,000万円、5.2％の増で、構成

比は20.3％となっております。普通交付税では各種留意事項を踏まえた上で推計をし、実績

として交付額も増加していることから、前年対比5,000万円増の９億3,000万円、特別交付税

で7,500万円を計上いたしました。 

  11款交通安全対策特別交付金につきましては80万円で、前年同額を計上しております。 

  12款分担金及び負担金につきましては4,647万4,000円で、前年対比1,530万2,000円、

49.1％の増で、構成比は0.9％となっております。新年度から２年間当町が賀茂地区の障害

者支援事業の事務局になることにより、各市町からの負担金を受け入れるため増額となって

おります。 

  13款使用料及び手数料につきましては5,288万6,000円、前年対比99万2,000円、1.8％の減

で、構成比は1.1％となっております。 

  １項使用料につきましては4,594万7,000円で、前年対比2.2％の増であります。 

  ２項手数料につきましては693万9,000円で、前年対比22.0％の減であります。保健衛生事

業手数料について医師会への事務委託や市町間での相互受診に柔軟に対応するため、諸収入

へ移行したことにより、減額になっております。 

  次に、14款国庫支出金につきましては３億4,991万4,000円、前年対比3,325万9,000円、

10.5％の増で、構成比は7.1％となっております。 

  １項国庫負担金につきましては２億6,835万9,000円、前年対比10.6％の増で、障害者福祉

関係の医療費や給付費など、民生費、国庫負担金が増加しております。 

  ３ページをごらんください。 

  ２項国庫補助金につきましては7,913万6,000円、前年対比13.5％の増で、道路橋梁の安全

対策のための社会資本整備総合交付金の増が主な増額の要因であります。 

  ３項委託金につきましては241万9,000円で、拠出年金事務委託金の減により、前年対比
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182万1,000円、42.9％の減となっております。 

  15款県支出金につきましては３億674万8,000円、前年対比1,518万7,000円、5.2％の増で、

構成比は6.2％となっております。 

  １項県負担金につきましては１億9,618万5,000円、前年対比1,515万2,000円、8.4％の増

で、国庫負担金と同じく障害者福祉関係の民生費、県負担金が増加しております。 

  ２項県補助金につきましては7,888万9,000円、前年対比656万5,000円、9.1％の増で、地

籍調査に対する国土調査費補助金や熱川海浜プールの災害復旧に対する観光施設整備事業費

補助金などの増が主な増額要因であります。 

  ３項委託金につきましては3,167万4,000円、前年対比653万円、17.1％の減であり、静岡

県知事選挙費委託金の皆減による減額となっております。 

  16款財産収入につきましては7,054万円、前年対比36万6,000円、0.5％の増で、構成比は

1.4％となっております。 

  １項財産運用収入につきましては6,867万4,000円、前年対比0.1％の増で、土地貸付収入

が主な内容でございます。 

  ２項財産売払収入につきましては186万6,000円、16.5％の増で、温水売払収入を計上して

おります。 

  17款寄付金につきましては１億5,000万2,000円で、ふるさと納税寄付金を平成29年度実績

から推計し、見込み額として前年同額を計上したところであります。 

  18款繰入金につきましては３億3,832万6,000円、前年対比8,120万円、31.6％の増で、構

成比は6.8％となっております。 

  １項財産区繰入金につきましては４万円で、稲取財産区特別会計からの繰入金であります。 

  ２項特別会計繰入金につきましては176万6,000円で、風力発電事業特別会計から169万

6,000円を繰り入れ、温泉熱・小水力発電施設管理業務やアースキッズ事業に充当いたしま

す。 

  ３項基金繰入金につきましては３億3,652万円、前年対比8,128万円の増で、財政調整基金

から２億4,200万円、ふるさと納税基金から9,600万円、育英奨学基金から446万円をそれぞ

れ基金条例の目的に沿って繰り入れいたします。 

  19款繰越金につきましては、前年度予算執行状況などから実質収支額6,000万円を見込み、

そのうち地方自治法233条の２の規定による基金への編入を3,000万円といたしましたので、

予算計上額は前年度と同額の3,000万円となります。予算全体に占める割合は0.6％となって
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おります。 

  20款諸収入につきましては6,295万円、前年対比521万7,000円、7.7％の減で、構成比は

1.3％となっております。 

  １項延滞金、加算金及び過料につきましては350万円で、町税の延滞金であります。 

  ２項町預金利子につきましては1,000円、前年同額を計上いたしました。 

  ３項貸付金元利収入につきましては19万2,000円、前年同額で育英奨学金、貸付金の返還

金であります。 

  ４項雑入につきましては5,902万8,000円、前年対比8.7％の減であります。臨時職員関係

の社会保険料等被保険者負担金の減、また、社会福祉協議会からの施設使用料の減が主な減

額要因であります。 

  ５項収益事業収入につきましては22万9,000円で、幼稚園、小中学校の学校施設による太

陽光発電売電収入を計上しております。 

  最後に、21款町債につきましては３億5,410万円、前年対比7,240万円、25.7％の増となり、

構成比は7.1％となっております。農林水産業債、土木債、災害復旧費及び臨時財政対策債

を計上しております。 

  お手数ですが、７ページをお開きください。 

  本予算の第３条で定めました第３表地方債の内容でございますが、限度額３億5,410万円

で、起債の方法につきましては、証書借入または証券発行といたします。利率については、

年5.0％以内とし、償還方法を定めたものでございます。なお、地方債の現在高の見込みに

関する調書につきましては、予算書229ページに記載しておりますので、ごらんの上、御確

認をお願いいたします。 

  恐れ入れますが、４ページにお戻りください。 

  歳出につきましても、款項の区分で御説明申し上げます。 

  まず、１款議会費につきましては6,361万1,000円、前年対比21万7,000円、0.3％の減で、

構成比は1.3％となっております。内容につきましては議員報酬、各常任委員会活動費及び

事務局職員の人件費が主なものとなっております。 

  ２款総務費につきましては９億9,663万2,000円、前年対比697万2,000円、0.7％の減で、

構成比は20.1％となっております。 

  １項総務管理費につきましては８億3,024万3,000円、前年対比0.1％の減であります。全

般的な需用費や庁舎維持管理費、アスド会館費、自治振興費、地球温暖化対策費、電算費な
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どを計上しております。また継続事業といたしまして、若者定住促進住宅取得補助金や地域

おこし協力隊事業、結婚新生活支援補助金などにより、移住定住の促進、また、地域の活性

化対策に取り組んでまいります。 

  ２項徴税費につきましては１億554万7,000円、前年対比0.1％の減であります。税務担当

職員人件費、賦課徴収事務費等を計上しております。 

  ３項戸籍住民基本台帳費につきましては4,525万7,000円、前年対比23.9％の増で、戸籍事

務関係経費、マイナンバー関連の事務的経費並びに証明書コンビニ交付関連の事務的経費を

計上しております。 

  ４項選挙費につきましては590万9,000円、前年対比72.0％の減で、本年度は選挙執行の予

定がございませんので、選挙管理委員会費及び選挙啓発費のみの計上となっております。 

  ５項統計調査費につきましては865万9,000円、前年対比9.8％の増であります。各種統計

関連経費を計上しております。 

  ６項監査委員費につきましては101万7,000円で、監査事務諸費を計上しております。 

  次に、３款民生費につきましては13億5,446万2,000円、前年対比4,309万8,000円、3.3％

の増で、構成比は27.3％となっております。 

  １項社会福祉費につきましては10億1,627万5,000円、前年対比3.0％の増であります。障

害者福祉費が大幅に伸びており、その他には後期高齢者医療等の老人福祉費、国民健康保険

費、また介護保険費を計上しております。 

  ２項児童福祉費につきましては３億3,149万2,000円、前年対比4.6％の増であります。保

育所入所委託料や保育ママ委託料、放課後児童クラブ運営事業などを計上したほか、子ども

医療費助成事業や子宝祝金、子育て用具購入費補助金を継続して予算化しております。また、

新規事業といたしまして、１月に開園されました小規模保育所入所委託料などを計上し、子

育て支援の充実を図ります。 

  ３項国民年金事務取扱費につきましては659万5,000円、前年対比17.9％の減で、国民年金

事務の取り扱いに係る経費を計上しております。 

  ４項災害救助費につきましては10万円で、前年度と同額を計上いたしました。 

  次に、４款衛生費につきましては６億618万2,000円、前年対比1,354万8,000円、2.3％の

増で、構成比は12.2％となっております。 

  １項保健衛生費につきましては２億1,694万6,000円、前年対比6.6％の増で、保健福祉セ

ンター維持管理事業費や各種保健対策事業費、環境衛生費、美化推進費及び担当職員人件費
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等を計上しております。 

  ２項清掃費につきましては３億8,747万円、前年対比0.4％の減となっております。 

  ごみ収集委託料や東河環境センター分担金、最終処分場包括的運転管理委託料が主な内容

であります。 

  ３項上水道費につきましては176万6,000円の皆増で、水道事業会計の経営戦略策定に要す

る経費の２分の１を支援するため、水道事業会計繰出金を計上しております。 

  ５款農林水産業費につきましては１億6,850万5,000円、前年対比2,828万円、20.2％の増

で構成比は3.4％となっております。 

  １項農業費につきましては8,586万5,000円、5.9％の減であります。農業委員会費を初め、

農業振興費補助金、有害鳥獣対策費、中山間地域総合整備事業負担金等を計上しております。 

  ２項林業費につきましては2,822万5,000円、前年対比43.4％の増となっております。大川

石神線舗装工事並びに公園緑地維持管理費等を計上いたしました。 

  ３項水産業費につきましては5,441万5,000円、前年対比85.6％の増となっております。新

規事業といたしまして、白田漁港津波対策測量設計業務委託料を計上しております。そのほ

かには漁業振興費補助金や稲取漁港整備事業地元負担金等を計上しております。 

  次に、６款商工費につきましては１億7,456万7,000円、前年対比1,093万4,000円、6.7％

の増で、構成比は3.5％となっております。観光協会補助金や商工会運営事業補助金を初め

とし、町内景気対策や観光振興対策に要する経費を計上しております。新規事業といたしま

して、創業支援補助金やＤＣ推進事業補助金及び観光景観整備基本方針策定事業委託料を計

上いたしました。 

  次に、７款土木費につきましては２億8,850万7,000円、前年対比１億747万9,000円、

59.4％の増で、構成比は5.8％となっております。 

  １項土木管理費につきましては3,495万2,000円、前年対比85.6％の増で、地籍調査の調査

区追加により委託料が増額となっております。そのほか境界確定のための事務委託料や担当

職員人件費などが主な内容となっております。 

  ２項道路橋梁費につきましては２億145万6,000円、前年対比76.7％の増で、道路維持費で

は町道全般維持補修工事を計上し、また道路新設改良費では橋梁補修設計委託料や熱川中線

改良工事の皆増のほか、継続事業の湯ノ沢草崎線のり面対策工事ほか１路線の改良工事費と

入谷天城１号線改良工事に伴う物件移転補償費を計上いたしました。 

  ３項河川費につきましては1,041万6,000円、前年同額で、湯ケ岡山田水路や上赤川の改修



－176－ 

工事費を計上しております。 

  ４項都市計画費につきましては3,319万4,000円、前年対比2.7％の増で、都市公園並びに

唐沢汚水処理場の維持管理費及び担当職員人件費を計上いたしました。 

  ５項住宅費につきましては848万9,000円、前年対比56.0％の増で、町営住宅の維持管理経

費と稲取町営住宅のベランダ改修工事並びに熱川町営住宅の階段手すり取りつけ工事を計上

しております。 

  次に、８款消防費につきましては３億7,733万6,000円、前年対比1,817万4,000円、5.1％

の増で、構成比は7.6％となっております。常備消防費の駿東伊豆消防組合負担金について、

各種職員手当を他市町と合わせるため調整したことより増額となりました。防災対策費では

Ｊアラート全国瞬時警報システムの新型への改修費用や備蓄食料等の防災資機材整備費用を

計上いたしました。 

  次に、９款教育費につきましては３億8,141万円、前年対比818万2,000円、2.1％の減で、

構成比は7.7％となっております。 

  ５ページをごらんください。 

  １項教育総務費につきましては１億181万円、前年対比3.6％の増となっております。 

  教育委員会並びに教育委員会事務局運営費等を計上しております。また、新規事業といた

しまして国のＪＥＴプログラムを活用した国際教育推進事業を新設しております。 

  ２項小学校費につきましては3,600万円、前年対比32.7％の減で小学校の統合による大川

小学校の運営経費の減が要因であります。 

  ３項中学校費につきましては3,922万1,000円、前年対比8.2％の増となっております。特

別支援員の配置などにより増額となりました。 

  ４項幼稚園費につきましては8,849万4,000円、前年対比2.1％の増となっております。 

  ５項社会教育費につきましては3,147万1,000円、前年対比7.3％の減であります。前年度

実施しました偉人ＤＶＤ作成や図書館屋上防水工事の皆減が主な減額の要因であります。 

  ６項保健体育費につきましては7,972万6,000円、前年対比3.7％の増であります。新規事

業の町立体育センター改修工事設計業務委託料を計上いたしました。 

  ７項育英奨学費につきましては468万8,000円で、育英奨学金の貸付金及び育英奨学基金へ

の積立金を計上しております。 

  次に、10款災害復旧費につきましては867万1,000円、前年対比698万5,000円、414.3％の

増で構成比は0.2％となっております。 
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  １項では農林水産業施設災害復旧費、２項では公共土木施設災害復旧費として、災害時の

復旧工事費等を計上いたしております。また３項では前年度に被災した熱川海浜プールの復

旧工事費を計上いたしました。 

  次に、11款公債費につきましては５億3,011万7,000円、前年対比1,287万3,000円、2.5％

の増で、構成比は10.7％となっております。内容につきましては、元金償還金４億8,449万

2,000円、公債利子4,510万円、一時借入金利子50万円を見込んだほか、諸費として２万

5,000円を計上したものであります。臨時財政対策債の償還額増加により元金償還金が増額

となっております。 

  最後に、12款予備費につきましては1,000万円で、予算総額の0.2％を計上いたしました。 

  ６ページをお開きください。 

  第２表につきましては、債務負担行為として平成30年度設定分をお示ししておりますので、

事項、期間、限度額等をごらんの上、御理解をお願いしたいと思います。なお、債務負担行

為が翌年度以降にわたるものにつきましては、226ページ以降に調書を掲載してございます。 

  ７ページをごらんください。 

  第３表地方債につきましては歳入の21款町債の限度額等をお示ししてございますので、御

確認をよろしくお願いいたします。 

  ８ページをお開きください。 

  先ほど御説明いたしました各款の歳入内容につきましてはこの事項別明細書総括表で前年

度比較も含め、御確認をお願いいたします。 

  ９ページをごらんください。 

  同様に、歳出の前年度比較及び財源内訳の総括表となっております。 

  歳出予算総額の特定財源内訳につきましては、国・県支出金が６億5,666万2,000円、地方

債が１億1,410万円、その他財源が４億4,013万8,000円となります。一般財源につきまして

は37億4,910万円となっております。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願い

いたします。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第２４号 平成３０年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算 
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◎日程第３ 議案第２５号 平成３０年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算 

◎日程第４ 議案第２６号 平成３０年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

◎日程第５ 議案第２７号 平成３０年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

◎日程第６ 議案第２８号 平成３０年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算 

◎日程第７ 議案第２９号 平成３０年度東伊豆町水道事業会計予算 

○議長（飯田桂司君） 日程第２ 議案第24号 平成30年度東伊豆町国民健康保険特別会計予

算。日程第３ 議案第25号 平成30年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算。日程第

４ 議案第26号 平成30年度東伊豆町介護保険特別会計予算。日程第５ 議案第27号 平成

30年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算。日程第６ 議案第28号 平成30年度東伊豆町風力

発電事業特別会計予算。日程第７ 議案第29号 平成30年度東伊豆町水道事業会計予算を一

括議題とします。 

  町長より順次議案提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 議案第24号 平成30年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算につきま

して概要を申し上げ、提案理由といたします。 

  平成30年度の国民健康保険特別会計歳入歳出予算の総額は18億5,256万3,000円で、前年度

当初予算に比べ４億586万3,000円、18.0％の減となっております。 

  まず、歳入につきましては、主な内容を申し上げますと、国民健康保険税が４億2,357万

8,000円で、前年度当初予算に比べ6.9％の減で、歳入総額の22.9％となっております。県の

支出金が13億31万1,000円と大幅な増で歳入総額の70.2％となっておりますが、国保制度改

正に伴い保険給付額が県から交付されることによるもので、これに伴い国庫支出金療養給付

交付金、前期高齢者交付金、共同事業交付金については県の収入となるため、廃款や廃目と

なっております。繰入金は１億2,328万3,000円で6.6％を占めております。 

  次に、歳出の主な内容につきましては、保険給付費が12億8,338万2,000円で、前年度当初

予算に比べ5.3％の減で、歳出総額の69.3％となっております。国民健康保険事業費納付金

は制度改正に伴う新設科目で県への納付金として５億1,759万4,000円を計上しております。

歳出総額の27.9％となっております。制度改正に伴い後期高齢者支援金、介護納付金等は廃

款、廃目となる科目がございます。 

  詳細につきましては健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願
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いいたします。 

  次に、議案第25号 平成30年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算につきまして概要を

申し上げ、提案理由といたします。 

  平成30年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算の総額は１億8,100万3,000円で、前年度

当初予算に比べ1,207万1,000円、7.1％の増となっております。 

  まず、歳出の主な内容を申し上げますと、後期高齢者医療保険料が１億3,706万円で、前

年度当初予算に比べ7.4％の増で、歳入総額の75.7％となっております。繰入金は4,352万円

で、前年度当初予算に比べ6.3％の増で、歳入総額の24.0％となります。歳出の主な内容に

つきましては後期高齢者医療広域連合納付金が１億8,058万2,000円で、前年度当初予算に比

べ7.2％増で、歳出総額の99.8％となる内容でございます。 

  詳細につきましては健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

  議案第26号 平成30年度東伊豆町介護保険特別会計予算につきまして概要を申し上げ、提

案理由といたします。 

  平成30年度の介護保険特別会計歳入歳出予算の総額は13億616万3,000円で、前年度当初予

算に比べ1,052万6,000円、0.8％の増となっております。 

  まず、歳入の主な内容を申し上げますと、介護保険料が３億240万7,000円で、前年度当初

予算に比べ1.7％の増で、歳入総額の23.2％となっております。国庫支出金は３億151万

1,000円で23.1％、支払基金交付金が３億4,017万6,000円で26.0％、県支出金が１億8,424万

8,000円で14.1％、繰入金が１億7,551万2,000円で13.4％となります。 

  次に、歳出の主な内容につきましては、総務費が936万円で、前年度当初予算に比べ

28.8％の減で、歳出総額の0.7％となっております。保険給付費は12億2,952万4,000円で、

前年度当初予算に比べ1.2％の増で、歳出総額の94.1％、地域支援事業費は5,772万2,000円

で、前年度当初予算に比べ21.8％の増で、歳出総額の4.4％となる内容でございます。 

  詳細につきましては健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

  次に、議案第27号 平成30年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算につきまして概要を申し

上げ、提案理由といたします。 

  平成30年度の東伊豆町稲取財産区特別会計予算の総額は70万9,000円で、前年度に比べ15

万円、17.5％の減となりました。天草事業の配分金見込みが９万7,000円から３万円になっ
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たことが減額の要因となっております。 

  詳細につきましては企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いい

たします。 

  次に、議案第28号 平成30年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算につきまして概要を申

し上げ、提案理由といたします。 

  平成30年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算の総額は4,450万2,000円で、前年度に比べ

200万円、4.3％の減となりました。平成29年度実績に基づき売電収入を昨年度より減額し調

整したものであります。 

  詳細につきましては企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いい

たします。 

  次に、議案第29号 平成30年度東伊豆町水道事業会計予算につきまして概要を申し上げ、

提案理由といたします。 

  水道事業収益は４億4,163万3,000円で、前年度に比べ1,927万円、4.2％の減といたしまし

た。前年度実績を参考に推計したものでございます。 

  水道事業費用は４億2,398万1,000円で、前年度に比べ1,400万5,000円、3.2％の減といた

しました。薬品費や貸倒引当金繰入額減などを見込むものでございます。 

  資本的支出は１億9,293万4,000円で、前年度に比べ953万9,000円、4.7％の減といたしま

した。主な事業では、白田ダム浄水場ろ過池整備工事など12件の事業を予定しております。 

  詳細につきましては水道課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第24号 平成30年度東伊豆

町国民健康保険特別会計予算について、概要を御説明申し上げます。 

  恐れ入りますが、予算書の230ページをお開きください。 

  平成30年度東伊豆町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ18億5,256万3,000円と定めます。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  （一時借入金） 
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  第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は１

億円と定めます。 

  （歳出予算の流用） 

  第３条、地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。 

  第１号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用。 

  231ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算の歳入について款項の区分で概要を説明申し上げます。 

  １款１項国民健康保険税は４億2,357万8,000円で、前年度対比3,142万4,000円、6.9％の

減で、予算全体の22.9％を占めております。減額の主な要因は、被保険者数等の減少を見込

んだものであります。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料は40万1,000円で、督促手数料でございます。 

  ３款国庫支出金は1,000円で科目存置となります。制度改正に伴い町の収入ではなく県の

収入となることによります。 

  １項国庫補助金は1,000円で、１目災害臨時特例補助金を新設し科目存置とし、財政調整

交付金、国庫補助金は廃目となります。国庫負担金は廃項となり、この項内の療養給付費等

負担金、高額医療費共同事業負担金、特定健康診査等負担金は廃目となります。 

  ４款県支出金は13億31万1,000円、前年度対比11億9,644万4,000円で大幅な増となり、予

算全体の70.2％を占めております。制度改正に伴い保険給付費額が県から交付されることに

よる増額となっております。１項県補助金は13億31万1,000円で、３目保険給付費等交付金

が新設となり、財政調整交付金は廃目となります。県負担金は廃項となり、この項内の高額

医療費共同事業負担金、特定健康診査等負担金は廃目となります。 

  ５款財産収入2,000円は科目存置でございます。 

  ６款繰入金は１億2,328万3,000円で、前年度対比1,133万4,000円、8.4％の減で、予算全

体の6.6％を占めております。 

  １項一般会計繰入金は１億2,328万2,000円で、前年度対比1,133万4,000円、8.4％の減で

あります。一般会計からの法定繰入金でございます。 

  ２項基金繰入金1,000円は科目存置でございます。 

  ７款１項繰越金1,000円も科目存置でございます。制度改正に伴い療養給付費交付金繰越
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金は廃目となっております。 

  ８款諸収入は498万6,000円を計上いたしました。１項延滞金、加算金及び過料は408万円

で一般及び退職被保険者の延滞金でございます。２項預金利子は科目存置。３項雑入は90万

5,000円で第三者行為の納付金及び返納金等であります。療養給付費交付金、前期高齢者交

付金、共同事業交付金は制度改正に伴い廃款となります。 

  232ページをごらんください。 

  次に、歳出につきましても、款項の区分で申し上げます。 

  １款総務費は827万1,000円で、前年度対比1,002万8,000円、54.8％の減であります。主な

内容として、１項総務管理費で556万円の減となっており、システム改修業務委託料の減に

よるものです。２項徴税費で216万9,000円を計上させていただいております。 

  ２款保険給付費は12億8,338万2,000円で、前年度対比7,152万7,000円、5.3％の減で、予

算全体の69.3％を占めております。 

  １項療養諸費は11億2,184万3,000円で、前年度対比3,114万円、2.7％の減となっておりま

す。平成29年度の医療費実績により推計し、計上させていただきました。 

  ２項高額療養費は１億5,271万5,000円で、前年度対比4,080万7,000円、21.1％の減となっ

ております。 

  ３項移送費は10万円で、前年と同額です。 

  ４項出産育児諸費は672万4,000円で、計上をさせていただいております。 

  ５項葬祭諸費は200万円で、前年度と同額であります。 

  ３款国民健康保険事業費納付金は新設科目で、５億1,759万4,000円を計上させていただき

ました。予算全体の27.9％を占めております。１項医療給付費分は３億3,251万5,000円、２

項後期高齢者支援金等分は１億3,281万4,000円、３項介護納付金分は5,226万5,000円で、制

度改正に伴う県への納付金となります。 

  ４款１項共同事業拠出金は、制度改正に伴い科目存置となります。高額医療費共同事業医

療費拠出金、保険財政共同安定化事業拠出金は廃目となります。 

  ５款１項財政安定化基金拠出金は新設科目ですが、科目存置です。 

  ６款保健事業費は2,320万8,000円で前年度対比16万7,000円、0.7％の増であります。１項

保健事業費は550万3,000円、前年度対比286万3,000円の減で保健事業実施計画策定委託料の

減によるものです。２項特定健康診査等事業費は1,770万5,000円で前年度対比303万円の増

となっております。新たに特定保健指導委託料を計上させていただきました。 
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  ７款１項基金積立金、８款１項公債費は、ともに科目存置です。 

  ９款諸支出金１項償還金及び還付加算金は1,960万3,000円で前年度対比1,694万8,000円の

増となります。制度改正に伴い保険給付費等交付金償還金、療養給付費交付金償還金が新設

されたことによります。 

  10款予備費は50万円で前年度対比450万円の減となります。制度改正に伴い給付費の支払

いに不足を生じることがなくなるため、減額といたしました。後期高齢者支援金、前期高齢

者納付金、老人保健拠出金、介護納付金は制度改正に伴い廃款となります。 

  次のページ、233ページ、234ページをお開きください。 

  ただいま説明いたしました各款の歳入歳出の内容につきましては、この歳入歳出予算事項

別明細書で前年度比較を加え、総括してありますので、ごらんの上、御理解をお願いしたい

と思います。 

  次に、234ページの財源内訳ですが、合計で申し上げます。国・県支出金が13億31万2,000

円、その他財源は１億2,328万5,000円、一般財源は４億2,896万6,000円という内訳となって

おります。 

  以上、簡単ですが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議お願いします。 

  続きまして、議案第25号 平成30年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算について概要

を御説明申し上げます。 

  恐れ入れますが、268ページをお開きください。 

  平成30年度東伊豆町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億8,100万3,000円と定めます。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  次のページ、269ページをごらんください。 

  第１表歳入歳出予算の歳入について、款項の区分で概要を説明申し上げます。 

  １款１項後期高齢者医療保険料は１億3,706万円、前年度対比949万6,000円、7.4％の増で、

予算全体の75.7％を占めております。均等割額４万400円、所得割7.85％、限度額62万円と

なっております。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料は７万円で、前年度と同額で督促手数料となります。 

  ３款繰入金、１項一般会計繰入金は4,352万円、前年度対比257万5,000円、6.3％の増で、
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予算全体の24.0％を占めております。保険料軽減分に係る一般会計からの繰入金であります。 

  ４款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料は35万2,000円で、保険料還付に係る後期高齢

者医療広域連合からの納付金であります。 

  ５款繰越金につきましては、科目存置であります。 

  270ページをごらんください。 

  次に、歳出につきましても、款項の区分で申し上げます。 

  １款１項後期高齢者医療広域連合納付金は１億8,058万2,000円、前年度対比1,207万1,000

円、7.2％の増で、予算全体の99.8％を占めております。徴収した保険料等を後期高齢者医

療広域連合に納付するものであります。 

  ２款諸支出金は42万1,000円で、内訳は、１項償還金及び還付加算金で35万1,000円、２項

繰出金７万円となっております。 

  271ページ、272ページをお開きください。 

  ただいま説明いたしました各款の歳入歳出の内容につきましては、この歳入歳出予算事項

別明細書で前年度比較を加え総括してありますので、ごらんの上、御理解をお願いしたいと

思います。 

  次に、272ページの財源内訳ですが、合計で申し上げます。一般財源で１億8,100万3,000

円となっております。 

  以上、簡単ですが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） この際、10時40分まで休憩します。 

 

休憩 午前１０時２１分 

 

再開 午前１０時４０分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

  健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 議案第26号 平成30年度東伊豆町介護保険特別会計予算

について、概要を御説明申し上げます。 

  恐れ入りますが、予算書の277ページをお開きください。 

  平成30年度東伊豆町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによります。 
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  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ13億616万3,000円と定めます。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  （歳出予算の流用） 

  第２条、地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。 

  第１号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用。 

  278ページをお開きください。 

  次に、第１表歳入歳出予算の歳入の款項の区分で概要説明をさせていただきます。 

  １款保険料、１項介護保険料は３億240万7,000円で、前年度対比514万5,000円、1.7％の

増で、予算全体に占める割合は23.2％でございます。65歳以上の方の特別徴収保険料と普通

徴収保険料で、基準月額は4,840円でございます。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料は10万円を計上させていただきました。普通徴収分の

督促手数料となります。 

  ３款国庫支出金は３億151万1,000円で、前年度対比857万8,000円、2.9％の増で、予算全

体に占める割合は23.1％でございます。 

  １項国庫負担金は介護給付費負担金で２億2,415万1,000円、前年度対比1.2％の増で、負

担率は保険給付費の施設分15％、その他分20％でございます。実績に伴う給付費の増による

ものです。 

  ２項国庫補助金は調整交付金と地域支援事業交付金で7,736万円、8.3％の増で、負担率は

調整交付金5.0％、地域支援事業のうち介護予防日常生活支援事業20％、包括的支援事業・

任意事業38.5％、総合事業5.0％でございます。 

  ４款１項支払基金交付金は３億4,017万6,000円で、前年度対比573万6,000円、1.7％の減

で、予算全体に占める割合は26.0％でございます。２号被保険者の保険料でございます。 

  ５款県支出金は１億8,424万8,000円で、前年度対比347万円、1.9％の増で、予算全体に占

める割合は14.1％でございます。 

  １項県負担金は、現年度分の介護給付費県負担金で１億7,544万4,000円、前年度対比

1.3％の増で、負担率は保険給付費施設分17.5％、その他分12.5％でございます。 
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  ２項県補助金は、地域支援事業交付金で880万2,000円、前年度対比15.8％の増で、負担率

は介護予防日常生活支援事業12.5％、包括的支援事業19.25％でございます。 

  ３項財政安定化基金支出金は、科目存置でございます。 

  ６款財産収入、１項財産運用収入も、科目存置となります。 

  ７款繰入金は１億7,551万2,000円で、前年度対比92万円、0.5％の減で、予算全体に占め

る割合は13.4％でございます。 

  １項一般会計繰入金は、介護給付費繰入金、地域支援事業繰入金及び事務費繰入金、包括

支援センターの人件費分の繰入金、低所得者保険料軽減繰入金で１億7,551万1,000円、前年

度対比0.5％の減で、負担率は、保険給付費及び地域支援事業の介護予防日常生活支援事業

12.5％、包括的支援事業は19.25％でございます。 

  ２項基金繰入金は、科目存置です。 

  ８款１項繰越金は、前年度と同額の200万円を計上いたしました。 

  ９款諸収入は20万8,000円で、前年度対比１万1,000円、5.0％の減で、主に雑入でござい

ます。 

  １項延滞金、加算金及び過料、２項預金利子は科目存置です。 

  ３項雑入は20万6,000円、前年度対比5.1％の減で、県からの介護認定手数料及び介護予防

教室参加者の自立体力検定の本人負担分でございます。 

  279ページをごらんください。 

  歳出につきましても、款項の区分で申し上げます。 

  １款総務費は936万円で、前年度対比378万5,000円、28.8％の減で、予算全体に占める割

合は0.7％でございます。 

  １項総務管理費は172万6,000円、前年度対比62.4％の増であります。全搬的な需用費、役

務費、委託料などを計上してございます。 

  ２項徴収費は155万5,000円、前年度対比0.4％の増で、納入通知書等の印刷製本費と郵便

料が主なものでございます。 

  ３項介護認定審査会費は607万9,000円、前年度対比42.3％の減で、主に賀茂郡介護認定審

査会負担金、認定調査費などを計上してございます。認定有効期間延長に伴う更新申請件数

の減による認定調査経費の減を見込んでおります。 

  ２款保険給付費は12億2,952万4,000円で、前年度対比1,512万6,000円、1.2％の増で、予

算全体に占める割合は94.1％でございます。介護給付費等の実績により計上いたしました。 
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  １項介護サービス等諸費は11億4,331万1,000円、前年度対比2.9％の増で、要介護認定者

の介護サービス給付費等であります。 

  ２項介護予防サービス等諸費は2,242万6,000円、前年度対比33.6％の減で、要支援者の介

護サービス給付費等であります。 

  ３項その他諸費は92万2,000円、前年度対比1.3％の増で、介護給付費請求書審査支払委託

料であります。 

  ４項高額介護サービス等費は2,191万4,000円で、前年度対比1.7％の減で、負担限度額を

超える介護給付の自己負担に対して補塡するもので、実績により算出してございます。 

  ５項高額医療合算介護サービス等費は322万1,000円で、前年度対比4.9％の増で、実績に

より算出してございます。 

  ６項特定入所者介護サービス等費は3,773万円で、前年度対比11.8％の減で、低所得の施

設入所者の居住費、食費の補足給付でございます。 

  ３款１項財政安定化基金拠出金は、科目存置です。 

  ４款１項基金積立金は821万2,000円で、介護保険給付費準備基金への積立金です。 

  ５款地域支援事業費は5,772万2,000円で、前年度対比1,031万5,000円、21.8％の増で、予

算全体に占める割合は4.4％でございます。 

  １項介護予防生活支援サービス事業費は2,720万9,000円で、前年度対比53.6％の増となり

ます。介護予防サービス費、介護予防ケアマネジメント費等でございます。 

  ２項一般介護予防事業費は327万3,000円で、前年度対比4.5％の減で、介護予防事業費等

でございます。 

  ３項包括的支援事業等費は2,714万9,000円で、前年度対比3.6％の増で、人件費及び在宅

医療介護連携推進事業・生活支援体制整備事業の委託料や認知症総合支援事業費等でござい

ます。 

  ４項その他諸費は９万1,000円で、総合事業に係る請求書審査支払委託料でございます。 

  ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金は34万4,000円で、保険料過誤納還付金でござ

います。 

  ７款１項予備費は100万円で、前年度と同額を計上させていただきました。 

  280ページ、281ページをお開きください。 

  ただいま説明いたしました各款の歳入歳出の内容につきましては、この歳入歳出予算事項

別明細書総括表で前年度比較を加え総括してありますので、ごらんの上、御理解をお願いし
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たいと思います。 

  次に、281ページの財源内訳ですが、合計で申し上げます。 

  国・県支出金が４億8,575万9,000円、その他の財源が３億4,048万1,000円、一般財源は４

億7,992万3,000円という内訳となっております。 

  以上、簡単ですが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） それでは、議案第27号 平成30年度東伊豆町稲取財産区特別

会計予算について御説明させていただきます。 

  321ページをお開きください。 

  平成30年度東伊豆町の稲取財産区特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ70万9,000円と定めます。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  次に、款項の区分で概要説明をさせていただきます。 

  322ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算の歳入について御説明いたします。 

  １款財産収入、１項財産運用収入は70万7,000円で、前年対比15万円、17.5％の減となり

ます。主な内容は、むかい庵の稲取温泉旅館組合への土地貸付料ですが、３年ごとの改定に

より減額となったものです。 

  ２款１項繰越金及び３款諸収入、１項預金利子は科目存置とさせていただきました。 

  次に、323ページの歳出ですが、１款管理会費、１項管理会委員会費は63万6,000円で、前

年対比８万3,000円、11.5％の減となります。内容は７名の委員報酬及び天草用地使用補償

金ですが、土地貸付料の改定により補償金が減額になったものです。 

  ２款諸支出金、１項繰出金は一般会計への繰出金で、前年対比６万円、60％の減となりま

す。要因は天草事業配分金の減によるものであります。 

  ３款１項予備費は３万3,000円で前年対比7,000円、17.5％の減となります。 

  恐れ入れますが、324ページ、325ページをごらんください。 

  歳入歳出予算事項別明細書で、予算内容を総括いたしております。 

  歳入歳出予算の合計は、歳入歳出それぞれ70万9,000円で、前年度比15万円の減となって



－189－ 

おります。本年度予算の財源内訳は全て一般財源となっております。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

  続きまして、議案第28号 平成30年度東伊豆町風力発電事業特別会計について御説明をさ

せていただきます。 

  330ページをお開きください。 

  平成30年度東伊豆町の風力発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ4,450万2,000円と定めます。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  （歳出予算の流用） 

  第２条、地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。 

  第１号、電気事業費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の款の流用。 

  次に、款項の区分で概要を説明させていただきます。 

  恐れ入れますが、331ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算の歳入について御説明いたします。 

  １款財産収入、１項財産運用収入の予算額1,000円は預金利子を見込んだものであります。 

  ２款繰入金、１項基金繰入金1,000円は科目存置とさせていただきました。 

  ３款１項繰越金は、前年度繰越金を前年度と同額の50万円を見込んでおります。 

  ４款諸収入、１項収益事業収入4,400万円、前年対比200万円、4.3％の減は、平成29年度

の売電収益実績から算定したものであります。 

  次に、332ページの歳出ですが、１款電気事業費は2,016万1,000円で、前年対比36万9,000

円、1.9％の増となります。 

  １項電気事業管理費は２万円で、前年同額となります。 

  ２項風力発電事業費は2,014万1,000円で、前年対比36万9,000円の増となります。主な内

容ですが、施設稼働時の電気料、修繕料、予期できない事故等により運転を停止した場合に

売電収入を補償する保険料、施設保安管理委託料等を計上しております。保安管理委託料は
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前年同額1,000万円といたしました。 

  基金積立金は113万7,000円で、前年対比311万7,000円の減となっております。 

  ２款１項公債費は償還計画によるもので、元利償還金は2,214万5,000円で前年対比234万

9,000円、9.6％の減となっており、最終償還年となります。 

  ３款諸支出金、１項繰出金は169万6,000円で、前年対比２万円、1.2％の減といたしまし

た。エコ事業への財源補塡として一般会計へ繰り出し措置をするものです。 

  ４款１項予備費は、前年同額の50万円を計上いたします。 

  333ページ、334ページをごらんください。 

  歳入歳出予算事項別明細書で内容を総括してあります。 

  本年度の歳入歳出予算の予算総額は、歳入歳出それぞれ4,450万2,000円で、前年度比200

万円の減となりました。なお、財源内訳は特定財源でその他1,000円、一般財源4,450万

1,000円です。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（飯田桂司君） 水道課長。 

○水道課長（石井尚徳君） ただいま提案されました議案第29号 平成30年度東伊豆町水道事

業会計予算について、概要を説明させていただきます。 

  １ページをお開きください。 

  （総則） 

  第１条、平成30年度東伊豆町水道事業会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （業務の予定量） 

  第２条、業務の予定量は、次のとおりといたします。 

  第１号、給水件数、5,820件。 

  第２号、年間総給水量、239万2,000立方メートル。 

  第３号、１日平均給水量、6,553立方メートル。 

  第４号、主な事業、施設整備基本計画水道ビジョン経営戦略策定、そのほかを予定してお

ります。 

  （収益的収入及び支出） 

  第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めます。 

  （収入） 
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  第１款水道事業収益４億4,163万3,000円。 

  第１項営業収益４億1,874万1,000円。 

  第２項営業外収益2,289万2,000円といたします。 

  （支出） 

  第１款水道事業費用４億2,398万1,000円。 

  第１項営業費用３億8,416万9,000円。 

  第２項営業外費用3,881万1,000円。 

  第３項特別損失1,000円。 

  第４項予備費100万円といたします。 

  ２ページをお開きください。 

  （資本的収入及び支出） 

  第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めます。 

  資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億9,293万4,000円は、過年度分損益勘

定留保資金１億9,293万4,000円で補塡するものといたします。 

  （支出） 

  第１款資本的支出１億9,293万4,000円。 

  第１項建設改良費１億72万円。 

  第２項企業債償還金9,221万4,000円といたします。 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

  第５条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費に流用し、または

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

  第１号、職員給与費8,350万7,000円といたします。 

  （他会計からの補助金） 

  第６条、一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額は次のとおりである。 

  第１号、経営戦略策定業務委託に要する経費に充当するための補助金176万6,000円といた

します。 

  （たな卸資産の購入限度額） 

  第７条、たな卸資産の購入限度額は361万3,000円と定めます。 

  14ページをお開きください。 

  予算参考書で概要を御説明いたします。 
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  まず、収益的収入ですが、１款水道事業収益は４億4,163万3,000円で、前年度対比1,927

万円で、4.2％の減といたします。 

  １項営業収益は４億1,874万1,000円で、前年度対比1,971万2,000円の減といたします。水

道料金収入を前年度実績で推計し、給水収益で1,300万円の減、簡易水道収益で670万円の減

を見込みました。 

  ２項営業外収益は2,289万2,000円で、前年度対比44万2,000円の増といたします。主に経

営戦略策定に伴う他会計補助金となります。 

  次に、収益的支出ですが、１款水道事業費用は４億2,398万1,000円で、前年度対比1,400

万5,000円で、3.2％の減といたします。 

  １項営業費用は３億8,416万9,000円で、前年度対比1,374万8,000円の減といたします。薬

品費や貸倒引当金繰入額の減などによります。 

  17ページをお開きください。 

  ２項営業外費用は3,881万1,000円で、前年度対比25万7,000円の減といたします。企業債

の支払利息が減少したことなどによるものであります。 

  ３項特別損失は1,000円。４項予備費は、前年度同額の100万円といたします。 

  18ページをお開きください。 

  資本的支出ですが、１款資本的支出は１億9,293万4,000円で、前年度対比953万9,000円、

4.7％の減といたします。 

  １項建設改良費は１億72万円で、前年度対比1,179万6,000円の減といたします。白田浄水

場ろ過池整備工事など12件を予定しております。 

  ２項企業債償還金は9,221万4,000円で、償還計画に基づき計上をしました。 

  なお、６ページには予定キャッシュフロー計算書を、11ページには予定貸借対照表などを

添付してありますので、御参照をしてください。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、提案されました平成30年度の各会計の当初予算の概要説明を

終了します。 

  なお、大綱質疑の締め切りにつきましては、正午までにしたいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。 

  よって、大綱質疑の締め切りを本日正午までとします。 

  なお、質問の範囲は事業別までとしますので、御承知ください。詳細については特別委員

会にて質疑していただくようお願いします。 

  なお、大綱質疑締め切り後、議会運営委員会を開催します。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（飯田桂司君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時０７分 
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開議 午後 １時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（飯田桂司君） 皆さん、こんにちは。 

  ただいまの出席議員は10名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成30年東伊豆町議会第１回定例会第６日目は成立いたしましたので、開会しま

す。 

  なお、12番、鈴木議員及び建設課技監は、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、御報告します。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 議案第２３号 平成３０年度東伊豆町一般会計予算 

○議長（飯田桂司君） 日程第１ 議案第23号 平成30年度東伊豆町一般会計予算を議題とし

ます。 

  これより大綱質疑を行います。 

  大綱質疑の範囲は事業別までとし、質疑の回数は通告分を含め２回までとし、質疑と答弁

を含め１人30分以内とします。 

  なお、予算に対する質疑ですので、一般質問のようにならないよう御注意願います。 

  10番、藤井議員の大綱質疑を許します。 

  10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 
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○１０番（藤井廣明君） それでは、予算についての大綱質疑をさせていただきます。 

  私は、一般会計のほうの歳入の部について、18款繰入金についてに的を絞りましてお伺い

したいと思います。 

  この予算の中に占める割合が6.8％ということで、かなり無視できない数字になっている

かと思うんですが、昨年よりこれも30％より多い8,128万円増加している。総額が３億3,652

万円となっているわけですけれども、この大幅な増加について、なぜこの基金からの繰入金

というのが増加したのかということについてお尋ねしたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） こんにちは。 

  藤井議員の一般会計の大綱質疑、18款繰入金について基金繰入金は前年度より8,128万増

加の３億3,652万円となっている、この大幅な増加の要因は何かについてお答えいたします。 

  藤井議員の御質問における18款３項基金繰入金のうち、財政調整基金繰入金と、ふるさと

納税基金繰入金の増が大幅な増加の要因となっております。 

  初めに、ふるさと納税基金繰入金についてですが、6,456万円の増で、移住・定住促進対

策や保育料の多子軽減などの子育て支援、少子化対策、また東河環境センターの大規模改修

に対する分担金や、観光商工振興対策及び教育環境の整備充実のため寄付金を有効に活用さ

せていただくものであります。 

  次に、財政調整基金繰入金についてですが、1,600万円の増で、当初、予算の歳入では評

価替えなどの影響により税収が減少し、一方、歳出では、社会保障関係経費などの義務的経

費の増加などにより財源不足が増加しており、収支の均衡を図るための繰入金が増加した内

容でございます。 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） ただいま、お答えいただいたんですけれども、これは育英奨学基金、

それから財政調整基金、それからふるさと納税金、この３つの基金からそれぞれ72万円、

1,600万円、6,458万円という数字を取り崩して繰り入れたということのようでございます。 

  私は、財政逼迫でかなり昨年よりは多い取り崩しになっているなというふうな印象を受け

ているんですけれども、どうでしょうか、育英奨学金なんかは全体でも466万円という微々
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たる数字の中で、72万円を引き出すということをなさっているわけですね。それから、ふる

さと納税基金からは6,458万円のようでございます。それぞれ使い道に、幾つか先ほど町長

おっしゃいましたけれども、ふるさと納税基金のうちの３分の２に当たる4,000万円、これ

はその東河環境センター、ごみ焼却場の改修工事のほうに使われている。4,000万円ですか

ら、6,458万のうちからいっているところで、かなり大きなウエート占めているんじゃない

かと。そのほかに、もちろん子育て支援とか若者の定住促進とか、幾つかのことに使ってい

るのはもちろんよくわかるんですが、この辺は一般会計といわば同じような使い道で、これ

はいくのではないかという形で、ふるさと納税基金からと、あるいは育英奨学基金、それか

らその財政調整基金からのお金が繰入金という形でここに計上されているわけですから、私

は別に使い道は、必ずしもふるさと納税だから若者定住促進とか、お試し居住というふうな

ことだけに使うということじゃなくても、それは構わないと思うんです。町の焼却場の大規

模改修があるので、それの分担金の一部に使ったということで、これはこれでいいんじゃな

いかと思います。 

  ただ、例えば、東河環境センターの大きな改修はずっと前からわかっていたわけで、それ

については例えばの話、河津町のほうでは、一緒にこれやっているわけですけれども、そこ

の河津町のほうでは、ずっと前からこの基金といいますか、積み立てをしているというふう

に、あちらの議員の方がおっしゃっていましたので、そういうような周到なあれが必要なん

じゃないかというふうに思うわけです。 

  それからもう一つ、育英奨学基金に関しては、やっぱり今現在446万円の中から72万を引

くというような形で、財政調整基金なんかに繰り入れるとは、非常に我が町が逼迫している

なという感じがするんですけれども、今年度、いずれにせよ72万ばかりを差し引いている。

これは、教育といいますか、人づくり、人材育成という意味から非常にこんなところから引

かなくてもいいんじゃないかという気がするわけです。逆に、ふるさと納税なんかの中から、

こういう将来を担う人材を育成するという意味で積み立てするというふうなことがあっても

いいんではないかなというふうに考えるわけですが、この辺は町長がおっしゃるように、財

政逼迫からこちらからも取り崩したというふうに言っているわけで、今は給付型にすべきよ

うなときに、なぜそんなふうな額を差し引くのかなということで、ちょっと疑問に思いまし

た。 

  それから、これはそれぞれ町長の考え方があって引き出したりなんかしていると思います

けれども、この３つの基金、いわゆる育成奨学基金とそれからふるさと納税基金の現在出し



－200－ 

た後の基金の残高、それなんかはどの辺になっているのかと。 

  それから、どの辺が、例えば財政調整基金なんかは、町の、これはいわば調節弁といいま

すか、文字どおり財政の調節の調整基金だと思いますので、これの現在高と適正な規模、そ

の辺を承っておきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、奨学育英基金ですか。これは全然、今までのあれで、藤井議員

が言っているようなそういうあれではありませんもんで、使い勝手がもう全然あれですから、

その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに、もう一点、東河環境センター、これは今回収集業務で結構お金を使っているんで

す。そういう中で、財政の中でいろいろ暮らしの中で使っていいよといったふるさと納税基

金にありますもんで、それで今回使わせていただきました。要するに、大規模改修で外へ収

集要請する期間、下田とか伊東、その方向に相当の金額を使いますもんで、今回、そのやつ

が一般財源になると相当厳しいものでふるさと納税基金、それから使わせてもらったのが現

状でございます。 

（何事かいう声あり） 

○町長（太田長八君） そういう分担金、それに使わせていただくのが現状で、要するに、今

回は特別１年、新年度、来年度、２カ年の大規模改修やりますもので、その分担金が大分ふ

えますもんで、今回は使わせていただいた。その辺を御理解願いたいと思います。 

  現在におけるその財政調整基金とふるさと納税基金は、基本的には財政調整基金はもう何

回も言っているように、一応、もう国のほうが最低10億円ためなさいということを言われて

おります。しかし、なかなか６、７いくと、またさらにいろんな福祉とか、いろんな金を使

っちゃうもんで、なかなか10億円にいかないのが現状でございますけれども、何しろ財政調

整基金は一応10億円を目標にやっております。それが、現実ではなかなかいかない。そうい

うこと。これは、ある程度、東海財務のほうから10億円を目標にやったほうがいいですとか

言われておりますもんで、私は任期になってから、一応10億円を目標に財調を考えておりま

す。 

  あとは、担当から説明いたします。 

○議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） それでは、基金の残高について御説明いたします。 

  まず、財政調整基金の残高ですけれども、今年度末に７億1,600万ということで、当初予
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算から２億4,200万円を取り崩す予定ですから、その残高は４億7,400万の見込みでございま

す。 

  続きまして、ふるさと納税の基金につきましては、一応予算のベースで今年度末は３億

1,500万ということで、これを9,000万の取り崩しだもんですから、２億2,500万円が残とい

うふうな形になります。 

  それから、財政調整基金のいわゆる適正な額ということでお尋ねがありました。これにつ

きましては、通常は標準財政規模の20％というふうに言われておりますので、私どもの町で

は７億ほどですけれども、ただ、災害等々を予期するとなると、約10億はこの町では必要で

はないかというふうに言われておりますので、当然ながら、財政の担当といたしましては、

10億を目標に基金の積み立てを考えております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、10番、藤井議員の大綱質疑を終結します。 

  以上をもって、平成30年度東伊豆町一般会計予算の大綱質疑を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第23号 平成30年度東伊豆町一般会計

予算については、５人の委員で構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託

して審査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、議案第23号については、５人の委員で

構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しまし

た。 

  お諮りします。ただいま設置されました一般会計予算審査特別委員会の委員の選任につい

ては、委員会条例第７条第２項の規定により、お手元に配りました名簿のとおり指名したい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。したがって、一般会計予算審査特別委員会の委

員は、お手元に配りしました名簿のとおり選任することに決定しました。 

  ただいま一般会計予算審査特別委員会に付託しました議案第23号については、会議規則第

46条第１項の規定により、来る３月８日までに審査を終え、報告できるよう期限をつけたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、一般会計予算審査特別委員会において、

来る３月８日までに審査を終え、報告できるように期限をつけることに決定しました。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第２４号 平成３０年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算 

◎日程第３ 議案第２５号 平成３０年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算 

◎日程第４ 議案第２６号 平成３０年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

◎日程第５ 議案第２７号 平成３０年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

◎日程第６ 議案第２８号 平成３０年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算 

◎日程第７ 議案第２９号 平成３０年度東伊豆町水道事業会計予算 

○議長（飯田桂司君） 日程第２ 議案第24号 平成30年度東伊豆町国民健康保険特別会計予

算、日程第３ 議案第25号 平成30年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、日程第４ 

議案第26号 平成30年度東伊豆町介護保険特別会計予算、日程第５ 議案第27号 平成30年

度東伊豆町稲取財産区特別会計予算、日程第６ 議案第28号 平成30年度東伊豆町風力発電

事業特別会計予算、日程第７ 議案第29号 平成30年度東伊豆町水道事業会計予算を一括議

題とします。 

  これより大綱質疑に入ります。 

  14番、山田議員の大綱質疑を許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 特別会計の関係について、大綱的に質問をさせていただきます。 

  まず、国民健康保険特別会計についてでございますが、事業主体に県ということにもなっ

ていくかと思うんですけれども、その上で、これからの町の責任と役割についてはどのよう

にお考えになっているか伺いたいと思います。 

  ２点目に、介護保険特別会計についてですが、地域支援事業への移行ということが、29年

度から始まりました。その課題と、今年度、平成30年度予算における重点的な取り組みにつ

いてはどのようにお考えか。 

  ３点目に、風力発電特別会計についてですけれども、繰出金というものについて、今回、

今年度繰出金というのは本当に必要なのかという、私、疑問を持っておりまして、この点に
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ついてお伺いします。 

  ４点目に、水道事業会計ですけれども、水道ビジョン経営戦略策定について委託事業が予

定されていますけれども、委託終了後、どういう形でこの町の水道ビジョンを決定されてい

くというお考えか、この点についてお考えを伺っていきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第１問、国民健康保険特別会計の事業主体は県となるが、

町の責任と役割についてお答えいたします。 

  新たな国民健康保険制度は、都道府県と市町村がともに国保の保険者となり、県は財政運

営の責任主体としての中心的な役割を担い、町は地域住民と身近な関係の中、資格管理、保

険給付、保険税率の決定賦課、徴収、保健事業等地域におけるきめ細かい事業を引き続き担

うこととなります。県が保険者に加わるということであり、町はこれまでと同様に、事務事

業を行ってまいります。 

  山田議員の第２問、介護保険特別会計の地域支援事業への移行による課題と、今年度の重

点的な取り組み案についてお答えいたします。 

  地域支援事業は、被保険者が要介護、要支援状態になることを予防するとともに、要介護

状態となった場合でも、可能な限り地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援す

ることを目的として市町村が行うものであります。課題としては、マンパワー、担い手の不

足が挙げられます。既に実施している在宅医療介護連携推進事業等の従来事業に加え、平成

30年度からは生活支援コーディネーターを配置し、地域課題の調査などを行うことや、認知

症の初期集中支援チームを配置し、認知症サポート医の指導のもと、早期診断、早期対応に

取り組みます。 

  次に、山田議員の第３問、風力発電事業特別会計の繰出金は必要なのかについてお答えい

たします。 

  昨年の決算審査でもお尋ねがあった内容ですが、風力発電事業は単に売電収入を得ること

が目的ではなく、収益を我が町が掲げるエコリゾートタウン推進のための施策を実施する財

源に充てることは御案内のとおりであります。平成30年度も各小学校で行っている環境教育

アースキッズ事業負担金及び温泉熱小水力発電施設管理業務委託料に充てるために予算計上

しております。 
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  確かに、平成29年度も基金、積立金を減額せざるを得ない状況に加え、現在も断続的に故

障が発生している状況ですので、財政的に逼迫しているという現状は否めません。 

  当初予算には所期の目的に沿って繰出金を計上いたしましたが、状況によりましては、年

度中途における方針を転換せざるを得ない状況が生じる可能性がありますので御理解をお願

いいたします。 

  次に４問目の水道ビジョン経営戦略策定について委託終了後のプロセスはどうなるかにつ

いてですが、現在、水道事業の更新事業財政収支等についてのアセットマネジメント計画を

作成中でありますが、その成果を活用し、平成30年度には水道ビジョン経営戦略を策定する

予定であります。 

  策定の中で一番の問題は、白田浄水場の更新をどうするかだと思います。また、平成30年

度に野球場付近の３本の水井戸を同時に揚水し、利用に向けた水源の影響調査を行う予定で

あります。その結果にもよりますが、秋ごろには、水道事業の将来にわたる投資資産、また

財源試算等について議会の皆さんにお示しいたしまして、白田浄水場の方向性等について御

協議願えたらと思います。 

  なお、委託終了後には、議会の皆様に報告するとともに、町民の皆様には広報紙などで水

道ビジョン経営戦略の内容について説明していきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 町長に聞くと、こういうふうにちゃんと答えが帰ってくる。実を言

うと、町長の施政方針でもこの国民健康保険とか、介護保険の特別会計のところというのは、

数字は触れられたんだけれども、結局、今年度こういうことをやるよとか、町としてそこの

事業に対して、こういうところについて、今度は新しく取り組んでいくんだとか、そういう

ちょっと政策的な、意欲的な部分を感じ取れなかったものですから、やっぱり、そういうと

ころは、僕は数字だけの問題だけではなくて、国民健康保険も県も入ったり財政的には基本

は県がやるんだけれども、ただやっぱり、実際的には窓口の業務であったり、健康づくりの

部分は町に残る、そういう中でいくと、やっぱり町として、こういうところ、特に今年度、

意を配してやりたいとかいうものが出てきてもよかったと思うし、介護保険のところも、    

地域支援事業というところで非常に難しい事業なんだけれども、介護保険全体の問題で見る

と、やっぱりここのところが充実していかないと、やっぱりどんどん重症の方がふえて、介

護保険も大変になっていくということだと思うんです。だから、せっかく、聞けばこれだけ

答えられるんだったら、もっとちゃんとやっぱり町としてこういう問題もっとやっていきま
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すということは、施政方針や何か含めて、プランとしてちゃんと打ち出していただいたほう

が、私はよかったんじゃないかなという、その辺が予算説明や何かの資料で出てこないし、

こうやって聞かないと出てこないというのはちょっと歯がゆいところがあります。 

  ３点目の風力発電の問題で言うと、本当に決算のときもあったんだけれども、言えば、事

業のこれは終活という部分があると思うんです。起債の借金もあとは１年ぐらいになって、

どういう形で最終的にこれを起債が終わった後、払い下げとかいろんな形もあるということ

なんだけれども、町とすればこの借金の返済が終わった段階で、１つの事業のけじめをつけ

る節目になるわけだから、そういうことを考えていくと、今の段階でやっぱりちょっと１つ

の選択肢の中で言えば、これを撤去するとかという場合でも、やっぱり基金に不足があるん

じゃないかという点もあるわけで、そうするとやっぱり何かこう終活という、事業の終焉を

迎えるに当たって、どう対応するのかというときに、本当にここはこの程度のお金であれば、

基金の取り崩しとか、一般会計の繰り出しとかしなくてもよかったんじゃないかなというふ

うに、私はちょっと思ったりしています。 

  ４点目の、水道事業会計の問題ですけれども、非常に30年度は大事な１年だろうというふ

うに思っています。私はある面、運が悪くて、２回水道料金の改定にかかわりまして、水道

料金の審議会での２回、取り組みに参加させていただいたんですけれども、やっぱり非常に

町の水道がどうなっているのか、今まで、白田浄水場、昭和40年ですか、できたもので、あ

る水は供給されるということが当たり前だったですね。でも、この間の問題で言うと、やっ

ぱりそこでの、浄水場だけではできないよ、またできるだけ経費も抑えていくために井戸を

掘ったりといういろんな取り組みをしてきた。だけど、なかなか町民の皆さんはわかってい

なかったと思う。これから、また、今、町長言われたように考えても、しかし、設備投資は

絶対必要になってくるわけで、老朽化はしてきて、水道管も含めて。そうすると、またどこ

かしらで値上げという問題も出てくるのかな。やっぱりそのときに、町民の皆さんとの間で、

「町の水道ってこういう方向向いているよね」「今、稲取地区はこういう水源、こうだよね」

「じゃ、浄水場はこういう形で整備されて水は供給されるんだ」、みんながそういう認識の

中に、それだったらこの程度料金が上がっても、そういうやっぱり情報の共有化というのが

されていないところで、非常にそれぞれ厳しい問題を抱えたというふうに私は思っていまし

て、特に今回、30年度こういう取り組みをするということで、町長も言われたように、いろ

んな形でやるということなんですけれども、本当に町民の皆さんとの間で、僕は、パブリッ

クコメントも含めてですけれども、いろんな形で水道の方向性を町民皆さんが共有できるよ
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うな形というものに進めていただかなければいけないんじゃないかな、その点もぜひお願い

したいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まずは１点目、２点目の国保と介護の関係。確かに、正式に。しかし、

あじさい学級の中の高齢者の方には、国保は変わりますよ。特に県主体で、国民保険保険証

も静岡県の保険証になりますよ、そのほかは一切変わりませんということは言っております。

しかし、これは全町民となるとあれですけど、一応高齢者の方には、やっぱりわからないで

すから、国民健康保険が県が運営した中で、保険証が東伊豆町から静岡県になりますけれど

も、そのほかは一切変わりませんということは言っておりますけれども、今、山田議員が提

案した、全町民に対してそういうことはまたやればよかった、それは反省した中で、また今

後やっていきたい、それで御理解願いたいと思います。 

  次の風力発電の関係。これはやっぱり、うちの町がエコタウンという中で、この事業は子

供たちのアースキッズとか、そういう地球環境とか、そういうことを勉強させて、地球温暖

化を何とかしてやりたいなということでやっております。そういう中で、本当に風力発電会

計、大変厳しいですから言ったようにもしかしたら断念せざるを得ない、そういう状況に落

ち込む可能性もあります。 

  そういう中で、今後の対応につきましては、町も考えております。その辺また委員会で十

分審議していただければ大変ありがたいと感じております。 

  次に、水道ビジョンの関係、水道関係。これは、山田議員が何回も言ったように、前回も

委員長から、上げるときに水道協議会、立ち上げるのでなくてそういう前に町民に知らしめ

るために、ある程度前もってやったほうがいいよと言われておりますもんで、水道料金上げ

るありきで、審議会を立ち上げるのではなくて、その前に立ち上げていきたい。それは前回

委員長から言われておりますもので、そのような方向でやっていきたいと今考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、14番、山田議員の大綱質疑を終結します。 

  以上をもって、平成30年度特別会計予算大綱質疑を終結します。 

  お諮りします。議案第24号 平成30年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算から議案第29

号 平成30年度東伊豆町水道事業会計予算までは、６人の委員で構成する特別会計予算審査

特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、議案第24号から議案第29号までは６人

の委員で構成する特別会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決

定しました。 

  お諮りします。ただいま設置されました特別会計予算審査特別委員会の委員の選任につい

ては、委員会条例第７条第２項の規定によって、お手元に配りました名簿のとおり指名した

いと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。したがって、特別会計予算審査特別委員会の委

員は、お手元に配りました名簿のとおり選任することに決定しました。 

  ただいま特別会計予算審査特別委員会に付託しました議案第24号から議案第29号までにつ

いては、会議規則第46条第１項の規定により、来る３月８日までに審査を終え、報告できる

よう期限をつけたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、特別会計予算審査特別委員会において、

来る３月８日までに審査を終え、報告できるよう期限をつけることに決定しました。 

  なお、委員会室として、一般会計予算審査特別委員会には中会議室を、特別会計予算審査

特別委員会には第１委員会室をそれぞれ当ててあります。 

  お諮りします。特別委員会審査のため、２月28日から３月７日までの８日間を休会したい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。したがって、２月28日から３月７日までの８日

間を休会することに決定しました。予算審査特別委員会を開き、付託案件の審査をお願いし

ます。 

  来る３月８日は、午前９時30分から本会議を開き、委員長の報告を求め、質疑、討論、並

びに採決を行います。 

 

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

 

◎散会の宣告 
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○議長（飯田桂司君） 本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

散会 午後 １時３３分 
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平成３０年第１回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第５号） 

 

                    平成３０年３月８日（木）午前９時３０分開議 

日程第 １ 議案第２３号 平成３０年度東伊豆町一般会計予算 

日程第 ２ 発議第 １号 議案第２３号平成３０年度東伊豆町一般会計予算に対する付帯決 

             議について 

日程第 ３ 議案第２４号 平成３０年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算 

日程第 ４ 議案第２５号 平成３０年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第 ５ 議案第２６号 平成３０年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

日程第 ６ 議案第２７号 平成３０年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

日程第 ７ 議案第２８号 平成３０年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算 

日程第 ８ 議案第２９号 平成３０年度東伊豆町水道事業会計予算 

日程第 ９ 議案第３０号 指定金融機関の指定について 

日程第１０ 議案第３１号 東伊豆町奈良本けやき公園の設置及び管理に関する条例の一部を 

             改正する条例について 

日程第１１ 議案第３２号 東伊豆町教育委員会教育長の任命について 

日程第１２ 同意案第１号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第１３ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第１４ 発議第 ２号 防災情報システム整備特別委員会の設置期間の変更について 

日程第１５ 議員派遣について 

日程第１６ 議会運営委員会所管事務調査について 

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

出席議員（１１名） 

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

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

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

    １０番  藤 井 廣 明 君     １１番  森 田 禮 治 君 

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



－210－ 

    １４番  山 田 直 志 君 

欠席議員（なし） 

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

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 太 田 長 八 君 副 町 長 鈴 木 忠 一 君 

教 育 長 黒 田 種 樹 君 総 務 課 長 梅 原 裕 一 君 

企画調整課長 遠 藤 一 司 君 税 務 課 長 福 岡 俊 裕 君 

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

健 康 づ く り 
課 長 鈴 木 嘉 久 君 健康づくり課 

参 事 村 上 則 将 君 

農林水産課長 鈴 木 伸 和 君 農 林 水 産 課 
参 事 

山 田 義 則 君 

観光商工課長 森 田 七 徳 君 建 設 課 長 高 村 由喜彦 君 

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

会 計 課 長 兼 
会 計 管 理 者 

正 木 三 郎 君 教 育 委 員 会 
事 務 局 長 

坂 田 辰 徳 君 

水 道 課 長 石 井 尚 徳 君   

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

職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 向 井 青 一 君 書 記 吉 田 瑞 樹 君 

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

  



－211－ 

 

開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（飯田桂司君） ただいまの出席議員は11名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成30年東伊豆町議会第１回定例会第15日目は成立いたしましたので、開会しま

す。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○議長（飯田桂司君） 当局より条例の一部を改正する条例について及び人事案件についての

議案が提出され、日程に組み入れてあります。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 議案第２３号 平成３０年度東伊豆町一般会計予算 

○議長（飯田桂司君） 日程第１ 議案第23号 平成30年度東伊豆町一般会計予算を議題とし

ます。 

  一般会計予算審査特別委員長の報告を求めます。 

  ２番、稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） 皆様、おはようございます。 

  それでは、朗読をもちまして審査の結果を報告いたします。 

  平成30年３月８日。 

  東伊豆町議会議長 飯田桂司様。 

  一般会計予算審査特別委員会委員長 稲葉義仁。 
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  一般会計予算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第77条の

規定により報告します。 

  記。 

  事件の番号。議案第23号。 

  平成30年度東伊豆町一般会計予算。 

  審査の結果、原案可決。 

  １ページをお開きください。 

  第１、会議回数、月日、場所、出欠席委員、説明員につきましては、下記のとおりとなっ

ておりますので、御確認ください。 

  ３ページをお開きください。 

  第２、質問の要旨。 

  １、主な質疑の対象となった事項。 

  （１）総務課・選挙管理委員会 

  問：ふるさと納税基金繰入金の充当先は。 

  答：東河環境センター分担金（大規模改修分）4,000万円、若者定住促進住宅取得補助金

800万円、町立体育センター改修工事設計業務委託料400万円、その他で教育・福祉・観光事

業等に充当する。 

  問：ふるさと納税や臨財債で財源対策をしているが、プライマリーバランスから考えると

身の丈に合っていないのでは。また、事業、補助金など行政改革すべきところが残っている

のでは。 

  答：臨財債は100％交付される。ほとんどの市町で借りている。 

  行政改革についてはアスド会館の処分、特に体育館。今後、支所や消防団の統合、小中学

校をどうするか。また、ごみの有料化や窓口の民間委託について検討しなければならない。 

  費用対効果のない事業をやめるなど選択と集中が必要。人口減や収入減が今後も進むので

行革は絶えずやらなければならない。 

  （２）企画調整課 

  問：加森観光への土地（ゴルフ場等）の貸付料について現状は。 

  答：平成31年度までの３年更新の契約となっているが、加森観光の申し出により、平成30

年度中に貸付料の見直しの協議・検討をする予定。 
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  問：交通手段の問題の解決には自主運行バスだけでは不十分ではないか。その点について

どのような話し合いがされているのか。 

  答：現在、東伊豆・中伊豆公共交通活性化協議会の中で公共交通網形成計画に向けて話し

合われており、観光と生活交通両面、また公共交通空白地域についても協議されている。町

の会議でも意見を聴取しており、計画がまとまった段階で皆様にお示ししたい。 

  問：庁舎用地購入について、庁舎１階は漁民センターになっているが、支払いを終えた時

点での土地所有者の名義は。 

  答：町のものである。平成36年度に支払いを終えた後は、県の土地開発公社から移管され

る。 

  問：出会い創出事業の効果は。 

  ４ページをお開きください。 

  答：これまで、具体的に結婚に結びついた事例はないが、地域おこし協力隊など若い感覚

で刷新し始めた事業であるので今後に期待したい。新年度は園芸サークルと若者交流サーク

ルを統合する。 

  （３）税務課 

  問：個人町民税の収納率は何％で計上しているか。 

  答：現年分の収納率を昨年より１％アップし、92％と見込んでいる。滞納繰越分について

は、17％として見込んでいる。 

  問：法人町民税の減の要因は。 

  答：法人町民税は法人税割額と法人均等割額の合算による。法人税割額は、平成29年度の

実績を勘案し前年度比19.45％の減。均等割額については、法人数が1.7％減少し現年課税分

488万8,000円の減を見込んだことによるもの。 

  （４）住民福祉課 

  問：ごみの収集について、これまで事業仕分けでも議論されたが、有料化の前に、週３回

収集から２回収集にするお考えは。 

  答：ごみの収集については、周知期間が必要であり有料化も含め検討していかなければな

らないこととして認識している。 

  問：財政的なことを考えても、エコクリーンセンター改修工事を機に、収集回数を３回か

ら２回に減らすことを検討してもよかったのでは。 

  近隣市町は２回のところが多く、有料化する前に２回にすることを考えたほうがよいので
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は。 

  答：今後も引き続き検討するが、３回から２回にしたから安くなるかはわからない。工事

期間中は伊東市等に持っていけば一日仕事になり、必ずしも安くならないという要因もある

ので御理解いただきたい。 

  問：児童環境づくり事業において、推進委員と子ども・子育て支援事業計画との関連性と

事業計画内容は。 

  答：子ども・子育て支援事業計画は、平成32年から36年の５カ年計画で、それに伴いアン

ケート調査を平成30年度に予定している。 

  小学校６年生までの子供がいる世帯を対象に、ニーズや課題を把握するために調査を実施

する。この計画は児童環境づくり推進委員会で協議し策定していく。 

  問：小規模保育事業が地域型保育事業に計上され、保育事業から小規模保育事業がなくな

ったにもかかわらず、保育園事業が昨年度とほぼ同額予算だがなぜか。 

  ５ページをごらんください。 

  答：職員の処遇改善や単価の見直しなどがあったため。 

  （５）農林水産課 

  問：伊豆縦貫道建設発生土について、擁壁がコンクリートではなく、外側に側溝等がない

と染み出た水が流れるのではとの不安がある。コンセンサスを受けての執行が前提となるの

では。 

  答：田町区住民からも出された話。住民の意見を無視はできないため、同意を得て進めて

いく。すぐに執行する予定はない。 

  問：けやき公園の維持管理の構想は。 

  答：町直営となり、もとの形に戻るようになる。足湯関係を中心とした施設管理は、シル

バー人材センターに委託し、草刈り業務については造園事業組合に委託するところが大きく

変わった点になる。 

  問：稲取漁港整備事業地元負担金の内容は。 

  答：県の事業の地元負担金で、機能増進事業として第２船揚げ場の工事と稲取臨港２号線

の舗装工事を実施。 

  また、県単独事業として、防波護岸のつけ根部分のかさ上げ工事と第２船揚げ場の上の道

路沿いに防波柵の設置工事を実施する予定となっている。 

  （６）建設課 



－215－ 

  問：橋梁補修設計の金額が多いが、どの橋か。 

  また、今後改修に入ると費用がかかるが、今後の計画は。 

  答：稲取片瀬線黒根橋、湯ノ沢草崎線大川橋、大川桟道橋、桜久保線堰口橋、熱川停車場

線駅前橋、青柳線第一青柳橋、熱川穴切線権現橋の７橋。 

  橋梁の改修は、道路法による法定義務で５年ごとに点検をし、判定結果が基準を下回る橋

については、改修工事を行わなければならない。 

  建設課で管理している道路は、橋梁95橋にとどまらず、トンネル１カ所、322路線、185キ

ロの施設を持ち、のり面を含む路面も管理をしていかなればならず、膨大な維持管理費が必

要となってくる。 

  限られた予算で維持管理をしていくには、主要路線や市街地内、通学路など優先順位をつ

けて効率的な管理をしていかなければいけない。 

  問：湯ノ沢草崎線のり面対策工事は本年度で終了か。 

  答：計画延長は、全長229メートル、のり長30メートルとなる。 

  平成23年から工事に着手をし、29年度末で75％が完了した。36年度完了を予定している。 

  ６ページをお開きください。 

  （７）健康づくり課 

  問：地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金の内容は。 

  答：ゲートキーパー研修・人材養成事業、傾聴ボランティア運営事業、精神デイサービス

を含む対面相談事業、普及啓発事業、自殺対策計画策定を含む心の健康づくり推進事業の事

業費に対する県補助金で、補助率は２分の１となる。 

  問：子供未来支援事業の内容は。 

  答：不妊・不育治療に係る治療費等を助成する事業。 

  問：母子健診メニューの中で発達障害ではグレーゾーンの子供がふえている。フォローや

サポート事業はどうなっているか。 

  答：１歳半と３歳児健診でチェックを行っており、気になる子は事後フォローとして賀茂

児童相談所の心理判定員の検査を受け、かかわり方のアドバイスをもらっている。また、療

育教室を毎月開催し、そこで元幼稚園教諭と保健師、賀茂児童相談所の心理判定員などの専

門家からアドバイスをもらって母親の育児支援を行っている。 

  （８）防災課 

  問：非常備消防費、消防団員の報酬について、現在330名だが今後はどのようにしていく
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のか。 

  答：消防団改革を平成28年度から取り組み、車両及び分団の統廃合を含め30年度中に示し

てもらうようお願いしている。 

  問：消防団員が少ない、負担の少ない活動を。 

  答：出動体制を含め、見直しをお願いしている。 

  （９）観光商工課 

  問：観光施設整備事業費補助金は新規事業か。 

  答：観光施設整備事業に対しての県補助金で、細野高原やトイレ整備など整備事業がある

ときに補助を受けている。 

  今回は昨年の台風21号にて破損した熱川温泉海浜プールの復旧工事に充てられる。通常２

分の１の補助率だが、有料施設のため３分の１の補助となる。 

  問：商工会補助金が増となっているが内容は。 

  答：商工会の建物が老朽化し雨漏りがひどいため、修繕が必要となっており、その３分の

１程度を補助する。 

  ７ページをごらんください。 

  インバウンド対策事業として全国展開支援事業を実施しており、今年度は国から全額補助

を受けたが、平成30年度は３分の２の補助となってしまうため、残りの財源を補助する。 

  また、観光商工課と連携して創業支援事業を重点的に進めていくため。 

  消費税増税においての軽減税率の算出方法が非常に複雑なため、それらの指導も必要とな

っているなど、これらの事業への補助として増額となっている。 

  問：稲取温泉振興事業の内容は。 

  答：稲取温泉振興事業は稲取文化公園を整備していくための基本計画策定と公園敷地の測

量、平面図、横断面図の作成を実施する。 

  基本計画の内容としては、イベントの期間だけではなく、年間を通して観光客の拠点とな

る施設として、雛のつるし飾りの展示を文化的にも楽しめるよう充実させること、観光案内

所と観光協会の事務所を兼ねた施設とすることなどを目的に、建物の構造、設備の選定やパ

ース作成を実施。 

  問：東伊豆町観光協会補助金が200万円ほど増加しているが内容は。 

  答：観光協会が新たに取り組む事業として、有名ブロガーを活用し年間を通して町の魅力

を発信していく事業や、インターネット上でのプレスリリースなどがあり、その資金として、
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また、つるし飾り関係のミスが町の観光協会の所属となったため、古くなった着物のやりか

えなどを考えている。 

  問：インバウンド等対策事業補助金が100万円ほど増加しているが内容は。 

  答：インバウンドは団体が減少しており、主流が個人となりつつある。個人の小、中宿泊

施設は３割ほど外国人が宿泊しているほどとなっているため、外国人観光客が利用する宿泊

予約サイトへの情報掲載に150万円。ほかに、タイ在住の個人だが東伊豆町現地事務所とし

て活動してくれる方がいるため、旅館と共同で負担しながら売り込みを実施していくことな

どを計画している。 

  （10）教育委員会 

  問：稲取高校魅力化推進協議会の目的は。 

  答：地域に根差した稲取高校の魅力化を推進し、幼小中との教育活動充実のための連携や

地域コミュニティの維持を図るため、町が一体となり協議していく。 

  また、本年度、県において策定される県立高等学校第三次長期計画の再編等にも対応でき

るよう協議していく。 

  問：稲取高校魅力化推進協議会は、本来、町教育委員会ではなく県教育委員会や稲高の同

窓会・後援会が行うものではないか。 

  また、河津町や下田市にも関係があるのでは。 

  答：この協議会の設置は、賀茂地区広域連携会議のメニューの一つである。 

  ８ページをお開きください。 

  協議会立ち上げに際し、河津町、下田市にもこの内容を説明し、協力を求める場合もある

ことを説明済み。また、下田市や松崎町にも高校が存在しているため、同じ取り組みが行わ

れることとなる。 

  問：通学補助金についてこの内容は。 

  答：町の課題であった遠距離通学となる大川・北川地区の生徒の通学費を支援するため、

要綱を整備し実施するものである。 

  大川小と熱川小等の統合に伴い、園児児童についてはスクールバスを運行することが決定

しているが、中学生についても制定した要綱に基づき、この対象となる大川・北川地区の生

徒に対し、電車運賃の２分の１を補助するものである。 

  問：設計委託する町立体育センター改修工事の内容は。 

  答：町民のスポーツ推進はもちろんのこと、誘客、イベント時の拠点となる施設であるた
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め、それに対応できる大幅な改修を実施したいと考えている。 

  トイレ改修、アリーナ床塗装改修、照明器具ＬＥＤ化と落下防止、屋根雨漏り対策、多目

的アリーナのつり天井撤去などが主な内容である。 

  （11）議会事務局 

  特になし。 

  （12）会計課 

  特になし。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を可決すべきものと

して決定したことを報告します。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ２番、稲葉議員。 

○２番（稲葉義仁君） 副委員長の同席を求めたいのですがよろしいでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） ただいま、一般会計予算審査特別委員長より副委員長の同席について

申し出がありましたので、これを許可します。 

  これより、委員長の報告に対する質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第23号 平成30年度東伊豆町一般会計

予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決するものです。本案は委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、議案第23号 平成30年度東伊豆町一般

会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第２ 発議第１号 議案第２３号平成３０年度東伊豆町一般会計予算に対す

る付帯決議について 

○議長（飯田桂司君） 日程第２ 発議第１号 議案第23号平成30年度東伊豆町一般会計予算

に対する付帯決議についてを議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

  ２番、稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） ただいま上程されました発議第１号につきまして、朗読をもって提案

説明とさせていただきます。 

  発議第１号 議案第23号平成30年度東伊豆町一般会計予算に対する付帯決議について。 

  地方自治法第112条及び会議規則第14条第３項の規定により、議案第23号平成30年度東伊

豆町一般会計予算に対する付帯決議を別紙のとおり提出する。 

  平成30年３月８日提出。 

  東伊豆町議会議長 飯田桂司様。 

  提出者 一般会計予算審査特別委員会委員長 稲葉義仁。 

  賛成者 一般会計予算審査特別委員会委員 山田直志、栗原京子、森田 治。 

  議案第23号 平成30年度東伊豆町一般会計予算に対する付帯決議。 

  平成30年度予算は、町税の減収を繰入金や町債で補うものであり、近年、このような状況

が常態化している。 

  しかし、繰入金や町債にも限度がある。また、75歳以上の町民が25％を超える超高齢化を

目前にした当町においては、今後、医療関連費用や介護保険費用の大幅な増加が見込まれる

こと、さらに公共の建物、道路、橋、港などあらゆる施設の維持改修に莫大な支出が必要と

なることを勘案すると、支出超過の現状は見直し改善される必要がある。 

  また、経常経費が増加し続け、投資的経費が数パーセント台に陥るなど町財政は硬直化が

進んでおり、プライマリーバランス（収入支出のバランス）改善は喫緊の課題となっている。 

  よって、平成30年度東伊豆町一般会計予算については、その執行にあたり下記の事項に十

分留意して取り組まれるよう強く求めるものである。 

  記。 

  １、行財政全般の改革を早期に実行し、歳出抑制に努めること。 
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  ２、町は創意工夫により、ふるさと納税をはじめ歳入の増加を図ること。 

  ３、橋や漁港などの調査・点検が予算計上されているが、それぞれの補修改修は膨大な資

金を要する大事業となる。 

  昨年３月に策定した「東伊豆町公共施設等総合管理計画」では、「公共施設の総合的かつ

計画的な管理の推進」についての基本的な方針が示されたところである。 

  公共施設の維持管理の方法や優先順位を明確にする必要があることから、本計画に基づい

た「個別施設計画」を早急に作成し、これを町民へ公表すること。 

  以上、決議する。 

  平成30年３月８日。 

  東伊豆町議会。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより、発議第１号 議案第23号平成30年度東伊豆町一般会計予算に対する付帯決議に

ついてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第３ 議案第２４号 平成３０年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算 

◎日程第４ 議案第２５号 平成３０年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算 

◎日程第５ 議案第２６号 平成３０年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

◎日程第６ 議案第２７号 平成３０年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

◎日程第７ 議案第２８号 平成３０年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算 
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◎日程第８ 議案第２９号 平成３０年度東伊豆町水道事業会計予算 

○議長（飯田桂司君） 日程第３ 議案第24号 平成30年度東伊豆町国民健康保険特別会計予

算から日程第８ 議案第29号 平成30年度東伊豆町水道事業会計予算まで、以上６件を一括

議題とします。 

  特別会計予算審査特別委員長の報告を求めます。 

  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） おはようございます。 

  朗読をもちまして、審査の結果報告をいたします。 

  平成30年３月８日。 

  東伊豆町議会議長 飯田桂司様。 

  特別会計予算審査特別委員会委員長 笠井政明。 

  特別会計予算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託された事件は審議の結果、下記のとおり決定したので会議規則第77条の規

定により報告します。 

  記。 

  事件の番号・件名。 

  議案第24号 平成30年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算、審査の結果、原案可決。議

案第25号 平成30年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、審査の結果、原案可決。議案

第26号 平成30年度東伊豆町介護保険特別会計予算、審査の結果、原案可決。議案第27号 

平成30年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算、審査の結果、原案可決。議案第28号 平成30

年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算、審査の結果、原案可決。議案第29号 平成30年度

東伊豆町水道事業会計予算、審査の結果、原案可決。 

  特別会計予算審査特別委員会に付託された、１、議案第24号 平成30年度東伊豆町国民健

康保険特別会計予算、２、議案第25号 平成30年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、

３、議案第26号 平成30年度東伊豆町介護保険特別会計予算、４、議案第27号 平成30年度

東伊豆町稲取財産区特別会計予算、５、議案第28号 平成30年度東伊豆町風力発電事業特別

会計予算、６、議案第29号 平成30年度東伊豆町水道事業会計予算について、質疑の対象と

なった主な事項を以下のとおり報告いたします。 

  第１、会議回数、月日、場所、出欠席委員、説明員は以下のとおりになります。 
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  ３ページをおめくりください。 

  第２、質疑の要旨。 

  １、平成30年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  問：保険税の減は加入世帯の減と聞いているが、被保険者数と世帯数は。 

  答：被保険者数は4,176人、世帯数は2,619世帯で、前年対比214人減、103世帯の減を見込

んだ。 

  問：保険料の仕組みに変化があるか。また、これまでと同じ税率か。 

  答：県の方針を踏まえ資産割を廃止した。これまでと同じ税率。 

  問：高額医療費の全般が減少しているがどういう内容か。 

  答：算出方法を見直し、従来月割り実績で見込んでいたものを、新年度は８カ月分を月割

り実績、４カ月分を過去３カ年の平均で算出し、より決算の数値に近い推計をした。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①制度改正について。 

  ②人間ドック補助の見込みは。また、特定健診の目標受診率は。 

  ③特定健康診査等事業費が300万円ほど増えて、特定保健指導委託料の増となっているが

内容は。 

  以上のとおり、質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を可決すべきものと決定

したことを報告します。 

  ２、平成30年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  問：一般会計繰入金が増えた要因は。 

  答：法定繰入金で、県４分の３、町４分の１の負担となっており、被保険者数2,615人を

見込み前年対比63人の増が要因。 

  問：歳入で、保険料増の要因は。 

  答：平成30年度から、均等割３万9,000円から４万400円、限度額57万円から62万円に改正

となるため。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①医療保険料、特別徴収と普通徴収の割合と滞納繰越の見込みは。 

  ②普通徴収の滞納整理方法は。 
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  以上のとおり、質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を可決すべきものと決定

したことを報告します。 

  ３、平成30年度東伊豆町介護保険特別会計予算。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  問：保険料増加の要因と、特別徴収と普通徴収の見込み人数は。 

  答：特別徴収4,612人、普通徴収905人、合計5,517人で、前年比95人の増を見込んでいる。

保険料率は前年と変わらず、人数の増による保険料の増を見込んでいる。 

  問：総務管理費の印刷製本費が増えているが、その要因は。 

  答：制度改正に伴う介護全般のパンフレットと、認知症に関するパンフレットを作成する

ための予算計上。 

  問：介護認定審査会費の減の要因は。 

  答：制度改正により要介護認定の更新の認定期間が、12カ月から24カ月に延長されたこと

による審査等事務費の減によるもの。 

  問：認定期間中に状態の変化があった場合は。 

  答：認定の有効期間中であっても、区分変更申請をすれば介護度の見直しをすることがで

きる。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①地域支援事業の内容は。 

  ②歳入３款、国庫支出金の地域支援事業交付金の増の要因は。 

  ③歳入４款、支払基金交付金の減の要因は。 

  ④町内の事業所の主な数は。 

  以上のとおり、質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を可決すべきものと決定

したことを報告します。 

  ４、平成30年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  問：天草漁の水揚げ状況はどうか。 

  答：昨年は専業としていた海女さんが亡くなって初めての年ということで、試験的な操業

での水揚げで392キロであった。28年度は１万547キロであったので前年対比96.3％の減とな

った。今年については、商業的に成り立つような体制を整えていく予定である。 

  問：今後の見込みはどうか。 
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  答：今年の配分金を３万円と見込んでいるが、あくまでも希望の数字である。配分金は売

り上げの約１％なので300万円の売り上げが必要である。そのためには5,000キロの水揚げが

なければならない。地域おこし協力隊が１名、稲取出身の女性が３名従事し、４名の稼働で

その程度の水揚げを期待している。 

  昨年の試しの創業は大き目の船を使ったため、小回りがきかなかったということで、今年

は少し小さ目の中古の船を購入しようということを聞いている。他の協力隊員が業務に必要

な自動車を借りればレンタル料を支出しているのと同様に、船に対してレンタル料を経費と

して支払うことで、間接的に支援をしていきたい。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①財産収入の減少要因は。 

  以上のとおり、質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を可決すべきものと決定

したことを報告します。 

  ５、平成30年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  問：一般会計繰出金の内容と今後の見込みは。 

  答：繰出金は町の推進するエコリゾートタウン事業に対する財源で、新年度については環

境教育を行うアースキッズ事業の負担金と温泉熱及び小水力発電施設の維持管理費に充てて

おり、累計で約7,500万円となっている。しかしながら、現在も２号機が止まっているよう

な状況で収益確保が難しくなっているため、新年度予算に繰出金169万6,000円を計上してい

る。起債償還の最終年でもあり、それに対しても影響が出るようであれば、減額補正をした

い。 

  問：30年度で起債の償還が終わるが、その後の撤去費用の積み立ての予測は。 

  答：15年償還が終わっても20年が風力発電施設の耐用年数と言われているので、それまで

は運用したい。償還額の年間2,200万円がなくなれば、撤去費用が5,000万円と言われている

ので捻出することは可能である。ただ、現状故障が頻発しているので、その修理に費用負担

がかさんだ場合、かなり逼迫した状況になるので、現在、抜本的な対策として民間企業に事

業を継承してもらえるような協議を進めている。現在の３基では老朽化して使用が難しいと

いうことであれば、効率のよいものに建てかえを検討することも視野に入れている。現在事

業化についての検証を行っている。 

  問：検証中の事業はいつごろから始める予定なのか。 
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  答：今年１年で償還を終えて、借入金の清算が終わった以降に事業化することにしたい。

具体的にいつ建てるということはまだ決まっていない。 

  （２）その他の質疑の対象となった事項 

  なし。 

  以上のとおり、質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を可決すべきものと決定

したことを報告します。 

  ６、平成30年度東伊豆町水道事業会計予算。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  問：水道事業収益の1,927万円の減の要因は。 

  答：主に、給水収益では旅館等の大口使用者の水量の減で、前年度対比1,300万円、２％

の減。簡易水道収益は一部の大口使用者が漏水修繕工事を行ったため、使用量が減となった

ことにより前年度対比670万円、16％の減となっている。 

  問：総係費の委託料2,021万1,000円の水道ビジョン・経営戦略策定業務委託料等の内容に

ついては、作成途中での中間報告的なものはないのか。 

  答：平成29年度アセットマネジメント計画を策定中で、３月７日が業務委託納期となって

いる。今後、30年間の更新需要や財政収支の見込みを推計し、その結果を見て平成30年度に

施設整備基本計画とあわせて経営戦略を策定。 

  また、10年後を見据えた水道の理想像を作成する水道ビジョンの作成に取り組み、方向性

をつくる予定。３号井戸、平成27、28年度に試掘した３本の井戸の利用に向けて、平成30年

８月ごろに同時に揚水し水源影響調査を行う。その結果を見て白田浄水場の方向性を示す。 

  問：資本的支出の委託料の1,852万8,000円の内容は。 

  答：稲取地区水源影響調査500万1,000円、白田川水利使用許可申請212万7,000円、管路図

システム導入費1,140万円の３件を計上している。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①工事内容について。 

  ②未収金の集金方法について。 

  以上のとおり、質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を可決すべきものと決定

したことを報告します。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員。 
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○１番（笠井政明君） 副委員長の同席を求めます。 

○議長（飯田桂司君） ただいま、特別会計予算審査特別委員長より、副委員長の同席につい

て申し出がありましたので、これを許可します。 

  お諮りします。議案第24号から議案第29号までの平成30年度特別会計及び水道事業会計の

予算６件について一括質疑としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。したがって、議案第24号から議案第29号までを

一括質疑とします。 

  それでは、議案第24号から議案第29号までについて委員長の報告に対する一括質疑を行い

ます。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより議案第24号 平成30年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算の討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第24号 平成30年度東伊豆町国民健康

保険特別会計予算を採決します。 

  この予算に対する委員長の報告は可決とするものです。本案は委員長の報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、議案第24号 平成30年度東伊豆町国民

健康保険特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第25号 平成30年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算の討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第25号 平成30年度東伊豆町後期高齢

者医療特別会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものです。本案は委員長の報告のとおり決するこ
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とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、議案第25号 平成30年度東伊豆町後期

高齢者医療特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第26号 平成30年度東伊豆町介護保険特別会計予算の討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第26号 平成30年度東伊豆町介護保険

特別会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものです。本案は委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、議案第26号 平成30年度東伊豆町介護

保険特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第27号 平成30年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算の討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第27号 平成30年度東伊豆町稲取財産

区特別会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものです。本案は委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、議案第27号 平成30年度東伊豆町稲取

財産区特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第28号 平成30年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算の討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 
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  お諮りします。ただいま議題となっております議案第28号 平成30年度東伊豆町風力発電

事業特別会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものです。本案は委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、議案第28号 平成30年度東伊豆町風力

発電事業特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第29号 平成30年度東伊豆町水道事業会計予算の討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第29号 平成30年度東伊豆町水道事業

会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものです。本案は委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、議案第29号 平成30年度東伊豆町水道

事業会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

  この際、10時40分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２４分 

 

再開 午前１０時４０分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開します。 

 

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

 

◎日程第９ 議案第３０号 指定金融機関の指定について 

○議長（飯田桂司君） 日程第９ 議案第30号 指定金融機関の指定についてを議題とします。 
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  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第30号 指定金融機関の指定について、

提案理由を申し上げます。 

  地方自治法第235条第２項及び同法施行令第168条第２項の規定により、金融機関を指定し、

東伊豆町の公金の収納及び支払い事務を取り扱わせるものとする。 

  現在の東伊豆町指定金融機関である伊豆太陽農業協同組合の指定期間が平成30年５月31日

をもって満了となるため、継続の打診をしたところ了承を得たので、平成30年６月１日から

３年間業務を継続し、当町の指定金融機関として指定するものであります。よろしく御審議

をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。これより議案第30号 指定金融機関の指定についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１０ 議案第３１号 東伊豆町奈良本けやき公園の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例について 

○議長（飯田桂司君） 日程第10 議案第31号 東伊豆町奈良本けやき公園の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 
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（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第31号 東伊豆町奈良本けやき公園の設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  東伊豆町奈良本けやき公園の管理体制を変更することに伴い、条文の整備を図るため条例

の改正を行うものであります。 

  詳細につきましては、農林水産課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（飯田桂司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） ただいま上程されました議案第31号 東伊豆町奈良本けやき

公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、説明をさせていただきま

す。 

  提案理由につきましては、平成30年４月１日より、公園の管理体制を変更するために条文

の整備を図るものでございます。恐れ入りますが条例文をごらんください。 

  今回の改正につきましては、「現行条例の指定管理者」を「町長」に改め、「利用料金」

を「使用料」に改めるものです。また、条例文の並びかえにより整備を図りました。 

  なお、この条例の改正は附則のとおり、平成30年４月１日からの施行といたします。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第31号 東伊豆町奈良本けやき公園の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 



－231－ 

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

 

◎日程第１１ 議案第３２号 東伊豆町教育委員会教育長の任命について 

○議長（飯田桂司君） 日程第11 議案第32号 東伊豆町教育委員会教育長の任命についてを

議題といたします。 

  教育長の退席を求めます。 

（教育長 黒田種樹君退席） 

○議長（飯田桂司君） 町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第32号 東伊豆町教育委員会教育長の任

命について。 

  東伊豆町教育委員会教育長に下記の者を任命することについて、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

  住所、賀茂郡東伊豆町片瀬232番地の１。 

  指名、黒田種樹。 

  提案理由を申し上げます。 

  現教育長が、平成30年３月31日をもって任期満了となるため、新たに教育長の選任をお願

いするものであります。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第32号 東伊豆町教育委員会教育長の任命についてを採決します。 

  本案はこれに任命することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案はこれに任命することに決しまし



－232－ 

た。 

  教育長の入室を許可します。 

（教育長 黒田種樹君入室） 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時４６分 

 

再開 午前１０時４７分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開します。 

 

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

 

◎日程第１２ 同意案第１号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任につい

 て 

○議長（飯田桂司君） 日程第12 同意案第１号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選

任についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 同意案第１号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

  下記の者を東伊豆町固定資産評価審査委員会委員に選任することについて、地方税法第

423条第３項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

  住所、賀茂郡東伊豆町稲取3010番地の119。 

  氏名、廣沢一久。 

  提案理由を申し上げます。 

  現任者が平成30年３月31日をもって任期満了となるため、新たに固定資産評価審査委員会

委員を選任するものであります。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより同意案第１号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決しま

す。 

  本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意されました。 

 

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

 

◎日程第１３ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

○議長（飯田桂司君） 日程第13 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題と

します。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について。 

  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求めるものであり

ます。 

  住所、賀茂郡東伊豆町白田189番地の２。 

  氏名、吉間武久。 

  提案理由を申し上げます。 

  現在、御活躍いただいております吉間武久氏の任期が平成30年６月30日をもって満了とな

りますので、再任をお願いするものであります。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  お諮りします。諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦については、適任とすることに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推

薦については、適任とすることに決しました。 

 

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

 

◎日程第１４ 発議第２号 防災情報システム整備特別委員会の設置期間の変更に

ついて 

○議長（飯田桂司君） 日程第14 発議第２号 防災情報システム整備特別委員会の設置期間

の変更についてを議題とします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 朗読をもちまして、提案理由の説明をさせていただきます。 

  発議第２号 防災情報システム整備特別委員会の設置期間の変更について。 

  上記議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出します。 

  平成30年３月８日提出。 

  東伊豆町議会議長、飯田桂司様。 

  提出者、東伊豆町議会議員 山田直志。 

  賛成者、東伊豆町議会議員 笠井政明。 

  提案理由ですが、防災行政無線、同報無線のデジタル化整備に関する調査・研究を引き続

き行うためでございます。 

  次のページをお開きください。 

  昨年、議決しました防災情報システム整備特別委員会の設置期間は平成30年第１回定例会
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までとなっておりましたが、まだ当局のほうでも具体的な方向が決定するに至っておりませ

んので、変更し、平成31年第１回定例会までとする内容でございます。 

  よろしく御審議お願いします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより発議第２号 防災情報システム整備特別委員会の設置期間の変更についてを採決

します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１５ 議員派遣について 

○議長（飯田桂司君） 日程第15 議員派遣についてを議題とします。 

  お諮りします。議員派遣については、お手元に配付したとおり、現時点で期日等が確定し

ている行事について派遣することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣については、お手元にお

配りしましたとおり派遣することに決定しました。 

 

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

 

◎日程第１６ 議会運営委員会所管事務調査について 

○議長（飯田桂司君） 日程第16 議会運営委員会所管事務調査についてを議題とします。 

  内容としては、議会の運営に関すること、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関す
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ること、議長の諮問に関すること、以上の３点です。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議会運営委員会所管事務調査については、

議会運営委員会にこれを付託し、平成30年第２回定例会までに調査することにしたいと思い

ます。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。議会運営委員会所管事務調査については、議会

運営委員会にこれを付託し、調査することに決定しました。 

 

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

 

◎閉会の宣告 

○議長（飯田桂司君） お諮りします。本定例会に付議された案件の審議は全て終了しました。

したがって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本定例会は本日で閉会することに決定

しました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  平成30年第１回東伊豆町議会定例会を閉会します。 

  長い間、御苦労さまでした。 

 

閉会 午前１０時５６分 


