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開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会の宣告 

○議長（森田禮治君） 皆様、おはようございます。 

  平成25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、厚く御礼申し上げます。 

  春とはいえ寒暖の定まらぬ時期ですので、皆様方には十分御自愛の上、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て、開会のあいさつといたします。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成25年東伊豆町議会第１回定例会は成立しましたので、開会いたします。 

 

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

 

◎議会運営委員長の報告 

○議長（森田禮治君） 議会運営委員長より報告を求めます。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） おはようございます。 

  平成25年第１回定例会の運営について、議会運営委員会から報告をいたします。 

  まず、一般質問についてですが、７名の議員より通告がありました。一般質問の趣旨をよ

く理解され、円滑に質疑、答弁がなされるよう御協力をお願いいたします。 

  また、通告者の中で14番議員より掲示板の使用願いが出されております。これらも合わせ

て許可いたしたいと思います。 

  次に、提出議案についてですが、当局からは専決承認２件、条例改正５件、新規の条例制

定７件、平成24年度一般会計ほか６つの特別会計補正予算案、さらに平成25年度の各会計の

予算案が提出されます。さらに指定管理者の指定が４件、規約の一部変更が３件、損害賠償

請求事件の示談が２件、報告１件が提出されます。 

  議会からは委員会条例、会議規則の一部改正案が２件、議会運営委員会の所管事務調査を



上程をいたします。 

  次に、これらの審議の進め方についてですが、まず一般質問を行い、次に議会からの発議

２件、さらに当局からの専決承認、条例関係を行います。 

  発議第１号、２号、議案第６号、第７号、議案第14号から17号、議案第18号から20号につ

きましては、それぞれ一括議題といたします。条例案の改正等の説明につきましては、新旧

対照表または資料等を用いるなど概要の説明をすることと協議決定されましたので、当局の

皆さんにはよろしくお願いいたします。 

  次に、補正予算関係の審議を行いますが、この説明に際しては、おおむね一般会計では100

万円、特別会計では50万円以上の増減について説明するようお願いいたします。 

  次に、平成25年度の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、２つの特別委員会を設置して付託案件の審議をいたしま

す。各特別委員会につきましては、28日の本会議に委員長報告ができるように準備していた

だきたいと思います。 

  ２つの特別委員会の委員構成につきましては、一般会計が総務経済常任委員会所属の委員、

特別会計は文教厚生常任委員会所属の委員となっております。 

  なお、予算の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する議員が６

つの特別会計、特別会計予算審査特別委員会に所属する議員が一般会計に関する通告をそれ

ぞれ提出していただき、内容は款・項に対する大綱質疑にとどめ、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。 

  大綱質疑の通告要旨につきましては、既に会議招集状とともに配付してあります。受付は

本日より事務局で行いますが、締め切りは３月14日の午後４時までとさせていただきます。 

  さらに、諸事情により３月15日及び19日は、議会については休会といたします。 

  ３月18日の議会は午前９時30分より開会し、大綱質疑を行う日程としております。 

  以上の内容を踏まえて、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29

日までの18日間とさせていただきたいと思います。 

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

規則・委員会条例に関すること、議会の議長の諮問に関すること、以上３点の閉会中の継続

審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。 



  活発な御意見と御審議と、円滑な議会運営に切にお願い申し上げまして、議会運営委員会

からの報告とします。 

  なお、全員協議会の開催のお知らせをいたします。 

  各一部事務組合の報告を求めるために、３月27日午前９時30分より全員協議会を開催する

ことになりました。担当の一部事務組合の議員につきましては、報告をできるよう準備をし

ていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

 

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

 

◎開議の宣告 

○議長（森田禮治君） 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（森田禮治君） 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（森田禮治君） 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119条の規定により議長において５番、村木議員、６番、藤

井議員を指名します。 

 

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

 



◎日程第２ 会期の決定 

○議長（森田禮治君） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から予備日を含め３月29日までの18日間とし

たいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、会期は18日間と決定しました。 

 

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

 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（森田禮治君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

  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、当局から平成24年度北川地区防災センター新築工事変更契約及び浅間山中継局無線

設備工事変更契約の専決処分の報告については、既に送付しました。 

  議長の出席した会議等の報告については、お手元に資料を配付しました。 

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

  なお、３月27日午前９時30分より各一部事務組合の報告を求めるために全員協議会を開催

いたします。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第４ 施政方針 

○議長（森田禮治君） 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） 皆さん、おはようございます。 



  平成25年第１回議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位には、何かと御多用中

にもかかわらず御参集を賜り、厚く御礼申し上げます。 

  東日本大震災から昨日で２年がたちました。震災により犠牲となられました方や御遺族の

方には、心から哀悼の意を表する次第であります。また、被災地におかれましては、瓦れき

の処分や原発事故への対応等多くの問題を抱えておりますが、一日も早く復興を遂げまして

生活の基盤を築かれますよう御祈念申し上げます。 

  さて、本定例会におきましては、平成25年度の当初予算（案）並びに諸議案の御審議をお

願いするに当たり、所信の一端を述べさせていただき、町民の皆様並びに議員各位のさらな

る御理解と御協力を賜りますことを心から念願するところでございます。 

  初めに、我が国の経済はデフレ不況が続き、名目ＧＤＰは2008年のリーマンショックの影

響を受けて、2010年にはやや持ち直して回復したものの、依然として2007年から７％も低い

水準にとどまっており、「失われた20年」を経た今もなお、ＧＤＰは３年前の水準とほぼ同

程度にとどまっております。 

  国は経済再生に向けて、「大胆な金融政策、機動的な財政政策、成長戦略の３本の矢で力

強く経済政策を進める」と宣言し、平成24年度補正予算案と平成25年度予算案を合わせて「15

カ月予算」と位置づけ、合計で100兆円を超える大型予算としており、切れ目ない財政出動で

デフレ不況からの早期脱却を目指しておりますが、生活保護費や地方自治体に配分する地方

交付税を抑制し、歳出拡大を最小限に抑えたい考えであることから、財政な見通しは不透明

なものがございます。 

  このような状況下、住民サービスを担う基礎自治体にとりましては、国の経済対策等に対

する具体的な情報がはっきり見えない中での予算編成作業となりましたが、厳しい財政状況

に変わりはなく、この状況を真摯に受けとめ、今後の町の財政負担や財政健全化法に関連す

る財政指標を的確に掌握しながら、町民の皆様や議会とも十分に協議し、施策の推進に意を

配してまいる所存であります。 

  また、低迷しております当町の主要産業におきましても、行政と民間が協働により互いに

知恵を出し合い、ハード、ソフトの両面から誘客対策等の強化を図っていくことが不可欠で

あると考えておりますので、各関係団体等におかれましても、さらなる御理解と御協力をお

願いする次第であります。 



  先ほども触れましたが、国は13兆円を超える補正予算で緊急経済対策を実施します。当町

では、平成25年度以降に予定をしておりました都市防災総合推進事業を活用した片瀬地区防

災拠点施設の建設、また、奈良本地区避難地整備事業及び稲取地区災害対策本部代替施設整

備事業に伴う測量・設計を前倒しし、平成24年度予算で補正対応させていただきまして、議

決後に繰越明許費の手続をして、平成25年度に事業実施する予定といたしておりますので、

御理解をお願いいたします。 

  したがいまして、平成24年度の補正予算となっておりますこれらの事業につきましても、

平成25年度事業に含めて御説明させていただきます。 

  それでは、これらを踏まえ、一般会計予算の概要を申し上げます。 

  予算規模は48億2,600万円となり、平成24年度当初予算に対しましては、１億2,600万円、

2.4％の増となりました。 

  まず、歳入予算の内容でありますが、自主財源は24億6,984万4,000円で、前年度に比べ１

億417万8,000円、4.4％の増で、構成比は51.2％となります。そのうち歳入の柱となる町税の

うち、町民税につきましては４億8,731万1,000円であり、前年度に比べ14万7,000円の増でほ

ぼ同額となりました。 

  次に、固定資産税は12億5,350万4,000円で、前年度に比べ4,002万6,000円、3.1％の減を措

置いたしました。総体的には新たな税源の発生もありませんでしたので、地価の下落や減価

償却等に伴う減額が要因となっております。 

  次に、当町の経済状況の指標となる入湯税につきましては、景気低迷による影響が大きい

中、国の景気対策や町観光協会の意欲目標を踏まえ入湯客数を93万人とし、ほぼ前年度同額

の１億3,950万円で予算措置しましたが、さらなる誘客努力に期待いたすところでございます。 

  町たばこ税につきましては１億3,560万6,000円で、前年度に比べ1,443万6,000円、11.9％

の増額措置といたしました。健康志向による売り上げ本数は減少傾向にあるものの、平成23

年度地方税法が改正されたことに伴う増額が要因であります。 

  なお、当初予算編成においては、財政調整基金への財源依存を極力抑える形で臨んでおり

ましたが、町内経済への振興対策や防災対策の充実、さらには社会保障関係費の自然増によ

り不足する財源を基金で補うこととなりましたので、御理解をお願いいたします。 

  次に、依存財源につきましては23億5,615万円で、そのうち地方消費税やゴルフ場利用税交



付金等の減はあるものの、県支出金などの増により、前年度に比べ2,182万2,000円、0.9％の

増で、構成比は48.8％となりました。 

  次に、地方交付税につきましては、国の平成25年度予算編成の基本方針に、地方財政につ

いては、国の取り組みと歩調を合わせて、給与関係経費などを初めとする地方財政計画の見

直し、抑制を図るとともに、安定的な財政運営に必要となる地方税、地方交付税等の一般財

源の総額を確保するとしており、必要な措置を講ずるよう地方公共団体に要請をしておりま

す。 

  これによりまして、平成25年度の地方交付税に関し、国は地方公務員給与の引き下げによ

って、自治体に配分する地方交付税を一般会計ベースで2,000億円程度圧縮し、地方自治体へ

の配分総額を平成24年度当初予算より3,900億円少ない17兆600億円と見込んでおります。 

  このため、当町では、町税の減収や社会保障関係費の増に伴う増額要因はあるものの、地

方交付税の増額が見込めない状況にあるため、前年同額の８億8,000万円といたしましたので、

御理解をお願いいたします。 

  国・県支出金につきましては６億6,475万円5,000円で、前年対比5,072万3,000円、8.3％の

増となりました。観光施設整備事業及び国政選挙等に伴う増が主な内容となっております。 

  町債につきましては、継続事業及び新規事業へ５億7,280万円を充当措置いたしました。さ

らに、地方交付税と相関のある臨時財政対策債につきましては、発行可能額に応じ３億3,000

万円を措置し、一般財源として運用してまいりたいと考えております。 

  なお、臨時財政対策債につきましては、全額交付税措置がされますので、御理解をいただ

きたいと思います。 

○議長（森田禮治君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時４８分 

 

再開 午前 ９時４８分 

 

○議長（森田禮治君） 休憩を閉じ再開いたします。 

（町長 太田長八君登壇） 



○町長（太田長八君） 今後も、投資的経費に充当可能な一般財源の捻出が厳しいことも踏ま

えますと、事業の採択に当たっては充当財源として地方債への依存は避けることができませ

んので、財政健全化法に規定された実質公債費比率等、財政指標を注視しつつ、実施計画と

の相関に的確に掌握し、依存財前措置について慎重に対処したいと考えております。 

  次に、歳出でありますが、構成比83.3％を占める経常的経費のうち義務的経費は総額22億

1,189万円で、前年度に比べ4,682万2,000円の増となりました。そのうち人件費は、人事院勧

告による給与改定を実施し、職員給に限っては本年１月から削減を図りましたが、国政選挙

を初めとする４回の選挙事務に対する報酬や手当、さらには消防操法大会に伴う団員訓練報

酬等の事情も加わり、13億668万7,000円となり、前年度に比べ2,734万1,000円、2.1％の増と

なりますことを御理解願います。 

  公債費等につきましては、臨時財政対策債の償還に伴い、４億7,427万6,000円で、前年度

に比べ2,306万5,000円、5.1％の増となりました。 

  また、扶助費につきましては４億3,092万7,000円で、前年度に比べ358万4,000円、0.8％の

減となりました。身体障害者更生医療費の減が主な要因ではありますが、障害者福祉施策の

制度改正や高齢化社会の加速、また医療費等による負担増は今後も避けることができないも

のと想定されます。 

  物件費、維持補修費、補助費等は、総体的に18億775万1,000円となり、前年度に比べ１億

5,805万8,000円、9.6％の増となりました。デジタル防災行政無線整備に伴う機器購入、観光

誘客対策や町内経済の活性化対策、緊急雇用創出事業が主な内容となっております。 

  次に、繰出金につきましては３億8,509万1,000円で、前年比1,070万2,000円、2.9％の増と

なりました。今後もさらに加速する高齢化社会への対応や医療費の増大等によって一般会計

の負担が増しており、国においても地方負担軽減対策等を早期に対応していただくよう望む

ものであります。 

  次に、投資的経費につきましては、４億527万3,000円を措置いたしました。昨年度に比べ

9,003万8,000円、18.2％の減となりましたが、新規事業としましては、細野高原観光施設整

備事業、セイリ中ノ平線改良工事、エコリゾートタウン推進事業、ゆずりあい駐車場整備事

業、きぼうの館調理室改修工事、消防ポンプ自動車整備事業等が主な内容となっております。 

  また、継続事業といたましては、デジタル防災行政無線整備事業、中山間地域総合整備事



業、森林整備加速化・林業再生事業、稲取漁港公園整備事業、湯ノ沢草崎線法面対策工事等

が主な内容となっております。 

  なお、各区からの要望等につきましては、その実情に精通した各地区役員と現地調査の上、

優先順位等を踏まえ、平均的に措置をさせていただきましたので、御理解をお願いいたしま

す。今後は、当面緊急を要する事業以外は、実施計画に基づく計画的な投資額にとどまるも

のと考えます。 

  以上が一般会計予算の概要であります。 

  次に、特別会計及び水道事業会計の予算でありますが、合計で43億1,235万5,000円となり、

前年度に比べ１億6,204万円の増となりました。 

  まず、国民健康保険特別会計は21億8,863万5,000円となり、前年度に比べ4,129万3,000円、

1.9％の増となりました。歳入では、一般及び退職の療養給付費負担金や一般の共同事業交付

金・県普通調整交付金の減があるものの、前期高齢者交付金や基盤安定繰入金の収入が増え、

増収となっております。歳出では、後期高齢者医療への移行に伴い、国保被保険者数が減少

していることから医療費の伸びは抑えられておりますが、高額療養費や後期高齢者支援金・

介護納付金・保険財政安定化拠出金等が増加した内容となっております。 

  次に、後期高齢者医療特別会計は１億4,119万1,000円で、前年度に比べ203万7,000円、1.4％

の減であります。歳入では、特別徴収保険料の減が主な要因であります。歳出では、特別徴

収保険料の減に伴い、後期高齢者医療広域連合納付金の減が主な内容となっております。 

  次に、介護保険特別会計では、要介護認定者の増加や実績による介護給付費の増、また平

成25年度から２年間賀茂郡介護認定審査会事務局実施による総務費の増により、12億4,253

万9,000円で、前年度に比べ3,561万6,000円、3.0％の増となりました。 

  次に、風力発電事業特別会計では7,831万1,000円で、前年度に比べ2,379万1,000円、43.6％

の増といたしました。歳入では、売電単価の改定による売電収入の増、歳出では、環境政策

実現のため一般会計繰出金やメンテナンス費用が主な事業費となります。 

  なお、昨年11月に実施した定期点検で、３号機のブレード１枚に亀裂破損が確認され、原

因は落雷によるものと判明しました。事業目的であります発電を一日でも早く再開させるた

め、修繕費用の確保と年度末を迎えておりますので、繰り越し措置について補正予算を専決

処分させていただきましたので、御理解をいただきたいと思います。必要経費は全額保険で



賄うことが確認できております。また、１・２号機の確認も合わせて実施し、異常がないこ

とを確認しております。 

  なお、予期しない故障等により運転ができない期間の売電収入が保証される保険がありま

したので、平成25年度から保険に加入することといたしましたので、御理解いただきたいと

思います。 

  次に、稲取財産区特別会計は125万3,000円で、前年度に比べ４万円、3.1％の減であります。

歳入歳出の主な内容につきましては、歳入では土地貸付料、歳出では天草用地の使用補償料

をそれぞれ前年対比20万円減の80万円といたしました。 

  最後に、水道事業会計でありますが、昨年の電気料金の改定により動力費が大幅に増加し

ており、さらに最近の円安傾向により原油価格が上昇傾向にありますので、再度の値上げが

懸念されるところでございますが、当面は事業コストの削減と効率的に経営に引き続き努め

てまいりたいと考えております。 

  今後、政府が実施する景気対策や金融緩和などの政策を踏まえ、観光客数の増加を期待し

て、水道事業収益は４億4,662万1,000円を計上し、前年度より539万1,000円、1.2％の増収を

見込みました。 

  また、水道事業費用及び資本的支出の予算規模は６億6,042万6,000円で、前年度に比べ

6,341万7,000円、10.6％の伸びとなりました。これは建設改良費の増加によるものでありま

す。主な事業といたしましては、県営事業による国道135号の歩道整備に伴う送水管移設工事

や県道稲取港線の拡幅改良に伴う配水管布設替工事などを実施するものであります。 

  また、上水道の安定供給を目的として実施しております水源探査事業ですが、平成24年度

に実施した稲取熊口水源周辺における電気探査の結果によりますと、帯水層が存在している

ことがわかりましたので、地下水の試掘調査を実施することといたします。 

  次に、一般会計予算に特別会計及び水道事業会計の予算を加えた平成25年度当初予算総額

は、91億3,835万5,000円となりました。御承知のとおり、行政を取り巻く環境は年々厳しさ

を増しており、一般的な行政改革では乗り越えられない時代になってきております。国の提

唱している地方分権時代を担う基礎自治体を構築するためには、住民との協働によるまちづ

くりの推進が必要不可欠であることは明らかであります。今後も住民の皆様や議員各位のお

知恵をおかりして、「みんなが安心して暮らせる町」「笑顔があふれるまちづくり」に向け、



邁進したいと考えております。 

  それでは、平成25年度の主要事業について申し上げます。 

  一部歳出で御説明させていただきました内容もございますが、まず、総務費においては、

環境対策や観光への活用も視野に入れたエコリゾートタウン推進事業として、県知事が高い

評価を示した「巴（むら）に配意したマイクロ小水力発電及び水車」をけやき公園に整備し

てまいります。また、補助制度を活用した電気自動車の購入及び急速充電器の整備を予定し

ております。なお、従来から実施しております住宅太陽光発電の補助制度も継続実施してま

いります。これらの事業に必要な財源は、売電単価がアップした風力発電事業からの収益を

活用していくことといたしました。エコ対策の推進はまちづくりの重要施策と位置づけてお

りますので、着実に施策を展開してまいります。 

  また、温泉熱発電につきましては、県企業局が収益事業としての事業化を断念しましたが、

さきの計画停電の苦い経験も踏まえ、災害時の電力確保及び電力の地産地消に配意した源泉

単位での小規模施設ちよる発電の事業化について、県が積極的に協力することを確認してお

おり、開発企業も発電コスト軽減が不可欠のため、国庫補助事業を初めさまざまな可能性に

ついて検討しておりますので、早期に温泉熱による発電が実現されるものと期待をいたして

おります。 

  次に、東日本大震災を教訓に、大規模災害時における戸籍データの滅失を防ぐことを目的

に戸籍副本データ管理システムの構築をしてまいります。 

  また、国の緊急雇用創出事業を活用し、今後における産業振興等のまちづくりの基礎資料

を作成するための空き家調査等を実施してまいります。 

  次に、民生費においては、役場庁舎等８カ所に身障者や妊産婦、高齢者等を対象とした専

用駐車スペースを確保するためのゆずりあい駐車場の整備をしてまいります。 

  なお、主要事業ではございませんが、高齢化社会に伴う医療・介護の需要に比例し、国民

健康保険及び後期高齢者医療、介護保険への繰出金が年々増加しており、合計で前年対比

1,738万4,000円の増となります。 

  また、児童手当につきましては、１億5,910万5,000円の措置でありますが、子供手当から

の制度改正によるものであり、改正前と比較しますと1,076万5,000円の減となります。 

  なお、伊豆つくし会施設整備償還金補助金につきましては、平成25年度をもって償還が終



了することとなりましたので御承知願います。 

  次に、衛生費においては、昨年度町独自による補助制度を加えた子ども未来支援事業を実

施したところであり、新たに女性のための骨粗鬆症検診、乳がん検診の個別検診を計画して

おります。引き続き従来の事業も継続しながら疾病予防のさまざまな事業を実施し、町民の

皆様の健康管理に努めてまいります。 

  また、食育事業につきましても、「地域の食を選ぶ力を身につける」をテーマに、さまざ

まな場面での事業を実施してまいります。 

  さらにウォーキングを初め、介護予防拠点を利用し、新たな水中運動教室等の開設を図り、

より充実した健康増進事業を推進してまいります。 

  一般廃棄物処理基本計画に関しましては、策定から５年が経過しております。この間、ラ

イフスタイル等の変化によるごみの質及び量の変化、さらにはごみ処理技術の進歩等を踏ま

え、新たな基本計画を策定してまいります。今後、ごみの減量と再利用、適正なごみ処理を

促進し、環境に配慮したクリーンな町を目指してまいります。 

  次に、農林水産業費においては、きぼうの館の倉庫を調理施設に改修し、奈良本の女性団

体を中心に地元食材を生かした食品を、加工から販売が可能となる内容の整備を実施します。 

  また、森林事業を的確に実施するために雇用創出交付金事業を活用し、町有林の現況調査

や鳥獣被害の実態超過を行ってまいります。 

  また、県営事業である中山間地域総合整備事業につきましては、計画的に進められており、

稲取漁港整備事業は平成24年度に全事業の予算づけがされましたので、平成25年６月にはす

べて完成予定となります。 

  また、八百比丘尼公園は平成24年度にトイレと八百比丘尼安置所を整備してまいりました

が、平成25年度では長屋根ベンチ等を整備してまいります。 

  さらに、森林整備加速化・林業再生事業として、奈良本堂ノ尻地内の町有林25ヘクタール

の間伐等を実施してまいります。 

  次に、商工費においては、当町の新たな観光資源として整備を進めております細野高原に

つきましては、平成24年度に観光施設整備事業として、トイレ整備や遊歩道、観光案内等の

整備を実施してまいります。昨年の「知られざる絶景・散策会」には、県内外からの来訪者

が１万人を超え、既設の駐車場では収容力を欠き、さらにアクセス道では渋滞を起こすなど、



多くの課題が残る結果となりました。このため、新たに大型駐車場や公衆トイレの整備、ま

たアクセス道の拡幅及び退避所整備等に１億円を措置し、細野高原をだれもが安心して訪れ

ることのできるジオサイトとして集客につなげてまいります。 

  また、ソフト面である細野高原イベント事業には、昨年をはるかに超える来場者を見込ん

でおります。シャトルバス及び絶景ポイント送迎タクシーの増便による運行充実を図るとと

もに、鉄道会社や大手旅行会社との連携による企画商品販売により、宿泊客の増加に努めて

まいります。 

  さらに、地域への経済波及効果を生み出すために、商工会や地域住民による地場産品等の

販売、町内食事処や土産物販売店等の案内充実を図ってまいります。 

  誘客対策事業といたしましては、昨年に引き続き「雛のつるし飾り」を８月に開催される

「京の七夕」に出展し、つるし飾りの発祥の地としての存在感を高めるとともに、新東名開

通に伴い、関西地区への観光宣伝の強化を図ってまいります。 

  このほか首都圏や中部圏での観光宣伝、さらには旅行代理店への企画商品の造成を働きか

けるなど、誘客対策に努めてまいります。 

  なお、緊急経済対策を図るため、平成23年度から補助率と限度額を引き上げて実施してお

りますリフォーム振興事業につきましては、平成25年度が最終年度となります。平成24年度

決算見込みでは、補助額が1,500万円、補助対象工事費が１億円を超える状況となり、大きな

経済波及効果をもたらしております。 

  次に、土木費においては、地域基盤整備事業に9,945万円を措置いたしました。まず、細野

高原ススキイベントにおける渋滞緩和策の一環として、セイリ中ノ平線を整備いたします。

また、国の社会資本整備事業を活用し、法面対策工事を実施しております湯ノ沢草崎線、県

代行により施行されております湯ヶ岡赤川線の舗装工事、道路拡幅に伴う用地取得・測量設

計を行う入谷天城１号線改良工事、このほか５カ所の道路等の改良を実施してまいります。 

  なお、県が継続事業として実施しております県道稲取港線整備事業につきましては、道路

拡幅、歩道整備に加え、稲取中学校への歩道橋のかけかえ工事が予定されております。 

  次に、消防費においては、第６分団に消防ポンプ自動車１台を新たに配備し、消防力の維

持向上に向け今後も意を配してまいります。 

  また、雇用創出交付金事業を活用し、臨時職員２名の指導による応急手当講習及び防災教



室等を常時開催してまいります。一人でも多くの町民の皆様に応急手当の技術を身につけて

いただき、平時のみならず大規模災害時等において、救命率の向上と疾病者の症状の悪化防

止に役立ててまいります。 

  なお、平成25年度は、消防操法大会の開催年度に当たります。消防活動の迅速かつ的確な

遂行と安全性の確保を目的とし、当町消防団からは「ポンプ車操法」及び「小型ポンプ操法」

に出場します。日ごろの活動の成果を十分発揮できるよう期待をいたすところであります。 

  次に、防災対策費においては、冒頭でも述べさせていただきましたとおり、東日本大震災

や南海トラフ巨大地震の想定を踏まえた津波対策事業として、国の都市防災総合推進事業の

採択を受け、地域の消防防災活動拠点や地域住民の避難施設として整備する片瀬地区防災拠

点施設の建設、また、旧ロイヤルホテルを解体し避難地として整備するための奈良本地区避

難地整備事業、及び防災対策本部の移転建設に伴う稲取地区災害対策本部代替施設整備事業

に対する測量・設計委託料、これら３事業につきましては、国の平成24年度補正予算を受け、

事業費２億3,220万円を平成24年度に補正適応し、繰越事業として平成25年度で事業実施して

まいりますので、御理解をお願いいたします。 

  また、平成24年度から整備を進めておりますデジタル防災行政無線システムの構築につき

ましては、工事関係を初め、無線機器購入、県との共同設置負担金、合計で１億5,043万6,000

円を措置し、平成26年度４月の共同運用開始に向け整備を図ってまいります。 

  次に、教育費においては、園児の自然環境へのかかわりの一環として、熱川幼稚園に隣接

する畑を菜園用地として20年度から借用しております。園児みずからが自然との実体験を通

じて豊かな感性等を育むための情操教育を今後も進めてまいりたいと考えており、借用して

おります土地について、地権者から譲渡希望もありましたので購入することといたします。 

  以上、主要事業の概要について述べさせていただきましたが、その着実な推進のためには、

よりよい行政体制の確立が不可欠であります。 

  町税につきましては、厳しい経済状況の中、税収の確保に苦慮しており、年々厳しさを増

しているのが実情であります。静岡地方税滞納整理機構の活用による滞納整理を初め、収納

の強化策をさらに図るべく、平成25年度においては、静岡県税務職員の短期派遣を要請し、

県との連携による徴収事務を推進し、さらなる収納の強化に努めてまいります。 

  また、地方分権の進展により、多様化・複雑化している行政重要に対応するためには、職



員の資質向上、人材育成が必要であり、職員研修などにより、計画的・効率的に職員の育成

を図ってまいります。 

  行財政改革につきましては、引き続き東伊豆町行財政改革戦略プランに基づき、平成25年

度においても、外部の専門家の助言を得ながら、事業仕分け手法を活用して進めてまいりま

す。 

  また、広域的な課題として、駿東伊豆地区の消防救急広域化につきましては、広域化に賛

同した７市町５消防本部により、消防救急無線のデジタル化の移行期限とされております平

成28年度からの広域消防本部の発足に向け、消防通信指令事務及び消防広域による法定協議

会を平成25年度に設置する予定で協議検討が進められておりますので、御理解をお願い申し

上げます。 

  町民の皆様におかれましては、依然として景気浮揚感のない経済状況の中で大変なことと

思いますが、限られた財源の中で、費用対効果のある住民福祉向上のために、なお一層の努

力を図ってまいる所存でありますので、御理解と御協力をお願い申し上げまして、施政方針

とさせていただきます。 

 

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

 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（森田禮治君） 日程第５ 一般質問を行います。 

  一般質問には、１問ごとに答弁をします。 

  なお、全問にわたって答弁を求めるか、１問ごとに答弁を求めるかは質問者の意向といた

しますので、あらかじめ議長に申し出てください。 

  また、質問時間は、質問及び答弁を含め90分以内といたし、質問回数は、１問につき３回

となりますので、御協力をよろしくお願いします。 

 

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

 

◇ 飯 田 桂 司 君 



○議長（森田禮治君） ３番、飯田議員の第１問、町長の政治姿勢についてを許します。 

  ３番、飯田議員。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 皆さん、こんにちは。 

  第23回の河津桜まつりも花も人もピークを過ぎまして、きょうの新聞等にも報道があった

わけですけれども、11日から17日までかわづ春うららまつりとして開催をされると聞いてお

ります。そんな中、第15回のみなみの桜と菜の花まつりにも行ってまいりました。菜の花と

ともに花の満開、大変人出が多くすごいなということで感心をし、帰ってきたわけですけれ

ども、いずれにせよ伊豆全体を盛り上げるイベントとしては、今後大切な事業施策ではない

かな私は考えます。 

  さて、今回、２問を事前に通告してあります。一問一答にてよろしくお願いをいたします。 

  １問目、町長の政治姿勢について伺います。 

  第５次東伊豆町総合計画が策定をされたわけですが、今後の将来ビジョンをどのように考

えるか。１点目、市町村離脱後の状況を、町はどのように受け止めているか。 

  ２点目、観光、道路等の整備で、今後具体的計画はあるのか。 

  ３点目、町として、農業振興への施策は。 

  以上、３点についてをお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（森田禮治君） 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） 飯田議員の第１問、町長の政治姿勢については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点目の市町村合併離脱後の状況を、町はどのように受け止めているかについてです

が、御案内のとおり、合併の有無に対する住民の皆さんの御判断は、合併をしない、町単独

のまちづくりをしていくことでした。住民の皆さんの意思を尊重し、身の丈に合ったまちづ

くりに呼応してまいりました。長引き景気低迷により厳しい行財政運営を強いられておりま

すが、アンテナを高くし、国・県の動向を常に注視し、依存財源の確保に努めながら、でき

る限りの施策展開を図っております。 



  そのような環境の中で、平成18年７月より発足した６市６町首長会議は、各市町が連携し、

「伊豆は一つ」との考えにより広域的に議論される非常に有意義な組織と感じております。 

  さらに、３.11大震災等により、行財政の大きな変化により伊豆としての方向性を確認する

必要が生じてきておりますので、伊豆が目指す姿として伊豆半島グラウンドデザインの策定

を進めております。 

  このことからも、私的な見解ですが、将来的には伊豆の一つの自治体となっていくことが

理想と考えますが、各市町にはそれぞれの事情や考えがありますので、その時期を推測する

ことはできません。現時点では第５次総合計画に定めた将来像実現のため、着実かつ弾力的

に施策展開をし、まちづくりを推進していくことが重要と考えております。 

  次に、２点目の観光、道路等の整備で、今後具体的計画はあるのかについてですが、まず、

観光について申し上げますと、施政方針でも申し上げましたが、来年度の観光施設整備の具

体的な計画といたしましては、平成25年度に完成予定の稲取漁港整備事業と一体となり整備

を進めております。稲取漁港公園整備事業を継続して実施いたします。 

  また、当町の観光資源として昨年大きな脚光を浴びた伊豆半島ジオパークのジオサイトの

一つである細野高原の観光施設整備も継続してまいります。 

  さらに新たな取り組みとして、熱川温泉内の町有地を活用した温泉街づくりに向けて、防

災対策事業との連携を図りつつ整備計画を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、道路整備等の今後の具体的計画ですが、国道135号の代替道路として県代行により施

行されております町道湯ヶ岡赤川線改良工事ですが、全体計画では奈良本から大川までの延

長約８キロメートルで、そのうち奈良本地区の2.3キロメートルが整備済みとなっております。

今年度につきましては、大川地区の延長148メートルが整備され、新年度では引き続き大川地

区の延長200メートルを整備する予定となっており、それ以降も順次計画を整備してまいりま

す。 

  また、具体的な計画に至っておりませんが、伊東市への国道135号にかわる代替道路として、

大川から伊東市へのバイパス道路の建設につきましては、国及び県に要望をしているところ

であります。 

  次に、３点目の町として、農業振興への施策はについてですが、平成25年度の主要施策と

いたしまして、農業基盤の整備に関しては、耕作放棄地の解消のため、平成24年に行った調



査事業の延長で、遊休農地情報をデータ化することにより、土地の貸借を容易にいたしまし

て、農地の有効利用を図ります。 

  次に、地元負担金を予算計上し、県営で中山間地域総合整備事業を行います。また、現在、

稲取に建設中の一般農道の早期関係を促進いたします。 

  ２つ目に、農業生産体系の見直しに関しましては、新規就農支援事業制度を活用するとと

もに、認定農家制度を推進し、後継者の育成も含め就農者の確保を図ります。 

  ３つ目には、有害鳥獣対策の推進として捕獲報償金制度の適正な運用、猟友会との連携強

化、各種助成制度の活用を促進、情報収集の強化、素早い指導体制の確保等を図っていきた

いと考えております。 

○議長（森田禮治君） ３番、飯田議員。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 今、町長から１点、２点、３点ということで、市町村合併、それから

観光道路、農業振興というぐあいにお話があったわけですけれども、やはり町内を見て町民

の声を聞いてみる中で、やはり町の今の状況を町長、また職員、そして議員の皆さんもいろ

いろな方面から考え、行使、そして事業を行っていると思いますけれども、今町長から当初

予算の御案内があった、全協でも説明会があったわけですけれども、2.68ですか、48億2,600

万円ということで当初予算が計上され、平成25年度がスタートするわけですけれども、新規

事業の内容を見たときに、やはり交付金、社会資本総合交付金ですか、そういうものを含め

た中で交付金というものに多く頼る事業内容を見ますと、平成24年、平成25年と継続をして

やる事業として行われるわけですけれども、やはり一番大切なことは、事業を行うに当たり、

計画性のあるもの、交付金がついたから手を挙げて計画を立てる。交付金がなければ何もし

ない、そんなことはないと思いますけれども、やはり町の事業として、施策として何をする

かということをやはり町長以下職員、これは議員も含めて町全体を考えるには、みんなで考

えていくことが町ではないかと私は思います。 

  そこで町長、よく議員、金がないよ、お金がないからできないよと、そういう話が開口一

番お話が出るわけですけれども、仕事をしなければ楽ですよ、交付金に頼る、これはやはり

全国どこの市町村においても、交付金ということを頼りにして事業を行っておりますけれど

も、そこで本題の市町村合併の離脱後の状況を町はどのように受けとめているか、私は考え



るわけですけれども、これまでの東伊豆町の経過、静岡県の経過を調べてみますと、平成９

年に足柄圏、そして静岡・浜松圏といったところが一緒になり、明治９年に静岡県が発足を

したわけですけれども、それ以後、明治22年４月１日に町村施行がされ、稲取村、城東村と

いうものができ上がったわけです。誕生したわけです。大正９年12月１に稲取村が稲取町と

いうことで、名前が変わるわけです。その後、昭和34年ですか、５月３日の日に今のある東

伊豆町、稲取町と城東村が合併をし、東伊豆町が誕生したわけですけれども、やはりその後、

昭和から平成へと年号を改めまして四半世紀が過ぎておる今、何度も言うように、これから

未来へつなげる、つないでいく課題としてこの町が、町長先ほど言ったように、当面は町の

意見を聞く中で単独でいくよというお話であるわけですけれども、町長にひとつお伺いした

いのは、先ほど６市６町の話の中で、首長会議の中で「伊豆は一つ」だよということでお話

があったわけですけれども、賀茂郡下１市５町の中で首長として何か話が、合併を単独でい

くといった中で首長として首長会議の中でお話が出ていないのかな、この１点伺います。 

  国政も政権交代をして、国も県も町も本当にこう真剣に受けとめる、評価をされる、そう

いう時期に来ておるのではないかなと私は思います。 

  そういうことで、町長にそのこと１点伺いたいなと思います。 

  次に、２点目の観光、それから道路等の整備で、今後具体的な計画はあるかについて伺う

わけですけれども、昨年９月の定例会においても、今後の町の人口推移についてお伺いした

経緯があるわけです。平成24年12月末の東伊豆町の人口を調べてみますと、１万3,708人、現

状から９年後、平成33年度の人口を試算をすると１万2,000人ぐらいかな、減少するよと答弁

されたわけです。そして県の人口を調べてみました。平成25年２月１日現在の県の人口が372

万8,946人です。前年同月から１万9,278人の減、373万人を割り込んだということで、数字が

出されていると思います。その内容として構造的な減少傾向に歯どめがかかっていないとい

う状況で、今後分析をしていく中で対策を急ぐ必要があるよと県知事は言っているようです。 

  我が町も町長よく言うんですけれども、観光だよ、観光が元気でなくてはだめだよ。町長、

本当にそれはそうだと思います。だけれども、やはり私何度も言うように、人口を増やす対

策を考えるとともに、観光だけに頼ってはだめだと思うんですよ。何とかしてここへ住んで

いただく、若者を中心にここに住んでいただくことを考えていただく施策を、対策を考える。

これは１年や２年ではないです。10年は長いですけれども、やはり長い期間の計画を立てる



中で、後から教育長にもちょっとお聞きするところがあるわけですけれども、やはりここに

若者が住み、子育てをする、移り住む、そして安心・安全な町をつくり上げる。そのような

施策を私はとっていただきたいなと思います。 

  そこでまた、もう１点、観光のほうについてちょっと再度伺うわけですけれども、今町長

のほうから熱川温泉の関係について、防災のことを考えて熱川のまちづくりをするよという

ことでお話がありました。稲取は稲取港線、道路等も含めて平成25年度で事業が終わり、細

野高原の整備も行っていくよという話もあったわけですけれども、大変私が気になる熱川温

泉のロイヤル跡地のことですけれども、熱川のまちづくりということで委員会、あるいは組

織が立ち上がっていると思います。その内容の報告についてこの２月末で報告書が上がって

おるんではないかな。たしか２月末をめどに報告書を上げるというような話があったのでは

ないかなと私は考えますけれども、町長でも課長でもいいです。もしその報告書がまとまり、

上がっているようでしたら、その内容をお聞きしたいと思います。 

  そして道路の関係をちょっと聞いてみたいと思いますけれども、135号線、それから湯ノ沢

草崎線ということで並行して道路があるわけです。135号線が18キロ、そして湯ノ沢草崎線が

たしか８キロだと思いますけれども、先般もちょっと気になるものですから、小松別荘先か

ら草崎、そして草崎から赤沢のかかる道路を歩いて見てまいりました。一部大変な状況にな

っておるもんですから、伊東市の市役所、そして県会議員にもちょっとお話をする中で、今

後どうするんだということでお話を聞いてきました。伊東市はやるよ、赤沢の上の信号の上

の崩壊をしているところはやるよということでお話をいただきました。ぜひこの点も含めた

中で、大変状況がおかしくなっている。そして先ほどから町長お話を聞いているわけですけ

れども、大川から伊東市へバイパス、これについてちょっとお伺いしたいのは、何キロぐら

いやるのか、そしてどこをやるとかではないですけれども、大川、八幡野間の道路の距離、

これは課長あたりがわかっているのかな、私も大体距離わかっていますけれども、それをお

聞きする。距離はともかくどの程度進行しているのかなというところをちょっとお聞きした

いと思います。よろしくお願いします。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点目、最初、財政的に、大変厳しい中、町政を運営していくの

は国・県の金をもらった中でまちづくりをしていかなければ、大変厳しいという状況だけは



飯田議員も承知していただきたいと思います。その中で計画性が、今回の防災に対しては計

画性がないと飯田議員は申しますけれども、我々はもう既に、多分議会にも多少は示したと

思いますけれども、今年は片瀬地区、以降は奈良本のロイヤル跡地、さらには代替施設、そ

してさらにはそれが済めば、また稲取地区における防災対策、これをやっていきたいという

ことは言っておる中で、そういう中で、今回、国のほうでは防災対策につきましては、平成

25年度はないものの平成24年度の補正で上げてくれという中でそういうことをやっています

ので、これは私は計画性の中でやっていると考えております。それはまた理解願いたいと思

います。 

  それから、まず１点目の合併に関しまして、賀茂郡の中では真剣に話し合ったことはそれ

以後ございません。ただ、笑い話の話の中で賀茂郡は基本的にはならない中で、西は西、東

はちょっと河津町が一緒かな、そして南伊豆と下田が一緒。そういう話はしますけれども、

賀茂が一つという話は町長会では出てきません。非常に残念に思ったのは、消防の広域をや

っております。そういう中で、最初、下田、西伊豆消防団も入っていた中で、給与の関係か

なにかで離脱しました。これは私非常に残念に思っています。何回も言っているように、私、

合併に関しましては、私の考えで伊豆は一つだという考えでいます。 

  と申しますのは、さきに合併いたしました伊豆市、伊豆の国市、さらに大井川町、この首

長３者が来ますと、合併してばかだということを聞きました。たしか合併の効果は20年後し

か出ない中で、合併した首長の経験者が合併をしてばかを見たということは言っております。

いずれ合併はしようと考えておる中で、合併は大きな合併、伊豆は一つという考えの中で、

この合併に対する労力というんですか、それはすごい労力が必要だというふうな、これを１

回、１回ですごい労力が、どうせやるなら１回でやってもらえという、そういうアドバイス

も受けております。そういうので私は伊豆は一つだという考えで、これはあくまでも自分の

考えというか、そういう考えであります。 

  その中で今回の消防広域に関しましては、下田市さんと西伊豆町さんが抜けたことは、私

は非常に残念に思っているのが現状でございます。いずれこの２つの消防も、今我々が中へ

入っていきます。どうせ入っていくのなら今一緒にやったほうが私はいいのではないかと考

えてございますので、そういう気持ちでございますので、賀茂郡の中で合併に対して話した

ことはございません。それだけは言っておきます。 



  次に、２点の少子化対策につきまして、日本全国で少子化が続く中でこの町だけはという

となかなか厳しい中で、一番いいのは子供に対する援助ですか、それをやることが一番いい

んです。と申しますのは、事業仕分けのときに三島市に行ったときに、三島市の方が大変嘆

いておりました。少子化でみんな長泉町に行っちゃうよと。要するに長泉町は財政がいいも

ので、子供に対する支援は大変手厚いですよね。そういう中で、隣接する中で三島市の方が

長泉町さんにみんな行っちゃうもので大変危惧していることを言われた。あ、それはもっと

もだということを思っておりました、子供に対する町の自治体の支援が大きかったら当然そ

っちへいくと考えておりますもので、町もそれができれば一番いいんでしょうけれども、そ

れができないことと、さらには企業立地といたしましても、うちの町に名だたる企業立地は

することができませんもので、その辺私が言っているのは、観光案内所、景気よくなれば観

光に勤める人も増えてきますもので、そうする中で観光地に勤めている人が増えればまたそ

れに伴って子供たちも増えてくるのではないかという中で、観光を重視しているのはありま

す。やはり景気がよくなれば税収が上がりますもので、いろいろ町民のためにやりたいとい

たしたくても、税収がアップするためには観光に力を入れた中で税収アップしていって、そ

の税収アップした中で一応福祉のお金とか、そういうことをどんどん使っていただく、そう

いうことを考えてございますので、御理解願いたいと思います。 

  次に、熱川地区の観光の振興計画、まだ町のほうには来ておりません。きのうですか、担

当に聞きました中で、３月いっぱいにでき上がるというふうな、でき上がったら議会の皆さ

んへ当然示さなければならないと考えておる中で、まずは正式な成果品は町のほうには来て

おりません。 

  そういう中で、12月に奈良本公民館で途中経過的な報告をいたしました。基本的にはロイ

ヤル跡地を使った計画でございましたもので、基本的には今回、ロイヤル跡地を避難地整備

事業でやりますので、当然ある程度内容は変わってくると思います。そういう加味した中で

できました図面は、一応議会の皆さんには示し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、道路関係でございますけれども、一応トンネルは５キロメートルぐらいだと、距離

的には理解しております。そういう現状は、これは基本的には政権と言っていいかまだどう

かわかりません。自民党政権、東伊豆町の自民党さんたちが中心となりまして、この道路を



もう１本欲しいという中で、自民党東伊豆町分団の皆さんが中心になってやっていただいた、

これは町としても大変ありがたく思っております。と申しますのは、やはり町といたしまし

ても、国道130号１本ではなかなか、いざ災害、津波に対しまして避難路になりますので、も

う１本ぜひ欲しいという中で、そういうことを要望していただいております。大変ありがた

いと思います。 

  そういう中で、先般、議長と政権が変わりましたもので、東京のほうの衆議院、県選出の

参議院議員２名ですね、それと５区、６区の衆議院議員、さらに最近、浜松選出の衆議院議

員の方にも要望してまいりました。今現状はそういうところでございます。具体的には全然

なっていません。これは町としてもぜひともやっていきたいもので、町、議会、そして今自

民党さんが一生懸命やっています。この３本でまた力を合わせて、早期実現に向けていきた

いと考えておりますので、皆さんの御支援、御協力よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） ３番、飯田議員。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 大変いい話を聞いたわけですけれども、合併離脱後の状況等について

お話をいただいたわけですけれども、１市５町首長会議ではそういう話はないよと、考える

には私思うんですけれども、期間がないのかなと、これは首長だけではないですよ、議員も、

やはり職員も立場を考えたときに、近隣市町の財政力が豊かな市町においても、議員定数の

見直しが今図られておるわけです。真剣に首長以下、やはり町の状況を考える中で見直しを、

あるいは検討をする時期に来ておるのかと私は考えるわけです。 

  そこで、ちょっと観光のことについてもう一度再度聞いてみたい、お願いをしたいなとい

うことがあるわけですけれども、けさも大川からここ議会事務局、役場に来る途中で稲取高

校の下、町財寄附をもらいまして整備伐採をし、そして大変景観がよくなった、稲取はとも

かく白浜、下田方面が見えてすばらしいなと、ありがたいなと本当に感じてきょう来たわけ

ですけれども、そこでひとつ提案したいのは、町の景観百選はないでしょう、十選でも十五

選でも五選でもいいですよ、このまちづくりの中で東伊豆町景観何選、県では水辺百選とい

うものがあり、大川の竹が沢公園が水辺百選に選ばれておるわけですけれども、町として何

かこれは目玉、細野高原でもいいし、あるいは稲取、熱川、片瀬、白田、大川といったぐあ



いに景観をひとつまちづくりの中で、観光づくりの中でやったらどうかなと私思うんですよ。

すばらしい景観になりましたよ。あの場所が。 

  ただ一つ思うことは、車の事故、ちょっと下を見ながら走り、事故が起きないかな、それ

だけちょっと心配をするわけですけれども、それがひとつ提案として、熱川のロイヤル跡地

の関係です。私も熱川温泉にこだわるわけですけれども、この熱川温泉、あそこは南口とい

うことでなっておるのかな、そういうところであそこの入り口の道路、今はちょうどビュー

さんですか、あそこに花が植栽をされて何ともきれいになっておるわけですけれども、あそ

この入り口がちょっと何とかならないのかと、出るにも入るにも大変入りにくい、出にくい、

これはそこだけじゃないんです。稲取中学の稲取港線に入るあの道路の入り口もちょっと入

りにくい、これはぜひ町長、これから整備をしていく中で、国・県へ要望を上げていただく、

そしてお客さんが自然と引き込まれるように、熱川温泉、稲取温泉に入っていくような道路

整備をお願いをしていくようなこともぜひお願いをしたいと思います。 

  次に、３点目の農業振興について再度お伺いをするわけですけれども、賀茂郡下の中で東

伊豆町で農業を携わる農家数ですか、ちょっと私の調べで大変古い記録ですけれども、平成

22年度の農業数ですか、農業をやっている方が347軒、その中で一番気になる耕作放棄地面積、

先ほど町長の中にもありましたけれども、農家数が61ヘクタール、そして土地持ち非農家、

これは半農半漁か、それとも勤めしてられるのか、そういう中で土地持ち非農家が90ヘクタ

ール、平成22年度の統計を調べてきたわけですけれども、課長、最近の新しい、これは平成

24年度でたしか調べておる数字が、もしわからなければ後で結構です。教えていただきたい

なと思うわけです。 

  そんな中で、町長にちょっとお伺いした経過があるわけですけれども、来年１月23、24日

と２日間に分けまして全国カーネーション、お花のカーネーション大会がこの稲取を会場に

ホテル、それから試験場等を中心に開催をされるわけですけれども、そこで気になる補助金

の関係、町長もちょっと聞いておる経過があるわけですけれども、隣接する河津町では新年

度当初予算で計上されたとお話を聞いております。この町も予算計上しておくのかというこ

とですけれども、どのぐらいの、先に数字を言うのはちょっとあれかなと思いますけれども、

もし補正でも結構です。どのぐらいの予算計上をしていくのかなということをちょっとお聞

きしたいなと私は考えます。 



  そして今、今年も近隣では青年農業士等の認定がされたわけです。50人ですか、伊豆では

10人、そして東伊豆町においては農山漁村ときめき女性、すごい肩書ですね、１人認定をさ

れたと、名前も分かりますけれども、認定をされたと聞いております。そこで、耕作放棄地、

先ほど言った面積と数字も結構ですけれども、この耕作放棄地について何か町として今後取

り組み、具体的な構想、施策はないのかな、そういうことで１問目の質問を終わります。ち

ょっと答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、合併のことです。これ本当に当然今後真剣に考えなければなら

ないことで、それで私が言っているのは、行政の合併はなかなか厳しいことがありますので、

できることからどんどんやっていっていきたい。例えば観光協議なら観光課も行政抜きでや

れば、できることはやっていけばいいじゃないかということを言っています。当然合併に関

しましては、また皆さん方と、合併したら当然この町もやっていけませんし、伊豆全体の各

市町が厳しく、福祉にお金を取られちゃった中で、一つの大きな自治体にならなければ、私

は今後成り立たないのではないかと考えておりますもので、合併はいつになるかわかりませ

んけれども、これはやらなければならないことではないかと私は考えております。 

  そういう中で、まず、熱川地区における、町の景観ですね、この町の景観残念ながら今の

ところないです。それで飯田議員が提案されました。これは大変いいことだと考えておりま

すので、これはすぐできますものですね。と申しますのは、町の観光協会で何かフォトコン

テストとかいろいろな写真集が大分あると思いますもので、これはもうできるだけ早い時期

にその町の景観何選ということは、提案した中でやっていきたい、そういう方向で進めてい

きたいと考えております。 

  さらに今言った稲高の下、大変ロケーションよくなりました。私もやはり危惧しているの

は事故が起こらなければいいなと考えておる中で、どのような方策で事故防止をしようか、

今ちょっとなかなか考えが浮かばないのが現在でございます。とりあえず事故が起こらない

ように願っているところで、飯田議員と同じように、なんか今にも事故が起きそうだ、景観

についても。そういう考えを持っておりますので、事故に対する防止策はちょっと検討して

いかなければならないと考えております。 

  さらに、道路のアクセスの関係、当然ロイヤル跡地とか、その周辺ですね、その観光施設



整備、観光つければ、答弁その辺の道路の線形が問題になってきますもので、当然そういう

含めた中で周辺整備は進めていきたいと考えておりますので、それまた理解願いたいと思い

ます。 

  さらにカーネーションのことでございますけれども、基本的に最初40万円でお願いしたい

と来ました。そういう中で河津町さんは当初予算に上げたみたいです。これは補正でもいい

ですかと聞いた中で、補正でもいいですよと言われましたもので、これはまた補正で議会の

皆様にお願いして、この予算を認めていただきたいと考えております。 

  私もちゃんと聞いた中で、全国からのカーネーション来た中で、静岡県で初めてのカーネ

ーションであるという中で、さらにこの町がある程度メーンになると考えておりますので、

これは積極的にそういう中で町をＰＲをするのもいいのかなという中で、この助成はしたい

と考えております。そういう中で、当初ではなくて補正でも結構だと言われたもので、一応

補正対応させていきたいと思いますので、その補正のときはまた議会の皆さんよろしくお願

いいたしたいと思います。 

  以上です。 

（「耕作放棄地」の声あり） 

○町長（太田長八君） 耕作放棄地に関しましては、委員会でもちょっと質問がありました。

今年ですね、データ、どれだけの耕作放棄地があるか調査しております。その調査した段階

の中で、また新年度におきましては、その耕作放棄地の人たち中でこれは畑を貸していいと

か、そういう人の調査をいたします。畑も貸してもいいという方がいれば、それは当然積極

的に耕作放棄地は借り手があれば貸していく中で、耕作放棄地はなるべくない方法でやって

いきたい、そういう考えでございますので御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 次に、第２問、学校教育についてを許します。 

  ３番、飯田議員。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） ２問目についてお伺いをいたします。 

  学校教育についてを伺います。 

  少子化が加速する中、町の教育環境を今後どのように考えるか。 



  １点目、中学校部活動の現状と今後についてを伺います。 

○議長（森田禮治君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） この問題に関しては、教育関係でございますもので、教育長より答弁

させますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（森田禮治君） 教育長。 

（教育長 金指善郎君登壇） 

○教育長（金指善郎君） 飯田議員の第２問学校教育についての１点目、中学校部活動の現状

と今後についてにお答えいたします。 

  御案内のとおり、町内には稲取中学校と熱川中学校の２校があり、それぞれの中学校単位

で生徒たちは一生懸命に部活動に取り組んでおります。稲取中学校にはバレーの男女、バス

ケット男女、テニス男女、卓球男子、吹奏楽、文芸の９部がございます。熱川中学にはバレ

ー男女、バスケ男女、テニス男女、卓球男女、剣道、音楽の10部がございます。今後につき

ましては、熱川中学では来年度から３年計画で部の数を減らしていくという方向性を打ち出

しております。生徒数の減少に伴いまして、生徒の数に合わせた適正な部の数を模索してい

くということが必要になってくると考えております。 

  以上でございます。 

○議長（森田禮治君） ３番、飯田議員。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 今、教育長のほうより稲取、熱川中学校の部活の状況、部活数ですね、

19部、稲取が９部、熱川が10部ということでお話があったわけですけれども、先般の新聞の

中でも「賀茂地区中学校、少子化部活動に影」という大変大きな活字で掲載をされたわけで

すけれども、私、２月28日、３月１日と稲取高校の同窓会入会式、それから３月１日の卒業

書授与式に出席をして来ました。その中で稲取高校の本年度の入試生徒が定員に達しておる、

すばらしいなと校長先生にお話をしたわけですけれども、校長さん、お話の中で科目の内容

を増やし、生徒にお話をしたよ、それが原因かなということでお話をいただいわけですけれ

ども、地元にいる私たちにとって大変ありがたないな、定員割れをする学校もあるわけです

けれども、この稲取高校が定員に達したよ、試験が行われたわけですけれども、地元にいる



私と、住民もみんなそうだと思います。 

  ただ単に、さっき教育長からお話をいただいたわけですけれども、子供が少なくなったか

ら部活を減らすよ、大変だよということでお話をいただく中で、私も以前熱川中学のＰＴＡ

のお世話をしたことがあるわけです。そこで出たお話が、父兄から出たんです。何が出たか

といいますと、新年度より陸上部を廃部するよ、会長さん、うちの子供が卒業式で子供が中

学へ言ったら陸上に入り、頑張るよ、勉強も頑張るよと言っていたんだよ、どうしてくれる

んだ、いや、おれに言っても学校で決めたことだよ。父兄には何の話がなくて学校で決めた

ことだよと言って、御父兄にお話をしたことを私は思い出すわけですけれども、やはり育ち

盛りの小学校はともかく、中学校の生徒が球技、バレー、バスケはできる子供、それも結構

でしょう、しかし、子供によってはもう１日飛んでいたい、はねていたい、陸上、100メート

ル、長距離をやっていたいという子供がおるわけです。小学校からおるわけです。その子供

たちの部活がない、今は一部指導者がいて時間外に陸上をやっている方があります。それは

それとして、やはり町の姿、子供たちが育つ大事なときに陸上部がない。 

  そういう話の中でもとに戻りますけれども、ＰＴＡのお世話をする中で、富士市へ中体連

の応援に行くわけです。そうしますと、生徒がバレーのユニフォーム、バスケットのユニフ

ォームで大会に臨んでいるわけです。ほかの東海道沿いの生徒たちはちゃんとしたしっかり

としたユニフォームを着て、背番号をつけて飛ぶわけですけれども、もう大会の雰囲気に飲

まれちゃってしているわけです。ですけれども、子供は元気、立派な成績を残して帰ってく

る。そして帰りの途中、父兄の応援に行ったＰＴＡの役員とお話をする、残念だな、何とか

してあげたいな、そんな話をしながら帰ってきたことがあるわけですけれども、教育長、や

はりこの稲取中学、熱川中学、環境見直しをする時期に来ておるのではないかなと、ただ単

に40人学級から35人学級にしようなんて話があるわけですけれども、先生は困らないですよ、

困るのは生徒、大事な時期に部活動ができない、そういう状況をしっかりと考えていただき

たいと思いますよ。 

  小学校、中学校、小中一貫校なんてことも話は出てきておりますけれども、これは私はや

はり小学校も大事ですけれども、中学校のこの環境を見直す時期に来ておるのではないかな

と考えますけれども、教育長はいかがですか。町長でも結構です。 

○議長（森田禮治君） 町長。 



○町長（太田長八君） これは私、自分の考えでございますけれども、生徒数が減少している

中で、部活をさらに増やすとか、種目を増やすとか、これはなかなか厳しいんではないか。

自分としては考えて、教育長はどういうことを考えているかわかりませんけれども、そんな

中で、飯田議員が言った陸上に関しましては、有志の先生が、私も市町対抗駅伝に行かして

いる中で、優秀なコーチが小学校、中学校の陸上の好きな生徒を集めた中で練習をやってい

ると、これは大変ありがたいことでございます。生徒数が減少している中で、今飯田議員が

言った、そういう部を立ち上げるのはなかなか厳しいのではないかなと、自分が考えている

中で、そういう方がボランティアでやっていたことは大変ありがたいことですし、そのボラ

ンティアに対しましては、町はできることは環境整備は町でやっていきたいということは考

えておりますけれども、現状でそのクラブ数を増やすとか、また、見直し、この辺はとちょ

っと現場ではないものですからわかりませんけれども、私は生徒が減少している中では大変

厳しいのかなということは考えております。 

  私も稲取高校の生徒にバスケットが、稲中のときにバスケット部がなかったもので、稲取

高校でバスケット部やりたいということを言われたもので、稲取高校へ投げかけたけれども、

やはり大変厳しいということの中で、バスケットもできないのが現状でございますもので、

私はなかなか、気持ちはわかりますけれども、現場の中では大変ではないかなということを

考えております。現場サイドの教育長はどう考えであるかわかりませんもので、また教育長

の考えを聞いていただければありがたいと思います。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） まず、部活動に関してですけれども、真四角に答えをさせていただ

きますと、教育課程外の活動ですので、まず、教育課程を組む中で生徒数と教員の数が決ま

ってきますけれども、子供が減ってきている現状で、子供が減れば当然教師の数も減ってき

ます。そうすると、昔みたいに４クラス、５クラス、１学年に４クラス、５クラスあったよ

うな大きな学校規模ですと先生も多くおりますので、それに合わせて部活の数も広げていく

ことができる。現状ですね、当時４クラスあった時代の学校の部活動の数と今の部活動の数

はほとんど同じなんですね。先生は半減している中で、しかも、先生がそれだけの数ある部

活の全部、オーソリティーに経験者ではない、そういう中で非常に部活動の顧問をしていく



ということを非常に難しい問題が出ております。 

  そんな中で今町長おっしゃいましたように、社会教育活動の中で地域の人が、例えば陸上

面倒見てくれているとか、バレーの面倒見てくれるとか、そういうような傾向もございます

ね。昔はよく部活動をもうそろそろ学校教育から社会教育へ移行したらどうだ、一時期そう

いうことがすごく問題になって、いろいろ話し合いをされた時期がございますけれども、外

国ではそうなっているよ、日本はまだ学校教育の中だよと言いながら、うまく移行できなか

ったという経緯がございます。そんな中で、一番の問題はやはり教員の数が減ってきている

中で、子供たちがやりたい部活動をそのまま継続させていくというのは非常に難しいなとい

うところを考えておりますけれども、環境を見直すといいましても、統合ですとか何とか、

いろいろなことを考えちゃうと、もう簡単にはいかないことですし、現状教職員がいるその

中で対応していくしかないなというふうに考えております。 

○議長（森田禮治君） ３番、飯田議員。 

○３番（飯田桂司君） 今、町長、それから教育長からお話をいただく中で、統合なんて話が

今出てきたわけですけれども、以前下田地区あたりも中学の統合などということで持ち上が

って、その話が今はないわけですけれども、私思うに、環境整備、小学校、あるいは中学校

の統合ということで話が持ち上がる地区があるわけです。そして私思うに、幼稚園、小学校、

これやはり行動半径ありますよ、通うについても危険、あるいは通学・通園するについても。

やはり中学生ぐらいになりますと、行動する範囲、体力的なものもあり、やはりこれからそ

ういうものを含めた中で全体を含めて、熱川地区ですか、稲取地区について学校のこの環境

整備をしていくことが必要かなと。これすぐに今年、来年じゃないですよ、やはりしっかり

とした長い目で見て、これから町長、人口がたくさん増えるから、稲取、熱川中学校大丈夫

だと言われるならともかく、人口増加は望めないよという中で、しっかりとした長い目で見

た学校教育の環境をちゃんとしっかりしていく。そして、それには全国にない、東伊豆町の

学校教育はすごいな、社会教育はすごいなという、例のない学校教育をしていただく、それ

にはやはりここに住んで、移り住み、住んでよし、生活してよし、安心・安全のまちづくり

をぜひお願いし、私の質問を終わります。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 町長。 



○町長（太田長八君） これは私の考えであります。言ったからといってすぐにやるわけでは

ございません。これだけは理解していただきたいと思います。 

  というのは、私がちょっと発想の転換という言い方はおかしいですけれども、この間教育

委員会の席に出させていただきました。その中で統合のことが出てきました。当然私はもう

下からやっていくのかなと考えていたんですよ。幼小中と。しかし、教育委員会はそう考え

ると、これからの少子化を考えた中で、上からやっていくもの、そういう考えもあるんじゃ

ないかということを言われました。ああ、それはもっともだないうことを考えた中で、これ

はいずれ私、少子化のことを考えれば、小中学校の統合はやらなくてはならない、それは考

えております。これはまた時期はわかりませんけれども。やらなければならないと考えてい

る中で、今まで考えていたのは、下からこうやっていこうかという中で、さきの教育委員会

の教育委員の方から、いや、少子化を考えて、クラブ活動、いろいろなことを考えれば、上

からやったほうがいいんじゃないかと言われましたもので、ああ、なるほどなという考えま

した。 

  そういう中で、また今後そういうことは研究していきたいと考えておりますものでよろし

くお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 以上で、３番、飯田議員の一般質問を終結いたします。 

  この際、11時20分まで休憩します。 

 

休憩 午前１１時０５分 

 

再開 午前１１時２０分 

 

○議長（森田禮治君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 村 木   脩 君 



○議長（森田禮治君） 次に、５番、村木議員の第１問、橋梁検査についてを許します。 

  ５番、村木議員。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） それでは、今議会で私のほうは２問の通告をしてございます。答弁に

つきましては、いつものとおり一問一答でよろしくお願いをいたします。 

  それでは、１問目、当町には90を超す、道路台帳で九十幾つになっているかと思いますけ

れども、その橋の調査が２年間かけて行われたかと思います。そしてその橋梁検査の結果、

これはまたこれから公表されるのかと思いますけれども、もう既に南伊豆町、下田市等では

金額まで出てやっているところでございます。そして当町におかれましても、今後の計画、

それらについて現在のところどの辺まで計画がなされているのか、そしてまたその補修計画

等ございましたらお聞きしたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

○議長（森田禮治君） 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、橋梁検査についての１点目、当町には90を超す橋

があり、老朽化しているものもあると思われるが、検査の結果および今後の対応について伺

うについてお答えいたします。 

  町内の橋梁につきましては、昨年度から２カ年にかけて延命化を図るための黙視による点

検業務を実施しております。長寿命化計画は現在作成中ですが、このほど点検結果に基づく

資料により説明を受けました。それによりますと、全96橋中、二級河川を占用する橋や主要

道路にかかる橋、集落を孤立させるおそれのある橋など62橋の点検を実施した結果、かけか

え１橋を含む22橋が一部補修等の必要性があることのことでした。 

  今後の対応についてですが、今回の点検によりかけかえ及び補修等の必要性があった22橋

につきましては、長寿命化修繕計画に沿って整備をしていきたいと考えております。 

  また、今回の点検結果で異常等が見られなかった40橋につきましても、５年に１回の点検

を実施し、長寿命化を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（森田禮治君） ５番、村木議員。 

（５番 村木 脩君登壇） 



○５番（村木 脩君） ただいまかけかえが１橋ですか、そして補修が22橋ということでござ

います。１橋というのは、多分白田の橋だろうということでございます。そして部落をまた

ぐような橋、集落をまたぐような橋、結構旧道湯ノ沢草崎線あたりは古い橋が多いし、また、

天城線ですとか、上のほうの橋もかなり古い橋もございます。 

  そういった中でこれをどれぐらいの年数でやっていくのか、ちょっと今お聞きできません

でしたけれども、これらについてかけかえだと幾ら、そして補修ですとすれば、これぐらい

の節約になると、そういったものもいろいろあるんだろうと、これからまた金額的なものも

出てくるんだろうというふうに思います。ああいった白田のような橋だと、国庫補助が55％

というような、新聞報道も下田市の橋でされているところでございます。 

  そういった中で、再度その辺の、これらは南伊豆町の新聞ですけれども、全部補修費だけ

でやると７億円超えの経費の節減になるというような数値をきちんと出してやっていると。

また、うちの町もこういった補修だと幾らというような細かい数値、かけかえだと幾ら、そ

してこれを何年間点検して延命させていけば、幾らぐらいの経費節減になるというような数

値も示されてくるんだろうということで、その辺について私はまだ今その数値が出ていない

ということであれば、それはそれで結構ですけれども、将来的にやはりそういった全体的な

数値からかけかえだと幾ら、補修だと幾ら、そしてそれらについての経費の削減ということ

は公表して住民に知らしめるところだとは思います。そしてこれは南伊豆ですけれども、計

画策定委員会なるものをつくって、町内でいろいろ検討しているようでございますが、そし

てこれらについてまだ農道の橋というのはどう……、農道にも橋梁が幾つかあるんだろうな

という気はしますけれども、その点についても一緒に点検をさせたのかどうか。 

  そしてまた、橋に見えないような橋というのがかなり細かい橋であるかと思うんですね。

そういったところのボックスカルバート的な橋、こういったものも多分あるんだろうなとい

うふうに思いますが、その辺についても再度お伺いをしたいということで答弁のほうよろし

くお願いをいたします。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） 村木議員の言った、総額的に幾らかかるかというそういう総額のお金

はまだうちのほうには来ておりません。今それを算出している最中ではないかと思います。 

  そういう中で１架橋、今村木議員が言った橋だけは、これはもう補修をやってもだめだと



いうことで、かけかえをしなくてはだめだということだけは現課のほうから来ておりますし、

また、橋梁をやった方からもそういう説明を受けております。 

  だから、最優先はこのかけかえの橋ですね、最優先のになると事務所は考えております。

そういう中で総額幾らということはまだ出ていないということだけはまた理解していただき

まして、出てきましたらまた皆さん方にお知らせしまして、町民にも示していきたいと思い

ます。 

  農道に関しては、今回の中に入っておりません。先ほど壇上で言ったように、二級河川を

占用する橋、主要道路にかかる橋、集落を孤立させる橋、この62橋をやったもので、農道に

関する橋は入っていないことだけは御理解願いたいと思います。 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） これから当然またこれが終わった段階で、とりあえずこの主要道路を

やった、全90橋、村木議員が言ったいろいろな橋があるならば、またそれは点検が必要なら

ばまた点検していきたいと考えて、今回はとりあえず主要な橋をやったことだけは理解願い

たいと思います。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 村木議員。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） それと白田橋、白田の橋、これについては余りにも橋脚も多いし、現

状ではあんな橋は許可にはならない橋なんだろうなという気はいたします。 

  そしてもう一つ、要害にある橋、ここいらもう一度点検してもらいたいな、非常に高い橋

なんですけれども、片瀬天城線の。わかりますか、林道ではなくて多分町道になっていると

思うんですけれども。わかりましたか。あそこいらも相当古い橋ですので、あそこらを落と

して、もう一つ日東のほうへ白田から行くと、発電所の上にも橋に見えないような橋になっ

ているところもあるので、そこらのところを点検しといていただかないと、白田川のあの日

東観光のあたりが孤立化するというような部分もございます。 

  ですから、要害橋あたりを落とすとこれから大変だなという気もいたしますので、その辺

の再度の点検、そして発電所のちょっと上に参道橋みたいに片側が橋脚みたいな形になって

いる、一見走っていると橋には全く感じないようなところなんですけれども、そういったと



ころも細かいところですけれども、ちょっと見ていただけると、どっちかの道が生きるとい

うようなことになるかと思います。 

  そして全体のところあと60ですから、まだ30ぐらいあるわけですけれども、これらについ

ても引き続き、金のかかることですけれども、点検等を行っていただきたいというのが要望

でございます。 

  やはり50年を超えたインフラというのが、橋だけではなくていろいろあるんでしょうけれ

ども、こういったことについて十分な調査、それらを、そして把握をしていくということは、

行政にとって非常に大事なことなんだろうというふうに思いますので、ぜひその点について、

この間はトンネルの点検はやっていたわけですね。そういった関係で、常時インフラという

のは耐用年数大体50年過ぎればほとんど傷んでくるという気がいたしますけれども、その点

について再度残りの三十幾つかの橋も引き続き点検をしていただきたいということでござい

ます。その点について町長からもう一度再度の御答弁をお願いします。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点、片瀬要害橋は今回の点検の橋に入っていることだけは御理

解願いたい。そのほかいろいろ村木議員からその付近の橋のことを言われましたもので、こ

れは再度調査した中でまたやっていきたいと思います。 

  この橋の長寿命化、国のほうが大変力を入れております。そういう中で、国も大変力を入

れている中で、町もそれに沿った形でやらなければならないと考えておりますもので、当然

96橋、４、８、62、あと30橋残っております。これは当然引き継ぎやらなければならないと

私は考えておりますので、これは引き続きそのほかの橋についてもやっていきたい。これは

国と連携しながら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。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 次に、第２問、行政手法についてを許します。 

  ５番、村木議員。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） この行政手法についてということでございますが、５年前ぐらいにも

同じ表題で質問をしてございます。あのときには雛のうたか何かのときだったと思います。



今回、入谷の道路の今やっているカーブの直線化、これらのときもそうでございました。そ

して今度入谷農免道路、これの今度は町道側の整備に入っていくということでございます。

そして今度の防災センターの取り入れ道路ですとか、こういったところに必ず道路をやると

いろいろな利害関係者が出てきます。議会に説明するということのそれは行政的には必要な

んでしょうけれども、やはり利害関係者が一番直接的に関係してくるわけでございます。前

にも直線化の問題では入谷区が大騒ぎしたわけでございますが、そして今度は農免道路の町

道部分、多分今やっているのが１期工事、今度用地買収していくところが１期になるのか２

期になるのかわかりませんけれども、その次のところでは、その次の道路のところはもう拡

幅はある程度されていますところですから、用地に係る部分というのは少ないんだろう。で

もその点について、その地主さんは使いたい部分があるということですので、その辺でどれ

ぐらいうちはとられるんだろうというような……ということなんですけれども…… 

（「再質問でする」の声あり） 

○５番（村木 脩君） 再質問、わかりました。 

  では、そういうことで最初のほうから……。 

○議長（森田禮治君） 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問の行政手法についての１点目、事業を行う際、地元

などに事前説明がなされていないことが多いと思われるが、いかにお考えかについてですが、

町が事業施策を推進するに当たっては、町民の皆様を初め、議員各位の御理解をいただきな

がら事業に取り組んでいかなければならないと認識しております。地元などへの事前説明に

当たっては、事業計画案をもとに地権者を初め、関係者や地元に特に説明し、意見等を求め、

理解を得た上で事業に着手することを基本としております。 

  御質問の内容から察しますと、事前説明がなく理解が得られていない事例があるとの御指

摘と思われます。確かに昨年末のエリア天城１号線に関しましては、十分な説明が足りず誤

解を招き、関係者には大変御迷惑をおかけいたしましたことは反省しております。今後も事

業実施に当たっては、できるだけ限り早く情報を積極的に提供し、情報の共有化を図ってま

いりたいと考えておりますので、御理解願います。 



○議長（森田禮治君） ５番、村木議員。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） 今町長が言われた入谷天城１号線、これらもそういうことでございま

すけれども、どっちにしても、今補正でついてくるということで、事前に相当前から準備し

ている事業ではなくて、わりかし短期間の間にやっていかなければならない事業がかなり多

そうだと思われますので、そういったときにもやはりこれから防災センターですね、あの下

に取りがえ道路をつくると。確かにもう測量はしてあります。でも、あそこで商売をやって

いる方が３軒あるわけですね。そういうところの説明というのは、事前にしてあげないと、

あの辺はみんな駐車場で商売している連中ですので、今度あの真ん中の東豆レンタカーのあ

たりを相当大型のトラックの車庫として借り入れをしているようです。そうすると国道で頭

を振って入る道路ですので、多分今ピンが打ってある道路では車庫へ入れないんではないか

という気がするんですよ。 

  ですから、そういったところも事前に説明して、これからやるんでしょうけれども、商売

している方々と当然話し合いはしていかなきゃいかんだろうし、ですから、その辺の話し合

いという、説明というか、そういうことは細かにやっていただきたいなというふうに思いま

す。 

  そしてもう１点は、やはり入谷１号線なんですけれども、余り名前出すのもあれなんです

けれども、大体選果場から上の話なんですけれども…… 

○議長（森田禮治君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時４０分 

 

再開 午前１１時４０分 

 

○議長（森田禮治君） 休憩を閉じて再開します。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） 大体場所はおわかりだと思いますけれども、そういったところも事前

にここまでという多分平面図なんかも見せてもらったらできていましたから、そういったと



ころも細やかな配慮をしていただきたいなと。そこはまだ多分これからの、その上を用地買

収をしていくからその後になると思うんですけれども、ただ、法線的にちょっとはかかるの

かなという気もしますので、その辺についてもう１回御答弁をお願いします。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず言っているのは、防災センターの計画をしている土地でございま

す。ここは亡くなった方から町に贈与、そうなると贈与の段階でその３軒の家とある程度弁

護士さんを通じた中でもう話し合いができていることは副町長も確認しておりますし、当然

その中で弁護士さんも承知しておりますので、その３軒の方に対しましては、あのテニスコ

ートを町が使うときは何もなく、町が寄贈された段階でもう話をしておりますもので、その

辺は当然ちゃんとしていかなければならないと考えておりますけれども、その辺の話し合い

はもう自分自身ではできていると考えております。 

  その中で、まず災害対策本部の敷地として一応やった中で、具体的な建物全然できており

ませんもので、ある程度具体的なものができた段階ですね、当然その辺の付近の方に事前説

明を、こういうものが建ちますものでということで、これは当然説明しないとならないと考

えております。 

  ただ、今のところはとりあえず敷地選定しただけでございますもので、まだ具体的なもの

が何もございませんもので、そういう事前説明はちょっとできないのかなと考えてございま

すので、御理解願いたいと思います。 

  次に、入谷天城線、これに関しましては、とりあえずハンターさんから上に関しましては、

入谷区の皆さんが動いてくれた中で、今その拡幅に向けた用地買収をしています。ハンター

さんから下のほうはまだしていないのがこれ現状でございます。そうなると、その線形まで

できていないのが現状でございまして、確かに所有者に対しましては、そういう不便さです

か、建物建っているのが道路がどのぐらい来るかということ、大変不安に思って、これは申

しわけないと考えている中で、現状実際どのような線形ということはまだやっておりません

もので、とりあえずハンターさんのような３軒に対しましては、一応このぐらいのもので土

地の提供をお願いしたい、そういう状況でございます。それが今村木議員が言ったように、

そういう不安があるならば、当然その辺に職員行った中である程度理解を得ていきたいと考

えておりますので、御理解願いたいと思います。 



  以上です。 

○議長（森田禮治君） ５番、村木議員。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） あそこの寄附を受けた土地については、ピンを打つときにはそういう

説明は多分、あれも一方的な寄附ですから、借りている人たちは余り知らない中での、だか

らそのピンを打ったりしてその説明はしているわけですよ。でもその前に、やはりあの人た

ちにその説明というのはほとんどないですよ。それは向こうの寄附者側の話ですけれども。

ですから、その辺についてだからといってそこを借りているお金が安くなったわけでもなさ

そうですし、ですから、その辺については使い勝手のいいような道路にしてあげなくてはい

かんだろうというふうに…… 

○議長（森田禮治君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時４５分 

 

再開 午前１１時４７分 

 

○議長（森田禮治君） 休憩を閉じ再開します。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） ですから、その道路を入れるときに、商売に支障のないような入れ方

をしてあげませんと、一番奥の人は人が借りている土地を突っ切っていくような商売でもま

たこれは困るんだろうということで、やはりその道路を設置している商売の方たちが一緒に

共有できるような道路にしてあげてほしいということなんです。そこへ段差でもつけられた

りすると、当然商売に差し控えが出るということですから、その辺についても、設計段階の

ときに十分その人たちと話し合いをして、お互いにいい方向でいけるような道路づくりをし

てもらいたいなということです。 

  ですから、その以前の町が入っていない話ではなくて、これからやるときに、やはりそう

いう利害関係者との説明、そういうことをしてもらいたいということでございます。もう一

度答弁お願いします。 



○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） すみません、村木議員の質問の内容わからなかったもので。理解でき

ました。その中で言ったように、寄附をもらうときに相手方のほうから要望も出ているよう

でございますもので、それは十分加味した中で、この３軒に対しては不利益を与えないよう

な方向で事に関してはやっていきたいと考えておりますので、それはまた御理解願いたいと

思います。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 以上で、５番、村木議員の一般質問を終結します。 

  この際午後１時まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時４９分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（森田禮治君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（森田禮治君） 午前に引き続き一般質問を行います。 

  次に、２番、内山議員の第１問、町長の政治姿勢についてを許します。 

  ２番、内山議員。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） それでは、質問については３問通告してありますけれども、答弁につ

いては一問一答でお願いいたします。 

  まず、町長の政治姿勢についてお聞きしますけれども、まず、地域医療の充実並びに観光

施策についてお伺いいたします。 

  まず第１点目は、私もたびたびこの問題は毎回の質問でやっていますけれども、まず、伊



豆東部総合病院の増床について、それから新しい病院の建設については、どうなっているか

というふうなことをお聞きします。 

  それから、第２問目は観光的なもの、これはついこの間、２月の末日に観光のお客さんが、

入湯客ですね、それが68万6,000人、そういう中で町長100万人を目標ということがありまし

たけれども、80万人に達するかどうか、そういう心配もあって、短期的なものは今後にいた

しますけれども、私、長期的な視点で観光、それから誘客の拠点づくりが主要ではないかと

思うんです。それとまた、宣伝の媒体の方法、そういうことについて町長どういうふうに考

えているか、お聞きいたします。 

○議長（森田禮治君） 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問の町長の政治姿勢については、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点目の伊豆東部総合病院の増床及び新病院の建設計画をどのように聞いているか

についてですが、医療法人康心会では増床に関しましては、現在の病床数139床から160床に

増床すべく県と協議を重ねておりましたが、増床に見合う新たな医師及び看護師の確保の見

通しが立ったことから、現病院でベッド数の確保をした後に新たに建設される新病院に引き

継ぐ計画である旨、報告を受けております。 

  先月27日に第２回の賀茂地域医療協議会が開かれ、伊豆東部総合病院の増床計画が了承さ

れましたので、今後、現病院で160床に整備され、従前から提供されております医療には空白

が生ぜず、新病院へ継承されるものと考えております。 

  また、新病院の建設計画につきましては、まず、来月末に土地利用申請が提出され、さら

に都市計画法に基づく開発許可申請や建築確認申請等の諸手続を経て建設工事を平成26年１

月に着手し、新病院の運営開始を平成27年６月に予定していると伺っております。 

  次に、２点目の長期的な視点での観光・誘客の拠点づくりは。また、宣伝媒体の方法はに

ついてですが、当町の観光誘客の拠点として稲取地区におきましては、次の２つを考えてお

ります。 

  まず初めに、文化公園を含めた周辺エリアであり、将来的には整備を図ってまいりたいと



考えております。 

  次に、稲取漁港周辺であります。温泉、キンメダイという観光資源や特産品を生かし、漁

業と観光諸産業として発展してきた町の中心的な地域であり、平成25年度には稲取漁港整備

事業により漁港道路及び舟上げ場等が完成いたします。同時に、八百比丘尼公園やポケット

パーク等の整備により、稲取漁港周辺エリア内を一体的かつ公園的に整備し、歴史探訪やそ

ぞろ歩きができる核として活性化を目指してまいります。 

  さらに熱川地区においては、将来的には観光誘客の拠点の整備を進めたいと考えておりま

す。 

  次に、観光宣伝につきましては、宣伝媒体の方法としてテレビ、ラジオ、新聞、パンフレ

ット等の従来型媒体の影響化はもちろんですが、全宿泊マーケットの90％を占める個人旅行

のうち70％はネットからの予約となっている現状を踏まえ、観光情報のデータベース化及び

ネットワーク化、最新の観光情報、イベント情報、美しい景観情報など当町の情報を内外に

宣伝紹介し、不特定多数の観光客等の誘致にはホームページやブログ、フェイスブックなど

のツールを活用しながら、より強化・充実を図ることが必要であると考えております。 

○議長（森田禮治君） ２番、内山議員。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 第１点目の総合病院の関係ですけれども、これは本当に町長いろいろ

努力していただいて、この間の27日の協議会の中でも増床が21床増床されて、それから医師

が３名、それから看護師が11名の方が内定して、実際に今の病院を若干立て直してやってく

れるようなことがほぼ了承されたということであります。 

  私が心配するのは、もう１点、小児科だとか産婦人科も新設がされるということで、本当

に地域としては大変喜ばしいことだと思うんですね。その中で心配するのが一応賀茂地区で

は了承されたんだけれども、県のほうでは今月３月のころにはっきり結論を出すというふう

なことですけれども、その辺の見通しをもう一度お聞きしたいことと、それからもう１点、

病院がちゃんとするということは、しかるべき形、今新病院についても土地の価格だとか、

建物、建築の申請、そういうものをするわけですけれども、実際に町が融通して土地を交換

して、譲渡したところもあると思うんですよ。そういうものがはっきり登記をしてないと、

登記をされないとやはり病院がはっきり決まったということがなかなか確認できないと思う



んですよね。その辺の見通しを実際に登記をしたのかどうか、お伺いしたいのと、その辺の

ことも含めてもう一度ご答弁を願います。 

  それから、平成26年１月に新しい病院ができるということで、着工して平成27年６月とい

うことについても、病院側のほうからも再三お話ししますけれども、その辺の確認もまたぜ

ひお願いしたいと思います。 

  それから、第２点目の長期的な視点での観光の関係ですけれども、これは私は拠点をつく

るということは、観光の原点というのはそこの地域の光を見るというか、そこの地域の文化

だとか、伝統だとか、あるいはそういうもろもろのいいところというか、そういうものを観

光のお客さんに見せるためにあると思うんですね。 

  そういう意味で、一つは今町長の言った八百比丘尼の関係ですね、それなんかの関係だと

か、あるいははさみ石だとか、あるいは築城石、そういうものを地域の文化財として、町の

指定の文化財とするようなことも考えていくべきとは思うんですね。そういうものがなけれ

ば、観光客がいいものか悪いものかわからないと思うんですね。そういう観点から、今言っ

た八百比丘尼だとかも実際そろそろできますね、そういうもの。それからはさみ石の関係、

それから築城石ですね、そういうふうな地域に昔からある文化財、記念物ですね、そういう

ものを文化財に指定をしてもらえるような形ができるのかどうか。それは一つは教育委員会

の問題だと思うんですけれども、町長のほうとしては、それを教育委員会のほうに宿題とし

て、そういう町の文化財になるかどうかということを宿題にして、諮問をして、教育委員会

のほうに十分骨を折っていただきたいと思うんですよ。そういう中で、文化財というふうな

ことで箔がつけば、あるいはおもしがつければ、そこがいい拠点になると思うんですね。 

  そういうことで、私は今回は、先ほど町長が言われたように、熱川地区のほうは昨年観光

の計画というか、そういうものを策定されたからきょうは述べませんけれども、一つは、熱

川の場合でも、ちょうど今年断念したんですけれども、温泉熱の関係のことなんかも、県が

含めていて断念したんですけれども、できればそういうことも含めてやっていくことがよか

ったのかなということは、この間テレビを見ているときに別府温泉で温泉熱の発電をすると

いうことで、それがやはり日本で一番初めなもんですから十分取り上げていたような気がし

たんですね。そういうことも一つの起点として、ちょっと熱川のこともこれでおしまいにし

ますけれども、県が断念しても町が予算をつけてやる形もあってもよかったのかな、そのく



らいの考え方をしています。 

  実際に今拠点をつくるに、このはさみ石については、本当に昔から大勢の方が見えて、今

は53年の地震で見えなくなってしまったんですけれども、そのところが改めてこの辺の景観

と、それからトモロ岬、カグライシ、それからもう一つ、あそこの合ノ沢から滝があるんで

すね、私なんかも小さいころに行って、そのころは３カ所も４カ所も滝が出ていたんですけ

れども、今は１本になってしまったんですけれども、すばらしい滝があるんですね。そこの

トモロ岬の先にですね。そういうものも含めて、そこの景観を十分整備をしてやっていくべ

きこと、それもたまたま前回の全協のときですね、今度このようなところに旅館を建てる、

ホテルを建てる会社が遊歩道をおつくりになってくれるということですから、そういうこと

も十分に含めて、できれば、この間、前回の一般質問で町長にお話ししたところ、打診はし

ましたよということですけれども、改めてできるだけ今年、来年だけでなくて、将来的なこ

とを考えれば、遊歩道も好意でやっていただけるなら早くにやってもらうことが大事かなと

思います。 

  それから、築城石についてはこの稲取、あるいは城東地区にもあるんですけれども、でき

ればそういうものの一つ拠点となる公園、たまたま今、稲取の環境整備組合ですか、環推協

の中で愛宕山の築城石の関係をいろいろ調べていただいて、そこにまた遊歩道というか、行

く道をつくれば、相当のお客さんが来てくれるな、そういうようなことが考えられておりま

す。そのことについても、環推協だけに任せないで、できれば町も力こぶを入れてそういう

築城石の公園、愛宕山の築城石の公園をつくっていくようなことも、一つ長期的なビジョン

の中で考えていただいたらどうかな。 

  それから、毎回私はこれを言っておりますけれども、八百比丘尼のところの公園、あそこ

の公園のところに漁師の網小屋ふうの露天風呂をつくったらどうか、そういう話を何度もし

ていますけれども、これは本当にあそこの、町長もあの景観わかると思うんですけれども、

あそこの景観に露天風呂でも、私は大きな風呂でなくてもいいと思うんですよ。やはり八百

比丘尼のところの公園でせっかく休むときに、例えば足湯みたいなもんだとか、あるいは露

天風呂があれば、やはりそこのところに大勢のお客さんが集まるし、それから町歩きした中

で、いや、いやしをまた足湯だとか、露天風呂でやるというようなことができれば、相当お

客さんを呼べるのかな。それから前回のときもキンメダイのモニュメントも海側のほうにや



るというようなことですから、そういうものも含めて考えていければ、非常にすばらしいと

ころになると思うんですよね。 

  そういう中で、もう一度お考えがあるかどうか、お聞きしたいことと、それから全体的な

問題の中で、細野高原と稲取高原、あそこもすばらしいところなんですね。だから、それを

一体的にもう少し、この間も、ちょっと今ど忘れしたんですけれども、新しい上に上がって

どうのこうのというジャングルジムみたいなものがあったんですけれども、なかなかお客さ

んが来ないでいる状況ですよ。そういう中で、できればなんかもう一つインパクトがあるよ

うなものを考えていただいて、観光の皆さんにも聞いてみたり、地元の皆さんにも聞いてみ

たり、あそこの公園にも大きなジャンボ滑り台があります。そういうものをもう一度改めて

何か工夫をもってやるとかというふうなこともしてもらえば、相当すばらしいものになって

くるのかなというふうに感じます。そういう点で、そういうことを長期的に考えていくよう

な方途をやっていただけるのかどうか、その辺をお伺いいたします。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、東部総合病院の関係ということです。この見通しということで

ございますけれども、一般的に今井浜病院をやったときに、地域医療協議会では結構けんけ

んがくがくとやった中で、もう県のほうでそれを上げてきたということは、県がある程度認

めたよということを言われておりますもので、今回のことは100％間違いないと自分自身は考

えております。もしこれが崩れたら、私はもう県知事に直談判して、今井浜とどうだ、どう

やって違うんだというつもりでいますもので、自分自身はまず100％間違いないという考えで

ございます。 

  その中で、登記の問題がございました。これ当然基本的にはベッド数も、本当にこの病院

がやるかどうかわからないときに登記できませんもので、ある程度町としては登記する条件

としてある程度来ないと。ということは、ベッド数がちゃんと確保された場合と、あと本当

にやるのか土地利用事業計画出した段階ですね、また議会の皆さんと相談して登記のほうは

していきたい、そういう考えでございますので、理解願いたいと思います。 

  今、登記は行っておりません。それが東部の関係でございます。 

  次に、観光の関係、いろいろ文化財のことを言われました。これは町としても、教育委員

会の文化財審議会に諮問した中でこれはやっていて、諮問はして、また提案されたもので、



皆さんこちらと相談しながら諮問すべきものは諮問して、そういう考えでございます。よろ

しくお願いいたしたい。 

  さらに温泉、はさみ石に関しましては、今度18日、この前現場見たものがありませんもの

で、一応18日に私を含め環推協、それで紹介の農協の方の中で一応現場を見に行ってまいり

ます。そういう中でどのようにやったらいいかというなんかを考えていきたいと思いますけ

れども、これを町がやるとなりますと、安全基準、相当な金がかかりますもので、できれば

この辺は民間の方にやっていただきたい。しかしながら、法的なことはある程度相談にはの

りますよというふうな中で、町は一歩引いたような感じでやっていることは御理解願いたい

と思います。 

  それから、築城石に関しましては、本当やる中で、町としては築城石の埋設している場所

ですね、これをできれば文化財群に指定をしたい、そういう考えでございます。やはり埋設

している場所大変すばらしいものでありますから、これはまた地権者と話をしまして、地権

者の理解を得た中でそういう方向で進めていきたいと考えております。また、そのときは議

会の方にまたいろいろお願いすることがあると思いますので、その辺はまたひとつよろしく

お願いいたしたいと思います。 

  さらに、八百比丘尼、これも稲取にとって大変すばらしいことと言いました。その中でこ

れもまた検討していきたいと思いますし、さらに温泉熱に関しまして、やめたわけではあり

ません。基本的に県の企業局がやったものはちょっと規模が大き過ぎて採算性がとれない、

赤字になるので、県はこっちの事業はちょっとやめますけれども、ひとつ規模を小さくいた

しまして、源泉から直接温泉を利用したそういう方式で実証実験をこの１年間かけてやりた

い、そういう方向で今進めておりますもので、町として諦めたわけではありませんし、仮に

県の企業局のものも町が代替えいたしますので、相当な赤字が出る中で県が諦めたもので、

町がそれを引き続きやるということは赤字を背負いこむという中で、こんな財政厳しい中で

赤字を背負いこんでまでやることはいかがなものかということで、県の企業局の進めた温泉

熱は断念いたしましたけれども、規模を小さくした温泉熱の活用は、今熱川のほうで県も一

緒に共同しながらやっているのが現状でございます。 

  次に、稲取高原と細野高原、基本的に内山議員の言った一体化、これは本当にすばらしい

ことだし、町のほうもそのような方向で進めております。基本的には今やっているエコクリ



ーンセンターから入谷天城線、あの道ができれば、これは相当な一体化ができます。現に今

ゴルフ場からまた中の平からの道もありますもので、この両方を通した中で一体化は町とし

ても進めていきたいと考えております。その中で、お金があればアスレチックをやった中で

整備していきたいと考えております。事務整備したいんですが、なかなか財政が関わってい

るもので、これは長期的にはそういう方向でいきたいということは内山議員と同じ考えであ

ります。 

（「温泉」の声あり） 

○町長（太田長八君） 温泉か、温泉はごめんなさい、温泉はいつも内山議員から提案されま

す。つくることは簡単なんですよね。その後の維持管理をどこがやるかという中で、その維

持管理をちゃんとやってくれる方が、わかっている人がいればですが、それは町としてもつ

くることはやぶさかではありません。これは何回も言っていると思います。そういう中で、

内山議員の提案は提案として受けとめた中で、そういうつくった後、ちゃんと管理して町に

一切迷惑をかけないということを言ってくれば、つくることはやぶさかではないということ

だけは内山議員も理解していただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） ２番、内山議員。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 東部総合病院については、そういう努力をしていただいて本当にあり

がとうございます。 

  町長今言われたように、３月末にもしだめになったら、100％大丈夫だということで、だめ

になったら県知事のところに行くと言いましたけれども、そのときは私も一緒に行きます。

100％にするような努力をしていくようなことを考えていきたいと思っています。 

  それから、２番目の観光地の拠点づくりですけれども、その関係についても、今町長から

それなりの御答弁をいただきましたから、そういう努力をやはりしていくことをやっていか

ないと、今年来年はいいにしても、そういうものの整備、私も今文化財だとか、国の指定記

念物だとか、そういう取り上げたのも、一つは重みというか、地域の中でこういういいもの

がある、あるいは箔づけをしていかないと、世の中の人はわからないわけですね。そういう

ために教育長のほうも大変ですけれども、町長から諮問があったらぜひ委員会にもかけて、



早々とそういうものをつくっていただいて、やはりお金をかけるには町長の御理解も得ます

から、そういう点でぜひお願いしたいと思っております。 

  当然高原の関係のことについても、前回のお話し合いの中でわかっているように、当然と

りあえずは民間の方が好意でやってくれることに甘んじていて、それからまたお客さんが来

た中で、逆に大勢の方が見えて危険になれば、そういうふうな形のものを考えていけばよろ

しいのかな、だけれども、動き出さないと実際どうしようもないですから、そういう点を十

分考えてほしいと思っています。 

  八百比丘尼のところの公園についてのお風呂については、私も何度も言っていることです

から、だれか管理者を早くに御相談をして見つけ出していきたいと思っています。そのとき

はまたぜひお願いしたいと思っております。 

  それから、ちょっと熱川の温泉熱のことに触れたんですけれども、私も赤字になるまでや

るというふうなことではなくて、町長今言ったように、継続して規模を小さくして源泉から

発電を考えていく、これも非常にすばらしいと思うんですね。私が先ほど言ったのは、でき

れば日本で初めてそういうこともやることも一つの大きな宣伝になるのかな、そういう観点

から話をしたようなぐあいですから、これも熱川地区のためにはぜひやっていただきたいと

思っています。 

  それから、あともう１点、ちょっと答弁も漏れましたけれども、宣伝等の方法ですね、こ

れについても私も町長と同じで今予約とかについてが70％がインターネットで来ることがあ

ります。そういう予約が。だから、そういう点で私はほかの新聞だとか、テレビなんて逆に

お金がかかりますから、そういう媒体よりか自分のところでホームページつくったり、イン

ターネットを駆使してやるとか、そういうものでここの町の中にそういう専門家というか、

専門家、一部週に一、二回来ている方がいらっしゃるそうですけれども、できればそれの充

実を図って、今後の情報化社会に対応できるような形をぜひ早急に立ち上げていただいて、

専門家の職員を役場のほうで雇うぐらいの強い気持ちでやっていくことが、将来的な観光の

誘客につながるのかなというふうなことで考えています。そんなことでよろしくお願いしま

す。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） 観光宣伝のことに関しましては、本当私も今ほとんどインターネット



で調べるとか、今後は何と言いましてもインターネットは大変重要な役割になってくると思

いますもので、主要な方法はインターネット、ホームページと考えております。 

  そういう中で、今内山議員から庁内のインターネットに強い職員がやったどうかと言いま

した。今、町の観光協会は稼ぐ方向で今運営しております。そういう中で法人化というよう

なことを聞いておりますので、その辺は町の観光協会も自分で稼いでもらって、それでより

よいホームページをつくるための自分のホームページの職員が絶対必要だと考えております

ので、その辺は町の観光協会に期待したいと思います。 

  そういう中で、町ができることは支援していきますもので、基本的には町の観光協会が今

法人化で稼ぐ方向でやっていますもので、そのような方向でやっていただければありがたい

と考えております。 

（「文化財」の声あり） 

○町長（太田長八君） 文化財に関しては、当然そういう考えでございますから、町は基本的

にちょっと町のほうと相談した中で教育委員会のほうに諮問は投げかけていきたいです。自

分はそう考えております。あとは役場でもそういうことがあれば、当然近々諮問は投げかけ

ていきたいと考えております。あとはほとんど同じような段階で、早く指定管理者を見つけ

てもらえれば、町はそういう考えもいいと思いますので、よろしくお願いいたしたい。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） すみません、文化財関係でちょっとお時間ください。 

  １点は、八百比丘尼につきましては、今文化財審議会のほうへ諮問を出しております。そ

れから文化財の保護と観光への資源の活用ということが実は相反することで、文化課のほう

からは現状保存をすることが大事だと、それを観光に活用するなんてもってのほかだなんて

ということをこの前もちょっと苦情を言われたことがありますので、非常に難しい部分があ

りますということだけお話しいたします。 

○議長（森田禮治君） 次に、第２問、児童等の安全・安心についてを許します。 

  ２番、内山議員。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） ２問目は、児童等の安全・安心についてということで、まず第１点は、



地震災害だとか、あるいは各地で交通事故が発生しているわけですけれども、その中で子供

たちが、児童が巻き込まれているような事故が多くあります。そういう点で、この町の児童

についてはヘルメットがかぶっておりませんけれども、その義務化ができるかどうか、ほか

の市町村では先行しているところは相当進んでいると思うんですね。 

  それから、もう１点は、近隣市町村の状況をまたお願いしたいと思っております。 

  それと第２点目は、きょうも朝、テレビでやっていましたけれども、食物アレルギー体質

の児童への給食の対応について。それから災害時の食物アレルギー体質の児童への食糧の配

布の方法だとか、あるいは備蓄についてはどうなっているのかどうか、そこらの点をお聞き

したいと思っております。 

  それから、３点目は、これも私が議会にちょうど入ったときに学校の職員室だとか、ある

いは校長室だとか応接室、保健室ですね、そういうところに冷暖房がつけられないかな。と

いうのは、体育の先生方とか、子供さん方もそうですけれども、夏の熱いときに汗びっしょ

りになってシャワーもない、そんな状況があったわけですけれども、それでその点について

は昨年やったスクールニューディール事業で、今言った職員室だとか、あるいは応接室、そ

れから保健室等には冷暖房が完備されました。今度は子供さんが勉学をする教室等に同じよ

うに、子供さんも汗かかないわけではないんですね。夏は暑いし、それから冬は寒い、各お

うちには冷暖房があります。そういう点で、そういう設置の考え方をするようなことをでき

ればこれから、きょうの質問は町長と教育長の質問ですけれども、何度も言いますけれども、

考え方は教育長のほうからお聞きして、お金出すほうは町長ですから、そういう御答弁をよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（森田禮治君） 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問は、教育委員会関係でございますので、教育長から

答弁させますのでよろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（森田禮治君） 教育長。 

（教育長 金指善郎君登壇） 

○教育長（金指善郎君） 内山議員の第２問、児童等の安全・安心については、３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。 



  １点目の地震災害時等の備えや各地で交通事故が多発している。児童等へのヘルメット着

用の義務化は。近隣市町の状況はについてですけれども、現在、町内の小中学校では登下校

のヘルメット着用の義務化は行っておりません。賀茂地区内では登下校のヘルメット着用は

下田市の小学校が全部、それと河津町の西小学校、河津町は西小学校だけですけれども、西

小学校で行っております。 

  町内の各小中学校では、登下校の注意点や通学路の危険箇所などを十分点検しまして、安

全・安心を確認した中で登下校指導を行っておるという現状でございます。 

  続きまして、２点目の食物アレルギー体質の児童への給食の対応は。災害時の食物アレル

ギー体質の児童への食糧の配布の方法は。その備蓄はについてですけれども、食物アレルギ

ー体質の児童生徒の把握は、各学校の養護教諭が中心となって学校生活管理指導表というも

のを保護者に配布し、該当する児童生徒の保護者に提出していただき、把握をしております。 

  食物アレルギー体質の児童生徒は現在11名おります。対応につきましては、例えばピーナ

ツアレルギーの子には調理段階で事前に抜き出して配給しています。それから牛乳アレルギ

ーの子には牛乳を支給していません。それからソバアレルギーの子がおりますけれども、献

立がめん類のとき、給食と類似しためんを家でゆでて持ってきているという状況でございま

す。そのほかにアサリアレルギーとかキウイ、サクランボ、バナナ、甲殻類、生卵のアレル

ギーの子がおります。その子たちは自分で判断して食べないようにしているという現状でご

ざいます。 

  次に、災害時の食物アレルギー体質の児童への対応ですが、大きな混乱が予想される中で、

町行政、教育委員会でアレルギー体質の児童に対し個別に対応するということは大変困難で

あると考えております。保護者が一緒の場合は保護者にチェックをしていただければいいわ

けですけれども、保護者と子供が離れ離れで避難した場合は、子供だけの判断に頼らなけれ

ばならないということがありまして、大変難しい問題であるというふうに思います。備蓄に

つきましては、一般対応のアルファ米を備蓄していますが、アレルギー体質対応の食物の備

蓄はないと伺っております。 

  次に、３点目のスクールニューディール事業で学校施設の耐震及び職員室、保健室、応接

職員等の冷暖房が完備されたが、勉強する児童の一般教室への冷暖房の設置の考えはについ

てでございますけれども、さきのスクールニューディール事業等で各学校の職員室、保健室



等に冷暖房を設置させていただきました。一般教室への冷暖房につきましては、現在のとこ

ろ計画はございませんが、このことにつきましては、いろいろな考えがあるように思います。

たくましい子を育てたいという学校の願いがあります。子供は風の子、我慢をするのも大事

な勉強だとおっしゃる方もいらっしゃいます。家では冷暖房の中で生活をしているのだから、

無理をさせるなとおっしゃる方もおられます。どちらの意見もあり、さらには今問題になっ

ている電力事情等もありますので、軽々には結論を出せない問題であるなというふうに考え

ております。 

○議長（森田禮治君） ２番、内山議員。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） まず第１点目のヘルメット等について、今、下田市の小学校と河津町

の西小学校がヘルメットをかぶっているということなんですけれども、私は災害というのは

いつ起こるかわかりませんけれども、実際に各地で自動車の事故で子供さんが多く亡くなる

ことがあるんですね。そういう意味で、やはり自動車を運転していても、自動車はヘルメッ

トはやっておりませんけれども、オートバイだとか、あるいは自動車のときはシートベルト

をやると同じように、できれば子供の通学時にヘルメットをかぶるというか、そういうこと

の義務化をしたほうがいいのかなということは、お金もかかるわけですから、何かヘルメッ

トの場合は１人のもので3,000円から例えば1,500円とか、そういういろいろなものがあるそ

うですけれども、もしやるとすれば私はちまちまではなくて、父兄の負担というふうなこと

ではなかなか進みませんから、例えば３年になれば1,000円の負担を町がしてあげて、それで

義務化していくからやってもらう。そういうことでやっていかないと普及ができないと思う

んですね。 

  だから、その辺の研究をぜひ私は、町長にも今度御質問をしたというのは、お金の出所と

いうのは父兄と、それから町ができれば補助をしてあげて、子供が交通事故だとか、もしも

のときの災害に対応できるような形をやはりつくっていく上では、そういうしっかりしたも

のをみんなでやるぜ、義務化をしてルールづくりをして、町もこれだけ補助をするから、皆

さんどうですかというふうなことをやって普及をしていくようなことを考えていただくこと

ができないかな、そういうふうに思います。 

  それから、２番目の食物アレルギーですけれども、私も今教育長が言われたように、大層



種類があるですね。私も牛乳だとか小麦だとか、ソバだとか、あるいは甲殻類だと思ったら、

実際には教育長が言われるように十幾つもあって、それが普通は私のうちにも孫がいるんで

すけれども、赤ちゃんのときなんかは結構生卵が悪いとか、あるいは牛乳が悪いとかという

ことがありますけれども、だんだんみんな治るんですね。それが一部今の時代で治らない子

供、それが先ほど教育長が言った11人の子供さんだと思うんですね。この子供さん方をそう

いう食物で危険にさらしちゃいけないということで、給食の場合も教育長からの話で十分わ

かりました。しかし、ほかの調布市の例なんかでも、それが何かのときに拍子に魔が差した

というか、そういう形で出てしまう。確認は親御さんがしっかりしていても、こんどは養護

の先生だとか、あるいは栄養士だとか、そういうものがちゃんと連携をとって確認で一つひ

とつ渡すときにも、この子にはこうだよ、違うものを与えちゃまずいわけですから、この子

のお名前のちゃんとしたものを確認しながらやっていく方法を各人でとっていただいて、給

食のあり方をやっていただきたいと思うし、それからもう一つは、何のことでも想定外の事

故ということもあると思うんですね。そういう意味で備蓄の食糧はないにしても、実際にそ

ういう危機的な状況になったときに、エピペンですか、そういう注射を打つと、対応すると

いいますか、ものがあるそうなんですね。そういうものの備蓄は確実に教育委員会、あるい

は学校のほうで据えておいて、それから今ほかの学校の例でもそういうものを教師が確実に

打てるような形にして、栄養士と養護師と共有してやっていくことによって事故が防がれる。

そういうことも言っておりました。 

  きょうのテレビでも調布の富士見台小学校の結果が出まして、先ほど言った危機管理の状

況が悪かったというか、管理の状況が悪い、それから保護者と調理師さんと養護師、校長さ

んとの連携が不完全だったというふうなことと、それから教師が実際にそういう子供さんが

危機な状況に陥ったときに、注射がわからなかったり、打てなかったり、そういうことによ

って死亡事故になったんですね。そのことをあらかじめ用意していただいて、教室のほうで

もいつでも使えるようにしていただくようなこと、それから注射も実際には10分とか20分し

か効かないそうなんですね。だから、緊急にお医者さんだとか、そういうところもちゃんと

壁に張っておくとか、そういうものをやっていただくことが肝要なのかな。それで事故をな

くすように、私この間、事務局行ったら４人程度かなと言っていましたけれども、きょう11

人と聞いて、また含めてこれはもっと気をつけなければいけないのか、そういうことで今感



じました。 

  ぜひその点についてお願いしたいということと、それからもう一つは、災害のとき、今学

校の対応ができないというふうなことであれば、親御さんと十分話をして、実際に災害のと

きに小学校なりが、あるいは中学校なりが避難所になったときに、災害を応援するのは例え

ば区の方だとか、各区の方だとか、あるいは先生方もそうだと思うんですけれども、実際ど

の子がどういう方かということがなかなかわかりにくいと思うんですね。だから、そういう

ことは親御さんと話をして自分の子供のショルダーバックみたいな、今非常バッグというの

かね、そういうものを持たせているそうなんですよね。そういうところに皆さんにわかるよ

うに張りつけるとか、あるいは首にぶら下げるとか、そういうものをして実際にパンと牛乳

だったら、牛乳はアレルギーのある子に当たってしまうというふうなことになっては困りま

すから、それは親御さんと責任を持って、自分の子供さんですから、当然親はやると思うん

ですけれども、十分学校の先生方と話をして、それから区の方だとか、ボランティアの方が

来て、間違わないような形のものを町として十分考えていただきたいと思っています。 

  それから、３点目の冷暖房ですね、子供さんの教室に冷暖房ということについては、教育

長言うとおりに、そういう両方の御意見があると思うんですね。子供は風の子、今は風の子

もいるかわからないですけれども、実際難しい問題だと思いますよ。だけれども、現実の問

題は、おうちにも冷暖房があって、そういうところで寝泊まりして勉強もしているわけです

から、都会に行けばそういうふうな小中学校もかなりあると思うんですね。そういう機会も、

これも予算かかることですから、すぐさまできることは思いませんけれども、補助率がしっ

かりした補助金等があれば、そういうことも考えてくれる時期が来たのかな。 

  先ほどの、私ちょうど議員になって５年ですか、なるんですけれども、５年じゃなくて６

年、前回の一般質問の一番初めのときにも、職員室だとか、応接室だとか、保健室に冷暖房

がないと困るんではないかなということで言ってきたものが、やっと５年たって成就したわ

けですよ。それと同じように、これから先行きのことを考えて、いろいろな御意見もあると

思いますけれども、やはりインフルエンザとか、そういうものが蔓延するようなことについ

ても、風邪をひくようなケースとか、そういうものの関係もあると思うんですね。因果的も

のが。そういうことも含めて十分考えて、これから冷暖房の設置についても研究をぜひお願

いしたいと思っています。 



  以上です。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、お金のかかることにつきましては、私から答弁させていただき

まして、ほかのことは教育長に。 

  まず、１点目のヘルメットの件でございます。町は当然助成は考えておりません。と申し

ますのは、今回これをやるのに打ち合わせした中で、下田市の小学校、大賀茂小学校がヘル

メットをやっていると。これはもうＰＴＡが主体となりまして、学校と相談してやっている。

自助努力でやっているんですよ。基本的には子供を守るというのは自助努力の中でやっても

らっているというのが現状でございます。とりあえず下田小と河津小におきましては、ＰＴ

Ａが何しろ自分の子供は自分たちで守る、そういう気概でふっていると聞きましたもので、

そういう方向でやっていけば町も大変ありがたいと思います。また、その方向でやっていた

だきたいと考えておりますので、現在町はヘルメット助成は考えておりません。 

  次に、教室に関する冷暖房の関係でございます。そういう中で、今回予算要望来ました中

で、これはカットした現状でございます。と申しますのは、教育長が言ったような方針の中

で町はやってもらいたいということと、それとプラス財政の関係、これも全部だと相当の金

がかかります。これは町の一般財源でやるとなるともう相当な金額で、ほかの予算場所が出

るかどうかも危惧するところ。職員室と保健室に関しましては、国のスクールニューディー

ルという大変よい事業がありましたもので、これは町の一般財源ほとんどといっていいぐら

い出さない中でできたものでありますもので、またさらにアンテナを高くいたしまして、国

のほうでいい事業があったならば、それはそのとき考えていきたいと考えておりますので、

それは御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） まず、ヘルメットの件ですけれども、私も近隣を聞く中で河津町は

西小だけやってなぜ南だ、東はやらないのかなと逆に思っちゃったんですね。いろいろお話

を聞く中で、西小のほうはほとんど国道の横を通る通学をしているもんで、昔、西中学校が

あったころ、中学生が自転車通学をするのにヘルメットをかぶらせたと、それに引き続いて

西小もヘルメットを、では、歩いてもいいからかぶらせよう、国道だからかぶらせようとい



うふうな経緯があったようです。南、東のほうは国道を歩くことはほとんどないものでヘル

メットはいいだろうと、そういう経過があったようです。 

  うちの町も振り返ってみると、国道を小学校が歩くというのはほとんどないはずですので、

そういう交通のことに関してはいいのかななんてというふうに思っておりました。 

  それから、食物アレルギーにつきましては、エピペンを使うほどの重度の子供はいないと

いうふうな、先ほどの何表でしたっけ、親に配って子供の症状をチェックしてもらう表には

出ていないと。11人の中には、エキスのようなものはまざって食べても飲んだりしちゃって

も大丈夫だという子がほとんどで、今一番気をつけているのは、ソバアレルギーの子がうど

んでもつくっているところではソバがそばにあったりするというふうなこともあって、ソバ

に限らずめん類はすべて家から持ってくるというようなことで注意していると、その子につ

いては、万が一の場合に薬も学校のほうで預かっているというふうな話を聞いております。 

  それから、冷暖房につきましては、今町長がおっしゃいましたけれども、ただ、よくこう

いことをやるときに費用対効果なんていうことをよく言われますけれども、割と住みやすい

伊豆ですごい寒いとき、すごい暑いときの冷暖房というのは、本当に費用対効果に当たるの

かどうかというふうなことも考えます。 

  それから、ただ、最近地球温暖化があってですが、もう６月の終わりごろから暑くなって、

教室も暑いということは現実あります。そんな中で、町長さんに御相談をして、冷房はとて

も無理だけれども、扇風機を教室に入れたらどんなかなと、先生方も一般教室に扇風機があ

ったら少し空気が動いてちょっといいかもしれないということで、では、試験的にやってみ

ようかななんて、そういう話も進んでいるところでございます。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） ２番、内山議員。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） ヘルメットのことについては、ＰＴＡから出た形ですけれども、私は

逆に考えて、ＰＴＡだとやはりいろいろな御意見が出てなかなかまとまらないというか、そ

ういう中で、危険性があれば、町が率先して、あるいは教育委員会が率先して、こういうふ

うなことをしたらどうかということを提案していくことによって普及が進むのかな、そうい

う意味で考えてきたもんですから、また、ＰＴＡの方の御意見も聞きながらやっていただき



たいと思っています。 

  それから、アレルギーの関係のものについては、今教育長からお話をされまして、十分対

応ができているのかな、気をつけているのかな、それで安心しました。 

  災害のときの関係は先ほど私が言ったように親御さんと十分話をして、これからそういう

事故が、もう災害が起きたときにはだれが責任をとるとか、そういうこともわからなくなる

と思うんですね。だから、そういう意味で、やはりしっかり子供さんと養護の先生と校長先

生だとか、そういう担当の先生とお話をしながら、十分災害対応をしていただきたいと思っ

ています。 

  エピペンの備蓄については、今確実にあるということですから、いいと思います。 

  それから、最後の冷暖房の完備については、補助金でもなければできないということが現

実だと思うんです。そういう点で、今教育長が試験的に扇風機でもということがありました

から、ぜひ実現するように、また扇風機の試験的なものをやっていただいて、それがよけれ

ばまた普及をしていくようなことを考えていただければと思っています。よろしくお願いし

ます。 

○議長（森田禮治君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） 今エピペンを備蓄してある、エピペンは備蓄してありません。エピ

ペンを使うほどの重度の子はいないということを指導表の中で把握していると。ただ１名の

子だけ薬を、エピペンというのは注射みたいなものを打ってショックを治すということだそ

うですけれども、それはないんです。ただ飲み薬を預かっているというのが１件ございます。

よろしいでしょうか。 

○議長（森田禮治君） 次に、第３問、防災・減災についてを許します。 

  ２番、内山議員。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） この３番目の防災・減災については、先ほど村木議員からトンネル等

については答えを聞きました。その辺のことで結構です。あとほかの道路だとか、トンネル

だとか、そういうものの点検の状況を教えていただきたいと思いますし、それからその補修

の見通しについてはどうか。 

  それから、私、前回も一般質問でしましたけれども、白田川橋の点検の結果についてはど



うなっているのか、それから今後の見通しについてはどうか、もし点検の結果、補修か新設

かというふうなことがあると思うんですけれども、その辺の状況をお聞かせ願いたいと思っ

ています。それから、その場合の優先順位はどうなっているかどうかをお聞きします。 

○議長（森田禮治君） 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） 内山議員の第３問の防災・減災については、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点目の町内の道路・橋梁・トンネルその他危険箇所の点検は。その補修等の見通し

はについてお答えいたします。 

  まず、道路についてですが、おととし町道湯ノ沢草崎線の旧道の法面の点検業務を実施し

ております。その点検結果をもとに国の社会資本整備事業を活用し、計画的に整備を図って

まいりたいと考えております。 

  橋梁につきましては、先ほど村木議員の一般質問で答弁させていただいておりますので、

割愛させていただきます。 

  次に、トンネルについてですが、昨年12月２日に起きた笹子トンネルの崩落事故を受け、

国よりすべてのトンネルの緊急点検を実施するよう通達がありましたので、町が管理する新

白田トンネルの緊急を今年２月12日から15日の４日間にかけて実施いたしました。その結果、

一部補修を要する箇所が見つかりましたが、補修の時期、工法等について検討していきたい

と考えております。 

  次に、２点目の白田川橋の点検結果は。今後の見通しは補修か新設か。また、その場合の

優先順位はについてお答えいたします。 

  下白田川橋の点検結果でございますが、点検結果及び学識経験者の助言によりますと、健

全度が全体的に著しく低く、修繕を行い維持管理をしていくことが困難と判断されました。

また、この橋につきましては、子供たちの多くが通学に利用していることや、車の通行量も

比較的多く、町におきましても重要度が高い橋梁であり、優先順位は最上位と考えておりま

す。 

○議長（森田禮治君） ２番、内山議員。 



（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） トンネルにつきましては、一部の補修だけということで本当によかっ

たですね。私も笹子のトンネルだとか、あるいは橋では愛知県の吊橋が崩壊したとか、そう

いうことで随分心配したわけですけれども、自分なんかも車で通るときにトンネルの上から

照明が落下しないかとか、そんなこと心配しながら通っているわけですけれども、一部の修

繕ということでよかったと思います。 

  それから、私が前回の質問でもお話ししたように、白田の関係は町長言われたように、相

当頻繁に使っているんですね。実際に点検の結果は修繕が困難、そういう結論が出たという

ことで、私もこの間担当課に寄ったところですね、そんなに多くの方が使っているのかなと

いうこともちょっと疑問視したというか、今５トン以上の車両が使えないとか、前回のとき

も質問の中ですね、白田橋があればいいのかな、そんなふうにもちょっと感じましたけれど

も、実際に担当課に行ってお聞きしたところによると、相当の頻度で使っているんですね。

今町長言われたように、この橋がなくなったら、白田の上の方というのは生活ができないと

いうふうなほど頻繁に使われているんですね。 

  そういう点で、ぜひ白田の新設するについても、町長、今優先順位だというふうなことで

力強い言葉で言っていただいて私も安心したわけですけれども、本当にこの橋をやるには１

億円や２億円のお金でなかなかできかねると思うんですね。そういう点で、今安倍政権にな

って防災だとか、減災、公明党も含めて力強く予算を振りまいていますから、ぜひその振り

まいた予算を確保していただいて、できるだけ早いうちに白田川橋を十分新設してもらえる

ような格好の努力を国・県へ働きかけをしてもらいたいと思っています。 

  そういう点で、私、今の点検の結果を聞いて、ほかの部分も安心はしましたけれども、白

田川橋については、ぜひそんなもので力強く動き出していただきたいと思っています。よろ

しくお願いします。 

○議長（森田禮治君） ３問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には、本当私考えているのは、今回橋梁の点検をやった中で、

96幾つの中の一応補修の中で、これはこの白田川橋だけはもう補修は困難、専門家見た中で

補修は困難で、かけかえるしかないということを聞きました。そういう中で、5.5トンの車は



通れないし、また、結構子供たちが通学路で使っておりますもので、これは町の最優先順位

と考えています。そういう中で、政権が変わった、そういう公共的なものに対して国は大変

手厚い補助事業をやって、また、その補助事業を見た中で何が適切かという中で、またいろ

いろな早くできるように、国とか県に要望してまいりたいと考えております。 

  そういう中で、町だけで要望しても弱いもので、そのときは議会を通じてお願いいたしま

すし、また、地元の方にもお願いした中で、できるだけ早くこの白田川橋が安全な橋になる

ような方向で町は推進し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。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 内山議員。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 今、町長の答弁で十分わかりました。私も車が通れないということと、

それから一番通学路で宝の子供さん方がそこが崩落して死亡事故でもあったら困りますから、

ぜひ早くに皆さん、議会のほうも町長のほうから要請があれば、いつでも陳情等も伺います

から、ぜひ白田川橋を早急に新設していただくようによろしくお願いして質問を終わります。

どうもありがとうございました。 

○議長（森田禮治君） 以上で、２番、内山議員の一般質問を終結いたします。 

  この際２時20分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０２分 

 

再開 午後 ２時２０分 

 

○議長（森田禮治君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（森田禮治君） 次に、６番、藤井議員の第１問、ジオパークへの取組みについてを許



します。 

  ６番、藤井議員。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） 私は今回、２問通告しましたので一問一答でよろしくお願いしたいと

思います。 

  初めに、ジオパークへの当町の取組みについて、この点についてお伺いしたいと思います。 

  昨年９月24日でしたでしょうか、伊豆半島ジオパークが日本ジオパークとして認定されま

した。これについてこの町ではさまざまなことが考えられるんではないかと思いますけれど

も、どんな取り組みをされているか。この件に関しては、町内経済とか、あるいはさまざま

な学習等々を通じて文化の向上等にも役立つんではないかというふうに思われるんですが、

今後、この日本ジオパークから世界ジオパークへ認定されるんだと、したいんだということ

で今他市町と連携してジオパーク推進協議会というふうなものを結成して進めているんでは

ないかと思うんですが、そういう方向で町も動いていくのかどうか、その点についてお伺い

したいと思います。 

○議長（森田禮治君） 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、ジオパークの取組みについては、２点からの質問

となっておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の伊豆半島が昨年、日本ジオパークとして認定された。当町では、どのような取組

みがなされているかについてですが、伊豆半島ジオパーク構想は、平成23年３月28日に伊豆

地域の13市町と県観光協会などが協力して伊豆半島ジオパーク推進協議会を設立し、現在、

この協議会が中心になって「南から来た火山の贈りもの」をそのテーマとし、ジオパーク構

想を推進しているところでございます。多くの関係者の努力の結果、昨年９月24日には日本

ジオパークネットワークへの加盟が認められたことは、記憶に新しいところでございます。

今後は平成27年度の世界ジオパーク認定を目指し、活動していくこととなります。 

  当町のジオサイトについては、アクセス道路や防災面から観光資源としての活用は非常に

難しい状況ですが、昨年はジオサイトの一つである細野高原にトイレ、駐車場、遊歩道整備



いたしました。その際には、伊豆半島内で初となるジオパークのシンボルマークの一つであ

るピクトグラムを使用した国道への案内看板を設置し、また、トイレわきにはジオパークの

解説看板を設置するなど、来遊客に対して細野高原がジオサイトであることをＰＲしており

ます。 

  また、現在まで４名の町民の方がジオガイドの講習を修了し、さらに北川温泉については、

多くの観光協会関係者が勉強会に参加するなどの取り組みが行われています。 

  次に、２点目の町内経済や文化の向上などが期待されるが、今後は、他市町と連携した世

界ジオパークを目指す活動を推進していくのかどうかについてですが、ジオパークについて

は、観光経済面への効果は一つの要素に過ぎず過大な期待を持っておりませんが、地域住民

が自分の住んでいる町の地学的な成り立ちについて学ぶことは非常に意義のあることだと考

えております。 

  また、ジオパーク構想の大きな目的は、伊豆半島が一つになり、地域振興に取り組むとい

うことではと理解しております。当町といたしましても、今後の世界ジオパークを目指す活

動を他市町と連携して推進していくことは当然であります。今後、ジオパークを息の長い取

り組みにしていくためには、行政指導ではなく、町民の皆様の自発的な活動が最も重要だと

考えますので、御理解と御協力をお願いいたします。 

○議長（森田禮治君） ６番、藤井議員。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） これは以前私、直接ジオパークの質問という形でない、別の面のとき

に町長にちょっと伺ったら、その際に町長が平成22年ですか、６月の議会ですね、―にジ

オパークにちょっと触れて、ジオパークというのは美しい景観だけではなくて、非常に変わ

った地質とか、科学的に見て重要で貴重な、あるいは美しい地質遺産、そういったものを含

む一種の自然公園であるというふうなことで少し話を進めたのですが、その際町長が「本当

にジオパーク構想はなかなか伊豆半島のこれからの観光にとっては一つの生きる道ではない

かと考える。町といたしましても、積極的に勉強して、このジオパーク構想に乗っていきた

い」というふうにおっしゃっていただきました。 

  そういった中で今お答えいただいたように、たしかジオパーク推進協議会の副会長なんか

もお務めになっていらっしゃったように覚えておりますので、それなりに推進の方向ではあ



るんだろうと思うんです。 

  ただ、この間新聞等々の報道にも幾つか他市町の動きなんかもあるんですが、その中で例

えば下田市であるとか、あるいは伊東市、あるいは南伊豆町ですね、等々の取り組みがなか

なか先進的といいますか、熱心な取り組みで、幾つかの予算措置の中でも、例えば伊東市な

んかですと、今年度5,220万円の予算を組んでいる。これは別によその町がどうかとか、お金

の問題では特にそうですが、自由なんですが、とはいえ、我が町の取り組みに関しまして、

町長の施政方針演説の中でもジオパークというのは余り触れられないで、割とジオサイトと

いう言葉が１カ所出ておりました。細野高原がジオサイトであるというふうなことで認識し

ているんですが、そういうことで、もう少し取り組みが熱意といいますか、積極的な政策の

一つにしていくんだというあたりがちょっと感じられないものでしたので、今回私はその点

がちょっと残念だなというふうに思っております。 

  今後、そういう中で、多少細野高原に行く道であるとか、そういうものを整備する。ある

いは看板を立てるとか等々で進めていくという話なんですが、さらにこのジオパークに関し

てはさまざまな他市町の連絡を見ますと、商品の開発とか、ジオ菓子ですか、そういったも

のなんかも、パンフレットもありますけれども、火山のカルデラにしたクッキーであるとか、

あるいは伊豆半島そのものを形どったケーキであるとか、あるいは別にお菓子だけではなく

ていろいろなジオ丼であるとか、こういったものも含めて何かきっかけがありますと、やは

りそれなりに商品開発というのが進むんじゃないかと思うんですよ。そういう意味での非常

にいいチャンスといいますか、そういう中で地域経済の発展にも少しつながってきているの

かなと。ですが、なかなか町ではそういう動きがいまひとつ活発化していないような気がす

るわけです。 

  もう一つ、先ほどジオパークの中で、ジオパークというのは、要するに人の話を聞いたり、

いろいろ場所に行って説明を伺ったりする、そういったことも重要なインパクトになるので、

場所だけでなくて人の存在といいますか、そういうものも重要なんだというふうに、この前

の会合なんかでも承ってきたんですが、そういう意味では４人ほどジオパークのガイドを養

成したと先ほどお答えいただいたんですが、まだまだジオパークに対する取り組みといいま

すか、町での推進の仕方で少しおくれている部分があるんではないかというふうに私思いま

すものですから、今後、社会教育の場とか、あるいは講演会、あるいはジオツアーですか、



そういったものを企画する等々の考えがあるのかどうか、また、先ほど申しました商品の開

発等を町はどんなふうに援助していくというか、進めていくかというようなことについて少

し詳しくお伺いしたいなというふうに思っております。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） 答弁漏れがありましたら、言っていただければそれなりに答弁いたし

ます。 

  まず、ジオパークの取り組みでございます。まず、この取り組みは県知事さんが伊豆半島

の活性化の一つとして、コヤマ先生が提案されたジオパーク、これで伊豆半島の地域づくり

やったらどうか提案されました。そういう中で、伊豆半島が集まった、この場合は13市町が

一応県と観光協会の中で推進しているのが現状でございます。 

  そういう中で、私も副会長かな、多分充て職だと思いますけれども、そういう中でやって

いるのが現状でございます。恐らくジオパークに関してもすごい温度差があるんですね。今

言ったように13市町がある中で積極的にやっているのが、今議員が言った伊東市、さらに南

伊豆町、下田市さんは余り来ませんけれども、そのあたりですよね。あとは積極的という言

い方はおかしいですけれども、何せこのジオパークによってまた伊豆は一つだということを

やろうという中で、これを一致団結している中で、前回、日本ジオパークに入らせてもらっ

た中で、先ほど壇上で言ったように、平成27年度には世界ジオパークを目指そう、そういう

段階の中でやっております。その中で主な中心的なところが伊東市でございます。伊東市さ

んは積極的に5,700万円の予算化をした中でやっているのが現状でございます。 

  その中でジオサイト、ジオパークというのはジオサイトが固まったのがジオパークだと思

いますし、うちの町のジオサイトといいますと、これがジオサイトですけれども、そういう

中では本当に観光経済に役立つ一番の何回も言うすばらしいところは、町立体育館の後ろの

スコリア、これが一番すばらしいと、たしか学術的にはすばらしいですよ、一般の人が見た

って、はっきり言いましてたかが地層です。わかります。そういう中で、これが果たして観

光と結びつくか、これはまた一つの部分ではないか。細野高原におきましては、優先の整備

順位は何も書いてありません。そういう中で細野高原はジオサイトとして爆発的なもの、基

本的にはジオサイトの学術的な価値と観光面の価値は全然全く別個のものと考えている中で、

うちの町がジオパークに加入するのは、観光を何とかしたいとやっている中で、学術的な面



と観光の面でのギャップが出ているのが現状であります。 

  そういう中で、商品の開発も今、これは去年南伊豆町は民間が、今はちょっと南伊豆町は

力を入れておりますけれども、その前にもう菓子の商品化、ジオパーク、ジオ菓子ですか、

これをやっております。そういう中で、基本的に民間の方がやった中でこれは町おこしをや

っているのが現状と考えておりますもので、まず民間の方が頑張っていただいた中でこのジ

オパークを活用していただければありがたいと思いますし、一番やりたいのは何かというと

ボランティアの関係でございますよね。何と言ってもジオパークがいかにすばらしいかとい

うことをボランティアの方が説明していただければ、一番いい例がスコリアが一番いいと言

ったって、普通の人が見ればさっき言ったように単なる地層ですから、これがどんなにすば

らしいものかわかりませんけれども、ボランティアのガイドに言われると、ああ、本当にす

ばらしいものだ、これは認識されますし、これは細野高原のボランティアに関しても同じで

ございます。ただ、見るだけでなく、ボランティアのガイドがつけばそのすばらしさが何倍

にもなりますので、このボランティアガイドの育成は大変重要だと考えております。 

  そういう中で私一番びっくりしたのは、先般、ほかの観光協会の総会があった中で、ある

ホテルの従業員二十何名がジオを勉強した中で、名札を持っていた。これは大変びっくりし

たし、また感動いたしました。そういうふうに、地元の方々がそういう方向でやっていただ

ければ、このジオパークの大変すばらしいものになるのではないかと考えております。 

  ジオツアーと社会教育の関係ですか、これはそれは考えてもいいと思います。基本的には

ジオツアーという中で、社会教育なんかどうかわかりませんけれども、やはり文化的な面が

すばらしいと思いますので、これはちょっと検討させていただきたいと思います。 

  何か答弁漏れがありましたら言っていただければ……。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） ６番、藤井議員。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） 確かに温度差があるのは間違いないんですけれども、市町によって温

度差があるというのはそのとおりなんですが、やはり町長、先ほど飯田議員の質問なんかに

も答えて、伊豆は一つであるというふうに繰り返しおっしゃられていたと思うんですよね。

これから先は我が町だけで考えるというよりも、伊豆全体で観光やら、いろいろな防災やら



等々考えていかなければならない時代に来ているという認識だと思うんですが、ただ、伊豆

は一つというふうに幾ら言っても、何らかの形のそういう中心になるようなもの、そういっ

たものが幾つかないと、やはり具体的には進んでいかないんじゃないかと思うんですよ。例

えば消防の広域化であるとか、そのほかの幾つかの具体的な問題を通じて、そのことにみん

なで協議する、連携する、協力し合うというふうな中で、一つというふうなものが少しずつ

進んでいくんではないかと思うわけですね。 

  そう考えると、他市町が予算づけなんかもして、かなり自分のところに事務所を置いたり、

実際的なところで町としても進めていると。そういう中で温度差が、下の町民の盛り上がり

があればそれにこしたことはないんですが、町としての支援の仕方といいますか、取り組み

をもう少し進めていくというふうなことをぜひしていってほしいなというのが一つ本筋のと

ころです。 

  今、日本に現在25のジオパークがあるそうで、その中で５カ所が世界ジオパークに登録さ

れているというふうなことだそうでございます。その中で今おっしゃられるように、世界ジ

オパークを伊豆半島として目指していくと、それの一翼を担っていく我が町として、これは

町長どうでしょう、我が町なんかもう本当に細野高原を初め、豊かな資源がいっぱいだと思

うんですよ。今までの観光の動態と全然違ってきている。大型バスで来て、わっと宴会をし

てさっと帰っていくという時代ではなくなって、本当に自分の行きたいところ、見たいとこ

ろ、イベントなんかに参加していくというふうな時代になってきておりまして、そういうと

ころからいいますと、観光にとっては、このジオパークなんかをきっかけに大きく転身する

といいますか、きっかけとしてこれを取り入れるというふうなことは重要ではないかと思う

んですよ。一つには、そういう方向転換の一大転機にされてはどうかということで私は考え

ておりますので、ひとつよろしくお願いします。 

  そのことが今おっしゃるに、ただジオサイトですよ、ここは火山灰の噴火の後ですよとい

うふうに、稲高上の私も何回か行って見させてもらいましたけれども、言われても、ススキ

がはえていて、何でもないさもないところなんですよ。あるいはもっと言えば、黒根岬もず

っと溶岩が流れてきて黒根崎になっているということで、言われなければちょっとわからな

い。そこから黒根からずっと上がっていって、今言った高校裏のあたりのスコリア層のとこ

ろに行くまでの道そのものが溶岩が流れた後であると、黒根火山の後だというふうなことで



すね。毎日自分たちが通りながらも、それは言われなければといいますか、勉強しなければ

わからないといいますか、しかし、そこに今回スポットを当てて、これはこういういわれで、

こういうことで今現在皆さんが立っているところはそういう重要なことというか、おもしろ

い地層だそうですよと、特に伊豆半島は世界にもまれなジオサイトであるというようなこと

を説明されれば、やはり観光客の皆さんなんか、ああ、そうかとか、幾つかおもしろいなと

いうふうな考えを持って、リピートするようなことにもなりかねないといいますか、そうい

うものとしてジオパークなんかあるんじゃないかと思うんですよ。 

  そういう意味で、これからまだまだ看板等の設置ですね、それとか、あるいはここは自分

たちが重要であると思うから、町としてそれこそジオサイトとして宣伝していくとかという

ことで自由であっていいと思うんですよ。おっしゃるように、ずっと上の不知沼の池とか、

そういったものもジオサイトなんかの地図なんか見ると出ていますけれども、それはそれと

して上のほうがそういうふうに決めていることにしても、もっともっと自分たちの町で勉強

して、ああ、これは特異な地質であるとか、これは皆さんに見せたい由緒ある地質のでき方

とかというものを説明することによって、やはりそのことに興味持ってこられるんではない

かと思うので、今後ぜひパンフレットとか、看板、あるいはそういう先ほど町長も検討する

とおっしゃっていただいた講演会とか、勉強会、そういったものも含めて少し予算化をされ

て進めていっていただきたいなというふうに思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと

思います。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） 事務所を各町に１つつくりますのは宿題でございますもので、うちの

町も今度補正か何かで事務所をつくるのを対応していきたいと考えておりますので、それは

補正で対応して、補正予算組みますので、またよろしくお願いいたしたいと思います。 

  その中で確かに旅行形態も団体から個人に変わってきておりますので、その辺の中で世界

のジオパークを生かしたらどうかと提案されました。それは一つ真摯に受けとめて、それで、

これは私の考えでございます。今藤井議員が言った町立体育館の裏から道、さらに黒根岬、

これはコヤマ先生に言わせれば一つのジオだと言われます。ただし、近くで見てもわからな

いんですから、基本的には当然これには看板等、ジオパークの助成金が出ますもので、その

予算を使った中で一番見晴らしのよいところが、あそこから黒根岬見えないか。 



（「見えない」の声あり） 

○町長（太田長八君） 見えないか、何しろ一望できるようところに、ある程度こういうとこ

ろがジオサイトで、この一連の流れがすばらしいジオパーク、こういうことはやっていきた

いなと考えております。その場所の選定もなかなか、見晴らしのいいところと思ったけれど

も、その見晴らしのいいところが黒根岬が見えないようですから、また、場所を選定した中

で、そういう看板の設置はしていきたいと考えております。 

  その中で皆さん伊豆半島が一つになりまして、ジオパークになっておりますもので、基本

的には主になるのは伊東市ということで、うちの町は本当はジオサイト、ジオパーク、これ

を生かすような道は、なかなか観光とか、文化的な目安は社会教育でやられています。観光

となるとなかなか厳しい中、今藤井議員が言ったにように、自分が勉強して、自分の町のよ

さをジオサイトとしてやったらどうかと言われましても、ジオサイト、ここに入っているも

のしか伊豆半島ジオパークですか、それには認められない。東伊豆町のジオパークと単体的

にそういうことが可能ならば、それは藤井議員が提案されたことはやる価値はあるかと思い

ます。とりあえず、今伊豆半島ジオパークの中で認定されているのがこの場所なもんですか

ら、これを活用しながらやっていくのが現状ではないかと思います。 

  そういう中で、とりあえず日本ジオパーク、世界ジオパークへ向けて頑張るということを

言っておりますもので、平成27年度に向けてこの世界ジオパークに認定されるような方向で

やっていきたいと考えております。温度差は確かにあります。その中で中伊豆町とか、そう

いうところはほとんどジオサイトは余り影響ないと言い方はおかしいですけれども、この温

度差は100度からマイナスまであります。その辺はこれだけの温度差があることだけは理解し

ていただきたいと思います。そういう中で、会長の伊東市さんはまとめようと一生懸命頑張

っておりますもので、私も副会長として世界ジオパークの認定に向けて頑張っていきたいと

思いますので、またいろいろ提案していただければありがたいと思います。よろしくお願い

いたしたいと思います。 

○議長（森田禮治君） 次に、第２問、町の医療についてを許します。 

  ６番、藤井議員。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） それでは、第２問の町の医療についてということで質問させていただ



きます。 

  これは主に、私ここでナンバー１で一部事務組合下田メディカルセンターの本格稼働につ

いてなんてふうに触れていますけれども、当然一部事務組合で議会もありますし、そちらで

やる筋合いのものなんですが、ただ、当然当町が加入しておりまして、責任も持っておりま

すので、その点に関してどんなふうに町長お考えになるかということは、折に触れて私も聞

きますし、また、町長も町民の皆さんにこういった形で今進んでいるよとかいうような形で

進めいただければうれしいなというふうに思うわけです。 

  今回、議会があったばかりなわけですけれども、その際に、一部事務組合の下田メディカ

ルセンター、旧湊病院ですね、それが共立湊病院が下田市に移りまして１年間たったわけで

す。１年たって、その間はいわば今までは暫定的といいますか、空白期間を埋める期間とい

うことでやってくださっていたわけですが、いよいよこの４月から本格稼働だということで

進むわけです。これは当然154床でできますよということで受けてくれたわけですから、当然

そのような形で進むのかなというふうに思ってわけなんですが、ただ、管理者である下田市

長に聞きましたら、本格稼働が10月からだというふうに言っておりました。ここで一つには、

ちょっと約束違反みたいなことがあるのかなというふうに思いますが、この点に関しては、

町長一体４月からできないと、150床ではできないというふうに言っているわけで、どんなふ

うに考えるのかなということです。その点を承りたい。 

  それから、町の医療政策の中で、先ほど内山議員の質問の中にも、この町で9,400人からの

署名を得て、それに基づいて町長相当熱心に東部総合病院の問題に対しては取り組んでくだ

さっているということです。その中で、そうしますと、そちらにも新しく21床いただいて進

めているわけですが、それとの関連の中で町の医療政策という中で、もう一方での下田メデ

ィカルセンターというふうなものをどんなふうに位置づけて、どのように今後対処していく

のかということを承っておきたいというふうに思います。 

○議長（森田禮治君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第２問、町の医療については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点目の当町が加入している一部事務組合下田メディカルセンターの本格稼働は10月

になるというが、これを町長はどう考えるかについてですが、藤井議員はさきの下田メディ

カルセンター組合議会２月定例会の一般質問で、今後の病院運営の見通しについて御質問さ

れておりますが、今回、御質問の10月からの本格的稼働についての考えにつきましては、６

市町の一部事務組合の管理者であります楠山下田市長と同じ考えであると御理解をお願いい

たします。 

  次に、２点目の町の医療政策の中で下田メディカルセンターをどのように位置づけ、どの

様に対処していくのかについてですが、現在、当町と下田メディカルセンターとの位置づけ

といたしましては、町民の入院や外来診療の利用のほかに、二次救急や婦人科検診などの各

事業にも協力をしていただいているところであります。今後とも賀茂圏域公立病院であり、

中核病院として利用者の皆さんから愛される、信頼される病院づくりのために、６市町の一

部事務組合の構成員としてかかわっていきたいと考えておりますので、御理解をお願いいた

します。 

○議長（森田禮治君） ６番、藤井議員。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） ただいまお答えいただいたのは、下田市長さんと同じ考えであるとい

うことで、この間行われました２月26日に行われた会議では、今年度の予算と同時に、前年

度の事業報告ということがなされたわけです。前年の事業報告の中でも２億9,000万円からの

赤字であると、当期純損失というふうなものが２億9,000万円から出ているというので、それ

に関しては、今後、我が町も分担金を含めて現在進んでいるわけですけれども、その分担金

を払って進めていく中で、さらに新しい予算、本年度予算の中では３億円の収入を上げるの

にそもそも５億円の事業費をかけると。というと、初めからもう既に２億円方の差引赤字が

出るというふうな形の予算の中なわけですから、これは町として今後分担金を払ってずっと

続けていくのかどうか、その辺位置づけとしてウエートの掛け方ですね、その辺を承りたい

んですよ。それをどこまで支持していくんだという姿勢であるのか、それともやはり一部事

務組合の中でそういうふうな大きな赤字を毎年予算化して、組み込まれたような形の事業に

関しては、これはちょっと見直し等も含めていくのかというふうに考えて、そうしますと、

こちらの進めている東部総合病院のほうに少しウエートを置いていくんだという考えである



のかどうか。 

  直接的には関係ないことですけれども、私の言っているのは、我が町から分担金毎年支払

っておりますよね。その中で毎年毎年支払って、これからもずっとさせていくのかというど

うかということです。というのは、現在使われているのが、うちの町から下田メディカルセ

ンターは、昨年の場合ですと入院が2.5％です。さらに外来は0.8％ですね、0.8という数字が

示されているわけですけれども、そういうような中で、実際上使っているのは下田市と南伊

豆町で大体90％ですね、使っているという中で、私どもの町としても、これから議員を出し

て、分担金を払って、一員としてそこに加わっていって、あれこれ言うのもちょっと気が引

けるような非常に少ない利用なわけですよね。町民がだれでも利用していいわけですし、当

然うちの町も毎年四百十何万円ですか、分担金払っている。300万円とそれから減価償却等々

に対する負担金ですか、こういったものを払っているわけですから、町民が利用していいわ

けですけれども、今言ったように2.5％、入院では2.5、それから外来では0.8％というふうな

低い利用のされ方をしていると、これは町の財政のあり方として、今後もこれをずっと続け

ているのかどうか、当然検討されなければならないのではないかと思うんですよ。 

  と同時に、昨年の３億円に近い赤字と同時に、今年も２億円からの赤字は既に計上されて

いる予算を通しているわけですから、そうしますと、どんどん赤字が累積していった場合に、

我が町も当然分担金はないと言いつつ、起債は起こしているわけで、それの負担等々も考え

られるわけで、そういうことに関して長期的な見通しもしておかなければまずいんではない

かと。突然、これだけの借金の山ですよというふうなことで町民に負担が回ってくるようで

は、これまた何をやってたんだというふうなこと責任としてとられると思いますので、今の

利用のされ方とか、費用対効果といいますか、町の財政から出している金額に見合っている

のかどうか、これから先もそれだけの財政を支えながら、分担金を払いながら支えていくの

かどうか。それからもう一つは、長期的に大きな赤字が出るんではないかというふうに予想

されるわけですが…… 

○議長（森田禮治君） 藤井議員、一部事務組合の具体的な事業内容については質問はできま

せんので、よろしくお願いします。 

○６番（藤井廣明君） 今内容を言いましたので、それに対する…… 

○議長（森田禮治君） 具体的な質問はできないと言っているでしょう。 



○６番（藤井廣明君） それに対する考え方をお聞きしたいと思います。 

○議長（森田禮治君） 質問はできません。 

○６番（藤井廣明君） よろしくお願いします。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） 考え方でございます。 

  まず、下田メディカルセンターの位置づけ等、２点目で言いました。今後とも賀茂圏域唯

一の公立病院であり、中核病院として利用者の皆さんから愛される、信頼される病院づくり

のために、６市町の一部事務組合の構成員としてかかわっていきたい、そういう考えでござ

いますので、分担金は出していきたいと考えております。 

  そういう中で、赤字のことが出ました。これは下田メディカルセンターが個人の病院であ

る中で、指定管理者になったときに、赤字に対しましては、１市５町で赤字補てんはしませ

んよという中で、下田メディカルセンターは指定管理者を受けました。その中で当然民間で

もそういう状況を受けましたもので、下田メディカルセンターは赤字になったら一切こちら

の、１市５町に補てんを要求しないし、さらにその辺の問題はかけないのではないかとイチ

ブンシを持って、それだけ強い意思で指定管理者を私は下田メディカルセンター受けたと考

えておりますもので、そういう状況でございますので、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

  以上です。 

（「議長、最後に一言だけ言わせていただきます」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 内部の議会に対する質問なら質問はできません。 

  ６番、藤井議員。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） 数字のあれこれに分けるんじゃなくて、私は今町長も認識されている

ように、今後大きな赤字が出た場合でも、町の分担金というか、そういう財政の負担はない

んだと、負担はないということで入ったんだというふうな考えですよね。 

  ただ、私が言っているのは、にもかかわらず、起債を起こしているので、起債を支払うと

いう責任は出てくるのではないかというのが１点です。 

  それから、もう１点は、今後も分担金を払いながらやっていくのかどうかというのは、先



ほどこれから支えていくというふうにおっしゃいましたけれども、その中で余りにも利用人

員が少ない等々になった場合、これは一部事務組合の脱退等もあり得るのかどうか。という

のは、自治法の改正で一部事務組合からの脱退が全体の賛成とかなんかではなくて、この町

だけでもできるというふうな議決でできる、あるいは町長の考えで進めていくことができる

というふうに自治法の改正で、間もなくそういうものが確定されますので、そうしますと、

そのほうの方向も考えられるのかどうか、その点をちょっと伺っておきたいなと思います。 

○議長（森田禮治君） 今のあれに関して、この問題は一部事務組合の副議長である藤井議員、

これは一部事務組合に行って質問してください。ここで聞くべきあれではない、一部事務組

合の議会で聞いていただきたいと思います。そういうことです。 

（「議員が考え方聞きたいというんだからいいじゃないですか」の声あ

り） 

○議長（森田禮治君） だめですよ。町長がやったら越権行為だよ、答弁したら。 

（「休憩」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 休憩します。 

 

休憩 午後 ２時５８分 

 

再開 午後 ３時４２分 

 

○議長（森田禮治君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 藤井議員の質問の、藤井議員は組合議会の議員でありまして、また副

議長までやっておりますので、その予算は十分認識しておるという中で一般質問を受けてお

ります。その中で一般質問に関しましては、予算関係、運用の話は一切なし、自分の考えだ

け言ってくれという中で今回一般質問を受けております。 

  そういう中で、藤井議員が一応赤字だとか、いろいろな内容のことを言っております。私

はそういう約束事があった中で黙って聞いておりましたけれども、一応そういうのはちょっ

とおかしいなという中で、下田メディカルセンター事務組合に確認しました。そういう中で、



町民の皆様は下田メディカルセンターは赤字ではないかと危惧したと思いますけれども、町

民の皆さんに、認識は赤字ではございませんので、その辺は十分町民の皆様も理解していた

だきたいと思います。 

  組合議会に聞いた内容をちょっと読まさせていただきます。 

  まず、下田メディカルセンターの赤字等に触れられましたが、一部事務組合下田メディカ

ルセンターの負担金は町民の税金ではなく、利用に応じまして国から特別交付税が交付され、

それを市町を通じて組合の運営に充てております。実際の組合資金の流れは、こうした市町

からの負担金約１億7,000万円、救急補助金3,300万円、指定管理者からの負担金１億円など

３億円余の資金で、事務局経費3,000万円、医療機器1,900万円、元利償還２億円に充ててお

ります。なお、保留資金は約３億円ある程度あると伺っております。 

  このような状況で、今後、市町に負担が生じることはないと思います。 

  損益計算書による赤字は減価償却費など計算方法によるもので、平成26年度公営企業の会

計方法の見直しが行われますが、これによってわかりがたいものははっきりするものと思い

ます。新会計方法でも赤字にはならないと聞いております。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 以上で、６番、藤井議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（森田禮治君） 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 ３時４５分 

 

 

 



平 成 ２ ５ 年 第 １ 回 東 伊 豆 町 議 会 定 例 会 会 議 録  

 

議 事 日 程（第２号） 

 

                    平成２５年３月１３日（水）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 

    １．１４番 山 田 直 志 君 

     １）災害後も続く観光客の減少について 

     ２）介護認定者・認知症患者増加への対応について 

     ３）景観ビジョンについて 

     ４）有害鳥獣対策について 

     ５）イベントなどによる時間外勤務の増加について 

     ６）少子化による学校教育での対応について 

    ２． １番 須 佐   衛 君 

     １）熱川地区の道路整備について 

     ２）観光政策と伊豆ジオパーク構想について 

     ３）森林事業と鳥獣害対策 

    ３．１２番 居 山 信 子 君 

     １）３．１１を教訓とした防災対策 

     ２）住民福祉の向上について 

日程第 ２ 発議第１号 東伊豆町議会委員会条例の一部を改正する条例について 

日程第 ３ 発議第２号 東伊豆町議会会議規則を改正する規則について 

日程第 ４ 専決承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（静岡県市町総合事務組 

              合規約の一部を変更する規約） 

日程第 ５ 専決承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度東伊豆町 

              風力発電事業特別会計補正予算（第２号）） 

日程第 ６ 議案第２号 東伊豆町表彰条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第３号 田町コミュニティ防災センター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 

日程第 ８ 議案第４号 東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第５号 東伊豆町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（森田禮治君） 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25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、開会いたしま

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（森田禮治君） 本日の議事日程は、あらかじめお皆様の手元に配付したとおりであり

ます。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（森田禮治君） 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（森田禮治君） 14番、山田議員より、一般質問で掲示板を使用したいとの申し出があ

りましたので、これを許可します。 

  14番、山田議員の第１問、災害後も続く観光客の減少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） おはようございます。 

  通告を６問いたしまして、答弁のほうは各問ごとにお願いをしたいと思います。 

  まず、第１問、震災後も続く観光客の減少について、質問をしたいと思います。 

  伊豆の観光は、バブル崩壊から20年を過ぎても、観光客の減少に歯どめがかからず、そん

な中起きたリーマンショックと、その後の東日本大震災がさらに追い打ちをかけ、当町の来

遊客は、昨年は82万5,000人に落ち込みました。 

  これ以上の底はないかというふうに思っておりましたけれども、24年度は前年比で毎月減

少をすると、こういう状況で、70万人後半くらいの状況ではないかというふうに私は見てお

ります。観光客を増やそうということでの努力、またお金も使っておりますけれども、デフ

レという経済状況もあります。しかし、同時にまた来たいとお客さんが思っていないのでは

ないかと思う一面もあるわけでございます。 

  そうした思いから、私は２点のことについてここではお伺いをしたいと思います。 

  １つはお客さんと売上の減少から、この間、廃業、倒産したホテルというのが続出をして

おります。こうしたホテルは業態を変えて、いろいろな形で参入されてくる。そういう中で、

お客さんの獲得ということが大変厳しくなってきておりますが、そういうことがさらに既存

のホテル、旅館等の経営を厳しくすると、こういう面も出ているのではないかなと。そうい

う点から、私はこういうことに、町として何らかの対策が打てないだろうかということを１

点目はお伺いをしていきたいと思います。 

  ２点目に、昨日もいろいろな形で観光客誘客の取り組みについて、議員諸氏からいろいろ

意見が出ました。とりわけ着地型、また地域型とか、ジオパークなど、いろいろな角度から、

新しいお客さんへの観光地の情報発信の仕方というものが今出てきているというふうには思

いますけども、我が町を見たときに、とりわけ企画力やお客さんをもてなす案内人などの人

材育成がおくれているのではないかということを私は思うんですが、これらについてどのよ

うにお考えでしょうか。 

○議長（森田禮治君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 



（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） おはようございます。 

  山田議員の第１問、災害後も続く観光客の減少については、２点からの質問となっており

ますので、順次お答えいたします。 

  １点目の廃業、倒産したホテルがビジネス型旅館となり、価格引き下げが起こり、さらに

は客離れが進んでいる。対策が必要と思うがについてですが、御承知のとおり、格安旅館チ

ェーンでは、伊豆や箱根を初めとする日本有数の温泉地で、経営が立ち行かなくなった旅館

を買い取り、格安旅館として再生し、長引く経済不況の中でも、短期間に急成長を遂げてお

ります。 

  以前民放のテレビ番組でも紹介されましたが、全国屈指の温泉街を擁する能登半島の和倉

温泉では、格安旅館チェーンが始めて進出した際に、和倉のおかみたちが立ち上がり、自分

たちおかみのいる旅館のよさをもう一度見直し、これまでの旅館のよさであるおもてなしの

心で立ち向かい、新たな取り組みで生き残りをかける姿がありました。まさにこのような自

助努力が必要な時代であると感じております。 

  町として対策が必要であるとのことですが、市場主義経済の中においては、大変難しい問

題であると考えます。町内の金融機関に対しては、今後も地域密着型金融の推進に取り組ん

でいただき、情報の共有化を深めるとともに、基幹産業を担う地元の老舗旅館への支援体制

の強化をお願いいたしたいと考えますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の着地型やジオパークなど、いろいろな角度からの対応があるが、企画力や

もてなす案内人などの人材育成がおくれているのではないかについてですが、全国における

観光地間の競争が非常に激しくなっている現状では、山田議員御質問の企画力を有する人材

や、案内人などの育成は非常に重要なテーマであり、当町にとっても大きな課題の一つだと

考えています。 

  当町においては、現在稲取温泉観光合同会社が主催する町歩きツアーが人気を博しており、

そのほかにも地元の方が案内や指導をする体験プログラムなどが多数用意されていますが、

当町を訪れる来遊客全体から見ると、参加者はそれほど多いといえない状況であります。 

  また、町の観光協会では、今月専門家を迎えて、人材育成のためのおもてなしセミナーを

計画しておりますが、今後も案内に限らず、ワークショップ等を企画運営できるファシリテ



ーター等、さまざまな角度から人材育成に取り組む個人や組織の支援等を積極的に行ってい

きたいと考えております。 

○議長（森田禮治君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長は、確かにまず旅館の問題については言われており、今の資本

主義という形の中では、なかなかいかんとも100％なことはできないということはわかります。 

  ただ、私思うに、この伊豆というのは、バブルのときにいろいろな形の旅館もできた。さ

らに、熱海や伊東、うちの町内もそうなんですけれども、町長が言われているテレビや何か

でも言っているように、指定管理者制度という形ができたことによって、例えば今まであっ

た町外の市町の保養所が完全に指定管理になることによって、その市町のお客さん以外にも、

あいているときはどんどん入れられると、こういう状況もあるわけですね。 

  そうすると、バブルのときに非常に施設が膨らんだ。数も増えた。大きくなった。そのこ

とがそのまま残っているわけですから、その当時2,000万人お客さんが来遊したのが今はもう

1,000万人、伊豆全体では切っている中で、非常に施設がある面でいえば過剰状況にあるわけ

ですよね。そこでお客さんを取り合うという一つの構造があるんですよね。 

  町長も答弁で言っていらっしゃいましたけども、私も確かに直接の規制はできない。ただ、

本当に旅館の生殺与奪というのは、ある面金融機関が持っているところってあるではないで

すかね、不良債権処理だというふうな形も含めて。これを単純に不良債権という面からだけ

行わせてはいけないと思うんですよ。銀行さんにしましても、一つの旅館をやることによっ

て、ほかのところへ貸している債権や何かもあるわけですから、一つの処理を間違えれば、

ほかの貸付だって今度不良債権になってしまうということも起こり得るわけで、一緒に本当

に協調していただいて、この地域をどうしていただくかということについて、お互いの意思

疎通、情報共有というのが本当に必要で、紹介を含めて、ぜひそういう取り組みはしていた

だいて、何か町とも直接的な話し合いもないので、ただ数字だけを見て、簡単に不良債権の

処理だというようなことが横行しないように、これはぜひそういう点では、これ以上のマイ

ナスを食いとめるというためにも、また必要ではないかというふうに思っております。 

  そういう形の中で、ぜひ町長も言われるように、適正な価格で、本当に日本のホテル、旅

館という観光業界というのが料理やおもてなしを中心に、ビジネス型とは違うよさというの



があるので、そういうものを発揮していただくというふうに期待はしたいというふうには思

っていますので、その点をまずお伺いをします。 

  町長、２つ目の問題なんですけども、昨日の話も聞いていて、議員諸氏から出ていた観光

の問題についても思うんですが、私も議員長くなりましたけども、恐らくこの30年ぐらいで

見ると、観光施設整備にうちの町としたら、恐らく数十億円のお金を投じているんですよ。

だけれども、どれだけ物になっているのかなと。今も町民に利用され、観光客が行っている

ところって一体どれだけあるのかなと見たときに、かなりそれこそ不良債権みたいになって

いる、あと重荷になっているものだって、ないとは言えないと思うんですよ。 

  これはつくる側の問題点もはっきり言ってある。でも、私は同時にもう一つは、つくった

けれども、本当に観光の方々がこういう施設を使ってくれているかなという問題を見ると、

ここにも問題があるんではないかと。 

  過去の問題でいえば、あの東のプールにしたって、問題になったけれども、熱川のテニス

コートだって、観光のいいときにつくれ、つくれと言って、町はつくるんだけれども、最後

は結局しりぬぐいもできずに、壊してしまったり、返却したりとか、いろいろな施設という

のがいっぱいあるではないですか。つくったけれども、遊歩道も朽ち果てて、誰も行かない

けども、看板だけ残っているような遊歩道もありますよ、実際の問題。 

  ここの問題の一つは、本当に観光の方々がそういうものをお客さんに提供しているかどう

かという問題があると思うんです。 

  町長、これは実は町長のところにもお手元に回して、議員の皆さんには見えなくてすみま

せん。これは東伊豆町観光協会のホームページと、これは伊東の観光協会のホームページの

トップページにあったものなんですけども、これを見て思うことなんですが、伊東の観光協

会の企画、このホームページを見ただけで、うちの町では例えばこの３月ですと、イチゴ狩

り、オレンジ狩り、伊豆太陽農協東河農業祭、アマゴ渓流釣り、マス釣り大会、アニマルキ

ングダム、梅まつりと、こういう形、当然これについてはクリックすれば中で子細情報が得

られるという、これはもうあれとなっています。 

  ただ、これは伊東のやつを見ていただくと、「伊東八景の自然を満喫してみませんか！」、

「大室山の四季」、「春の花散歩…松川湖畔の梅と河津桜」、「寒いときには温泉に限りま

す。きょうは足湯！」ですと、「街なかで、ちょっと手軽なお湯めぐり！」、「「東海館」



のお風呂にはいってみませんか？」、この打ち出し方の違い。これを見たときに、何なのか

なというところなんですよね。これでさらにこの違いというのは、先ほど壇上で言ったよう

に、うちの町は本当にスーパー銭湯ぐらい、また昨年対比では落ちるんではないかと。しか

し、昨日の伊豆新聞で、伊東商工会議所の報告としては、伊東のほうは８％ぐらいの増だと、

ここに違いがあるんですよね。 

  この違いで、もう一つ町長、言えるのは、伊東はこういう形で、散策も、見て回れるとこ

ろも掲示してありますけれども、これにさらに伊東の観光版だとか張って、さらに自然探索

案内人があって、そこへ行きたければ、当然そういう案内をつけて行ける、こういう体制が

あるんです。 

  ここに大きな違いは、僕はどこにあるのかなというと、観光業に対して、これだけお客さ

んが減っている中で、例えばうちの町の観光の戦略というのが悪いとは言わないですよ。悪

いとは言わないけれども、例えば細野のイベントだとか、イベントに頼る。だけれども、イ

ベントに頼るということは時期が限られる。このところの問題だと思う。 

  伊東のは、こういうやつ見ると、いつでも365日お客さんにウエルカム、来てくださいです

よ。それに対して人材育成もしっかりしていると。だから、イベントのときだけお客さん一

生懸命に集めようというスタイルではなくて、365日お客さん来ていただこうと、こういう仕

組みとして、これができ上がっている。ここの僕は差ではないかというふうに思うんですね。 

  ２月に日本政策金融公庫が出した統計がございまして、それに非常に付合しているのは、

政策金融公庫の観光の調査で、今旅行形態とか経済は悪い中で、観光を引っ張っているのは

何かという中で、20代の女性とシニア層だと言っているわけですよ。今後ある程度の期間は、

このシニア層が観光業の牽引車ではないかと。それは数の問題と、毎日が日曜日ですから、

旅行に出かける機会というのが当然健康であれば増えているということの証明でもあるし、

そういうことの観光動態の状況からしたら、365日お客さんに来ていただいて、泊まっていた

だいて、町内を探索していただくと、こういう戦略が必要で、伊東との違いは、まさにこう

いうところにあると。 

  人材の問題で言いますと、昨日もちょっと何人かジオパークの話をしたんですけれども、

僕はこの間、下田の県の出先機関のある幹部の方に聞いて驚いたのは、うちのある団体の幹

部の方がジオパークの話をしたら、こんなジオパークをやったら、何人お客が来るえと、こ



ういう話をしているんですよ。観光関係の方ですけれども、観光協会長ではありませんよ。

しかし、幹部の方がそういう認識なんですよ。 

  毎日ジオパークもそうなんですが、いいところがある。昨日も議論してなったと思うんで

すけれども、場所とここへ来ていただいたお客さんをつないでいくというのは、旅館の方で

あり、例えば案内人だとか、いろいろなそこに町民がかかわらないと、その情報サイトに行

っても、いろいろな探索のところ、いいところだからさ、行ってみなよと声かけてもらわな

かったら、そういう幾らいいところが自分たちはあると思っていても、お客さんは行かない

わけですよね。ここに人材教育の欠如というのが今うちの町の中ではあるのではないかなと。 

  そうしないと、ジオパークもそうだけれども、今までのいろいろな観光施設の中で、いい

から、例えばふれあいの森のとかもいいですよと駐車場もつくって、本当に何軒の旅館がこ

こいいですよと紹介してくれていますかと。 

  例えば、細野でのワラビ狩りでも、旅館のチケットを持って来た方が何人いるかと、何百

人いませんよね。恐らく２桁の低いレベルだったというふうにちょっと私は聞いております

よ。 

  だから、それは偶然泊まったら、そういうことをやっていたら来るという方もいらっしゃ

ると思いますけれども、しかしわかっていて、我々のほうから情報を発信してないし、来て

いただいたお客さんにもそのことが伝わるような町の体制というのはできていないんではな

いかなというふうに思うんです。 

  それで、これはどうしたらいいのかなというふうに思って、いろいろ考えたんですけれど

も、これは物すごい極端な議論かもしれませんけれども、伊東、熱海の観光協会とか、市の

観光課の体制をちょっと調べてみて、熱海や伊東も市の協会自身は七、八人ですよね。そん

なにうちのほうも３人プラス１人ぐらいか２人ぐらいの臨時職員でやっていますから、二、

三人多いだけなんですよね。 

  ただ、伊東なんかの場合、観光課が、課長さんを入れると14名の体制で、企画宣伝係と観

光施設整備係と２つの体制でやっていくわけで、これはかなり行政主導になっているのかな

と。行政主導がいいかどうかという問題はあるんだけれども、しかしここまで落ちてきて、

しかしこういういろいろな町がつくった問題が生かされないとか、いろいろな問題が出てき

た状況の中では、熱海や伊東はこういう形でシフトをして、観光業の牽引というものを考え



ているのかなというふうに、ちょっと私は思ったんですけれども、これはどうしていくのか

ということについては、もっと考えなければいけない点があるんではないかなというふうに

思っておりますけれども、いかがですか。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点の役場の銀行関係、今、某銀行とは原則的に１カ月に１回、

情報交換をしております。そういう中で、今言ったような旅館をなるべくつぶさない方向で

やってほしいということは、再三再四頼んでいる中で、自助努力をしないところはこれは仕

方ないということは銀行さんに言われますので、そこはしようがないけれども、頑張ってい

るところに対しましては、手厚い方法で目を向けてほしいということは頼んでおりますもの

で、その辺は理解願いたいと思います。 

  さらに商工会という話が出ました。自分は某銀行とは１対１で話した後、情報交換してい

る中で、商工会を入れるのも一つの筋かなと考えて、ちょっと検討させてもらった中で、そ

れをやっていきたいと考えております。 

  だから、基本的には銀行さんには本当うちの町は旅館さんがつぶれて、大変困るという中

で、再三再四頼んでおります。しかし、旅館さんも企業ですから、自助努力しないところは、

これはしようがないでしょうということははっきり言いますもので、ただし自助努力してい

るところに対しては、手厚く扱いますということは言ってくれておりますもので、その辺は

また再三再四銀行さんとは情報交換していきたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たしたいと思います。 

  次の２点目のこれを見ただけでも一目瞭然ですけれども、僕はこの前にホームページがす

ごい不満に思っているんです。基本的には、まずこの稲取温泉のホームページは全然魅力が

ないもので、もうすぐ宿泊へいっているんですよね。 

  その中で聞いたら、町のホームページがある程度町のことをやっているもので、稲取の旅

館組合は、直接宿泊に結びつくような方向でやったばかりだというもので、ちょっとそれは

様子を見ようかと思って、まず魅力がない。それで、町のホームページも全然魅力ないです

よ、私が見ている中で。 

  山田議員が一般質問されましたけども、町のほうにも言うつもりでいました。全然魅力な

いもので、これではほとんど町のホームページを見た中で、お客さんが来る中で、全然魅力



がないということを自分自身が感じています。 

  これを見ると、本当に一目瞭然ですよね。全然伊東のほうのホームページが楽しいですよ、

見た感じが。これはまた町のホームページが町の協会のほうには言っていきたいと考えてお

ります。 

  そういう中で、確かに相当観光施設整備に使っていると思います。これは反省するところ

は反省いたします。そういう中では、つくっても本当につくった側、観光のほうがそれを本

当に使っていくかということ、これは本当に疑問に思います。 

  一例を申し上げますと、花見のうたげですよね。これは産団連だよという中で、一生懸命

やった中で、夜ライトアップをしてほしいといった中で、一応ライトアップする計画でいた

中で、私も１回行った中で、観光客は１人も来ませんでした。そういう中で、そんなライト

アップしても無駄なお金ですから、それはとめております。 

  そういう中で、どんどんそういうところにも連れてきてほしいということを言っています

し、今度はせっかくワイン工場にパーキングをつくったもので、そういうものを積極的に利

用した見晴らしのよい、あそこのポイントへ観光客をどんどん連れていってほしいというこ

とも言っておりますので、何しろつくったとしても、何のためにつくったかということをち

ゃんと理解してくれなければ、町もやる意味がないもので、だからそういう中でもそういう

ところにはお金はつけません。そういう気持ちでやっておりますもので、理解願いたいと思

います。 

  さらに、山菜狩りの件も私も聞きました。フロントの奧のほうに切符が置いてあるとか、

そういう情報も聞いておりますので、本当に観光課はやることが観光の人たちは本当にやる

気があるのかとか、その辺は感じております。 

  しかしながら、今来た人たちも事務局長がかわりましたもので、この事務局長は民間から

来たのに一生懸命やっております。そういう中で、町の観光課とタイアップして、この町を

変えようという意気込みでやっておりますもので、その辺はまたちょっと見てもらいたいと

思いますので、その辺はよろしくお願いいたしたいと思います。 

  そういう中で、人材育成、本当にこれは一番重要な課題という中で、先ほど壇上でも言い

ましたけれども、このおもてなしセミナーという計画しておりまして、これをやると聞いて

おりますもので、これがどういう結果を出すかということをまた期待しながら見ていきたい



と思います。山田議員と同じように、この人材育成、一番大事だと考えておりますので、ま

たこれからもいろいろ教えていただければありがたい。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、たしか町の観光協会が100万人の観光客を目指してというのは、

今年の総会のとき、24年度ありましたね。一番の違いは、とにかく戦略が違うんですよ。イ

ベントをやって人は集めようとか、細野のイベントもいいんだけれども、これだけ下がっち

ゃうと、さっき言ったようなシニア層もいるんだという状況も含めて、ウイークデーもお客

さんをしっかり呼べるようにしていこうという、この基本的なところをはっきりさせないと

いけない。 

  同時に、そのことによって、全て確かにホームページを変えるのは簡単かもしれないんで

すけれども、それに伴って、さっき言ったようにいろいろな体制ができないと、そういう受

け皿ができないわけですから、100万人目指すのは僕はいいと思うんだけれども、しかし今み

たいな形だけでなく、本当に平日のお客さんも増やせる。イベントの一過性のものだけでは

なくて、だからイベントいというものをやるということがあれは本来町を売り出すまさに宣

伝の一つなんだけれども、イベントが目的になり、その目的をやればお客さんが来るという

ふうな、手段と目的が何か逆になっているような、そういう状況もあるので、しっかりとこ

の観光立町ということであれば、そこのところに取り組んでいくということだと思うし、先

ほど言わなかったけれども、伊東の場合、例えば伊東パチンコだとか、あるんですけども、

これには一般の市民の方が大勢参加している。伊東の観光案内人の方なんかも含めて、観光

ではない、市民の方々が今観光を支える側に回ってやっているわけですよね。 

  うちの町のほうは、観光立町といっても、どうも稲取や熱川の花火大会を見ても、旅館や

関係者だけの祭りというイメージもぬぐい切れない。今は着地型とか地域型とか、言葉はい

ろいろあるけれども、地域全体の魅力でお客さんをもてなすんだという中では、一部の人た

ちの意向だけで企画やイベントが決まっていくということではなくて、町民みんなに参加し

ていただく。また、そういう形にならなければ、お客さんに来ていただいて、本当に喜んで

いただけないというふうに思うので、こういう僕に言わせれば、あれは観光の民主化ではな



いかと思うんですけれども、観光のそれこそ構造改革が必要なんだというふうに、既にそう

いうことを伊東や熱海では、どんどん外部の人を入れる、そういうことがどんどん始まって、

それがいろいろな企画を起こし、力になっています。この間の南伊豆もそうでした。 

  そういう点をぜひ考えていかないと、今までの形、うちの町みたいに、旅館や何かの意向

だけでいろいろなものが左右されて、町がつくったものも生かされないという状況では、お

客さんが減少していくのは、ある面必然ではないかというふうに思いますので、ぜひその点

よろしくお願いします。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） 私は町の観光振興をやっている中で、これは外部の方が大分入ってお

ります。そういう中で、そこでいろいろ企画していく中で、私はこれで大分町が変わってく

るのではないかとは期待しているんですよ。だから、１年後にこの結果を見ていただければ、

また大分変わってくると思います。 

  そういう中で、事務局長も一生懸命頑張っておりますし、私もオープン教室の中で、異業

種の若手、若手といっても40代の半ばを集めた中で、協働でまちづくりをやらなきゃならな

いということは言っておる中でやっておりますもので、だんだんある程度いい結果は出てく

るではないかとは、自分自身は考えておりますけども、そういう山田議員もまたいろいろな

ことがありましたら提案していただければ、それに沿って、またいいまちづくりをしていき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（森田禮治君） 次に、第２問、介護認定者・認知症患者増加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） ２点目ですけれども、介護認定者や認知症患者増加への対応につい

てということでお伺いをしたいと思っております。 

  とりわけ高齢化が進んでいくという中で、介護認定者や認知症患者の増加というものが予

想されていると。これは国や県でもそういうふうに言っております。 

  ここで介護予防など、患者減少の取り組みについて、町は今後どう考えているのかという

問題と、とりわけ介護認定者の増加という問題では、サービス需要の増加というものが見込



まれるというふうに思いますけども、これらのサービス提供についてどう整えるのか、この

辺についてのお考えをお伺いします。 

○議長（森田禮治君） 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、介護認定者・認知症患者増加への対応については、

２点にわたる質問ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の高齢化の進行で、介護認定者や認知症患者の増加が予想されるが、介護予防など

の患者減少の取り組みはについてですが、当町の１月末での高齢化率は35.6％で、今後も高

齢化の進行は避けられない状況となっております。介護認定率は13.3％と、平成23年度決算

時とほぼ同じとなっておりますが、高齢者人口が増加しているため、認定者が増加している

現状にあります。今後も高齢化率は上昇し続けると思われますが、高齢者人口は平成30年ご

ろをピークとし、その後徐々に減少するものと考えております。 

  現状での介護予防事業の取り組みや一次予防事業では、プールを使った教室や健康吹き矢

教室、若返り健康教室、認知症予防教室など、通年開催教室と合わせて10教室開催して、実

人数での参加は196名となっております。 

  また、二次予防事業では、運動機能や口腔機能改善の教室を前後期で６教室実施し、実人

数での参加者は50名で、参加者の中で要介護認定へ移行した方は１名となっております。課

題といたしましては、二次予防の参加率が低いことが挙げられますので、事業の周知や魅力

あるプログラム実施に向け努力したいと考えております。町といたしましては、今後さらに

介護予防事業の充実を図るため、積極的に取り組んでいく考えですので、御理解をお願いい

たします。 

  次に、２点目の高齢化の進行で、サービス需要の需要増加が見込まれるが、サービス提供

をどう整えるかについてですが、今後の介護サービスの整備につきましては、現行の在宅サ

ービスを中心に、住みなれた地域での生活が継続できるような小規模多機能型居宅介護など

の地域密着型のサービスの充実が必要になるなどと考えておりますので、平成27年度からの

次期介護保険事業計画に向け、国の動向を踏まえながら、地域で安心して生活できるような

介護サービスの整備に取り組んでいきたいと考えておりますので、御理解をお願いします。 



○議長（森田禮治君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、大体質問についてはあれなんですが、町長も言われたように、

参加がまだ少ないと。昨日ホームページからダウンロードしたんですけれども、いわゆる高

齢者が4,000人、5,000人、いわゆる65歳以上が4,000、5,000人いると。いわゆる介護保険の

加入者というか、一応の対象者という面では、40代以上でいくと9,600人ぐらいが40代以上だ

と。 

  ここで健康づくりをし、介護予防をしていく。これはある面もし対象者だというふうに考

えると、今の数字は明らかに少ないということだと思うので、それについては一つ一つの事

業について、事業の決算で見る限り成果は出ているんだと、問題はここの参加者を増やすの

か、それともまた別の視点から、どうしたらこれだけの数千人からの人たちに健康づくりに

かかわってもらえるのかという、そのかかわり方について、もう少し一工夫が必要ではない

のかなと。 

  今やっていることが悪いんではなくて、でも、それを増やしていくだけでは、今の恐らく

利用者の状況からすると、数％のレベルですから、これを数％を１割にするという部分も大

事なんだけれども、いかに数千人、または１万人近い40歳以上の方々を健康づくりとか、介

護予防とかという方向に乗っけていくのかという点が本当に課題だというふうに思うので、

これは今日、明日の問題ではないんですけども、今後の健康づくり、保健計画、いろいろな

計画等の中でも、ここをもう少し質的な飛躍、取り組みを考えないと、延長線では解決して

いかない。 

  特に今年齢構成でいきますと、団塊の世代のところがあと10年くらいたって75歳以上にな

ってくるころというのが特に後期高齢者の人口が爆発的に増えるわけですから、当然介護認

定を受ける方がこの辺では爆発的に増えるということが見込まれているわけですから、今が

非常に大事ではないかと思います。 

  それと、もう一つの問題で、介護施設の問題なんですけれども、僕も小規模多機能が大事

だと。町長が言われたように、2030年ぐらいで高齢者人口が頭打ちだよということになると、

今広大な土地を買い、お金をかけて特別養護老人ホーム等を建てるという状況ではないとい

うのが介護事業者の切実な声で、本音なんですよね。建物をつけ、人を雇っても、15年先に



仕事がどうなるかわからない状況では、新しい施設というのが期待はしているけども、なか

なか事業者のほうもできない。 

  そういう点で、今回も条例で町でもそういう点では権限移譲になってくるんだけれども、

地域密着のこのサービス事業の提供ということが非常に介護のサービスとして重要になると。 

  町の高齢者福祉介護計画でもそうなんですけれども、高齢者の方でも、介護認定者の方で

は、特に自宅または家族で介護保険を使って、老後、家ないし近くにいたいという意向が一

般高齢者の場合では66.8％、介護認定者の場合でも、自宅または家族や介護保険で何とかこ

の老後を暮らしたいんだという意向というのは非常に強いわけですよね。これは国も含めて、

全体的にもそういうことが言われているので、そうしますと、各町内会ぐらいに一つなのか、

小さければそういう規模で拠点となる地域密着の小規模多機能居宅住宅など、いろいろつく

っていくということが必要になるのかなと。 

  特にうちの町の場合は、たしか県内でも高齢者だけの世帯というものの比率が非常に高い

わけですから、１人が介護認定を受けたりとか、入院されたりとかという状況でも、極端に

生活の状況が変化をしますので、特にこういうものがこれからこの次の介護福祉計画等の策

定の中でも非常に重要になってくるのではないか。 

  同時に、ここで問題は、ただこれをつくってくださいといっても、簡単にできないという

面もあるもので、ここの部分については、特に特養、昔各市町で土地を提供したりして、い

ろいろな形で特養を誘致したということあるんだけれども、今の状況では、この小規模多機

能などの施設整備がこの５年、10年の中で整備されていかないと、大変な事態で、施設には

入れない、病院で社会的入院をするのか、家族が大変な思いをするのか、こういう事態も起

きるわけですから、これは町としても何らか行政的にもそういう施設が整うような支援とい

うものを考えていく必要があるのかなという点は、特にこの問題のポイントになると思うの

で、今日、明日の問題ではないですけれども、今後の介護福祉計画等の問題では、そこが一

番重要ではないかと思います。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） 介護認定者につきましては、予備軍が本当に何千いる中で多分数％も

ないかと思うんですよ。その中で、そういう人をいかにこういう教室に通わせて、そういう

認定者を少なくするか、これは町の喫緊の課題でありまして、これはまた原課と相談して、



どのような方法が一番いいかということはまた相談しながら、教室に入る人を多くする。こ

れは検討し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。 

  そうしますと、今度はサービス、これは本当は平成30年がピークという中で、特養が小規

模になってくるというのは同じ考えでございます。そういう中でも、壇上で言いましたが、

国の動向をちゃんと踏まえながら、いい方向でやっていきたいと思います。その人たちが本

当に安心でこの町で暮らせるような、そういう施設をつくっていきたいと考えて、一つの提

案として、町がバックアップすべきかということをまたそのときになって、十分吟味しなが

らやっていきたいと考えておりますので、その辺はひとつよろしくお願いいたしたい。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 次に、第３問、景観ビジョン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） 町では、東伊豆町景観ビジョンというものを策定して、ホームペー

ジでも公開をしておりまして、読んでみると、なかなかそうだなとうなずく点があるんです

けれども、町としてこれをつくったんですけれども、今後の活用について、どのようにお考

えなのか。 

  というのは、ビジョンだけで終わりなのかなという点もちょっと感じますものですから、

この点をお伺いをしたいと思います。 

○議長（森田禮治君） 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、景観ビジョンについての１点目、ビジョンをどう

活用するのかについてお答えいたします。 

  東伊豆町景観ビジョンにつきましては、昨年の11月２日の庁内回覧に掲載させていただき

ました。このビジョンは、町内若手のメンバーと、行政側の景観を考える伊豆ワーキングと

の３回にわたるワークショップを経て作成したものであります。メンバーとの町歩きやワー

クショップでの議論を通してまとめられた３つの視点から成る指針は、今後の当町の景観を

考えるときに大変重要なキーワードになると考えております。 



  ３つの視点の１つ目は、日々の暮らしの中ではぐくまれた美しい景観、２つ目には文化的

資源など産業的景観、そして３つ目は自然景観であります。 

  このワークショップの議論の中で、また箱根などの先進地視察などから、より豊かな景観

を形づくるには、その場所において地域の基本となるルールが必要になってくるという共通

認識に立っております。私は景観ビジョンをさらに活用するために、今後条例制定も含め、

より豊かな景観形成のあり方について検討してまいりたいと考えておりますので、御理解を

お願いいたします。 

○議長（森田禮治君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、そうしますと、条例制定というか、一般的に行政手法としま

して、景観をどうするかという問題になったときには、エリアを決めて規制を図るか、エリ

アなり条件を決めて、一応財政的に支援をするかというような２つの問題があるんではない

かと思うんですけれども、規制をするといった場合、条例を制定するといった場合に、どう

いうことが考えられるのかなということが一つの問題としてあって、そうするとどちらかの

手法を取り入れなければならない。 

  例えば、小布施であったり、山形県の金山町なんかですと、金山杉があるというので、色

とか杉を使って、校倉のようなつくりをするとか、いろいろな問題が出てくると思うんです

けれども、いい内容なんだけれども、しかしこれをこれから住民にしていただくためには、

非常に苦労が多いんではないかというふうに思っていますのが１つ。 

  もう一つは、こういうビジョンができたということの中で考えたときに、例えばこれから

こういう策定をされたという中で、町がつくるような施設とか、また関係団体、補助金や何

かいろいろなところがつくるような施設も、こういう当然景観ビジョンは、もし条例でなっ

ていなくても、こういう趣旨が生かされるのかなと。つくったけれども、条例がつくる間は

まだ無法状態でいけないし、町が率先してそういうものを体現していかないと、もし町長が

言われるように条例化をして、いろいろな規制ないし支援をしていこうといったときに町の

その姿勢が問われるんだと思うんです。また、町や関係団体なんかの。その辺が条例策定ま

での間があるので、その間どういうふうにするのかなと。この２つについて。 

○議長（森田禮治君） 町長。 



○町長（太田長八君） 今年景観ビジョンをつくった、その条例に至るまでの当然経過という

のは、公共の建物に対しましては、景観ビジョンに沿った形でこれはつくってきて、そうい

う気持ちでございます。 

  さらにこの条例制定するのは大変難しい面がある。例えば小布施ですとか、本当にこれか

ら住民の理解を得られないとならない条例でございますもので、その辺は十分話し合って、

自分自身としては、そういう私も建築士ですから、一応小布施とか、そういうまちづくりを

したいと考えております。これはなかなか時間もかかると思いますもので、そういう方向で

条例は制定していきたい、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。 

○議長（森田禮治君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長が言われたように、町もそうですけれども、いろいろな関係団

体のところなんかもぜひあれしていただかなければ、そうしないと、後々条例をつくろうと

いったときに、なるほど、こういうふうにつくればいいんだというモデルもなく、こういう

ものが増えていったら、町もよくなるよねという意味も含めて、例えばの話小布施なんかは

そうですね。郵便局であれ、例えば消防の蔵置場であれ、そういうものが景観が統一される。

そういうことというのは、まちづくりにあったわけでして、その辺が既に設計が終わってい

るものは無理なんでしょうけれども、ただビジョンができたんだけれども、その後そこが生

かされないとか、いろいろな関係のところでも、そういう趣旨が御理解いただけないようで

は、住民のところまでいかない。 

  住民も小布施にしろ金山なんかで見ても、町が10万とか幾らは出すけれども、当然その部

分では、住民の方々の負担ということも一定なしにはいかないものもありますので、ぜひそ

ういう点を配慮してやっていただけたらと思っております。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） 小布施に関しては、私は大変興味持っております。その辺はまたノウ

ハウは聞いていきたいと思います。この条例制定は、大変地域住民の理解が得られなければ、

これできないものですから、これは時間がかかると思いますが、これはやっていきたいと考

えております。 

  以上です。 



○議長（森田禮治君） 次に、第４問、有害鳥獣対策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） ４点目は、有害鳥獣対策についてなんですけども、昨年の秋以降、

ハクビシンとか、今までの猿、鹿、イノシシに加えて、ハクビシン、ヒヨドリ、こうしたも

のの被害がたくさん出まして、ミカン畑や野菜をつくっている人たちのところに被害がたく

さん出たんですけれども、町としてはこういう状況について、まず把握しているかどうかと

いうのが一つと、ハクビシンやヒヨドリの被害について、町のほうでは何らか対応したのか

どうか、このまず２点からお伺します。 

○議長（森田禮治君） 第４問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第４問、有害鳥獣対策については、２点からの質問になっ

ておりますが、関連がありますので、一括でお答えいたします。 

  １点目は、昨年地区以降、ハクビシンやヒヨドリなどの被害が増加していると思うが、状

況を把握していたか。２点目、ハクビシンやヒヨドリなどの被害に対して、町はどう対応し

たかについてお答えいたします。 

  御質問の鳥獣害対策の現状と今後の対応につきましては、たびたび山田議員から御質問い

ただき、その都度被害状況や対策についてお答えをし、事態の深刻さについては認識してお

ります。また、御提言については、ありがたく受けとめております。 

  さて、御質問のハクビシンとヒヨドリの被害状況については、主にミカン農家の方から増

えているという情報が寄せられています。ハクビシンは甘いものを好んで食べる習性があり、

果樹に対する被害が多いようです。また、ヒヨドリも甘いものを好み、昆虫と果実を主に食

べ、かんきつ類を好んで食べると報告されております。ハクビシンもヒヨドリも、狩猟鳥獣

及び町の有害鳥獣に選定されており、狩猟期間内は狩猟の対象として捕獲でき、それ以外は

有害鳥獣として申請に基づき捕獲許可を与えております。 

  ハクビシンについては、通報があった場合、担当職員が箱わなを仕掛け、わなにかかった

ものについては、猟友会の協力を得て処理を行っております。ヒヨドリにつきましては、鳥



獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に、わなや釣り針、とりもち、薬剤等を用いること

が禁止されているため、銃の使用以外に有効な手段がなく、それについて区域の制限があり、

対策が立てにくい状況にあります。今後も調査、研究を行って対処していきたいと考えてお

りますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（森田禮治君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、これは自分の畑もやられました。 

  ハクビシンも最近はとんでもないやつで、昼間でも平気で畑に入っている。今までは夜行

性だというふうに聞いていたんですけれども、雨の日ですけれども、うちの畑なんかも、見

えるところまで出てきまして、こいつらは昼間も動くんだなと思いまして、憎々しく思った

んですが、ヒヨドリは町長が言われたように、ミカンだけではないんですよ。葉物、ブロッ

コリー、ホウレンソウ、こういうものの被害がたくさん出ているんです。いわゆる家庭菜園

みたいな人から、本当に市場やいろいろなところに朝市に出すというふうにつくっている人

まで、本当にブロッコリーが。 

  僕自身は例えばキヌサヤなんかも、１月になってわっと来て、柔らかい葉っぱをどんどん

食べまして、２回ぐらい来ると葉っぱがなくなるんですね。だから、ミカンもヒヨドリは当

然わせ系のミカン、10月ぐらいからわせなんかも大分やられて、とったら空だったというよ

うな話もあるんですけど、ミカンもあるんです。だけれども、ヒヨドリについては、そうい

うことで、野菜類にもあるんですよ。 

  駆除のこれは町長が言われたように、問題というのもあるんですけれども、ここでの僕は

問題点というのは、情報が来ないということが一番僕は問題だと思ったんですよ。うちもヒ

ヨドリにやられたよという話は、後で正月ぐらいになってから、うちもだ、うちもだという

話になるんですよ。 

  確かに、ヒヨドリがわなでとれるわけでもないというのもそうなんですけれども、わかれ

ば、何とかネットして、今ちょっと多いようだったら、何とかしようかという、野菜畑なん

かだったら、駆除とまでいかないけれども、防御しようということもできたりとか、いろい

ろするんですけれども、防御もとれないというところがありまして、それでちょっとこの問

題は、12月に町長と一般質問でやりとりしたときに、僕は農家自身の動きにしていかないと



だめではないかと。 

  町でも有害鳥獣対策はあるんだけども、区長とか入っているんだけれども、町長はそのと

き僕は経営振興会とか、地域の農家という話したんだけれども、地域で出ている情報が伝わ

らなきゃ、ハクビシンやヒヨドリなんて、そのヒヨドリなんかはちょっと１軒、２軒のとこ

ろ出れば、そのある程度のエリアにどんどん出没するわけですよ。ヒヨドリなんて、時期的

にあればどんどん動いていくわけで、稲取であれしたからって、奈良本や大川のほうへ行か

ないよなんということはないではないですか。非常に大量に来て、かなりのものをやってい

きますよ。 

  最近、カラスもミカンを食べるんだなということも最近見まして、物すごい。だから、そ

ういうことでやられる、いろいろな被害情報はあるんだけれども、それが駆除する以前にま

ず農家にもそういうことが伝わるような仕組みにしていくということがそれは僕も全部町が

やらなくてもいいとは思うんですけども、地域の人たちからそういう問題が出たら、すぐに

集約されて、農家の皆さんなんかに情報として伝わるような仕組みもしていかないと、これ

はそもそもはそれぞれの農家自身の問題でもあるんだけれども、被害というものはこういう

野生獣、野生鳥ですから、広範囲に及ぶわけで、そういう情報が今年こんなのが既に出て、

被害を受けたよというようなことがわかるような仕組み、農家が対応できるような、防御で

きるような、情報が回るような仕組みという点では、僕は一つはその地域の農家の集まりが

必要ではないかなというのが一つ。町だけが全てやればいいということではないと思います。 

  この間、５日に農林事務所が第２回のいわゆる鳥獣被害対策の講習会をやりまして、行っ

てきたんですけども、県の取り組みや三重県や群馬県の農家の方の取り組みもあったんです

けれども、共通して非常におもしろかったのは、ハクビシンもなかなかとりにくくて、間違

って猫をとらえるケースが多いとかいう話もあるんですけれども、資機材としては非常にお

もしろかったのは、町もあるわけですけれども、箱わなも落とすための鉄線があるですよね。 

  これを今県のほうで実証実験をされて、非常に効果があったというのは、熱感センサーを

つけて、熱感センサーで箱わなを始動させると、これで猿や鹿等々に、イノシシ、全てに効

果があったと。 

  県の林業センターの方の報告ですけども、そうすると猿なんかも、鉄線があると、足を外

にかけて、えさだけをとりに来るというような状況が熱感センサーで大きい個体が中に入っ



た段階で扉が閉まるというふうな作動をさせることで、鹿や猿もなかなかとりにくかったと

いうところも、捕獲できたというような報告が県の方からもありました。これはそういう資

機材がどんどん開発されて活用できるんだということが一つと。 

  町長もお話ししたことがあるんですけれども、西伊豆の天城牧場での捕獲というのも、２

年間ぐらい実施をして、400頭ぐらいあそこで鹿をとったんですけど、あそこの場合はそもそ

も牧場ですから、おりといいますか、囲いができているということを利用した形だものです

から、余り経費はかかっていないんですけれども、しかし囲いということも非常に効果があ

るんだということが県の方も入った実証実験として成果が報告されていまして、これも非常

にいいことだなというふうには思いました。 

  最後は、この群馬の方と三重の農業研究センターの方が来てのお話は、個々の農家ではだ

めだと、集落での駆除体制をつくらなければいけないと。 

  県の方は、三重県の鈴鹿地区だとか、そういう地域、集落に県の方が入って懇談会をした

り、駆除対策の勉強会をして、一緒にまずえさ場をつくらない対策、追い払う対策、そうい

うものをやって、たしか伊賀市の取り組みというのは、ＮＨＫなんかでも流されたというふ

うに記憶はしているんですけども、地域皆さんでやっていかないといけないよということが

どうも今回は農林事務所の講習会のテーマでもありました。 

  そういう点で見るとうちの町でも、例えば小さい集落がいいかどうかわかりませんけれど

も、例えば猿や鹿、イノシシなんかで被害が多いという点で見ると、例えば大川とか、地域

的に北川であるとか、どこかモデル地区でそういう地域での有害鳥獣に対する対策というも

のをどこか一つの地域を決めて、少し県や町も入って、いろいろやってみるということがす

ごく大事なんではないかと思うんですね。 

  当然、県の方も言っていましたけど、この有害鳥獣の問題の裏腹の問題が耕作放棄地とい

う問題、これも絡んでくるんだけれども、一緒にその問題を地域の皆さんとやっていけると

ころでモデル地区をつくって、結果を出していくと。東伊豆町ならこういうやり方なら、み

んなで被害を防げるよというものをつくるというようなことが必要ではないかなというふう

に、この間の講習会を通じても思いました。 

  私自身も前から町長にも言っているように、マンツーマンディフェンスではなくてゾーン

ディフェンスだよということを前から町長にも言っているんですけれども、そういうことの



例として、この間も群馬県と榛名村かな、それと三重県の伊賀市の各地区での取り組みが報

告をされました。どんどん被害も鹿、イノシシの被害なんかは大きいんだけれども、今回み

たいにハクビシンやヒヨドリとか、いろいろなものが想定できないものが出ている。あと、

アナグマの被害もあるよねというふうな話なんかも聞くわけだし、タイワンリスだっておさ

まっていないよねとか、いろいろなやつ、だからいろいろなことに柔軟に対応をしていくし、

何らかみんなで、こうやれば結果が出るんだというような対策が今求められていると思いま

す。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） ヒヨドリの件、自分もミカンだけだと古い人間で思った。菜園までと

いうことでびっくりいたしました。 

  そういう中で、その状況、なかなかそういう情報が町は入ってこないのが現状でございま

す。それが一つの入るような方向でやった中で、それをどういう情報発信するか。これは山

田議員からのある程度組織を使ってやったほうがいいではないかと、それも提案された。こ

れはちょっと考えさせてください。こういう被害が多くなったときに本当に困るもので、こ

れはちょっと考えさせていただきたい。 

  さらに、農林省などの講演会の中で、今いろいろ言いましたね。そういう中で、これは私

も担当職員は行ったのかな。そのようにまた聞いた中で、モデル地区、これも大変いい提案

だと思います。それで、うちの町は、東伊豆の有害鳥獣、今まで野猿対策と言ったんだけれ

ども、その中で野鳥をはかった中で、どのような方向がいいかというのは、いろいろその中

で検討させてもらいたいし、その熱線のことも大変いいことだと思います。 

  これは東河の有害鳥獣になりますので、これはこっちのほうでやった中で、いろいろ提案

していって、予算的な面もありましょうから、どの辺でいくか、わかりませんけど、そうい

う公の場でやった中で、いい方向でやっていきたいと考えています。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（森田禮治君） 次に、第５問、イベントなどによる時間外勤務の増加についてを許し

ます。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 



○１４番（山田直志君） 第５点目で、イベントなどによる職員の時間外勤務の増加について

ということでお伺いしたいと思います。 

  12月の議会でも、たしか２人の議員の方からもいろいろ問題提起があったのかなと思うん

ですが、ちょっと私はまた別の角度から質問をしたいと思いまして、職員の平均的な時間外

の勤務日数と最大の職員の休日外の勤務の状況というのがひとつどんな状況だったのか。 

  これに対して、時間外手当の支給であったり、代休の執行状況というのがどのような状況

に今年度あるのか、その辺をちょっとお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（森田禮治君） 第５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） 山田直志議員の第５問、イベントなどによる時間外勤務の増加につい

ての１点目、職員の平均時間外勤務日数、最大の職員の勤務日数は及び２点目、時間外勤務

への手当の支給状況と代休執行状況はについて、関連がありますので、一括してお答えいた

します。 

  12月定例会の村木議員、内山議員の一般質問でもお答えしたとおり、イベント等に参加し

た職員については、週休日の振りかえにて対応しております。 

  １点目の職員がイベントに参加した平均日数につきましては4.35日となっており、その中

で最も多かった職員は30日の週休日を振りかえております。 

  ２点目の時間外手当の支給ですが、冒頭でお話ししたとおり、東伊豆町職員の勤務時間、

休暇等に関する条例に基づき、週休日の振りかえで対応しており、手当の支給はしておりま

せん。 

  執行状況ということですが、振りかえ休の取得率は平均で９割弱となっております。確実

に休みを取得するよう指示しておりますので、御理解をお願いします。 

○議長（森田禮治君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、私はこの間12月のあれもあったんですけれども、代休も９割

取得だということになると、それはそれだと言うけれども、しかし逆に言うと、１割の部分

では、代休を取得されていないということになると、これは労働基準法違反という部分も出



てくるわけです。 

  平均して４日というのが多いか少ないかという議論もあるでしょうし、昔から職員とのコ

ンセンサスの中では、いわゆる町民大会だとか、一定のコンセンサスのあるものもあったん

だけども、最近の状況で見ると、イベントの増加とか、今回特に今年の場合で見れば、細野

高原のイベントに対して、想像以上に人が来たから、また人手も必要になったという面もあ

るでしょう。しかし、いずれにしても、時間外で多い人で30日ぐらいいろいろな形で勤務し

なければならないという部分がどうなのかなという部分と、１割であっても代休を取得でき

ない部分というものがあるということも、ある面いかがなものかと。この点は労働基準法に

反する部分ですよと。 

  これは町長の職務命令で時間外出勤をするわけですから、当然町長への責任という問題も

出てくるし、逆にまた12月に町長が言われたのは、観光立町の中で地方を盛り上げていこう

ということで、職員がいろいろやられている。特にヒナのときの職員厚生会なんかの取り組

みもありました。 

  確かにそういう意識も非常に大事だというふうには思うけれども、しかしイベントにこれ

だけ職員が参加をしても、代休を取っても、東伊豆町の事務執行が普通にできるということ

は、逆に言うと、職員が多いんではないのと、こういうふうにとる方もいらっしゃるわけで

すよ。 

  そういう面もひとつ考えていただく必要があるし、先ほどちょっと詳しく言いませんでし

たけれども、この間、先週ですけれども、南伊豆町でやっておりました桜のイベントを実は

見てまいりまして、祈りの星というか、流星のやつを見てみたんですけども、非常にすばら

しかったんですけれども、その中で私はボランティアの方がいるもので、ついつい若い人、

年寄りの人に声かけて、あなた役場の職員ですかというと、いいえ、違いますよと言うんで

す。あなたは、すみません。では、観光協会のアルバイトですかとか、観光関係者ですかと

いうと、違いますよといって、20代ぐらいの若い人とか、60代ぐらいにおじちゃん、おばち

ゃんがイベントをやっているんですよね。イベントに協力しているんですよね。 

  非常にそういうイベントの中身もよかったんだけれども、企画の中でそうやって大勢のボ

ランティアが企画を支えていて、何百メートルかの堤防を歩いている中で、南伊豆町の方が

いいらと、これは青野川でなきゃできねえよと、非常に自信を持たれて、お客さんの数は河



津のほうが多いかもしんねえけれども、うちの町のほうがいいし、まねはできねえぞといっ

て、誇らしげに話をしていたのが非常に印象的なんですれども、そういう意味では、町長は

この間も言ったように、いろいろな各団体からの要請や何かもあるんだろうと思うんだけれ

ども、先ほどのことと絡むんだけれども、本当にいろいろなイベントを町民みんなに参加し

ていただいて、支えていただくようなことというのが南伊豆ではやっているんですね。 

  役場の職員というのは出しているんですかといったら、出してないよと、担当課は行って

いるようだけれども、役場の職員なんかは使ってねえさというのがその後町長にお会いして、

町長との話でもそういうことでした。 

  だから、この辺も一応少ないといっていてもそういう状況ですので、町長が言われた面も

わからなくはないけれども、基本的に代休といえども、こういう代休取得ができない状況と

いうのは、労働基準法に反する状況があるという面と、イベントのあり方として、もう少し

工夫をしていただかないと、最終的にこれは出すのは町長ですから、問題があるのは各種団

体ではないんです。 

  そういう点で、町長のほうからもいろいろな働きかけもして、イベントのあり方も、本当

に見直していただくような方向に持っていく私は必要があると思いますが、いかがですか。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） イベントのあり方、まさしく山田議員の言うとおりでございます。そ

の点、町もその方向でやって、基本的にはほかの団体が役場の職員を当てにしちゃっている

のが現状でございますもので、それを何とか払拭したいというのが今気持ちです。 

  それで、いつもやっている夢市広場、これを最近はここは二、三年は役場の職員でやって

いるような感じですから、今回もそういう状況なら、夢市をやめる、そこまで強く言いまし

た。その中で、商工会がぜひともやりたいというなら、また今年もやりますけれども、その

辺も役場の職員がどれだけ出ているか。去年よりか出ていたら、これはまた厳しく言うつも

りでいます。そういう中で、徐々に悪いくせで、役場の職員が何とかしてくれると、この町

に蔓延していますもので、それは払拭していきたい、そういう気持ちでございます。 

  そういう中で、一つの意見として、私は熱川でろうそく、明かりをやっていますよね。そ

こは熱川は自分でやって、それだけで出たのが期間、担当課の職員が出ただけで、あとは熱

川が自発的にやりましたもので、基本的にはそういう方向で持っていくのが本当のまちづく



りではないかと考えておりますので、地域の方がやった中で、役場は最低限の人数でやる。

こういう方向でまちづくりを進めていきたいと考えております。 

  その中で、さっき山田議員からも出たＬＥＤを使ったやつ、大変すばらしいと聞いており

ます。そういう中で、今役場の職員もほとんど担当課しか出ていないという中で、先を越さ

れたなという感じです。 

  と申しますのは、昨年京の七夕でそれをやったんですよね。やっていたんです。それをう

ちの町がやろうかという中で、先越されちゃったもので、この前商工会に行ったときも、職

員も先を越されちゃったなという中で、何とかこれをやりたいという中で、この稲取、ここ

は漁協の許可が要りますけども、それを使った、許可が出ればそれはやっていきたいなとい

う考えでいます。 

  基本的には、民間の方がやるのが理想ですが、今言ったように、１割やったところは本当

に労働基準違反になりますので、こういうやつをなるべく10割なら10割で持っていくような

方向で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（森田禮治君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、僕はそういう考えだら、極端に言えば本当に人を出しません

よと、これは町長がそういうふうに宣言すれば、町長の命令が出なければ職員は行かなくて

いいんですよ。これは間違いないんですよ。 

  だけれども、ぐちゃぐちゃ言ってきて、町長がそこでしようがないなと思って判こを押す

から職員は出なきゃならなくなるわけですから、町長のほうでそういう点があれば、本当に

出さないよと。それは当然いろいろな形で、企画や準備の段階で、担当課や何かがいろいろ

な形で絡むということは必要だし、そういう点での潤滑油にはならなきゃいけないところも

あると思うけれども、ただ単に使役として役場の職員を使うということについては、解決す

るのは町長の腹一つなんですよね。これは誰もが問題ではないですよ。きっとまた町長、そ

んなこと言ったら、おめえよとかと言う人がいるかもしれないけども、そこはしっかりと町

長も毅然として対応されることと。 

  南伊豆なんか見ていると、本当に若い女の子や何かが友達に頼まれたからって、おもしろ

そうじゃんって、やってみたら、またいい企画だから、いいでしょうというわけですよね。



だから、その企画自身参加した人も本当に自分の町にとって、何か旅館のことだけだとか、

そういう財布のプラスマイナスだけではなくて、うちの町はいいだろうって、こんないいと

ころあるんだよ。こんな楽しい町だよということがみんなが本当にお互い同じような思いに

なれるようなことがあれば、若い人たちだって、毎日は何日も協力できなくても、では、１

日だけ、手間に行ってみようかよとかって、同じ若い同級生仲間からも声かけられれば、そ

ういうことでも行くではないですか。 

  そういうまだつながりってあるわけですから、南伊豆でそういうふうにできているわけで、

そういう町長の僕は腹構えが一番大事だということと、そういうふうな形では、南伊豆なん

かを見習っていかなければ、ましてまちづくりで20代や30代の人たちが、自分たちの友達や

何かを含めて、声かけて、一緒にやれないような状況だとすれば、それはイベント自体がお

かしいのかなと。 

  本当にみんなでこれは、うちの町にとってすばらしいいいことだよと思えるようなイベン

トでもなければまたいけないということでもないかなとも思うので、ひとつこの問題の解決

はひとえに町長の腹一つですから、解決をしっかりされるようにしていただきたいと思いま

す。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） すみません。私は夢市ばかり言いますけども、最初はこの発端は、復

活したのは、要するに夢市広場、石引をやっている若い衆の熱意の中で復活したのが現状で

ございます。その中で、四、五年たつのかな。そういう中で、出るのは役場の職員ばかりの

中で、これは今までだったら役場の職員を出さないと強く言っています。そういう中で、夢

市広場の担当課の係の中で、担当課の会合の中でも、職員がはっきりと強く自分の気持ちを

言ってくれております。 

  その中で、商工会のほうはやりたいという今回やる中で、どれだけ役場の職員を当てにし

ないで企画してくるか、それは大変楽しみにしておりますもので、山田議員が言ったように、

毅然たる態度でこれはやっていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 次に、第６問、少子化による学校教育で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） 最後になりますが、少子化による学校教育での対応についてという

ことで質問をさせていただきます。 

  早急にちょっと対応が必要ではないかなというふうに思われて、私は思っておるのが２つ

ありまして、その点で質問を今日はしたいと思います。 

  １点目は、昨日も同僚議員からも同じような質問が出ていたかと思いますけれども、２中

学校のあり方を検討する必要があるのではないかというふうに私は思っております。 

  ２つ目に、２校による生徒の減少によって、昨日も出ていましたけれども、部活動を廃部

にすると、こういう状況があるんですけれども、そういう中で既に全国的には、部活動なん

かで統一チームをつくるとか、いろいろな取り組みというものはしているわけで、こういう

問題については、研究して対応する必要があるんではないかというふうに思うんですけれど

も、こういう問題については、どのようにお考えでしょう。 

○議長（森田禮治君） 第６問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） これはほとんど教育関係でございますので、教育長から答弁させます

ので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（森田禮治君） 教育長。 

（教育長 金指善郎君登壇） 

○教育長（金指善郎君） 山田議員の第６問、少子化による学校教育への対応については、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。 

  １点目の２中学校のあり方を検討していく必要があるのではないかについてですけれども、

このことにつきましては、私が就任した折に、山田議員と中学校のあり方ということで、こ

の場でお話しした記憶がございます。 

  そのときお答えいたしましたように、私は子供は少なくとも１クラス二、三十人ぐらいの

人数の中で、お互いに切磋琢磨し合い、１年たったら別のクラスに組みかえができる。最低

でも学年２クラス以上あるような学校が理想であると、これは今でもそういうふうに考えて

おります。 

  しかしながら、現状及び将来の生徒数を推測しますと、１中学校、１学年、１クラスとい



う現実が年々近づいてきております。熱川中学では、平成31年にはそんな状況が起こるかな

というふうに思っております。 

  簡単には結論を述べることはできませんけども、統合も視野に入れながら、財政面、それ

から設置位置、通学手段等を十分に配慮しながら、考えていかなければならないというふう

に思っております。 

  次に、２点目の２校による部活動などの統一チーム化など、研究対応が必要ではないかに

ついてですが、中学校の部活動につきましては、飯田議員にお答えしましたように、生徒数

と部の数の問題になってくるのかなというふうに思います。山田議員が御提案の２校統一チ

ームという方法もございます。 

  過去に近隣の市町で、２校の合同チームで中体に出場したという例がございますけども、

それは１年でやめたと思います。理由の１つとしては、土日しか合同練習ができない。それ

から、指導者の指導方針や生徒間の感情というようなこと。それから、結束感や所属感、お

らの学校のチームだというような、そういう所属感というのは薄くなってきているとか、そ

ういういろいろな難しい問題があるように聞いておりました。 

  いずれにいたしましても、とにかく生徒自身が望んで、充実した部活動ができるというこ

とが理想なわけですから、そういうことを配慮しながらも、生徒数に合わせた適正な部の数

を模索していくということが現状で考えられる方法かなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） まず、教育長、そうですよね。 

  今言ったように、統合も一つの選択肢としてあると思うし、住民の中には、松崎なんかで

やっているような小中一貫みたいな形のものもあるんでしょう。もっと少なくなると、そう

いう形しかない場合もあります。 

  ただ、どうも僕は思っているのは、統合の問題でもめるところ、もめないところが出るん

ですね。どうしてもめるところ、もめないところが起きるのかなというのを自分なりに調べ

てみると、一番問題は、例えば町長がかわったとか、合併があったとか、今までは何にも問

題がなかったのに、行政改革だとかと、急に町長の方針が出てきたら、結果として統合が出



てきたとか、どうもそういうことで急に問題を投げかけると。 

  急に問題を投げかけられると、去年までは、今年まではよかったんだけれども、来年、再

来年に統合しますよなんて話が出たら、誰だって、何で今年はよかったのに、来年、再来年

は、それは数だけの問題ではだめなんですよね。ここがさっきの教育長の話ではないけれど

も、この町の数字でいっても、例えば２クラスという点では、80人を割る状況というのが明

らかなわけですね。今年度の誕生が58人なんという状況ですから、どう割り振ったって、そ

の数は変わらないわけですので、そうした中で、絶えず部活を削減しなくちゃならないとい

う状況が昨日教育長も言われたけども、生徒の問題とクラスの減少による先生の確保の問題、

あるわけでして、それがこれ以降ずっと父兄にもそういう問題が起きているんだということ

がしっかり知らされていかないといけないと思うんですよ。 

  今年まで何もなかったところが急に何か町長や教育委員会から統合の話が出てくるような、

こういう問題はよくないと思うんですね。 

  私はすごくこだわるのは、そういう点では教員数だとか、教科担任制だとか、中学校とし

ての機能を果たす上で、今どこに問題があるのかということなんかをしっかり父兄とも共通

の認識にしているように、学校からも絶えず投げかけていくことが必要で、当面こういう形

で対応するけども、まして学校もこういう形で運営はするけども、将来的にこの辺の問題は

大変だよということの投げかけをして、お互いの情報の共有というのか、将来的にこの学校

が大変だなという、そういう認識が共有できないと、急にやられると、今年までよかったの

に、何でそうなるんですかと、こういう話にもなるし、どうしていきましょうかという話に

いかないわけですよね。 

  そういうこともありますので、それが私は必ずしも100％いいかどうかとも言えません。教

育の場合には、いい面もあるけれども、そのことによって起きるマイナスの面もあるでしょ

うから、それぞれをしっかりと教育委員会やまた父兄の皆さんと吟味して、結論はコンセン

サスとっていくんだと思うんですけども、とにかく急に何か突発的に出して、住民の皆さん、

それだけで反発をいただくというようなことは、ぜひ避けていただけるように、今の状況は

していく必要があると思います。 

  ２つ目の問題ですけれども、統一チームというのは、確かに土日だけなのか、それは土日

ではなくても、多少運送とか、いろいろな形を含めて、また外部コーチ、現状でもかなり外



部コーチなんかをお願いしているところがあるわけで、そういう形で機能が補完できないの

かとかいう点では、いろいろ考える必要性というのはあるのかな。 

  例えば、下田稲生沢とかでいろいろやるということ、あれはあの距離だということもある

んですけれども、いろいろ対応をしてみないと、下田でさえそういう状況なわけだし、どう

いう方向がいいのか。それは子供たちの考え方、学校、先生方の管理上の問題もあるでしょ

うから、そういうことも必要だと思うし、現実は特に昨日の話にもあったように、外部コー

チにかなりお願いをする部活も出てきて、それは非常にいい意味では部活動なりを活性化す

るという面で、先生方のところを補完をしてやっていただいて、いい結果も出してくる部分

というのもあるけれども、いろいろな面で、事故やいろいろな点ではまだまだ逆に課題も多

い面もあります。 

  これから本当に部活を廃止することだけがいいのかということではなくて、私はそういう

統一チームというような問題だとか、外部コーチを含めて、いろいろな練習の機会を確保し

て、それで土日だけでなく、週２回、３回でも部活が一緒にできるとか、いろいろな形も考

えていただく必要があるかもしれません。 

  それは今こういう時期だから、例えば統合の前の段階では、しかしこうなってくるんだよ。

でも、これがいっばいになったら、それでは無理ではないかという問題だってそこには出て

くるわけです。ということも含めて、考えていただく一つの課題ではないかなと。 

  ただなくすという、一つの学校だけで考えると、生徒がいなくなって、先生も減れば、１

回切るということも確かに必要なんだけども、ただ東伊豆町という中で考えれば、昨日の飯

田議員なんかのあれもあったように、その部活、その部活で期待をしたりしている子供たち

もいるわけでして、そういう対応というのは、もう少し柔軟に考えていただく中で、これ以

上余り選択肢を狭めていただきたくないなと。 

  確かに、中学校ですから、知識、学習というところが第一ではありますが、しかし中学校

のこの時期というものが友達をつくったりするという点での非常に重要な時期に位置づけら

れているという面もありますので、そういう両面でぜひ検討をしていただきたいなと思いま

す。 

○議長（森田禮治君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） まず、生徒数の関係ですけれども、今の５歳児の子供たちが中学に



入学する平成31年に熱川中学が１年、２年、３年、全部１クラスになります。稲取中学のほ

うは、まだゼロ歳児までを見たときに、全学年が１クラスになるという状況は起きておりま

せんけれども、２クラス、１クラス、２クラス、そういうような状況が32年ごろから起こり

始めます。 

  そんな状況がありますけども、統合だ、何だって、非常に難しい問題、とにかく財政的な

面が一番大きなネックになりますので、そこのところは非常に難しいわけですけれども、今

現在賀茂地区に12校の中学校がございますけれども、その中で３校は既に各学年１クラスで

という学校になっております。 

  そういう学校では、ほとんど部活動の数も２種類しかない。男女で４種類しかないという

ような、そんな状況で頑張ってやっていると、そういう状況もありまして、非常に悩ましい

問題なんですけども、統一チームの絡みで、外部コーチというようなこともいろいろ今実際

に外部のコーチをお願いしてやっていることがございますが、それも教諭がつかないで、外

部コーチだけでお願いしているということではなくて、必ず部には教諭が配置されて、その

教諭に種目の指導が非常に難しいものですから、ただついているだけで、実際の中身の指導

について、外部のコーチにお願いして指導していただいておるという現状がありますので、

その辺が先生はつかないよ、外部コーチに全部任せてやるんだよということではございませ

ん。 

  そんなところで、とにかくあと７年もたつと、熱川中学のほうで本当に単学級の中学にな

るという現状が迫っております。そんな中で、今おっしゃられている急にいろいろな問題が

出てきたよということではなく、これから７年先にはそういうことが起こり得るという中で、

教育委員会としても、いろいろな検討をしていかなければいけないねという今話をしており

ますけれども、なかなかこうだよというのはなくて申しわけないですけども、検討していき

たいと思います。 

○議長（森田禮治君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 教育長、言っている意味はよくわかるので、学校のあり方について

は、いずれにしても教育、部活動含めたトータルに、しっかりと情報を父兄の方と共有化す

るということが非常に大事だと思います。 



  部活動の問題ですと、そうはいっても、教育長が言っている意味わかります。私もいろい

ろ聞いていますけれども、部外の外部コーチの問題でいくと、学校の先生は大変お忙しいと

いうのも一定事実だというふうにも聞いておりますので、ただ現状でいくと、その部分のそ

ういう人たちの位置づけというのが学校の中でしっかりされているかなという点には、かな

りまたアンバランスな点もあるので、その報酬とか何かだけではないんですよね。 

  ちゃんとその人たちを学校として教育の中に取り入れて、しっかりしていくという部分と、

また彼らが子供同士の問題点や何かを顧問の先生なりを通じて学校にフィードバックする部

分とか、しっかりとした位置づけ、そういう対応は、ある程度のそういうものも含めて、し

っかり位置づけられていくことも、今後はまた必要で、そういうことがいろいろな意味で問

題を解決をしていく一つになるのかなというふうには思いますね。よろしくお願いします。 

○議長（森田禮治君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） 外部コーチの方々には、本当にボランティアでやってもらっており

ます。本当に子供たちのことを一生懸命考えてくださってやっているので、学校としても大

変ありがたいというふうに思っております。 

  そういう今後のいろいろな情報発信につきましては、熱川中学のほうは、来年から３年計

画で部活動を見直していくんだということをＰＴＡの皆さんにも情報を出しております。そ

んな中で、いろいろまた検討していくことになろうと思います。 

○議長（森田禮治君） 以上で山田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００分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○議長（森田禮治君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 



◇ 須 佐   衛 君 

○議長（森田禮治君） １番、須佐議員の第１問、熱川地区道路整備についてを許します。 

  １番、須佐議員。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） こんにちは、よろしくお願いします。 

  昨日の地元紙によりますと、10日に閉幕しました河津まつりの来客数が86万216人ですか。

前回の69万7,000人を23％、16万人上回ったということですが、100万人突破は２年連続でな

かったという形で報じられていました。それでもこのここ９日、10日の土日はかなりのにぎ

わいを見せていたようで、道路も渋滞していたようです。最近は、満開の報道で一気に押し

寄せるような観光客の動きが見られたのかななどとも思いますけれども、今日は３問通告し

ております。一問一答にてお願いします。 

  まず、１問目ということで、熱川地区の道路整備について、１つ目、熱川地区では、温泉

場から奈良本けやき公園に通じる道が狭く、住民はもちろん観光客も不便を感じている。今

後道路を改良するなどの対策はとれないか。 

  ２点目、防災面、観光面からも、熱川地区と伊東市を結ぶ第三の道建設が望まれている。

町はどの程度働きかけをしているか。 

  ３点目、箒木山の民間が管理する林道は、かなり荒廃が目立っている。町が管理する考え

はないか。 

  以上についてお伺いします。 

○議長（森田禮治君） 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） 須佐議員の第１問、熱川地区の道路整備については、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点目の熱川地区では温泉場から奈良本けやき公園に通じる道が狭く、住民はもち

ろん観光客も不便を感じている。今後道路を改良するなどの対策はとれないかについてお答

えいたします。 

  熱川温泉場から奈良本けやき公園までの道路ですが、温泉場から国道までは県が管理して



おります県道熱川片瀬線で、そこから先の道路につきましては、町が管理しております町道

奈良本熱川線ほか３線となっております。この区間につきましては、道路幅員が狭いことは

認識しておりますが、御質問の拡幅改良を行うには、用地買収や建物移転などの問題や財政

状況などを勘案すると困難と考えますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の防災面、観光面からも、熱川地区と伊東市を結ぶ第三の道路建設が望まれ

ている。町はどの程度の働きかけをしているのかについてお答えいたします。 

  昨日の飯田議員の一般質問でも一部答弁をいたしておりますが、大川地区と伊東市を結ぶ

国道135号バイパスの建設計画につきましては、伊豆縦貫自動車道のアクセス道の整備促進を

目的とした伊豆横断道路建設促進期成同盟会の中で、おととしより新たな要望事項として位

置づけ、昨年２月には県の関係部局長に、10月には副知事を初め関係部長に要望してまいり

ました。また、先日７日には、私と議長とで衆議院議員及び参議院議員に要望してまいりま

した。 

  今後も国県に対し、国道135号バイパスの建設の必要性を訴え、実現に向けて要望してまい

りたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

  ３点目の箒木山の民間が管理する林道はかなり荒廃が目立っている。町が管理する考えは

ないかでございますが、お尋ねの道路につきましては、林道ではなく箒木山にありますＮＴ

Ｔの無線中継所の作業道であることをあらかじめお断りいたしておきます。この道につきま

しては、現在施設点検のために年数回利用されているので、特に道路の維持管理もされてい

ない状況です。管理に関してでございますが、町が管理を行う考えはございません。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） １番、須佐議員。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 今答弁いただきましたけれども、本当に道が狭くて、今、町長が言わ

れるように、非常に難しい部分があるかと思うんですけれども、その県道のところから上が

ってきまして、そして移転したお寿司屋さんのところがありますよね。そして、町道に交差

するところ、この辺が非常に狭くなっているのと、そのままその先を行くのは、入り口が狭

いということで、左折して回るような感じが皆さん使われる道だと思うんですよね。 

  そして、農協のところをこう曲がって、いわゆる奈良本ハイウエーといわれるあそこの真



っすぐの道の前を通って、けやき公園まで行く際には、その突き当たりのところを川沿いに

登っていくという形になるかと思います。 

  その先の鉄工所のところの道のところが交差するのが非常に狭くて、そしてバナナワニ園

さんの寮のところですよね。下から登っていきますと、右側が崖になっていて、非常に道が

狭くなっているわけなんですけれども、その先のところ、三叉路になっています。今、分譲

地として奥のほうが千葉大のところですよね。あそこのところが開発しているところがある

と思うんですが、あそこに小さな橋がありまして、あそこら辺の三叉路のあたりのところが

今非常に狭い状況になっているかと思います。 

  そして、それからずっと登っていきまして、今民間が水の工場をつくっているところがあ

るんですが、あそこの真っすぐな道のあたりが狭くなってきて、けやき公園までたどり着く

という形になっていると。 

  ところどころ看板の標識があるんですけれども、なかなかわかりづらくて、なおかつ観光

客の皆さんももちろんそうなんですけれども、一般の住民の方もあそこまで行くのは大変だ

とかというようなイメージがあるような感じがするんです。 

  ですので、少し財政上の問題があるにせよ、もう少し道を整備していただくような、特に

橋のところの三叉路のところ、あの辺のあたり、見通しが悪いような部分もあるので、何と

かそこのところを通りやすくできないかというのがひとつ私が日々あそこを通っていて思う

点なんです。 

  ２点目の第三の道ということで質問させてもらいましたけれども、これに関しましては、

昨日飯田議員さんのほうからも質問がありまして、御答弁いただいたと思います。 

  先ほど言いました桜まつりの渋滞ですとか、ゴールデンウイーク、お盆、年末年始といっ

た、最近ではそういう慢性的な渋滞というのは徐々に解消されてきているような部分がある

んですけれども、一極集中というのでしょうか。そういう期間、期間でかなり渋滞が目立っ

てきているということがあります。 

  そして、防災の面からいいましても、ハイシーズンに大きな地震がある。あるいは津波が

また起きるというようなことを考えますと、早急に手を打っていただくようなことをやって

いかないといけないんではないかと思うんです。 

  伊豆の渋滞というのは、またちょっと観光客の皆さんも、本当に渋滞してなんということ



で聞くんですけれども、私も車を運転していて、伊豆の渋滞というのは特殊だなというふう

に思うんですけれども、どこがどういうふうに渋滞しているのかわからないような渋滞が、

これは何か事故渋滞なんではないかななんというふうに思うような渋滞が、意外と時間がた

つとすっと抜けていくような、ちょっと変わった渋滞が伊豆にはあるんではないかというふ

うに思うんですね。 

  せんだって、ちょっとテレビを見ていましたら、東日本大震災のときに、グリッドロック

現象というのが起きたというのをやっていました。これはどういう現象かというと、災害時

に車が渋滞しているときに、左折も右折も反対方向からの車もがんじがらめになって、全く

動かないような状況が生じるという形になる状況だそうです。伊豆半島はもちろん御承知の

ように袋小路のような形になっていて、今伊豆縦貫道というものが整備されてはいるんです

けれども、この東伊豆の東海岸の住民というのは、この135号を頼らざるを得ないというよう

なことがあると思います。 

  この間といいますか、一昨年視察で三陸海岸のほうに行ったりしたわけなんですけれども、

そのときもちょっと議会でもお話ししましたけれども、三陸海岸のところには三陸縦貫自動

車道というものが通っておりまして、非常に災害があったわけなんですけれども、その後の

復旧とか救援とか、そういったような形の作業が比較的スムーズにと言ったらあれですけれ

ども、行われたという話があります。 

  インターネットからとった資料であれなんですけれども、これは東日本大震災で三陸縦貫

自動車道の果たした役割ということで出ておりまして、この三陸縦貫自動車道がいかに救援、

自衛隊ですとか救援部隊、あるいはボランティアの人たちを運ぶのに役に立ったかと、ある

いは復旧のための物資の輸送に役に立ったかというようなことが出ているのがあります。 

  こんなような資料なんですけれども、これを見ますと、国道から少し中に入っていったと

ころに、標高の高いところに道がこういうふうにできていて、そしてそれがうまく人を運べ

たと。私もあのときに、ちょうど陸前高田から、それから大船渡まで、その道を使って移動

することができたということがありました。 

  十分こういった事情も役場サイド、皆さん、当局側もおわかりになっているかと思うんで

すけれども、その辺のところをまた再度考えていただいて、第三の道、大川から伊東に抜け

る道のことをまたひとつお話しいただければというふうに思います。 



  それと、３点目なんですけれども、箒木山の件です。 

  今、作業道だというお話を聞いたわけなんですけれども、あそこはＮＴＴのアンテナ施設

ですとか、あとは東京都の防災無線ですか、あと大島町の防災無線なんかもあるかと思うん

です。 

  こういう会社や自治体に貸し出しているという状況になっているんでしょうか。その土地

を、道路を管理してもらっているということになっていると思うんですけれども、私も毎年

あそこのところを紅葉の季節とか、新緑の季節なんかに歩くわけなんですけれども、今、Ｎ

ＴＴのアンテナ、あれは何か使用していないんではないかという話を聞いたことがあるんで

すけれども、あれはどうなんでしょうか。今もし使用していないとなると、ＮＴＴのほうも

管理ということになると、やっていかないんではないかと。 

  近年、特に道の崩れ、ところどころ舗装しているところあるんですが、砂利道があって舗

装している。そこの舗装の部分がかなり暴落しているような感じを受けるわけなんです。 

  また、その防災無線、この東伊豆町もデジタル化ということでされるわけなんですけれど

も、そういった形で、東京都とか大島町の防災無線施設も、今後そういった工事が行われて

いくのかというようなことも、ちょっと気になるところなんですけれども、その辺について、

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、熱川地区の道路整備、これは大体須佐議員が言ったので、地元

の人は大体わかると思います。稲取地区の人はわかるかどうかわかりませんけれども、まず

地元の人はわかるということは思います。 

  そういう中で、言ったところのところ、まず町といたしましては、一番最初区から要望が

こういうところが危ないから、何とかしてほしいとよといって来るのが現状の中で、今のと

ころ区のほうから要望はございません。 

  そういう中で、須佐議員が指摘された中で、確かに私も毎日、毎日といっても数回は通行

しますもので、その現状はわかります。そういう中で、一日町長室でもそのようなことを要

望してくる住民もいる中で、大変財政厳しい中で、十分注意すれば通れるもので、財政が大

変厳しいから、やりたいんだけれども、我慢してほしいということは言っております。そう

いうことは認識しております。 



  自分も考えておりますのは、須佐議員の言われたように、観光客がそこへ行くのはなかな

か難しい。中山間ではなくて、観光施設整備ですか、あれを使って、一応看板をつくって、

前よりはわかりやすくなりましたけれども、結構行くのにぎくしゃくしているもので、町と

しては、将来的には今使っている湯ヶ岡赤川線のほうのルートがけやき公園には行きやすい

コースなもので、観光客に対しましては、そちらのほうからアクセスしてもらうような、そ

のような方向で今後けやき公園についてはやっていきたいと思います。 

  今の現状でいくと、観光客がなかなかけやき公園に行き着くのは大変時間がかかると思い

ますし、まして我々も説明するのに大変難しいところもありますもので、ある程度案内看板

は出しましたけれども、観光客に対してはそのような方向でいきたい。 

  また、地元の人に対しましては、今、須佐議員が言われたことは十分わかりますけれども、

とりあえず区の要望がないということは、まず区民の皆さんはとりあえずそういうことは十

分注意しながら走るという中で、財政的に大変厳しいもので、十分注意して通ってほしい。

そういう現状でございますので、また財政がこれがよくなりましたら、区の方と相談しなが

ら、またいい方向で解決していきたいと考えております。 

  次に、２点目の熱川地区と伊東市を結ぶ第三の道路建設、須佐議員が言うところは、自分

が考えたのは、新設道路をつくったらどうかと、ちょっとそういう感覚を受けましたけれど

も、基本的には町は今の湯ヶ岡赤川線を使いまして、トンネルを抜けて、伊東市の中大見線

に結びたい、そういう構想でやっております。町としては、新設道路を建設しないで、今の

湯ヶ岡赤川線とトンネルで中大見を結んでいきたい。 

  この前衆議院の先生に行ったときに、うちの町は３・11以降、津波という中で、国道135

号線がほとんど使えない状況になりますもので、３・11前はある程度通常の道といっており

ましたが、今回防災の道としてこれはやっていきたいと考えております。 

  本当の津波が来ますと、国道135号線は使えませんもので、津波に関係なく使えるのは、こ

の湯ヶ岡赤川線でございますもので、そういう中で、なるべく早く、昨日飯田議員に言いま

したけれども、トンネル工事につきましては、町、議会、そして一生懸命やってくれており

ます東伊豆町の自民党さんと一緒になりながら、このトンネルの早期完成、これを目指して

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、３点目の箒木の作業道でございますけれども、今ＮＴＴが使っているから、ちょっ



と今町では把握しておりません。 

  そういう中で、以前パラグライダーの方から、この作業道を何とか町で管理してくれない

かということは投げかけられましたけれども、町が管理するとなると、これは膨大な維持管

理費がかかります。そういう中で、私も箒木山のすばらしさはわかりますけれども、費用対

効果ではないですけれども、この道を全てきれいにして、年間維持管理いたしますと、相当

な金額になってきます。 

  そういう中で、基本的にはそういう要望も口では言っております。ただ、現実には本当に

すばらしいところでございますので、その道にかける費用、莫大なものになると考えており

ます。維持管理を受けるには、また相当な金額になりますもので、これは今また奈良本の観

光をやっております。工学院大学がやっています。今、熱川、奈良本をかけてやっておりま

すもので、その辺の計画の中でまたできればやっていきたいと考えておりますので、現状で

はその作業道で管理するつもりではございませんもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 須佐議員。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 今、区のほうからの要望が出てないということでありまして、あれな

んですけれども、今ちょっと心配なことがこのけやき公園で、また５月終わりから６月にか

けて、ほたる観賞の夕べというイベントが開かれると思うんですよね。 

  昨年、私はイベントのときに、上の公園と下の公園を通じる道があって、そこにバスが通

っていくわけなんですが、歩行者の安全を確保しながらバスを通すような感じであそこに立

っていたんですね。結構観光客の皆さんも来ていただきまして、昨年10日間開催して、1,300

人ぐらい来ていたという、去年会議でたしかそんな話を聞いたと思うんです。おととしより

300人以上増えたという話を聞きました。比率で見ると、多い日で200人弱、少ない日でも100

人ぐらい来ていたということになります。今、各旅館さんが自分たちの送迎バスを使って、

お客さんを運んでいる状況があるみたいなんですね。 

  そうしますと、ひっきりなしにあそこバスを通ってくるというような状況があります。も

ちろんバスはどこかでかわしながら、観光協会の皆さんがトランシーバーを持ちながら、誘

導しながらうまくやっているような状況を見まして、今後またほたる観賞の夕べがもっと増



えていくような、去年の話だと、ちょっと抑えぎみになったと、抑えぎみでそのぐらいの数

字だったというような話をちょっと聞いたものですから、今年あたりもう少し増えていくと

いうことになりますと、ちょっとそちらのほう、道の整備というのが難しいんであれば、例

えば雑木を切るとか、バスが通りやすくなるようなことができれば、これはその松崎にお願

いするあれもないかもしれないんですけれども、できれば円滑な運営がなされるんではない

かというふうに思っております。 

  ２点目の件なんですけれども、私も伊東市の同期の議員とちょっと話しますし、全く道の

ことに関してピンと来ないんですよね。こっちから、大川のところから中大見線のところに

抜ける道をつくって、それで渋滞が解消しているとかといっても、えっという感じで、全然

伊東市の人たちというのは、熱海のほうは向いているんだけれども、こっちのほうは見てく

れていないような、そんな感触を受けるんですよ。 

  それと、土木事務所が分かれているということが、１つネックになっているんではないか

なというようなこともあると思います。その土木事務所のやり方一つで草刈りも違ってくる

とかという話も聞くものですから、その辺のところはどう連携して、共通の理解を図ってい

くかということが大切なんではないかななんていうふうにも思うんです。 

  それと、今、町長も言われたように、湯ヶ岡赤川線を整備しながら、けやき公園の通り道

をという話をお伺いしたわけなんですけれども、今、大川方面を建設中だということになっ

ていると思います。今後大体何年ぐらいをめどに、今、あそこの豊寿園のところまで来てい

るんですが、あそこのところから大川までつなげていくのか、大体何年ぐらいをめどにそれ

を思っているのかということをその辺ちょっと伺いたいのと、またどういう設計図というん

ですか、どの辺まで考えて、どういうふうになっているのかということをお聞きできたらと

いうふうに思います。 

  それと、３点目の箒木山の件で、今、観光のことを町長が話されましたので、少しちょっ

とその辺のところでも聞いてみたいなと思うんですけれども、昔地元の人は、箒木山は遠足

で登ったというふうに聞きまして、私は子ども会の役員をやっていたときに、では、みんな

であそこを箒木山登ろうよということで、２年、あそこの箒木山に子ども会の子供たちみん

な歩かせて、そして箒木山から万二郎までハイキングさせて、高学年の子は万二郎まで行っ

て戻ってくるんですよね。低学年の子でも、途中まで行って戻ってきて、歩いてその眺めを



楽しんだりということはありました。 

  そんなことで、先般も松崎、修善寺の間でトレールランニングの大会が行われたというこ

とで、ああいう山岳レースみたいなものもあるというようなことも話も聞きますものですか

ら、ＮＴＴが使っているか、使っていないか、今ちょっとわからないということだったと思

うんですけれども、あそこは結構平たい土地があるんですよね。 

  ですので、私の本当に個人的な考えですけれども、太陽光のパネルとかも置けるのかなな

んて思っているので、そういうような日当たりのいいところだなというようなことを思った

りということがあります。その辺のところをすみません。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、熱川地区の道路整備、これはおかげさまで地域の方、蛍も結構

来て、これは私も認識しております。その中で、一つの反省として、去年あたりも車のライ

トが結構蛍観賞にちょっと邪魔しとるではないかと自分は感じたもので、今年度はなるべく

ヘッドライトが影響しないような方向でやってほしいということは、かかるのはしようがな

いが、最低限のヘッドライトの明かりをやってほしいという中でやっていきたいと考えてお

ります。 

  さらには、道路が狭いから、私は行くときは一生懸命早く見たいと思うもので、帰りはさ

っきも言った湯ヶ岡赤川線を帰って、一方通行でも、そういう方向も考えられるんではない

かなとは考えております。 

  さらに、雑木に関しましては、これは基本的には個人の所有地のところでございますもの

で、これは町は何だかんだ言うことはできませんもので、その辺は御承知願いたいと思いま

す。 

  次に、道路の関係、これは当然須佐議員が言われた、これは伊東市さんとの関連がありま

す。そういう中で、伊東市さんは我々も東京に向くように、伊東市さんも東京、東京へと向

いておりますもので、これに関心がないということは、議員、今のところは確かにそうだと

思います。 

  そういう中で、今一生懸命自民党さんのほうが伊東支部を巻き込んだ中でやっているよう

なことも聞いております。当然、これは伊東市さんと連携をしなければできないもので、そ

の辺我々もこれからは佃市長とかも行政の人間には働きかけておりますし、議会は議会で申



し上げるのは、伊東市議会の議員さんにまたお願いして、自民党はまた自民党で、連携しな

がら、これはなるべく早期にやっていきたいと考えております。伊東市の協力なくしてでき

るところではありませんもので、その辺はまた御支援と御協力、よろしくお願いいたしたい

と思います。 

  次に、箒木山、私もふるさと学級で登ったことはあります。そういう中で、すばらしいロ

ケーションはわかっておりますし、その上に平らなところがあるのもわかっております。そ

ういうことで、須佐議員の太陽光を提案されましたけれども、私は太陽光は果たしていかが

なものかなと、将来的には自然に遊べる、そういう場所にしていきたいというのは、自分の

頭の中ではありますもので、その太陽光の提案に対しては、ちょっと私は今いかがなものか

というふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 次に、第２問、観光政策と伊豆ジオパーク構想についてを許します。 

  １番、須佐議員。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 観光政策と伊豆ジオパーク構想についてということでお伺いします。 

  １点目として、稲取港の整備が進められる中、大島航路の復活を願う声は大きい。町はど

のように考えるか。 

  ２点目として、今後の観光協会のあり方について。 

  ３点目として、次年度、25年度、ジオパークに特化した政策は考えているかという点でお

伺いします。 

○議長（森田禮治君） 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） 須佐議員の第２問、観光政策と伊豆ジオパーク構想については、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点目の稲取港の整備が進められる中、大島航路の復活を願う声は大きい。町はど

のように考えるかについてですが、平成17年３月末をもって撤退となった大島航路の復活に

ついては、私自身も町長就任当時から強い期待を抱いておりました。毎年友好都市として招



待を受けている大島椿まつりの際にも、関係者には協力を呼びかけてまいりました。さらに、

平成21年には、都、県を超えた災害時等の相互応援に関する協定の締結も実現いたしました。 

  航路復活への大きな課題となっているのは、水深の浅い稲取港に高速ジェット船が接岸及

び安定就航できないことでありますが、対応策の一つとして、災害時の防災拠点港の位置づ

けのもとで、稲取漁港の改良整備事業が可能であるかを含めて、関係機関と交渉中でありま

す。 

  次に、２点目の今後の観光協会のあり方についてですが、近年の観光協会の運営状況や厳

しい財政状況においては、組織及び運営等に改革の必要性を強く感じております。現在、伊

豆半島では、広域連携による観光振興の機運が高まり、６市６町首長会議による伊豆半島グ

ランドデザインも策定中であります。 

  このような状況を踏まえ、当町の観光振興の活性化には観光協会が一体となり、行政と連

携して活動していくことが重要かつ効果的であり、観光誘客につながる情報を一元的に発信

できる体制づくりが急務だと考えます。また、現在進めている協会組織の法人化とともに、

統合に向けて関係者とさらに協議を深めたいと考えておりますので、御理解をお願いいたし

ます。 

  次に、３点目の25年度ジオパークに特化した政策は考えているかについてですが、平成25

年度につきましては、昨年に引き続きジオサイトである細野高原内に駐車場やトイレ等を設

置する予定となっております。また、課題となっているアクセス道路についても、整備を進

める計画です。 

  また、日本ジオパーク認定の際に、世界ジオパーク認定を目指すための改善点としての指

摘のあったジオパークビジターセンターの整備についても、検討を進めてまいりたいと考え

ております。 

○議長（森田禮治君） １番、須佐議員。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 今、町長は平成11年で最後、稲取航路、17年ですね。17年ということ

で、私は自分が一番最後の年が平成15年だったと思ったんですけれども、私の勘違いかもし

れないので、ちょっとあれなんですけれども、17年ですか。 

  それから約10年近くたっているということになりますよね。稲取の港もかなり整備がされ



まして、お客さんはウエルカム状態といいますか、いつでもお客さんは来ていただいて、稲

取を楽しんでいただくというようなことができていると思うんですよね。 

  ですので、定期的に何回来てもらうということは難しいにしても、例えば夏だけ来てもら

うとかというようなこと、非常に法的にも難しい部分があるからとも思うんですけれども、

稲取港お披露目も含めて、そんなことがあると、また非常に活気づくんではないかなという

ふうに思います。 

  稲取も、ちょっと調べたところによりますと、昭和62年ですか、85万人来誘客があったと

いうふうに聞きますけれども、バブルが崩壊したころからだんだん減り続けて、40万人を切

るといったような状況があるものですから、何か起爆剤的なものがあれば、また復活してく

るんではないかというようなことを考えていました。 

  それと、あと稲取港に関して、相模湾で考えるというんですか、これからオリンピックは

どうなるかわからないですけれども、東京都から直接船で来るということは難しいのかもし

れないですけども、そんなようなことも将来的にどうなのかななんというのも思うんですけ

れども、一つの稲取の新設、今度改良される港のＰＲとして考えてみました。 

  ２点目の観光協会についてなんですが、観光協会も法人化するとかという話も聞きまして、

非常に今事務局長さんが活発にそういった意味で観光誘客を図っておられるというふうに私

も思います。 

  観光も非常に過渡期に来ていると、先ほども山田議員さんからも話がありましたけれども、

体験型ですとか、教育旅行とかに力を入れている部分というものも、観光に出てきていると

思います。 

  今まで投網式というんですか、一網打尽式にお客さんを引っ張ってくるというような観光

から、どちらかというと一本釣り的な興味を引くような人たちを来てもらうというような観

光にもまた広がってきているんじゃないかというように思います。 

  不景気、不景気と言われながらも、最近はフェイスブックなどで、昔の同級生とばったり

そういうネット上で会って、同期会やろうかとか、同窓会をやろうかとかというような需要

も一部飲食店に出てきているという話も聞きますし、また旅行のほうにもそういった動きが

あるんじゃないかなというふうに思います。私のところも中学校のときの恩師が来てくれた

りとか、同級生が来てくれたりというようなこともありました。 



  そういったような形で、ソーシャルネットワーキングサービスなどを活用するような観光

というものをもちろん今町のほうでも観光協会でも図られていると思うんですけれども、進

めていくということが大切なのかななんていうふうにも思います。 

  昨年補正予算で、観光誘客ということで、アベノミクスの三本の矢ではないですけれども、

三本立てで観光課のほうで考えられて、ネット戦略とか、あるいは旅行雑誌を使った誘客を

図ったと思うんですけれども、その辺のところの感触というんですか、それはどうだったか

ということを細かい数字はまだ出てないかと思いますけれども、その感触がどうだったのか

というようなことをちょっと聞いてみたいなというふうに思います。 

  そして、３点目のジオパークに関してですが、私ども議員は、この間１月23日でしたか、

11市町の議員が集まりまして、60人ぐらい集まりましたかね。伊東市で意見交換会というの

を開催したんです。町長も伊豆半島サミットという中で、ジオパークの会合をされたという

ふうに私も思うんですけれども、その中で出てきたのは、首長さんも議員も、そして住民も

一体となって、このジオパークを考えていかなきゃいけないというようなことがあったと思

うんですよね。 

  これも皆さん、昨日も藤井議員さんからも出ましたけれども、みんなで盛り上げていこう

という形の中で、今、町長からも、ビジターセンターの話も出てきている中で、この町がお

くれてはいけないというような部分があると思うんですよね。ですので、推進していくため

にも、何か次年度に向けた、例えばモデルツアーですとか、そういったものも考えていくこ

とも大切なんではないかなというふうに思います。その辺のところはいかがでしょうか。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） 稲取港の大島港復活航路、これは私が町長就任してから長年の懸案事

項で、稲取の観光協会の幹部にもぜひともやってほしいと言われております。 

  それで、いつも大島椿まつりの開会の前の日も式典にいつも行くときに、必ず首長として

挨拶がある中で、必ずこの挨拶の中で大島航路の復活は言っております。そのときに、東海

汽船の社長も来ておりますもので、またかという顔をされますけれども、そのぐらいしつこ

くやってきたと考えております。 

  そういう中で、一番のネックは水深がないということで、今政府、また与党のほうが、防

災に関して大変手厚いことをやっておりますもので、この稲取港を防災港としての拠点とし



て、水深の深さが４メートルぐらいしかないもので、これを８メートルにしてほしいという

中で今要望書を上げております。 

  これがどうなるかわかりませんが、一応町としては、その堤防の喫水の深さを深くして、

自衛艦が直接入ってこれるように、そのような方向で今進めております。その防災港として

自衛艦が入ってくるようになれば、当然大島の航路も復活できると考えておりますもので、

とりあえずは防災港として、今要望活動をしていることは理解していただきたいし、またそ

の点については、議会とか、いろいろな方にまた御支援、御協力をお願いしたいと思います。

そのときはよろしくお願いいたします。町としても、一日も早く大島航路は復活してほしい、

そういう希望でございますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  また、今後の観光協会、全くそのとおりだと思います。当然これからはブログとかフェイ

スブック、そういうのが主になってくる。これは私もそういうふうに考えております。 

  昨年やった感触と、今感触がつかめないもので、どれだけ来たかということは、多分来て

いるだろうなという感触は持っていますけれども、それが数字的にどのようになったか、わ

かりませんけども、感触としてはりこれをやらなければ、ますます観光客は来ないような感

じだと思っておりますもので、やったからには、その辺の感触は自分は出ているのではない

かとは感じております。 

  次に、今度はジオパーク、今モデルツアーということを提案されました。ジオのモデルツ

アー、これはうちの町、昨日の藤井議員のときにも言われて、ある程度中でモデルツアーと

してどのようなコースがつかめるかということは、また検討していきたいと考えております

けれども、基本的にはツアーとしての価値、何回もこれは藤井議員とは、町立体育館のとこ

ろに行って、モデルツアーとしてそこを入れた場合、来た観光客がどういうふうな感覚を持

つか。何だ、この東伊豆町はこんなものかなんて言われて、せっかくモデルツアーをしたと

しても、マイナスイメージになると困りますもので、その辺は十分検討した中で、どのよう

なところがモデルツアーとして該当するか、そしてそれが成り立つかどうか、またこれは検

討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） １番、須佐議員。 

（１番 須佐 衛君登壇） 



○１番（須佐 衛君） 今、防災の面からも、稲取港の話を伺った。 

  相模湾を向いたときに、地震が来て、津波が来てとかというような方になりますと、神奈

川県の市町とか、あるいは東京都、また向こうの千葉県とか、そういったところとも有事の

際には連携も出てくるかと思うんですよね。 

  ですので、ぜひその辺のところを進めていただいて、水深８メートルですか、やっていた

だきたいなというふうに思うんですけれども、大島、私も最後の年の６月で終わったときに、

大島に行きまして、三原山をずっと歩いてきたんですよ。そうしたら、本当にこれはそのま

まジオだなと、ジオパークだななんていうふうに思いながら、帰ってきた部分があるんです

けども。 

  観光協会についてですけれども、ネット対応がうまくできている宿とできていない宿とい

うものが出てきているような気がするんですよね。スタッフがそういったものを長けていて、

ちゃかちゃか、ちゃかちゃかできるところと、ほとんどスタッフもいないで、また高齢化し

ているような施設ですと、面倒くさくてこれできないといったような施設も出てきていると

思うんです。 

  ですので、観光協会の役割として、観光協会の職員の方がそういうところもうまく見てあ

げて、そのネット対応ができるような、そういう仕組みづくりというものがうまくできると

いいんではないかなというふうに思うんです。 

  ネットというのは、恩恵を得られる部分と得られない部分というか、それは観光だけでは

なくて、インターネットというものをできる人とできない人の文化的なレベルというとあれ

ですけれども、そういったようなレベル差も出てきてしまうと思うんですね。ですので、う

まくその辺のところで観光にできるようにやってもらえればというふうに思います。 

  それと、この間、ちょっとこれ苦言を呈するわけではないんですけれども、ＮＨＫの「た

っぷり静岡」という番組があったんですが、それはたしか３月１日の放送だったと思うんで

すけれども、熱川と稲取をキャラバン隊が歩いてきまして、河津桜のところの観光交流館の

話を中継をするなんという番組がありました。 

  あれを見ていまして、熱川のあるホテルは非常にバリアフリーをやっていまして、お客様

に対して懇切丁寧に、車いすでもお風呂に入れるとかというような案内があった一方、稲取

ではリハビリ旅行というんでしょうか、稲取駅はいまだエレベーターがないというようなこ



とは問題になっているとは思うんですけども、そのリハビリ旅行でそういう段差を乗り越え

て旅行をしましょうというようなお話があったと思うんです。 

  これはいい、悪いはいろいろあると思うんですけれども、私はちょっと冷たいなというイ

メージを感じたのと、町長がよく言われるような、おもてなしの町としての観光でどうなん

だろうかと。 

  片や熱川温泉では、そういうトラベルヘルパーさんなんかも使いながら、こうやって旅行

してもらっているのに、片やリハビリで頑張ってくださいというような旅行というは、ちょ

っと同じ町としてどうなのかなというふうに思ったものですから、またこれは町長もお考え

もあるかと思うんですけれども、その辺のところをちょっとお聞きしたいと思います。 

  それと、あとジオパークのことは、昨日も藤井議員さんからも、南伊豆町が力を入れてい

る、あるいは下田市では竜宮窟といって、洞窟みたいなところが田牛のところにあるんです

けれども、そこに看板を設置したりとかというような話が出てきているわけですが、ジオパ

ークは何か地層とか、そういうものに特化しやすいような、そこだけ見るというような感じ

なんですけれども、私もこれは意見交換会のときにもらった資料なんですけれども、東伊豆

町、もちろん細野高原というのは出てくるんですけれども、これを見たら、この東伊豆町の

ジオパークにキンメダイが出ているんですよ。これは何なのかというと、ブレードがもたら

した深い海の恩恵を得られたということなんですよね。あるいはこれを見ますと、ほかの築

城石の公園、その築城石もジオパークだと。 

  こう考えていくと、いろいろジオパークというものの可能性が出てくるんではないか。あ

とはいろいろつなげていくというようなことがソフト面で、そういうのは課題になってくる

んではないかと。 

  例えば、細野高原にバスで運ぶにしても、たださっと行くんではなくて、黒根から通って

いきながら、その割れ目、噴火のところを通っていきながらというような、ジオをめぐりな

がら送迎をするとかというような考え方もありますし、あるいはこれもやられていることだ

と思いますけれども、稲取港のところから、海からずっと北川、大川まで行きまして、そこ

から海岸線を見てもらうとか、穴切湾なんかも見てもらうとか、そんなような方向性も出て

くるんではないかというふうに思います。 

  例えば、河津桜を見るお客さんたちみんな対象という、例えばそういう広い対象で考える



とあれですけれども、大学の研究施設ですとか、そういったものに特化したところにピンポ

イントで提案していくとか、あるいは修学旅行とか教育旅行とかに特化していくというよう

な見方ということもできるかと思います。 

  それと、最後に、今、ビジターセンターのお話を聞いたものですから、もう少し具体的に

お聞きできればというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、大島航路については、再三言うように、早く復活を願いたいと

いうことでございます。 

  次に、インターネット関係、ちょっと観光課長より答弁させます。 

  次に、ジオパーク、さらに熱川がバリアフリーをやっていてトラベルヘルパー、稲取がリ

ハビリ、これはまことに遺憾でございます。 

  と申しますのは、先般稲取の観光合同会社のときに、稲取はリハビリをやっている、そう

言いました。それで、私は来賓の挨拶の中で、町はトラベルヘルパー、バリアフリーでやっ

て、整合性はないけれども、町はこれでいくということをはっきり言いました。 

  そういう中で、稲取の人はどう感じたかわかりませんけれども、町はあくまでもバリアフ

リー、トラベルヘルパーでやりますよということは、その席ではっきり言いましたもので、

その辺は稲取の観光合同会社の来ていた方はわかったと思います。 

  基本的には何回も言っているように、うちの町は稲取駅を何とかバリアフリーにしたいと

いう中で、逆にそのときに合同会社の席では、それをリハビリに使っているなんて言ったも

ので、それはとんでもないと言いました。私はあくまでそれではそういう整合性がないでは

ないかと、何のために稲取の駅をバリアフリーに、エレベーターをつくってほしいと要望し

ている中で、そういうことをやっていくことはいかがなものかということは言わせていただ

きましたので、町はとりあえずバリアフリーをやっていくよということをはっきり言いまし

たもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  次に、ジオパークの関係、今聞くと、キンメ、築城石、何でもジオパークになるんですよ

ね。基本的には我々がジオパークというときに、稲取はこれだけだと示されたわけですよ。

その中でジオパークが果たしていく中で、キンメもジオパーク、築城石もジオパーク、全て

ジオパークになるんですよ。実はジオパークという言葉を使ってやっていけばいいのかとな



ると、またそのジオパークというとまたどういう意味になっているかわかりませんもので、

それは十分ちょっと検討させていただきたいと思います。 

  それと、ジオパークのビジターセンター、これはただ自分が考えたのは、事務所というこ

とだけを言われておりますもので、その中のことはまだ全然検討しておりませんもので、ま

た細かいことができましたら、またその辺は須佐議員にも示していきたい、そう考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 観光課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） ネット関係に苦手な、そういった旅館の経営者への指導とい

うことでございますけれども、平成24年度、今年度ですけれども、４月から観光協会の事務

局に情報発信の担当職員、臨時職員を採用した件で、その辺に力を入れていきましょうとい

うことで、その中でその職員が東伊豆町の観光協会、インターネット部会というのがあるん

ですけれども、そこにネット宣伝を担当として中に入っておりますので、そういった要望が

ありましたら、きめ細かいそういった指導ができる体制をとっていきたいと思います。 

  いずれにしましても、昨日の内山議員の宣伝媒体の件で、全宿泊マーケットの90％を占め

る個人旅行のうちの70％はネット関係ということで、そういった状況を鑑みまして、今後そ

ういう部分では力を入れていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 一般質問の途中ですが、この際、午後１時まで休憩します。 

 

休憩 午後 ０時０９分 

 

再開 午後 １時１５分 

 

○議長（森田禮治君） 休憩を閉じ再開します。 

  午前に引き続き、１番、須佐議員の一般質問を行います。 

  次に、第３問、森林事業と鳥獣害対策を許します。 

  １番、須佐議員。 



（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） ３点目として、その森林事業と鳥獣害対策ということで、町は本格的

に森林資源の調査をすると聞くが、林業に対する町のビジョンを伺いたい。 

  ２点目として、町内の有害鳥獣による被害はどの程度か。また、伊豆市のイズシカ問屋の

ような施設を建設する考えはないかについて伺います。 

○議長（森田禮治君） 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） 須佐議員の第３問、森林事業と鳥獣害対策については、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。 

  １点目の町は本格的に森林資源の調査をするということですが、林業に対する町のビジョ

ンを伺いたいについてお答えいたします。 

  来年度調査を行う森林につきましては、対象を町有林とし、内容は森林整備事業を的確に

実施するため、森林の生育状況や土地の現況及び鳥獣による被害の状況の把握となります。 

  以前の御質問でもお答えしたとおり、町内には林業で生計を立てている方はおられないの

が実態です。町では近年造林事業として森林整備加速化、林業再生事業を用いて、林業専用

道路の開設や除間伐を行っております。森林は水源涵養や山地災害の防止、二酸化炭素の吸

収により、地球温暖化防止等のさまざまな広域的機能や木材生産などの多面的機能を持って

おりますので、森林が荒れていくことがないよう、守り、育て、生かしていきたいと考えて

おります。 

  ２点目の有害鳥獣の被害はどの程度か。また、伊豆市のイズシカ問屋のような施設を建設

する考えはないかについてですが、平成23年度の農作物に対する被害状況について、主なも

のについて申し上げます。 

  イノシシによるものは、被害面積が7.6ヘクタール、金額が90万円、被害作物は、かんきつ

類、野菜等です。鹿は、被害面積が4.6ヘクタール、金額が90万、被害作物はかんきつ類、野

菜、低木、苗木等です。猿によるものは、被害面積が40ヘクタール、金額が280万円、被害作

物はかんきつ類、野菜です。タイワンリスは、被害面積が0.1ヘクタール、金額は報告なし。

被害作物は果果樹となっております。 



  伊豆市営の食肉加工センター、イズシカ問屋は、深刻化する鹿の食害対策として、平成20

年４月に開設されました。伊豆市では、年間約2,000頭を捕獲しておりますが、一部が自家消

費されるものの、ほとんどが山間に埋設処分されており、環境衛生面でも問題があり、捕獲

した鹿の命を無駄にしないためにも、食品として生かしたいと設置されたものです。 

  しかし、鹿は食肉として販売するためには、殺処分として２時間以内に持ち込まなければ

ならない。衛生上、銃弾が入っていけはいけないため、わな猟でとれたもののみ、解体処理

には、多くの工程を細心の注意を払って行わなければならない等、さまざまな制約がありま

す。 

  また、イズシカ問屋では、年間300頭の持ち込みを想定して運営されていますが、当町の平

成23年の全捕獲量が326頭であり、わな猟での捕獲量の問題や専門知識を持った人材や販路の

確保を事業化するための困難な問題も多いため、当町での建設は考えておりません。 

○議長（森田禮治君） １番、須佐議員。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） この森林の問題というのは、いろいろな問題をはらんでおりまして、

今花粉症が非常に猛威を振るっている状況だと思います。私なんかも、花粉症という名称が

ないころから、かなり目と鼻をやられていまして、東京なんかでも、奥多摩のほう、植林さ

れた杉やヒノキが花粉をまき散らかしているわけなんですけれども、この東伊豆町もそうい

ったことを考えますと、天城の東側に位置しているということで、西風が吹くと、随分花粉

が飛んでくるということがあるかと思うんですよね。 

  そういったような森林の調査をやられるということなんですけれども、花粉等の杉、ヒノ

キの花粉のつきぐあい、そういったようなことなんかも調査の項目にあるといいのではない

かなというふうな部分が一つ思います。これね住民ももちろんそうですが、観光客の皆さん

も、かなり花粉でやられているような状況があるかと思います。 

  ちょうど１年前に林業のことを質問させてもらいました。森林林業再生元年ということで

お話しいただいたかと思うんですけれども、私が認識している部分では、町の面積が約78平

方キロですか、そのうち58平方キロが森林だというふうに私は認識しておりますけれども、

この町の約４分の３が森林であるということだと思うんですよね。伐採される森林資源が商

品価値があるかどうかということを問題、それはどうなのか。 



  今、大きい話をますと、ＴＰＰとかの話もありまして、農作物はもちろん心配なんですけ

れども、そういう森林資源もどういうような形になるのかなということは思うわけなんです

けれども、何とか資源としてそれを利用していただくような方向を考えていただきたいとい

うのが一つなんですね。ビジョンというか、資源として活用するというような方向をぜひ考

えてもらいたいなというようなことが１点あります。 

  ２点目の鳥獣害の被害ということで、私も今数字を聞きまして、なるほど、これだけの被

害があるのかということで、驚いたのは猿が意外と多いんだなというのは実感としてありま

した。鹿とかイノシシなどは、わなですとか、そういう狩猟というものの対象になるんでし

ょうけれども、猿というのは非常に難しい部分があると思うんですけれども、実際今この猿

というのはどういう形で捕獲、ないしは撃退しているのかというようなことを聞きたいとい

うふうに思います。 

  最近、よく静岡県なんかのホームページなんかも見ておりますと、森林を使うペレット、

燃料資源として木を圧縮したり加工してペレットをつくって、それが燃焼したときに二酸化

炭素を出さないとか、あるいは煙を出さないとかというような、灰も少ないというようなこ

とで、それをボイラーとして設置しているところもあるそうです。 

  例えば、遠州のほうへ行きますと、温室メロンの栽培にペレットボイラーみたいなのを用

いて、重油を使わないで再生資源をうまく利用しているというようなことも話を聞きます。 

  当町の場合、イチゴ農家ですとか、ハウス栽培の農家が非常に多いわけなんですけれども、

そういうペレットなんかをうまく利用した地産地消のエネルギーというものもどうなのかと

いうことも考えられるんですけれども、そういったことも将来的にどうなるのかということ

も、ひとつバイオマスエネルギーということでお聞きしたいなというふうに思います。 

  それと、あとイズシカ問屋のことに関しましては、ちょうどその２年前ですか、オープン

したのが平成23年度の４月だったかと思うんですけども、ちょうど私と山田議員さんと飯田

議員さんで、７月にイズシカ問屋を視察させてもらったことがあるんですね。４月にオープ

ンしまして、７月に行ったわけなんですが、ちょうど80頭ほどの鹿を解体して市場に出して

いるというような話を聞きました。 

  今、町長が言われましたように、衛生面を気遣ったガイドラインが非常にしっかりしてい

るということがあると思いますよね。２時間以内という話があったと思うんですけれども、



捕獲してから搬入して、個体の検査を行って、洗浄して、皮をはいで、また洗浄して熟成さ

せる。数日置くみたいですけども、そして体内に銃弾が入ってないかどうかというのもチェ

ックしたり、解体して販売するというような話がある。 

  衛生的な施設でそういう形でやられているということなんですけども、この東伊豆町の被

害を考えますと、こういったような施設、市単独ではなかなか難しいかもしれないんですけ

れども、ほかの市町と連携するとか、投げかけるとかということで、そういったこういう施

設が運営することが可能なのかなと思って質問したんですけれども、ちょっと厳しいんでは

ないかという話を聞いたわけですが、結構商品価値が高いと言ったらあれなんですが、意外

と調べますと、鹿肉なんかも、ロースで100グラム500円とか、中には650円とか、霜降りとか、

そういったような高級牛肉に近いようなものも販売しているということで、ちょっと価格的

に駆除でとったものにしては高いなというような印象を受けたんですよね。 

  ですから、こういったものも競争原理が働いて、伊豆半島内に幾つかそういう拠点があれ

ば、市場に出るものも安くおさまるのかなというようなことも思ったりもするわけなんです

けれども、こういったようなことに関して、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、森林のことで、まず言ったように、町内では林業で生計を立て

ている方はおられないことは承知しておいてもらいたいと思います。 

  そういう中で、今回町でやりますこの森林調査、これは言ったように、生育状況や土地の

現況など、当町の被害、これを調べるためのものです。 

  今、須佐議員から、杉の花粉の調査、これを入れたらどうかと言われました。これはでき

るものならやります。これはできればやりたいと思います。できないことも考えられる。こ

こでは即答できませんもので、ちょっと検討させていただきたいと思います。 

  さらに、資源としてのペレット、これも言うは簡単ですが、行うはかたしで、なかなかそ

れを使ってくれてないのが結構視察なんかに行くと、ペレットやっていますかと聞きますと、

使っているところが少ないとか、そういうこと、言うことは大変すばらしい。これもこれか

らの検討課題ですね。一応これもペレット、検討課題として、視察した段階では、言ってい

ることはいいけれども、実現するとなると、なかなか難しいなと感じているのが自分の感じ

でございます。 



  さらに、次の猿の捕獲につきましては、原課の課長から説明させますので、よろしくお願

いいたしたいと思います。 

  あとイズシカ問屋、これは大変厳しいと考えております。 

  と申しますのは、以前南伊豆でつくろうと、議会に提案したところで否決されたことは覚

えております。私はそのときに南伊豆ができていれば、それに連携しながら、町でとれたも

のを使ってもらおうかなということは考えておった中で、南伊豆が断念したということは新

しく、そうなるとこのイズシカ問屋も伊豆市が精算がとれていれば、どんどん事業を拡張し

ていると自分自身は思います。 

  その中で、この伊豆市におきましては、事業拡大もありませんし、なかなかこの販路も厳

しいようなことも聞いております。今、須佐議員が言ったように、いい肉がキロ幾らとか言

っておりますけども、そういう状況はなかなか厳しいのではないかと考えておりますもので、

やるとしたら連携でやっていきたいと考えております。 

  しかし、そういうまだ波が来ておりませんもので、伊豆市におきましては、ちょっと遠過

ぎるということが一つの欠点でありますから、できればこの東海岸でできればそれはいいな

と思います。まずは各市の首長はそういう考えになっておらないのが現状でございますもの

で、イズシカ問屋については、今町は考えていない、そういうことで御理解願いたいと思い

ます。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 参事。 

○建設産業課参事（遠藤一司君） 猿の捕獲についてですけれども、これにつきましては、有

害鳥獣ということで、狩猟鳥獣の中には入っておりません。ですから、猟期に猟師さんがと

るということでなくて、有害鳥獣ということで町が対応しておりますけれども、昨年におき

ましては４頭だけだったんですけども、今年は今現在で45頭捕獲しております。 

  これは町のわなを使って半分ほど捕獲しておりまして、後につきましては、猟友会の方々

の御協力をいただいて、狩猟、駆除で鉄砲を使って、銃を使ってやっているわけなんですけ

れども、町に出没した場合には銃が使えないというような制約がありまして、なかなか思っ

たようにいかないのが実情でございます。 

  以上です。 



○議長（森田禮治君） １番、須佐議員。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 上を見れば切りがないといいますか、いろいろな取り組みも、その市

町によってさまざまでありますけれども、なかなか財政上の問題ですとか、いろいろ形があ

る中で、昨日も飯田議員さんのお話にもありましたけれども、何とか若い人たちをこの町に

呼び込んで、いろいろな意味で町を活性化にするというような、なかなかその方策がつかめ

ないでいるというのが現状だと思うんですよね。 

  私も個人的にいろいろ考えて、やったりとかということはあるんですけれども、限度があ

って、実際に都会からこちらのほうに渡っても、生活していかなきゃいけないというような

こともありますし、もちろんそのためには仕事もなきゃいけないということがあるかと思う

んです。 

  先日テレビを見ていて、こういうことがあったんですけれども、浜松のほうで、浜松は市

町村合併しまして、平成何年でしたか、2005年ですか、市町村合併をされた。その中で天竜

市が一緒になったわけですよね。そうすると、これまでの浜松市からいいますと、山の部分

を抱え込んだということで、大変自治体としては、山の資源をどう活用するかということで

頭が痛い部分でもあったかと思うんですよ。 

  そんな中で、地元にみんなのはままつ創造プロジェクトというんでしょうか、そういうも

のを投げかけまして、創造的な活動、団体とか民間企業等に投げかけまして、独創的な取り

組みをするところに何がしかの資金を提供して開発してもらう。 

  そんな中で、ある家具なんかをつくっているメーカーがヒノキの木を使ってカスタネット

をつくって、それを幼稚園だったか小学校だったかに配ったということがありました。楽器

のまち、浜松ならではの取り組みだったのかなというふうに思うんですけれども、なかなか

この町にそういったようなことをやっていける会社もないですし、家具をつくっている工房

なんかもないというような実情があります。 

  いろいろなところを見ますと、例えば福井県の鯖江市などでは森林資源を使って、例えば

携帯電話のケースですとか、パソコンのＵＳＢメモリーなんかも木でつくっているといった

ようなことも目にしました。 

  本当に地場でやっている産業なんですけれども、結構都会に引き合いがあって、そういう



ものも販売していると、都会でショーケースなんかに並べて、結構目を引くといったような

ことを見ました。 

  こういったことも、この東伊豆町で根強く続けていくとか、始めるということはなかなか

難しいんでしょうけれども、何か若い人たちが見て、非常に魅力的だなというようなことが

あれば、資源はあるんじゃないかというふうに思うんですよね。前にも、１年前も申し上げ

ましたけれども、木材になる、要するに住宅になるような木材はないにしても、家具ですと

か、あるいはそういったような小物などにかわる資源というものはあるんではないかという

ふうに思っているわけです。 

  先日、伊豆高原のほうで地元の木材を使って、家具や日用品なんかをつくっている人がい

たものですから、ちょっとそこに訪ねて行ったんですけれども、ベビーチェアですとか、赤

ちゃんのファーストシューズというんですか、最初に履く靴のボックスというんですか、そ

ういったものを木でつくって、喜ばれて、結構人気があるといったような話も聞くわけなん

ですけれども、非常に難しい点はあるものの、そういったような取り組みというものを先ほ

ど言いましたように、町の４分の３が森林ですので、そのうちの町有林というのはその中の

何％かになると思うんですけれども、取り組みとしてお考えになるということは、町長、ど

うでしょうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、須佐議員が言ったことは、基本的には民間のやることではないか

と私は考えております。これは民間がやったことを町がある程度支援することはわかる。 

  今の現状で林業をやっておられる人が全然いない中で、町がそういうことを積極的にやっ

ても、果たしていかがなものかと思うし、これは民間の方がそういう相談に来られたならば、

それはある程度森林を貸すところがあれば、それは貸してやってもいいですし、そういうこ

とは可能だと思うんですが、基本的には森林に対する町の考え方はさっき壇上で言ったよう

に、水源開発、水源涵養、また山地の災害の防止と二酸化炭素、地球温暖化の防止、これが

基本的な考え方だと私は考えております。 

  そういう中で、民間の方がそういうことをやりたいよ。町で何とか協力できることはあり

ませんかといえば、それは協力することはやぶさかではありませんけれども、基本的にはそ

れは民間の民活の中でやっていただければありがたいなというのが自分の考えでございます。 



  以上です。 

○議長（森田禮治君） 以上で１番、須佐議員の一般質問を終結いたします。 

  この際、１時50分まで休憩します。 

 

休憩 午後 １時３５分 

 

再開 午後 １時５０分 

 

○議長（森田禮治君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◇ 居 山 信 子 君 

○議長（森田禮治君） 12番、居山議員の第１問、３.11を教訓とした防災対策を許します。 

  12番、居山議員。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） こんにちは。 

  私は、午後最後の一般質問になりますけれども、実は本日この３月13日、私のとても尊敬

する方の25回目の祥月命日でして、その方へ感謝の思いを込めて質問をしたいと思います。

よろしくお願いします。 

  今回、２問を通告させていただきました。 

  連日３.11に関連するさまざまな報道がなされておりまして、正直心のどこかでは、ああ、

もう見たくないというような思いと、本当にあの３.11、２年前のあの状況から被災地がどう

変わっているのだろうか、それをしっかり受けとめなければいけないというふうな思いの中

で、テレビの報道等を見ておりました。 

  ２年前、３月９日、ちょうど一般質問させていただいて、町長に防災対策の質問をさせて

いただきました。そのときにもその予兆だったでしょうか、予震だったでしょうか。やはり

揺れまして、お昼挟んで、やっぱり町長、揺れたわねという話で、絶対的に隣組を中心とし



た防災会議が必要ではないかという信念を持ち続けておりますので、平成７年に議員にさせ

ていただきまして、本日で69回目、歴代町長に質問をさせていただきました。 

  先ほどちょっと整理をしながら、太田町長には27回、防災関係では20問の質問を、そして

また歴代の町長、石原町長、田村町長、片野町長に42回、113問にわたる質問の中で、３分の

１が防災対策でした。私のライフワークとも言うべきこの対策、正直申し上げて、この稲取

に嫁ぐときに、絶対にあの居山の家は津波で危ないと、嫁ぐのどうしようかというふうに自

分で思ったくらいでして、３つの課題がありましたが、１つ、２つはクリアできました。最

後がこの津波の問題です。 

  正直、再三申し上げますが、２階の私の部屋から、お隣のお家の境目にちょっぴり海が見

えるので、今日も１日無事だったというふうに、あるいは無事であってほしいというふうに

思いながらの２年間でございます。高台に住んでいらっしゃる町長、また副町長には、余り

そういう思いはおわかりにならないのではないかというふうに思います。 

  皆さん、自分がその立場にならないとわからない。私も町長の立場にならないと、今の町

長の御心境がわからない。当然のことというふうに思います。しかし、私は皆様の御支援を

いただいて、ここで発言をさせていただいております。町民の皆様のお声を代弁し、町長に

訴えてまいりたいと思います。来年は改選でございますので、しっかり町民もこの町政の信

頼回復ということで太田町政がスタートをし、ちょうど７年たったわけです。その総決算が

この１年になろうかと思います。 

  そういう意味で、町民の皆様がどういう審判を下すのかということだというふうに私は思

いますし、私自身もそういう意味で、防災対策を太田町長がどういうふうにやってくださっ

たかということをもって判断をしたいというふうに考えております。 

  前置きが長くなりましたけれども、御答弁は一問一答でお願いをしたいというふうに思い

ます。 

  まず、第１問、３.11を教訓とした防災対策についてお尋ねをいたします。 

  その１点目としまして、東日本大震災から２年。その間の当町の防災対策をお伺いします。 

  ２点目といたしまして、町長の任期もあと１年、やり残している防災への取り組みについ

てお尋ねをしたいと思います。 

  よろしく御答弁お願いいたします。 



○議長（森田禮治君） 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） 居山議員の第１問の３.11を教訓とした防災対策については、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点目の東日本大震災から２年。その間の当町の防災対策はについてですが、大津

波による２万人を超える死者、行方不明者を出した東日本大震災や昨年公表された南海トラ

フ巨大地震による津波想定を受け、これまで実施してきました防災対策に加え、津波対策を

中心に、ソフト面、ハード面、それぞれの対策を講じてきました。 

  まず、ソフト面では、東北地方において何度も津波被害を受けていながら、避難行動がお

くれたことを踏まえ、「地震だ、津波だ、すぐ避難」を合言葉に、各地域の自主防災会を中

心に、想定される津波到達時間内における高台や安全な場所への避難訓練の実施、また津波

避難路の確認や検討、津波避難場所の見直し、避難の目安となる海抜表示看板の設置を行う

など、津波避難の徹底、啓蒙活動に努めてまいりました。 

  ハード面におきましては、各地域の公民館や集会場における耐震性の確保及び津波からの

避難場所の確保とし、国の社会資本整備総合交付金の都市防災総合推進事業の採択を受け、

現在、北川地区と片瀬地区の公民館を地域防災センターとして建設や計画を進めているとこ

ろであります。 

  次に、２点目の町長の任期もあと１年、やり残している防災への取り組みについて伺うに

ついてですが、１点目でもお答えしましたが、津波対策については、現在地域自主防災会と

連携した対策を講じているところでありますが、まだまだソフト面、ハード面ともに十分と

は言えないと考えております。 

  ソフト面では、災害対策の基本であります自助、共助について、住民の皆さんの御理解と

行動が必要であると認識しておりますので、防災担当を中心に、さらなる啓蒙推進を図って

まいりたいと考えております。 

  また、６月に公表予定の県の第４次被害想定に基づいた町の防災対策の基本となる地域防

災計画の見直しについて、本年度着手していきたいと考えております。 

  次に、ハード面でありますが、南海トラフ巨大地震の津波浸水想定で危惧される稲取地区



の防災拠点施設の整備と熱川地区における観光客の津波避難対策として、避難場所となる拠

点整備など、国の補助金等を活用し、進めてまいりたいと考えております。 

○議長（森田禮治君） 12番、居山議員。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） いつも言われることで、平成７年のときもここでかつていらっしゃ

るんですけども、総務課長をなさった方が私の質問にも答えてくださったんですけれども、

そこそこでいつも言われることは、自分の命は自分で守る、こういうふうに言われます。 

  何だか平成７年のそのときに、何か変、何だかわからないけれども、納得いかないとずっ

と思って、今朝わかりました。何年かかったでしょうか、18年かかったんですけれども、何

で変な気持だったのかというと、自分の命を自分で守れる人はいいんです。押しなべて、全

ての人にそんなことを言っている公助というものは、誰からも私は信任されないというか、

認めてもらえないと思います。守れない人の命をどう守るか、その仕組みをつくるのが公助

でございます。 

  自助は当然、共助は当然、それに最近は近助というのがあるんです。近くの人が助け合う

ということです。自助、共助、近助、それを束ねるものが公助でなければなりません。しか

しながら、残念なことにこういうソフト面というのは、予算づけがなかなかなされない。で

すので、行政の皆様のお仕事にとってはおまけですね。ですので、にわかに国県の補助金が

何とかだと、それに飛びつく。そして、災害対策に対してのそういうものをやっていくとい

うこと。 

  これは先ほども休憩時間に議員同士でいろいろな議論をいたしましたが、男性の視点だけ

では今後の国の行く末、そしてまちづくり、これは絶対できないなと。何でこれだけ男性が

いて、女性が事務局も入れて３人なのかということです。人口の半分が女性なのに、もっと

細かな気配りができる。非常に感性の鋭い私たち女性の本来的なそういうものをさまざまな

行政の施策にきちっと取り入れてくださったならば、もっともっと優しい、単に笑顔あふれ

る町なんというんではなく、心から幸せを感じる町がつくり上げられるのではないかなとい

うふうに考えます。 

  今いただきました御答弁、私実は一昨年、私ども公明党の県議団を中心とした防災対策プ

ロジェクトが被災地を訪問をし、そして全国3,000名の地方議員が現場の声を出し合い、そし



て３・11を踏まえた上で、今行政に確認をする項目というのを出しました。 

  それについての回答もいただいてあるわけですけれども、そのときのさまざま検討すると

いうふうに言われました内容がどういうふうに進んでいるのか。今の町長の御答弁では、ソ

フト面、ハード面でも非常に大ざっぱな答弁ですので、再質問できっとたくさん答弁を用意

してくださっていることと思いますので、それらは答弁をぜひいただきたいというふうに思

いますけれども、私のほうからの再質問、これは当時23年度でしたもので、3,800万の地震、

防災対策関連事業の内容と予算規模というふうなことで報告をいただきました。 

  また、県はさらに５月の補正、６月の補正で、迅速な対応をしたことについて、当町では

それに対する評価を大いにするというふうな答えでもありましたし、また今お話にありまし

た、県の大規模地震対策等総合支援事業費補助金等の活用の状況というものが今町でなされ

ている消防団の詰所とか、機具の置き場に対する補助の拡充等々、さまざまなものに使われ

たというふうなことも、私は承知はしておりますけれども、23年度の成果表をひもといてみ

ますと、どういうふうな事業がなされたかというふうなことが明快でございますので、あえ

てここでは地区集会所の耐震化に伴う改修への助成の拡大とか、そういうことから、北川と

かの集会所、防災センターなんかの改修がこの補助金でなされたのかなというふうに理解す

るところでございますけれども、いずれにしましても、町の要望としては、もうちょっと補

助率を上げてほしいなというふうなこともあったようでございますけれども、私はこのとき

にこの調査の中の注目をした点が１点でございます。 

  耐震シェルターというふうに伺ってはおりますけれども、考えましたら、津波シェルター

というものがその後開発をされました。今、テレビでも報道もされたりしておりますし、さ

まざまな場面で実際に、町長も昨年でしたでしょうか。実際に津波シェルターに入られて、

３人とか４人とか、小さなものですので、入るのにちょっと入り口が狭くて大変というよう

なことはございましたけれども、そういうものに限らず、そのときのはこういうものだった

と思います。 

  別に業者のＰＲをしようというつもりは一切ございませんので、こういうたぐいのものは

今本当にあちこちで開発をされていると思いますので、こういうシェルター、あるいは県の

防災センターなどに、私たち生涯学習友路学級などで視察に参りました。 

  そのときに、ベッドの上に、防災ベッドというのがありまして、いろいろな家屋の倒壊に、



きちっとしたそういう枠でもって寝ている方を守る、そういうシェルターでございます。あ

るいは木製のシェルター等もセンターにはございましたし、最近は保育園に津波避難救命艇

なるものを購入した浜松の例も、これは読売ですけれども、報道がなされておりました。 

  これは避難タワーというものがなかなか広域で無理だと、費用も3,000万、4,000万かかる

というふうなことから、保育園の子供たちのために、救命艇というものを改造をした形にな

っているのでしょうか。いずれにしても、108人いる園児全員が入るというふうなことで、何

か500万くらいのものを２台、この保育園では言うならばノアの箱舟ともいいますか、そうい

うようなものを導入するということで写真入りでございます。 

  国交省も今避難用の救命艇の開発というものを進めておりますので、基準を現在策定中で

ございますけれども、来年になる見込みだということでございます。おのずから国は避難タ

ワー等、十分な整備ができなければ、こういう対応をするしかないというふうに思います。

町長の御見解、この点についていただければというふうに思います。 

  さらにお尋ねをする点でございますけれども、被災者支援システムの導入について質問を

いたしましたが、それについて検討するという答弁をいただきました。その後どのように検

討をしていただけているのか。 

  次に、ＢＣＰの有無ということ、策定の時期ということでお尋ねをしておりますけれども、

計画書としてまだ集約をしていないので、今後まとめて作業を進めていくというふうなこと

での回答でございました。この点について、ＢＣＰの現状についてお尋ねをするところでご

ざいます。 

  あと避難ビルですけれども、これは正直申し上げて、このことで私は町長と心が離れた。

町長にあそこまでお願いしたのにという思いがあります。 

  それはさまざまな理由があることはわかりますけれども、町長はお忙しいので、職員の皆

さんがどこまで真剣に町民の皆様の命を守るために、議員が発言をしていることに誠実に、

また真摯な対応をされたかという問題でございます。 

  つい最近になって、区長を私もお誘いして、地元東区長と御一緒に担当に行って、その経

緯は伺っておりますけれども、余りにも誠意がない。心がない。非常にばかにしている。無

礼だというふうに私は正直感じているところでございます。この点について、明快に町長か

らも伺えればと思います。 



  さらに、避難路の確保の状況について伺っているわけですけれども、この避難路の指定は

しないというふうに当時は言っております。指定できるような安全が確保できる大きな道路

がないために、４メートル以上が必要だということから、幅員のある道路をメーンとして考

えて、地震による倒壊の危険のあるブロック塀などの点検を関係部署において実施している

という、このブロック塀の点検がどこまでなされたのか、伺いたいというふうに思います。 

  私どもの町は、自主防の組織率100％でございます。しかしながら、6,000世帯のうち３分

の１は自治会に入っていらっしゃらない住民の皆様です。再三いろいろなところで申し上げ

ております。行政サービスも、そして住民の命も、この自治会に入っていただけていないこ

とによって、守れる命が守れない。情報から遮断をされ、情報の格差がある。 

  この現実は当町だけではないわけですけれども、これに対する取り組みは、町長はかつて

さまざまな場面で啓発するとか、あるいは新聞の折り込みを入れて、この自治会への加入を

訴えていくというようなことと御答弁をいただいておりますが、それはどういうふうにして

いただけたのか、伺いたいところでございます。 

  さらに、耐震の問題について、私も再三家具の転倒から、阪神・淡路大震災のときには、

本当に数分の間に自宅のそういう建物の倒壊によって亡くなった方が70％というようなこと

も伺っておりますし、このたびの東日本大震災、地震は辛うじて免れても、津波によってそ

の被害が大幅に、さらに火災が発生をし、私たち岩手県山田町にボランティアに行かせてい

ただきました。あの山田町も、時の町長が津波は引いた。しかし、あるときひゅっと火が回

った。火の手が上がったら、三日三晩燃え続けて、本当に燎原の火のごとく、本当に焼け跡

は残らない。そういう状況でございました。 

  ですので、私どもの今回の南海トラフ巨大地震なども、その全てが複合した形で、阪神と

東日本と、そして今言うさまざまな問題も含めた形で、連動して東海、南海、東南海が起き

るというふうなことでございます。 

  私は同僚議員と昨年、また知人も誘いまして、防災士の勉強に通いました。正直申し上げ

て、ハイレベルの物すごい最新のそういう知見を教授なり、また現場の方などから伺うにつ

け、もう聞きたくないというくらい、現場の映像も見ながらでしたけれども、そういう状況

で、その悲惨な状況、厳しい現状、そういうものを今自分の中に危機意識として持っており

ますので、町長の御認識について１点伺いたい。あるいはまた防災監である総務課長にも、



この点は確認をさせていただきたい。 

  ２年前と今現在と、御自分の暮らしがどう変わりましたかというふうに防災に対する取り

組みについて、お二人にお教えいただきたいというふうに思います。この２年間何をしてこ

られたでしょうか、まず御自分のその２年間を振り返っての御答弁をいただきたいというふ

うに思います。 

  私いろいろな資料がいっぱいあって、自分が質問したことも頭の中では既に忘れておりま

す。隣に副町長がいらっしゃいますので、副町長、漏れのないように、よろしく町長にお願

いしたいというふうに思います。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に質問が多いもので、答弁漏れがありましたら、また言っていた

だければありがたいと。 

  その中で女性の登用、これは本当に町もそうやってもらいたいのに、何か手を挙げてくれ

ないのが現状でございます。居山議員のように、自主的行動をやりましょうという女性が多

くいれば、大変この町も女性の意識が上げられると思います。なかなかそういう女性がうち

の町は少ないのが現状でございまして、この女性の方に委員を頼んでも、ちょっと遠慮、ち

ょっと私はそんなものには向きではないからできないよという、そういうのが現状でござい

まして、町といたしましても、何回も言っているように、いざ避難施設の体育館になった場

合は、当然女性の声も聞かなければならないと考えておりますもので、町もできるだけそう

いう女性の声を聞いた中で、それはまちづくりをやっていくと、それが自助でございますも

ので、そういう女性がいれば、また町はどんどん登用していきたい、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。 

  次に、シェルターの関係でございます。 

  この耐震シェルターは私も３・11が起きてから、例えば場所がない東区とか、西町の海辺、

避難タワー、これは設置することができない。そういう中で、何が一番いいかなということ

で、津波のシェルターが出てまいりました。その中で、居山議員が言ったように、シェルタ

ーのこともこのところに運んできて乗せていただきました。 

  その中で、さっき言ったように、確かにこれは入るときに体の不自由な方とか、そういう

方が入るのに、これはなかなか厳しいなと、いいことだけれども、まだ改善する余地がたく



さんあるなということは感じた中で、そういう場所がないところでは、この津波シェルター、

これは大変私は有効な手段であると考えておりますもので、今現状で土地がない限り、この

シェルターを充実していくべきではないかと自分自身は考えております。 

  そういう中で、保育園の中で、浜松市が500万かけて２棟やったという命にはかえられませ

んけれども、財政が大変厳しい中で、今、議員が国策として補助金のことも国のほうで考え

ているということを言われました。その中で、そういう助成があれば、当然保育園が海の近

くにありますもので、そこならば場所も十分余裕があると考えておりますもので、そういう

国の助成が出た段階では、これは前向きに検討していきたいと考えています。 

  しかしながら、設置するにおきましても、これは私有地でございますから、幾ら町がやり

たいといっても、私有地の理解が得られなければできないことだけは理解していただきたい

と思いますし、また居山議員も国のほうの与党になっておりますもので、そういうお金がで

きるだけ多くもらえるような方向でまたやっていただければ、町もありがたいと思いますの

で、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  さらに、避難ビルの関係でございます。 

  これは居山議員がすぐ某ホテルのことを言った中で、避難ビルになるには、指定するには

それなりの条件があるという中で、それをいかにクリアするかという中では、そういうのは、

待っていたという言い方はおかしいですが、そういうことをやっている状況で、こちらおく

れになった中で、これは確かに意思の疎通があったと感じております。 

  自分は区長さんにある程度自主防災会長をお願いした中で、その辺は進んでいるかなと考

えた中で、なかなかその辺の意思の疎通がうまくいかなかったことはおわびしたいと思いま

すけれども、この避難ビルに関しましては、町は一生懸命やったと思うし、また防災監のほ

うも、一応こういうことをクリアしてほしいという中で、町だってそのクリアするのがなか

なかできない状況の中で、時が過ぎていったというのが現状でございますもので、この辺は

反省すべきところは反省した中で、今自分が考えた避難ビルも大変大事だろうけれども、あ

の地区におきましては、その避難ビルに登っていくのも大変だろうし、避難タワーに対して

も、登っていくのも大変だろうし、東地区とか、そういうところでは、津波シェルターの私

は活用があるではないかという中で、今後その方向で整備していきたいというのが今の自分

の頭の考えであります。 



  さらに、避難路の指定に関しまして、これは町は避難路を指定すると、自主防災がこの道

を避難路としてやりたいと言われれば、整備はしておきますもので、これを町が避難路の指

定といたしますと、先般言ったように、４メートルの幅員が必要とか、そういうことがある

程度条件となってくる。 

  避難路の指定、基本的に町が必要となると、本当に重要な施設になりますので、最低４メ

ートルの幅がなければ、町は避難路を指定できませんもので、ある程度自主防災会さんのほ

うに、こういう場所を避難路としてやりたいとなれば、その避難路、自主防災から言われま

した避難路に対しては、これは整備していきたいと考えておりますけれども、基本的にはこ

れも民地境はまた個人のあれですから、その辺は個人の方たちの理解がなければ、この避難

路の整備もできないもので、所有者の方の理解を得た中で、自主防でこの避難路としていき

たいということは、町としては避難路の整備は、それは進めていくつもりでございます。 

  さらに、あとは自主防災会に入っていない会員、これに関してましては、町は自主防に入

って、自主防は基本的に班ですよね。班に入ってもらうのが一番ですが、班に入るには、多

少いろいろな経費ですとか、かかりますもので、その点が大変厳しいかなと。 

  町としては、何しろそういう班に入っていただいた中で、自主防の会員になっていただい

て、少しでも被害を少なくしたいのというのが班に入る人も現状で幾ら勧めてもなかなか入

れない、入ってくれないというのが現状でございます。 

  そういう中では、いろいろな要素があると考えておりますけれども、町は引き続きできる

だけ班に入っていただいた中で、防災をやっていきたいという考えでございます。 

  防災の考え、２年前と３・11と今の考えで、これは当然私は３・11になってから、１人で

も被害者、そういう災害の亡くなる方、そういうことは起こしたくないです。その気持ちは

変わりません。 

  この点は町の最高責任者として、１人でもそういう災害者を出さないのが自分の使命であ

ると考えておりますし、起きたとしても、最低の災害の遭難者、そういう気持ちでいること

は変わりはありませんし、かといって居山議員が言ったように、私は高台に住んでおります

もので、そういう危機意識は違うではないかと言われますけれども、私も町を預かっている

以上は、ここに住んでいる、津波に対する恐怖を感じている人のことも身近に感じておりま

すし、そういう中で幾ら私が高台に住んでいるから、意識が違うではないかと居山議員は言



われます。私はそういう気持ちではないということだけは理解していただきたいと思います。 

  次に、被災者支援システム、これは県のシステムの導入で、災害時に多数のシステムを活

用が難しいので、導入市町の状況を確認していくということで、確認していくという状況で

ございますけれども、被災者支援システムに関して、町は各市町の導入をどれだけの市町が

やっているかということを今確認している状況、そういう町の状況でございます。 

  ＢＣＰに関しても、今、専門の指導者の派遣等を県へ依頼している。町はそういう状況で

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（森田禮治君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） ２年前の地震以後、どのように意識が変わったかという

お話でございますけれども、公の場ですから、個人的な考え方、そう述べさせていただくわ

けにはいきませんけれども、私も居山議員と同じように、高台には住んでおりません。すぐ

近くでございますもので、庁舎の近くでございますので、津波が起きれば、非常に命を奪わ

れるかもしれないという危機感は常に抱いておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 12番、居山議員。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） ２年前、やはり同じこの定数議会の予算の審議をしておりまして、

２時46分、揺れに揺れて、かつて伊東のＮＴＴ、５階で20年仕事をしておりました。ですの

で、さまざまな地震もそこでは体験していますけれども、経験したことのない揺れと長い揺

れで、これは津波が来るということで、即座にこんな会議なんかやっていられないわよと言

って、ヘルメットをかぶって、自宅へ戻る道すがら、会う方々に声をかけて、津波が来ます、

高台に避難してくださいと言いながら、率先避難者を今思いますと務めたような気がします。 

  近くの高齢者の方を車にお乗せして、そして入谷水下のほうに向かいました。そうしたら、

うちの娘がこの辺にいるとか、そういうふうにおっしゃるので、そこにおろして、そんなこ

とから始まって、我が家の２年間の防災対策は、86歳の母を含めた３人で、テレビを見なが

ら、どうやって逃げようか、そして今後どうやっていこうか、このままにここに住み続けら

れるのだろうか、あの被災地の惨状を見たら、高台に引っ越ししたいな、アパート借りよう



かとか、家を建てたいねとか、そういう話題が頻繁でございます。 

  実は先日の訓練のときにけんかをしました。私は母におばあちゃん、元気だから、とにか

く今まではシルバーカーでいたんだけれども、自分でつえついて５分でどこまで行けるか、

自分の選んだルートがあの道沿いの浜の湯の前を通って赤尾のところに行くという、そこで

何分かかるかわからないけれども、やってみてと言ったら、親子の会話がそんな大変だから

ときっとなったんだと思うんですね。 

  結局、何か車で２人は避難をしたようで、何だか防災会議で家族でやっていたのがちぐは

ぐだったなとか思いながら、私は防災、隣組の４軒のうちの１軒はデイサービスですぐ歩け

る状況でないお母さん、その隣は身体障害者のお父さん、このお二人をどうしたらいいんだ

ろうかと。 

  再三ここで叫んでいる私が何もしないのでは罰が当たると思いましたので、その対応を何

とかと思いました。ところが御家族は今日は風が強いから避難はいいよとか、そういうよう

なこととか、いろいろありまして、これは時間をかけて、そして暖かくなったら、体調のよ

さそうなときに、とりあえず車で、うちの車を出して、何分でお母さんを赤尾のところまで

お乗せできるかということとか、あるいはほかの対策で、リヤカーがあります。リヤカーを

使ってどこまで何分で行けるか、既にその訓練とか、夜間の訓練とかは、防災隣組でやって

おりますけれども、これは再三訓練を重ねていこうと思います。 

  せんだっても群馬大、片田教授が下田にお見えになっての講演会のときに、いろいろ聞き

ます。私も２度目でしたので、いろいろなことを聞いております。でも、結論はとにかく揺

れたら逃げなさいということでした。どこが震源地だとか、震度が幾つとか、津波がどうと

かなんて、テレビでぼうっと見ている状況にないということですね。 

  それは３・11で、この私たちの住んでいる日本列島そのものがすごい活動期に入っていま

すので、こんなはずではなかったという西日本大震災の、南海トラフの、そういう惨状とい

うものが、遅かれ早かれだと思います。それを覚悟して日々暮らすしかないと。ですので、

とにかく揺れたら自分が訓練のつもりで、みんなに声かけて、逃げよう、逃げよう、逃げる

よ、逃げるよと言いながら、手をかす必要のある人には手をかして、そして避難をすること

を毎度の日常茶飯事にしていかなければいけないというふうに、片田教授のお話で感じまし

た。 



  ただ、あれはこのごろようやく気がついたんですが、群馬大教授はお金をもらってお仕事

で防災教育に何年も釜石に通っていたんだと思いまして、ですので、町長、お金がないとソ

フトもだめです。ハードにお金をつける何分の１でもいいからソフトにつけて、そして例え

ば防災委員さんにもきちっと報酬を出す。そして、あるいは防災士の資格を取りにいく静岡

までの費用とか、そういうものも出す。そして、大勢の心ある人に行ってもらって資格を取

ってもらって、そういう人たちを地域のかなめにして、その自主防の教育をしなければいけ

ないというふうに思います。 

  ですので、私は町のフォーラムとか、いろいろ考えていたんですけど、いや、そうではな

い。自主防単位に自主防の防災のセミナーをやる必要があるなと。それは危機管理局長を呼

ばずとも、防災士、うちの議員にも４名の防災士がおりますし、それと災害ボランティア養

成講座で、今地道な活動を重ねてくださっている方もおりますので、そういう方々等にお願

いをして、そのセミナーを細かくあちこちでやってもらうということです。 

  そして、その方々の相談に乗りながら、家族構成から、それから避難していく道のそうい

う避難路から相談に乗りながら、自分はこう逃げようと思ったけれども、あそこも瓦だし、

ここもブロック塀だし、車いすでもリヤカーでも逃げられない。それでは隣のお母さんをお

んぶしていくしかないし、場合によったら何か手を組んで運ぶ、そういう運び方とかがある

ので、そういうものとか、いろいろなことを自分たちの命を守るために、自分だけではなく

近所の人の命を守るために、何だか、あの人は挨拶しないし、気に入らないとか、いつも生

意気で嫌なやつだとかと思っていたんでは、お互いの命は救えないので、それは白紙です。

３.11以降はゼロ発進で、そういうこだわりをなくして、本当にみんなでそういう心でいかな

いと、町長の言われるように、１人の犠牲も出さない取り組みというのは、どんなことして

も絶対できません。 

  この防災の隣組、そしてとなりきんじょ防災会議というふうにやっているところもあって、

昨日新聞を読んで、早速そこにお電話して、岩手県一関です。資料を送ってくださいと、速

達でねと言ったけれども、届かないので、残念なんですけれども、防災ノートとか、そうい

うのを渡しながら、となりきんじょ防災会議、このネームいいなと、平仮名なんですよ。 

  そうしたら、意外にみんなで気軽に集まれるし、そして何か隣組というと、班に入ってい

る人は何となく入りにくいけれども、そのエリアのこの辺で大体５世帯とか７世帯とか、そ



ういう感じで、防災会議を御近所でやろうよみたいな感じで、自分たちで自主的に都合のい

いときに集まってやって、何かのときにはどうしようかということで、私は隣と今課題にし

ているのは、命は助かったけれども、どうも危機管理局長いわく、東伊豆全て道路が寸断さ

れ、孤立すると、とにかく食べ物がなきゃどうにもならない。 

  町長、伺います。備蓄はどうなっていますか。そして、もし道路も寸断され、あちこち孤

立して、ここにはある。もちろん協定を結ぶからヤオハンにはあります。トップバリュには

あります。だけれども、届ける手段がないわけですよ。それで、一々ヘリコプターが飛ぶわ

けにはいきませんし、被害も広域になります。そういう場合の備蓄をどうするのかというふ

うなことについて、どうなっておりますか。 

  特に女性にさまざま必要な用品、生理用品、あるいは乳幼児用品の必要とされる物資をあ

らかじめ一定程度を備蓄することが必要です。そして、輸送業者とかコンビニエンス、ある

いはスーパー等の関係団体と協定を結ぶわけですけれども、発災後速やかに調達、輸送でき

るような、そういう対応がなされているのかどうかを伺いたいというふうに思います。 

  さらに、男女共同参画の視点で私が再三伺っている点でございますけれども、防災開議の

女性委員の登用について、明確な人が見つかっているのか、いないのか。もしいないようで

したら、御相談いただければ、私があの方とこの方とあの方はできますよというふうに御紹

介申し上げますので、町長、御存じない方があるかと思います。 

  町にはまだまだ埋もれた人材がたくさんいらっしゃいます。ぜひこの人たちに光を当て、

そしてこの現状を訴え、持っている力を十二分に発揮をしていただいて、この大切な東伊豆

町を守るための手だてを考えていただきたいと思います。 

  最近入りましたニュースなんですけれども、今後国からの流れが来ると思いますけれども、

先ほども申し上げた、男女共同参画の視点からの防災復興の取り組みの指針等、概要が手元

にございます。これらを今後参考にしながら、避難所の運営、発災直後の対応等々を細やか

な対応をしていただきたい。 

  特に避難所の体験の方のお話を伺いましたときに、本当に地獄のような惨状の中で、避難

生活、先行き見えない中で、とにかく女性や子供や高齢者や体の御不自由な方々が本当につ

らい思いをしながら、女性の場合も着がえるのも大変、そして赤ちゃんにおっぱいをやるの

も大変、そしてまたトイレに行くのも男女と同じトイレだったりとか、そういうようなこと



というのは、今平時から取り組んでおかなかったならば、絶対に対策はとれないというとこ

ろでございます。 

  幸いなことに１万そこそこの小さな町は、本当に今、町長の手腕一つで、モデルケース的

なこの災害対応のお手本を示せるのではないか。まして県下で２カ所でしたでしょうか。単

独消防を持って、過去のこの費用を計上していましたら、相当何十億もの予算計上を消防費

用にもかけているわけでございます。 

  これらの人材の活用等も含めて、そしてまた確認ですけれども、昨年うちの隣組で訓練を

やろうと思ったら、おえべす様のところの飲用水兼用の耐震用貯水槽がさびついているんだ

か何だか使えないということで、訓練がそのときに変更になって、別の消火栓を使いました。 

  その次の訓練のときに、直ったんだろうかと思いながら、その訓練をやっておりませんの

で、消防長に言ったら、俺の管轄ではないみたいなことで、どうも水道課みたいなんですけ

れども、その点について、町長にも事前にちょっとお話をしてありますので、その対応を。 

  これで座ってしまうと、質問ができないもので、忘れていることがいっぱいあるかと思い

ますので、津波シェルターのことは伺いました。避難経路も伺いました。今度から質問回数

は３回でなく、回数なしになったらいいんではないでしょうかね。 

  災害協定の内容は先ほど伺いましたけれども、この辺をもう少し食料品に限らず、救護病

院の指定とか、あるいは物資、人員等の海上輸送の問題、救急避難路としての道路の使用の

問題、燃料の確保の提供とか、さまざまお願いをしたいと思います。 

  それと、あともう１点、先ほどとなりきんじょ防災会議は言ったんですけれども、９月２

日に家族防災会議の日というのを糸島市というところがやっておりますので、ですので、ま

ず家族で9月に会議を開く、そしてこの３月には御近所で防災会議を開くという、この二本立

てでやっていただければよろしいかと思います。 

  それで、最近この「命のバトン」が配布をされております。これは決して防災と関係ない

ことではなくて、再三申し上げているように、要援護者、うちの町の300名、この方々と、あ

と70歳以上の高齢者のいるお宅に届いております。 

  しかし、自治会に入っている方に届いていないです。これをどうなさるかということがこ

のカプセルの問題です。このカプセルを医療救急情報を書いて入れると、当初私伺いました

ら、家族分をちゃんと紙を入れてくれると言ったのに、うちなんか３人家族なのに１枚しか



ないですよ。だから、うちはコピー機があるからコピーをしましたけれども、そういうこと

とか、もう少し細やかに言ったことはちゃんとやってほしいなと思います。 

  自主防までなかなか細かにそれが届いていない現状もありますので、そして70歳以上の方

で高齢者の方、これが欲しいという方は、どういうふうにしたらいただけるのか。隣組に入

ってないので、そういう方には差し上げられないのか、そんなことはないと思います。そう

いう方の対応はどうするのか。 

  本来ならば、熱海がやりましたように、全戸に郵送してしまえばいいんです。間違いなく

届きますから、あるいはシルバー人材センターを使って配布するというのも一つかと思いま

す。どうぞ無駄なく予算をきっちりと使い切っていただいて、そのことによって多くの方の

命が守られますように、よろしく御答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） また質問が多岐にわたり、答弁漏れがありましたら、また言っていた

だけたらと思います。 

  そういう中で、防災士とか、そういうことの活用と言いました。そういう中で、これは当

然そういうことも考えなければならないと考えております。防災士に費用を出したらどうか

ということも提案されました。 

  そういう中で、町がこれはやっているんでしょう。この辺もちょっと検討した中で、基本

的には何かある程度ボランティアでやってもらって、これは厳しいだろうけれども、そうい

う気持ちの中で、これは検討させていただきます。 

  その中で、一応ＤＩＧという言葉で、各東町、私はちょっと２チャンネルを見たときに、

東の公民館、ＤＩＧですかと、こういういろいろな図上でやってあったことを見たことも考

えますもので、このＤＩＧが結構有効な手段になるではないかと考えています。これもまた

多方面でやっていきたいと、考えていきたいと思います。 

  防災士等の補助金、この辺もちょっと検討はして、この場ですぐ出しますということはわ

からないですけれども、これはちょっと検討させてもらった中で、そういう中で、防災士を

河津町もやっているんですよ。河津でどれだけのことを役立っているか。確かにそういう勉

強することは結構でございます。それは自分の中でやっていただいた中で、この町でやりま

すよと。 



  さっき一般、誰ですか、南伊豆のことも出ました。自分からやると、ある程度のことを自

分からやるから、そういうこともまた町民の方も必要ではないかと自分は考えております。

その中で全てが町が負担していいのかとなると、これはまた考えるのですが、その辺はまた

徐々に検討させていただきたいと思います。 

  次に、隣組の関係、これは本当に町としては、大変東のところにはありがたいと感じてお

ります。この東地区で行っております隣組組織、これは何回も言っているように、東町全町

に広がればありがたいなと考えております。 

  そういう中で、この名称がとなりきんじょ防災会議ですか、この名称が確かに隣組という

と、なかなか隣組に入っていない人が入れないと、そういうことも考えます。その名称に関

しましては、これはどうでもいいという言い方はおかしい。こういう組織をつくること自体

がこれからの喫緊の課題でございますから、この今やっている東地区の隣組の組織、これを

全町的に町も支援して、広げていきたいと考えております。 

  さらに、防災計画に対する女性の登用の中に、自分自身は１人は頭の中にいますけれども、

居山議員がそのような人がいるとなれば、またそうした辺の名前を聞かせていただきまして、

検討はしていきたい、そう考えております。 

  それで、自主防の防災セミナー、これは当然そういう提案すれば、これはやっていくこと

でそういう意識が浸透していけば大変ありがたいですから、その辺はやっていきたいと考え

ております。 

  次に、緊急キット、これは今回やったのが自主防災と民生委員さんを中心にやった中で、

配布漏れがあったことも確かだと考えています。その中で、今後どういうふうな方向でやる

となれば、とりあえず啓蒙、町の回覧とか配布、そういうことを通じた中で、一応ここに来

ればもらえますよということをやっていきたいと思います。 

  その中で、郵便物によって配送することも一つのあれですけれども、既に配布したところ

もありますし、そういう中で啓蒙した中で、町のここに来れば緊急キットがもらえますよ。

そういうことでやっていきたいと思います。 

  防災会議の家族会議、これは本当に話し合いはいいことだと思います。そういう中で、こ

れは投げかけますけれども、それはやるのは家族でございますから、こちらが強制的にこれ

をやったかとか、それをチェックすることもできませんけれども、こういうことをやった中



で、防災会議に出てくれということは、これは町が言うと思います。その辺は提案は一応自

主防災には投げかけていきたいと考えております。 

  それと、備蓄の関係はどれだけの備蓄があるかということは、総務課長からまた説明させ

ます。 

  その中で、いつも言うように、自衛隊から３日間は必ずなかなか来れない、最低３日か１

週間と言いましたよ。それはなるべくこの町でもそういう体制を整えておいてくれというこ

とは、自衛隊のほうから言われておりますもので、それはそれなりのことをやっていきたい

と考えていますし、今現に医者、薬剤師、こういう会議をやっております。１年に１回は必

ずやっている中で、どういう方向でやっていくかと、その中で話し合いをしておりますもの

で、この詳しいことはまた保健福祉センターに行ってもらえれば、その内容的なことはわか

ると思います。 

  さらに、飲用水の貯水槽、エビス様ですか、そのところは大変昨年は迷惑かけました。 

  先般居山議員に言われましたものをすぐ確認したところ、前回はそういうこともあったと

いう中で、今手動ポンプと、そのときは手動ポンプと延長ポンプ、両方をできなかったとい

う中で、現在ではパッキンを交換しまして、使用可能ということになっておりますもので、

新年度の防災訓練、９月１日におきましては、これを使った訓練をやっていただければ、町

としてはありがたいと思います。 

  備蓄に関しましては、総務課長より答弁させます。 

○議長（森田禮治君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） 備蓄に関しまして、御報告をさせていただきたいと思い

ます。 

  食料等につきましては、現在年度末で4,000食という形になっておりますけれども、新年度

の予算で9,000食を追加する形の予定でおります。 

  フロアマットにつきましては2,000枚、毛布につきましては6,055、寝袋につきましては

1,110、簡易寝袋につきましては2,300といった形の備蓄がしております。 

  以上でございます。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） すみません。国の指標のことを居山議員が言われましたので、この指



標に関しては、町のほうにちょっと資料を提供していただければ、今後のまちづくりに役立

つと思いますもので、その資料提供はよろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 第２問に入る前に、ちょっと居山さんにお願いがあります。 

  ３月11日のここの議会の中でということを再々言っていますけれども、これは全協ですの

で、全協で地震が来たんですから、全協をやっている最中に、議会ではないです。 

  全協のところでやったので、ここは議会じゃないです。 

  それと、もう一つ先ほどちょっと発言の中で、今のあれを配るに、入ってない人に配らな

いということを聞こうと思ったんだと思いますよ。だけれども、入っている人にということ

でやったもので、その発言がちょっと違ったんですよ。 

  聞こうとしたことは、入ってない人に、自治会に入ってない人に配らない、それはどうす

るとかと聞くだったらよかったんですけど、入っている人にって言ったもので、そこのとこ

ろを議事録の都合があるもので、訂正してください。 

  次に、第２問、住民福祉の向上についてを許します。 

  12番、居山議員。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） ２問目に移らせていただきます。 

  30分ございますので、いつもいつもこれから私たちの老後はどうなるのかなというふうに

思って日々暮らしておりまして、御近所のお父さん、お母さん方も、10年前と５年前と１年

前と、お会いするたびに、こうやって私も年を重ねていくんだなというふうに思いながら、

御挨拶したり、お声をかけたりしております。 

  ちょっと心配なのは、今、東町の老人会のほうで、本当によく頑張ってくださっている役

員さん方がかなり高齢になっていらっしゃるものですから、いつも行ってくる母に、おばあ

ちゃん、今日は何人だったとかと聞くと、20人そこそこで気になっておりました。 

  昨年老人会に、ちょっと１歳か２歳早いみたいですけれども、連合副会長に言って入れて

いただいて、一応連合会の会合、１回来なさいよなんて言われたので、行ってみましたけれ

ども、その後今年になって初めて行きましたところ、東町、そんなふうな現状の中で、役員

さん、引き受け手がいないと、このまま存続が難しいという状況でした。 



  区長さんに御相談をして、名簿100名ほどありまして、その中に70代の元気な方もいっぱい

いらっしゃるので、地域の課題として、今どういう状況なのかをきっちりとみんなで把握し

ていく必要があるんだと思うんですね。 

  何となく元気で、どこかお茶を飲みにいくとか、老人会に行くよとかといって出かけてい

くということは、家族にとってもありがたいなと。そして、お友達と話をしたりなんかしな

がら、いろいろな刺激も受けたりなんかしてくるということからすると、老人会の今後の状

況というようなこと、町長、その辺をどのように認識をなさっているのか。 

  先ほど来、山田議員からの指摘もありましたように、非常にうちの町にとりましては、心

配な現状がうちの町に限らずなんですけれども、あります。そういうことで、第２問で通告

をしました住民福祉の向上についてということで、１点目の老人会など、高齢者の生きがい、

健康づくり、居場所づくりということでお尋ねをいたします。 

  ２点目につきまして、団塊世代の退職による生涯学習のあり方、人材活用、人材バンク登

録等についてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（森田禮治君） 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） 居山議員の第２問住民福祉の向上については、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点目の老人会など、高齢者の生きがい、健康づくり、居場所づくりについてです

が、高齢者が生きがいを感じるのは、友人や知人と過ごすとき、また仕事をしているとき、

健康づくりやスポーツをしているとき等が多いと伺っております。 

  近年、会員の減少に伴い、活動自体が難しくなってきている老人会もあり、高齢者の生き

がいづくりなどの場が心配されております。 

  町では、敬老会の実施や老人会さんのあじさいクラブ事業等への補助を初め、社会福祉協

議会に委託しております生きがい趣味活動や各健康教室を通じて、引きこもり高齢者等の社

会参加の促進、高齢者に適したスポーツの提供や健康づくり活動等に取り組んでおります。 

  今後も社会福祉協議会と協力しながら、高齢者が安心して暮らすことができる環境づくり

に努めてまいりたいと考えております。 



  次に、２点目の団塊世代退職による生涯学習のあり方、人材の活用、人材バンク登録等に

ついてですが、御案内のとおり少子高齢化が進む中、団塊の世代と言われる方々が退職期を

迎えております。 

  このような状況下で、豊富な知識と多くの経験値を持った方々に、町の生涯の場で活躍し

ていただければ、町のさらなる活性化にもつながると考えております。御自身のための生涯

学習の場に積極的に参加していただくことで、新しい自分の発見や新しい仲間づくりはもち

ろんのこと、毎年５月に各戸配布をしている「生きがいの道しるべ」の中で募集しておりま

す生涯学習のサポーターとしても登録していただきまして、学習活動の講師として、また将

来を担う子供たちから成人者までの支援をお願いできたと思います。 

○議長（森田禮治君） 12番、居山議員。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 改めて成果表の中から、まだ24年度は当然継続しておりますので、

23年度を参考にちょっと今見ております。 

  私は社会教育委員も務めておりますので、町長と一緒に平成７年から始めました。町長も

とても前向きにこの社会教育については取り組まれておられましたし、たびたび研修も御一

緒したり、そして時に２年間抜けることはありましたけれども、十数年社会教育委員を務め

させていただいて、私でよかったんだろうかとか思いながら今毎度いただく委員会、研修会、

研修は年に３回あります。委員会は３回あります。極力出るようにしたいと思うんですけれ

ども、議会と重なれば当然こちらを優先しますので、そうするといただく資料がこんなにご

ざいます。一時委員長も務めさせていただきましたので、委員長研修にも参りました。 

  そうすると、教育関係のさまざまな法令含めた形で、教育のあり方というもの、特に生涯

学習のあり方というもの、それも平成18年に教育基本法が変わり、60年ぶりに変わっている

ということで、教育三法も変わり、生涯学習というものも、たしか平成元年くらいに、これ

は社会教育のほうがずっと先に来て、途中で生涯学習みたいな感じで、バブルの時代にその

将来を見据えて、それが大事になるよみたいな形のスタートをしたんですが、バブルがはじ

けたことにより、結局社会教育、生涯学習もなかなか予算づけもままならなく、ほかに流れ

ていってしまって、今はとても現場は課題を幾つか抱えている状況にあります。 

  しかしながら、今、町の現状を考えて、町長はボランティア、ボランティアとおっしゃる



んですけれども、防災関係では、ぜひボランティアではないほうがいいと思います。きっち

り報酬を出して、費用弁償等、いろいろあろうかと思いますけれども、せめて交通費とか、

そういうようなものを出すということをしない限り、そんな町民の皆さんの善意に期待して

いたでは、人材の育成は絶対間に合わないと思います。 

  あとは町もボランティア連絡協議会等、10年来の活動を重ねてくださっておりますけれど

も、ここも高齢化が進み、新しいメンバーがなかなか入らない状況、さまざまな悩みに直面

をし、トップになる方がちょっと体調を崩されても、次に譲って、私がやらせていただくわ

という人がなかなかいないというようなこととかが課題になっているようでございます。 

  それで、私今思いますのに、町はもちろん観光地だから、金を稼ごうということは来たん

ですけれども、果たしてどれだけ人をつくり、人を育ててきたのだろうかなというふうに思

うんですね。 

  例えば人権教育、あるいは男女共同参画も、かつて私も副町長が担当のときにお願いをし

て、プランもつくっていただいて、そしてこれは基本的に人権尊重、平等というようなこと

が根本にあるので、男だから女だからということではなく、誰もが生きやすい、そういう居

心地のいい、そういうまちづくりというのが男女共同参画で何でも物が言える、そういうも

のなんですけれども、計画だけでなかなかそれが実効性を生まずに形骸化して、形だけにな

っていって、私も時々聞こうかなと思うんだけれども、みんな大変忙しそうで、何かまた聞

くと嫌がられるかなと思うから、余り命にかかわることでないので、こっちに置いておきま

したけれども、やっておかなきゃまずかったなと今思います。 

  その時々に町民の皆さんに投げかけて、今何が課題になっているのか。人間の命というも

のがどんなに大事なのか。そして人を傷つけ、あやめ、苦しませるということは、必ず天か

らの報いが来るんだという、そういう倫理観なり、死生観なり、哲学なり、そういうような

ものをあらゆる機会を通して教育をしていく。社会教育はそういうものではなかろうかなと

いうふうに思うんです。 

  この成果表143ページを見ますと、生涯学習についての記述がございまして、いつでも、ど

こでも、誰でも、いつまでもを基本に「生きがいの道しるべ」をと先ほどおっしゃった。あ

れはあんなに立派なものでなくてもいいと思うんですね。 

  むしろ今回生涯学習大綱をつくっていただきました。平成３年に使ったものが22年間使わ



れていたわけですけれども、正直何か担当から一度も私はその大綱の話を聞いていなかった

もので、５年くらい前に初めてあるところに悩んで相談に行きましたら、大綱はどうなって

いるのかねというので、初めて、ああ、そうか、そういうものがあってするんだということ

を申しわけない、この程度の社会教育委員で、責任を果たせていなかった。 

  いろいろなパンフレット、子育てのパンフレットとか何かはつくりました。しかし、その

本来柱となるべき生涯学習大綱をきちんと教育委員会から示されない。全然知らない。そし

て、ここは本来１万人以上は社会教育の主事が必要なわけですので、うちは１名いるんです

けれども、体育系に担当が行ってしまっているので、文化系のほうには主事はなし、つまり

県の社会教育委員長が研修でおっしゃっていたんですけれども、司令塔がないんだと。 

  この社会教育というのは、幅広い教育を大学教育もしっかり受け、なおかつ専門的な勉強

もした人が主事なわけで、現場も何年か積まなければ主事にはなれないということのようで

ございますので、そうすると司令塔もない。それから、大綱も示されないと、ただ皆さん楽

しく集まってくれればいいですよという社会教育、生涯学習ではなかったのかな。これは私

は自分の責任だというふうに今本当に感じています。 

  きちっとしたそういうものを据えて、そして私たちは今何を目指していくべきなのか。そ

して、県は草柳大蔵氏がかつて意味ある人をつくるということで、県の審議会のメンバーを

集めて、県のビジョンをつくっているわけですね。それに基づいた流れで、ずっと当然来て

いるわけですけれども、考えてみたら、社会教育の場で草柳大蔵氏のそういうようなものを

もらったことがあったかなと。 

  私はちょっと県のほうに行って、県庁などでいろいろなところの資料を収集していく中で、

そうか、そうかというふうに思うようなこととかはあって、それは承知はしていたんですけ

れども、その生涯学習のあり方ということを改めてここで見直すことにより、地域課題、そ

して地域に住む人々に町が期待をしたいこと、自分たちの楽しみ、そしてまた趣味活動とか

で終わることなく、町のために私たちが今何ができるだろうかと、何が町から求められてい

るのだろうかということになろうかと思います。 

  生涯学習友路学級も、かつてはなんでも学級10年、私もこれはそもそも田村町長の時代に

婦人会がなくなる。町長、女性のリーダーを今後どのように育成なさるお考えでしょうかと

いうふうに質問をしたときに、何らかの形で残すよといったものが婦人会の中にあった婦人



学級、その流れをくんだなんでも学級ということだったですけれども、10年の節目に私たち

受講生がみずからアンケートをとって、そして実態を前飯田教育長にお話をして、そして名

前も変えさせていただき、そして人数も人気のある講座だから30を50にしてもらって友路学

級、友と生涯学ぶ路というふうな意味づけです。友路です。稲取と熱川の間にあるトンネル

が友路トンネルのようです。 

  そういうネーミングをしてくださった方がいて、そしてその方は教育界でもすごい実績を

重ねている方ですので、機構も仕組みも、そういう運営の仕方もそこから出てきて、そして

今までのこうやって、ああやって、こうやってとか、手探りでディスカッションしながら、

そして教育委員会の承認を得ながら運営方法等か決まって３年たちました。 

  ようやく優秀な担当が来てくれて、これなら任せられるというふうに思ったんですが、申

しわけないんですけれども、今回もう少し見届けなきゃいけないと。あと議員の任期も２年

ありますので、２年やります。そして、いろいろなところ、防災も２年、毎回やります。町

長には毎回言っていましたけれども、100回を目標に、今大綱、質疑を合わせると、たしか87

回ぐらいですので、あと２年間で欠席なく、毎回きちんとした責任を果たすことによって、

私自身が20年もここにいて、花は、花は、花は咲く、最後に私は何を残しただろうというの

を自分の中に問いかけながら、自分の仕事を締めくくりたいというふうに考えております。 

  肝心な質問が内容がちょっと漠然としていたかと思いますので、あと18分あってよかった

です。 

  つまり大事な点は、人材のリストがあるというふうに、新しくできている大綱の中にもあ

るんですけれども、この人材のリストを充実させていくというふうに言われておりますし、

人材の活用、特に社会教育委員も各地区で１名出すということになれば、人口の少ないとこ

ろ、多いところ、そこから１人ずつ出していくというと、ちょっとどうかなというふうには

思います。 

  無理やりそういう少ないところから、何でもかんでも１人ずつ出すこともなく、もしあれ

したら、西区とか大きな人口規模のあるところに２名ぐらい出してもらうとか、それも区長

に任せることなく、担当があらゆるところにアンテナ高く、教育長、さまざま関係者の方々

のリスト等も、県に行けば当然あろうことかと思いますので、かつて教育現場で頑張られた

先生方のお力をかりて、社会教育を進めていかない限り、うちの町の社会教育、生涯学習の



充実がないのではないかというふうに思うところでございます。この点についての町長の御

見解を伺いたいと思います。 

  さらに、社会教育の上では、図書館司書を活用していくことが法令の中でもきちんと言わ

れております。うちの町は、公民館というものがきちんとした正式な公民館ではないわけで、

本来ならば公民館には館長もいて、そして生涯学習を推進するアドバイスなり、何なりがそ

こでなされるなんですけれども、そういう公民館が一つもないということから、つまりその

上でも司令塔もないと。 

  そういう意味では、図書館司書にぜひ生涯学習の今までの法令も初め、それから経緯も含

めて、そして町の現状も含めて、担当の職員と連携をとりながら、今うちの町で皆さんに承

知をしておいてもらわなきゃならないことが何なのかというふうなことをぜひ図書館を活用

しながら、地域の生涯学習センターとしての機能というものをきちんと学校もそれは地域と

学校と社会との連携とかということも、当然うたわれておりますので、その点教育長からま

た御答弁をいただければというふうに思います。 

  あと、町長、防災センター移転の話とか、防災の対策本部のことも今後いろいろ議論がな

されて、全協でも私申し上げましたけれども、これに若干生涯学習センターなりの機能を持

たせることができないか。あるいは、それではなくて、ほかにちょっと複合的なそういう施

設というようなこと、図書館を分館をそこに持ってくるとか、何かちょっとそういうような

ことも、今御答弁が無理だったら、ちょっと心にとどめておいていただければというふうに

考えるものでございます。 

  それでは、また次回もありますので、とりあえず御答弁をいただいて、これは２回目でし

たかしら、議長。３回目。 

○議長（森田禮治君） ２回目。 

○１２番（居山信子君） それでは、よろしくお願いします。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、先ほどそういった老人会の問題、これは役員に関しましては、

大変苦労しています。これは東区だけでなく、入谷区のほうから、いろいろ投げかけられて

おりますので、老人会のあり方については社協と十分話し合った中でやっていきたい。それ

しか言えないものですから、その辺は御理解願いたいと思います。 



  社会教育、私は居山議員と同期であれした中で、私も社会教育に対しては大変関心を持っ

ておりまして、また人づくりに対しても、これはやっていかなければまちづくりとしてはな

らないと、今もその気持ちは変わりません。 

  そういう中で、今観光ばかりと言いますけれども、基本的に学校関係、子供に対する教育

に対しましては、私は手厚くやっている、そういう自負をしております。将来的にこの町を

担っていくのは子供たちでございますから、教育に関しては、予算をびびったことはありま

せん。ある程度満額程度予算要求はやっているつもり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。 

  そういう中で、あとは生涯学習センターに関しましては、教育長に振りますけれども、人

材活用につきましては、今言われたように、地区から１人という、そういう考えではなく、

人口割、これも必要だと考えております。そういう中で、今後いかに人材を選ぶかというこ

とはやっていきたいと考えております。 

  さらに、社会教育に関しまして、今教育委員会は１人います。今新たに今度社会教育主事、

それをとったもので、２人になりましたもので、両面からこれはやっていけると。 

  その中で、図書の司書ですか、これに関しても、司書はいろいろ教育委員会との絡みがあ

りますので、それは生涯学習センター的なものですから、教育長から答弁させますので、よ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） 生涯学習の件について、いろいろお話がございましたけれども、ま

ずお話を聞いていて、生涯学習というのが物すごいやらなきゃならない、やらなきゃならな

いという思いが来ちゃうんですね。そうじゃないんだなというふうな感じを持ちます。 

  私も団塊の世代と言われる人間だと思うんですけれども、最終的には自分が今日何もやる

ことないな、寂しいなという思いをする人をなくしたい。そのための横のつながりですとか、

そういうところら辺をそれぞれの人が見つけていっていただければいいなと、要するに生き

がいなんでしょうけども。 

  もう１点には、町内の中でいろいろな場面で、指導者的な人を欲しいなというところがあ

ちらこちらにあるんです。そういうところへと、60歳を過ぎて退職された人、私の友達の中



には、64を過ぎてもまだ一生懸命働いている人もまだ半分以上いますもので、全員が全員で

はありませんけども、そういう一仕事が終わって、少し余裕があるよという人に、何とかそ

ういうところで支援員として、リーダーとして出ていただきたいなという思いがすごくあり

ます。 

  でも、割と友達の中を見てみると、内気なのが多くて、積極的にそういうふうに出てきて

くれるというのが少ないものですから、それが東伊豆町の人間のいいところなのか、悪いと

ころなのか、わかりませんけども、そういう意味では、少しずつ引っ張ってこれたらいいな

という思いはございます。 

  図書館を中心にした生涯学習のセンター的なというとこら辺は、ちょっと研究していきた

いと思います。図書館のほうも今人数が非常に少なくて、図書館活動のほうだけで目いっぱ

いなものですから、その辺は今後少しずつということでお願いしたいと思います。 

○議長（森田禮治君） 12番、居山議員。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 老人会の件につきましては、県の社会福祉の機関紙の中に、地域に

おける常設型の居場所づくりというふうなことでございました。これが今求められているか

なというふうに思います。 

  理想的には、町民の自主的な運営の中に、近所の高齢者などに限らず、誰でもというよう

な、今何か湯ヶ岡でサロンをやっております。これは夜型なんですけれども、100円とか200

円とか、お茶菓子代を持っていって、何かいろいろな世代の人がいて、行ったことないので、

聞いた話なんですけれども、そこでいろいろ楽しい時間を過ごすという湯ヶ岡のサロン、そ

れはとてもいいなというふうに思うんですね。 

  あと一番歴史のある奈良本のサロンは、マンションとか別荘に来られている方々とかを中

心に、そういう方々のかつてのいろいろな特技などが生かされて、絵手紙の会の会長さんな

どもそうですけれども、非常に地域の中で、新しいそういうものを提供してくださる。 

  ですから、ぜひまちづくりには、若者とよそ者と必要だよというふうに言われていますよ

うに、私などはよそ者になるのかもしれませんけれども、30年たちますので、新しく外から

来ている人たちの視点を大事にしながら、今後のまちづくりに惜しみなくその方々のお力を

おかりして、何か地域のわがままなそういうところだけを見せてしまうのではなく、なかな



か人柄のいい人たちだなというふうに、気軽に入ってもらえるような、そういうものも必要

になってくるんではないでしょうか。 

  あと社協の問題につきましては、事業仕分けが行われておりまして、その中で剰余金等か

なりある中で、私が思いますのは、公益的な事業と、それから収益的な事業を今から12年前

にスタートをさせたことによりまして、結果的にもうかるほうに走ってしまっていて、無理

ないところなんですけれども、頑張って、頑張って、やったけれども、ちょっと赤字になっ

たから、企業努力をして、土曜日とかもデイサービスをしながら、若干収益が上がって、利

益が上がってというふうな現場の努力も当然あることかと思いますけれども、あそこは町の

建物で、町の施設を使って、社協というのは、もちろん費用とか若干は入っているかとは思

うんですけれども、あれだけのものを民間が建て、そして事業を起こすということになった

ら、もっと緊迫した仕事になるかと思います。 

  それをあわせて福祉的な公益的なものをお願いしているばかりに、700万が人件費としてつ

けられているというところを指摘をされているわけでございます。私も社協の理事でござい

ますので、よく現場も見ながら、ちょっと言いにくいこともはっきり申し上げさせていただ

かなければならないかなというふうに思います。 

  それはこれだけのメニューがありながら、全然メニューを使われていない。あるいは高齢

者の皆さんで御近所でちょっと心配な方がいます。いつも母が何とかちゃんはどうしている

かしら、どうしているかしら、今日も何かいなかったよとかと、年寄り同士で気遣いをして

いるんですね。 

  その方はなかなか食事が思うに任せない。そういう方々へもちろんお金を出せば、今お弁

当も配達してくれる時代なんですけれども、手づくりで真心込めた安否の確認をするという

ことの目的の配食のサービスも含めて、田村又吉町長に私は厳重にお願いをして、これはと

ても大事な事業ですよ。高齢者の食事がきちっとしていなければ病気になる。介護が必要に

なる。町に負担がかかりますよということも提案しながら、当時はかなり充実したんですが、

今ずっと数字も予算も落ちております。 

  結局、そういう福祉サービスが十分に私としたら行われていないというふうに言わざるを

得なくて、それはどこが悪いという問題を言うつもりではないんですけれども、福祉に皆さ

ん方は心がないわけです。 



  ただ、生保のそういう問題だけが福祉とかと、そういうふうに思うことが多いかもしれな

い。そうではなく、皆さんそれぞれが福祉、住民福祉を向上させるための私たちの役割だと

いうふうに思います。その点の町長の御見解をいただきながら、今後社協への対応、そして

また福祉行政へのきちんとした目配り、気配りについての御答弁をいただいて、私の質問を

終わらせていただきます。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この町をつくっていくには、若者で、これはよく言われる言葉

でございます。 

  その中でよそ者、これを今後のまちづくりには十分活用しながら、このまちづくりをやっ

ていきたい。そういう中で、今はこのサロンとか、奈良本サロンにおきましては、こういう

よそから来た人という、言い方はおかしいけれども、外部からこの町に来た人が一生懸命頑

張っている。それは奈良本サロンの絵手紙の方も、私もよく知っておりますし、町のために

何とかやりましょうと言ってくれておりますもので、こういう人たちにまたまちづくりをお

願いしていきたいと考えているもので、これからもそういう外部から来た人の意見は十分活

用しながら、まちづくりをやっていきたいと思いますので、その辺はよろしくお願いいたし

たいと思います。 

  さらに今度は福祉の関係で、これは本当にこれからも福祉も大変大事になってきます。基

本的には、高齢者が増えていく中で、この福祉をやるかというのが今後のまちづくりであり

ます。 

  そういうことで、社協のあり方ということも言われました。その中で、今回事業仕分けを

やった中で、不要という言葉が出まして、これは不要ではなく、何か改善する余地がありま

すということですから、社協の方々も誤解した中で、社協は必要ないんだという、そういう

補助金は必要ないんである。そういう解釈をいたしましたけれども、この不要といいますの

は、あくまでも改善の余地がある中でやっていただきたい。そういう不要ですから、その辺

は理解していただきたいと思います。 

  そういう中で、先般会長と副会長、違う面で来ていただきました。そういう中で、今後社

協から見ると、使用料だとか、お金をもらっております。居山議員が言ったとおり、本当に

これを民間がやっても、相当な金がかかるそうで、これを真摯に今の賃借料でいいのかどう



かと、この１年かけてちゃんと精査しましょうということは、この前、会長、副会長と約束

いたしましたもので、この１年かけてそのことはやっていきたいと思うし、ますますこれか

ら社協に対する役割は大変重要になってくると考えておりますもので、町が見るべきところ

は町がちゃんと見てやるし、社協が独立して見るとか、社協が独立してもらう。これを１年

かけてちょっと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。 

  以上でございます。 

○議長（森田禮治君） 以上で12番、居山議員の一般質問を終結します。 

  この際、３時35分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時１８分 

 

再開 午後 ３時３５分 

 

○議長（森田禮治君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程第２ 発議第１号 東伊豆町議会委員会条例の一部を改正する条例について 

◎日程第３ 発議第２号 東伊豆町議会会議規則を改正する規則について 

○議長（森田禮治君） 日程第２ 発議第１号 東伊豆町議会委員会条例の一部を改正する条

例について、日程第３ 発議第２号 東伊豆町議会会議規則を改正する規則についてを一括

議題とします。 

  提案者より順次提案理由を説明を求めます。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） それでは、発議第１号及び発議第２号の提案理由の説明をさせてい

ただきます。 



  冒頭議案のほうをまず朗読をさせていただきます。 

  発議第１号 東伊豆町議会委員会条例の一部を改正する条例について。 

  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び東伊豆町議会会議規則第14条の規定に

より提出します。 

  平成25年３月12日提出、東伊豆町議会議長、森田・治様。 

  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、飯田桂司。 

  発議第２号 東伊豆町議会会議規則を改正する規則について。 

  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び東伊豆町議会会議規則第14条の規定に

より提出します。 

  平成25年３月12日提出、東伊豆町議会議長、森田・治様。 

  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、飯田桂司。 

  ただいま発議１号、２号で提出をしました東伊豆町議会委員会条例の改正、会議規則の一

部を改正する規則についてでありますが、この２つの発議は、昨年９月に地方自治法の一部

改正をする法律が公布され、これに伴い、当町の委員会条例及び会議規則の一部を改正する

必要が生じたためでございます。 

  まず、発議第１号の委員会条例の一部を改正する条例についてですが、お手元に配付の新

旧対照表を見ていただきたいと思いますが、法の改正により、委員会の委員の選任等につい

て、条例で定めるものとされたことによるもので、第５条に第３項「特別委員会は、委員会

に付議された事件が議会において審議されている間在任する」ことを加え、さらに第７条に

「議員は少なくとも一つの常任委員となるものとする」の１項を加えるものでございます。 

  次に、発議第２号についてでありますが、お手元の新旧対照表をごらんいただきたいと思

います。 

  同じく地方自治法の改正により、普通公共団体の議会は、議会において、当該普通公共団

体の事務に関する調査及び審査のために必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、

その意見を聞くことができるものとされたことによるもので、改正内容においては、法改正

の条項の改正及びに第14章で校長会及び第15条で参考人の２章を加え、その主立った補足し



た内容が会議規則の中で盛り込まれた内容でございます。 

  会議規則の改正については、議員の定数の削減等もありまして、特別委員会等を設置する

ということでなく、本会議でこうした参考人を招致したり、公聴会を開くことができること

になったという新たな法改正に対応したものでございます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（森田禮治君） これより発議第１号及び発議第２号の質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより発議１号の討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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 東伊豆町議会委員会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（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続いて、発議第２号の討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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 東伊豆町議会会議規則を改正する規則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（森田禮治君） 御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 専決承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（静岡県市町 

              総合事務組合規約の一部を変更する規約） 

○議長（森田禮治君） 日程第４ 専決承認第１号 専決処分の承認を求めることについてを

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） 専決承認第１号 専決処分の承認を求めることについて、提案理由を

申し上げます。 

  今回の専決処分は、静岡県市町総合事務組合の構成団体である西伊豆消防広域組合が平成

25年３月31日をもって解散し、下田地区広域消防組合へ加入することとなったため、静岡県

市町総合事務組合から脱退することに伴う所要の変更を行ったものであります。 

  詳細につきましては、総務課長より説明させますので、よろしく御審議をお願いいたしま

す。 

○議長（森田禮治君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） ただいま町長から申し上げましたとおり、西伊豆広域消

防組合が平成25年３月31日をもって解散し、静岡県市町総合事務組合を脱退することに伴い、

構成団体の全てがそれぞれの規約を改正し終えた後、事務組合にて規約変更に関する協議を

行うこととなるため、早急に当町の規約を変更することが必要となったため、専決処分にて

対応させていただきました。 

  改正内容につきましては、別表第１及び別表第２中「、西伊豆広域消防組合」を削除する

内容となっております。 

  なお、施行日は平成25年４月１日でございます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（森田禮治君） 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（森田禮治君） 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（森田禮治君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより専決承認第１号 専決処分の承認を求めることについてを採決します。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

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

 

◎日程第５ 専決承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４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（森田禮治君） 日程第５ 専決承認第２号 専決処分の承認を求めることについてを

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。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 専決承認第２号 専決処分の承認を求めることについて、提案理由を

申し上げます。 

  町営風力発電施設の３号基のブレード１枚が落雷により損傷したため、修繕を実施し、事

業目的の発電を一日でも早く再開させるため、補正予算を専決処分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（森田禮治君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（吉野竹男君） それでは、専決内容について説明させていただきます。 

  専決処分書ですが、専決第２号、専決処分書。 

  次の事項について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、専決

処分をいたしたものでございます。 

  専決処分の案件は、平成24年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第２号）で、別

添のとおりでございます。 

  専決処分日は、平成25年２月27日でございます。 

  それでは、専決処分をさせていただきました補正内容について説明をさせていただきます。 

  平成24年度東伊豆町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に、歳入歳出それぞれ3,885万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ9,619万円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によります。 

  （繰越明許費） 

  第２条、地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができ

る経費は、第２表繰越明許費によります。 

  恐れ入りますが、４ページ、５ページをお開きください。 

  最初に、歳入ですが、４款諸収入、２項１目雑入の建物災害共済金3,885万円は、落雷によ

る修繕への保険金で、修繕費用と同額となっております。 

  次に、６ページ、７ページの歳出に移らせていただきます。 

  １款電気事業費、１項１目風力発電事業費の11節需用費の細説５、修繕費に３号機ブレー

ドの修繕費用を3,885万円措置いたしました。 

  ２ページ、３ページに戻ります。 

  第２表繰越明許費ですが、修繕完了予定が来年度となりますので、費用の全額を繰り越し

措置をさせていただいた内容でございます。 



  補正内容を歳入歳出補正予算事項別明細書で総括しております。 

  歳入歳出予算の補正前の額5,734万円に、歳入歳出それぞれ3,885万円を補正し、補正後の

予算総額を歳入歳出それぞれ9,619万円といたします。 

  なお、補正額の財源は、特定財源その他保険金で賄うものでございます。 

  以上、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（森田禮治君） 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（森田禮治君） 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（森田禮治君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより専決承認第２号 専決処分の承認を求めることについてを採決します。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

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

 

◎日程第６ 議案第２号 東伊豆町表彰条例の一部を改正する条例について 

○議長（森田禮治君） 日程第６ 議案第２号 東伊豆町表彰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２号 東伊豆町表彰条例の一部を改正

する条例について、提案理由を申し上げます。 



  儀式褒賞事業について、表彰の方法等の見直しに当たり、条文の整備を図るものでありま

す。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（森田禮治君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） それでは、ただいま上程されました議案第２号 東伊豆

町表彰条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 

  昨年11月27日に行財政改革の一環として実施いたしました東伊豆町事業仕分けの結果を踏

まえ、表彰の方法等について、条文の整備を図る内容でございます。 

  朗読をもって説明とさせていただきます。 

  伊豆町表彰条例の一部を改正する条例。 

  伊豆町表彰条例（平成６年東伊豆町条例第14号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「、表彰状、記念品」を「及び表彰状」に改める。 

  第６条本文中「毎年」を削り、「行う」を「行うものとする」に改める。 

  附則、この条例は、平成25年４月１日から施行するということで、改正内容につきまして

は、新旧対照表のほうで明記してございますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（森田禮治君） これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  11番、山本議員。 

○１１番（山本鉄太郎君） これは事業仕分けで11月に行ったという形ですよね。それで、予

算編成は大体12月にまとまるものですよね。総務課長。それで、来年度予算にこれは44万4,000

円乗っているということは、その内容はどういうような内容でしょうか。 

○議長（森田禮治君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） 今回の条例の改正内容につきましては、記念品です。時

計を毎年表彰者に贈っておりますけれども、それをなくすという形ですので、表彰自体は存

続、あります。その中でやっておりますもので、いわゆる銅板でつくっております表彰状、

章、略章等につきましては、予算の中に盛り込んでおるという形になります。 

  以上です。 



○議長（森田禮治君） 11番。 

○１１番（山本鉄太郎君） そうすると、その記念品のこれがこの予算はないよという形で、

うちのほうで受け取ってよろしいですか。その表彰状の銅板でやるのがこの44万ぐらいかか

ると、40万ぐらいかかるという形ですか。高いものですね。 

○議長（森田禮治君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） まず、表彰状の銅板でできているものにつきましては１

万7,000円ほどかかります。勲章が６万円ほどです。それと、ここにつけます略章が7,000円

という形の内訳になっております。いわゆるそのほかに表彰者がお亡くなりになったときの

祭粢料等も予算の中に含まれているという形になりますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） ほかに。 

  14番。 

○１４番（山田直志君） ６条の「毎年」を削るということは、場合によっては、これは当然

表彰対象者がいない場合はやらないこともあるということかなというふうな部分と、あと事

業仕分け等々の中でもありましたけれども、今祭粢料だとか、花輪だとか、いろいろな部分

がありましたけれども、あとほかの市町、例えば伊東や下田のやつを見ても、表彰式みたい

なものも非常に簡素にやっているとかという部分もあるんですけれども、今回のこの部分で

は、記念品とかをなくすとか、いない場合は無理やりには特になければやらないということ

になるんだけれども、全体の行事の見直しというのは、その辺でほかに何か見直した点とい

うのがあるんでしょうか、その辺をお聞きしたいと思います。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今回やったのは、事業仕分けの中で言われましたのは、日にちを変え

てみたらどうかということを言われました。人の多い、例えば成人式、その後やったらどう

ですかと提案され、それを検討した中で、目的が違うもので、ましてこの表彰式に関しては

１時間ぐらいかかるもので、ちょっと日にちは変えられないなという、そういう結論に至っ

た。毎年というのは、山田議員が言っているように、無理につくらないで、あった人のとき

やりましょうということでございます。 

  記念式典自体の内容については、まだそこは検討しておりません。ただ、その表彰の今ま



で時計を贈ったけれども、その時計はやることはないんではないかということ、あと葬儀の

際に、お金等は花はやったんだけれども、その花はやめるようにいたしたと、花はやめた中

で、お金だけという中で、そういう改革をしているところでございまして、式典のほうの内

容はまだ検討はしておらないのが現状でございます。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 14番。 

○１４番（山田直志君） そうすると、事業仕分けの中で、町長が弔辞をやるということで、

町長がそこまで行って、さらにそういうことをやるんですかというような疑問もあったもの

で、その辺の問題についてはどういうふうになったんですか。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には弔辞を読むから、要するにお金と花輪が必要ではないかと

提案した中で、検討した中で、近くの郡の町村を見た中で、弔辞はともかく、お金はやって

いるもので、うちの町もお金はやるべきかなという中で、今そういう段階でございますもの

で、その辺はまた検討させていただければありがたいと思います。そういう状況です。 

○議長（森田禮治君） ほかにありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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（森田禮治君） 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 東伊豆町表彰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（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 



◎日程第７ 議案第３号 田町コミュニティ防災センター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 

○議長（森田禮治君） 日程第７ 議案第３号 田町コミュニティ防災センターの設置及び管

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。 

  町長より順次提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第３号 田町コミュニティ防災センター

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。 

  北川地区防災センターの新築により、公の施設の設置及び管理に関し、条文の整備を図る

ものであります。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（森田禮治君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） それでは、ただいま上程されました議案第３号 田町コ

ミュニティ防災センター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

説明申し上げます。 

  北川地区集会所の老朽化に伴い、同地区の防災拠点として建築しております北川地区防災

センターの設置及び管理について、田町コミュニティ防災センターの設置及び管理等に関す

る条例の題名を「東伊豆町防災センターの設置及び管理等に関する条例」に改め、田町コミ

ュニティ防災センターに加えて、北川地区防災センターの設置及び管理に関する事項につき

ましても、同条例でこれを定めるため、条文の整備を図る内容でございます。 

  それでは、朗読をもって説明とさせていただきます。 

  田町コミュニティ防災センターの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例。 

  田町コミュニティ防災センターの設置及び管理等に関する条例（平成18年東伊豆町条例第

19号）の一部を次のように改正する。 

  題名中「田町コミュニティ」を「東伊豆町」に改める。 

  第１条中「田町コミュニティ」を「東伊豆町」に改める。 



  第２条の表を次のように改める。 

  名称、位置。 

  田町コミュニティ防災センター、東伊豆町稲取352番地の１。 

  北川地区防災センター、東伊豆町奈良本1009番地の１。 

  別表中「２階会議室（和室）」を「会議室・多目的室（避難スペース）」に改める。 

  附則、この条例は、公布の日から起算して６カ月を超えない範囲内において規則で定める

日から施行するということで、改正内容につきましては、新旧対照表のほうで明記してござ

いますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（森田禮治君） 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（森田禮治君） 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（森田禮治君） 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 田町コミュニティ防災センター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（森田禮治君） 御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４号 東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条例について 

○議長（森田禮治君） 日程第８ 議案第４号 東伊豆町税賦課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４号 東伊豆町税賦課徴収条例の一部

を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  平成25年度より固定資産税前納報奨金制度を廃止するに当たり、東伊豆町税賦課徴収条例

の一部改正を図ったものでございます。 

  今回の改正は、固定資産税の納期前の納付に対する報奨金の交付を廃止するものでありま

す。 

  詳細につきましては、税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（森田禮治君） 税務課長。 

○税務課長（鈴木敏之君） ただいま上程されました議案第４号 東伊豆町税賦課徴収条例の

一部を改正する条例の改正について御説明させていただきます。 

  今回の条例の改正につきましては、固定資産税の納期前の納付に対する報奨金の廃止をす

るものであります。 

  それでは、改正文の朗読をさせていただきます。 

  次のページをお開きください。 

  東伊豆町条例第号。 

  平成年月日。 

  東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条例。 

  東伊豆町税賦課徴収条例（昭和37年東伊豆町条例第72号）の一部を次のように改正する。 

  第70条第２項を削る。 

  附則、この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

  なお、お手元に新旧対照表を参考資料といたしまして添付してございます。 

  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（森田禮治君） これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 



（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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（森田禮治君） 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 東伊豆町税賦課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（森田禮治君） 御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５号 東伊豆町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につ 

            いて 

○議長（森田禮治君） 日程第９ 議案第５号 東伊豆町新型インフルエンザ等対策本部条例

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５号 東伊豆町新型インフルエンザ等

対策本部条例の制定について、提案理由を申し上げます。 

  新型インフルエンザ等対策特別措置法が公布され、新型インフルエンザ等緊急事態宣言が

されたときは、市町村長は直ちに市町村対策本部を設置することとされることに伴い、同法

に定めるもののほか、東伊豆町新型インフルエンザ等対策本部の組織及び運営に関し、必要

な事項を定めるため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（森田禮治君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（稲葉彰一君） それでは、議案第５号 東伊豆町新型インフルエンザ等対

策本部条例の制定について、朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

  次のページをお開きください。 

  東伊豆町条例第号。 

  平成年月日。 

  東伊豆町新型インフルエンザ等対策本部条例。 

  （目的） 

  第１条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）、（以

下「法」という。）第37条において準用する法第26条の規定に基づき、東伊豆町新型インフ

ルエンザ等対策本部（以下「対策本部」という。）に関し、必要な事項を定めることを目的

とする。 

  （組織） 

  第２条、新型インフルエンザ等対策本部長（以下「本部長」という。）は、対策本部の事

務を総括する。 

  第２項、新型インフルエンザ等対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、本部長を

助け、対策本部の事務を整理する。 

  第３項、新型インフルエンザ等対策本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の命を

受け、対策本部の事務に従事する。 

  第４項、対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。 

  第５項、前項の職員は、町の職員のうちから町長が任命する。 

  （会議） 

  第３条、本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応

じ対策本部の会議（以下「会議」という。）を召集する。 

  第２項、本部長は、法第35条第４項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者を

会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。 

  （部） 



  第４条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。 

  第２項、部に属するべき本部員は、本部長が指名する。 

  第３項、部に部長を置き、本部長が指名する本部員をこれに充てる。 

  第４項、部長は、部の事務を掌理する。 

  （その他） 

  第５条、この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。 

  附則、この条例は、法の施行の日から施行する。 

  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（森田禮治君） これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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（森田禮治君） 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 東伊豆町新型インフルエンザ等対策本部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（森田禮治君） 御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（森田禮治君） 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 ４時０７分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（森田禮治君） 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25年東伊豆町議会第１回定例会、第３日目は成立しましたので、開会いたし

ます。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎発言の訂正について 

○議長（森田禮治君） 町長より、昨日の議案審議の中で、答弁について一部訂正をしたいと

の申し出があります。これを許可します。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 発言の訂正をお願いいたします。 

  昨日の議案第２号 東伊豆町表彰条例の一部を改正する条例についての山田議員からの祭

祀料に関する質疑に対しまして、花輪はあげないと答弁いたしましたが、祭祀料につきまし

ては改正はなく従前どおりでございますので、訂正させていただきます。 

  以上です。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○議長（森田禮治君） 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６号 東伊豆町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及 

            び運営に関する基準を定める条例の制定について 

◎日程第２ 議案第７号 東伊豆町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、 

            設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに 

            係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

            を定める条例の制定について 

○議長（森田禮治君） 日程第１ 議案第６号 東伊豆町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、日程第２ 議案第７号 東伊

豆町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制

定についてを一括議題とします。 

  町長より順次提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第６号 東伊豆町指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、提案理由を申し

上げます。 

  今回の制定は、介護保険法第78条の２及び第78条の４に基づきまして、指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定めるもので、ここで定めることにな

るサービスは、要介護認定の要介護の方を対象とするものでございます。 

  条例制定の背景といたしましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律、通称地域主権一括法等の成立により、従来、介護

保険法や厚生労働省令で定められていた基準を条例といたすものでございます。 

  次に、議案第７号 東伊豆町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の制定について、提案理由を申し上げます。 



  今回の制定は、介護保険法第115条の12及び第115条の14に基づきまして、指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準や指定地域密着型介護予防サ

ービスにかかわる介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定めるもので、こ

こで定めることになるサービスは、要介護認定の要支援の方を対象とするものでございます。 

  条例制定の背景といたしましては、議案第６号と同様に、通称地域主権一括法等の成立に

より、従来、介護保険法や厚生労働省令で定められていた基準を条例といたすものでござい

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（森田禮治君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） それでは、ただいま一括上程されました議案第６号 東

伊豆町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例並び

に議案第７号 東伊豆町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例につきまして、お手元の資料により概要を説明させていただきます。 

  １ページの資料１をごらんください。 

  まず初めに、議案第６号 東伊豆町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例について御説明いたします。 

  初めに、条例制定の趣旨、経緯でございますが、町長からの提案理由にございましたとお

り、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律（平成23年法律第37号）が平成23年５月に、介護サービスの基盤強化のための介護保

険法等の一部を改正する法律（平成23年法律第72号）が平成23年６月に公布されております。

これによりまして、これまで国の法律や政省令で全国一律に定められていた介護保険サービ

ス事業者の指定等に関する基準について、国の基準を参考に都道府県や市町村の条例で定め

ることとなりました。 

  市町につきましては、指定権限のある地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービ

スの条例を定めることとなっております。この条例で定めることとなるサービスは、要介護

認定の要介護の方を対象とするものでございます。 



  （１）の基準を定めるサービスの内容につきましては、８種類のサービスがございまして、

①番といたしまして定期巡回・随時対応型訪問介護看護、２番目といたしまして夜間対応型

訪問介護、３番目といたしまして認知症対応型通所介護、４番目といたしまして小規模多機

能型居宅介護、⑤番といたしまして認知症対応型共同生活介護、６番目といたしまして地域

密着型特定施設入居者生活介護、７番目といたしまして地域密着型介護老人福祉施設入居者

生活介護、８番目が複合型サービスとなってございます。この８種類のサービスの各サービ

スの基本方針、人員に関する基準、設備に関する基準、運営に関する基準等を定めることと

なっております。 

  現在、当町におきましては、③番目の認知症対応型通所介護と⑤番の認知症対応型共同生

活介護、通称グループホームのサービスがございます。 

  次に、基準の類型と項目について御説明いたします。 

  この条例を制定するに当たり、国のほうから基準の類型といたしまして、従うべき基準、

標準とすべき基準、参酌すべき基準という３種類の基準がございまして、まず従うべき基準

ですが、項目といたしましては、指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る基準及び

当該従業者の員数、指定地域密着型サービスの事業に係る居室の床面積、小規模多機能型居

宅介護及び認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員、指定地域密着型サービスの事業の

運営に係る事項であって、利用または入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処

遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして省令で定めるものとなって

ございます。 

  裏面をごらんください。 

  続きまして、標準とすべき基準といたしまして、指定地域密着型サービスの事業（小規模

多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護を除く）に係る利用定員。 

  参酌すべき基準といたしまして、従うべき基準、標準に掲げるもの以外の基準、その他の

設備基準、運営基準となっております。 

  次に、（２）の町条例の考え方ですが、町では、介護保険法、厚生労働省令などで定める

全国一律の基準に基づき、地域密着型サービスの事業所の指定、施設運営等に係る指導を行

ってまいりました。今回の条例を作成するに当たり、上記の「従うべき基準」及び「標準」

につきましては、省令どおりの基準としたいと考えております。上記の「参酌すべき基準」



は、「設備（居室の定員）」について、下にあります表１のとおり、省令と異なる基準（町

独自の基準）を考えてございます。その他は、国の基準を上回る内容や異なる内容を定める

ほどの特段の事情、地域の特殊性は認められないと考え、省令どおりの基準といたしたいと

考えております。 

  表１ですが、項目といたしましては、設備（居室の定員）、対象サービスといたしまして

は、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護でございます。省令では１人、必要と認め

られる場合は２人、町の基準といたしましては４人以下と。理由といたしましては、入居者

の費用負担や入居希望者の意向等を踏まえた柔軟な対応ができるようにするためでございま

す。条例の条項につきましては、第152条第１項となっております。 

  続きまして、議案第７号 東伊豆町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の概要について御説明いたします。 

  議案第７号の次ページの資料２をごらんください。 

  ここで定めることとなるサービスは、要介護認定の要支援の方を対象とするものでござい

ます。 

  条例制定の背景といたしましては、議案第６号と同様に、通称地域主権一括法等の成立に

より、従来、介護保険法や厚生労働省令で定められていた基準を条例とするものでございま

す。 

  次に、（１）基準を定めるサービスの内容につきましては、①番目といたしまして、介護

予防認知症対応型通所介護、２番目といたしまして、介護予防小規模多機能型居宅介護、３

番目といたしまして、介護予防認知症対応型共同生活介護の３種類のサービスとなってござ

います。各サービスの基本方針、人員に関する基準、設備に関する基準、運営に関する基準、

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めることとなっております。 

  現在、当町におきましては、①の介護予防認知症対応型通所介護と③の介護予防認知症対

応型共同生活介護、グループホームのサービスがございます。 

  次に、基準の類型と項目について御説明いたします。 

  従うべき基準につきましては、指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業員に係る

基準及び当該従業員の員数、指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る居室の床面積、



介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員、

指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用または入所する

要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関

連するものとして省令で定めるものとなってございます。 

  標準とすべき基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業（介護予防小規模多機能型

居宅介護及び介護予防認知症対応型通所介護を除く）に係る利用定員になってございます。 

  参酌すべき基準といたしまして、従うべき基準、標準に掲げるもの以外の基準、その他の

設備基準、運営基準となっております。 

  次に、（２）の町条例の考え方ですが、町では、介護保険法、厚生労働省令などで定める

全国一律の基準に基づき、地域密着型介護予防サービスの事業所の指定、運営等に係る指導

を行ってまいりました。今回、条例案を作成するに当たり、国の基準を上回る内容や異なる

内容を定めることの特段の事情、地域の特殊性は認められないと考え、条例案では省令どお

り国の基準を引き続き採用する方向で考えてございます。 

  なお、両条例とも条例施行日は平成25年４月１日でございます。 

  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（森田禮治君） これより議案第６号及び議案第７号の質疑に入ります。質疑はありま

せんか。 

  11番、山本議員。 

○１１番（山本鉄太郎君） ちょっと一応お聞きしたいんですけれども、資料１の裏のほうの

別表の１ですけれども、省令で１人、必要と認められる場合には２人と書いてありますよね。

これは、省令という形と、その隣の町の基準、４人以下、これは要するに入居者数の人数だ

と思いますけれども、省令では１人で町の基準では４人ということは、これは同じ欄でよろ

しいんですか。それとも、省令どおりやっているけれども、町の基準は４人以下だから、こ

の下、４人以下のところを括弧して、省令では１人、必要と認められる場合は２人というふ

うにしたほうが私は、ちょっとこれ見て解釈に今苦しんだものでお聞きしたいんですけれど

も。 

○議長（森田禮治君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） この設備、居室の定員というのは、要するに個室か大部



屋かというところになりまして、省令では１人、あるいは必要と認められる場合は２人以下

という形になってございます。このところは参酌すべき基準となっておりますので、この省

令では１人ないし２人以下のものを、町の基準としては４人以下という形に変更しますとい

うような意味になってございます。完全にそこを変えるということです。 

  同じところです。それを参酌する基準なのもので、変更ということを一応考えてございま

す。 

○議長（森田禮治君） 11番。 

○１１番（山本鉄太郎君） もう一つ、どうもこの解釈が余りできない。必要と認められる場

合は２人というんだけれども、この省令が僕らはないから、必要と認められる場合は２人と

いうけれども、この必要と認められるって誰が決めるんですか。 

○議長（森田禮治君） 参事。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） ただいまの御質問の必要と認められる場合というのは、

これは省令ですので、国のほうの厚生労働省令の中で、国のほうで従前４人以下だったもの

をこういうふうに変更して、こういう形に今現在なっておる状態でございます。 

○議長（森田禮治君） ほかに。 

  ５番、村木議員。 

○５番（村木 脩君） 地域主権型ということで、町のほうにかなりこの条例で権限が移譲さ

れたということなんですけれども、これに対して検査とか監査、そういった対応は町のほう

でやらなければいけないのか、その辺をお聞きしたいです。 

○議長（森田禮治君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） ただいまの御質問の検査、監査、このような内容ですが、

町に指定権限が全部来ていますものですから、監査も検査も指定も、事業所の指定から何か

ら全て町が行う形になってございます。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） ５番、村木議員。 

○５番（村木 脩君） そうしますと、今の介護のほうの対応で人員的には大丈夫なのか。町

のほうのその対応は。 

○議長（森田禮治君） 参事。 



○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 地域密着型のサービス自体は平成18年４月１点から始ま

ってございまして、そのときから指定権限は町に来ておりますので、指導、監査、あるいは

指定は今まで現行、行ってございます。ですから、このままこれが町のほうに下りてきまし

ても、現行で何とか対応できるものと考えてございます。 

○議長（森田禮治君） ほかに。 

○６番（藤井廣明君） これは町の基準ですと、４人以下にするというふうなことなんですが、

個室か大部屋かの境といいますか、大部屋にした場合に、その大きさというんですか、そう

いったものの基準はあるのかどうか。 

  それからもう一つ、プライバシーをどんなふうに保っていくのかということに関して、短

い期間の、例えば病院に入院するというふうな期間じゃなくて、この居室という場合には長

い期間滞在するわけですから、その辺の、どんなふうにプライバシーを図るのかどうかをち

ょっと伺っておきたいなと思います。 

○議長（森田禮治君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） ただいまの御質問でございますが、床面積につきまして

は、１人当たり10.65平方メートル以上という決まりがございますので、４人部屋にした場合

には４人掛ける10.65平米という形になると思います。 

  それから、あとプライバシーに関しましては、委員会のときはカーテン等と言ったんです

が、例えば会議室や旅館の宴会場にあるようなレールがある、簡易間仕切りみたいなもので

も僕は構わないのではないかと思うんです。省令なんかを見ますと、視線、目が見えなけれ

ば、それはいいようなことも書いてございます。 

  ここで４人としたのは、別に４人以下だから４人部屋をつくるということではなくて、４

人の部屋もつくることができるという柔軟な形に対応できるようにということで、金銭面で

も最高で５万円ぐらいの差が出てきますものですから、せっかく順番が来たのにお金が払え

なくて入れないということが出てきますと、それもまたいかがなものだと思いますので、こ

ういう形で柔軟に対応できるようにと。また、１人部屋がいい方、あるいは大部屋のほうが

その方に対していい場合もございますので、そういうところで柔軟に対応できるようにとい

うことの考えで、このような形にさせていただいております。 

  以上でございます。 



○議長（森田禮治君） ほかに。 

  質疑はほかにありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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６号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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 東伊豆町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定め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（森田禮治君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続いて議案第７号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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 東伊豆町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定め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（森田禮治君） ご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８号 東伊豆町町営住宅管理条例の一部を改正する条例につい 

            て 

○議長（森田禮治君） 日程第３ 議案第８号 東伊豆町町営住宅管理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 東伊豆町町営住宅管理条例の一

部を改正する条例に関して提案理由を申し上げます。 

  平成23年５月に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律が公布されました。これに伴い、公営住宅法の一部が改正されましたの

で、条文の整備を図るものでございます。 

  詳細につきましては、住民福祉課長より説明させますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（森田禮治君） 住民課長。 

○住民福祉課長（西尾 清君） ただいま提案されました議案第８号 東伊豆町町営住宅管理

条例の一部を改正する条例について概要を説明させていただきます。 

  公営住宅法の一部が改正され、これまで政令で定められていた収入基準について条例で定

めることとなり、その際の収入基準の上限が25万9,000円、本来階層の参酌すべき収入基準が

15万8,000円と政令で定められ、あわせて裁量階層の対象範囲を条例で定めることとなりまし

た。また、町営住宅等の整備基準についても、国土交通省で定める基準を参酌して条例で定

めることとなります。このことから町は、収入基準については現行と同じ内容とし、整備基

準については国が示す参酌基準と同じ基準とし、条例で規定するものでございます。 

  新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 

  題名中、東伊豆町町営住宅管理条例を東伊豆町町営住宅管理等条例に改めます。 

  第２条の２に整備基準を新設するものでございます。 

  第３条第６項の収入基準は、第１号、入居者が第７項（裁量階層の入居資格）の規定に該

当する場合、21万4,000円。 

  第２号、町営住宅が第８条第１項、もしくは第３項、もしくは激甚災害に対処するための

特別の財政援助等に関する法律第22条第１項の規定による国の補助に係るものである場合、

21万4,000円（当該災害発生時から３年を経過した後は15万8,000円）。 

  第３号、第１号及び第２号に掲げる場合以外の場合、15万8,000円に改めます。 



  第３条第７項に裁量階層の入居資格を記すものでございます。 

  この条例の施行日は、平成25年４月１日から施行します。 

  以上、簡単でありますが、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（森田禮治君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 委員会のときもちょっと議論をした点、２点お伺いしたいと思いま

す。 

  １つは、整備基準の問題については、あくまでもこれは今後建設をされるものだというこ

とについては、そのように資料もいただきましたけれども、確認をしておきたいことが１つ

と。 

  もう一つの問題なんですが、一番後ろに改正内容についてのものがございますが、いわゆ

る去年３月の段階でやったものと経過措置があったものについて、今回対応をするというの

が１つの考え方なんですけれども、そうすると、やはりこの経過措置の考え方でいった場合、

収入基準の問題で、やはり入居者に対する説明の問題という点では一体どうだったのかなと

いう問題が出てこようかと思うんです。この点はやはり、こういうふうに決まりましたよ、

でもこの適用が来年なんですよという部分と、１年間条例改正を置いておいて、ことし対応

するという点で、やはり入居者に対しての対応がちょっと違ってくるんじゃないかと思うし、

受け取り方も違ってくるんじゃないかと、この辺の説明、対応についてどのようにお考えで

すか。 

○議長（森田禮治君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（西尾 清君） 今、整備基準の関係ですけれども、整備基準につきましては、

これは新規の建設に係るということで確認をしておりますので、今現在の施設につきまして

は、この建設の対象にはならないということでございます。 

  それから、経過措置の問題でございますけれども、１年間の経過措置がありましたので、

この間どういうことをしてきたかということでございますけれども、金額の改正が特にござ

いませんでしたので、入居者には特に説明はしてございません。今までと同額でございまし

たので、特に説明はしてございませんです。 



○議長（森田禮治君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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 東伊豆町町営住宅管理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（森田禮治君） 御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９号 東伊豆町最終処分場技術管理者の資格に関する条例の制 

            定について 

○議長（森田禮治君） 日程第４ 議案第９号 東伊豆町最終処分場技術管理者の資格に関す

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９号 東伊豆町最終処分場技術管理者

の資格に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。 

  平成23年８月に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律が公布されました。これに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の

一部が改正されましたので、技術管理者の資格を制定す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（森田禮治君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（西尾 清君） ただいま提案されました議案第９号 東伊豆町最終処分場技

術管理者の資格に関する条例の制定について概要を御説明させていただきます。 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部が改正され、これまでは、市町村が設置する一

般廃棄物処理施設に置く技術管理者が有すべき資格については省令で定められていましたが、

改正後は、省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定めるものとなりました。このこと

から、町は省令どおりに制定するものとし、条例で規定するものでございます。 

  この条例の施行日は、平成25年４月１日から施行をいたします。 

  当町の現在の技術管理者の状況でございますが、第２条第11号、前10号に掲げる者と同等

以上の知識及び技能を有する者と認められる者の規定による資格を持っている職員が２名お

ります。うち１名が最終処分場技術管理者として勤務をしております。 

  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（森田禮治君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第９号 東伊豆町最終処分場技術管理者の資格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（森田禮治君） 御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１０号 東伊豆町都市公園条例の一部を改正する条例について 



○議長（森田禮治君） 日程第５ 議案第10号 東伊豆町都市公園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 東伊豆町都市公園条例の一部を

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、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律、通称地域主権一括法等の成立により、都市公園法及び高齢者移動等の

円滑化法の一部改正に伴い、条文を整備するものでございます。 

  詳細につきましては、建設産業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（森田禮治君） 建設産業課長。 

○建設産業課長（鈴木秀人君） それでは、議案第10号 東伊豆町都市公園条例の一部を改正

する条例について御説明させていただきます。 

  今回の条例改正は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律、通称地域主権一括法等の成立により、都市公園法、高齢者移動等

の円滑化法の一部改正がなされ、従来、政省令等で定められた基準を条例に加えるものでご

ざいます。 

  それでは、朗読をもって説明させていただきます。 

  １枚めくってください。 

  東伊豆町条例第 号、平成 年 月 日。 

  東伊豆町都市公園条例の一部を改正する条例。 

  東伊豆町都市公園条例（平成４年東伊豆町条例第26号）の一部を次のように改正する。 

  第１条の次に次の３条を加える。 

  （公園の設置基準） 

  第１条の２ 法第３条に規定する町が設置する公園の設置基準は、都市公園法施行令（昭

和51年政令第199号。以下「令」という。）第１条の２並びに第２条に規定する基準とする。 



  （公園施設の設置基準） 

  第１条の３ 法第４条に規定する町が設置する公園施設の設置基準は、令第６条に規定す

る基準とする。 

  （特定公園施設の移動等円滑化基準） 

  第１条の４ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91

号）第13条第１項に規定する町が設置する特定公園施設の移動等円滑化基準は、移動等円滑

化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令（平成18年国土交通省令第

115号）及び静岡県福祉のまちづくり条例施行規則（平成18年静岡県規則第１号）に規定する

基準とする。 

  附則 

  この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

  なお、資料として新旧対照表を添付してございます。 

  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（森田禮治君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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 東伊豆町都市公園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（森田禮治君） 御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１１号 東伊豆町道の技術的基準等に関する条例の制定につい 



             て 

○議長（森田禮治君） 日程第６ 議案第11号 東伊豆町道の技術的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11号 東伊豆町道の技術的基準等に関

する条例の制定について提案理由を申し上げます。 

  今回の条例制定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律、通称地域主権一括法等の成立により、道路法、高齢者移動等の円

滑化法の一部改正に伴い、条例を制定するものでございます。 

  詳細につきましては、建設産業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（森田禮治君） 建設産業課長。 

○建設産業課長（鈴木秀人君） それでは、議案第11号 東伊豆町道の技術的基準等に関する

条例の制定について御説明させていただきます。 

  今回の条例制定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律、通称地域主権一括法等の成立により、道路法、高齢者移動等の円

滑化法の一部改正がなされ、従来、政省令等で定められていた基準を条例といたすものでご

ざいます。 

  それでは、朗読をもって説明させていただきます。 

  １枚めくってください。 

  東伊豆町条例第 号、平成 年 月 日。 

  東伊豆町道の技術的基準等に関する条例。 

  （主旨） 

  第１条 この条例は、道路法（昭和27年法律第180号。以下「法」という。）第30条第３項、

第45条第３項及び第48条の３並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の推進に関する法律

（平成18年法律第91号。以下「高齢者移動等円滑化法」という。）第10条第１項の規定に基



づき、東伊豆町道（以下「町道」という。）の構造の技術的基準に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

  （町道構造の技術的基準） 

  第２条 法第30条第３項に規定する町道の技術的基準は、道路構造令（昭和45年政令第320

号）に規定する基準とする。 

  （町道に設置する道路標識の寸法） 

  第３条 法第45条第３項に規定する町道に設置する道路標識の寸法は、道路標識、区画線

及び道路標示に関する命令（昭和35年総理府・建設省令第３号）に規定する寸法とする。 

  （移動等の円滑化のために必要な町道の構造に関する基準） 

  第４条 高齢者移動等円滑化法第10条第１項に規定する移動等の円滑化のために必要な町

道構造の基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令（平成

18年国土交通省令第116号）及び静岡県福祉のまちづくり条例施行規則（平成８年静岡県規則

第１号）に規定する基準とする。 

  （その他） 

  第５条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

  附則 

  この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

  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（森田禮治君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  ５番、村木議員。 

○５番（村木 脩君） これは質問ではないんですけれども、法律の名称を先ほどから促進を

推進と言っているもので、その辺の訂正だけはお願いをしておきます。 

○議長（森田禮治君） 建設産業課長。 

○建設産業課長（鈴木秀人君） すみません。今、推進を促進ということで訂正させていただ

きます。 

○議長（森田禮治君） ほかに。 

（「なし」の声あり） 



○議長（森田禮治君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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 東伊豆町道の技術的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（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第７ 議案第１２号 東伊豆町準用河川における工作物の構造の技術的基準 

             に関する条例の制定について 

○議長（森田禮治君） 日程第７ 議案第12号 東伊豆町準用河川における工作物の構造の技

術的基準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12号 東伊豆町準用河川における工作

物の構造の技術的基準に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。 

  今回の条例制定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律、通称地域主権一括法等の成立により、河川法の一部改正に伴い、

条例を制定するものでございます。 

  詳細につきましては建設産業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（森田禮治君） 建設産業課長。 

○建設産業課長（鈴木秀人君） それでは、議案第12号 東伊豆町準用河川における工作物の



構造の技術的基準に関する条例の制定について御説明させていただきます。 

  今回の条例制定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律、通称地域主権一括法等の成立により、河川法の一部改正がなされ、

従来、政令で定められていた基準を条例といたすものでございます。 

  それでは、朗読をもって説明させていただきます。 

  １枚めくってください。 

  東伊豆町条例第 号、平成 年 月 日。 

  東伊豆町準用河川における工作物の構造の技術的基準に関する条例。 

  （主旨） 

  第１条 この条例は、河川法（昭和39年法律第167号）第100条第１項において準用する第

13条第２項に基づき東伊豆町が指定する河川（以下「準用河川」という。）における工作物

の構造の技術的基準に関し、必要な事項を定めるものとする。 

  （工作物の構造の技術的基準） 

  第２条 準用河川における工作物の構造の技術的基準は、河川管理施設等構造令（昭和51

年政令第199号）第77条に規定する基準とする。 

  （その他） 

  第３条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

  附則 

  この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

  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（森田禮治君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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 東伊豆町準用河川における工作物の構造の技術的基準に関する条例



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（森田禮治君） 御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１３号 東伊豆町が管理する都市下水路の構造及び維持管理に 

             関する条例の制定について 

○議長（森田禮治君） 日程第８ 議案第13号 東伊豆町が管理する都市下水路の構造及び維

持管理に関する条例の制定についてを議題とします。 

  町長より提案の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 東伊豆町が管理する都市下水路

の構造及び維持管理に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。 

  今回の条例制定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律、通称地域主権一括法等の成立により、下水道法の一部改正に伴い、

条例を制定するものでございます。 

  詳細につきましては建設産業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（森田禮治君） 建設産業課長。 

○建設産業課長（鈴木秀人君） それでは、議案第13号 東伊豆町が管理する都市下水路の構

造及び維持管理に関する条例の制定について御説明させていただきます。 

  今回の条例制定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律、通称地域主権一括法等の成立により、下水道法の一部の改正がな

され、従来、政令で定められていた基準を条例といたすものでございます。 

  それでは、朗読をもって説明させていただきます。 



  １枚めくってください。 

  東伊豆町条例第 号、平成 年 月 日。 

  東伊豆町が管理する都市下水路の構造及び維持管理に関する条例。 

  （主旨） 

  第１条 この条例は、下水道法（昭和33年法律第79号）第28条第２項に定める都市下水路

の構造及び維持管理に関し、必要な事項を定めるものとする。 

  （都市下水路の構造及び維持管理基準） 

  第２条 町が管理する都市下水路の構造及び維持管理の基準は、下水道法施行令（昭和51

年政令第199号）第17条の10及び第18条に規定する基準とする。 

  （その他） 

  第３条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

  附則 

  この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

  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（森田禮治君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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 東伊豆町が管理する都市下水路の構造及び維持管理に関する条例の

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（森田禮治君） 御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１４号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町営 

                 大川海浜プール）    

◎日程第１０ 議案第１５号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町営 

              熱川海浜プール） 

◎日程第１１ 議案第１６号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町営 

              白田海浜プール） 

◎日程第１２ 議案第１７号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町営 

              稲取海浜プール）    

○議長（森田禮治君） 日程第９ 議案第14号 公の施設の指定管理者の指定についてから日

程第12 議案第17号 公の施設の指定管理者の指定についてまで、以上４件を一括議題とし

ます。 

  町長より順次提案の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） ただいま一括上程された議案について提案理由を申し上げます。 

  公の施設の指定管理者の件について説明させていただきます。 

  いずれも平成22年４月より指定管理者が管理していた施設について、３年間の協定が本年

３月末に終了いたしますので、再び指定管理者の指定について議決を求めるものでございま

す。 

  なお、指定管理者の選定は、東伊豆町公の施設の指定管理者選定委員会の２回の審議結果

により決定したものに基づくものでございます。 

  それでは、議案第14号から議案第17号まで順次提案理由を申し上げます。 

  議案第14号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町営大川海浜プール）。 

  東伊豆町大川海浜プールの指定管理者に、大川温泉観光協会を指定するものであります。 

  続きまして、議案第15号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町営熱川海浜プ

ール）。 

  東伊豆町営熱川海浜プールの指定管理に、熱川温泉観光協会を指定するものでございます。 

  続きまして、議案第16号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町営白田海浜プ



ール）。 

  東伊豆町営白田海浜プールの指定管理者に、白田温泉観光協会を指定するものであります。 

  続きまして、議案第17号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町営稲取海浜プ

ール）。 

  東伊豆町営稲取海浜プールの指定管理者に、稲取温泉観光協会を指定するものであります。 

  詳細につきましては観光商工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（森田禮治君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） ただいま一括上程されました議案第14号から議案第17号 公

の施設の指定管理者の指定につきまして、議案の朗読をもちまして説明にかえさせていただ

きます。 

  議案第14号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町営大川海浜プール）。 

  東伊豆町営海浜プールの設置及び管理に関する条例（平成18年東伊豆町条例第18号）第３

条第１項の規定により、東伊豆町営大川海浜プールの指定管理者を次のとおり指定する。 

  施設の名称、東伊豆町営大川海浜プール。 

  指定管理者、所在地、東伊豆町大川31番地の４、名称、大川温泉観光協会。 

  指定の期間、平成25年４月１日から平成28年３月31日までの３年間といたします。 

  続きまして、議案第15号から議案第17号につきましては、議案番号、施設の名称、指定管

理者のみを申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

  議案第15号。 

  施設の名称、東伊豆町営熱川海浜プール。 

  指定管理者、所在地、東伊豆町奈良本966番地の13、名称、熱川温泉観光協会。 

  議案第16号。 

  施設の名称、東伊豆町営白田海浜プール。 

  指定管理者、所在地、東伊豆町白田204番地、名称、白田温泉観光協会。 

  議案第17号。 

  施設の名称、東伊豆町営稲取海浜プール。 

  指定管理者、所在地、東伊豆町稲取1568番地の４、名称、稲取温泉観光協会。 



  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（森田禮治君） これより議案第14号から議案第17号までの質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） ３年間指定管理をやったということだと思うんですけれども、基本

は昔からのやり方で、要望もあってつくった施設ということ、それぞれ地元の観光協会だっ

たと思いますが、やはり来誘客等の減少を考えてみますと、この３年間の実際の運営という

点ではどうだったのかなと。実際的に赤字があったりとか、いろいろ苦慮をしている点は何

なのかというような問題が１つございます。 

  また、もう一方で、指定管理制度ですから、指定管理者が自主努力をされるということも

当然加味はされているわけなんですけれども、そうすると、その辺の計画について、町のほ

うにちゃんとした、やはり販売計画なりがあって、それに対する対応ないし、その料金が高

過ぎたりとか、一応、公の施設ですから、ふさわしくないような行為が行われないかどうか、

こうした点の管理計画等、指定管理者とのやりとり、この辺の問題はどのようにこの３年間

の中ではされていますか。 

○議長（森田禮治君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） まず第１点、赤字があったかどうかということで、各それぞ

れのプールのほうの収支のほうの状況を見ますと、やはり大川、それから白田、この２カ所

につきましては、赤字が実際ございました。 

  それから、その赤字についての対策ですけれども、大川については、金額的にほぼ５万円

程度ということなものですから、これにつきましては、平成25年度の新年度予算に大川のプ

ールにつきましては、大川小学校が授業等で利用するということを含めまして、新年度予算

のプールの水質検査、こちらが５万円ということで、それを新年度予算で、観光課のほうの

予算で計上という対応を図っております。 

  それから、もう１点、白田のプールにつきましては、これは数十万円の赤字を出しており

ますけれども、これにつきましては、町の観光協会のほうから補填をする形をとっておりま

す。ただ、この中身を見ますと、白田につきましては、その規模、白田のプールは1,440人が

使っているんです。その中で小中学校、地元の子供たちが約８割を使っているということで、



この観光の施設という役割以外に学校施設の役を果たしているという、そういったことも考

えまして、町のほうの観光協会から補助、補填をさせていただいて、赤字のないような運営

をしているところでございます。 

  それから、各それぞれのプールの今後の運営等々はどういうふうな形の計画があるかとい

うことですけれども、いずれにしましても、このプールについては、運営がそんな楽な運営

をしているわけではございませんので、まずは赤字を出さないようにということで、それか

らプールが事故があってはいけませんものですから、毎年町のほうでプールの修繕等を完璧

な状態にということで、管理運営を図っているということでございます。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） たしか片瀬なんかも過去プールがあったんだけれども、実際はやは

り赤字もあったし、片瀬の場合だと、白田のプールはやはり行かれる子供というのが実際は

多いと、多少温泉等も入って、片瀬なんかも地下水でやるというようなこともあって、冷た

いというふうなこともあったんだと思うんです。 

  今の状況を考えると、ちょっとこの辺が、１つは白田のプールなんかの赤字問題というの

が、観光協会の補助金で賄うとかという形なりが、またその他の問題なんかが、いいのかな

というのはございます。 

  白田のプールなんかの問題ですと、やはり僕はそれが適切か、学校の対応として疑問を持

っておりますが、夏休みとか子供には親と一緒でなければ海へ行ってはいけないとか、こう

いう決まり事をしますと、結局やはりプールに行くしか子供たちというのは行けないですよ

ね。必ずしも守っている子ばかりではないと思いますが、しかし、学校としては、親のほう

もそうなんです。海が危ないということもあって、親と一緒に海へ行きなさいと。そうする

と、もう片瀬の子供たちは海へほとんど行けなくて、プールしかない。そうなると、観光課

が赤字なのかというような問題もございます。 

  もう一方の問題で言うと、大川なんかでも、やはり多少ジュースを売ったりとか、いろい

ろして自主努力もされているのかなというふうには思っていますけれども、大川や片瀬の場

合もそうなんだけれども、逆に今度は稲取とか熱川の場合は、かなりそういう商売的な部分

もあります。その辺もやはり一定の適正な管理、そういう内容的なものもバックアップ的な



ものも含めて、公の施設でやられているというものについては、適正な管理も逆に必要では

ないかと私は思っております。 

  やはり観光客、こういう状況ですと、過去の状況もありますけれども、しかし、実際のと

ころで、かなり昔の使い方と、プールを持っていたら、じゃんじゃんお客さんが来てという

ような状況でなくなった中で、この維持のあり方については、指定管理という問題がいいと

は思いますけれども、今みたいな話で、教育的に使われているのにお金は観光協会という流

れ、出し方の問題、位置づけの問題というのは、やはり維持するにしても、今後はまた検討

されてほしいなと私は思います。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは本当に全く山田議員の言うとおりで、私は白田川も数十万の赤

字を出しているという中で、やめてしまえとはっきり言いました。しかし、内容を聞きまし

たら、学校関係の方がもう８割以上になっていると。これはちょっとやめるわけにいかない

というような、その出し方ですね、本当にお金の出し方。これは本当に町の観光協会からの

ほうがいいのかどうか、これはちょっと検討させてもらいたいと思います。 

  その中で私は、あと、やはり学校が、以前は学校のプールも使っていたんですよね。そう

いう中で今、熱川なんて学校のプールも使わないもので、それは学校もちゃんと工夫した中

で、学校のプールが使えるような方向でやってもらいたいなと思うし、また夏休みのその海

の問題に関しましてもいろいろ、これはまた教育委員会のほうに投げかけまして、なるべく

いい方向で持っていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） ほかに。 

  ３番、飯田議員。 

○３番（飯田桂司君） 私も委員会のほうで聞けばよかったんですけれども、ちょっと１点お

聞きしたいなと思うのは、今、14番議員から運営のことについてはお話があり、確認したわ

けですけれども、私も協会のほうにちょっと籍を置いている関係で、大川観光協会の関係で、

大変子供たちに迷惑をかけておるなと、プールの監視等については、協会の役員が本当に奉

仕的な精神でプールの監視をしておるわけですけれども、そんな中で一番気になるのは、以

前、消防署にお願いをして救命士の講習を観光協会役員が受けまして、監視をしておるわけ



ですけれども、事故が起きたりしておる中で、大変緊張感を持って監視をしております。 

  そんな中で今、指定管理者ということで各協会等が名前が出ておるわけですけれども、最

悪の場合の補償、この点について、協会のほうの監視をする人たちが大変気になっておるん

です。そして、できれば高校生あたりを使って監視をお願いしたいなということですけれど

も、これについても、やはり、ただ監視だけではなく、消防署等にお願いをして救命士の資

格を取る、そういう方向もいいのかなということを思いますけれども、町長、消防署長、ち

ょっとその点をお聞きしたいなと思います。 

○議長（森田禮治君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 飯田議員の補償の問題でございますけれども、各指定管理を

受けているそれぞれの観光協会のほうで、傷害保険に加入しております。 

  まず大川につきましては、死亡が100万円です。それから、熱川も死亡が100万円。それか

ら、白田が1,500万円。それから、稲取が1,000万円というふうな形です。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、その補償内容を聞きました中で、なかなか100万というのはいかが

なものかと、これはちょっと検討させてください。すみません。今現状はそうらしいので、

ちょっとこれは検討をさせてもらいたいと思います。 

  また、救命の関係ですが、これは講習はもう消防署に行けば、いつでもやってくれると思

いますもので、それは消防署に行っていただければ救命の講習はやりますもので、それはま

た消防長のほうから答弁させますけれども、救命の講習は行っておるということでよろしく

お願いします。 

○議長（森田禮治君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） 救命講習につきましては、職員が要望に応じて出向したり、消防

署に来ていただいたりして、受講は可能でございますので、要望どおりに受講のほうを進め

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（森田禮治君） ほかに。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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14号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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 公の施設の指定管理者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（森田禮治君） 御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。 

  次に、議案第15号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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 公の施設の指定管理者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（森田禮治君） 御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。 

  次に、議案第16号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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 公の施設の指定管理者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（森田禮治君） 御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。 

  次に、議案第17号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第17号 公の施設の指定管理者の指定について採決します。 

  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（森田禮治君） 御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、10時55分まで休憩をします。 

 

休憩 午前１０時３９分 

 

再開 午前１０時５５分 

 

○議長（森田禮治君） 休憩を閉じ、再開します。 

  朝、早速、欠席者のあれを報告すればよかったんですが、遅刻だと思っていましたので報

告をしなかったんですけれども、いまだに報告がなしということで、無断欠席ということで、

居山議員が無断欠席でいまだにこちらは報告がありません。そういうことですので、よろし

くお願いします。だから、出席議員は11名ということでお願いしたいと思います。 

 

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

 

◎日程第１３ 議案第１８号 賀茂地区障害認定審査会共同設置規約の一部を変更 

              する規約について 

◎日程第１４ 議案第１９号 賀茂地区障害者計画等策定・推進協議会規約の一部 

              を変更する規約について 

◎日程第１５ 議案第２０号 賀茂地区障害者相談支援事業運営協議会規約の一部 

              を変更する規約について 

○議長（森田禮治君） 日程第13 議案第18号 賀茂地区障害認定審査会共同設置規約の一部

を変更する規約について、日程第14 議案第19号 賀茂地区障害者計画等策定・推進協議会

規約の一部を変更する規約について、日程第15 議案第20号 賀茂地区障害者相談支援事業

運営協議会規約の一部を変更する規約についての以上３件を一括議題とします。 

  町長より順次提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第18号 賀茂地区障害認定審査会共同設



置規約の一部を変更する規約について提案理由を申し上げます。 

  今回の変更は障害者自立支援法の一部改正に伴い、賀茂地区障害認定審査会共同設置規約

の一部を変更することについて、地方自治法第252条の７第３項の規定により議会の議決を求

めるものでございます。 

  次に、議案第19号 賀茂地区障害者計画等策定・推進協議会規約の一部を変更する規約に

ついて提案理由を申し上げます。 

  同じく、障害者自立支援法の一部改正に伴い、賀茂地区障害者計画等策定・推進協議会規

約の一部を変更することについて、地方自治法第252条の６の規定により議会の議決を求める

ものでございます。 

  次に、議案第20号 賀茂地区障害者相談支援事業運営協議会規約の一部を変更する規約に

ついて提案理由を申し上げます。 

  同じく障害者自立支援法の一部改正に伴い、賀茂地区障害者相談支援事業運営協議会規約

の一部を変更することについて、地方自治法第252条の６の規定により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（森田禮治君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（山田和也君） ただいま上程されました規約の一部を変更する規約につい

て、朗読をもちまして説明とさせていただきます。 

  議案第18号 賀茂地区障害認定審査会共同設置規約の一部を変更する規約について。 

  次のページをお開きください。 

  東伊豆町規約第 号、平成 年 月 日。 

  賀茂地区障害認定審査会共同設置規約の一部を変更する規約。 

  賀茂地区障害認定審査会共同設置規約（平成8年東伊豆町規約第１号）の一部を次のように

変更する。 

  第１条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律」に改める。 

  附則 



  この規約は、平成25年４月１日から施行する。 

  続きまして、議案第19号 賀茂地区障害者計画等策定・推進協議会規約の一部を変更する

規約について。 

  次のページをお開きください。 

  東伊豆町規約第 号、平成 年 月 日。 

  賀茂地区障害者計画等策定・推進協議会規約の一部を変更する規約。 

  賀茂地区障害者計画等策定・推進協議会規約（平成18年東伊豆町規約第11号）の一部を次

のように変更する。 

  第１条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律」に改める。 

  附則 

  この規約は、平成25年４月１日から施行する。 

  続きまして、議案第20号 賀茂地区障害者相談支援事業運営協議会規約の一部を変更する

規約について。 

  次のページをお開きください。 

  東伊豆町規約第 号、平成 年 月 日。 

  賀茂地区障害者相談支援事業運営協議会規約の一部を変更する規約。 

  賀茂地区障害者相談支援事業運営協議会規約（平成18年東伊豆町規約第12号）の一部を次

のように変更する。 

  第１条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律」に、「第77条第１項第１号」を「第77条第１項第３号」に改める。 

  附則 

  この規約は、平成25年４月１日から施行する。 

  なお、お手元の資料には、それぞれに新旧対照表を添付してありますので、参考にしてい

ただきたいと思います。 

  以上、簡単でありますが、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（森田禮治君） これより議案第18号から議案第20号までの質疑に入ります。質疑あり



ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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。 

  これより議案第18号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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 賀茂地区障害認定審査会共同設置規約の一部を変更する規約につい

てを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 御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。 

  次に、議案第19号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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 賀茂地区障害者計画等策定・推進協議会規約の一部を変更する規約

についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 御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。 

  次に、議案第20号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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 賀茂地区障害者相談支援事業運営協議会規約の一部を変更する規約

についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 御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２１号 損害賠償請求事件の示談について 

○議長（森田禮治君） 日程第16 議案第21号 損害賠償請求事件の示談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21号 損害賠償請求事件の示談につい

て提案理由を申し上げます。 

  平成21年８月30日、東伊豆町稲取1088番地の１地先、町道稲取観光１号線内で発生した転

倒事故に対して、道理管理者である東伊豆町が治療にかかった費用を賠償するため、地方自

治法第96条第１項第13号の規定により議会の議決を求めるものであります。 

  詳細につきましては建設産業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（森田禮治君） 建設産業課長。 

○建設産業課長（鈴木秀人君） それでは、議案第21号 損害賠償請求事件の示談について御

説明させていただきます。 

  この事故につきましては、去る平成21年８月30日午後零時15分ごろ、東伊豆町稲取字東立

野1088番地の１地先、町道稲取観光１号線内にある横断側溝受け枠が３センチほどはね上が

っており、観光で来ていた夫婦が、どんつく神社方面に歩いていく途中、女性の方が横断側

溝受け枠につまずき、転倒し、右膝を負傷したものでございます。これに対して、道路管理

者である東伊豆町が、治療にかかった費用を賠償するものであります。相手方と示談を成立

させるため、提案するものであります。 

  それでは、示談の内容について申し上げます。 

  示談の相手方、住所、神奈川県厚木市、氏名、    さん。 

  示談の内容、東伊豆町は、    に対し、治療にかかった費用一式25万9,690円を支払う

ものでございます。 



  以上、まことに簡単ですが、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（森田禮治君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  10番。 

○１０番（鈴木 勉君） 今、この示談の内容について説明を受けたわけなんですけれども、

もう少し、この事故の起きた原因性と場所、それから、その説明をお聞きしていきたいなと

思っておりますし、それから、この事故に対する場所の改良、それがどのようになされて、

またこのような事故が二度と起きないような処置をされているのかどうなのか、その点につ

いて１つだけ聞いていきたいなと思います。よろしくお願いします。 

○議長（森田禮治君） 建設産業課長。 

○建設産業課長（鈴木秀人君） 場所でございますが、東区の、ちょっと名前をあれして申し

わけないですけれども、内山議員さんのうちがございます。どんつく神社へ行くほうと西町

側に分かれる二股の道路があります。そこに横断側溝がありまして、その横断側溝の受け枠

がはね上がっていたということで、それにつまずいて右膝を負傷したということでございま

す。それにつきましては、現場等も確認して、復旧につきましては、すぐ補修をして、出て

いるところを修繕はして、今は特に問題はないようになっております。 

  以上でございます。 

○議長（森田禮治君） 10番。 

○１０番（鈴木 勉君） 今、課長より説明されました場所については、おおよそ検討がつい

たわけなんですけれども、この観光１号線というのは非常に今、町のどんつく神社を初め、

愛恋岬、そういう形の中での宣伝がよく行き届いたという賜物と言えばいいほうなんですけ

れども、非常に交通する車の量も、見学する人たちの数もふえている地域なんですよ。です

から、そういう形の中での道路の管理、非常に違法駐車的なものも、駐車も目につく状況も

あるわけなんですけれども、今のこういう１つの事故が起きたときの、こういう人たちの救

済としての示談の成立については、私は異論を申し上げるつもりは何もないんですけれども、

そうでなくして、こういう形が起きないという、その状況をいかにしてやはり町が日ごろか

ら保っていくかという努力を、やはり惜しまないでいただきたいなと思っております。 

  以上です。 



○議長（森田禮治君） ほかに。 

  14番。 

○１４番（山田直志君） 確認だけなんですけれども、金額がこういう大きい金額になったと

いうのは、恐らく第三者行為等々で、保険ではなく実費の支払いという対応だから、こうい

う金額になったのかなというふうに解釈しておりますが、そのような解釈で間違いございま

せんか。 

○議長（森田禮治君） 建設産業課長。 

○建設産業課長（鈴木秀人君） この損害賠償金でございますが、これについては、町がでは

なくて、保険会社のほうが直接支払うような形になります。第三者行為ではなくて、実費と

いうことでございます。10割全部負担するというようなということでございます。 

○議長（森田禮治君） ほかに質疑ありますか。 

  ７番。 

○７番（栗田成一君） ちょっと参考までに教えていただきたいんですが、この方のかかった

病院がどこなのか。それから年齢が幾つぐらい、女性だから何歳なんて細かいことはいいん

ですけれども、何歳ぐらいなのか。それだけちょっと教えてもらえますか。 

○議長（森田禮治君） 建設課技監。 

○建設産業課技監（高村由喜彦君） まず病院なんですけれども、伊勢原協同病院というとこ

ろに65回通院をなされたと。それで、その間、ＭＲＩ等精密検査を３回、薬剤等は四十何回

にわたって支給を受けたということです。 

  それで、女性の年齢なんですけれども、年齢はちょっと相手に聞くわけにはいかなかった

ので、おおむね40歳ぐらいの女性で、ちょっと小太りの方です。 

○議長（森田禮治君） ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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 損害賠償請求事件の示談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（森田禮治君） 御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２２号 損害賠償請求事件の示談について 

○議長（森田禮治君） 日程第17 議案第22号 損害賠償請求事件の示談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22号 損害賠償請求事件の示談につい

て提案理由を申し上げます。 

  平成24年３月24日、東伊豆町白田1631番地の６、新稲取第二中継ポンプ場で発生した擁壁

崩落事故に対して、施設管理者である東伊豆町が農地復旧及び損害調査に係る費用を賠償す

るため、地方自治法第96条第１項第13号及び東伊豆町水道事業の設置に関する条例第８条の

規定により議会の議決を求めるものであります。 

  詳細につきましては水道課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（森田禮治君） 水道課長。 

○水道課長（山口 誠君） 議案第22号 損害賠償請求事件の示談について御説明させていた

だきます。 

  平成24年３月24日、新稲取第二中継ポンプ場での擁壁崩落事故により農地に損害を与えた

ものに対しまして、その復旧に係る費用を賠償するものであります。この事故における損害

賠償につきましては、昨年11月１日、第２回臨時会において５名の方の議決をいただいてお

りますが、今回、残る１名の方の損害賠償を行うものでございます。ミカンなど物件の補償

に係る費用につきましては、まだ承諾をいただいておりませんが、農地の復旧に係る費用と



損害の調査に係る費用につきましては承諾をいただきましたので、一部示談ということには

なりますが、相手方と示談を成立させるため提案するものでございます。 

  それでは、示談の相手方及び内容について申し上げます。 

  示談の相手方は、住所、東伊豆町白田、氏名、   さんでございます。 

  示談の内容につきましては、東伊豆町白田1619番地の１及び1619番地の２の農地復旧及び

損害調査に係る費用一式550万70円を支払うものでございます。 

  なお、物件の補償に係る費用につきましては協議中でありますので、御理解をお願いいた

します。 

  また、参考資料として被害箇所を示した公図写しを添付いたしましたので御確認ください。 

  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（森田禮治君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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 損害賠償請求事件の示談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（森田禮治君） 御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２３号 平成２４年度東伊豆町一般会計補正予算（第１０ 

              号） 

○議長（森田禮治君） 日程第18 議案第23号 平成24年度東伊豆町一般会計補正予算（第10

号）を議題とします。 



  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（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23号 平成24年度東伊豆町一般会計補

正予算（第10号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に２億1,101万8,000円を追加いたしまして、

歳入歳出予算の総額を51億3,012万5,000円とするものでございます。 

  国の第１次補正予算による財政措置を受け、災害に備えた安心・安全なまちづくり事業と

して、片瀬地区防災センターの建設費、また奈良本地区避難地整備事業及び稲取地区災害対

策本部代替施設整備事業に関する測量設計委託料を計上し、新年度に繰り越し措置させてい

ただく内容と、さらに県営事業の稲取漁港整備事業並びに中山間地域総合整備事業に係る町

負担金について、前倒しで計上させていただいております。その他につきましては、緊急的

な要因が発生しない限り平成24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実施いたしたところであります。 

  歳入の主な内容を申し上げますと、町税におきましては、宿泊客の減少に伴う入湯税の減

額、また法人税や各滞納繰越分の収納実績に基づく増額措置でございます。 

  国庫支出金の増額につきましては、国の１次補正に対応した都市防災総合推進事業交付金

等であります。あわせて、当該事業への補助裏にかかわる地方債を計上させていただきまし

た。 

  また、寄附金につきましては、２件の御浄財が寄せられましたので、目的に沿って活用さ

せていただくことといたします。 

  次に、歳出の主な内容を申し上げますと、先ほどの国の第１次補正予算関連事業で、前倒

しとなります稲取漁港整備事業並びに中山間地域総合整備事業に係る町負担金、さらに繰り

越し措置をいたします災害に備えた安心・安全なまちづくり事業に係る工事費と委託料の増

額補正をさせていただくものであります。 

  その他では、細野高原観光施設整備に伴う立木の伐採補償や、民生費における国民健康保

険特別会繰出金及び自立支援給付費を増額措置させていただきました。 

  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戻措置をさせていただきました



ので、御理解をお願いいたします。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（森田禮治君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） ただいま提案されました議案第23号 平成24年度東伊豆

町一般会計補正予算（第10号）について概要を御説明いたします。 

  平成24年度東伊豆町の一般会計補正予算（第10号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億1,101万8,000円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ51億3,012万5,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  （繰越明許費） 

  第２条 地方自治法第213条第１項の規定により繰り越して使用することのできる経費は、

「第２表繰越明許費」によります。 

  （債務負担行為の補正） 

  第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表債務負担行為補正」によります。 

  （地方債の補正） 

  第４条 既定の地方債の変更は、「第４表地方債補正」によります。 

  恐れ入りますが、11ページ、12ページをお開きください。 

  ２歳入について説明いたします。 

  １款町税、１項町民税、１目個人、補正前の金額に100万円を追加し４億1,515万6,000円と

いたします。２節滞納繰越分、細節１滞納繰越分100万円の増は、収納実績に基づく増額であ

ります。２目法人、補正前の金額に600万円を追加し9,420万8,000円といたします。１節現年

課税分、細節１現年課税分600万円の増は、税割額の増収に伴う増でございます。 

  ２項固定資産税、１目固定資産税、補正前の金額に500万円を追加し12億4,841万円といた

します。２節滞納繰越分、細節１滞納繰越分500万円の増は、収納実績に基づく増額でありま

す。 



  ６項入湯税、１目入湯税、補正前の金額から459万4,000円を減額し、１億3,040万7,000円

といたします。１節現年課税分、細節１現年課税分480万円の減は、入り込み客数の減少に伴

う減であり、これまでの実績に基づき本年度決算の入湯客数の見込みを86万8,000人とさせて

いただきました。 

  ２款地方譲与税、２項地方揮発油譲与税、１目地方揮発油譲与税、補正前の金額から150

万円を減額し1,550万円といたします。１節地方揮発油譲与税、細節１地方揮発油譲与税150

万円の減は、県から示されました最終予算額をもとに推計した調整内容であります。 

  なお、以下の４款配当割交付金、６款地方消費税交付金、７款ゴルフ場利用税交付金につ

きましても、同様に県の最終予算額をもとに推計し、措置したものでございます。 

  15ページ、16ページをお開き願います。 

  15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1,337万8,000

円を減額し２億3,851万9,000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218万6,000円の増は、障害者通所事業の利用者増に伴い、実績に基づいて増

額措置するものであります。３節子ども手当負担金、細節１子ども手当負担金1,594万2,000

円の減は、対象者の減と制度改正に伴う国・県・町の負担割合の変更による減額であります。 

  ２項国庫補助金、４目消防費国庫補助金、補正前の金額に１億1,348万9,000円を追加し１

億6,438万3,000円といたします。４節防災・安全社会資本整備総合交付金、細節１都市防災

総合推進事業交付金１億1,390万円の増は、国の第１次補正予算の事業採択による片瀬地区防

災拠点施設整備事業、奈良本地区避難地整備事業及び稲取地区災害対策本部代替施設整備事

業に対する交付金であり、繰越明許事業として新年度に事業実施するものでございます。６

目土木費国庫補助金、補正前の金額から275万円を減額し2,695万円といたします。１節道路

橋梁費補助金、細節１社会資本整備総合交付金275万円の減は、湯ノ沢草崎線のり面対策工事

の事業費見込みに基づく減額であります。 

  ３項委託金、１目総務費委託金、補正前の金額から132万6,000円を減額し762万7,000円と

いたします。２節選挙費委託金、細節１衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委

託金102万7,000円の減は、事業執行に伴う調整であります。 

  17ページ、18ページをお開きください。 

  16款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、補正前の金額に701万3,000円を追加



し１億6,146万3,000円といたします。１節社会福祉費負担金、細節３障害者自立支援給付費

負担金109万3,000円の増は、新規で受け入れを開始した事業所があり障害者通所事業の利用

者が増加したため、実績に基づき増額措置するものであります。細節４国民健康保険基盤安

定負担金682万9,000円の増は、保険者支援分及び保険税軽減分の実績による増でございます。 

  ２項県補助金、２目民生費県補助金、補正前の金額から184万7,000円を減額し4,037万6,000

円といたします。１節社会福祉費補助金、細節11放課後児童健全育成事業費等補助金112万円

の減は、放課後児童クラブの実績に基づく減額措置でございます。５目商工費県補助金、補

正前の金額から105万4,000円を減額し4,025万8,000円といたします。１節商工費補助金、細

節２緊急雇用創出事業臨時特例対策事業費補助金102万8,000円の減は、雇用期間等のこれま

での実績に基づく減額措置であります。７目消防費県補助金、補正前の金額から355万9,000

円を減額し1,792万8,000円といたします。１節地震対策費補助金、細節２大規模地震対策等

総合支援事業補助金207万5,000円の減は、事業費確定に基づく減でございます。細節３木造

住宅耐震補強助成事業費補助金120万円の減は、実績に基づく減でございます。 

  ３項委託金、１目総務費委託金、補正前の金額から124万8,000円を減額し2,991万4,000円

といたします。３節選挙費委託金、細節１静岡海区漁業調整委員会委員選挙費委託金109万

6,000円の減は、無投票に伴う減額措置であります。 

  19ページ、20ページをお開き願います。 

  18款寄附金、１項寄附金、１目民生費寄附金、補正前の金額に10万円を追加し16万8,000

円といたします。１節社会福祉費寄附金、細節１社会福祉費寄附金10万円の増は、社会福祉

法人三信福祉協会様からお寄せいただいた御浄財であります。10目ふるさと納税寄附金、補

正前の金額に10万円を追加し100万円といたします。１節ふるさと納税寄附金、細節１ふるさ

と納税寄附金10万円の増は、横浜市保土ヶ谷区在住の稲葉武男様からお寄せいただいた御浄

財であります。 

  19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1,117万3,000

円を減額し１億2,508万8,000円といたします。１節財政調整基金繰入金、細節１財政調整基

金繰入金1,117万3,000円の減は、今回の補正予算において、補正予算における歳入歳出調整

後の余剰金を受け戻すものであります。なお、平成24年度末の財政調整基金残高の見込みは

６億9,500万円でございます。 



  21款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金、加算金及び過料、補正前の金額

に150万円を追加し380万円といたします。１節延滞金、細節１町税延滞金150万円の増は、滞

納処分強化に伴う収納額の増であります。 

  ４項雑入、１目過年度収入、補正前の金額に548万6,000円を追加し691万3,000円といたし

ます。１節民生費過年度収入、細節８民生費過年度収入548万4,000円の増は、前年度自立支

援給付費負担金の確定に伴う精算であります。２目雑入、補正前の金額に399万4,000円を追

加し、7,338万9,000円といたします。 

  21ページ、22ページをお開きください。 

  ９節雑入、細節29稲取漁港物件補償費190万円の増は、稲取漁港整備に係る同報無線の移転

に対する補償費であります。細節32こども通院医療費助成事業交付金100万円の増は、静岡県

町村自治振興協会からの子ども医療費への助成であります。 

  22款町債、１項町債、１目農林水産業債、補正前の金額に1,710万円を追加し6,970万円と

いたします。１節水産業債、細節１稲取漁港整備事業440万円の増並びに２節農業債、細節１

中山間地域総合整備事業1,270万円の増は、国の第１次補正予算の事業債委託により新年度か

ら前倒しして対応するための増額措置でございます。３目土木債、補正前の金額から550万円

を減額し2,530万円といたします。１節地方特定道路整備事業債、細節１地方特定道路整備事

業440万円の減は、事業費見込みに基づく減額であります。 

  23ページ、24ページをお開き願います。 

  ２節土木債、細節１湯ノ沢草崎線のり面対策事業110万円の減につきましても、事業費見込

みに基づく減額であります。４目消防債、補正前の金額に１億560万円を追加し１億9,450万

円といたします。１節消防債、細節１高規格救急自動車整備事業320万円の減は、事業費確定

に伴う減であります。また、細節12片瀬地区防災拠点施設整備事業8,930万円の増、細節13

奈良本地区避難地整備事業1,000万円の増並びに細節14稲取地区災害対策本部代替施設整備

事業1,000万円の増は、国の１次補正予算の採択事業であり、補正予算債として補助裏に100％

の起債が充当され、そのうち50％が交付税に算入されるものでございます。 

  25ページ、26ページをお開き願います。 

  次に、３歳出について主な補正内容を御説明いたします。 

  今回の補正予算に対する全ての款の人件費につきましては、最終調整を図った内容となっ



ておりますので、御理解をお願いいたします。 

  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428万8,000円を追加し４

億3,537万6,000円といたします。事業コード11職員共済事業、３節職員手当、細節16退職手

当組合特別負担金842万6,000円の増は、本年３月31日付け勧奨退職予定者２名分の特別負担

金でございます。 

  29ページ、30ページをお開き願います。 

  13節電算費、補正前の金額から379万円を減額し4,929万7,000円といたします。事業コード

３情報系システム管理事業、14節使用料及び賃借料、細節６機器使用料218万1,000円の減は、

契約差金による減であります。 

  35ページ、36ページをお開き願います。 

  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579万6,000円を追加し、

２億6,827万8,000円といたします。事業コード１障害者自立支援給付費事業、20節扶助費、

細節２自立支援給付費488万円の増は、障害者施設入所費給付及び在宅生活支援事業の実績に

基づく増額措置であります。 

  37ページ、38ページをお開き願います。 

  ３目老人福祉費、補正前の金額から148万を減額し２億2,784万9,000円といたします。事業

コード３敬老会実施事業、８節報償費、細節２長寿者敬老祝金121万5,000円の減は、事業費

確定に基づく減額措置であります。事業コード６後期高齢者医療特別会計支援事業、28節繰

出金、細節１後期高齢者医療特別会計繰出金121万2,000円の減は、広域連合による保険基盤

安定負担金の決定に基づく調整であります。７目国民健康保険費、補正前の金額に696万5,000

円を追加し、１億1,591万円といたします。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696万5,000円の増は、国保基盤安定負担金確

定に基づく増額措置であります。 

  39ページ、40ページをお開き願います。 

  ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、補正前の金額から147万3,000円を減額し、１億4,310

万4,000円といたします。 

  41ページ、42ページをお開き願います。 

  ２目児童措置費、補正前の金額から782万5,000円を減額し１億6,339万2,000円といたしま



す。事業コード１子ども手当給付事業、20節扶助費、細節１子ども手当782万5,000円の減は、

対象者の減に基づく減額措置であります。 

  43ページ、44ページをお開き願います。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費、補正前の金額から299万4,000円を減額し1,995

万7,000円といたします。事業コード５子宮頸がん等ワクチン接種事業、11節需用費、細節７

医薬材料費121万6,000円の減は、ワクチン接種の人数の減に伴う減額であります。 

  49ページ、50ページをお開き願います。 

  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1,246万9,000円を追加し2,750

万4,000円といたします。事業コード１中山間地域総合整備事業、19節負担金、補助及び交付

金、細節５中山間地域総合整備事業負担金1,275万円の増は、国の第１次補正予算の事業採択

により新年度から前倒しで対応するための増額措置でございます。 

  51ページ、52ページをお開きください。 

  ３項水産業費、４目漁港建設費、補正前の金額に178万7,000円を追加し4,970万円といたし

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178万7,000円の増につきましても、中山間地域総合整備事業と同じく国の補正予

算の事業債委託により増額するものでございます。 

  ６款商工費、１項商工費、２目商工振興費、補正前の金額から253万5,000円を減額し4,749

万1,000円といたします。事業コード１商工振興事業、19節負担金、補助及び交付金、細節３

リフォーム振興事業補助金200万円の減は、これまでの実績に基づく精算でございます。 

  53ページ、54ページをお開き願います。 

  ３目観光費、補正前の金額に123万3,000円を追加し１億9,585万1,000円といたします。事

業コード11細野高原観光施設整備事業、22節補償補填及び賠償金、細節１立木伐採補償費187

万5,000円の増は、新年度で整備を予定しております細野高原駐車場用地に係る立木伐採補償

費であります。 

  55ページ、56ページをお開き願います。 

  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1,003万8,000円を

減額し8,353万9,000円といたします。事業コード１道路新設改良事業、15節工事請負費、細

節１湯ヶ岡赤川線改良工事480万円の減は、事業費見込みに基づく減でございます。細節４湯



ノ沢草崎線のり面対策工事430万円の減につきましても、事業費見込みに基づく減額でありま

す。 

  59ページ、60ページをお開き願います。 

  ８款消防費、１項消防費、３目消防施設費、補正前の金額から398万6,000円を減額し4,355

万6,000円といたします。事業コード１消防施設・設備整備事業、18節備品購入費、細節２高

規格救急自動車資機材244万6,000円の減は、契約差金によるものであります。４目防災対策

費、補正前の金額に２億2,676万5,000円を追加し３億7,902万6,000円といたします。事業コ

ード１住宅耐震化事業、19節負担金、補助及び交付金、細節１木造住宅耐震補強助成事業費

補助金150万円の減は、実績に基づく減でございます。 

  61ページ、62ページをお開き願います。 

  事業コード14災害に備えた安心・安全なまちづくり事業、13節委託料、細節１片瀬地区防

災拠点施設整備設計業務委託料113万6,000円の減は、委託料確定に伴う減でございます。細

節３片瀬地区防災拠点施設整備工事管理業務委託料520万円の増及び細節４奈良本地区避難

地整備事業測量設計委託料2,100万円の増、細節５稲取地区災害対策本部代替施設整備事業測

量設計委託料2,100万円の増、15節工事請負費、細節２片瀬地区防災拠点施設整備工事１億

8,500万円の増は、歳入でも申し上げましたとおり、国の１次補正予算に対応して、災害に備

えた安心・安全なまちづくり事業として防災対策の推進を図るものであり、繰越明許により

新年度に事業実施するものでございます。 

  69ページ、70ページをお開き願います。 

  11款公債費、１項公債費、２目利子、補正前の金額から378万3,000円を減額し7,021万9,000

円といたします。事業コード１起債利子償還事業、23節償還金利子及び割引料、細節１公債

利子378万3,000円の減は、新規借り入れ分の借り入れ額の減と利率が低利となったことによ

り減額するものであります。 

  恐れ入りますが、５ページへお戻り願います。 

  第２表繰越明許費の設定につきましては、５款農林水産業費の森林整備加速化・林業再生

事業及び国の１次補正予算の財源措置により、８款消防費の災害に備えた安心・安全なまち

づくり事業を翌年度へ繰り越すものであり、起債、第３表、６ページをごらん願います。 

  第３表債務負担行為補正でありますが、今回の補正予算（第10号）におきましては、資源



ごみ・可燃ごみ等収集業務委託及び県と市町共同で大島中継局を整備いたしますデジタル防

災行政無線システム共同整備負担金を追加し、また事務機器等リース料の契約締結に伴う変

更により、債務負担行為を補正するものであります。 

  ７ページをごらん願います。 

  第４表地方債の補正でありますが、今回の補正予算（第10号）においては、事業費の確定

により地方特定道路整備事業で440万円の減、湯ノ沢草崎線のり面対策事業で110万円の減、

高規格救急自動車整備事業で320万円の減、消防ポンプ自動車整備事業で50万円の減、公共土

木施設現年発生補助災害復旧事業で20万円の減とするものでございます。また、国の補正予

算採択事業のうち、前倒しで実施いたします稲取漁港整備事業で440万円の増、中山間地域総

合整備事業で1,270万円の増とし、さらに繰り越し事業となります片瀬地区防災拠点施設整備

事業で8,930万円、奈良本地区避難地整備事業で1,000万円、稲取地区災害対策本部代替施設

整備事業で1,000万円を増額することといたします。 

  なお、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでありますので、御確認願います。 

  ９ページ、10ページをごらんいただきたいと思います。 

  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49億1,910万7,000円に２億1,101万8,000円を追加いたしまし

て51億3,012万5,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額49億1,910万7,000円に２億1,101万8,000円を追加いたしまし

て51億3,012万5,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源の国・県支出金を9,243万9,000円の増、地方債

を１億1,700万円の増、その他財源を28万2,000円の増、一般財源を129万7,000円の増といた

す内容であります。 

  以上、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（森田禮治君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 何点か伺いたいと思います。 

  まず１点、歳入のほうで１点聞いていきたいと思うんですが、入湯税の問題なんですが、

私、きのう一般質問でも言ったんですけれども、私、観光協会にちょっと行った折に観光協



会のところでやっているやつが町とイコールではないということは知っておりますけれども、

観光協会のほうで把握されている状況を見ますと、毎月数千人ぐらいの減少だったのかなと

いうふうに見ております。そうしますと、相当大きな減が生じるのではないかなというふう

に見ておりましたけれども、今回のは、私のあれではそんなに大きくなかったのかなという

ふうに思いますけれども、この辺の把握状況。それで、２月、３月の状況も余り状況として

はよくなかったというふうに報告を聞いておりまして、そうしますと、もう少しこれは大き

い減になるのではないかというふうに、そういう感想を持っておりますが、その辺について、

歳入は１点お聞きしたいと。 

  歳出のほうで、49ページの中山間地域総合整備事業の事業内容、それとその後の51ページ

における稲取漁港の整備事業の地元負担金における事業内容、これは事業内容ということで

少し御説明をいただきたいと思います。 

  最後に、61ページの災害に強い安心・安全のまちづくり事業の問題なんですけれども、こ

こは町長、この問題は、ここの補正予算だけの問題ではないんじゃないかというふうにちょ

っと思っておりまして、というのは、前倒しをしたということでここに計上されているんで

すけれども、前倒ししなければ本来は25年度の当初予算ということになるわけだし、さらに

測量設計というのは２本入っていますから、当然、これは事業採択された場合というのは補

正で、その本事業の部分とかいうものを含めて入ってくるわけですよね。対応としては。で

すから、奈良本の避難所の問題についても、今回、測量設計はやっていくんだけれども、当

然これは、その後の本体を含めたものがあると。だから、これは個々の事業ではなくて、測

量設計をやるということは、その後に本体工事がありますよということの前提でやっていく

わけですから、そうしますと、いわゆる国が言っているように、今回の補正というのと25年

度の当初予算、さらにこの補正の関係で見れば、この２本の稲取地区の災害対策代替本部の

問題と奈良本の避難地の避難所問題については、25年度の補正で大型補正が組まれるという

ことになるんだと思うんですよ。 

  だから、それ全体を見ないと、やはりいけないのかなという視点からお伺いするのは、先

ほど総務課長の説明で、交付金と、それに対しての起債対象と交付税算入の状況というのが

ありましたけれども、当然、特に２本、今回測量設計に入った事業について、これはやはり

事業規模と今後の、それに対して一般財源が必要なものがどの程度見込んでいるのか、また



起債がどの程度見込まれるのか。それと交付税算入というのが50％算入されるというような

言い方、元利償還50％とかありますけれども、これは数字上算入されるということで、その

金額がまるまる入ってくるのではないというふうに私は解釈はしているんですが、その辺の

問題について、どういう状況になるのか。これはやはり今回、すごい交付金も入ってくるけ

れども、大きな起債を起こして事業をやっていくわけで、今年度への負担というふうな面か

ら、その事業全体をやはり見て判断しないといけない部分が私はあるのではないかなという

ふうに思っていまして、そういう事業全体の今後の全体像も明らかにしていただいた上で、

その辺の説明をしていただきたいと思います。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然、この事業をやるときは、財政的にもうこの２カ年で大丈夫だと、

そういう検討をした中で、この国のほう、25年度やる事業は前倒しでやっていくという中で、

この２本はやったもので、その財源がない中でやることはもうまず考えられません。まず財

源が確実にあるという中で、大丈夫だという中でこの２本を上げたということは御理解を願

いたい。 

  だから、全協でも示しましたが、今回はあくまでもその敷地の測量で、建物の設計に関し

ましては、これから皆さん方と、全然できていないのが現状でございます。その中で、どの

ぐらいの規模がいいとか、これはまだあれですから、その中、また大変大きな建物に関しま

しては見ておりませんもので、建物とかそういう設計に対しましては、そういう財源的な大

きな負担はないと自分は考えておりますので、今回やらせていただきます。交付税の50％は

必ずもう入ってくるものと町は確信した中でやっておりますので、その辺は御理解願いたい

と思います。 

  ほかのことに関しては、事務的なことでありますので、原課から説明いたさせます。 

○議長（森田禮治君） 税務課長。 

○税務課長（鈴木敏之君） 入湯税の関係になりますが、12月補正のときに５月から９月まで

の前年対比として98.3％で見込みました。その後、後半につきまして、10月から12月の前年

対比が90.6％という形になり、今回の補正で１月、２月分の見込みとして、前年対比89.7％

で見込み、86万8,000人、１億3,020万円という計上をさせていただきました。 

○議長（森田禮治君） 建設産業課参事。 



○建設産業課参事（遠藤一司君） 中山間総合整備事業の関係でございますけれども、地元負

担金、15％の負担となっております。今回8,500万円の補正予算がつきまして、その内容につ

きましては、農道、集落道等の用地調査、それから買収、それから市民農園の工事につきま

して補正がされております。それから、稲取漁港の整備工事につきましては、今回の補正で、

来年度に完成予定でありました道の拡幅工事が計上されました。最終的に繰り越しをされま

して、６月には全て道路の完成を見ることになっておると伺っております。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 中山間と漁港整備の問題は、事業内容を確認したんですが、入湯税

のほうは、全体的には、きのうも言ったんですけれども、もう少し23年度より24年度はもっ

と落ちるのではないかなというふうな、私は見通しをしておりましたので、86万ぐらいにと

どまったのかなというふうな感想を実は持っておりまして、今、税務課長が言われた税務の

ほうの把握状況がそういう状況だったということで、これは最終補正を待つしかないのかな

というふうには思っております。 

  最後に、災害問題のところなんですけれども、ただ、町長、今後のこれはやはり当局の見

積もりというものが大きくないというのはわかりましたけれども、ただ、今の状況で考えま

すと、当初予算で提案されているような点で見ましても、例えば基金からの繰り入れも約２

億ぐらい起こしていくと、起債も起こしていくと。相当な金額にこれは今なってきているわ

けで、そういう全体の中でやはり見ると、ある程度の、町長のところもこれは見積もりとい

うのか、腹算用胸算用、ある程度の構想の中でも、ある程度の規模とその財源に対する見通

しは既にもうあるんだろうと私は思うんですよ。 

  そうでないと、ちょっと非常に、大きなものができないというのは、確かにこの今の状況

からすれば、基金をこれ以上は取り崩すことも可能だとも思えませんし、かといって起債を

これ以上起こし続けるということについても、非常に危険な部分もあるのかなというふうに

思っていまして、そういう点でいくと、町長、ある程度事業の規模の見通しというのは、内

容はともかく、マックス、上限でもこの程度までというようなことも含めてやっていかない

と、この25年度の新年度予算を含めて、議論で町の財政がどうなっていくのかと、その問題

の核心がやはり予算審議のときにも僕はできないんじゃないのかなと、今、今回のこの2,000



万円の部分は測量だという言葉、測量設計と入っていたもので私は設計まで入っているのか

なというふうにとっていたんですけれども、事業費名の中に。そうでなければ、今後の設計

も含めて入ってくるということになると、その点での事業規模というものの、やはりそうい

うものも少しやはり御披露していただかないと、この補正予算並びに新年度の予算について

の審議が非常に厳しいなという感じはしていますけれども。 

○議長（森田禮治君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時５４分 

 

再開 午前１１時５４分 

 

○議長（森田禮治君） 休憩を閉じ再開します。 

  町長。 

○町長（太田長八君） まだ設計が入っていることは、建物の設計が入っておりますもので、

要するに、だから、敷地の測量と建物の設計代がこの中に含まれていると考えてございます。 

  その中で当然、25、26、２カ年計画でございまして、当然26年にもこの２分の１、それと

交付税50％、これは当然もう約束されたと私は考えております。その中で一般財源も大変、

今回も2,100万のうち100万が一般財源でございますから、一般財源に関しましては、私はそ

んなに心配しておりませんし、建物もまだ全然、私自身は大きなものはないと。基本的には

もうそんな１億もかかるとか、億もかかるような建物を全然考えておりませんもので、財源

的には十分私は賄えるんじゃないか、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（森田禮治君） ほかに質疑ありませんか。 

  11番、山本議員。 

○１１番（山本鉄太郎君） ページ数で38ページですけれども、私は国保加入者ですから、い

いんですけれども、今回また補正で約700万円ぐらいの繰出金が出ています。要するに、療養

費は減りましたからという話は聞いているんですけれども、なぜここで繰出金が必要になる



のか根拠が分からないもので、ちょっとその辺をお伝え願いますか。 

○議長（森田禮治君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（稲葉彰一君） この国民健康保険の特別会計繰出金ですけれども、これは

交付金の決定によりまして、国の補助金、国庫支出金の保険基盤安定負担金が37万8,000円、

歳入のほうでありますけれども、県支出金も基盤安定負担金682万9,000円の増、ここで、こ

れが一般会計のほうに入りまして、それが国民健康保険のほうへ繰り出されるという形には

なっておりますけれども、この増の要因といたしましては、所得の減によります軽減世帯に

よる財源基盤安定を図る目的で、国と県が支給されているものでございます。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） ほかに。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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23号 平成24年度東伊豆町一般会計補正予算（第10号）を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 御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５８分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（森田禮治君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  午前中欠席だった12番、居山議員は、午後から出席しましたので、議員定数は12名となり

ます。 



 

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

 

◎日程第１９ 議案第２４号 平成２４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（森田禮治君） 日程第19 議案第24号 平成24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24号 平成24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4,232万5,000円を減額し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ21億4,425万4,000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、被保険者の減少に伴う保険税と療養給付費負担金

による減額であります。 

  歳出は、退職被保険者等療養費及び高額療養費と保険財政共同安定化事業拠出金等による

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（森田禮治君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（稲葉彰一君） ただいま提案されました議案第24号 平成24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24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4,232万5,000円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億4,425万4,000円といたします。 



  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について御説明いたします。 

  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金額に３万9,000円を

追加し４億9,042万3,000円といたします。１節現年課税分、細節１から細節５までの増減は

異動賦課等による変更となったものでございます。２節滞納繰越分、細節１から細節３まで

の増額は、実績や見込みによる増です。２目退職被保険者等国民健康保険税補正前の金額か

ら584万1,000円を減額し3,089万円といたします。１節現年課税分、細節１から細節３までの

減額は、資格の異動等による減額となったものです。 

  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、補正前の金額から300万9,000

円を減額し３億8,693万6,000円といたします。１節現年度分、細節１療養給付費負担金289

万円の減は、変更交付決定に伴う減額であります。２目高額療養費共同事業負担金、補正前

の金額から244万1,000円を減額し1,304万3,000円といたします。１節高額医療費共同事業負

担金、細節１高額医療費共同事業負担金244万1,000円の減は、変更交付決定に伴う減額です。 

  次ページをお開きください。 

  ２項国庫補助金、１目財政調整交付金、補正前の金額に4,000円を追加し１億496万円とい

たします。１節、細節１の普通調整交付金214万円の減は、事業実績報告によるものです。２

節、細節１の特別調整交付金214万4,000円の増も事業実績の報告によるものでございます。 

  ４款１項１目療養給付費交付金、補正前の金額から1,639万3,000円を減額し8,401万円とい

たします。１節現年度分、細節１の退職被保険者等療養給付費交付金1,577万9,000円の減は、

変更交付決定に伴う減額であります。 

  ６款県支出金、１項県補助金、２目財政調整交付金、補正前の金額から1,180万円を減額し

１億919万9,000円といたします。１節普通調整交付金、細節１の普通調整交付金838万5,000

円の減と２節特別調整交付金、細節１の特別調整交付金341万5,000円の減は、交付申請によ

る減額でございます。 

  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、補正前の金額から244万

1,000円を減額し1,304万3,000円といたします。１節高額医療費共同事業負担金、細節１の高



額医療費共同事業負担金244万1,000円の減は、変更交付決定に伴う減額であります。 

  ７款共同事業交付金、１項１目共同事業交付金、補正前の金額に460万9,000円を追加し

4,582万5,000円といたします。１節共同事業交付金、細節１の高額医療費共同事業交付金460

万9,000円の増は、交付金の確定による増額であります。２目保険財政共同安定化事業交付金、

補正前の金額から1,353万2,000円を減額し２億769万4,000円といたします。１節保険財政共

同安定化事業交付金、細節１の保険財政共同安定化事業交付金1,353万2,000円の減も交付金

の確定による減額であります。 

  次ページをお開きください。 

  ９款繰入金、１項１目一般会計繰入金、補正前の金額に696万5,000円を追加し１億1,591

万円といたします。１節保険基盤安定繰入金、細節１の保険基盤安定繰入金1,155万5,000円

の増は、負担金の確定による増額であります。２節職員給与費等繰入金、細節１の職員給与

費等繰入金198万4,000円の減は、前年度繰入金の精算等の減額であります。５節財政安定化

支援事業繰入金、細節１の財政安定化支援事業繰入金219万2,000円の減は、変更交付決定に

伴う減額であります。 

  11款諸収入、１項１目一般被保険者延滞金、補正前の金額に117万3,000円を追加し、217

万3,000円といたします。１節被保険者延滞金、細節１の被保険者延滞金117万3,000円の増は、

実績と見込みによる増額であります。 

  次に、歳出の主な内容について御説明をいたします。恐れ入りますが、13ページ、14ペー

ジをお開きください。 

  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、補正前の金額から1,215

万5,000円を減額し6,925万8,000円といたします。19節負担金、補助及び交付金、細節１の退

職被保険者等療養給付費保険者負担金1,215万5,000円の減は、退職被保険者の療養給付費の

見込みによる減額です。 

  ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、補正前の金額に409万8,000円を追加し１

億5,296万4,000円といたします。19節負担金、補助及び交付金、細節１の一般被保険者高額

療養費保険者負担金409万8,000円の増は、高額療養費の伸びによる増額であります。２目退

職被保険者等高額療養費、補正前の金額から841万円を減額し676万円といたします。19節負

担金、補助及び交付金、細節１の退職被保険者等高額療養費保険者負担金841万円の減は、高



額療養費の減による減額であります。 

  次ページをお開きください。 

  ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目高額療養費共同事業医療費拠出金、補正

前の金額から976万3,000円を減額し5,217万3,000円といたします。19節負担金、補助及び交

付金、細節１の高額医療費共同事業医療費拠出金976万3,000円の減は、拠出金の確定による

減額であります。３目保険財政共同安定化事業拠出金、補正前の金額から1,549万9,000円を

減額し１億9,345万9,000円といたします。19節負担金、補助及び交付金、細節１の保険財政

共同安定化事業拠出金1,549万9,000円の減も、拠出金の確定による減額であります。 

  ８款保険事業費、２項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費、補正前の金額

から105万円を減額し1,242万9,000円といたします。13節委託料、細節１の特定健診委託料105

万円の減は、実績による減額であります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を歳入歳出の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。補正前の金額21億8,657万9,000円から4,232万5,000

円を減額いたしまして21億4,425万4,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の金額21億8,657万9,000円から4,232万5,000円を減額いたしまし

て21億4,425万4,000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1,944万7,000円の減、その他

財源で1,835万1,000円減、一般財源で452万5,000円の減といたします。 

  なお、今回の補正につきましては、補助金の交付決定並びに実績による確定に基づきまし

た補正となっておりますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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24号 平成24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（森田禮治君） 御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２５号 平成２４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（森田禮治君） 日程第20 議案第25号 平成24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25号 平成24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121万2,000円を減額し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ１億4,550万7,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、保険基盤安定繰入金の交付決定により減額させていただきま

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（森田禮治君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（稲葉彰一君） ただいま提案されました議案第25号 平成24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いたします。 

  平成24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121万2,000円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億4,550万7,000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、３ページ、４ページをお開きください。 

  歳入歳出の内容について御説明をいたします。 

  ３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正前の金額から121万2,000円

を減額し3,058万4,000円といたします。１節保険基盤安定繰入金、細節１の保険基盤安定繰

入金121万2,000円の減は、交付決定による減額です。 

  次に、歳出の内容について御説明をいたします。 

  １款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢

者医療広域連合納付金、補正前の金額から121万2,000円を減額し１億4,510万6,000円といた

します。19節負担金、補助及び交付金、細節１の後期高齢者医療広域連合納付金121万2,000

円の減は、歳入の減額分を後期高齢者医療広域連合納付金で減額するものであります。 

  恐れ入りますが、２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。補正前の金額１億4,671万9,000円から121万2,000

円を減額いたしまして１億4,550万7,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の金額１億4,671万9,000円から121万2,000円を減額いたしまし

て１億4,550万7,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、一般財源より121万2,000円の減額といたします。 

  以上、簡単でありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（森田禮治君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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。討論はありませんか。 



（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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25号 平成24年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を

採決します。 

  本案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（森田禮治君） 御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２６号 平成２４年度東伊豆町介護保険特別会計補正予

算 

              （第２号） 

○議長（森田禮治君） 日程第21 議案第26号 平成24年度東伊豆町介護保険特別会計補正予

算（第２号）を議題とします。 

  町長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26号 平成24年度東伊豆町介護保険特

別会計補正予算（第２号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から2,588万2,000円を減額し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ12億400万1,000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を実績により、また国保支払基金、県支

出金等を変更交付決定に基づき減額するものでございます。 

  歳出につきましては、保険給付費内で実績に伴う増減を行うとともに、介護保険給付費準

備基金積立金を減額す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（森田禮治君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） ただいま提案されました議案第26号 平成24年度東伊豆

町介護保険特別会計補正予算（第２号）について概要を説明させていただきます。 

  平成24年度東伊豆町の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところにより

ます。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,588万2,000円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億400万1,000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、補正前の金額から760万8,000

円を減額し２億3,788万3,000円といたします。１節現年度分保険料、細節１特別徴収保険料

361万5,000円の減は、被保険者の死亡、転出等によるものでございます。同じく細節２普通

徴収保険料362万6,000円の減も、被保険者の死亡、転出によるものでございます。 

  ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、補正前の金額から554万8,000

円を減額し２億665万7,000円といたします。１節現年度分負担金、細節１現年度分介護給付

費負担金554万8,000円の減は、国の変更交付決定を受け、減額補正するものでございます。 

  ２項国庫補助金、１目調整交付金、補正前の金額から75万6,000円を減額し5,446万3,000

円といたします。１節現年度分調整交付金、細節１普通調整交付金75万6,000円の減は、国の

交付決定を受け、減額補正するものでございます。 

  ４款１項支払基金負担金、１目介護給付費交付金、補正前の金額から259万3,000円を減額

し３億3,519万1,000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259万3,000円の減は、支払基金の変更交付決定を受け減額補正するものでございま

す。 

  ５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金、補正前の金額から376万2,000円を

減額し１億6,386万5,000円といたします。１節現年度負担金、細節１介護給付費県負担金376



万2,000円の減は、県の変更交付決定を受け減額するものでございます。 

  ７ページ、８ページをごらんください。 

  ７款繰入金、２項基金繰入金、１目介護保険給付費準備基金繰入金、補正前の金額から508

万7,000円を減額いたします。１節介護保険給付費準備基金繰入金、細節１介護保険給付費準

備基金繰入金508万7,000円の減は、歳入が歳出に対して不足する分を補填するもので、歳出

の基金積立金を減額したことにより繰り戻すものでございます。 

  ９ページ、10ページをごらんください。 

  次に、歳出の主な内容について説明いたします。 

  ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費、補正前の金額

に99万1,000円を追加し６億70万円といたします。19節負担金、補助及び交付金、細節１居宅

介護サービス給付費保険者負担金99万1,000円の増は、通所介護、訪問看護のサービス利用の

増によるものでございます。 

  11ページ、12ページをごらんください。 

  ３目地域密着型介護サービス給付費、補正前の金額から830万円を減額し6,550万円といた

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

830万円の減は、グループホーム等のサービス料の減によるものでございます。５目施設介護

サービス給付費、補正前の金額に801万2,000円を追加し３億3,206万7,000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801万2,000円の

増は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設等の利用者の増によるものでございます。８目

居宅介護住宅改修費、補正前の金額から83万3,000円を減額し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居宅介護住宅改修費保険者負担金83万3,000円の減は、住

宅改修費の利用者減によるものでございます。９目居宅介護サービス計画給付費、補正前の

金額に110万9,000円を追加し5,623万円といたします。 

  13ページ、14ページをごらんください。 

  19節負担金、補助及び交付金、細節１居宅介護サービス計画給付費保険者負担金110万9,000

円の増は、利用者の増によるものでございます。 

  ２款保険給付費、２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス給付費、補正前の

金額から576万9,000円を減額し2,500万円といたします。19節負担金、補助及び交付金、細節



１介護予防サービス給付費保険者負担金576万9,000円の減は、利用者の減によるものでござ

います。６目介護予防住宅改修費、補正前の金額から91万5,000円を減額し104万4,000円とい

たします。19節負担金、補助及び交付金、細節１介護予防住宅改修費保険者負担金91万5,000

円の減は、住宅改修費の利用者減によるものでございます。 

  15ページ、16ページをごらんください。 

  ２款保険給付費、４項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス費、補正前の金額に

269万円を追加し2,027万5,000円といたします。19節負担金、補助及び交付金、細節１高額介

護サービス費保険者負担金269万円の増は、支給見込みにより増額するものでございます。 

  17ページ、18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

正前の金額に331万8,000円を追加し4,210万5,000円といたします。19節負担金、補助及び交

付金、細節１特定入所者介護サービス費保険者負担金331万8,000円の増は、利用者の増によ

るものでございます。 

  ４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護保険給付費準備基金積立金、補正前の金額か

ら2,518万5,000円を減額し369万2,000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2,518万5,000円の減は、国支払基金、県の交付金等が変更交付決定により減

額となったため、積立金を減額するものでございます。 

  19ページ、20ページをごらんください。 

  ５款地域支援事業、２項包括的支援事業等費、４目任意事業、補正前の金額から55万円を

減額し150万2,000円といたします。 

  21ページ、22ページをごらんください。 

  20節扶助費、細節２介護用品支給事業給付金55万円の減は、利用者の減によるものでござ

います。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページへお戻りください。 

  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12億2,988万3,000円から2,588万2,000

円を減額いたしまして12億400万1,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額12億2,988万3,000円から2,588万2,000円を減額いたしまして



12億400万1,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国・県支出金が1,056万2,000円の減、その他

が267万円の減、一般財源は1,265万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。よろしく御審議のほどをお

願いいたします。 

○議長（森田禮治君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第26号 平成24年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第２号）を採決し

ます。 

  本案は原案ど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（森田禮治君） 御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２７号 平成２４年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算 

              （第１号） 

○議長（森田禮治君） 日程第22 議案第27号 平成24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） ただいま上程されました議案第27号 平成24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、既定の予算額から１万5,000円を減額し、補正後の予算総額を127万

8,000円とするものであります。 

  契約期間の満了によるむかい庵の土地賃貸借契約の契約更新で、昨年11月１日より土地貸

付料の年額を100万から80万に変更したことによる最終調整を図ったものであります。 

  詳細につきましては企画調整課長より説明させますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（森田禮治君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（吉野竹男君） それでは、議案第27号 平成24年度東伊豆町稲取財産区特別

会計補正予算（第１号）について説明をいたします。 

  平成24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１万5,000円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ127万8,000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」によります。 

  50万以上の増減補正はございませんが、一通り説明させていただきます。 

  それでは、５ページ、６ページの歳入歳出予算の補正内容ですが、１款財産収入、１項財

産運用収入、１目財産貸付収入は１万6,000円を減額し126万円といたします。１節その他普

通財産貸付収入で天草事業の精算により配分金が６万7,000円減となりましたが、稲取旅館組

合のむかい庵土地貸付料が昨年10月末に３年間の契約期限を迎え、直接の利害関係者となり

ます漁協の稲取支所との申し合わせ事項を確認し、年間貸付料を100万円から80万円とし、契

約の更新をいたしました。今年度分の10月から３月までは新料金による月割計算となります

ので、８万3,000円を減額いたしたものでございます。 

  ２款１項１目繰越金の１万6,000円を追加し１万7,000円といたしました。決算剰余金によ

るものでございます。 

  次に、７ページ、８ページの歳出補正の内容ですが、１款管理会費、１項１目管理会委員

会費を８万3,000円減額し103万6,000円といたします。22節の補償補填及び賠償金でむかい庵



の土地貸付料の更新に伴う年間貸付料の減額による漁協稲取支所への天草用地使用補償料を

減額措置させていただいております。 

  ２款諸支出金、１項１目一般会計繰出金に６万8,000円を追加し16万8,000円といたしまし

た。天草事業の配分金の増額に伴う繰り出し措置でございます。 

  ３ページ、４ページにお戻りいただきます。 

  歳入歳出予算事項別明細書で補正内容を総括させていただいております。 

  歳入歳出それぞれ補正前の額から１万5,000円を減額し、予算総額をそれぞれ127万8,000

円とするものであります。なお、補正財源は一般財源となっております。 

  以上、簡単ですが、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（森田禮治君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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27号 平成24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（森田禮治君） 御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２３ 議案第２８号 平成２４年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予 

              算（第３号） 

○議長（森田禮治君） 日程第23 議案第28号 平成24年度東伊豆町風力発電事業特別会計補

正予算（第３号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 



  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第28号 平成24年度東伊豆町風力発電事

業特別会計補正予算（第３号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の予算額に150万円を追加し、補正後の予算総額を9,769万円とす

るものであります。 

  売電単価の増額による増収を前回の補正で受けましたが、専決処分の説明で申し上げたよ

うに、３号機の運転停止等に伴い、予定した売電収入を見込むことができなくなり、減額措

置をさせていただきましたので、基金からの繰り入れによる調整をさせていただきました。 

  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（森田禮治君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（吉野竹男君） それでは、議案第28号 平成24年度東伊豆町風力発電事業特

別会計補正予算（第３号）について説明をさせていただきます。 

  平成24年度東伊豆町の風力発電事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ150万円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ9,769万円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  ５ページ、６ページをお開きください。 

  最初に歳入ですが、若干科目が前後いたしますが、４款諸収入、１項収益事業収入、１目

売電収入を1,210万円減額とさせていただきました。売電単価の増額により前回の補正で増額

補正をさせていただきましたが、先ほど申し上げたとおり、専決処分の説明で申し上げたよ

うに３号機が落雷により停止していることに加え、予想以上に風況が悪かったことによる減

額措置でございます。 

  次に、２款繰入金、１項基金繰入金、１目風力発電事業繰入金1,360万円は、売電収入の減



額に伴う措置でございます。 

  ７ページ、８ページの歳出に移ります。 

  １款電気事業費、２項１目風力発電事業費で、11節需要費の修繕費にこれまでの点検によ

り指摘があった要修繕対応等に150万円を措置させていただいております。 

  ２ページ、３ページに戻っていただきます。 

  歳入歳出の補正予算事項別明細書で補正内容を総括いたしております。 

  歳入及び歳出の補正前の金額に歳入歳出それぞれ150万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

9,769万円といたします。なお、補正財源は一般財源でございます。 

  以上、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（森田禮治君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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28号 平成24年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第３号）を採

決します。 

  本案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（森田禮治君） 御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２４ 議案第２９号 平成２４年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第４ 

              号） 

○議長（森田禮治君） 日程第24 議案第29号 平成24年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第

４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29号 平成24年度東伊豆町水道事業会

計補正予算（第４号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正は、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４

億4,123万円から1,651万3,000円を減額し、４億2,471万7,000円といたします。 

  支出では、水道事業費４億3,180万1,000円に78万8,000円を追加し、４億3,258万9,000円と

いたします。 

  事業収益の減の要因につきましては、長引く景気の低迷などにより、大口使用者であるホ

テル、旅館等の使用水量の減少で、上水道における支給水収益を減額措置するものでござい

ます。 

  また、予算第４条に定めた資本的支出２億7,254万8,000円から2,718万5,000円を減額し、

２億4,536万3,000円といたします。 

  主な内容を申し上げますと、県が実施する道路拡幅により水道本管の移設工事を予定して

おりましたが、県営事業の繰り越しに伴い減額するものでございます。 

  詳細につきましては水道課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（森田禮治君） 水道課長。 

○水道課長（山口 誠君） ただいま提案されました議案第29号 平成24年度東伊豆町水道事

業会計補正予算（第４号）について概要を説明させていただきます。 

  １ページをごらんください。 

  （総則） 

  第１条 平成24年度東伊豆町水道事業会計の補正予算（第４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24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

316万2,000立方メートルを306万2,000立方メートルに改め、同条第３号中8,663立方メートル

を8,389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４億4,123万円から1,651万3,000円を減額し４億

2,471万7,000円といたします。 

  第１項営業収益既決予定額４億3,889万9,000円から1,630万7,000円を減額し４億2,259万

2,000円といたします。 

  第２項営業外収益既決予定額233万1,000円から20万6,000円を減額し212万5,000円といた

します。 

  支出、第１款水道事業費用既決予定額４億3,180万1,000円に78万8,000円を追加し４億

3,258万9,000円といたします。 

  第１項営業費用既決予定額３億8,732万1,000円から87万2,000円を減額し３億8,644万

9,000円といたします。 

  第２項営業外費用既決予定額4,347万9,000円に100万円を追加し4,447万9,000円といたし

ます。 

  第３項特別損失既決予定額1,000円に66万円を追加し66万1,000円といたします。 

  ２ページをお開きください。 

  （資本的収入及び支出） 

  第４条 予算第４条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２

億7,254万6,000円を２億4,536万1,000円に、過年度分損益勘定留保資金２億7,254万6,000円

を２億3,799万4,000円に改め、次に過年度分消費税資本的収支調整額736万7,000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２億7,254万8,000円から2,718万5,000円を減額し２億

4,536万3,000円といたします。 

  第１項建設改良費既決予定額１億8,785万8,000円から2,718万5,000円を減額し１億6,067

万3,000円といたします。 

  （たな卸資産の購入限度額） 

  第５条 予算第７条中511万2,000円を23万7,000円に改めます。 

  ８ページをお開きください。 



  参考資料により主な補正内容を説明させていただきます。 

  まず収益的収入ですが、１款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益、１節水道料金

1,630万円の減につきましては、１期から５期までの12月末現在における調定済み額に６期分

の見込み額を加え、さらに漏水減免見込み額と安全率を考慮して水道料金を産出したもので

ございます。 

  次に、９ページをごらんください。 

  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、20節

動力費69万2,000円の減につきましては、昨年の17％値上げによる高圧電気料金を予算計上さ

せていただきましたが、電気使用料の実績により減額させていただくものでございます。ま

た、この高圧電気料金につきましては、割引プランによる軽減措置が行われたことも減額の

要因となっております。２目配水及び給水費、16節委託料111万6,000円の減につきましては、

定期的に行っております量水器交換の数量の減によるものでございます。20節動力費255万

6,000円の減につきましては、先ほどの原水及び浄水費の動力費と同様に電気使用料の実績に

より減額するものでございます。この高圧電気料金につきましても、割引プランによる軽減

措置が行われております。７目資産減耗費、１節固定資産除却費312万5,000円の増につきま

しては、第２中継ポンプ場の崩落した擁壁の除却費でございます。 

  ２項営業外費用、３目消費税、１節消費税100万円の増につきましては、建設改良費の減額

に伴う仮払い消費税の減によるものでございます。 

  ３項特別損失、１目過年度損益修正損、１節過年度損益修正損66万円の増につきましては、

平成19年度分の事項による不納欠損でございます。 

  10ページをお開きください。 

  次に、資本的支出ですが、１款資本的支出、１項建設改良費、２目簡易水道施設整備費、2

9節工事請負費150万円の減につきましては、県代行事業の施行に伴い行っております大川楠

郷地区配水管布設がえ工事の配管延長の減によるものでございます。３目配水及び給水施設

整備費、29節工事請負費2,000万円の減につきましては、県で実施しております県道稲取港線

及び稲取漁港道路の拡幅工事に伴い、水道本管の移設工事を予定しておりましたが、県営事

業の繰り越しに伴い減額措置を行うものでございます。４目固定資産購入費、１節量水器購

入費368万5,000円の減につきましては、量水器交換の数量減によるものでございます。５目



調査費、16節委託料200万円の減につきましては、契約差金を減額するものでございます。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（森田禮治君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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29号 平成24年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第４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（森田禮治君） 御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２５ 議案第３０号 平成２５年度東伊豆町一般会計予算 

○議長（森田禮治君） 日程第25 議案第30号 平成25年度東伊豆町一般会計予算を議題とい

たします。 

  町長より提案の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） それでは、ただいま上程されました議案第30号 平成25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48億2,600万円

となり、平成24年度当初予算に比べ１億2,600万円の増額とするものでございます。 

  まず歳入予算の内容でありますが、自主財源は前年度に比べ4.4％の増の24億6,984万4,000

円で構成比51.2％となります。構成比42.3％を占める町税におきましては、地価の下落や償



却資産の減価償却に伴う固定資産税の減収により20億4,245万9,000円で、前年度に比べ2,536

万9,000円、1.2％の減を見込んでおります。 

  次に、依存財源は前年度に比べ0.9％の増の23億5,665万6,000円で、構成比は48.8％となり

ます。そのうち各種交付金、譲与税につきましては、地方財政計画による伸びを勘案し、推

計をいたしましたが、景気低迷等の苦しい現状を踏まえ、配当割交付金と自動車取得税交付

金の増額以外は全て減額となりました。 

  地方交付税につきましては、地方公務員の給与の削減による減額要因のほかに、町税の減

や臨時財政対策債の元金償還開始に伴う増額要因を加味しまして、前年同額と見込んでおり

ます。 

  次に、国庫支出金につきましては、稲取高原の森森林整備事業に係る農山漁村地域整備交

付金などの減により、前年対比2,047万6,000円の減となり、また県支出金につきましては、

細野高原観光施設整備事業費補助金及び県の基金を活用した緊急雇用創出事業費補助金の増

により前年対比7,119万9,000円の伸びとなりました。 

  地方債につきましては、適債事業として新規事業及び継続事業への充当措置、さらに普通

交付税の財源不足を補填する臨時財政対策債により５億7,280万円を見込んでおります。 

  次に、歳出でありますが、構成比45.8％を占める義務的経費は人件費において国政選挙を

初めとする４件の選挙事務等により13億668万7,000円で、前年度に比べ2,734万1,000円、

2.1％の増となります。 

  扶助費につきましては、障害者厚生医療費の減により２億3,092万7,000円で、前年度に比

べ358万4,000円、0.8％の減となります。 

  公債費につきましては、臨時財政対策債の償還金の増に伴い４億7,427万6,000円で、前年

度に比べ2,306万5,000円、5.1％の増となります。 

  物件費につきましては、デジタル防災無線機や衛星携帯電話の購入、地域防災計画の策定

委託及び雇用創出交付金事業等により７億9,001万8,000円で、前年度に比べ１億3,132万

5,000円、19.9％の増となります。 

  維持補修費につきましては、ほぼ前年並み、補助費等につきましては県と共同で実施する

デジタル防災行政無線システム共同整備負担金などにより、前年度に比べ2,656万2,000円、

2.7％の増となります。 



  繰出金については３億8,509万1,000円で、国民健康保険や後期高齢者医療及び介護保険特

別会計繰出金の増により、前年度に比べ1,070万2,000円の増となりました。 

  次に、投資的経費につきましては４億527万3,000円となり、前年度に比べ9,003万8,000円、

18.2％の減であります。補助事業では、稲取高原の森森林整備事業の減や、町道橋梁点検業

務の終了等により2,987万5,000円の減となり、単独事業では稲取漁港整備事業地元負担金な

どの減により6,016万3,000円の減となります。今後は当面、緊急を要する事業以外は実施計

画に基づく計画的な投資額にとどまるものと考えております。 

  以上、平成25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、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（森田禮治君） この際、２時10分まで休憩します。 

 

休憩 午後 １時５５分 

 

再開 午後 ２時０９分 

 

○議長（森田禮治君） 休憩を閉じ、再開します。 

  総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） それでは、提案されました議案第30号 平成25年度東伊

豆町一般会計予算の主な内容を説明させていただきます。 

  １ページをお開き願います。 

  平成25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48億2,600万円と定めます。 

  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、記載の方法、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。 

  （１） 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25年度であり、前年度とは平成24年度であります。 

  また、比較につきましては、平成25年度当初予算と平成24年度当初予算の内容で申し述べ

ますので、御理解をお願いいたします。 

  それでは、２ページをごらんいただきたいと思います。 

  第１表歳入歳出予算の歳入について申し上げます。 

  １款町税につきましては20億4,245万9,000円、前年対比2,536万9,000円、1.2％の減で、予

算全体に占める割合は42.3％でございます。 

  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４億8,731万1,000円となり、

前年対比14万7,000円の増であります。 

  ２項固定資産税につきましては、12億5,350万4,000円、前年対比3.1％の減となります。 

  ３項軽自動車税につきましては2,653万6,000円、前年対比0.9％の増を見込んだものであり

ます。 

  ４項町たばこ税につきましては税率改正に伴い１億3,560万6,000円、前年対比11.9％の増

となっております。 

  ５項特別土地保有税につきましては科目存置であります。 

  ６項入湯税につきましては１億3,950万円、前年対比0.1％の減で、課税対象者を93万人と



推計したものであります。 

  次に、２款地方譲与税につきましては5,000万1,000円、前年対比300万円、5.7％の減で、

予算全体に占める割合は1.0％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3,500万円、前年対比2.8％の減となっております。 

  ２項地方揮発油譲与税につきましては1,500万円、前年対比11.8％の減であります。 

  ３項地方道路譲与税は科目存置であります。 

  ３款利子割交付金につきましては300万円で、前年対比6.3％の減となっております。 

  ４款配当割交付金につきましては250万円、前年対比4.2％の増であります。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金につきましては50万円で、前年同額となっております。 

  ６款地方消費税交付金につきましては１億3,800万円を計上いたしており、県からの交付金

でありますので、県の予算をもとに推計したものであります。前年対比では800万円、5.5％

の減となっております。なお、予算全体に占める割合は2.9％であります。 

  ７款ゴルフ場利用税交付金につきましては2,000万円で、前年対比13.0％の減で、予算全体

に占める割合は0.4％となっております。稲取ゴルフクラブの利用客数を一般が３万5,800人、

薄暮等の不均一が1,000人と推計し、計上させていただきました。 

  次に、表示はされておりませんが、前年度までの８款特別地方消費税交付金につきまして

は既に制度廃止となっており、滞納繰越分のみ交付されたときのために科目存置としており

ましたが、交付見込みがないことから、本年度、廃款といたしましたので、御理解をお願い

いたします。 

  ９款自動車取得税交付金につきましては2,000万円で、前年対比11.1％の増でございます。 

  次に、10款地方特例交付金につきましては290万円で、前年対比150万円、34.1％の減で、

児童手当及び子ども手当特例交付金が一般財源化に伴い皆減となり、減収補填特例交付金の

みとなるものでございます。予算全体に占める割合は0.1％となっております。 

  １項減収補填特例交付金につきましては290万円で、前年対比70万円の増であります。地方

特例交付金につきましては、廃項により皆減となります。 

  11款地方交付税につきましては８億8,000万円、前年同額で予算全体に占める割合は18.2％

となっております。地方公務員の給与の削減による減額要因のほかに町税の減や臨時財政対

策債の元金償還開始に伴う増額要因を加味しまして、普通交付税８億円、特別交付税8,000



万円を見込んでおります。 

  12款交通安全対策特別交付金につきましては170万円、前年対比30万円、15％の減でありま

す。 

  13款分担金及び負担金につきましては2,837万5,000円、前年対比373万3,000円、11.6％の

減で、予算全体に占める割合は0.6％となっております。 

  14款使用料及び手数料につきましては4,715万4,000円、前年対比94万8,000円、2.0％の減

で、予算全体に占める割合は1.0％となっております。 

  １項使用料につきましては3,739万4,000円、前年対比1.3％の減であります。 

  ２項手数料につきましては976万円、前年対比4.6％の減であります。 

  ３ページをごらんください。 

  次に、15款国庫支出金につきましては２億8,556万6,000円、前年対比2,047万6,000円、6.7％

の減で、予算全体に占める割合は5.9％となっております。 

  １項国庫負担金につきましては２億2,111万5,000円、前年対比6.0％の減で、児童手当の制

度改正による減が要因であります。 

  ２項国庫補助金につきましては5,259万4,000円、前年度比21.6％の減で、稲取高原の森森

林整備事業に係る農山漁村地域整備交付金などの減によるものでございます。 

  ３項委託金につきましては1,185万7,000円、前年対比221.9％の増で、参議院議員通常選挙

費委託金によるものであります。 

  16款県支出金につきましては３億7,918万9,000円、前年対比7,119万9,000円、23.1％の増

で、予算全体に占める割合は7.9％となっております。 

  １項県負担金につきましては１億5,726万1,000円、前年対比1,517万6,000円、10.7％の増

で、伊豆半島エコリゾートタウン負担金や国民健康保険基盤安定負担金が主な増額の要因で

あります。 

  ２項県補助金につきましては１億8,101万7,000円、前年対比4,999万6,000円、38.2％の増

で、細野高原観光施設整備事業費補助金や緊急雇用創出事業補助金の増によるものでありま

す。 

  ３項委託金につきましては4,091万1,000円、前年対比602万7,000円、17.3％の増で、県知

事選挙費委託金によるものであります。 



  17款財産収入につきましては6,958万9,000円、前年対比105万3,000円、1.5％の減で、予算

全体に占める割合は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6,791万5,000円、前年対比1.5％の減で、土地貸付収入が

主な内容でございます。 

  ２項財産売り払い収入につきましては167万4,000円、前年度と同額で温水売り払い収入が

主な内容でございます。 

  18款寄附金につきましては2,000円の科目存置であります。 

  19款繰入金につきましては１億9,479万4,000円、前年対比１億3,162万4,000円、208.4％の

増で、予算全体に占める割合は4.0％となっております。 

  １項財産区繰入金につきましては10万円、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967万4,000円で、風力発電事業特別会計から962万

4,000円を繰り入れ、太陽光発電システム設置費補助事業等に加え、新たにエコリゾートタウ

ン推進事業や電気自動車購入費及び急速充電器設置費等に充当いたします。 

  ３項基金繰入金につきましては１億8,502万円、前年対比１億2,400万円の増で、財政調整

基金から１億8,200万円、育英奨学基金から302万円をそれぞれ基金条例の目的に沿って繰り

入れ措置をいたすものでございます。 

  20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6,000万円を見込みま

したが、そのうち地方自治法第233条の２の規定による基金繰入額を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3,000万円となりました。予算全体に占める割合は0.6％

となっております。 

  21款諸収入につきましては5,747万1,000円、前年対比365万7,000円、6.8％の増で、予算全

体に占める割合は1.2％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260万円で、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2,000円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169万8,000円、前年対比21.3％の減で、育英奨学貸付

金の返還金であります。 

  ４項雑入につきましては5,293万円、前年対比7.8％の増であります。 

  ５項収益事業収入につきましては24万1,000円、幼小中学校の太陽光発電売電収入を見込ん



でおります。 

  最後に、22款町債につきましては５億7,280万円、前年対比1,500万円、2.6％の減となり、

予算全体に占める割合は11.9％となっております。農林水産業債、商工債、土木債、消防債、

さらに臨時財政対策債を計上させていただきました。 

  お手数ですが、７ページをお開きください。 

  本予算第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５億7,280万円で、

起債の方法につきましては証書借り入れ、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228ページに記載され

ておりますので、ごらんの上、御理解をお願いいたします。 

  恐れ入りますが、４ページにお戻りいただきたいと思います。 

  歳出につきましても款項の区分で申し上げます。 

  まず、１款議会費につきましては7,359万4,000円、前年対比119万2,000円、1.6％の減で、

予算全体に占める割合は1.5％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

会活動費及び職員３名の人件費が主なものとなっております。なお、議員年金制度の廃止に

伴い、議員共済組合給付費負担金が数年の間、高水準となります。 

  ２款総務費につきましては８億4,981万5,000円、前年対比4,964万4,000円、6.2％の増で、

予算全体に占める割合は17.6％となっております。 

  １項総務管理費につきましては６億7,437万6,000円、前年対比6.9％の増であります。全般

的な需用費や庁舎維持管理費、アスド会館費、自治振興費、地球温暖化対策費、電算費など

を計上いたしました。 

  ２項町税費につきましては１億31万8,000円、前年対比12.8％の減となっており、担当職員

人件費、賦課徴収事務費等が計上されております。 

  ３項戸籍住民基本台帳費につきましては3,567万7,000円、前年対比6.3％の減で、戸籍事務

関係費用を計上させていただきました。 

  ４項選挙費につきましては2,976万9,000円、前年対比275.7％の増で、国政選挙を初めとす

る４回の選挙事務等に係る経費が計上されております。 

  ５項統計調査費につきましては858万3,000円、前年対比21.4％の増であります。 



  ６項監査委員費につきましては109万2,000円で、監査事務諸費を計上いたしております。 

  次に、３款民生費につきましては11億9,313万9,000円、前年対比289万4,000円、0.2％の増

で、予算全体に占める割合は24.7％となっております。 

  １項社会福祉費につきましては８億8,668万8,000円、前年対比2.3％の増で、障害者福祉費

や後期高齢者医療等の老人福祉費、さらに国民健康保険特別会計繰出金、介護保険特別会計

繰出金等が計上されております。 

  ２項児童福祉費につきましては２億9,989万7,000円、前年対比5.4％の減であります。児童

手当の制度改正に伴う減によるものであります。 

  ３項国民年金事務取扱費につきましては645万4,000円、前年対比1.2％の増で、国民年金事

務費が計上されております。 

  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６億6,519万7,000円、前年対比2,369万4,000円、3.4％の

減で、予算全体に占める割合は13.8％となっております。 

  １項保健衛生費につきましては１億9,542万7,000円、前年対比10.3％の減で、保健福祉セ

ンター維持管理費、各保健対策事業費及び担当職員人件費等が計上されております。 

  ２項清掃費につきましては４億6,977万円、前年対比0.3％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が主な内容でございます。 

  ５款農林水産業費につきましては１億5,184万円、前年対比1,800万6,000円、10.6％の減で、

予算全体に占める割合は3.1％となっております。 

  １項農業費につきましては7,835万9,000円、37.4％の増であります。農業振興費補助金、

きぼうの館調理室改修工事費、中山間地域総合整備事業負担金等を措置いたしております。 

  ２項林業費につきましては4,944万2,000円、前年対比4.4％の減となっております。森林情

報システムの導入費や緊急雇用創出事業補助金を活用した町有林調査費、森林整備加速化・

林業再生事業委託料等を計上いたしました。 

  ３項水産業費につきましては2,403万9,000円、前年対比60.7％の減となっております。漁

業振興費補助金、稲取漁港整備事業地元負担金等を計上してございます。 

  次に、６款商工費につきましては２億8,965万1,000円、前年対比5,758万2,000円、24.8％

の増で、予算全体に占める割合は6.0％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、さらに細野高原観光施設整備に伴う工事費等を措置いたしております。 

  次に、７款土木費につきましては１億9,305万1,000円、前年対比157万6,000円、0.8％の増

で、予算全体に占める割合は4.0％となっております。 

  １項土木管理費につきましては2,918万2,000円、前年対比3.5％の減で、測量登記事務委託

料や道路台帳修正業務委託料及び担当職員人件費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１億3,413万8,000円、前年対比5.4％の増で、道路維持費で

は町道全般維持補修工事、また道路新設改良費では湯ノ沢草崎線のり面対策工事ほか、６路

線の改良工事等を計上いたしました。 

  ３項河川費につきましては581万6,000円、前年対比4.9％の減で、上赤川の測量設計委託料

等を計上いたしました。 

  ４項都市計画費につきましては2,089万5,000円、前年対比2.6％の増で、都市公園管理委託

料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302万円、前年対比59.4％の減で、本年度は熱川町営住宅ベラン

ダ改修工事を計上いたしました。 

  次に、８款消防費につきましては５億525万9,000円、前年対比2,607万3,000円、5.4％の増

で、予算全体に占める割合は10.5％となっております。デジタル防災行政無線システム整備

事業や第６分団消防ポンプ自動車購入費、衛星携帯電話購入費、さらに地域防災計画策定業

務委託料等を計上してございます。 

  次に９款教育費につきましては４億1,844万9,000円、前年対比808万1,000円、2.0％の増で、

予算全体に占める割合は8.7％となっております。 

  １項教育総務費につきましては１億1,014万7,000円、前年対比5.5％の増となっております。 

  ５ページをごらんいただきたいと思います。 

  ２項小学校費につきましては5,313万2,000円、前年対比0.9％の増でございます。 

  ３項中学校費につきましては3,611万2,000円、前年対比7.3％の増となっております。 

  ４項幼稚園費につきましては１億214万円、前年対比2.5％の増となっております。 

  ５項社会教育費につきましては3,313万7,000円、前年対比2.6％の増であります。 

  ６項保健体育費につきましては7,902万8,000円、前年対比4.2％の減であります。 

  ７項育英奨学費につきましては475万3,000円で、育英奨学金の貸し付け及び育英奨学基金



への積立金を計上いたしております。 

  次に、10款災害復旧費につきましては167万1,000円、前年と同額の計上でございます。 

  １項において農林水産業施設災害復旧費、２項で公共土木施設災害復旧費として、災害に

対する応急工事費等を計上いたしております。 

  次に11款公債費につきましては４億7,433万4,000円、前年対比2,304万2,000円、5.1％の増

で、予算全体に占める割合は9.8％となっております。内容は、元金償還金４億472万8,000

円、公債利子6,782万1,000円、一時借入金の利子172万7,000円を見込んだほか、諸費として

５万8,000円を計上したものであります。 

  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25年度分をお示ししてありますので、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、224ページに掲載してございます。 

  恐れ入りますが、８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

年度比較も加え示されておりますので、ごらんの上、御理解をお願いしたいと思います。 

  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６億6,475万5,000円、地方債２億4,280万円、その他

財源１億6,514万9,000円となっており、一般財源につきましては37億5,329万6,000円でござ

います。 

  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２６ 議案第３１号 平成２５年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算 

◎日程第２７ 議案第３２号 平成２５年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算 



◎日程第２８ 議案第３３号 平成２５年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

◎日程第２９ 議案第３４号 平成２５年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

◎日程第３０ 議案第３５号 平成２５年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算 

◎日程第３１ 議案第３６号 平成２５年度東伊豆町水道事業会計予算 

○議長（森田禮治君） 日程第26 議案第31号 平成25年度東伊豆町国民健康保険特別会計予

算、日程第27 議案第32号 平成25年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、日程第

28 議案第33号 平成25年度東伊豆町介護保険特別会計予算、日程第29 議案第34号 平成

25年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算、日程第30 議案第35号 平成25年度東伊豆町風力

発電事業特別会計予算、日程第31 議案第36号 平成25年度東伊豆町水道事業会計予算を一

括議題とします。 

  町長より順次提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 議案第31号 平成25年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算につきま

して概要説明を申し上げ、提案理由といたします。 

  平成25年度の歳入歳出予算の総額はそれぞれ21億8,863万5,000円で、前年度当初予算と比

較いたしますと4,129万3,000円、1.9％の増となっております。 

  まず、歳入につきましては、主な内容を申し上げます。国民健康保険税で５億579万3,000

円を計上いたしました。所得の減少等により前年度より1.2％の減額を見込みました。国庫支

出金で４億8,948万1,000円、療養給付費交付金6,818万円、前期高齢者交付金６億438万1,000

円、県支出金１億2,706万5,000円、共同事業交付金２億6,986万6,000円、繰入金１億2,074

万9,000円をそれぞれ計上いたしました。 

  次に、歳出につきまして主な内容を申し上げます。総務費で事務的経費として828万9,000

円、保険給付費は14億1,664万6,000円で、歳出予算全体に占める割合は64.7％であります。

後期高齢者支援金で３億306万7,000円、介護納付金１億4,054万3,000円、共同事業拠出金２

億9,428万3,000円、保険事業費で1,913万1,000円をそれぞれ計上いたしました。 

  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。 



  次に、議案第32号 平成25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

申し上げて提案理由といたします。 

  平成25年度の歳入歳出予算の総額はそれぞれ１億4,119万1,000円で、前年度と比較いたし

ますと203万7,000円の減額となっております。 

  まず歳入について主な内容を申し上げます。後期高齢者医療保険料で１億895万9,000円、

繰入金3,182万9,000円をそれぞれ計上した内容となっております。 

  歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金１億4,079万円を計上した内容であり

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。 

  議案第33号 平成25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て提

案理由といたします。 

  平成25年度の介護保険特別会計歳入歳出予算の総額は12億4,253万9,000円で、前年度当初

予算に比べ3,561万6,000円、3.0％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２億4,735万4,000円で歳入総額の

19.9％となっております。分担金及び負担金は587万7,000円で、賀茂郡介護認定審査会の負

担となり0.5％、国庫支出金は２億8,230万1,000円で22.7％、支払基金交付金は３億4,834万

6,000円で28.0％、県支出金が１億7,735万5,000円で14.3％、繰入金が１億7,914万1,000円で

14.4％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1,728万5,000円で前年度当初予算に比べ

59.6％の増で、歳出総額の1.4％となっております。内容といたしましては、賀茂郡介護認定

審査会事務局経費となっております。保険給付費は11億9,483万円で前年度当初予算に比べ

3.4％の増で、歳出総額の96.2％、地域支援事業費は2,916万7,000円で2.3％の内容でござい

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。 

  引き続き、議案第34号 平成25年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算について概要を申し

上げ提案理由といたします。 



  平成25年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算の総額は125万3,000円で、前年度に比べ４万

円、0.3％の減となりました。昨年10月に契約期間満了によるむかい庵の土地貸付契約更新で、

年額100万円が80万円となりましたが、そのほかの予算内容は特に変更はございません。 

  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35号 平成25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25年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算の総額は7,831万1,000円で、前年度に比べ

2,379万1,000円の増額、43.6％の伸び率となりました。再生可能エネルギー法に伴う売電単

価の増額による売電収入の増加を38万円見込むことができましたので、基金からの繰り入れ

が不要となりました。 

  また、歳出では、稼働後10年目の節目の年となりますので、維持管理計画による重要点検

の実施を予定したほか、エコリゾートタウン推進事業等への財源補填として一般会計への繰

り出し措置をいたします。なお、突発的要因による運転休止の売電収入が補填される保険が

ありましたので、今年度より加入することといたしました。 

  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36号 平成25年度東伊豆町水道事業会計予算について提案理由を申し上げま

す。 

  水道事業収益は４億4,662万1,000円で、前年度に比べ539万1,000円、1.2％の増といたしま

す。国の実施する景気対策などにより観光客数の増加を期待して1.2％増の営業収益を見込ん

だものでございます。 

  水道事業費用は４億3,029万3,000円で、前年度に比べ303万1,000円、0.7％の増といたしま

した。水道設備の点検業務や会計制度改正に伴う調査業務など委託料の増額によるものでご

ざいます。 

  資本的支出につきましては２億3,013万3,000円で、前年度に比べ6,038万6,000円、35.6％

の増といたしました。主な内容を申し上げますと、県が実施する国道の歩道整備や県道の拡

幅工事などにより支障となる水道本管の移設工事を行うものであります。また、昨年度に実



施した稲取地区水源調査の結果に基づき、本年度は熊口水源付近の試掘調査を実施するため、

調査委託料を予算計上させていただきました。 

  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（森田禮治君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（稲葉彰一君） ただいま提案されました議案第31号 平成25年度東伊豆町

国民健康保険特別会計予算の主な内容を御説明いたします。 

  229ページをごらんください。 

  平成25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21億8,863万5,000円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  （一時借入金） 

  第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定により、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。 

  230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、款項の区分で概要説明を申し上げます。 

  １款１項国民健康保険税は５億579万3,000円で、前年対比623万5,000円、1.2％の減で、予

算全体の23.1％を占めております。減額の主な内容は、所得と被保険者の減少を見込んだも

のであります。また６月の定例会において確定をいたします。 

  ３款国庫支出金４億8,948万1,000円、前年対比2,323万2,000円、4.5％の減で、予算全体の

22.4％を占めております。 



  １項国庫負担金は３億8,082万6,000円、前年対比6.6％の減で、主な内容は療養給付費、高

額医療費共同事業、特定健診における国の負担金の減であります。 

  ２項国庫補助金は１億865万5,000円を計上いたしました。財政調整交付金が主な内容とな

っております。 

  次に、４款１項療養給付費交付金は6,818万、前年対比3,222万3,000円、32.1％の減であり

ます。 

  ５款１項前期高齢者交付金は６億438万1,000円で、前年対比9,500万6,000円、18.7％の増

で、予算全体の27.6％を占めております。この交付金は、65歳から74歳の加入者が多く、国

民健康保険の財政支援を行うものであります。 

  ６款県支出金は１億2,706万5,000円、前年対比1,154万7,000円、8.3％の減であります。 

  １項県補助金１億1,273万円、前年対比827万円、6.8％の減であります。減額の主な要因は、

県普通調整交付金の減額を見込んだものであります。 

  ２項県負担金1,433万5,000円、前年対比18.6％の減であります。 

  ７款１項共同事業交付金は２億6,986万6,000円で、前年対比742万4,000円、2.8％の増で、

予算全体の12.3％を占めております。 

  ９款繰入金は１億2,074万9,000円で、前年対比1,180万3,000円、10.8％の増であります。 

  １項一般会計繰入金は１億2,074万8,000円、うち法定外の繰入金は1,870万円であります。 

  11款諸収入は270万5,000円を計上いたしました。 

  １項延滞金、加算金及び過料、３項雑入は第三者行為等の納付金であります。 

  231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828万9,000円で、前年対比43万5,000円、５％の減であります。主な内容は、

１項総務管理費は578万2,000円、２項町税費は212万8,000円を計上させていただきました。 

  次に、２款保険給付費については14億1,664万6,000円で、前年対比1,886万4,000円、1.3％

の減で予算全体に占める割合は64.7％となっております。 

  １項の療養諸費は12億4,212万9,000円で、前年度医療費実績から計上させていただきまし

た。 

  ２項高額療養費は１億6,401万2,000円で、前年対比619万円、3.9％の増となっております。 



  ４項出産育児諸費は840万5,000円で、前年と同額であります。 

  ５項葬祭諸費は200万円を計上させていただきました。 

  ３款１項後期高齢者支援金は３億306万7,000円で、前年対比2,323万7,000円、8.3％の増で、

これは後期高齢者医療制度を支援するための拠出であります。 

  次に、６款介護納付金は１億4,054万3,000円で、前年対比1,291万1,000円、10.1％の増で、

介護２号被保険者の保険料を見込みました。 

  ７款共同事業拠出金は２億9,428万3,000円で、前年対比2,338万7,000円、8.6％の減で、予

算全体に占める割合は13.4％で、高額医療共同事業及び保険財政安定化事業の拠出金であり

ます。 

  ８款保険事業費は1,913万1,000円で、前年対比120万1,000円、6.7％の増であります。 

  １項保険事業費は452万1,000円、２項特別健康診査等事業費は1,461万円を計上させていた

だきました。 

  11款諸支出金は、１項償還金及び還付加算金145万7,000円で、主なものは保険税の還付金

であります。 

  12款予備費は500万円で、前年と同額を計上させていただきました。 

  232ページ、233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、この事項別明細書総括

表で前年度比較を加え示してありますので、ごらんの上、御理解をお願いいたします。 

  次に、財源内訳ですが、合計で申し上げます。国・県支出金が６億1,654万6,000円、その

他財源が10億6,317万9,000円、一般財源５億891万円という内容となっております。 

  以上、簡単ですが、概要説明とさせていただきます。 

  次に、261ページをお開きください。 

  引き続き、議案第32号 平成25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

説明いたします。 

  平成25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１億4,119万1,000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。 

  それでは、262ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算の款項の区分で申し上げます。 

  まず歳入ですが、１款後期高齢者医療保険料は１億895万9,000円、前年対比207万円、1.9％

の減で、予算全体に占める割合は77.2％となっております。 

  ２款使用料及び手数料は５万円で、前年と同額を計上させていただきました。 

  ３款繰入金は3,182万9,000円、前年対比３万3,000円、0.1％の増で、内容は一般会計から

の繰入金でございます。 

  ４款諸収入は35万2,000円で、保険料還付にかかわる後期高齢者医療広域連合からの納付金

でございます。 

  ５款繰入金につきましては、存置科目であります。 

  次に、263ページの歳出について御説明いたします。 

  １款後期高齢者医療広域連合納付金１億4,079万円は前年対比203万7,000円、1.4％の減で、

予算全体に占める割合は99.7％となっています。内容は、徴収した保険料を静岡県後期高齢

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40万1,000円で、内訳は１款償還金及び還付加算金で35万1,000円、２項繰出

金５万円となっています。 

  次ページの264、265ページをお開きください。 

  ただいま説明いたしました各項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示してありますので、ごらんの上、御理解をお願いいたします。 

  次に、265ページの歳出の財源内訳ですが、合計で申し上げます。 

  一般財源で１億4,119万1,000円となっております。 

  以上、簡単ですが、概要説明とかえさせていただきます。 

○議長（森田禮治君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 続きまして、議案第33号 平成25年度東伊豆町介護保険

特別会計予算の主な内容を説明させていただきます。 

  恐れ入りますが、270ページをお開き願います。 

  平成25年度東伊豆町の介護保険特別会計の予算は次に定めるところによります。 



  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ12億4,253万9,000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。 

  （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。 

  271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款保険料につきましては２億4,735万4,000円で、前年対比186万3,000円、0.8％の増で、

予算全体に占める割合は19.9％でございます。 

  １項介護保険料は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4,370

円でございます。 

  ２款分担金及び負担金は587万7,000円で、前年度対比587万7,000円の増で、予算全体に占

める割合は0.5％でございます。平成25年度より賀茂郡介護認定審査会事務局を行うに当たり、

加茂４町より負担金を歳入するものでございます。 

  ４款国庫支出金は２億8,230万1,000円で、前年対比670万9,000円、2.4％の増で、予算全体

に占める割合は22.7％でございます。 

  １項国庫負担金は介護給付費負担金で２億1,626万3,000円、前年度対比3.1％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。 

  ２項国庫補助金は調整交付金と地域支援事業交付金で6,603万8,000円、0.4％の増で、負担

率は調整交付金は4.64％を見込んでございます。地域支援事業のうち介護予防事業25％、包

括的支援事業は39.5％でございます。 

  ５款支払基金交付金は３億4,834万6,000円で、前年対比1,144万7,000円、3.4％の増で、予

算全体に占める割合は28.0％で、２号被保険者の保険料でございます。 

  ６款県支出金は１億7,735万5,000円で、前年対比399万3,000円、2.2％の減で、予算全体に



占める割合は14.3％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１億7,205万5,000円、前年対比3.9％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。 

  ２項県補助金は地域支援事業交付金で529万8,000円、前年対比0.4％の増で、負担率は介護

予防事業12.5％、包括的支援事業19.75％でございます。 

  ８款繰入金は１億7,914万1,000円で、前年対比1,370万3,000円、8.3％の増で、予算全体に

占める割合は14.4％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で１億

6,589万9,000円、前年対比3.5％の増で、負担率は保険給付費及び地域支援事業の介護予防事

業は12.5％、包括的支援事業は19.75％でございます。 

  ２項基金繰入金は介護保険給付費準備基金繰入金1,324万2,000円で、前年対比160.3％の増

で、保険料不足分を繰り入れるものでございます。 

  ９款繰越金につきましては、前年度と同額の200万円を計上いたします。予算全体に占める

割合は0.2％でございます。 

  272ページをごらんください。 

  歳出につきましても、款項の区分で申し上げます。 

  １款総務費は1,728万5,000円で、前年対比645万8,000円、59.6％の増で、予算全体に占め

る割合は1.4％でございます。 

  １項総務管理費は1.3万5,000円、前年対比10.3％の増であります。全般的な需要費、役務

費、委託料などを計上してございます。 

  ２項徴収費は156万8,000円、前年対比4.5％の減で、納入通知書等の印刷製本費と郵便料が

主なものでございます。 

  ３項介護認定審査会費は1,468万2,000円、前年対比78.0％の増で、主に平成25年度から２

年間、賀茂郡介護認定審査会事務局として事務を担当するための増でございます。 

  ２款保険給付費につきましては11億9,483万円で、前年対比3,964万円、3.4％の増で、予算

全体に占める割合は96.2％でございます。第５期介護保険事業計画のサービス見込み料及び

24年度実績により計上いたしました。 

  １項介護サービス等諸費は10億9,674万1,000円、前年対比3.5％の増で、要介護者の介護サ



ービス給付費等でございます。 

  ２項介護予防サービス等諸費は2,995万円、前年対比17.5％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86万3,000円で、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2,099万2,000円で、前年対比19.3％の増で、負担限度額を超

える介護給付の自己負担に対して補填するもので、実績及び計画値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244万4,000円で、前年対比7.4％の増で、実績及び計

画値により算出してございます。 

  ６項特定入所者介護サービス等費は4,384万円で、前年対比12.9％の増で、低所得の施設入

所者の居住費、食費の補足給付でございます。 

  ５款地域支援事業費は2,916万7,000円で、前年対比４万8,000円、0.2％の増で、予算全体

に占める割合は2.3％でございます。 

  １項介護予防事業は636万7,000円で、前年対比2.5％の減で、直営の介護予防教室実施によ

る講師謝礼の減によるものでございます。 

  ２項包括的支援事業等費は2,280万円で、前年対比0.9％の増で、成年後見事業の増に伴う

ものでございます。 

  ７款予備費は100万円で、前年と同額を計上させていただきました。 

  273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の内容につきましては、この事項別明細書総括表で

前年度比較を加え示されておりますので、ごらんの上、御理解をお願いしたいと思います。 

  274ページをごらん願います。 

  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４億5,965万6,000円、その他の財源が３億5,438

万4,000円となっており、一般財源につきましては４億2,849万9,000円でございます。 

  以上、簡単ですが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどをお願いいた

します。 

○議長（森田禮治君） 企画調整課長。 



○企画調整課長（吉野竹男君） それでは、議案第34号、これは310ページからになります。平

成25年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算について説明をさせていただきます。 

  平成25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125万3,000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。 

  それでは、311ページの歳入から入らせていただきます。 

  １款財産収入、１項財産運用収入は111万1,000円で、前年度に比べ16万6,000円の減となり

ます。主な内容は、最近の実績をもとにいたしました天草事業配分金に１万5,000円を見込ん

だほか、むかい庵の稲取旅館組合への土地貸付料を80万円見込んだところでございます。 

  ２款１項繰越金は14万2,000円で、前年度からの繰越金を執行状況から見込んだものでござ

います。 

  ２款諸収入、１項預金利子は科目存置とさせていただいております。 

  続きまして、312ページの歳出ですが、１件管理会費、１項管理会委員会費は91万9,000円

で、前年比20万円の減となります。７名の委員報酬及びむかい庵の土地貸付料の変更により、

天草用地使用補償金が20万円減となった内容でございます。 

  ２款諸支出金、１項繰出金は一般会計への繰出金で、前年同様の10万円を措置いたしてご

ざいます。 

  次に３項予備費は23万4,000円を措置させていただいております。 

  313ページ、314ページになります。 

  歳入歳出予算の事項別明細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125万3,000円で、前年比４万円の減となっており

ます。本年度予算の財源内訳は全て一般財源となっております。 

  以上、簡単ですが、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。 

  319ページからの議案第35号 平成25年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算について説

明をさせていただきます。 

  平成25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7,831万1,000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。 

  最初に、歳入の内容ですが、320ページになります。 

  １款財産収入、１項財産運用収入の予算額１万円は預金利子を見込んだものでございます。 

  ２款繰入金、１項基金繰入金につきましては、売電収入の増額により科目存置といたした

ものでございます。 

  ３款１項繰入金につきましては、前年度繰入金を前年度の状況から見込んだものでござい

ます。 

  ４款諸収入、１項収益事業収入は売電収入で再生可能エネルギー法に伴う新単価への変更

により、前年度比3,080万円増の7,780万円を最近の発電状況から計上いたしました。なお、

旧単価が11円76銭、新単価は19円45銭という内容になっております。 

  次に、歳出の内容ですが、321ページですが、１款電気事業費につきましては4,369万3,000

円で、前年対比1,616万7,000円の増となっております。 

  １項電気事業管理費につきましては、前年同額の６万2,000円で加盟している協議会等への

会費等でございます。 

  ２項風力発電事業費は4,363万1,000円で、主な内容を申し上げますと、突発的な要因によ

り施設運転ができないときの売電収入が補填される保険料に、前年比、これは15万8,000円ほ

どの増が含まれますが、加入予定をさせていただいております。それから、施設稼働後ちょ

うど10年目ということで、節目となる年度を迎えておりますものですから、総合的な点検を

予定しております。 

  それから、また基金積み立てとして32万6,000円を措置いたしました。点検等の費用があり

ますが、売電収入の増加により基金積み立てが見込める状況になっております。 

  ２款１項公債費は、前年度と同額の2,449万4,000円で、償還計画による内容でございます。 

  次に、３款諸支出金、１項繰出金は962万4,000円で、前年度比762万4,000円増といたしま

した。エコ対策事業への財源補填として一般会計繰り出し措置をするものでございます。 

  次に、４款予備費は前年増額の50万円を計上させていただいております。 



  322ページ、323ページの歳入歳出予算事項別明細書で内容を総括させていただいておりま

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7,831万1,000円で、前年度比2,379

万1,000円増で、伸び率は43.6％となりました。なお、全て財源は一般財源となっております。 

  以上、簡単ですが、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（森田禮治君） 水道課長。 

○水道課長（山口 誠君） 議案第36号 平成25年度東伊豆町水道事業会計について概要を説

明させていただきます。 

  １ページをごらんください。 

  （総則） 

  第１条 平成25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 5,840件といたします。 

  第２号 年間総給水量 310万立方メートルといたします。 

  第３号 １日平均給水量 8,493立方メートルといたします。 

  第４号 主な事業 稲取地区水源調査業務委託ほかを予定しております。 

  （収益的収入及び支出） 

  第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めます。 

  収入 第１款 水道事業収益 ４億4,662万1,000円。 

  第１項 営業収益 ４億4,395万円。 

  第２項 営業外収益 267万1,000円といたします。 

  支出 第１款 水道事業費用 ４億3,029万3,000円。 

  第１項 営業費用 ３億8,747万3,000円。 

  第２項 営業外費用 4,181万9,000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２億3,013万1,000円は、過年度分損益勘定留保資金２億3,013万

1,000円で補填するものといたします。 

  収入 第１款 資本的収入 2,000円。 

  第１項 分担金 1,000円。 

  第２項 寄附金 1,000円といたします。 

  支出 第１款 資本的支出 ２億3,013万3,000円。 

  第１項 建設改良費 １億4,402万4,000円。 

  第２項 企業債償還金 8,610万9,000円といたします。 

  （債務負担行為） 

  第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は「第１表債務負担行為」

によります。 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

  第６条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費に流用し、または

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

  第１号 職員給与費 9,339万6,000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834万1,000円と定めます。 

  ４ページをお開きください。 

  予算実施計画で主な内容を説明いたします。 

  まず、収益的収入ですが、１款水道事業収益の予定額は４億4,662万1,000円で、前年対比

539万1,000円、1.2％の増といたしました。 

  １項営業収益は４億4,395万円で、前年対比505万1,000円、1.2％の増といたしました。こ

の収益の増につきましては、国の実施する景気対策などにより観光客の増加を期待し、給水

収益の増収を見込んだものであります。 

  ２項営業外収益は267万1,000円で、前年対比34万円、14.6％の増といたしました。給水分

担金の増額を見込みました。 



  ５ページをごらんください。 

  次に収益的支出ですが、１款水道事業費用は４億3,029万3,000円で、前年対比303万1,000

円、0.7％の増といたしました。 

  １項営業費用は３億8,747万3,000円で、前年対比817万円、2.2％の増といたしました。主

な内容は、計装設備点検業務や会計制度改正に伴う調査業務など委託料の増額によるもので

あります。 

  ２項営業外費用は4,181万9,000円で、513万9,000円、10.9％の減といたしました。企業債

利息や消費税の減額によるものであります。 

  ３項特別損失は科目存置とさせていただきました。 

  ４項予備費は前年同額の100万円といたしました。 

  それでは、６ページをお開きください。 

  資本的収入及び支出ですが、まず１款資本的収入は特に収入予定がありませんので、１項

分担金及び２項寄附金は科目存置として前年同額の2,000円といたしました。 

  次に、１款資本的支出は２億3,013万3,000円で、前年対比6,038万6,000円、35.6％の増と

いたしました。 

  １項建設改良費は１億4,402万4,000円で、前年対比5,896万7,000円、69.3％の増といたし

ました。主な事業内容を申し上げますと、国道135号送水管移設工事、県道稲取港線配水管布

設がえ工事及び稲取漁港道路配水管布設がえ工事など12件の工事を予定しております。また、

24年度に実施いたしました稲取地区水源調査の結果に基づき、25年度は熊口水源付近の試掘

調査を予定しております。 

  ２項企業債償還金は8,610万9,000円で、前年対比141万9,000円、1.7％の増といたしました。

これは償還計画に基づくものであります。 

  10ページをお開きください。 

  25年度の予定貸借対象表でありますが、当年度純利益を947万7,000円と見込んでおります。 

  なお、11ページ以降には予算参考資料、給与費明細書及び債務負担行為に関する調書を添

付してありますので、ごらんいただきたいと思います。 

  以上、簡単ですが、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（森田禮治君） 以上で、提案されました平成25年度の各会計の当初予算の概要説明を



終了いたします。 

  なお、大綱質疑の締め切りにつきましては、本定例会第１日目に議会運営委員長から報告

がありましたとおり、本日午後４時までにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、大綱質疑の締め切りは本日午後４時

までとします。 

  また、大綱質疑の締め切り後、議会運営委員会を開催します。 

  なお、３月18日は午前９時30分から議会開催となりますので、ご承知ください。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（森田禮治君） 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 ３時１５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平 成 ２ ５ 年 第 １ 回 東 伊 豆 町 議 会 定 例 会 会 議 録  

 

議 事 日 程（第４号） 

 

                    平成２５年３月１８日（月）午前９時３０分開議 

日程第 １ 議案第３０号 平成２５年度東伊豆町一般会計予算 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（森田禮治君） 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25年東伊豆町議会第１回定例会第７日目は成立しましたので、開会いたしま

す。 

  なお、７番、栗田議員が所用でちょっとおくれるとの連絡がありましたので、また休憩の

後入ってくると思います。よろしくお願いします。 

  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（森田禮治君） 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３０号 平成２５年度東伊豆町一般会計予算 

○議長（森田禮治君） 日程第１ 議案第30号 平成25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。 

  大綱質疑については、質疑の回数は２回までとし、質疑と答弁を含め１人30分位内としま

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） 一般会計の大綱質疑ということで、４点について既に通告はしてあ

りますが、お尋ねをさせていただきたいと思います。 

  ４点ですが、まずは繰入金の問題についてでありますが、財政調整基金の残高と今後のこ

の財政調整基金の活用方針について、当局として現在についてどのようなお考えをお持ちな

のか、伺っておきたいと思います。 

  ２つ目については、公債費についてであります。 

  今後数年間の公債費の推移と実質負担額の推移について、どのように今回の予算を策定さ

れた段階で見通しが立っておりますか、お伺いをしたいと思います。 

  ３点目に、町債と公債費のバランスについてどう見ているかという問題について、いわゆ

る借金と返済の関係をどう捉えて編成をしていたかという問題であります。 

  ４点目に、行政改革についてであります。 

  基金の繰り入れや、また公債費等の増加、いろいろな問題を考えてみると、この行政改革

が極めて重要ではないかというふうに私は見ておりますが、本予算の中での具体的な取り組

みの内容についてお聞かせをいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（森田禮治君） 順次答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） おはようございます。 

  山田議員の一般会計への大綱質疑は４点からの質問となっておりますので、順次お答えい

たします。 

  まず１点目の繰入金について、財政調整基金の残高と今後の活用方針についてですが、ま

ず財政調整基金の残高についてですが、平成24年度末で６億9,500万円と見込んでおります。

過去におきましては、残高が２億円を割る大変厳しい状況下にもありましたが、平成19年度、

21年度に財務省のヒアリングを受けた中で、まずは標準財政規模の20％、７億円を目標とし、

町の規模からすると10億円程度が望ましいとのアドバイスを受け、健全な財政運営に資する

ための最重要課題として、これまで基金の造成に全力で取り組んでまいりました。 

  新年度における取り崩し後の残高５億1,000万程度となりますが、職員には予算執行に当た

っては十分精査し、経費の削減に努め、基金の減少を最小限に抑えるよう周知徹底を図ると



ともに、決算における剰余金においても、基金への着実に積み立て措置してまいりたいと考

えております。 

  今後の活用方針についてですが、景気の影響を受けやすい町の財政にとりまして、基金の

役割は非常に重要であり、活用に当たっては授業の緊急性、優先性の視点から、選択と集中

により必要最低限にとどめるとともに、これまで同様に地方財政法に基づき、長期的視野に

立った計画的な財政運営を行うところでありますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の公債費について、今後数年間の公債費の推移と実質負担額の推移について

ですが、公債費の推移についてのシミュレーションを行う上で、仮に毎年５億円の借り入れ

を起こすという設定といたしますと、平成25年度以降、償還金額は増加する傾向となること

が予想されます。 

  町債のうち地方交付税の財源不足を補うための臨時財政対策債は、平成24年度実績で３億

3,000万円となっております。平成25年度からは、人口基礎方式から財源不足額の基礎方式に

完全に移行することに伴い、不交付団体には配分されないこととなるため、交付団体への配

分枠が増加することと、当町における町税を初めとした収入の減収傾向などを鑑みますと、

今後も伸びていくものと推測しております。 

  このことから、地方債の増加要因になると思われますが、交付税算入率が100％であります

ので、臨時財政対策債については実質負担が生じることはありません。臨時財政対策債以外

の借り入れを伴う事業を検討、選択する際には、事業の必要性や優先順位に加え、交付税算

入率など後年度の負担についても留意しながら、財政的に有利な事業を優先することや、財

政健全化指標を注視しながら、運営に取り組んでまいりますので、御理解をお願いいたしま

す。 

  次に、３点目の町債と公債費のバランスをどう見ているかについてですが、まず町債の内

訳についてですが、起債対象物、対象となる投資的経費のうち、消防防災施設等整備事業関

連で１億4,370万円、観光施設整備事業関連で4,170万円、土木費関連で3,850万円、農林水産

業関連で1,890万円の計２億4,280万円を町債としておりますが、おおむね国・県等の補助事

業で執行する内容でございます。 

  これ以外に、臨時財政対策債が３億3,000万円でございます。この臨時財政対策債につきま

しては、後年度の地方交付税基準財政需要額に全額算入されるものでございます。 



  町債の総額５億7,280万円に対して、公債費のうち元金償還金は４億472万8,000円であり、

単純比較では償還金を上回る借り入れとなっております。ただし、交付税算入等を勘案し、

臨時財政対策債を除いた借り入れ額で２億4,280万円と元金償還金の２億8,000万円とで比較

しますと、償還金額のほうが上回っていることから、バランスとしては健全であると捉えて

おります。 

  地方自治におきましては、住民サービスの質の向上を求められておりますが、財政運営が

その将来の負担増とならないよう、実質公債費比率や将来負担比率等を注視しながら、基金

運用を含めて対応しておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、４点目の行政改革について、予算の中で具体的な取り組みの内容が何かについてで

すが、行政改革の一環として昨年実施いたしました事業仕分けで、６つの事業を仕分け対象

として議論していただき、３事業が不要、凍結、その他の３事業も要改善という評価結果を

いただきました。しかしながら、この事業仕分けを実施したことで、事業の目的や効果、効

率的な進め方などについて改めて考える契機となりました。 

  新年度予算におきましては、具体的な数値が多く反映されておりませんが、儀式褒章事業

においては費用の削減を図り、また今定例会において条例の一部改正の議決をいただいたと

ころであります。また、学校給食センターの民間委託に関しましては、新年度において調査

検討のための資料作成に取りかかります。さらに社会福祉協議会の補助金に関しましては、

前年度とほぼ同額の内容となっておりますが、補助内容の人件費割合については基準設定を

定めたところであり、また保健福祉センターにおける使用料に関しましては精査中と出して

おります。 

  このように、既存事業の役割や費用対効果等を十分に精査し、見直しを行うことで、より

効果の高い事業の選択や問題解決に向け、今後も取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（森田禮治君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、まず基金、繰り入れの問題、財政調整基金の取り扱いという

ふうに考えたほうがいいのかもしれません。 

  町長が言われたように２億円を切った時代というのがあったのも事実で、その辺をどう見

るかというのもありますけれども、しかし、長いスパンで見ると、例えば私、今回の予算財



政規模からして、例えば約10％、約５億円ぐらいという部分で見ると、５億円を基金が超え

たのは22年度ぐらい、本当にこの二、三年の間ですよね。５億円を超えたのは。その前の間

というのはずっと５億円というのはなかったんです。平成七、八年ぐらいから、ずっとこの

間は５億がない中での運営をしてきたわけですよ。これは歴代、町長さんや総務課長さんと

のやりとりをしていく中では、やはり５億というのは万が一、例えば災害があったときの一

時立て替えをしたりとか、国が例えば激甚指定があっても、すぐにお金が入ってこないと、

年度をまたぐ場合もあるんだと。今回、結構、災害復旧の事業というのは、そういう事業が

多いわけですけれども、そうしたときに、やはりある程度の１割、先ほど今言われたように

２割の10億とか、そういう部分というのは、手持ち資金としてやはり確保しておきたいとい

うような部分のやりとりはあったわけです。 

  そういう面で見ると、今回の２億円を超える財調からの繰り入れがあるという部分で、結

果としての財政調整基金５億1,000万程度という部分で、やはりここまでまた下がってしまう

んだということの意味は、非常に僕は大きいのではないかなと思っているんです。 

  それとの関係で、公債費の問題も、言われたように臨時財政対策債の問題が平成13年度以

降大きいので、これに対する借り入れと、それの元利償還が入ってくるよという部分がある

ので、公債費もちゃんと見なければいけない部分があるんだけれども、しかし、ずっとこの

平成10年以降は、その前は、借り入れが返済を上回るという状況だったですよね。それで現

在の状況というのは、逆に返済が借り入れを上回るような状況で来て推移しているのが、当

然、金額については４億借りて４億5,000万円返すとか、６億借りて６億返すという問題はあ

る。ただ、いずれにしても、この中でやはり合併問題が出た平成15年、16年あたりだと、や

はり最高時で７億、８億とかという元利償還が生じて、大変財政的に苦しい思いをした時期

というのがあると思うんですよ。 

  そういう点では、町長が言われたように臨時財政対策債を中心に、できるだけ補填財源と、

当然、交付税算入の高いものをということではありますけれども、しかし、今回またこの公

債費で見れば、全体として、今年度の予算を執行した場合は、起債残高というのは50億円を

ほぼ超えるというような状況にまたなると。返済の問題については、当然、元利償還がある

んだけれども、非常に今回の点で言うと、この基金の繰り入れを大きく起こすこと、またそ

して、起債も大きくなったということで見ると、非常にこのバランスが崩れてきたのかなと



いうふうに私は思っているんです。 

  それと４点目の行政改革の問題なんですけれども、今回の場合、国の補正予算にも連動し

たいろいろな関連予算の執行というのもありますし、いろいろな補助金の事業もあるでしょ

う。ただ、２億円の借り入れをすることによって、やはり基金の取り崩しというのは、今後

やはり非常に厳しくなるという部分があるわけです。そうしてみると、今、町長が言われた

ような行政改革の取り組みで本当になのかなという点が私は思うんですよ。 

  例えば、今年度は本当に行政改革という問題について、町長が言われた点で言うと一番わ

かりやすいのが、条例改正した表彰の問題なんかでも、ほかの市町では、いわゆる銅板プレ

ートで表彰をしてメダルを授与してとか、さらに表彰をやるとかという、ここまでやってい

るところは恐らく周辺市町はほとんどないのではないでしょうか。もう少し質素な提供とい

うのも実際行われているのではないでしょうか。ですから、記念品のいわゆる時計が２万円

がどうかというのを削ったとして、それが３人、４人いたからといっても、それだけのもの

なんですけれども、事業が継続するにしても、本当に必要なものは何なのかという点での１

つ１つの事業の見直しに本当にかからないと、まだまだ、補助金の部分は大分減らしました

よね。この間、特に町長になられてからも１億ぐらい、かなり年間を通して見れば下がって

もきたけれども、まだ事業の１つ１つのやり方について、それが当たり前でやっているけれ

ども、その事業のお金のかけ方が、ほかよりもまだかなりかかっているという問題を１つ１

つシェイプアップしていかないと、いけない行政改革というのが課題ではないのかなと。 

  今回言われるように基金を７億まで来たところで、２億取り崩して、何とかできたけれど

も、今後はこういうわけにはいかないわけですよ。そういう面で見ると、ここの事業の、だ

から僕は、町長が言われたように予算執行上は出ていなくてもいいんですよ。極端に言えば。

ことしでなくてもいいんです。でも、来年、再来年に出すためには、やはりことしの町長以

下の取り組みの中で、事業として本当に必要なことは何なのか。１つ１つ事業が本当に徹底

して洗い出されて、行政的にもそのコストが見直されていくという取り組みが今年度中にし

っかり行われないと、来年度というものは、再来年度とか、来年度の予算をどう組むのかな

と。国の補助事業や何かはないんだけれども、しかし、税収が、いわゆる団塊の世代が当然

給与をもらっているような雇用者から、やはり完全に年金生活に移ってくるとか、こういう

中で確実に町税の落ち込みはある。また、国の財政運営上、補正予算等で一定の公共事業に



よってのあれはあるかもしれませんけれども、逆に来年の４月以降、また消費税が上がりま

すよというようなことでいけば、やはり観光を中心とした宿泊産業は大きなダメージを受け

るということだと予想されているわけですよ。そういう点で言うと、ことし、今年度中の新

年度を、この行政改革という形のものがしっかり行われないと、非常に大変な状況ではない

かという認識を私はしているわけですよ。 

  いずれにしても、基金の繰り入れも公債費の状況も、かなり厳しい状況で何とか今回の予

算は編成されたとは思いますけれども、しかし、来年以降を考えたとき、ことしはそうした

取り組みが極めて大事ではないかというふうに思っていますけれども、それらについてどの

ようにお考えかお伺いします。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、財政調整基金の関係でございます。 

  今、山田議員、２億を超えると言いましたけれども、厳密には１億8,200万でございます。 

  そういう中で、私、就任なってから財調は詰めるだけで詰めると、そういう方向でいます

し、壇上でも言いましたけれども、県とのヒアリングの中で７億、うちの町は10億を積みな

さいと、一応そういう、使命という言い方はおかしいが、そう自分は考えております。 

  そういう中で今回、私はことし、新年度予算は特別だと自分自身は考えております。と申

しますのは、施政方針でも言っているんです。今回は実質税収が減ったということ、さらに

防災対策の充実、これが大変ありますし、さらに町内経済の活性化という中で一応、財調を

取り崩しましたが、これはことし特別ではないかと私は考えております。次年度以降はまた

こんなに財調を取り崩すこともないのではないかと、私の中では考えております。今回は何

しろ、もう新年度、大変厳しい中で、観光に特に力を入れた中で、防災もお金がかかります。

観光にも相当力を入れた中で、この財調を取り崩したということは理解していただきたいと

思います。 

  それでは、公債費との関係です。本当に平成24年、50億7,000、50億を超えてしまいました。

その中で言っているように、毎年仮に５億借りるとしたらもう年々、ある程度多くなってい

くことは、これは確実でございます。そういう中で町としては、もう本当に事業をちゃんと

しっかり精査した中、さらに今、山田議員が言った行革に対しても、これは当然そういうこ

ともしっかりした中で、なるべく公債関係、少ない方法でやっていきたいと思いますし、そ



の辺は町は、基本的には新年度は私はもう特別な年ではないかと考えております。そういう

中で、何回も言ったように町内経済の活性化、防災もやっていきますもので、ことし以上の

財調を取り崩すようなことは、今のところ私はちょっとないのではないかと、ことしは特別

だということを理解していただければありがたいと思います。 

  さらに行革の関係でも、これは山田議員が言ったそのとおりでございます。 

  その中で、一例として、表彰が出た中で、今回はとりあえず金額的には微々たるもので、

今後は当然そういうことも検討していかなければならない。近隣では伊東市が結構まだまだ

相当な金額を使っているのは間違いない。近隣の賀茂郡におきましては、相当やっています

けれども、これはまた新年度にかけまして、どうせ検討していかなければならない。全体的

なこともまた検討していかなければならない。これは新年度の行革の１つの課題の中で、や

はりいかに財政規模を小さくしていくか。 

  何回も言うが、この町の財政規模は基本的には47億円前後が、この町に対してのある程度

の規模じゃないかと考えている中で、今回１億8,000万円を使って48億200万、１億2,000万近

くの大きな、ちょっと町の規模としては大きいかなというのは考えておりますもので、この

財政に関しては十分注意しながらやっていきたい、そういう考えでございますので、御理解

願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 以上で、14番、山田議員の大綱質疑を終結いたします。 

  次に、12番、居山議員の大綱質疑を許します。 

  12番、居山議員。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） おはようございます。 

  この本予算通告を４問にわたって通告をしておりますので、お伺いをするところでござい

ます。 

  まず１点目として、平成23年度決算の反省は予算計上にどう反映されているのか、伺うと

ころでございます。 

  ２点目につきましては、予算編成の最重点が何かということでございます。これは、あら

あら事前に説明を受けております主要事業の内容の７点は承知はしておりますけれども、市



長の政治姿勢、あるいはさまざまな政治公約、そしてまた今年度のこういう社会情勢、国際

的なそういう情勢も踏まえた上での、この点が重要だというふうなことで恐らく予算の編成

がなされていることかと思いますので、この計画、最重点が何かということを伺うのと、第

５次総合計画にこれが合致しているのかどうか。どういう点が合致しているかということが

伺えればと思います。 

  ３点目につきましては、危機管理上、計上された予算が何かという点でございます。今申

し上げた点も含めて、特に3.11以降の予算編成は、おのずから命を守るということが最優先

の予算編成であろうかというふうに私は考えておりますもので、特に住民の防災意識の向上

とか自主防災会等の研修、あるいは防災教育等の予算などが計上をされているのかどうか、

伺うところでございます。 

  ４点目につきましては、住民福祉向上のための特筆する施策の予算というものが確保をさ

れているのかどうかということでございます。いずれにしましても、この第５次総合計画、

これに基づいて本年は２年目の事業執行というふうなことを承知しておりますので、御答弁

をいただければというふうに思います。 

○議長（森田禮治君） 順次答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 居山議員の一般会計の大綱質疑は４点からの質問となっておりますの

で、順次お答えさせていただきます。 

  まず１点目の23年度決算の反省は予算計上にどう反映されているかについてですが、決算

は１会計年度の歳入歳出予算の執行の実績について作成される確定的な係数表であり、予算

と比較して実績はどうなっているのか、予算が目的どおり執行され、その効果が十分に発揮

されているかなどを分析、検討することにより、財政運営の適否が判断されるとともに、将

来の財政計画の重要な指標となるものであります。したがって、決算の意義は、歳入歳出予

算の実績を明らかにし、財政上の責任を明確にするとともに、将来の財政運営に役立てると

ころにあると考えております。 

  平成23年度決算における監査委員の決算審査意見書や、昨年９月定例会での特別委員会審

査報告書の指摘事項について真摯に受けとめ、翌年度の予算、事務事業の執行に反映させら



れるよう努めておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の予算編成の最重点は何か、第５次総合計画に合致したものかについてです

が、まず予算編成の最重点につきましては、特にデジタル防災行政無線システム整備や衛星

携帯電話等の防災用器具備品の整備など防災対策の充実、さらには細野高原観光施設整備を

初め、町の観光協会を中心にした観光宣伝等による町内産業の振興対策の充実を重点事業と

して編成したところであります。 

  第５次総合計画は、平成24年度より向こう10年間のまちづくりの指針を定めたものですが、

変化する財政環境等に対応するため、主要事業については、向こう３年間の実施計画をロー

リング調書として毎年検討しておりますので、総合計画に合致した施策であると考えており

ます。 

  今後、第５次総合計画の基本構想、基本計画に沿った予算編成、行政運営を行ってまいり

ますので、御理解と御協力をお願いいたします。 

  次に、３点目の危機管理上、計上された予算は何か、特に住民の防災意識向上、自主防災

会等への研修、教育の予算計上はされているかについてですが、危機管理上計上された予算

につきましては、備蓄食糧を初め避難場所となる施設への資機材の整備、防災訓練にかかわ

る経費、東日本大震災の教訓を踏まえ、災害時に最も重要となる情報伝達、収集に必要なデ

ジタル無線局の整備、衛星携帯電話等の更新などを計上させていただいております。 

  研修、教育の予算につきましては、居山議員もごらんになっており御承知のことと思いま

すが、23年度の決算書の成果説明書に記載してございますとおり、県の賀茂危機管理局の職

員の協力をいただき、研修の実施、さらに県が主催する各種研修会へ自主防災会長を初め役

員の方々が役場のマイクロバス等を活用し、参加していただいております。25年度におきま

しても、同様に財政が厳しいことを踏まえ、お金は最大限節約した中で自主防災会長等の御

理解と御協力をいただきながら、実施していきたいと考えております。 

  次に、４点目の住民福祉向上のための特筆する施策の予算は確保されているかについてで

すが、住民福祉向上のための特別施策ということですが、平成25年度の主要事業とし位置づ

けております少子化対策の推進事業、福祉対策の充実が対象になると思います。その事業内

容につきましては、少子化対策の推進事業として、子ども医療費助成事業、学校給食費助成、

新生児出生支援事業、放課後児童クラブ運営事業、子供未来の支援事業等、福祉対策の充実



といたしましては、伊豆つくし会補助、重度身障者タクシー等助成事業、高齢者等はり灸マ

ッサージ治療費助成事業、高齢者等配食サービス事業、敬老会事業等がございます。 

  これら事業につきましては、予算は当然のことながら確保しております。 

○議長（森田禮治君） 12番、居山議員。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） いただきました御答弁、決算の反省、当然まだ24年度継続中ですの

で、23年度決算を見るしかないわけでございますので、これにつきまして、きちんと、その

監査委員の指摘、あるいはまた私ども特別委員会の附帯決議になりましたものをきちんと捉

えた上での予算編成をしてくださったということでございますので、今回、私は特別会計の

ほうが担当でございますので、ぜひ一般会計の皆様方に、その視点を持って予算の審議をし

ていただきたいということをお願いするところでございます。 

  ２点目の予算編成の最重点というふうなことで、これは第５次の総合計画が当然加味され

たものだというふうには思いますけれども、この総合計画、さまざまな経緯でつくられて、

今回は自治法上も議決が必要でなくなった関係から、議会のほうにも承認がなかったわけで

ございます。これは、満点の海や空は東伊豆、大変結構なんですが、ここには人がないなと。

自然のことはうたわれているんだけれども、では、それにふさわしい人をどうつくるのかと

か、そこの言うならば画竜点睛を欠いているなというふうに、正直ちょっと厳しい指摘では

ございますけれども、私としては、そこが非常に不足だなというふうに思いながら計画を見

ております。 

  さらに、この最重点として当然考えなければなりませんことは、再三申し上げている３.11

以降、もう日本は本当に根底的に考え方を変えて生きなければならない、そういう状況なわ

けです。おのずからそれが予算に明確に見えてきて当たり前なんですけれども、先ほどの御

答弁、山田議員への答弁もありました、国・県のさまざまな、このたびの政権の交代もある

中で経済のそういうさまざまな復興等、そしてまたもろもろ補助金等が下りてくる中で、で

は使えるものは使おうかと。大幅に起債等を、やはり当初の太田町長の流れの中で進めてき

たものが、時代の流れとともに、ぐんと起債が伸び、では、この先、５年、10年先たったと

きにどうなんだろうという心配は、議員のどなたも持っているところで、それは国全体に言

えることで、うちの町に限ったことではないんですけれども、３点目のこの危機管理上、計



上された予算というふうなことでは、特にこの防災対策等を考えましたときに、ハード面の

予算というものがまずつけられないがゆえに、防災対策のおまけが、このソフトの問題にな

ってくるんです。ゆえに取り組みがなかなか進まない。ですので、ぜひソフト面へも、今後

補正予算等、必要に迫られたならば手厚く入れながら、住民の命を守るために、金額はわず

かで済みますので、しかしながら、それをつけてもらうことによって、自主防の取り組みも

進みます。そして、役場全体の取り組みが変わってきますので、このわずかな金額で町民の

命を守るという、この視点での予算編成、今回は当初予算でございますけれども、今後の課

題かなと。担当する委員の皆様方には、その点をよく見ていただきながら、防災対策、とに

かく避難しなさいよと、逃げるのが第一だよというふうには言われているんですけれども、

逃げる道がないわけです。そしてまた逃げ方もない。要援護者の対策も、もちろん補助的な

ものは予算はつけられておりますけれども、わずか数十万です、要援護者対策。それも単に

システムを変えるだけの予算だけしかつけられていないということで、一番自分の命を自分

で守れない、そういう方々への手だてが、ここ３.11以降２年たったにもかかわらず、それが

なおざりにされているというところが、非常に私としては残念だというふうに思います。 

  そういう意味で、要援護者登録している方だけでも三百数十名、それ以外に要援護者と称

される皆様方を入れますと、恐らく６割くらいが、全体がもう要援護者になってくるわけで、

では、この人たちを助ける体制のシステム、また地域支え合い体制づくりということでの予

算もとられていますけれども、わずかな予算です。それでは何もソフト面は進まないという

ふうなことで、再三、私が残念に思っている点は、その点でございます。 

  ４点目の住民福祉の向上というふうなことでは、ちょっとぱらぱら予算を見ていく中で、

やはり福祉の向上ということでは通り一遍というふうなことを言わざるを得ないということ

です。確かに子育て面でのさまざまな取り組みは町長の政治姿勢の中でずっと貫いてこられ

た点で、他の市町よりも手厚くやっているというふうなことは承知はしておりますが、意外

に高齢者に目が届いていないという、そしてまたそれは、社協のサービスのあり方等々も細

やかに見ていきましたときに、ただお金をつければいいのではなくて、そのお金がどう使わ

れて、そして、どうその事業の上に反映されているかというところを誰も見ていないかなと、

そういうふうに言えない立場で正直今ありますもので、自分の力不足を嘆くところでござい

ますが、いずれにしましても、住民福祉向上ということでの取り組みにつきまして、再度御



答弁をいただければというふうに思います。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） ３.11後、やはり町としては防災対策が一番重要な課題ではないかと私

は考えております。そういう中で、今回、山田議員のときに質問された起債とかいろいろな

面ですが、国の関係がありましたもので、今回やらなければならないという中で、ある程度

そのことが危惧されることが山田議員としてございましたが、それは、ことし特別ではない

かと私は考えております。さっき私が何回も言ったように、防災プラス町内経済の振興、税

収の削減という中でもやった中で、その辺の財政は御理解願いたいと思います。 

  そういう中で防災対策のソフト面、今まではとりあえず県の方とか、そういう方々にやっ

ていただきました。また、そういう中で、また住民からいろいろな要望があれば、それは補

正の中で、ソフト面のほうは対応していきたいと考えている。 

  そういう中で、静岡新聞にこういう記事が載っておりました。といいますのは浜松のほう

で、要するに保護者がもう積極的にみずから、幼稚園に任せないで自分がやるということの

記事が載っておりましたもので、基本的にはそういう考えの中で町が助成していく、それは

やっていきたいと考えておりますもので、行政だけではなく、そういう幼稚園の保護者、こ

ういうところがみずからやってもらえれば大変ありがたいと思いますので、またそれを期待

するところでございます。 

  次に住民福祉の向上、これは本当に山田議員が言った社協に対しましては、事業仕分けに

よりまして、いろいろ問題提起もされました。そういう中で、この１年かけて、いろいろ社

協と話し合いをした中で、よりよい方法で住民のためになる、そういう社協になっていただ

けるような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（森田禮治君） 以上で、12番、居山議員の大綱質疑を終結します。 

  以上をもって、平成25年度一般会計予算の大綱質疑を終結します。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第30号 平成25年度東伊豆町一般

会計予算について、６人の委員で構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付

託して審査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、議案第30号については、６人の委員

で構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査をすることに決定し

ました。 

  お諮りいたします。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１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（森田禮治君） 御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されました議案第30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28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（森田禮治君） 御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28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３１号 平成２５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３２号 平成２５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３３号 平成２５年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

◎日程第５ 議案第３４号 平成２５年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

◎日程第６ 議案第３５号 平成２５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３６号 平成２５年度東伊豆町水道事業会計予算 

○議長（森田禮治君） 日程第２ 議案第31号 平成25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32号 平成25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33号 平成25年度東伊豆町介護保険特別会計予算、日程第５ 議案第34号 平成



25年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算、日程第６ 議案第35号 平成25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36号 平成25年度東伊豆町水道事業会計予算を一

括議題としたいと思います。 

  これより大綱質疑に入ります。 

  11番、山本議員の大綱質疑を許します。 

  11番、山本議員。 

（１１番 山本鉄太郎君登壇） 

○１１番（山本鉄太郎君） 私は、特別会計のほうの大綱質疑をさせていただきます。ことし

いっぱいで辞める管理職の方もおられるそうですから、頑張って答弁してください。 

  国保会計について、１点目。歳入で国民健康保険税が前年より623万5,000円減となってお

りますが、内容をお聞かせください。 

  ２点目で、歳出では後期高齢者支援金が前年より2,323万7,000円の増となっておりますが、

試算の根拠をお聞かせください。 

  それでもう１点、水道会計について。水道事業収益で25年度は４億4,662万1,000円、24年

度は４億4,123万円の当初予算を組んでおりますが、24年度の補正で1,651万3,000円の減額を

しております。トータルで2,190万4,000円の増となりますが、根拠をお聞かせください。よ

ろしくお願いします。 

○議長（森田禮治君） 順次答弁を求めます。 

  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、国保会計については、２点からの御質問になって

おりますので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の歳入で、国民健康保険税が前年より623万5,000円減となっておりますが、内

容をお聞かせくださいについてですが、平成25年度の国民健康保険税につきましては５億579

万3,000円で、前年対比623万5,000円、1.2％の減となっております。減額の主な内容といた

しましては、一般被保険者国民健康保険税で223万7,000円の減額でありますが、内訳として

は、後期高齢者支援分普通徴収現年課税分が24年度の税改正により前年対比で809万2,000円

の増額となっていることと、医療給付費分普通徴収現年課税分で所得の減により前年対比で



951万2,000円の減額となっているのが、主な要因であります。 

  退職被保険者等国民健康保険税の399万8,000円の減額の主な内容は、医療費、給付費分現

年課税分の所得の減によるので、一般被保険者国保税と退職被保険者等国保税の減額を合わ

せて623万5,000円となっている内容でございます。 

  なお、国民健康保険税につきましては、仮算定にて予算計上してあり、６月上旬に被保険

者の所得が確定されますので、６月定例会にて確定いたしますので、御理解をお願いいたし

ます。 

  次に、２点目の歳出では後期高齢者支援金が前年より2,323万7,000円増となっております

が、試算の根拠をお聞かせくださいについてですが、後期高齢者支援金につきましては３億

306万7,000円で、前年対比2,323万7,000円、8.3％の増となっております。後期高齢者支援金

の試算根拠でありますが、後期高齢者医療制度の財源で、医療に係る費用のうち後期高齢者

被保険者が医療機関の窓口で支払う分を除き、公費が５割、１割を後期高齢者の保険料、残

りの４割を各保険者からの後期高齢者支援金で賄うことになっております。後期高齢者支援

金につきましては、全国的な傾向と同様に当町でも後期高齢者医療への移行者がふえており、

その医療費に対する負担金が増となっていることによります。 

  次に、山本議員の第２問、水道会計について、水道事業収益で25年度は４億4,662万1,000

円、24年度は４億4,123万円の当初予算を組んでおりますが、24年度の補正で1,651万3,000

円の減額をしております。トータルで2,190万4,000円の増となりますが、根拠をお聞かせく

ださいについてお答えいたします。 

  昨年末に政権が変わり、その経済政策により、景気の先行指標とも言える株価も回復傾向

にあり、景気回復への道筋が見え始めております。デフレ脱却と2.5％の経済成長率を目標に

大規模な補正予算が組まれ、日銀による金融緩和など、所得の向上や雇用の増加を促進させ、

内需拡大に結びつくものと考えております。当町の主要産業である観光業におきましても、

その経済成果が波及することが期待されますので、24年度決算見込み額からおおむね５％増

収を見込み、事業収益を４億4,662万1,000円といたしました。 

○議長（森田禮治君） 11番、山本議員。 

（１１番 山本鉄太郎君登壇） 

○１１番（山本鉄太郎君） それでは、国民健康保険税、前年よりも減額しているという形の



もので、これは今、仮算定のことはわかりますけれども、この仮算定は恐らく申告があって、

未申告者が多々、多いかと思うんですよ。これもやはり税という公平性が欠けられると困り

ますもので、今後この算定に臨むに及んで、今回、課長は退職するそうですけれども、後任

者にどのような、要するに方向性というか指導をもって、この未申告者をどういうふうに今

後解決していくのか、どういうふうにして施策を打っていくのか、後進にどういうように指

導していくのかを担当課長よりお聞かせ願いたいと私は思います。 

  そして、水道事業会計についてですけれども、平成23年度、このときも３月に1,400万の減

額があったんですよ。ですから、要するに３年続いて、23、24、25で４億4,000万ぐらい、同

じような数字を収益に上げていると。ちょっとこれはどうかなと。恐らくこれは理由があろ

うかと思うんですよ。これも担当課長から理由をしっかりお聞かせ願いたいと思いますので、

２点ほどよろしくお願いします。 

○議長（森田禮治君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（稲葉彰一君） 山本議員の国民健康保険税の未申告者についてでございま

すが、この点につきましては、税務課と協力し合って未申告者のないようにやっていただい

て、所得は所得がないなりに申告していただければ軽減という制度もありますので、それに

伴いまして国からの補助金等もございますので、その辺を後任の課長にも引き継いでやって

いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（森田禮治君） 水道課長。 

○水道課長（山口 誠君） 今、山本議員の23年度、24年度と２カ年続けて３月で減額をして

いるという内容ですけれども、まず23年度なんですけれども、これは東日本大震災、それか

ら原発事故による計画停電等によって、当町の観光業が大規模に、まともに影響を受けまし

た。そういうことから、特にホテル、旅館などの宿泊客数もかなり落ち込みましたので、そ

れによって給水収益が大幅に落ち込みました。その辺のことで３月に減額をしております。 

  それから、24年度なんですけれども、この震災による影響もある程度回復するであろうと

いう見込みで、当初予算を計上させていただきましたが、ホテル、旅館などが思った以上に

使用水量が伸びていないというのが現状でございます。 

  それとあと１点、24年度に経営破綻になった旅館が数軒ありますので、この辺も大きな減

収となっております。 



  そういうことで、２カ年続けて減額をさせてもらいました。 

  以上でございます。 

○議長（森田禮治君） 以上をもって、11番、山本議員の大綱質疑を終結します。 

  次に、５番、村木議員の大綱質疑を行います。 

  ５番、村木議員。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） 私は、水道会計について１点だけ御質問をさせていただきます。 

  ２億3,013万1,000円、内部留保資金で補填をしておりますが、給水収益には現在見ていて

もかなり厳しいものがあるなということでございます。資本的支出のほうの建設改良費、企

業債の償還金、これらについては内部留保資金という資金計画で予算を組んでおります。し

たがいまして、利用料金の今後のこれは今おっしゃられていた利用者数もあるでしょうけれ

ども、今後、値上げ等、そういったものについて、当局としてはどんなお考えを持っている

のか、その辺についてお聞かせを願いたいと思います。 

○議長（森田禮治君） 順次答弁を求めます。 

  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、水道会計については２億3,013万1,000円の留保資

金を補填しており、給水収益には厳しいものがあるが、利用料金の今後の見通しはいかがな

ものかについてお答えいたします。 

  給水収益につきましては、長引く景気の低迷などにより、大口使用者であるホテル、旅館

等の使用水量の減少で、依然として厳しい事業運営が続いております。水道料金の改定も視

野に入れざるを得ない状況になってきておりますが、経済再生を最優先課題とする新政権の

景気対策により、今後の観光客数の増加を期待し、25年度当初予算には給水収益の増収を見

込み、予算計上いたしました。しかし、その収益も状況によっては26年度以降、水道料金の

改定を検討しなければならないと考えております。 

○議長（森田禮治君） ５番、村木議員。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） 26年度以降に考えているということでございます。 



  非常にこの辺が厳しいのかなという気がいたします。26年度、消費税が８％、27年度10％

というふうに値上げがずっと続くわけでございます。ことしも景気はいいと言いながら、４

月には公共料金の電気料金の値上げあたりも影響してくる、また小麦粉ですとか生活に関す

るものがかなり値上げを予定されているようでございます。 

  そういった中で、この５％の使用水量の増を見込むと、それがうまくいけばいいわけでご

ざいますが、その辺について、もうことしあたりから、この26年度、その辺をにらんで当然

いろいろな研究をしていかないと、なかなか値上げというものに住民の納得がいかない部分

もあるのではないかなということでございます。また、景気の鼻を折る可能性もあるという

ことで、私はその辺は非常に心配をしているところでございますが、上げるといってもなか

なか、いわゆる委員会等をつくって審議をしていただくとか、事前準備がかなり必要である

んだろうと、そういったことについて、ことしあたりから審議会等を立ち上げて、その先の

計画等を予定しているかどうか、そういったことを、その１点だけをお伺いして質問とさせ

ていただきます。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） とりあえず水道審議会に関しましては、一応26年度以降を考えて、25

年度は考えておりません。と申しますのは、今、水源探査をやっております。その水源探査

の結果によりましても、相当また変わってくるのではないかと考えておりますもので、水源

探査の調査が出た段階とかと考えていますので、今年度はとにかく考えていない、26年度以

降を考えております。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 以上で、５番、村木議員の大綱質疑を終結します。 

  以上をもって、平成25年度特別会計予算の大綱質疑を終結します。 

  お諮りいたします。議案第31号 平成25年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算から議案

第36号 平成25年度東伊豆町水道事業会計予算まで、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、これに付託して審議を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（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、議案第31号から議案第36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。 

  お諮りいたします。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１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（森田禮治君） 御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31号から議案第36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28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（森田禮治君） 御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28日までに審査を終え、報告できるように期限をつけることに決定しました。 

  なお、委員会室として、一般会計予算審査特別委員会には大会議室を、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充ててあります。 

  お諮りします。特別委員会審査のため、３月19日から３月27日までの９日間を休会とした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 御異議なしと認めます。したがって、３月19日から３月27日までの９

日間を休会とすることに決定しました。予算審査特別委員会を開き、付託案件の審査をお願

いします。 

  来る３月28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 



○議長（森田禮治君） 本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午前１０時２８分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（森田禮治君） おはようございます。 

  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25年東伊豆町議会第１回定例会、第17日目は成立しましたので、開会します。 

  なお、11番、山本議員と13番、定居議員は、一身上の都合により本日の会議を欠席すると

の届け出がありましたので御報告いたします。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○議長（森田禮治君） 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３０号 平成２５年度東伊豆町一般会計予算 

○議長（森田禮治君） 日程第１ 議案第30号 平成25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。 

  ３番、飯田桂司議員。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 皆さん、おはようございます。 

  一般会計予算審査特別委員会の報告について、朗読をもって報告とさせていただきます。 

  平成25年３月28日。東伊豆町議会議長 森田・治様。一般会計予算審査特別委員会委員長



 飯田桂司。 

  一般会計予算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したから会議規則第77条の規定に

より報告します。 

  記。 

  事件の番号・件名、審査の結果。 

  議案第30号 平成25年度東伊豆町一般会計予算、原案可決。 

  一般会計予算審査特別委員会に付託された、議案第30号 平成25年度東伊豆町一般会計予

算歳入歳出全部について、質疑の対象となったものを重点的に報告します。 

  第１、会議回数、月日、場所、出欠席委員。 

  以下、１ページ、２ページ、３ページと割愛をさせていただきます。ごらんのとおりでご

ざいます。 

  ４ページをお願いいたします。 

  第２、審査の要旨。 

  歳入。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  １款町税。 

  ①個人町民税の普通徴収と特別徴収の人数はとの質疑に、普通徴収は5,722人、特別徴収は

3,247人を見込んだ。普通徴収から特別徴収へ移行させる事業所は、平成24年度より県下一斉

に特別徴収を推進したため、平成25年度については前年と大きな変わりはないと見込んでい

る。未申告者の人数と対応については、平成24年度は353件の呼び出しを行い90件の申告があ

った。税金の出るような方については、税務署に依頼したとの答弁があった。 

  ②固定資産税の前年度対比3,938万1,000円の減額理由はとの質疑に、家屋については評価

替第２年度になるため大きな変動はなく、土地については時点修正による減、及び土砂災害

特別警戒区域に対する補正による減額の影響がある。また、償却資産は償却による残存価格

の減によるものであるとの答弁があった。 

  11款地方交付税。 

  地方交付税は前年と同額であるが試算内容はとの質疑に、金額的には同額となっているが、



町の試算としては公務員給与の削減分に伴う3,000万円程度の減額要因があり、また、増額要

因として町税の落ち込みや臨時財政対策債の元金償還開始に伴う増、高齢者福祉の増になど

が見込まれ、それらを総合的にみるとほぼ同額と見込まれるため普通交付税を８億円の計上

としたとの答弁があった。 

  14款使用料及び手数料。 

  サッカー場には風車にかかる道路が建設され利用しにくいように感じるがいかがか、また

町営テニスコートの貸し出しはとの質疑に、現在テニスコートは傷みが激しく改良には多く

の費用がかかることから利用を停止している。サッカー場についは多目的グランドとして利

用しているとの答弁があった。 

  16款県支出金。 

  伊豆半島エコリゾートタウン負担金の事業内容については、推進協議会負担金170万円とマ

イクロ水力発電工事530万円の合計700万円の２分の１が県の負担金である。奈良本のけやき

公園の中に整備できないか検討している。調査と実施の両方の負担金であるとの答弁があっ

た。 

  ５ページをお願いします。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①固定資産税の地目調査について。 

  ②国有資産等所在市町村交付金及び納付金の減額理由について。 

  ③町たばこ税の増額について。 

  ④入湯税の試算について。 

  ⑤ゴルフ場利用税交付金の減要因について。 

  ⑥放課後児童クラブ会費負担金について。 

  ⑦急傾斜地崩壊対策事業受益者負担金について。 

  ⑧シルバー人材センター運営費補助金について。 

  ⑨健康増進事業費補助金の事業について。 

  ⑩緊急雇用創出事業臨時特例対策事業費補助金について。 

  ⑪漁港海岸水門管理委託金の増額要因について。 

  ⑫ふるさと納税寄付金のＰＲについて。 



  ⑬消防団員退職報奨金について。 

  ⑭プール利用料について。 

  ⑮ハイキング参加者負担金について。 

  ⑯観光商工課の雑入について。 

  ６ページをお願いいたします。 

  歳出。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ２款総務費。 

  ①カウンセリング委託料77万6,000円の内容は、職員の心の病のケアを行うもので、電話や

メールで相談、沼津市の事業所での相談、月１回の役場での相談を実施するものである。心

の病を患っている職員に対しては、状況により保健師が話を聴いたり、通院の際職員が同行

し主治医の話を聞くなどの対応もしている。１人で抱え込まず相談できる環境は重要と考え

るとの答弁があった。 

  ②交流・定住促進事業委託料100万円の内容は、事業の名称の変更と思われるが、以前はこ

の事業の中で婚活事業（出会い創出事業）を行っていた。しかし事業仕分けにてダイナミッ

クに展開するよう指摘があった。移住後の活動場検討のため空き店舗対策等も加味して事業

展開をしていこうと考えているとの答弁があった。 

  ③地域協働促進事業169万4,000円の内容については、事業実施について各地域に照会した

ところ、大川地区で三島神社付近と墓地から霊友会橋までのガードレールの塗装、ストレチ

アの移植経費。また、白田地区で災害時の避難路整備として、さくら介護（旧千代野ホテル）

から東京理科大の赤道整備で主に生コン支給の費用などについて実施要望があった。これら

の費用とワークショップ費用30万円を計上したものである。 

  ④空き家調査事業547万2,000円の内容は、臨時職員２名を雇用し調査表に基づき調査しリ

ストを作成する。空き地調査も含めて実施したらどうかとの質疑に、防犯灯など複数の調査

を実施する予定であるとの答弁があった。 

  ⑤急速充電器設置工事600万円が計上されているが設置場所はどこか、また普及の見通しは

との質疑に、下田総合庁舎と伊東市のディーラーで整備がされているが、中間地点にないた

め県より設置依頼があった。庁舎駐車場に設置し、電気自動車の普及を図りたいとの答弁が



あった。 

  ３款民生費。 

  ゆずりあい駐車場整備工事42万円の内容は、車椅子のマークがある駐車場に障害者優先を

示すシールを貼る作業で、役場２か所、保健福祉センター１か所、図書館５か所の計８か所

を予定しているとの答弁があった。 

  ４款衛生費。 

  ①第２次救急医療運営費負担金437万5,000円の内容は、今井浜病院、下田メディカルセン

ター、西伊豆病院の３院の２次救急に対する負担金で、人口割、均等割、利用割で負担額が

決められる。下田市はメディカルセンターができ利用状況に変化があるが、負担割合につい

ては平成25年度は据え置きとなっているとの答弁があった。 

  ７ページをごらんください。 

  ②こども未来支援費175万円の内容は、不妊治療を助成するもので、１年間30万円、交通費

５万円を上限とし、５年間を助成するものである。平成25年度は５夫婦分を計上した。24年

度は２月までに８組の申請があった。 

  ５款農林水産業費。 

  ①稲取高原の森森林整備事業での整備業務委託と整備工事があるがどのような内容の事業

かとの質疑に、平成24年度から森林空間総合整備事業で国県の助成で事業実施している。ふ

れあいの森の周辺の林地を再生するための間伐、附帯施設の駐車場、歩道整備、案内看板の

整備などを行っている。委託料は間伐業務で、工事費は林内歩道という位置づけで、ツリー

ハウス付近のクロスカントリーのコースを改修するものであるとの答弁があった。 

  ②稲取漁港整備事業地元負担金700万円の事業内容は、国庫補助事業で浚渫事業が900万円

の３分の１、機能保全事業として田町の係留施設整備が2,000万円の20％で、合計700万円で

あるとの答弁があった。 

  ６款商工費。 

  細野高原観光施設整備工事１億円の内容は、農協なめこ工場前に100台収容の大型駐車場の

整備と公衆トイレ、出展スペースの設置、さらに町道入谷天城１号・２号線内のヘアピンカ

ーブの付け替えや待避所拡幅舗装、視距改良等の道路整備を図るものであるとの答弁があっ

た。 



  ７款土木費。 

  セイリ中ノ平線改良工事445万円の内容はとの質疑に、ネットフェンスの設置延長170ｍ、

視距改良での樹木の伐採１か所、カーブの道路拡幅２か所を予定しているとの答弁があった。 

  ８款消防費。 

  ①木造住宅耐震補強助成事業費補助金210万円について、住宅の耐震補強工事が進まない理

由は何かとの質疑に、個人負担が大きい、家族構成の問題などで補強工事まで進めない、過

去の地震で建物が大きな被害を受けなかったことなどがあげられるとの答弁があった。 

  ②地域防災計画策定業務委託料600万円の内容は、本年度、県の第４次地震被害想定が公表

されるので、４次想定に基づいた町の防災計画の策定に係る業務を委託する。町としては、

職員は当町における課題等を洗い出し、業者にはデータ分析やとりまとめ等を委託する予定

であるとの答弁があった。 

  ８ページをお願いいたします。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①総務費施設管理事業の駐車料について。 

  ②職員研修費補助金の内容について。 

  ③宿日直手当の内容について。 

  ④日中友好協議会会費について。 

  ⑤生活路線バス運行委託料の内容について。 

  ⑥姉妹都市交流会施設借上料について。 

  ⑦地域活動支援センター事業費負担金について。 

  ⑧重度心身障害者タクシー使用料金助成費について。 

  ⑨敬老会諸費の内容について。 

  ⑩保育ママ委託料の内容について。 

  ⑪児童遊園遊具保守点検業務委託料の内容について。 

  ⑫放課後児童クラブ用備品の内容について。 

  ⑬救急医療協力促進委託料の内容について。 

  ⑭子宮頸がん等ワクチン接種委託料について。 

  ⑮ばい煙測定検査料の内容について。 



  ⑯災害対策用テレビ配線工事の内容について。 

  ⑰けやき公園の調理室改修工事について。 

  ⑱農業用水路改良工事の事業実施箇所について。 

  ⑲松くい虫等防除事業委託金の内容について。 

  ⑳細野高原イベント事業費補助金のイベント内容について。 

  � 観光協会に対する補助金等について。 

  � 伊豆半島ジオパーク推進協議会負担金について。 

  � 道路新設改良事業の用地取得費の内容について。 

  � 湯ノ沢草崎線法面対策工事の内容について。 

  � 非常備消防費の前年度より増の要因について。 

  � 非常備消防活性化推進事業の消防用器具備品について。 

  � 住宅等の耐震化事業について。 

  � 国民保護協議会委員報酬について。 

  � 自衛官募集事業の内容について。 

  � 各小中学校の教育振興費で計上している消耗品費について。 

  � 熱川幼稚園運営事業の土地購入費について。 

  � 旧稲取灯台管理業務委託料の業務内容と範囲について。 

  � 図書館費の土地借上料の内容について。 

  � 学校給食の委託について。 

  ９ページをお願いします。 

  付帯決議。 

  繰入金の増加は、防災対策などで国の補助金等に対応する必要があったものであるが、執

行後の財政調整基金の残高は５億1,000万円程度となる見込みである。 

  財政調整基金は、経済の著しい変動、災害によって生じた経費、緊急を要する事業の財源

などに充てられるものであるが、当町の水準は近隣の町の中でも極めて低い水準にある。 

  大規模な災害の発生が高い確率で起こると言われている状況でもあり、今後の町政運営に

明るい要因ばかりではない。 

  財政調整基金については、町政運営の礎であるので、今後は安易に取り崩すことなく、様々



な変動に対応できるようしっかり確保されることを要望する。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と付帯決議を付し、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。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） これより、委員長の報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

  12番、居山議員。 

○１２番（居山信子君） 大綱質疑をさせていただいております関係もありまして、さまざま

な観点でこのたびの一般会計につきましては、非常に注目をしておりましたところでござい

ます。委員の皆様方、大変御苦労さまでございました。 

  さまざまな角度からの審査がなされたということはよくわかりますけれども、ただ、内容

がよくわからないもので、４点か５点ぐらい、ちょっと伺います。 

  まず１点目ですけれども、７ページ、８款消防費の関係でございます。②の地域防災計画

策定業務委託料600万円の内容についての御説明がここにはございますけれども、特にこの中

で、このたびの４次想定に基づいた町の防災計画の策定に係る業務は、専門的なものは業者

に委託ということのようでございますけれども、「町としては、職員が当町における課題を

洗い出し」というふうな文言がございます。この点を、もう少し深く御説明をいただければ

と思います。 

  ２点目につきましては、８ページ、その他質疑の対象となった事項、⑦でございますけれ

ども、地域活動支援センター事業費負担金ということでございますが、これにつきましては、

幾らぐらいの費用がどのような内容でなされるということなのかお伺いをするところでござ

います。 

  さらに、21番目、観光協会に対する助成金の内容、これはどのように審査がなされたのか

詳しい内容を伺いたいと思います。 

  26番目、非常備消防活性化推進事業の消防用器具備品についての内容を伺います。 

  さらに、32番目、旧稲取灯台管理業務委託料の業務内容と範囲について、どのようなやり

とりがなされたのかをお尋ねするところでございます。 

（「ちょっと休憩してくれる」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 暫時休憩します。 



 

休憩 午前 ９時５５分 

 

再開 午前１０時０３分 

 

○議長（森田禮治君） 休憩を閉じ、再開します。 

  ３番、飯田議員。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） どうも済みません。ちょっと慣れないもので。 

  今、４点について質疑がありましたので、一応お答えいたします。 

  １点目の地域活動支援センターの事業費負担金190万円の内容はということではないかと

思いますけれども、南伊豆町の事業所、ふれあいで広域に行っているということで、障害者

の活動支援のための運営費負担金であるとのお話がありました。 

  次に、２点目の観光協会に対する補助金の関係ですけれども、平成23年度決算を踏まえて、

新年度予算はどのように生かされているかの質疑があったわけですけれども、入湯客がピー

ク時の半分以下、90万人を割る厳しい状況にあるということでありました。旅行エージェン

ト等にも企画商品の販売促進やスポーツ旅行等の開発などの戦略、誘客対策に取り組む計画

など報告があり、さらに６つの観光協会が一体となって観光資源を共有し、各種イベントで

の連帯を図るとともに、情報を一元的に発信できるよう体制づくりをしていくとの報告があ

りました。 

  ３点目ですが、非常備消防活性化推進事業の消防用器具備品372万5,000円の内容というこ

とで質疑があったわけですけれども、消防ホースが95本、ジェットシューター２台、発電機

２台、ホースブリッジが２組、消火器３本及び、小鎌ですか、鎌を28本用意するということ

で報告がありました。 

  次に、旧稲取灯台管理業務委託料の83万円の内容ですけれども、寄付をいただいた灯台と

旧萩原邸ですが、現在は毎週土日、一般参加ができるように周辺を整備し、草刈りをし、シ

ルバー人材にお願いをして委託をしているという報告がありました。 

  今、もう一つ、漏れましたけれども、職員に対する課題等の洗い出しということで、これ



については今後検討していくことで討論をいたしました。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 12番、居山議員。 

○１２番（居山信子君） 今、いただきましたが、少々わかりにくい御答弁がありましたので、

確認でございますけれども、私が伺いました３点目のところ、観光協会補助金についてのや

りとりがちょっとよく聞き取れなかったものですから、90万円ということの議論だったんで

しょうか。そこの確認をさらに伺いたいというふうに思いますのと、あとは地域ふれあいと

いうことでの190万円の計上につきましては、御説明がありましたように南伊豆のふれあいの

障害者の方々への支援というようなことで、あらまし、そのサービスの内容、事業の内容等

は理解ができるところでございます。 

  26番目、32番目、26番目は了といたします。32番目のこの萩原邸あるいは灯台の管理等に

つきましてなんですが、御寄付くださいました萩原朝子さん、かなり高齢になっておられま

すもので、できましたら今後の活用等、どのように町がしていくのかというふうなことを話

し合われているのかどうなのかということが、再度伺えればというふうに思います。 

  さらに、一番最初に伺いました８款の内容についてですけれども、この点につきましては

非常に大事な点かというふうに思います。この防災計画を、第４次想定を受けて見直してい

くというふうなことなんですけれども、この取り組みが単に絵に描いた餅になりませんよう

にしていかなきゃいけないわけですけれども、業者に委託ということですので、押しなべて

各市町で基本的なものは同じものが出されるのかなと。しかし、住んでいる地域の実情が違

うわけですから、今ここに御報告がありました職員が当町における課題を洗い出すというと

ころが非常に大事な点でございます。昨日も、さまざまな避難路を含めて、熱川方面、議員

一同で現地視察をしてきたわけですけれども、単に熱川だけでなく、早急に全町を挙げて町

民の皆さんの避難の経路等々、当然なされていかなければ防災計画なんというのはつくれな

いというふうに考えますもので、そういう点の御発言が議員の皆様からありましたかどうか、

再度お伺いするところでございます。 

○議長（森田禮治君） ３番、飯田議員。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 今、消防の関係、それから観光の関係、それから稲取灯台等の質疑が



あったわけですけれども、稲取灯台の関係につきましては、寄付等の関係について、その答

弁、質疑等はありませんでした。 

  観光協会の補助金ということで、今、読み上げしましたように、90万人を割る厳しい状況

下にあるということですけれども、６つの観光協会が一体となって観光資源を共有し、連携

を図っていくということで話し合いをしました。 

  それから、地域防災計画の策定ということですけれども、何度も言いますけれども、防災

計画については600万円の内容ということで、予算が計上されるということで、県の第４次地

震被害想定が想定をされる、これは皆さんも御存じのとおりですが、より想定に基づいて防

災計画を町が行っていくということで報告がありました。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 12番、居山議員。 

○１２番（居山信子君） それでは議長、２回だと思っていましたので、これからさまざまな

質疑、回数制限なしというふうにしていただけると活発な議論の展開ができるかなというふ

うに思います。 

  今、観光協会のところがやっぱりよくわからなくて、90万円だったのか…… 

（「90万人」の声あり） 

○１２番（居山信子君） 90万人。ちょっと、こういうやりとりでは非常にやりにくいなとい

う感じで、今後、観光のあり方というのは町の命運を左右する課題でございまして、昨日の

全協でも山田議員からのさまざまな提案もございます。意見書も出していこうという動きに

なっておりますので、今後、やはり６温泉郷につきましての、その今後の活動というような

ことは、しっかり補助金がどう生かされているのか、具体的にどんな事業をやったのか、そ

ういうことを、今後、決算の場でも私どもは注視していかなければならないというふうに考

えるものでございますので、その点について委員長の御見解が伺えればというふうに思いま

す。 

  今の萩原邸につきましての灯台についての取り扱い、管理は何カ年かにわたって、今、行

っていただいておりますけれども、観光資源としても有効なものだというふうに思いますの

で、ぜひそういう面での活用を、今後、考えていただく必要があるのではないかなというふ

うに考えているところでございます。 



  あと、消防の関係につきまして、実際に各自主防でのさまざまな必要な備品等あるいは備

蓄関係等ございますので、ここだけを取り上げているのでは、ちょっとやりとりの内容も十

分に理解ができないところでございますけれども、担当所管ということでございますので、

今後、私たちの委員会も残された期間の中でしっかりその辺も見ていきたいなというふうに

考えます。また、委員長の御見解を伺えればと思います。 

○議長（森田禮治君） ３番、飯田議員。 

○３番（飯田桂司君） 今、３点ということで、観光、それから稲取灯台、それから非常備消

防の関係についてあったわけですけれども、何度も言いますように、観光についても町長等

も、定例会についても予算等についても大分見直しを図られておるということで、先ほどか

ら言っておりますように90万人、100万人を割って90万人ということで、町のほうは予算づく

りをしたのではないかなと私は思います。 

  それから、２点目の稲取灯台、これについては言っているとおり、シルバー人材センター

にお願いし、草刈りをし、土日を開放しているということでお話がありました。 

  非常備消防については、備品等の消防用ホース、あるいはジェットシューター、あるいは

発電機、ホースブリッジ、それから消火器等を買うということのお話がありました。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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（森田禮治君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第30号 平成25年度東伊豆町一般

会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものですので、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（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、議案第30号 平成25年度東伊豆町一



般会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第３１号 平成２５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３２号 平成２５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３３号 平成２５年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

◎日程第５ 議案第３４号 平成２５年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

◎日程第６ 議案第３５号 平成２５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３６号 平成２５年度東伊豆町水道事業会計予算 

○議長（森田禮治君） 日程第２ 議案第31号 平成25年度東伊豆町国民健康保険特別会計予

算から、日程第７ 議案第36号 平成25年度東伊豆町水道事業会計予算まで、以上の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、須佐議員。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） それでは、私のほうから特別会計の報告をさせていただきます。 

  平成25年３月28日。東伊豆町議会議長 森田・治様。特別会計予算審査特別委員会委員長

 須佐衛。 

  特別会計予算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したから会議規則第77条の規定に

より報告します。 

  記。 

  事件の件名・番号、審査の結果。 

  議案第31号 平成25年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算、原案可決。議案第32号 平

成25年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、原案可決。議案第33号 平成25年度東伊豆

町介護保険特別会計予算、原案可決。議案第34号 平成25年度東伊豆町稲取財産区特別会計

予算、原案可決。議案第35号 平成25年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算、原案可決。



議案第36号 平成25年度東伊豆町水道事業会計予算、原案可決。 

  次のページをおめくりください。 

  特別会計予算審査特別委員会に付託された、１、議案第31号 平成25年度東伊豆町国民健

康保険特別会計予算、２、議案第32号 平成25年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、

３、議案第33号 平成25年度東伊豆町介護保険特別会計予算、４、議案第34号 平成25年度

東伊豆町稲取財産区特別会計予算、５、議案第35号 平成25年度東伊豆町風力発電事業特別

会計予算、６、議案第36号 平成25年度東伊豆町水道事業会計予算について、質疑の対象と

なった主な事項を重点的に報告します。 

  第１、会議回数、月日、場所、出欠席委員。 

  以下、記載のとおりですので朗読は割愛させていただきます。 

  ３ページをお開きください。 

  第２、質疑の要旨。 

  １、平成25年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算。 

  （１）平成25年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算概要について。 

  平成25年度東伊豆町国民健康保険特別会計の予算総額は、21億8,863万5,000円で、平成24

年度当初予算に比べて4,129万3,000円（1.9％）の増となっている。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 

  ①国民健康保険税の積算根拠と収納率は。 

  昨年11月末現在の調定額をもとに積算してある。所得の落ち込みはあるものの、平成24年

度本算定で後期高齢者支援金の所得割を1.5％から2.0％に改正した分が大きい。収納率は、

現年度分が調定額に対して一般が90％、退職が92％、滞納繰越が13％で積算してある。 

  ②国民健康保険の世帯数・滞納世帯の状況は。 

  １月31日現在、世帯数は町世帯数の50.4％、3,251世帯である。そのうち、現年度を滞納す

る世帯は639世帯あり、給与所得世帯が328世帯あった。滞納者に対する預金調査を毎年実施

しているが、預金はほとんどない状況だった。 

  ③前期高齢者交付金のこれからの見込みは。 

  前期高齢者交付金の見込みは積算が難しいが、65歳以上の被保険者が国保全体の36.1％を

占めているので、今後は増加する見込みである。 



  ④短期被保険者証、資格証明書の発行状況は。 

  平成24年10月１日現在、短期被保険者証は417世帯あり、全体の12.9％を占めている。また、

資格証明書は71世帯で全体の2.2％である。 

  ⑤保険給付費の内訳は。 

  主に療養給付費で、前年度対比は一般が99.6％、退職が62.3％になっている。退職は被保

険者数が250～280人なので、１人でも高額な医療費がかかると変動幅が大きくなる。 

  ⑥１人当たりの医療費はどれほどか。 

  平成23年度の１人当たりの医療費（費用額）は29万5,428円で県下14位である。 

  ⑦出産育児一時金について、内訳は。 

  出産育児一時金は42万円×20人分で算定している。 

  その他質疑の対象となった事項。 

  ①人間ドックの申請について。 

  ②高額療養費の範囲について。 

  ③葬祭費の内容について。 

  付帯決議。 

  今般、日本の活力の源であった団塊の世代が、高齢者世代へと移行する時期を迎えている。

この世代が年齢を重ねていくことで、医療費の大きな増加が懸念されている。 

  健康づくりについて、本会計では保健事業費で人間ドック補助や特定健診事業等の取り組

みを行っている。 

  高齢者といってもまだ元気な世代であり、様々な経験を蓄積されてきた人たちである。こ

の世代の人たちが体力づくりにとどまるだけでなく、農産物などの生産、学び・知的な関心

の探求、ボランティアなどの社会参加、地域貢献とさまざまな活動に参加できるよう多様な

機会を設けて、まちづくりの活力となるように町全体の施策を充実させる必要がある。 

  これによって、元気で暮らす町民の増加が医療費の伸びを抑えることを期待する。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と付帯決議を付し、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。 

  次のページをお開きください。 

  ２、平成25年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算。 



  （１）平成25年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算概要について。 

  平成25年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計の予算総額は、１億4,119万1,000円で、平成

24年度当初予算に比べて203万7,000円（1.4％）の減となっている。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 

  ①予算が減になっている要因は。 

  主に静岡県後期高齢者広域連合の試算による保険料の減が要因である。 

  ②滞納者の状況は。 

  滞納繰越分について、54人の滞納者がいる。主に無年金者や年金収入が極端に少ない人が

多い。滞納者で生活が苦しい人は、福祉係と連携し対応している。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と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25年度東伊豆町介護保険特別会計予算。 

  （１）平成25年度東伊豆町介護保険特別会計予算概要について。 

  平成25年度東伊豆町介護保険特別会計の予算総額は、12億4,253万9,000円で、平成24年度

当初予算総額に比べ3,561万6,000円（3.0％）の増となっている。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 

  ①特別徴収の階層ごとの人数は。 

  階層は１段階が62名、２段階が557名、３段階が647名、４段階が1,309名、５段階が1,053

名、６段階が436名、計4,064名である。 

  ②普通徴収の収納率および滞納繰越対策はどうなっているか。 

  普通徴収の収納率は90％を見込んでいる。当町の介護保険の問題点は普通徴収が多いこと

があげられ、普通徴収と特別徴収の割合は普通徴収が15.5％、特別徴収が84.5％となってい

る。これは、県平均普通徴収9.17％、特別徴収90.83％に比べ、県下で普通徴収が２番目に多

くなっており、対応に苦慮している。地道に徴収していくのが最良の方法との答弁があった。 

  ③財政安定化基金交付金が前年比でなくなっているが、理由は。 

  第５期の介護保険料を抑えるために24年度に国から交付された分配金である。よって25年

度は交付金はない。 

  ④地域包括ケアと定期巡回・随時対応型サービスの当町の状況は。 



  包括ケア会議を多職種の人に無報酬で参加してもらい実施している。定期巡回・随時対応

型サービスは県内３市で実施されているが、24年度前期で17件しか利用がない。町内事業者

では夜間も対応しているところもある。 

  ⑤昨年度と比較して一次予防事業費が減額、二次予防事業費が増額となっているが。 

  一次予防事業費は、講座の指導を職員が対応したことによる講師謝礼の減、二次予防事業

費は65歳以上の対象者が増加したことによる。 

  次のページをお開きください。 

  ⑥包括的支援事業等費の内容と人員について。 

  費用の主なものは職員の人件費で、人員は25年度も３名を予定している。業務的には年々

多くなっていくと予想される。 

  ⑦地域密着型サービス給付費、施設介護サービス給付費、特定入所者介護サービス費の増

減について。 

  地域密着型サービス給付費の減は、他市町に居住するグループホーム入居者の減による。

施設介護サービス給付費の増は、特別養護老人ホーム入居者の増による。特定入所者介護サ

ービス費の増は、非課税世帯の食費、居住費の減額部分の補足給付になるもので、対象者の

増によるものである。 

  （３）その他質疑の対象となった事項。 

  ①介護認定審査会の負担金について。 

  ②支払基金交付金の伸びの理由について。 

  ③居宅介護住宅改修費について。 

  ④介護予防事業の取り組みについて。 

  ⑤成年後見町長申立審査請求費の内容について。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と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25年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算。 

  （１）平成25年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算概要について。 

  平成25年度東伊豆町稲取財産区特別会計の予算総額は、125万3,000円で、平成24年度当初

予算総額に比べて４万円（3.1％）の減となった。 



  （２）主な質疑の対象となった事項。 

  ①天草事業用地補償料について。 

  合併により伊豆漁協となったが、伊豆漁協稲取支所との覚書を締結しているので、稲取支

所への支払いとなる。 

  ②当町の天草は高品質なので、補償料を天草事業の普及に活用すべきと考えるがどうか。 

  補償料の性質上、指摘のとおりだが、漁期が夏場に限定され作業内容も過酷とのことで、

難しい。漁協には管理会等で、補償料の性質を伝えていきたいとの答弁があった。 

  付帯決議。 

  稲取の天草は、古くから良質なもので有名である。近年、ところてんは低カロリーな健康

食品、自然食品として注目されている食材の一つである。 

  しかし作業は潜水による過酷なものであり、操業は現在１隻にとどまっている。 

  作業の近代化など天草事業の振興を支援するよう強く要望する。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と付帯決議を付し、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。 

  次のページをごらんください。 

  ５、平成25年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算。 

  （１）平成25年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算概要について。 

  平成25年度東伊豆町風力発電事業特別会計の予算総額は、7,831万1,000円で、平成24年度

当初予算総額に比べて2,379万1,000円（43.6％）の増となっている。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 

  ①増収の根拠になる売電単価は。 

  ＲＰＳ法に基づく旧単価は１kWあたり11.76円（税込）で、再生可能エネルギー法による固

定買取新単価は１kWあたり19.45円で165.4％の単価アップとなり、24年10月から新単価を適

用している。 

  ②10年節目の点検が予定されているが、売電計画に反映されているか。 

  点検による運転停止期間は現在不明ある。24年度には３年毎の主要点検を実施している事

もあり、最近３年間の実績により推計した。 

  ③突発的な運転停止による売電収入の補償保険に加入するとの事だが。 



  落雷等の外的要因による場合が対象となり、点検や部品の劣化等による意図的な運転停止

は対象外となる。保険料は約160万円程度の増加を見込んでいる。 

  ④一般会計の繰出金について。 

  従来からの住宅用太陽光システム整備補助のほか、県と共同で事業実施をしているエコリ

ゾート協議会事業および電気自動車購入・急速充電設備の整備などに繰り出し措置をしてい

る。 

  ⑤基金の推移について。 

  24年度末の基金残高見込みは約2,620万円、25年度の積立予定が326万円としているので、

予定どおりの施設運転ができれば25年度末は約3,000万円と推計する。 

  付帯決議。 

  再生可能エネルギー法による固定買取価格の見直しが行われた後、初めての予算編成とな

った。 

  3,080万円の売電収益の増加が見込まれているが、建設後10年を経て定期点検や部品の交換

等により風力発電事業費が増加して、基金繰入金は例年並みである。度重なる落雷による故

障と修理によって、基金の残高は2,620万円である。 

  今後は、修理などに対応するために適切な水準まで基金を増加させることを強く要望する。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と付帯決議を付し、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。 

  次のページをお開きください。 

  ６、平成25年度東伊豆町水道事業会計予算。 

  （１）平成25年度東伊豆町水道事業会計予算概要について。 

  平成25年度水道事業会計は、業務の予定量において、給水戸数を5,840戸とし、年間総給水

量を310万㎥と見込んだものである。また、主な事業は、稲取地区水源探査を予定している。 

  （２）質疑の対象となった事項。 

  ①当初予算の収支の見込みは適正か。 

  24年度は1,300万円程度の純損失を見込んでいるが、ここ数か月の景気動向では、当町の観

光客数の増加につながる動きも見られ増収要因とした。 

  ②営業収益の見込みは。 



  現年度分収納率90％、過年度分収納率55％で算定している。１月末現在の収納率は、現年

分88.5％、過年分47.9％であり過年分は前年対比2.1％下がっている。 

  ③水道料金の値上げについて。 

  料金改定は避けられない課題で、景気動向や水源探査の結果による今後の計画なども参考

にするとともに、会計制度改正による影響なども考慮に入れて、26年度以降に料金改定を検

討していくとの答弁があった。 

  ④建設改良費の工事内容はどのようなものか。 

  原水及び浄水施設整備費では４件で、汚泥脱水槽設備の工事、フロキュレーター改修工事、

取水場の高圧ケーブル気中開閉器取替工事、高圧受電盤不良に伴う取替工事を予定している。 

  簡易水道施設整備費は１件、県の実施している湯ケ岡赤川線の工事に伴う大川地区の配水

管布設工事を予定している。 

  また、配水及び給水施設整備費では、県営工事の関係での移設工事４件を予定している。 

  ⑤水源探査の概要は。 

  調査費は、熊口水源の近くを試掘するものであり、24年度実施した電気探査において、滞

水層が厚くみられることや水脈が存在する可能性もあり、水道水として利用できるか水質、

水量を調査するものである。試掘調査については稲取財産区に説明しているところであるが、

入谷区に必要であれば業者を呼び、詳細な説明をしてもらうとの答弁があった。 

  （３）その他質疑の対象となった事項。 

  ①会計制度の改正点について。 

  付帯決議。 

  ①営業収益は、景気回復を見込んだ計上がなされている。利益剰余金年度末残高は1,214

万7,000円であり、見込みが外れると重大な事態を招きかねない。 

  予算の執行にあたっては、営業収益の状況を注視しながら対応されたい。 

  ②建設改良費調査費は、熊口水源近くを試掘するものであるが、水源や細野高原、志津摩

川などへの影響を懸念する声もあるので、地権者等に十分な説明をされることを要望する。 

  ③水道事業の安定的な運営には、布設工事監督者など専門的な知識を持つ人材の育成が欠

かせない。昨年の事故を振り返ると機械の故障だけではない課題も見えてくる。こうした事

から、職員に関連する資格の取得や研修などを計画的に進め、専門的な知識・技能を有する



人材の確保・充実に努められたい。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と付帯決議を付し、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、報告を終わります。 

○議長（森田禮治君） これより、議案第31号から議案第36号までの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（森田禮治君） 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31号の討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第31号 平成25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（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、議案第31号 平成25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32号、討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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32号 平成25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

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、議案第32号 平成25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33号の討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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33号 平成25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（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、議案第33号 平成25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34号の討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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34号 平成25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（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、議案第34号 平成25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35号の討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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35号 平成25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（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、議案第35号 平成25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36号の討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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36号 平成25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（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、議案第36号 平成25年度東伊豆町水

道事業会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第８ 議案第３７号 平成２４年度東伊豆町一般会計補正予算（第１１号） 

○議長（森田禮治君） 日程第８ 議案第37号 平成24年度東伊豆町一般会計補正予算（第11

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37号 平成24年度東伊豆町一般会計補

正予算（第11号）について、提案理由を申し上げます。 

  現在、建設中の北川地区防災センター新築工事の工事期間延長に伴う翌年度繰り越しに係

る繰越明許費について、国との調整により平成24年度の執行額が減少したため繰越明許費を

変更するものであります。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 



○議長（森田禮治君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） ただいま提案されました議案第37号 平成24年度東伊豆

町一般会計補正予算（第11号）について、概要を御説明いたします。 

  平成24年度東伊豆町の一般会計補正予算（第11号）は、次に定めるところによります。 

  繰越明許費。 

  第１条 繰越明許費の変更は、第１表繰越明許費によります。 

  恐れ入りますが、１ページをお開きください。 

  第１表、既定の繰越明許費、８款消防費、１項消防費、災害に備えた安心・安全なまちづ

くり事業について、補正前の額２億7,316万4,000円に182万7,000円を追加し２億7,499万

1,000円とするものであり、記載のとおりでございます。 

  当該事業のうち、北川地区防災拠点施設整備に係る繰越額を変更する内容でございます。 

  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（森田禮治君） 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（森田禮治君） 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（森田禮治君） 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37号 平成24年度東伊豆町一般会計補正予算（第11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（森田禮治君） 御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 意見書案第１号 国道４１４号（河津～天城湯ヶ島間）の登坂車線の 

              整備促進に関する意見書について 



○議長（森田禮治君） 日程第９ 意見書案第１号 国道414号（河津～天城湯ヶ島間）の登坂

車線の整備促進に関する意見書についてを議題とします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。 

  ５番、村木議員。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） それでは、ただいま上程されました意見書案第１号について、朗読を

もって説明とかえさせていただきます。 

  意見書案第１号 国道414号（河津～天城湯ヶ島間）の登坂車線の整備促進に関する意見書

について。 

  地方自治法第99条の規定により、国会及び関係行政庁に対し、国道414号（河津～天城湯ヶ

島間）の登坂車線の整備促進に関する意見書を別紙のとおり提出する。 

  平成25年３月28日提出。東伊豆町議会議長 森田・治様。 

  提出者 東伊豆町議会議員 村木脩。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 栗田成一。 

国道414号（河津～天城湯ヶ島間）の登坂車線の整備促進に関する意見書（案） 

  伊豆地区の各市町においては、地域の特色を生かした観光宣伝を展開し誘客を図っている。

なかでも「河津桜まつり」は、100万人を超える大きな誘客イベントとなっており、その波及

効果は当町をはじめ近隣市町にも及んでいる。 

  このように観光誘客への宣伝効果が表れたにも関わらず、道路網の整備は一向に進まない

のが現状である。 

  国道414号の河津～天城湯ヶ島間は、カーブや狭隘箇所が随所にあり、追い越し車線も少な

く、行楽シーズンをはじめ祝祭日等においては慢性的な交通渋滞を引き起こしている。また、

無理な追い越しによる交通事故の危険性や高度医療を必要とする重度の緊急患者を搬送する

救急体制への影響も懸念されている。 

  この様な状況を軽減するには、登坂車線の整備が最も重要と考える。 

  これらの状況を踏まえ、国道414号河津～天城湯ヶ島間において、登坂車線を早急に整備

していただくよう強く要望する。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 



記 

  １ 国道414号河津～天城湯ヶ島間に登坂車線を整備すること。 

  平成25年３月28日。 

  東伊豆町議会。 

  なお、提出先につきましては、次のページに記載しておりますのでごらんください。 

  以上をもちまして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（森田禮治君） これより、意見書案第１号について、質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 質疑なしと認めます。 

  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（森田禮治君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより意見書案第１号 国道414号（河津～天城湯ヶ島間）の登坂車線の整備促進に関

する意見書についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 御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、11時15分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５９分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○議長（森田禮治君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 

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



 

◎日程第１０ 意見書案第２号 旅館の耐震対策への支援の強化を求める意見書に 

               ついて 

◎日程第１１ 意見書案第３号 伊豆の観光施設を重視した耐震・防災対策を求め 

               る意見書について 

○議長（森田禮治君） 日程第10 意見書案第２号 旅館の耐震対策への支援の強化を求める

意見書について、日程第11 意見書案第３号 伊豆の観光施設を重視した耐震・防災対策を

求める意見書についてを一括議題とします。 

  提出者より順次、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） ただいま提案されました２つの意見書について御説明を申し上げま

す。 

  ２つの意見書について、これは３月８日に国において建築物の耐震改修の促進に関する法

律の一部改正をする法律案が予算関連法案として国会に提出をされました。この法案の背景

は、平成27年までに耐震化率を９割に引き上げると。また、東日本大震災を超える甚大な人

的、物的被害が発生されるというような南海トラフの地震想定が出ている中で、建築物の耐

震化を加速するために施策の強化に取り組むという内容でございます。 

  具体的な問題としましては、旅館などの不特定多数が利用する建物、大規模なもの、5,000

平米以上となっておりますが、これの耐震診断を義務づけ、結果を公表するという内容がご

ざいます。また、耐震性にかかわる表示制度の創設というものも入ってございます。これに

関連して、国としては25年度の予算の中で、耐震診断の義務づけに対する診断経費の通常の

３分の１の国の割合を２分の１に引き上げたり、耐震改修に対する国の11.5％を３分の１ま

たは５分の２に引き上げるなどの支援措置を含んだ内容でございます。こうした内容に対し

て意見書を出していくという内容が１つございます。 

  加えて、県のほうに対しましては、今年の６月に第４次被害想定に基づいて地震・津波対

策アクションプログラムが策定されます。それに対する対応もございますので、内容につい

ては共通する部分と、県のほうに対しましては地震・津波対策アクションプログラムへの対



応を求める部分がプラスされた内容でございます。 

  それでは、順次、朗読をして提案とさせていただきます。 

  意見書案第２号 旅館の耐震対策への支援の強化を求める意見書について。 

  地方自治法第99条の規定により、国会及び関係行政庁に対し、旅館の耐震対策への支援の

強化を求める意見書を別紙のとおり提出する。 

  平成25年３月28日提出。東伊豆町議会議長 森田・治様。 

  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 鈴木勉。 

  １枚お開きください。 

旅館の耐震対策への支援の強化を求める意見書（案） 

  建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正が３月８日国会に提出された。主な改正

点は、病院、店舗、旅館など不特定多数の者が利用する建築物のうち大規模なもの（5,000

㎡を超える。）について、耐震診断の義務化と耐震診断結果を公表するなどの内容である。 

  東日本大震災と南海トラフでの三連動地震の被害想定からすると当然なことである。また、

観光地伊豆の雇用と経済のエンジンである旅館・観光施設が、安心・安全であることは広く

国民に愛される観光地として当然目指さなければならない課題である。 

  しかし、20年続くデフレ経済の中で、その影響を最も強く受けてきたのが観光産業である。

伊豆の観光は、宿泊者では2,000万人から1,000万人に、売り上げでは最盛期の３割程度の状

況である。 

  耐震改修には、小規模でも改修に数千万円かかるとも言われ、大規模施設では数億円単位

の改修が必要になるとも言われている。また、工事によって安全が確保できても補強で、眺

望が遮られるなどの懸念も生じている。さらに、工事期間中の休業で従業員への賃金支払い

が困難になることも課題である。そうした問題を事業所が解決しても、銀行からの融資が受

けられる保証はない。 

  国が法律で耐震診断を義務化し、新年度予算で診断と耐震改修への支援を進めても、この

程度の支援では、事業所は耐震に足を踏み出しきれない。 

  こうした状況から今回の法改正は、地元資本の老舗旅館への「廃業宣告」とも受け止めら

れる。 



  地方は、農林漁業が衰退する中で、観光に力を入れてきた。竹下内閣のふるさと創生事業

は、地方が温泉の発掘を進め、全国総観光地につながった。小泉内閣が観光庁を立ち上げた

ことで海外からの観光客を誘致する動きも出てきた。 

  厳しい競争ではあるが、地域の経済と雇用のエンジンとして観光振興を図ることで地域経

済の活性化と市町村を維持してきた。 

  今度はＴＰＰで農業を、そして、この法改正で観光まで失うようなことがあるなら、地方

の疲弊、衰退は避けられない。 

  したがって、東伊豆町議会は、国会及び関係行政庁に対して、法改正に対する支援を補助

額や金融など総合的かつ大幅に強化されるよう強く要望する。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成25年３月28日。 

  東伊豆町議会。 

  提出先につきましては、国会及び関係行政庁及び県選出の国会議員の方々でございます。 

  意見書案第３号 伊豆の観光施設を重視した耐震・防災対策を求める意見書について。 

  地方自治法第99条の規定により、関係行政庁に対し、伊豆の観光施設を重視した耐震・防

災対策を求める意見書を別紙のとおり提出する。 

  平成25年３月28日提出。東伊豆町議会議長 森田・治様。 

  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 鈴木勉。 

  次のページをお開きください。 

  観光施設を重視した耐震・防災対策を求める意見書案ですが、途中までは国への意見書と

同じですので、真ん中、中ほどのところから下が違ってきますので、そこからを読み上げさ

せていただきます。 

  また、南海トラフでの三連動地震の被害想定からすると、伊豆の観光施設は、万一の時に

は避難ビル同様の役割が期待でき、被災後も施設の安全が確保できれば避難施設などとして

の活用が期待できるなど、地域の資源としての役割も注目されてきている。しかし、東日本

大震災において、好意で観光施設を避難所に提供した施設の多くが、使用後に改修ができな

かったことなどが原因で、廃業に追い込まれている。 



  静岡県は、２月14日に「地震第４次被害想定の中間報告」と「地震・津波対策アクション

プログラムの中間報告」を発表した。減災を基本理念とする県の「地震・津波対策アクショ

ンプログラムの中間報告」には、伊豆の観光施設に対する項目はない。 

  観光地伊豆の被災を考えた時、地域で最大の雇用の場であり、数多くの食材など消費の場

である観光施設の早急な再開なしに、観光地伊豆の復興はあり得ない。 

  観光を主の産業として成り立っている伊豆の産業構造からみても、単なる施設の耐震化促

進という程度にはとどまらない重要性を持っている。 

  したがって、東伊豆町議会は、県議会及び県知事に対して、国の法改正に伴う支援策は、

地域・事業者の実情を加味して総合的で充実したものとすること。 

  また、「地震・津波対策アクションプログラム2013」の策定にあたっては、観光施設の果

たす役割をしっかり位置づけて、地域の復興につながるような活用と支援策を盛り込むこと

を強く要望する。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成25年３月28日。 

  東伊豆町議会。 

  その裏につきましては、県知事及び県議会議長、また地元選出の県会議員。関連した問題

でございますので、伊豆地域の市町議会の議長様宛てへの送付を予定しております。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（森田禮治君） これより、意見書案第２号及び意見書案第３号の質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

  12番、居山議員。 

○１２番（居山信子君） 意見書案第２号につきまして、提出者にお尋ねをするところでござ

います。 

  提出先につきましては、この記載されているという点ではちょっと不十分かなと。国交大

臣等、今後さまざま私どものほうでも町長と御一緒に陳情に伺うというふうな話にもなって

おります関係から、ぜひ静岡県選出の国会議員の関係の中に、公明党、衆議院議員の大口善

徳の名前も記載をしたらいかがというふうに考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（森田禮治君） 14番、山田議員。 



（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 大口さん１人が適切かどうかということはありますが、しかし、今

後、地域を挙げて運動していくということであれば、先ほどの意見書のように、県に関連し

た国会議員の方々全員を対象にして、補充して発送させていただくという対応が適切かと思

いますので、そういうことで今後の発送については検討をして対応したいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（森田禮治君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより意見書案第２号の討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより意見書案第２号 旅館の耐震対策への支援の強化を求める意見書についてを採決

します。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 御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。 

  次に、意見書案第３号についての討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより意見書案第３号 伊豆の観光施設を重視した耐震・防災対策を求める意見書につ

いてを採決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 御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 報告第２号 平成２３年度教育委員会自己点検・評価報告書の提出 

             について 

○議長（森田禮治君） 日程第12 報告第２号 平成23年度教育委員会自己点検・評価報告書

の提出についてを議題とします。 

  報告書につきましては、事前に配付したとおりであります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） これは、教育長、書式が決まっているのかなというふうに思うんで

すけれども、私は、教育委員会の皆さんの活動が議会を通じて町民の皆さんにも理解される

というような観点からしますと、例えばこの平成23年度というような問題でいいますと、学

校内での暴力事件とかがありました。また、父兄の中では、不登校だとか、いろいろそうい

う子供たちがいるんじゃないかとか、こういうやっぱり心配の声もあるんですよ。ですから、

何か決められた問題ということだけでなくて、やっぱりこの町の教育においていろいろ起き

ている問題、またそういう問題を、私どもも教育委員会ということで、我々からそういう問

題について一々、教育長や委員会に口を差し挟むということは、日ごろは当然していないわ

けなんですけれども、問題があったもの、また状況がこうなんだよというものについては、

できるだけこういう報告書には記載していただくと、私ども教育委員会がいろいろなことに

ついてどういうことで対応しているのかということがわかって大変ありがたいなというふう

に思うので、もう決まってそれ以上対応できないものについては仕方ないとは思いますけれ

ども、やっぱり教育委員会の働きをしっかり伝えるという点では、もう少し改善の余地があ

るように思いますが、いかがですか。 

○議長（森田禮治君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） 教育委員会の教育長に委嘱する事業とか、いろいろな分野があるん

ですけれども、今おっしゃられたことは非常に町民の皆さんにとっても知りたい大事なこと

ですので、今後、検討させていただくということで御了解いただきたいと思います。 

○議長（森田禮治君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 



  以上で、報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第１３ 議会運営委員会所管事務調査について 

○議長（森田禮治君） 日程第13 議会運営委員会所管事務調査についてを議題といたします。 

  内容としまして、議会運営に関すること、会議規則・委員会条例に関すること、議長の諮

問に関すること、以上の３点です。 

  お諮りいたします。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25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（森田禮治君） 御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（森田禮治君） お諮りいたします。本定例会に付議された議案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（森田禮治君） 御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25年第１回東伊豆町議会定例会を閉会いたします。 

  長い間、御苦労さまでした。 



 

閉会 午前１１時３２分 

 

 
 


