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一般会計決算審査特別委員会（第１日目）記録 

 

                    平成２８年９月１３日（火）午後１時５０分開会 

 

出席委員（６名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ３番  栗 原 京 子 君 

     ７番  飯 田 桂 司 君      ８番  村 木   脩 君 

    １１番  森 田 禮 治 君     １３番  定 居 利 子 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（４名） 

総 務 課 長 鈴 木 利 昌 君 総務課長補佐 
兼 行 政 係 長 福 岡 俊 裕 君 

総務課長補佐 
兼 財 政 係 長 鈴 木 貞 雄 君 総 務 課 

庶 務 係 長 鈴 木 文 昭 君 

議会事務局 

書 記 木 村 昌 樹 君   
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開会 午後 １時５０分 

 

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

務を行います。どうぞよろしくお願いします。 

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

審査特別委員会は成立いたしましたので、開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  これより委員長選挙を行います。 

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

（「異議なし」の声あり） 

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

うことに決定しました。 

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

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

とに決定しました。 

  委員長に、７番、飯田桂司委員を指名します。 

  お諮りいたします。ただいま臨時委員長が指名しました７番、飯田委員を委員長の当選人

と定めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時委員長（森田禮治君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました７番、飯

田委員が委員長に当選されました。 

  ただいま、委員長に当選されました７番、飯田委員が本委員会に出席しておりますので、

本席より告知いたします。 

  ７番、飯田委員に委員長就任の御挨拶をお願いします。 

○委員長（飯田桂司君） 早速ですけれども、委員長ということで前々回指名されてやらせて

いただきましたけれども、副委員長ともども委員会をまとめていきたいと思います。ひとつ

よろしくお願いいたします。 
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○臨時委員長（森田禮治君） これで私の役目は終了しました。御協力ありがとうございまし

た。 

  委員長には恐れ入りますが、委員長席にお願いします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５３分 

 

再開 午後 １時５３分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより副委員長選挙を行います。 

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

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。 

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

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

ました。 

  副委員長に、３番、栗原京子さんを指名します。 

  ただいま委員長が指名しました３番、栗原京子さんを副委員長の当選人と定めることに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました３番、栗原

京子さんが副委員長に当選されました。 

  ただいま副委員長に当選されました３番、栗原京子さんが本委員会に出席しておりますの

で、本席より告知いたします。 

  ３番、栗原京子さんに副委員長就任の御挨拶をお願いいたします。よろしくお願いいたし

ます。 

○副委員長（栗原京子君） すみません、御指名をいただきました栗原です。未経験で御迷惑
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をおかけすることもあるかと思いますけれども、しっかり委員長を補佐して務めてまいりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（飯田桂司君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５４分 

 

再開 午後 ２時０２分 

 

○委員長（飯田桂司君） それでは、休憩を閉じ、再開をいたします。 

  本委員会に付託されました議案第45号 平成27年度一般会計決算会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。 

○総務課長（鈴木利昌君） 委員長、始まる前によろしいですか。 

○委員長（飯田桂司君） はい、どうぞ。 

○総務課長（鈴木利昌君） すみません、議会事務局の議事録に協力するためにＩＣレコーダ

ーの使用許可をお願いしたいんですが、よろしいですか。 

○委員長（飯田桂司君） はい。 

  では、これより質疑を行います。 

  質疑の対象を総務課、選管を含めましていきますけれども、今説明しましたように一般会

計歳入歳出含めまして、そして皆さんのほうに成果説明書のほうありますので、それも含め

て質疑をしていただければと思います。 

  では、質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

○１３番（定居利子君） 先ほど大綱質疑の中にもありましたように人件費ですね、山田直志

議員から大綱質疑のあった件について、振替休日については91.8％である。あと後援につい

ては49件で81.6％ということですけれども、もう一度詳しく内容について説明お願いいたし

ます。 

○総務課長（鈴木利昌君） 全体で事業数が66事業、参加人員が578名、取得率が87％、これ

は全体です。町主催のものにつきましては、先ほど町長が答弁されたように17事業で306人、

取得率が91.8％、後援協力等は49事業に272名、取得率が81.6％となってございます。これ

は共催といいましても、例えばの話、細野高原のイベントですとか、戦没者の慰霊祭ですと
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か東伊豆町民文化祭、お試し居住のオープニング等も県の主催になりますので、その後、町

でやっていたり、町が主催と思われるようなものでも、実際そういうものがありますので、

それは一応後援のほうに入れさせていただいて今回カウントしてございます。 

○１３番（定居利子君） この振替休日なんですけれども、そういう町の主催等で出席しても、

なかなか振替休日がとれない、職員が少ない中でとりにくいということと、これは何年間こ

の有給とかはためておくと言ってはおかしいんですけれども、それがなかなか有給もとれな

いし、振替休日もとれないという現状の中で、これは１年１年で処理されるものなのか、ま

た金額的にはそれが振りかえができないということの中で、職員の健康管理とか、そういう

ところもあると思うんですよ。やっぱり町の対応も今後そういう面でしっかりとしていただ

きたいなと思いますけれども、いかがですか。 

○総務課長（鈴木利昌君） 東伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する条例と規則というのが

ございまして、振替休日につきましてはイベント日の前４週、後ろ８週の中で一応とりなさ

いということで決まっておりますので、年次休暇については１月から始まって12月までの１

年間で翌年に20日まで持ち越せますので、最大で40日という形になっています。 

  ちなみに、これ余談ですが、この間、給与実態調査というのがあって、職員がヒアリング

に県のほうへ赴いたんですが、その中で言われたことは、うちの町が10.4ぐらいの有給休暇

の取得率なんですが、県下の中では非常に上位にいる、特に執行率がいいという話です。

10.4日でいいというのはどうかと思うんですが、一応県平均が9.幾つになっている部分なも

のですから、年次休暇も静岡県だけで見れば低い方でないという、とれているほうに入るか

なという。 

○１３番（定居利子君） この観光協会等がそういうイベントが最近多いんですけれども、そ

れに対し職員が動員で職員の意思でということもよく聞かれるんですけれども、その町のほ

うで強制ではないんですけれども、ある程度出てくれというそういう要請も強くあると思う

んですよ。そうなると職員も出ざるを得ないという状況にもあるので、やはり職員のいろい

ろな意見も聞きながら、観光協会等のイベントに使役ではないんですけれども、そういう形

で出されればいいんですけれども、極力職員というあれを大事にしていただかないと、何で

も観光協会、はい、何人出せればいいとか、雛のあれにも土日皆さん出ていますけれども、

そういういろいろな面の健康状態等を考えて、町もしっかりと何でもかんでも受けてくるん

ではなくて、そういう状況をいろいろな面で把握して、それで協力するという形にしていた

だければなと思います。 
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○総務課長（鈴木利昌君） そのようなことを心がけてやっていきたいと思います。 

  ちなみに雛の土日に出る者につきましては、福祉厚生会のボランティアということで自主

的にやらさせていただいております。ですから、そのほかに定居委員おっしゃるよういろい

ろありますので、その辺は今後また考えながらやっていきたいなと。ただ、その中でどうし

てもうちの町の基幹産業でもありますので、そこが盛り上がらないとなかなか町全体が盛り

上がってこないという問題もありますので、その辺のせめぎ合いの部分もあろうかと思いま

す。その辺またいろいろ話をしながら決めていきたいと思います。 

○８番（村木 脩君） 今の福祉厚生会だとかボランティアだとかと言っているんだけれども、

そこで事故が起きた場合なんかは、それは公務災害になるの。 

○総務課長（鈴木利昌君） 公務災害にはなりませんが、町が加盟しています保険のほうの対

応で出るような形になっております。 

○８番（村木 脩君） その対応というのはどこまで対応してくれるの。残りの年数とか、そ

ういうときに全部給料の補填だとかそういうものがあるのかどうか。 

○総務課庶務係長（鈴木文昭君） そういったものはないですね。 

  基本的に怪我をした場合というのは通院について１日幾ら、死亡には死亡保険金幾らとい

う形になっておりまして、けがをしたから仕事ができなくなったからという補償ではないで

す。 

○８番（村木 脩君） そのようなことをきちんと別にしてから人を使わないと、これからの

責任問題も、うちの方へ来る可能性もある。その辺のところはきちんとしていかないといか

んなという気がする。 

○総務課長（鈴木利昌君） そこは福祉厚生会のボランティアということであっても、今後検

討させていただきたいと思います。 

○委員長（飯田桂司君） ほかにありますか。 

○１３番（定居利子君） ５ページで職員採用でもいいんですか。構わないんですか。５ペー

ジの成果説明書、いいですか。 

○委員長（飯田桂司君） はい。 

○１３番（定居利子君） 職員採用の件についてなんですけれども、各課で職員が少ない少な

いという中で、税務課もなかなか収納もできないとか、先ほどのお話の中でもイベントに出

たりとか、いろいろな面で出る機会も多い中で大変職員が少ないということを伺っているん

ですけれども、総務課として、その職員の採用についてはどうお考えになっていますか。 
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○総務課長（鈴木利昌君） 職員、確かに減ってはいますが、今現在は退職補充というような

形の中で、今このように人口が減っている中で職員を増員するというのは、なかなか難しい

部分があります。ただ、今は新年度に新しい事業があったり、今後そういうものがある部分

については事前に話を聞いて、そこのところに人を回せるような形に一応はしていきたいな

と。 

  税務課は少ないと言いますけれども、今回は今年度からは賀茂郡の滞納整理の広域のほう

ができておりますので、それに１名を増員しておりますし、郡下から２名の職員が一緒に来

ています。結局３名の職員が増員になったような形になっておりますので、決して減ってい

るわけではございません。そういうような中で、やはり一番、西伊豆方面と比べれば決して

少ないわけではないですし、その中で現況の数から若干減らす方向で今考えておりますが、

そうは言っても職員の健康面もありますので、現状維持的なところで退職補充というような

形を考えております。 

○１３番（定居利子君） 臨時職員で補充をしているという形ですけれども、監査委員にもそ

ういう報告があるんですよね、その職員の配置についてということでね。それで臨時職員は

今現在何名ぐらいいらっしゃるのか、どういったところに配置されているのか。 

○総務課長（鈴木利昌君） 臨時職員で補充しているわけでなくて、一応退職した職員につい

ては正規の職員で募集をかけております。臨時職員は担当のほうからお答えします。 

○総務課庶務係長（鈴木文昭君） 臨時職員ですけれども、今現在の人数でよろしいですか。

今現在は36名になっております。主なところですと給食センターですね。給食センターと、

あと幼稚園に１人、あと総務課に１人おりまして、あと企画調整課に１人、あと地域おこし

協力隊というのがありまして、そこに３人という形。 

○総務課長（鈴木利昌君） すみません。地域おこし協力隊は臨時職員ではありませんので、

あれはあくまでも地域おこし協力隊ということで、役場の職員ではございません。 

  庁内には用務員さん、総務課、企画、それから今農林水産のほうで農業委員会が新たに今

年から制度が変わりましたので、そこに１名というような形で、四、五名の職員という形で

やらせていただいております。あとは今、担当係長が申し上げましたように給食センターで

すとか、そういうところに多くいます。 

○１３番（定居利子君） 臨時職員が36人という中で各課はさほど職員が不足しているという

状況では今現在はないということで、事務的にはスムーズに行われているということですね。

それでよろしいんですか、私たちの認識的には。 
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○総務課長（鈴木利昌君） あと細かい話をいたしますと、結局技術系の職員ですとか保健師

さんですとか、そういう資格を持った職員さんというのは、なかなか募集をかけても来てい

ただけないのが現実ですので、それがうちの町だけではなく、郡下、県下含めて、その辺は

苦慮しているところでもあります。一般職員につきましては、必要最低限の部分で何とかや

れているのかという感じでおります。 

○１３番（定居利子君） 大丈夫だという中で住民サービスを、やっぱり住民の不満がないよ

うにやっていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

○総務課長（鈴木利昌君） そのような形を心がけたいと思います。ちなみに平成８年258名

いた職員が平成27年に186名ということで、72名減っております。この中にはもちろん給食

センターですとか清掃課が東河環境センターに変わっているという部分で、一部事務組合に

変わっているという部分もありますが、それでも差し引いても、やはり50人近い人間が減っ

てきている形になろうかと思います。 

○１３番（定居利子君） 了解しました。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○８番（村木 脩君） 決算書の13ページの地方消費税の交付金なんだけれども、交付金だか

ら県のほうが試算しているんだろうけれども、ここで6,000万補正されているんだよ。この

6,000万というのは見込みとしては相当でかい見込みだよな。県のほうで最初に抑え過ぎて

いるのか、途中から消費の景気がよくなったのか、その辺がちょっとわからないけれども。 

○総務課長（鈴木利昌君） これは、その前の年に消費税が５％から８％に上がりまして、買

い控えがあったものですから、その翌年になりまして買い控えが終わったというか、そうい

う中で増えた部分があります。これは県のほうの試算でこのような形になっております。こ

れは都道府県に納付された地方消費税の２分の１に相当する額を、うち２分の１を市町村の

国勢調査の人口で、ほかの２分の１を市町村の事務所統計の従業者数で案分された数字とい

うことになっていますので、それが買い控えだったのが戻って、金額的に増えてきたという

部分があります。 

○８番（村木 脩君） それだけの原因でここまで増えたかどうかわからんけれども、買い控

えで全部それが反動として6,000万増えましたよと。予算を立てるときも、その辺を余りに

も過少に見ていたのか、その辺がちょっと割かし安全を見る場合があるもので、目いっぱい

との予算というのは立てられないんだろうけれども、その辺の下のゴルフ場利用税だとかそ

ういったものを見ると補正で100万上がったりしているんだけれども、ゴルフ場利用税が100
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万なんていったら人数的には結構でかいものです。その辺がちょっと景気が悪いなと思って

安全に見過ぎたのか、そういう予算を立てるときの安全率を見過ぎたんではないですかとい

う質問なんだけれども。 

○総務課長（鈴木利昌君） 最終的に１億増えていますもので、そこまではちょっと私達では

見込み切れない部分がありまして、正直。ちょっとこれは意外に伸び過ぎたと。ゴルフ場利

用税につきましては、昔は県のほうで利用人数というのを教えてくれていたんです。今は教

えなくなったものですから、ちょっと推計するのになかなか難しいところがありまして、ち

ょっと安全を見るしか方法がなくなってしまったというようなのが実際のところです。 

○８番（村木 脩君） 了解。それと、36ページのふるさと納税だけれども、このふるさと納

税は大分賀茂郡でもおくれを、うちの町は町長が最初のころは余り乗り気ではなくて、大分

おくれちゃっているんだけれども、このやっぱり西伊豆を追い越せとは言わないけれども、

ある程度もう少し上げていかないと、上げればやっぱり財政的にも楽になるんだろうと。そ

の辺のこれからの町長の考え方なり財政の考え方として、ふるさと納税の今後のあり方とい

うか見込みというか、将来性について。 

○総務課長（鈴木利昌君） 町長の基本的な姿勢は、やはり制度にのっとったような形で余り

今のうちの町は３割か４割の中でお礼の品をやっていますが、それを５割、６割という考え

はないと思います。制度にのっとったような形で。 

  ただ、やはり上げていけば基金にも残りますし、財政的にも助かる部分もあります。なの

で今は、この４月からはクレジットなどもいいよということで許可いただきましたものです

から、そのような形で今は進めております。今年も今年度につきましては、この補正でも上

げさせていただいて、１億5,000万を一応補正予算に。ただそれにつきましても11月、12月

の駆け込みは見通さないで、あくまでも７月までの月平均で算定してございますので、11月、

12月がどれだけ増えるのか、それによって１億5,000が１億7,000とか8,000とかというよう

なことになるのかなと思いますので、ただやはり基本的には気持ちをいただくものなもので、

寄付金なものですから、その都度対応させていただきたいなと思います。 

○８番（村木 脩君） 気持ちをもらうとか、そんな優しいこと言っていて銭なんか増えない

んだから、この景品を何も５割なんかしなくて３割で、いいものだとか珍しいものだとか、

その辺の開発もしていかないと、西伊豆なんて結構それ専門でやっているようなやつらがい

て、業者もそれで頑張っているし、だからそういうところに目をつけて、安い３割で７割を

稼ぐ。それで基金を今のうちにつくっちゃおうとか。これも制度的にいつまで続くかわから
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んもので、結構批判も出ているようだし。だから、あるうちに、なるべくそういうところも

検討したほうがいいのかなと。そもそも総務課でやってることが間違いではないのか。 

○総務課長（鈴木利昌君） その辺も総務課がいいのか企画がいいのか、地方創生の場合、企

画持っていますので、総務課は財政でやっていますが、財政も企画課から異動してきている

人間もたくさんおりますので、その辺は私を含めてみんなで意見を出し合って、アイデアを

出して、いろいろな部分でおもしろそうなものを取り入れていこうというふうに職員でやっ

ておりますので、事業所におきましても西伊豆ほどではないですけれども、やはり今年この

金額で既に５カ月で収入として800万、900万上げているところもありますので、通常の商売

プラスふるさと納税で700万、800万みたいな大きな話、まだ５カ月、６カ月の話なもので、

そういう中でそういうところが頑張ってくれれば、それを見て皆さん追従して同じように頑

張っていただければ、今後いい方向にしていくのかなというふうに考えます。ただアイデア

をいろいろ今後やはりいい方向へアイデアを募りたいし、こちらからも、こういう方法は今

うまくいっているよというのをよく事業所さんにお知らせしていきたいなというふうに思い

ます。 

○８番（村木 脩君） ともかく西伊豆、焼津を目指して頑張っていただきたい。 

○総務課長（鈴木利昌君） 10億というと厳しいですけれども、なるべくたくさん寄附してい

ただけるように頑張っていきたいとは思います。 

○委員長（飯田桂司君） ほかにありますか。 

  何かありますか、成果表のほうでも。 

（「すみません、委員長、休憩をしてください」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時２６分 

 

再開 午後 ２時２９分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○８番（村木 脩君） 歳出の合計で予算現額で55億円ぐらいになってくるんだけれども、こ

の見込みで大体来年はどういった予算を頭の中で描いているのか。 

○総務課長（鈴木利昌君） 昨年は小中学校の体育館の天井崩落防止ですとか、27年度決算に
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ついては浮き桟橋ですとか、あるいは避難地整備ですとか、大きなものがかなりありました

ので、50数億歳出、これうちの町の今の状況ではちょっと厳しい状況で、今年度49億という

ことで予算を計上させていただいております。それでもある程度の基金取り崩しも行ってお

りますので、通常考えれば47億、６億、７億の予算が組めれば一番ベストなんですが、非常

にその予算うちには厳しいのかなと思います。 

○８番（村木 脩君） 町の規模とすると、割りかし財政的には47億ぐらいでとまっていてく

れれば非常にやりやすいんだけれども、やっぱり賀茂郡でも、うちの町としては人口も一番

ある、観光としても栄えているほうなんだけれども、ちょっと何か政策的にこの予算に色が

ないのかなという気がするんだけれども、どこか総花的になっていて、きょうのまち・ひ

と・しごとではないけれども、政策としてどうなんだろう。子育てなんかもそうなんだけれ

ども、では係をつくりました。では子育てでどういうことをやっていくんだろうというのが

全然見えないんだけれども、そういうものが一つの政策として、ここを町長が目玉でやって

いくんだとか、そういうものを予算にあらわさないと、ただ総花的にお金をくっつけている

だけでは町としての目玉が。観光も毎年ある程度の額は出ているんだけれども、それが変わ

っていかないんだよな、ただ補助金で金額がのした。だから、そういった予算をこれから立

てるときに、これからも今計画が出てくるだろうから、９月で。そういったときに一つの政

策として町長の目玉をつくってやらないと、財政的には何とか抑えようという気持ちはわか

るんだけれども、そこにこの町長の政策として今年はこれが一つの予算の目玉ですよという

ものをつくってやらんと。その点について財政的に考えてどうなのか。 

○総務課長（鈴木利昌君） その辺は今後また町長ともよく話し合いをしながら、町長、今一

番やはり気にしているのは子育て支援のような係もつくりましたし、そこの部分が中心にな

ってくるのかなと思います。それと、やはり基幹産業である観光をどういうふうにしていく

のか、その部分。それに地方創生がプラスしてくるのかなと思うんで、何でもかんでもはで

きませんので、その中から委員言われたように特色のあるものを今後、効率よく予算に反映

させていきたいなというふうには思っています。 

○８番（村木 脩君） だから、子育て係なんかも係はつくったけれども、仕事がないという

ような状態なもので、そこいらをひとつ、いろいろな課で結構子育てって散らばっているん

だよ。そういうものをある程度寄せていって、その上で１つの係でつくるとか。教育委員会

なんかにも結構あるんだけれども、だからそういうものの連携させる組織をつくっていかな

いと、係はつくりました、予算はありません。それでは子育て係としてやることがないと。



－12－ 

だから、今やるべきことは、そういうことを子育て係が１つきちっとしたものをつくってい

かないと、ただ総花的に補助金で銭ばらまいていても、なかなか難しいと思うんで、そうい

ったことも、ひとつ総務課として予算を立てるときにヒアリングでそういうことを指導して

やったらどうかという。 

○総務課長（鈴木利昌君） それはまた検討して、教育委員会との部分が生じておりますので、

それは今後また課題として取り組んでいきたいと思います。 

○８番（村木 脩君） よろしくお願いします。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○８番（村木 脩君） それと、この普通交付税だっけか、結構増えていたのは。この交付税

の伸びというのは無理やり抑えているの、抑えてないの。 

○総務課長（鈴木利昌君） これは抑えているわけではなくて、人口減少等特別対策事業費と

いうのが27年から新たな項目でつきまして、これは人口が急激に減少している市町に特化し

て交付されているもので、とりあえず１年目なもので、かなりの額がでました。これを５年

間の中で徐々に、今回は人口が減ったところに多く出しますよ。２年目以降はそれに対して

対策をして実績が出たところに厚くしますよ。何もしないところは５年間かけて減らしてい

きますよということなものですから、これが12月にその当時政府がいろいろありまして、情

報がなかなかこれは来なくて、27の予算を組むときにわからなかったんです、ぎりぎりまで。

その中で低く抑えた中で見ていたら、この部分が１億数千万、２億幾らか。1.1％で見込ん

だんですが、最終的に5.1％ということで、物すごくそれが増えたものですから、結果この

ような金額、補正になりました。これはうちだけではなくて郡内含めかなりの市町が１億、

２億の補正をしております。 

○８番（村木 脩君） これぐらい増えると故意に隠していたんではないかと。 

○総務課長（鈴木利昌君） そのようなことはございません。 

○８番（村木 脩君） これから国の考え方として、ともかく特色あるもの、地方の特色のあ

るものには交付金をつけますよとか補助金つけますよというやり方なもので、そこのところ

を総務課のほうも各課へ言っておかないと、だから今度、公共施設の新しい使い方だとか、

いろいろなものに補助金がついてきたりするもので、だからやっぱり町の特色を出せという

のが今の国の考え方なもので、ふるさと創生だっけか、そんなような考え方が今根強く残っ

ているもので、だから総務課長として各課に、その辺のアイデア的なものは常に考えておい

てくれという教育をしていかないと、なかなか補助金がもらえないんで。 
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○総務課長（鈴木利昌君） そのような方向で、また各課に連絡を密にしていきたいと思いま

す。 

○委員長（飯田桂司君） ちょっと聞きたいのは賀茂の関係で整理回収などで職員が１名増と

なっていることで、こちらのほうに回収協議会派遣職員ということで１名増員したというこ

とがあるわけですけれども、これ見ると他市町、他町の職員も支援を行っていると書いてあ

る。状況についてはどういうところで収納。これは２ページです。２ページの、監査委員の。

これちょっと監査委員の記載があるんですけれども、これちょっと教えていただきたい。監

査委員の教えていただきたい。 

○総務課長（鈴木利昌君） 今年度の話でもよろしいですか。 

  今年度から税務課収納係と国保係に賀茂地方税債権整理回収協議会派遣職員という形で１

名ずつ増員させました。一旦役場に来まして、役場の車に乗りかえて下田の総合庁舎へ行き

ます。そこから、うちのほうは県の職員を入れて３名の職員が行きます。税務課が３名、う

ちのほうの職員と県の職員と下田市の職員ですかね。その職員が車で町内に、実質徴収はし

ないと思うんですが、銀行へ行って調査をしたりとか、そういうような収納のほうの作業を

しております。 

○委員長（飯田桂司君） 効果的には、やはりこれからもそれが続いていくのかなということ

なんですけれども。 

○総務課長（鈴木利昌君） 今年度からの事業なもので、今後続く予定ではやっているんです

が、あとは県がいつまで人を出していてくれるか。最近、県の傾向としては最初の二、三年

でぴっと引いちゃう場合もありますので、今のところ今後ずっと続くような予定の中でやっ

ております。うちと下田が収納率も悪いということで、下田が３名、うちが２名、あとは１

名ずつという中で、その中で県からも何人か人を出していただいて、出した以上の職員をよ

こすというような形の中でやっておりますので、今後は結果が徐々に出るものと思っており

ます。 

○委員長（飯田桂司君） わかりました。 

  ほかに。 

○１３番（定居利子君） 成果説明の９ページ、行政改革関係なんですけれども、これ事業仕

分けによって、いろいろ町のほうで提案をされてくるんですけれども、よろしいですか。27

年度はごみの有料化とか、熱川図書館の統合についてということで提案されたんですけれど

も、その以前にも社協とかそういうのも幾つかありましたよね。こういう成果についてどう
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いうような成果が得られたのか、この事業レビューによって。 

○総務課長（鈴木利昌君） 昨年、以前のものにつきましては補助金の関係が多かったと思い

ますが、そこは町で出している補助金については全て１度精査をした中で、要綱のないもの

等はすべて要綱をつくって、その中で補助をするという決まりをきっちりつくった中で計算

をするというような形にしております。 

  あと昨年のごみの有料化につきましては、まだ有料化する前にやることがあるということ

で、ごみの減量等を今後進めてほしいということで、今現場側で対応しておるところですが、

この図書館・熱川支所の統合につきましては今年度もう３回ほど担当部署と副町長が入りま

して進めておりますが、図書館をあそこ改築するというのはなかなかお金もかかる話なんで、

ちょっとその辺は無理なのかな。今これはまだ今後の話ですが、一応方向性とはコンビニ収

納も始まりますし、コンビニ発行というものも検討しておりまして、コンビニで住民票等が

発行できるようになれば、町内５カ所のコンビニプラス、例えば図書館に発行の機械を置い

て様子を見ながら何年かかけた中で、すぐというわけにはいかないですけれども、一、二年

様子を見た中で熱川支所をどういうふうにしていこうかということを今話し合いはしており

ます。 

  これは昨年からちょっと方向が変わりまして、レビューにつきましても職員から行政改革

募集を募ったところ300数件の応募というか意見がありました。それを集約した中で、昨年

は意見が多かったものをレビューのときに２点を上げさせていただいたというような形にな

っております。 

  あと詳しいことは係長のほうから。 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） ちょっと細かい内容になりますが、（２）の儀式

褒賞事業というのがありまして、そちらでは内容を見直しして置時計やなんかの記念品を廃

止ということで、その辺で削減をさせていただいております。 

  あと出会い創出事業については、町が実施するものなのかどうなのかという議論もありま

して、一応現状は廃止という形になっております。 

  あとは社会福祉協議会の補助金につきましては、一応内容をよく見まして、収益の上がら

ない事業に一応補助をするということで、中身を精査しまして、一応補助率も２分の１とい

うことで一応基準を設けさせていただいております。 

  あと金額的に大きいのは、在宅高齢者福祉推進事業の中で配食サービスというものを行っ

ているんですが、それを社協のほうから委託へ民間委託へ切りかえまして、当初500万ほど
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かかっていたところが150万円で同じサービスができるようになったということで、この辺

は350万円の削減につながっております。 

  一応主なところはそのような対応です。 

○１３番（定居利子君） 行政改革についてはいろいろ多方面でありますので、限られた財源

ですから、それを本当に有効に使っていただけるように、削減するところは削減して、つけ

るべきところはつけていただいて、町民サービスにつながるように皆さんで努力をしていた

だきたいと思います。 

○総務課長（鈴木利昌君） そのような形で検討をしてまいりたいと思います。 

○委員長（飯田桂司君） ほかにありますか。 

○８番（村木 脩君） 個人番号は今どれくらいのカード、あれは何％ぐらい。総務課ではな

いだろうけれども。 

○総務課長（鈴木利昌君） 今現在で大体１割ぐらい。 

○８番（村木 脩君） 源泉徴収は税務署も今年から個人番号を全部やるような話だけれども、

そこいらどういうふうに普及していくかなという気がするんだけれども。 

○総務課長補佐兼行政係長（福岡俊裕君） 源泉徴収につきましては、直接カードを発行しな

くても全ての方のところに通知カードというものが届いています。そちらの方に個人番号が

記載されておりますので、その番号と、あと身分を確認できるものですね、運転免許証等が

あれば申請には差支えがないということで、カードの発行については強制はされていないも

のとなっております。 

○８番（村木 脩君） そうすると、いつまでたっても……。役場の職員は全員カードは持っ

ているのかい。その辺も普及させるのか、何だろうな。少し一番出しているところでいうと

５割なんかいっている市町村もいるだろうな。 

○総務課長（鈴木利昌君） 休憩していいですか。 

○委員長（飯田桂司君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４８分 

 

再開 午後 ２時５０分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたしますけれども、何かありますか。 
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（「休憩してもらっていい」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５０分 

 

再開 午後 ２時５３分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○１３番（定居利子君） ちょっとページ数わからないんですが、職員の研修なんですけれど

も、大体事務的な研修が多いと思うんですよ、静岡とかそういう、自治なんですか、契約だ

とか、そういう面の研修は行かれても、世間のいろいろな広く視野を見るというんですか、

いろいろなところへ行っての研修というのはほとんどないんではないかなと思うんですよ。 

  観光課は結構あちこち行ったりして、いろいろなところを見てきたりとか、その町の状況

等は把握できるんですけれども、ほかの職員さんは、いつも事務的な研修だけが多いんで、

やっぱりほかの課も、そういうところへも行くのも私は必要ではないかなと思うんですけれ

ども、課長の御意見どうでしょうか。 

○総務課長（鈴木利昌君） 職員自主研修事業というのも行っております。その中で先進地視

察等もやっておりまして、27年度につきましては自主研修で職務と関連する内容ですが、資

格の取得等あるいは視野を広げ、見識を高めるための先進地視察等も行っております。 

  ただ27年度は災害もなかったものですから、よく災害があるとそこに研修視察等で行くこ

とも多いんですが、そういうことも今回はなかったものですから、若干減っている内容です。

あとは昔は職員が課ごとに研修日帰り旅行みたいなのもあったんですが、なかなかこの時代

やっているところもないものですから、ちょっと難しい部分がありますね。ただ、うちの町

はこれ職員の自主研修先進地視察というのは、かなり早い段階で始めていますので近隣の中

では、それなりに職員これを使って研修はしているほうだとは思います。 

○１３番（定居利子君） 成果説明の６ページ、７ページなんですけれども、市町村センター

だとか自治研修所だとか、そういったところがほとんど多いんですよね。先進地視察もあり

ますけれども、やはり観光地ですので、そういう観光地等もグループで視察するということ

も必要ではないかなと思うんですよ。それによって職員さんたちのいろいろなアイデア等も

出まして、町の事業に活用していただければ大変ありがたいんではないかなと思う。ただこ
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ういう本当の事務的レベルの研修だけでなくて、以前はよく神津へ皆さん行ったりして神津

島のいろいろなそういう民宿とか観光関係のことも勉強してきたという話もお伺いしたこと

あるんですけれども、今そういう職員同士の交流というのもなかなかないと伺っていますし、

特に観光地等の研修なんかも今後はまた必要ではないかな。観光課はよくちょいちょい随行

していろいろなところへ行かれるんですけれども、やはり皆さん異動等がありますからね。

やはりそういう面も必要ではないかなと。 

○総務課長（鈴木利昌君） 先ほども言いましたように、昔みたいに課単位で研修視察という

のは、なかなか難しい時代かなとは考えています。ただせっかくあります先進地視察、先進

地の職員研修ありますので、これ有効に今後使っていけるように職員には指導していきたい

なと思います。 

  増えてくれば当然予算も、ある程度ここで確保することができますので、その中でいろい

ろな観光の先進地とかに行っていただければ、これグループでも行けますので、そういう部

分でやっていただければなという感じです。 

○１３番（定居利子君） はい、了解しました。 

○８番（村木 脩君） 総務課長さん、ちょっと人事が２階と３階の入れかえがなさ過ぎるん

ではないか。総務課長としてどうだい。見ていてちょっと人事が偏っているなと思うんだよ

な。出たり入ったり同じところを行ったり来たりさ。あれだと職員がつくれないんではない

かと思うんだよ。研修もいいんだけれども、やっぱりいろいろな課を回って、若いうちに役

場の中の仕事を覚えないと、かたわになっちゃうんではないか。総務課長としてどうでしょ

うか。私見で結構です。 

○総務課長（鈴木利昌君） なるべく多くの課を回れるような形で３年から４年、若いときは

そういう形がやっぱり一番いいのかなとは思います。ただ難しいのは、やはり課長さんによ

れば、やっぱりベテランがいないと困るという課長もいますし、その辺で難しいところもあ

るんですが、それでもやはりその職員職員の将来もありますので、なるべく多くのところを

経験していただこうかなというふうには考えています。 

○８番（村木 脩君） その困るというのは自分が楽したいからだ、勉強しないからなんだよ。

だって、やっぱり与えられた職員でやるしかないんだ。総務課なんかは結構ベテランばかり

給与担当なんていなくなったと思ったらまたもとへ戻ったり。そういう人事がどうも多いな。

だから、財政だって本来はもっと財政に明るい人間を職員の中につくらなければならないん

だけれども、だからその下が育ったとき上をかえるとか、ある程度やっていかないと。 
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○総務課長（鈴木利昌君） そうですね、なるべく多くの課を行けるようにはしたいと思うの

で、またそういう提言もできればしていきたいなと思います。 

○１１番（森田禮治君） 財政でわかると思うんだけれども、町の風力、あそこの土地を白田

区へ金を初めは払っていたんだけれども、成果表見ると載ってないような気がするんだけれ

ども、あれは今払ってないですか。見落としたかもしれないけれども、この間からずっと見

ているけれども、それが出てないんだよ。 

○総務課長（鈴木利昌君） 企画調整課のほうの風力会計だと思うので、ちょっとすみません。 

○１１番（森田禮治君） 風力会計のところにないんだ。今払ってないの。 

○８番（村木 脩君） 最初から払ってないよ。 

○１１番（森田禮治君） 初め払っていたよ。 

○委員長（飯田桂司君） では、それは企画のほうでまたね。 

○１１番（森田禮治君） 企画のほうにもないんだよ。だから、財政ならわかると思って聞い

ているんだよ。 

○総務課長（鈴木利昌君） 財政のほうに特会のあれは来ないものですから、ちょっとわから

ないですね。 

○１１番（森田禮治君） いいよ、企画で聞いてみるから。 

○委員長（飯田桂司君） では、それは企画のほうでまた。 

○１３番（定居利子君） これかな、風力発電所用地補償費10万4,141円。ここにあるけれど

も、これかな。風力会計のほうの８ページ、これがそうですか。 

○総務課長（鈴木利昌君） すみません、特会の話はちょっとわからないです。 

○１１番（森田禮治君） 後で企画で聞いてみるよ。そのくらいの金額だ。 

○委員長（飯田桂司君） ちょっと選挙の関係で以前ちょっと議員で研修させていただいたん

ですけれども、予算的なものはちょっとあれですけれども、開票等の時間が大分改良されて、

大分以前に比べて改善されてきたのかなと感じるわけですけれども、現状どうですか。やは

り昔と変わらないということはないだろうけれども、大分早くなったかということをひとつ

確認したいんですけれども。 

○総務課長（鈴木利昌君） 大分早くはなっていると思うんですが、それでもやはりうちの町

の場合は人手に係る部分が多いもので、今後は衆議院議員のときは最高裁あります。今読み

取り装置というのも入っておりますので、今後10分の10の補助で、そのことも変えるような

話も確認しておりますので、今後はそういう機械類も入れながら、さらにスピードアップが
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できるような形にしていきたいなと。 

  それと、あとはあそこで立会人さんたちの説明会も今回から始めましたので、その中でス

ムーズにいけるような形にしたいなというふうに思います。 

○委員長（飯田桂司君） 了解しました。 

  何か。 

○１３番（定居利子君） それで選管のほうもいいんですか。下でやるとき不在者投票ですか、

そのときに下の小さい会議室使いますよね。あのときすごくイメージ的に悪いんですよ。配

置がえをという。いろいろな人からの意見も聞いているんですけれども、入ってすぐ立会人

がいて、何かぎょろぎょろ見られて、なかなか投票もしづらいしとなると、やっぱり出足が

鈍るということなのかね。配置をちょっと考えられないかなと思うんですけれども、期日前

投票のとき。 

○総務課長（鈴木利昌君） そういう期日前投票は年々増加傾向にあります。そのようなお話

も聞いた中で一旦配置をどうしようかということでやったんですが、なかなかあの場所であ

れ以上のものは見つからないのが現状でした。だから今後、大会議室のほうを半分にして使

ってみようかとか、いろいろな意見は今出ているんですが、やはり投票しやすいというのは

もちろん大事なんですが、かといって投票に万が一があってはいけないもので、その辺で何

のために立会人さんがいるのかというのは、やはり持ち帰りだとかそういうものをきちっと

見ていただかないと、何か事件が起こってしまうと、とんでもない話になりますので、その

辺の兼ね合いもありますので、今後また引き続き検討して、いい配置ができないかどうかち

ょっとやってみたいなというふうに考えております。１度全部やってみたんですけれども、

終わった後に。なかなかいい配置が見つからないですよ。真ん中につい立てを置いてみたら

とかいろいろな話が出たんですが、難しかったですね。 

○１３番（定居利子君） 結局狭いということの中で、その中に立会人から受付から投票箱そ

ういうものを置くので、やはりスペースも狭いかなと思うんですけれども、でも投票に来る

方が入ったらすぐ立会人が何人もいて、挨拶しながら誰々が来たとかって顔も見られるのも

嫌だという人も中にはいるんですよ。逆に立会人を投票の向こう、反対側へ持っていくとか、

そうしてくれれば入りいいんではないかなと言って受付を手前にしてくれとか、そういうい

ろいろな町民の意見もありましたけれども、これやはり総務課の行政サイドの考えでああい

う位置的にはやっていらっしゃると思うんで、今後変えられるものならということですので、

極力期日前投票に来てもらうようにイメージをちょっとよくしていただかないと、なかなか
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ちょっと出足が鈍くなるんではないかなと。 

○総務課長（鈴木利昌君） そこは引き続き検討していきたいと思います。 

  ちょっと休憩していただいていいですか。 

○委員長（飯田桂司君） 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０７分 

 

再開 午後 ３時０８分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○３番（栗原京子君） すみません、私も選管のほうでちょっとお聞きしたいことがあります。

前にもちょっとお聞きしたことがあったんですが、期日前の投票のとき、どうして当日が行

かれないのかという理由を書く書類がありますよね。あれを入場券が来るときに、そのはが

きにもう添付して来る市町もあるということで、コスト的にも何かそのほうが安く済むとい

うことで、ただ選挙委員会のほうで、なかなかしっかり当日にちゃんと書いた方がいい、そ

この場で書いた方がいいんではないかという意見があって、なかなか進められないんだとい

う話を伺ったんですけれども、そこら辺はどうなんでしょうか。高齢者が多くなってきて、

やっぱり前もって家でゆっくり書いていった方がいいという意見も聞くんですが。 

○総務課長（鈴木利昌君） おっしゃるとおりで検討はしていることは事実です。事実ですが、

やはり今おっしゃったように選挙管理委員会のほうでも一番は間違いのない選挙をしたいと

いうことで、家で裏に書いてこれるということは、例えば家で十分そこで例えば違う人の選

挙に書いて持ってくるということもできてしまうので、やはりその場で書いてもらうほうが

本人確認は間違いが少ないんではないかというような意見が出ていまして、その辺がなかな

かうまくいかない。うまくいかないというか、今現在検討をしているところです。 

（何事か言う声あり） 

○総務課長（鈴木利昌君） 在宅というか期日前の。期日前にあの場で仕事かその他かってそ

の場で聞いて住所と名前と書いていただくものですから、それ嫌だという方も多いです。な

もので、今職員に口酸っぱく言っているのは、そこの部分が一番難しいところだから、一番

そこを気をつけて、言葉を気をつけてやってくださいねということは、臨時さん含めて、そ

の都度言っているところなんです。そこのお仕事だったら１番、それ以外だったら２番とい
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うところで一番嫌な思いされる部分があるのかなという部分がありますので、それは毎回そ

ういうふうに言っているんですが、ただ今おっしゃったように、先ほど説明したように家で

書いてこれるというのが一番ネックには逆になるところですよね。人のものを聞いて、それ

に成りすまして書いてこられるというのも、誰が入れたかわからない部分も今後出てくる可

能性もあります。顔みんな知っていればいいんですけれども、そういう部分で今、選管の委

員さんのほうからはもうちょっと検討してよというふうな内容が……。 

（何事か言う声あり） 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

○総務課長（鈴木利昌君） 一応まだ検討はしておりますので、僕らとしても裏に印刷、はが

きの裏にというのが今主流になりつつありますので、それを導入したいなというのと一緒に、

今は封入も手でやっているもので、全部くっついたような印刷で圧着するような方法がとれ

ないかということも常に検討しておりますので、ただそうなると死んだ人が抜けないんです。 

○８番（村木 脩君） これ進め方として歳入やって歳出というどういうやり方でやっている

のか全然わからないんだよ、今。だから、成果表でやっちゃうとそういう話になってくるん

だよな。だから、決算だからやっぱりこの決算書でやらないことには、話が今総務課が来て

いて、では歳出のほうはどうするのかなという、ちっともそっちへ進んでいかない話になっ

ちゃって。もう１回整理したほうがいいんではないか。報告書がつくりづらいと思うよ。 

○委員長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時１３分 

 

再開 午後 ３時２９分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

  何かほかに。 

○８番（村木 脩君） 46ページの報償費で410万も不用額が出ているんだけれども、これは

何、表彰の関係なの。46ページ、歳出。1,100万の予算で410万も残る。これは総務課ではな

いの。 

○総務課長（鈴木利昌君） これは50ページにありますふるさと納税推進事業の中の08ふるさ

と納税寄付謝礼というのがあるんですが、この分が足りなくなると困りますもので、多少余
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分目にありましてというか、パーセンテージ的にはきっちりとってあるんですが、旅館の宿

泊助成券は１年間有効なもので、３月31日までに使わない人たちがかなりいらっしゃったも

のですから、その分が報償費として残っているというような形なんですけれども。 

○８番（村木 脩君） その使わなかった人たちは逆にもう翌年は使えないということ。 

○総務課長（鈴木利昌君） 発行日から１年ですので、本年度になって使ってくださる方もお

ります。 

○８番（村木 脩君） 予算の見積もりが甘かったということ。 

○総務課長（鈴木利昌君） 甘いというよりも、謝礼で出た分だけは確保しなければいけない

ものですから、いつ使うかというのはまだはっきりしませんので、これは宿泊助成券はその

方たちなんかもゴールデンウイークとかに使っている可能性もありますので、３月までには

使わなかった。 

○８番（村木 脩君） もっと出るということを見込んでいたわけだ。見込みより少なかった

と。 

○総務課長（鈴木利昌君） 謝礼で出た分だけは予算として確保してあったんですが、使用に

至らなかった部分が出たという。ホテルに泊まりに来るのが３月までに来なかったというよ

うな内容です。 

○委員長（飯田桂司君） 他に何かありますか。 

○８番（村木 脩君） 私はないです。 

○１３番（定居利子君） 今のちょっと関連なんですけれども、ホテルの、ふるさと納税でそ

れを使用する券をいただいて、うっかりしていて忘れていて１年たったから使えないのかな

という人も中にはあったんですけれども、そういう場合の対応というのは、もうそのまま券

は使えないですよということで終わりなのか、その後、例えば幾ら５万円の券を町のほうで

どういうふうな対応されるのかなと。そういう例もあるんですよ、実際。 

○総務課長（鈴木利昌君） 一応基本的には１年間の猶予がありますもので、その間で使って

いただきたいというような特別うちのほうにそういう電話もらったもので、一応それ過ぎて

しまったものについては考えてはいないです。ただ、今年度からは宿泊だけでなく、管内の

飲食等もそれで券でできるように説明会では説明してありますので、宿泊だけでなく。 

○１３番（定居利子君） すみません、もう一度。結局その１年をたとえ１日でも２日でも過

ぎた場合は、もう完全に使えませんよということですよね。そういうちょっと問い合わせが

あったもので。 
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○総務課長（鈴木利昌君） 基本的には期限を切っていますので、１年の中で使っていただき

たいという形です。 

○１３番（定居利子君） はい、わかりました。そういうふうに伝えておきますので。 

○８番（村木 脩君） 今の宿泊券なんかは金券に近いとかそういう批判は出ないの。金券は

だめなんだよね。 

○総務課長（鈴木利昌君） その点すごい心配していたんですが、実際それに近いものではあ

ろうとは思うんですが、こちらに来ていただくというような内容で、それで物を買うとかと

いうことではないので、今のところ規制のあれにはなってないです。 

○８番（村木 脩君） 鳥取だとか、あっちの方は結構やっているんだよな、島根だとか。お

客の来ないところ。だから、大丈夫なんだろうなという気はしているんだけれども、その金

券との批判を受けないように。 

○総務課長（鈴木利昌君） うちのほうは金券と言いましても、裏側に使用する人のお名前を

書いていただくような形になっていますので、それを売ったり買ったりはできませんよとい

う一文があり、そこに名前を書いていただくというような中で、そういうふうにしておりま

すので、特別今現在はそういう指導もありません。電化製品は全てだめになりました。電化

製品は全部ふるさとチョイスに載せたところは削除しますと。何回かやったときには、もう

その町のホームページ自体を載せませんというような話になっています。 

  ちなみに、宿泊券はうちの町はふるさとチョイスでこの間ベストテンに入り、人気度だけ

はベストテンに入りましたので、ある程度いいところにいっているのかというふうに考えて

います。 

○１番（笠井政明君） そのふるさとチョイスのあれでしたけれども、去年使用料って幾らぐ

らい。 

○総務課長（鈴木利昌君） すみません、クレジット始めたのは今年度からなもので、使用料

とか特別去年は無料の中でやっていたもので、出てきたのは記念品代だけになります。 

○１番（笠井政明君） システム使用料ってなかったんでしたっけ。なくてクレジットを使っ

たときには手数料が取られるという感じでしたっけ。 

○総務課長（鈴木利昌君） そうです、１％。それと、あとヤフー決済のほうでクレジットの

使用料が初期費用と毎月の費用という形で今年はかかっていますが、昨年は無料の中のふる

さとチョイスの中でやっていますのでないです。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 
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（「ないです」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） では、ないようですので、以上で総務課、選挙管理委員会に対する

質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時３９分 

 

再開 午後 ３時４１分 

 

○委員長（飯田桂司君） では、休憩を閉じ、再開をいたします。 

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

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 御異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

  本日はこれにて延会いたします。 

  なお、14日は午前９時30分より会議を開きますので、よろしくお願いいたします。 

 

延会 午後 ３時４２分 
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開会 午前 ９時２８分 

 

○委員長（飯田桂司君） ……（録音なし）…… 

 

○企画調整課長（遠藤一司君）  

 

○委員長（飯田桂司君）  

 

○１３番（定居利子君） 34ページの加森観光の件でお尋ねしたいんですけれども、年々坪単

価が、契約ごとに坪単価の値段が下がってくるということですが、次の契約は何年でしょう

か。 

  それと、加森さんのいろいろな事情もあろうかと思いますけれども、撤退するとか、例え

ば土地を購入をしたいとか、そういういろいろな事情があろうかと思いますけれども、そう

いうお話を伺っているのでしょうか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 現行の契約の内容につきましては、平成28年度までというこ

とですから、今年までとなります。売買の希望というのは……。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） 加森観光さんから直接売買をしてくださいという話は、

うちのほうはまだ伺っておりません。金額の見直しに関しましても現時点ではまだ申し入れ

はございません。 

○１３番（定居利子君） 平米でお幾らに今金額はなっていますか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） ただいまゴルフ場の用地につきましては坪が75円、それから

その他の用地、アニマルキングダムのところなんですけれども、90円ということになってお

ります。 

○１３番（定居利子君） この財源的には町も半分、あと各財産区のほうですか、その配分を

している中で、加森さんのほうで坪単価を75円から下げてくださいとかアニマルのほうは90

円ですけれども、アニマルのほうは入っているんですけれども、なかなかゴルフ場も利用す

る人たちが少なくなったという、プレー人口がね。そういう中で当局のほうはどういうふう

にお考え、もしそういう値下げの、これは財産区のほうでいろいろ取り上げられると思うん

でけれども、そういう値下げの要望がありましたらば、どういうお考えを持っていらっしゃ
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るのか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 今４区のほうへの配分が52.4％、それから町が47.52％とい

う取り分になっております。先ほど係長が申し上げましたように特にそういう申し出はない

ということなんですけれども、当然ゴルフ場につきましては、持っている土地であることと

借りている土地では、かなり価値が違いますので、会員権なんかの価格も違ってきますので、

当然取得したいという気持ちはあろうかと思いますけれども、やはり特別財産運営委員会に

とっては安定的な収入も入ってくるわけですから、こちらの立場としては、やはり賃貸でお

願いしたいというところが実情だと思います。今のところ下げてくれというところがありま

せんので、いずれそういうことも想定して事に当たらなければいけないかなとは思っており

ます。 

○委員長（飯田桂司君） いいですか。 

○１３番（定居利子君） はい。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○８番（村木 脩君） 山田直志君の大綱質疑で結局あれの言いたかったのは、あの周りでイ

ベントやったときのテントかなんかの貸付料だと思うんだよ。それが幾らで貸したのかとい

う話だけれども、その中でこの町有地の貸付料、34ページの、この中へ入っているのか、使

用料として。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 昨日、町長の答弁にもございましたが、貸し付けにつきまし

ては１年以上、安定的に使用ができるということが貸し付けであります。一時使用許可につ

いては、それ以下で一時的に形状も変更しないで使うということですので、この貸付料の中

には入っておりません。町の規則の中に貸し付けの規則があるんですけれども、財産の取得、

管理及び処分に関する規則がありますが、それで貸し付けについては規制してありますけれ

ども、一時使用についても貸し付けに倣うような条項があります。ただし、今回につきまし

てはイベントを誘致することによるその波及効果と言いますか、経済的な効果が大変大きい

ということもありまして、今回それを適用せずに体育館の使用についてだけ負担を求めたと

いうことになります。 

  山田議員のおっしゃっていることは、多分そういうものについても町有地の使用料を取っ

た方がいいんではないかというお話だと思いますが、一つの考え方として、例えば３年を区

切りにして３年間は助成の意味で無料にして、その後、定着するようであればそういうもの

も適用するというようなことも考えられようかと思いますので、その辺は観光サイドと、も
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ちろん町長とも相談しながら進めていきたいなと思っております。 

○８番（村木 脩君） そのあそこを使う管理者そのものがわからないよな。教育委員会の行

政財産を使ったり、クロカンそのものが、あの広場はどこの管理のところだかもわからんし、

コースは教育委員会が、全体の休養林としては農水とか、その辺の仕分けをこれからちょっ

と整理しないとまずいのかなという気がする。貸す根拠もないし、金取る根拠もないし。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 今、村木委員がおっしゃるようにコースの管理とか、施設の

管理については各課で手分けしているんですけれども、そういうふうな使用料の徴収とかに

ついてはちょっとグレーな部分がありますので、御指摘のとおりまた検討して収入になるよ

うな形にしていきたいなと思います。 

○８番（村木 脩君） ぜひ交通整理をしてやってください。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに何かありますか。 

○１３番（定居利子君） 42ページなんですけれども、港の朝市の80万の使用料なんですけれ

ども、これ毎年決算には問題になってくるんではないかなと思うんですけれども、必ずお話

に出てくる中で使用料が80万ちょこっとで朝市は20何店舗ですか、登録されているというこ

とで、大変町のためとか観光客のそういうある面ではプラスにはなっているんですけれども、

いろいろ苦情等もある中で、その80万の料金がいいのか悪いのか。大変朝市は頑張っている

んですけれども、中の営業成績は大変いいという中で輸入品がたくさんあるということも伺

っていますし、それで安い使用料でなると、やはり町民に対して大変不公平なところもあろ

うかなと思うんです。電気も使い、水道も使い、土日使い、祭日使いということなのでね。

一般のところを借りるとこんな金額ではとても借りられないんで、そういう点の見直し等は

当局側ではやっていらっしゃるのかどうか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） まず、ここは先ほどの話とも絡みますけれども、貸し付けで

はなくて使用料ということでいただいている。平成９年にオープンした当時は60万で、平成

23年に改正して80万になっているんですけれども、たしかそのころ売り上げが１億を超えた

ということで値上げしたという経緯があったと聞いております。 

  その使用料としての内容は、トイレだったりとか光熱水費の電気料、そういうものに充て

させてもらっているという考えでいただいているというふうに伺っておりますけれども、こ

れにつきましても高いか安いという考え方については、なかなか判断が難しいわけなんです

けれども、朝市の組合がありまして、組合と管理運営委員会という別の組織がありますので、

その辺で観光課が事務局やっているんですけれども、お話が出てるのではないかなという気
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がするんですが、そういう声があればそっちの方にも届けて見直しをしていただいた方がい

いのかなという気はいたします。 

○１３番（定居利子君） 結局朝市行かれる方、役場の海側の方へ駐車されるんですけれども、

そういう交通整理等もただやたらと車が置かれて、なかなか後から行った人が置けないとか

交通の便も大変支障を来すとか、そういう点もあろうかと思うんですよ。それで、この80万

については当局側が朝市等いろいろお話あった中で決められていると思うんですけれども、

お盆でもやったりとか、そういう例えば役場の催し物のときにもやっていらっしゃるから、

結局そういったときの車の置くところ、今度表彰がありますけれども、11月３日とか、そう

いったときに必ずやっているので、そういったときにやっぱり海側の方へ車を置かれる方の

きちんとした交通整理を朝市のほうで組合でやっていただけるものなのか、町のほうでやる

のか。そういうところもきちんとした契約ではないんですけれども、話し合いをされるとか、

そういう形で今後苦情のないように持っていかれなければ、管理は別な課なんですけれども、

いろいろな物品販売等も結構苦情等もありますので、そういう点もしっかりとやっていただ

ければなと思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 経済の活性化の関係と庁舎管理の関係と二面性がありますけ

れども、高いレベルで折り合いができるように話し合いをしていきたいと思います。 

○８番（村木 脩君） 駐車場のお金は何ページにあるんですか。職員から取っている、その

隣の駐車場。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 40ページです。 

○８番（村木 脩君） これを今幾らになっているの。277万。これを優先的に使わせてもら

えないの、そこの駐車場の消防法で言うところの非常階段なんかも使えないような状態にな

っていて。そういうものをこのお金を充当して、これと朝市のお金を充当して少し修理させ

てもらったらどうなのかなという気はするけれども、通っていても汚いよな、余りにも。色

は塗らないし、階段は朽ち果ててさ。だから、その辺をこういう、ここもこれだけの利益上

げているんだから、それをここの工事に使わせてもらえないですかという、予算ヒアリング

のときにそういう進言はできないのか。議会で言われましたと言って。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 277万6,000円は一般財源のほうに全部振り向けております。

そこら辺の使い道については総務課長、財政当局の考え方もありますけれども、必要性があ

ればそういう特定財源としてされるかどうかちょっと難しいんですけれども、緊急性があっ

て必要性があるものであれば予算を要求して対処していきたいなと、管理側としては思って
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おります。 

○８番（村木 脩君） 特定財源という考え方ではなくて、そこを優先的に回してもらって、

とりあえず余りにも向こうから来て見た目も汚いし、当然駅からここまでは町の一つの顔み

たいなところだから、そこの階段があんなさびていてロープなんか張っているような状態で

置いておくこと自体がちょっと恥ずかしい。だから、その辺を何か一般質問でしたんだけれ

ども、何も感じてないようだけれども、やっぱりはたから見ると使用上にも問題があるのか

なという気は。多分あそこを歩いて４階からおりてくると結構人が歩いていると車入れてく

るときに結構危ないんだろうなという気もするし。だから、そういうことを考えると少し財

政等にお願いして財政で管理するとか。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） 一応毎年ローリングですとか予算編成のときにお願い

はしているんですけれども、やはり近年の財政状況によって、やはりちょっと予算がつかな

いということが続いておりますので、また今後検討して財政のほうお願いをしていきたいと

考えております。 

○委員長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時４７分 

 

再開 午前 ９時４９分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  何か質疑がありましたら。 

○８番（村木 脩君） ちょっと機構改革だか何だか知らんけれども、企画に入札の係を持っ

ていっているんだけれども、１人で大丈夫なの。１人で細々、企画に１人だけ畑違いみたい

なことやっているんだけれども。 

○企画調整課検査係長（松村 悟君） 私も昨年度までは建設産業課のほうでいまして、検査

係も同じ建設産業課にありましたものですから、仕事の内容としては全部じゃなかったです

けれども、少しは把握しておりましたものですから、それで４月から企画調整課のほうに移

りましたけれども、１人だからと言って、そんなに特に余り時間外も４月の当初はありまし

たけれども、今はそれほどありませんので、あとはもし何かあったときには対処していただ

ける方が前任の職員の方もお願いしてやっていこうかなとは思っております。 
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○８番（村木 脩君） 発注から検査までずっと、今事業数が少ないからそんなんでいいんだ

ろうけれども、やっぱり１人というのは係としてとても、むしろ総務課へ持っていって検査

室でもつくってもらって、防災を外に出したんだから、それぐらいのあれを機構改革してや

らないと、これだけ係長がいて全くつながってない仕事をみんなバラバラやっているだけだ

ったら本当に企画なのか、もう庶務課なのかわからないような状態になってくるから、その

辺がちょっと総務課だけ自分のところはこれだけだと言って機構改革だってみんなよそ行っ

ちゃって、総務課長はどんな考えなのかな。 

（「休憩してください」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時５２分 

 

再開 午前 ９時５４分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  何かほかに。 

○１１番（森田禮治君） 成果説明書の31ページの廃油のことでちょっと聞きたいんだけれど

も、これ4,850リットル廃油を出して3,950リットル買ったかな。このあれで数字的なことを

聞きたいんだけれども、買った燃料と回収した燃料でこれだけのものが取れるのか取れない

のか。これを購入するにリッター幾らぐらいかかっているんですか。 

○企画調整課長補佐兼地域振興係長（梅原 巧君） ＢＤＦ燃料にするてんぷら油の回収事業

ということで、現在実際の契約は住民課の方へお願いしてございますけれども、これは環境

にいい対策ということで、うちの成果にも載っております。ということで、回収は庁内全域

でやっていただいていまして、ＢＤＦをつくる業者というのが栄協メンテナンスさん１社し

かないものですから、栄協メンテナンスさんが廃油を回収しまして、そのＢＤＦ燃料にした

ものを町が買い取っているという形なんです。町内で回収した分と町が買う分については、

回収した分の方が上回っているよというお話ですので、十分足りているという形になってお

るんですけれども、栄協メンテナンスさんは自社で回収しているパッカー車の燃料も、この

ＢＤＦで賄っていますので、うちの町で回収した燃料が事業者さんが使う車の燃料にも使わ

れているという感覚でよろしいかなと思います。 
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  買い取り単価は今100円、リッター、消費税込みですと108円で購入しています。 

○１１番（森田禮治君） これに対して専門的なことになるかもしれないが、車の汚れ、これ

Ａ重油でも走るんだからディーゼルは、この油がどのくらいのあれになるか、何キロくらい

であれを買わなければいけないか。 

○企画調整課長補佐兼地域振興係長（梅原 巧君） 車の管理はすみません、管財のほうなん

ですけれども、実際にはうちの町のトラックと給食センターの配送車に使っていますが、こ

の燃料を使ったからといって修理が過大になるとかいうことはございませんで、エンジン関

係は良好に動いておりますので、この燃料に交換したことによる修理が突然発生したという

のは今のところございません。改造もないです。 

○１１番（森田禮治君） 廃油と軽油じゃあれが違うから、汚れるだよ。 

○企画調整課長補佐兼地域振興係長（梅原 巧君） 環境に対して…… 

○１１番（森田禮治君） そういうことは大丈夫だと思うから、あそこのメンテナンスという

ところだって車使っているからね、強化だってやっているからいいと思うけれども、どうし

たって汚れがひどいわけだから。 

○企画調整課長補佐兼地域振興係長（梅原 巧君） 精製された軽油燃料よりはすすですとか、

そういうのはというか、油分がちょっと多いのかなという気がしますので、においもしかり

なんですけれども、車の汚れについてはちょっと汚れが多いかなというのはあるかもしれま

せんけれども、特に修理が過大になるということは今のところございませんので、大丈夫と

いう認識でおりますが。 

○８番（村木 脩君） 専門的なことになるから、高羽がやっていると思うけれども、これ完

全に汚れるだから廃油の場合は。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○８番（村木 脩君） この56ページの庁舎の敷地借上料はこの27年で終わり。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） 平成27年度に現地、敷地と保留地を購入しましたので、

平成28年からはなしという形です。 

○１３番（定居利子君） 成果説明35ページのＵＩＪターン促進事業45万円は、これ商工会の

ほうへ委託をしていると。成果とか何人ぐらい利用したのか、説明会。成果の35。 

○委員長（飯田桂司君） 歳出のほうの。 

○１３番（定居利子君） これは歳出ですか、失礼しました。歳入のほうだけですね。 

○８番（村木 脩君） 58ページの地域おこし事業というのが、地域おこしフェア出展負担金、
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地域おこし協力隊事業…… 

○委員長（飯田桂司君） 歳出で。歳入だけなんで。 

○１番（笠井政明君） すみません、大したあれではないかもしれないですけれども、42ペー

ジの諸収入のところに、その他で企画調整課で95万1,995円というその他と一括になってい

るんですけれども、これちょっとすみません、内容を教えてもらいたい。 

○企画調整課長（遠藤一司君） よろしいですか。公衆電話の電気料として9,074円いただい

ております。それから、ふるさと宅急便ということで広報「ひがしいず」を町外の方にお送

りしているものがあるんですが、それが年間1,200円で６人の方ですので7,200円になります。 

  それから、旧東海汽船の事務所の前に自販機が設置してありますけれども、それが１台あ

りまして１カ月4,000円、４万8,000円です。 

○１番（笠井政明君） というのを積み重ねるという。主なものでいいです。 

○企画調整課長（遠藤一司君） いいですか。金額は省くとしまして、あとアスド会館にも自

販機置いてあります。それから、庁舎２階にも自販機置いてあって、その売り上げの一部。

ちょっと大きかったのが、去年軽車両のもらい事故があって廃車になったんですけれども、

それに対する弁償金が78万ほどありまして、それが大きかったです。 

○委員長（飯田桂司君） どうですか、歳入のほうは。 

（「いいです」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） じゃ、ないようですので、歳入のほうはこれで締めたいと思います。 

  暫時休憩します。ちょっと休憩したいと思います。15分まで休憩しますので。 

 

休憩 午前１０時０５分 

 

再開 午前１０時１４分 

 

○委員長（飯田桂司君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  では、引き続き今度は歳出のほうに入りますけれども、一応確認をしますけれども、ペー

ジ数を。46ページ、一番下の施設管理事業、それから52ページ、広報等発行事業ですね。そ

れから、一番下の庁舎維持管理事業。次の54ページ、公用車・バス維持管理ですね。それか

ら次に、56ページのまちづくり推進事業、58ページ普通旅費から下まで。次に、60ページが

姉妹都市交流事業、それから地球温暖化対策推進事業から下までです。次は62ページ、基幹
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系システム管理、町有原野貸付事業、真ん中下から庁舎用地購入事業。次は64ページが東伊

豆町まち・ひと・しごと創生有識者会議ですね。ちょっと飛ばして旧第６分団器具置場、そ

れからそのずっと下の三県合同移住相談会、以上が企画のほうのですが、それから成果表の

ほうにも企画のほうが入ってありますので、それを全て質疑のほうよろしくお願いします。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 統計調査費ということで、72ページの各種統計調査事業も情

報係ということになります。 

○委員長（飯田桂司君） では、質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

○１３番（定居利子君） 先ほど歳入のほうでちょっと質問したんですけれども、45万円のＵ

ＩＪターン促進事業、64ページです。これは商工会へ委託しているということですけれども、

内容とその成果についてお願いいたします。 

○企画調整課企画係長（竹内理恵君） お答えいたします。 

  商工会のほうに委託しておりまして、45万円で首都圏の大学生などを対象に就職ガイダン

スを東京の浜松町の会場を借り上げまして行いました。実績としまして来場者は30人、そこ

からつながって就職者というのが11人でした。 

○１３番（定居利子君） その11人はどちらのほうへ就職されたか、ホテル関係が主ですか。 

○企画調整課企画係長（竹内理恵君） はい、ホテルが主です。 

○１３番（定居利子君） ホテル11人就職されたという中で、１年、２年と長く就職されてい

るのかどうか。短期でかえられるということもよく聞いていますので、長期で就職してくだ

されば。それ短期で契約されるのか、それとも普通採用で就職されるのか、そういう中身も

あろうかと思うんですけれども、長く就職されているという方は何名ぐらいいらっしゃるの

か。また、何カ月で臨時雇用みたいな形で就職されるのか、そういう２通りあると思うんで

すけれども、11人に対して内容的にちょっと説明をお願いいたします。 

○企画調整課企画係長（竹内理恵君） 11人という方はこの４月から採用になったので、長く

どれだけ勤めたかというのは、ちょっとまだ半年という状況なので確認はとっていないです。

この採用の内容について、例えば正規雇用なのか臨時というのは確認とれていませんが、就

職説明会で募集しているのは臨時というよりも正規雇用を募集していたので、正規雇用では

なかったのかなと思う、ただそれは推測に過ぎないので申しわけありません。そこは確認を

とらせてもらいます。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 定居委員がおっしゃるように、やはり問題３年ぐらいすると
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もう皆さん帰ってしまうということの原因として、地元で友達ができないとか知り合いが増

えないというような問題がありましたので、御存じのとおり12日の日に稲取の観光協会が音

頭をとって、各旅館さんから若手のよそから来た従業員を集めてバーベキュー大会をやりま

した。それで静岡銀行さんも２人出たりとか、北川の望水さんであるとか、あとアニマルキ

ングダムの職員なんかが出て40人ぐらいでしたかね、男女同じぐらいでしたけれども、みん

な和気あいあいとお酒も酌み交わしながら懇親を深めていましたので、そういう取り組みが

長く続ければ、ここで伴侶を見つけて定住してくれる人も増えるのではないかなと思います。

それを一過性のイベントにとどまらないように、うちのほうでダイロクキッチンなどを使っ

て、また次に集まれるような場所、機会を提供したいなと、そういうふうに考えております。 

○１３番（定居利子君） バーベキュー、多分12日の日に旅館組合の広場でやっていらっしゃ

ったのがそうではないかなと思うんですけれども、それ浜松町のほうへ大手企業者が行かれ

たときに、条件的にいい条件を多分言うと思うんですよ。例えば稲取、東伊豆町で就職され

たとき、いろいろな条件が学生さんとかにお話しされると思うんですよね。それがこちらへ

住み着いて、寮へ入ったりアパート借りたりはしていると思うんです。なかなかその条件が

かみ合わないからって、そういう話も結構聞いているんですよね。だから短期的に帰るんだ

とか、ここで自然のいろいろ環境がいいから、じゃもう少しあと１年ぐらいいるとか、先の

ことはわからないんですけれども、ここで落ち着ければここで落ち着きたい、そういう方も

いらっしゃるんですよ。 

  いろいろな話を聞いているんですけれども、やっぱり東京へ行かれたときに、この現地の

いろいろな事情をきちっと説明されて、余りいい条件ばかり、東京の大手企業みたいにいい

条件ばかりそろえるんではなくて、実情を訴えての活動をされないと、やはり若い子という

のは東京の大手企業みたいなことを考えて来ますので、そういう雇用時間であろうかと。ま

た、遊ぶところもない、何もない、幻滅したという方の声も聞いて耳に入ってきますので、

しっかりとしたＰＲをして東京都の学生さんとか、またよそへ行く方をこちらへ来ていただ

くようなそういう対策をとられるなら幾ら予算を使っても私はいいと思うんですよ、この町

に住みついてくれるような方がいらっしゃれば。それがちょっと違うような方向にもありま

すので、そういう内情的なお話も聞かれて指導されたりとか、されるのもいいんではないか

なと思うんです。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 誇大広告的なことで引きつけるということは当然その限界が

来てまいりますので、確かに待遇面では都会の企業にはとても追いつかないというのは、も
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う来られる方も承知はしてくださっていると思います。 

  伊東の漁協の方に話伺ったんですけれども、漁業の後継者を都会から呼ぶのに、午前中で

仕事終わって、あとはこういうアクティビティーができるよ、余暇の過ごし方はこんなほか

と違うような過ごし方ができるんだというアピールをして、結構後継者として来てくれる人

がいるという話も聞きました。 

  この間も青年部長ですか、さっき話をしたんですけれども、今、間抜けて朝働いて間抜け

て夜という働き方もちょっと考え直して、まとまって時間が取れるようなサーフィンやった

りとか釣りができたりとかダイビングやったりとか、そういうような勤務体系に変えて、別

の金銭面以外の魅力がこっちで感じられるようなそういう働き方を模索していかなければな

なんていうこともおっしゃっていましたので、うちのほうもそういうことと連携して、いろ

いろなほかのところの事例とかも紹介しながら商工会とも相談して、そういう形で若い人が

残れるような方策を探っていきたいと思います。 

○１３番（定居利子君） いいＰＲをして若者が、この東伊豆町も田舎なんですけれども、都

会から比べると。１人でも多くの方に来ていただいて働いてもらって活気が出るようなまち

づくりしていただきたいと思います。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○１番（笠井政明君） すみません、52ページのメール配信システム手数料なんですけれども、

これリース契約かなんかなっているかなと思うんですが、契約自体の内容と、あとはリース

になった場合、見直しの期間はいつになっているでしょうか。 

○企画調整課長補佐兼情報係長（鈴木俊光君） これは単年度契約のリース契約、使用契約に

なっております。毎年契約を更新しております。 

○１番（笠井政明君） 一応毎年見直しだよということなんですけれども、一応金額的には去

年も同じぐらいの金額かなと思います。利用者に関しては今実績のほうを見させてもらうと、

去年に比べて300人ほど多くはなっているんですけれども、3,000人というところで、一般質

問等でもやらせてもらっているんですけれども、一応情報発信としてはホームページとメー

ルということを町長も強く言うところで3,000人というところだと全人口の25％ですかね、

４分の１というところで企画調整課として来年度とか増やしていくことですね。僕的には、

もうこのぐらいの人数がちょっと限界ではないかなと思うんですけれども、その辺ちょっと

どういうふうに考えているか教えてください。 

○企画調整課長（遠藤一司君） この間も一般質問で御指摘ありましたようにＳＮＳの活用が
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必要なのかなと。特に防災関係についてはツイッターを使って、もう四、五年前になります

かね。長野のほうで市長さんがつくられたことでいろいろなところに波及して、その災害に

対する対策をとった方が結構多かったというようなことも聞いておりますので、そういうこ

とも考えていかなければ、やらなければいけない時期に入っていると思いますし、町長もフ

ェイスブックに興味を持ったりしていますので、やはりそういう補完する方策としてＳＮＳ

の活用はこれから必要なツールだと考えております。 

○１番（笠井政明君） ＳＮＳもそうなんですけれども、それとまたちょっと反対で企画に入

るのかどうかわからないですけれども、同じ内容をホームページに載せるのはやっているみ

たいですよね。そこのメールが出た情報で何とかホームページのトップページとかに回収す

ることとかはできないんですかね。本当はトップページのワンバナーとかで、というのはメ

ールは来ても、その後ホームページを見たときに何も情報がぱっと出てないというところで

いくと、ちょっと厳しいかなというところがあって、例えばメールが登録してないとかいう

場合でも、あと旅行者の方なんかもそうなんですけれども、結局メールで発信しているので、

そんなに手間ではないと思うんで、すみませんけれども、ちょっとそこを検討してもらった

りとかしていただけるといいのかなというところですけれども、どうですかね。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 技術的には当然同じテキストメールをトップページに張りつ

けることはできると思いますけれども、多分それお金もかかることだと思います。 

  私、個人的な考え方なんですけれども、よくホームページにフェイスブックが更新される

と同時に張りつけられている内容が更新されるというのがありますので、そこら辺だとお金

がかからないでできるんではないかなって、自分も個人的なホームページで今ちょっとそれ

をやろうとしているんですけれども、ちょっとまだできてないんですけれども、技術的には

当然ほかのところでやっていることですので、それが一番お金がかからないかなという気が

いたします。 

○１番（笠井政明君） そんな感じで一応文書広報のところにもホームページで修正件数140

というところの実績が上がっているので、この修正で多分バナーを追加したりとか、イベン

ト情報も載せたりとかというところだと思うので、一番お金かからないとすればバナーつく

ってもらって、メール文章は誰かが打って配信をしていると思うので、そのままコピーペー

ストでできる形は多分できると思うので、多分その辺から始めていただいてもいいかなと思

うんですが、修正件数ありますので、そこにも当然業者さん委託しても費用の部分があると

思うんで交渉していただいて、金額的には正直そんなにべらぼうに２桁とかいう修正費用は
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かからないんではないかなと個人的には思っているんで、ちょっとお願いしたいと思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 今のホームページの更新が各課単位でブログを更新するよう

な形で、できることはできるんですよ。ただ、それをアップロードするのについては担当の

職員を通してということなもので、ただ打ち込んでサーバーに送るということは一般の職員

じゃできないので、そこら辺の問題ありますけれども、技術的には可能なことなので検討さ

せていただきたい。 

○１番（笠井政明君） お願いします。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○１番（笠井政明君） すみません、成果説明書の32ページのエコリゾートタウン推進事業と

いうところで、温泉熱発電と小水力で多くの視察を受け入れることができたということなん

ですけれども、何組何名の視察だったかちょっと教えてもらいたいんですけれども。 

○企画調整課長補佐兼地域振興係長（梅原 巧君） 少々お待ちください。 

  温泉熱発電の視察が138名、小水力発電が70名という実績でした。 

○１番（笠井政明君） 小水力発電なんですけれども、けやき公園かなとは思うんですが、正

直あそこの部分でちょっと視察するのに今、仮設の橋みたいのはなっているんですけれども、

あそこ施設として視察を受け入れる体制として、あれも多分２年ぐらいあのままになってい

ると思うんですけれども、あそこはそのままで行くんですかねというのが１つと、あとは簡

単に立ち入りはできないよというところなんですけれども、ふらっと見に来て、こういうと

ころで、こういうのをやっているよという説明が、けやき公園の中での希望の館とかでも、

ちょっとあったりとかするといいのかなと思っているんですけれども、その辺はどうでしょ

う。 

○企画調整課長補佐兼地域振興係長（梅原 巧君） 確かに今は単管で組んだ簡単なはしごに

なってしまっています。安全対策としては川に落ちないようには安全柵を取りつけておりま

すけれども、本来はあそこ木でつくりたいということで、いろいろ検討はしておりますので、

決してあのまま放っておくつもりはございません。いずれ木の風情あるようなものがつくれ

たらなとは思っております。 

  あと、けやき公園の管理棟のほうで御案内ということなんですけれども、今あそこの小水

力発電機の水の調整などを委託してやっていただいていますので、ちょっと紹介していただ

けるようにとか、案内をあの中でできるようにとか方策を考えていきたいと思います。あり

がとうございます。 
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○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○８番（村木 脩君） 64ページのこれは空き家利活用拠点づくり委託料というのが繰越明許

費で翌年へいっているんだけれども、空き家対策というのは今度21日、会議開かれるんだけ

れども、これは建設課のほうでやるのかな。そういうものとこういうものとリンクしている

んですか。何かその会議に呼ばれているんだけれども、全く内容的にはその空き家をどうす

るかという話なのか、その辺が全然明確ではない。だから、それをこういうところと企画な

んかと連携して１つの事業として形にするとかね。どうもこれ見るとみんなばらばらで、あ

る程度企画で大もとの事業を考えてやって、そこでひとくくりにやっていったほうがやりや

すいのかなという気がするんです。その点について。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 空き家の対策につきましては２通りありまして、建設課のほ

うでやるのは特定空き家という荒廃した空き家をどういうふうにするかということになりま

す。うちのほうは、まだ使える空き家といいますか、そういうものをどのように再度活用し

ていくかという内容が企画で任される部分になるんですけれども、その調整する法律が同じ

法律の中であるものですから、混同されるものは当然かなとは思いますけれども、建設課の

ほうともいろいろリンクをしながら話をしていかなければならないなと思っておりますので、

今後もそういうところを留意して進めていきたいと思います。 

○８番（村木 脩君） 今、多分建設課でやるやつは観光ホテルだとか八丁だとか、そんなと

ころの話なんだろうなという気はするんだけれども、この会議はまだこれからだからわから

んけれども、その辺を上手にリンクさせてやっていただきたいと思います。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○８番（村木 脩君） それと今、小水力の話だったんだけれども、小水力もそうだし、その

温泉熱、駅前のあの電気も何だか全く評判倒れの電気で、ああいうものがそうやって一つ一

つ小水力とか今の話と一緒なんだけれども、１つに再生可能エネルギー何とかと言って１つ

の項目つくっちゃって、それでやっていった方が両方あわせて、どっちみちあんなものそう

いったもので何も電球の１個つくかつかないぐらいの話なんだけれども、そういうものが、

余りに規模が小さいものが議会の質問なんかでそういうやり方をしていっているんだけれど

も、あれは１つにまとめていった方がいいと思うよ。大変だと思うよ、ばらばらいろいろな

ものやってくると企画そのものも。 

○企画調整課長補佐兼地域振興係長（梅原 巧君） 確かに小水力発電は本当に小規模のもの

で、言いわけではないですが、どちらかというと環境教育の学習のためにも役立つだろうと
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いうことで、お子さんたちの視察などを受け入れるのがメーンと今なっております。 

  温泉熱発電はちょっと機械的なトラブルが大分多くて、ちょっと私どもも不本意な面があ

るにはあるんですけれども、確かに場所もちょっと離れていて両方見たいという方の行き来

が大変ですので、何かうまくどこまとめてつくれれば本当に一番、そこへ行けば全て見られ

るよ、うちの町がやっていること紹介できるよという場所があるのが理想とは確かに思って

おります。 

○委員長（飯田桂司君） 課長のほうはいいですか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） はい、大丈夫です。 

○委員長（飯田桂司君） 何かほかにありますか。 

○８番（村木 脩君） 56ページのまちづくり推進事業で54万1,749円、旅費が27万3,070、そ

のほかに諸費というのがあるんだけれども、23万679円、この諸費というのは、これはどこ

かでイベントやったりするときの使いやすいように諸費にしたのか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） この諸費につきましては、昨年の実績は移住体験ツアーに補

佐員を提供したりとか、あとお試し移住の体験施設のセレモニーを３月に行いましたが、そ

のときの記念品と看板で使っています。 

○８番（村木 脩君） 諸費というやり方で使いやすいようにはしているということだよね。

動きやすいように。了解しました。 

  58ページの家族手帳の交付事業はまだこれ企画でやっているの、住民福祉課とかへ渡した

とかではなくて。 

○企画調整課企画係長（竹内理恵君） まだ企画課でやっています。作成のほうは昨年度でつ

くり、今はもうそれをつくったもので配布をしていることになっています。配布は住民福祉

課の窓口係とか、そういうところで配布はしておりますけれども、中身の見直しとか、そう

いうものはうちの係でやっています。 

○８番（村木 脩君） 了解。 

○委員長（飯田桂司君） ありませんか。 

  実は58ページの関係ですけれども、コミュニティ施設維持関係で白田のコミュニティ広場

ということで13万5,000円ですか。これあれですか、公園としてあそこの昔の森恒医院さん

の前のところですかね。それともどこか。 

○企画調整課長補佐兼地域振興係長（梅原 巧君） よろしいですか。海岸のほうにゲートボ

ール場がありまして、今緊急ヘリのドクターヘリの発着場があるんですけれども、あの広場
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そのものではなくて、あそこにトイレがございます。そのトイレの管理費として清掃と浄化

槽管理などの費用がこの管理費になっております。維持管理事業となっております。光熱水

費も含めてこの金額がかかっております。 

○委員長（飯田桂司君） 了解しました。 

  ほかに。 

○８番（村木 脩君） 今の関連だけれども、商工会の横の公園というのは企画の管理なの。 

（「企画です」の声あり） 

○８番（村木 脩君） そういうのは一括管理できないものかな。公園というと結構児童公園

だとか、いろいろあると思うんだよな、都市公園とか。そういうものを管理そのものがどこ

か一括でやっていくシステムとかつくると。なかなか数的には多いよな。あのけやき公園も

何百万も払って管理しているの、あそこで一括管理させちゃうとか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 以前そういう話が管理職会議でも出まして、検討したわけな

んですけれども、とりあえずふれあいの森の周辺が農水であったり、教育委員会であったり

とか、いろいろ観光課であったりとかばらばらだったんですけれども、そこら辺を１つにま

とめて今農水がやっているという形になっておりますので、行く行くそういう形にしたいと

は思いますけれども。 

○総務課長（鈴木利昌君） 徐々にそのような方向にいこうということで、今、緑地の関係は

ほぼ農水のほうで一括して、今まで観光とか分かれていたのを今一括して維持管理を発注す

るような形にしておりますので、その部分は検討して進めていきたいなと考えております。 

○８番（村木 脩君） もう伊東市なんか現業職員でそういうやる部署というか、何か事務所

があるみたいだけれども、そういうものをやっていかないと大きなイベントなんかができな

くなってくる。なかなか。伊東市なんかはツツジだとかがあるから、何かばらばら大変だと

思う。その辺はぜひ検討していただきたい。 

○委員長（飯田桂司君） では、ないようでしたら企画課のほうの質疑を終了したいと思いま

す。ほかに何かありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） ないようでしたら以上で企画調整課に対する質疑を終結したいと思

います。 

  暫時休憩いたします。 
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休憩 午前１０時４５分 

 

再開 午前１０時５５分 

 

○委員長（飯田桂司君） では、休憩を閉じ、再開をいたします。 

  質疑の対象を税務課とします。やはり大綱質疑等でもやっております滞納繰越、それから

不納欠損、固定資産税の関係等含めて質問をお願いしたいなと思います。 

  何か質疑がありましたら、よろしくお願いします。 

○１３番（定居利子君） 入湯税の不納欠損についてをお伺いいたします。65万250円という

ことですので、内容についてお願いいたします。 

○税務課長（正木三郎君） お答えします。 

  入湯税の不納欠損分につきましては某事業所の滞納処分後、収納不能となったものにつき

まして欠損させていただきました。 

  以上です。 

○１３番（定居利子君） 入湯税については旅館組合が毎月、各ホテルの収容人数を把握をし

て、それで集金に歩いて、それで一括して税務課の方へ納めるという形になっていますけれ

ども、組合員は皆そういう形になっているんですよ。ただ不納欠損があるということは組合

員でないんではないかなとも思うんですけれども、その辺ただ個人的にこれは入湯税を納め

に来たのかどうか。事業所別に納めるのか。 

○税務課長（正木三郎君） この部分に対しましては、通常は３事業所以上のものについて取

りまとめをしていただきまして、25日までに申告納入という形で、それに対して事務委託金

というものをお支払いしております。ここにつきましては単独で入湯税を申告、納入してい

ましたけれども、経営がおぼつかないことによって納入ができなくなったと。そんなような

形になっております。 

○１３番（定居利子君） 単独で申告をして納入されるということなんですけれども、今現在

多分やっているんではないかなと思うんですけれども、継続的にホテルの経営はされている

と思うんですよ。ただ、経営者が変わった中で前経営者が納めてないなのかどうか。その点

は把握していますか。 

○税務課長（正木三郎君） 先ほど来お話ししました部分が滞納繰越の分に載っている部分で

ありまして、欠損に係るものについては既に廃業しまして、新しい所有者の所有ということ
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ですが、今この分についての入湯税というのは、営業されていませんので新たに出ていると

ころのものではありません。 

  滞繰分について、経営者がかわられたりしたものもありますけれども、それについては税

務課でお話をさせていただいて、先付けのコミットをいただいて、この12月には完納する運

びとなっております。 

○１３番（定居利子君） 滞納繰越から不納欠損へと移行していくんですけれども、結局確実

にもらえないというところもあると思うんです。倒産したりとか経営者がお亡くなりになっ

たとか、そういうのは早目に処分して、分母を軽くしてどんどん不納欠損をしていかないと

必ず質問が出ますので、そこはまた委員会ともお話をされたり、町長ともお話をされて速や

かに処分されていったほうがよろしいんではないかなと思いますけれども。 

○税務課長（正木三郎君） ありがとうございます。 

  税務課でも総力を上げて、滞納処分、債権整理に係る調査を全力で進めているところでご

ざいます。その調査に基づいて欠損案件、執行停止案件は即座に処理をさせていただきたい。

そのときにはまたお話をということで、よろしくお願いいたします。 

○１３番（定居利子君） 了解しました。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○８番（村木 脩君） ちょっと藤井議員のやつをもう１回、大綱質疑のやつ、これをやって

おかないと、また委員長さん質問されると思うから。１番の国保税の収納状況は若干改善の

方向にあるが、滞納繰越分で見るとかなり低い収納率となる。その要因は。要因はと言った

って、古いやつが集まらないだけだよな。 

  これにあれして、固定資産が現年課税分として90.85とか割かし低いんだよな。この辺が

やっぱり町外者も多いし、それで機構へかけるほど大きな金額もないし、こつこつやるしか

ないんだろうと思うんだけれども、この辺の原因をやっぱり町長の答弁は６割を占める町外

者ということに関係する。じゃ、その町外の徴収の仕方、俺も行ったことあるけれども、な

かなかあれもらち明かないんだよな、行っても。そこそこの数字上げてくるんだけれども、

その町外者のこれからのそういう滞納者の集め方というのを少し研究しないと数字が上がら

ないんではないかという気がするんだが。 

○税務課長（正木三郎君） 町長の答弁の中で、町税の６割を占める固定資産税に問題があり

まして、現年に係るものなんですけれども、廃業して課税客体はありますけれども、完全に

収納不可能なものが複数件あり、それが高額滞納者となっていますとお答えをさせていただ
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きましたけれども、それが数字的には既に何千万に当たる。そうしますと現年の皆さんが頑

張って納めていただいた税金に数％収納率を下げる要因になっているのが現状でありまして、

それに残る町外の別荘地であるとか、そういうもののおくれる方もいらっしゃいます。そこ

については年に２回行われる東京出張徴収で対応する、調査する、そういった形もしくは町

外の金融機関、生命保険に至るまで調査をかけているのが現状でございます。よろしくお願

いします。 

○８番（村木 脩君） 現年課税分は91.85ということで6,800万の収入未済額があるんだけれ

ども、それはまた今度、滞納繰越の方へ行って、若干でも不納欠損していくわけだろうと。

やはりここのところへみんな積み重なってくるから、これをどうしていくか。不納欠損も積

極的に俺はやるべきだとは思うんだけれども、それをやっぱり積極的にやっていかないとこ

の数字がどんどん増えていくもので、その辺は議会側でも不納欠損をやれよという話が、そ

れは余り公にすると払わない方が得だということになるんだけれども、町外者の場合には特

に追跡が、大体５割近くが町外へほとんど出している。だから、別荘地なんていうのはあれ

だけやったって、使っている別荘なんて今ほとんど見ない。そうなってくると、いいよ、土

地をくれるよなんていう話になって、またらちが明かない堂々巡りになってくる。そういう

中での処分で大変なんだろうと思うけれども、その辺はやっぱり一応やっている格好はしな

いと、普通に納めている納税者に対して示しがつかなくなるから、その辺はやっぱり頑張っ

ていただきたい。 

○税務課長（正木三郎君） ありがとうございます。町外者につきましても、納税事務所への

調べとかで法人のほとんどはもう既に存在しないものが別荘地等山奥に大きな土地を持って

いたりします。そこに関して売れるか売れないかというお話は、管理組合等を通じて売買の

実例があるかどうか。そこまでの調べをしますけれども、実際には取引は行われないよとい

うことで財産はありますけれども、価値なしということで執行停止に処分させていただいた

り、そういう処分をさせていただいている中でも、まだこれだけあるという厳しい状況であ

ります。 

○８番（村木 脩君） それと10ページの軽自動車というやつが割かし厄介な税金になる。車

があるだないだと言って。これらは85万7,000円収入未済額この中でほとんどがあるのかな、

オートバイだ、軽自動車。その調査はしているの。 

○税務課長（正木三郎君） お示ししましたとおり、不納欠損にも相当の数字が載っておりま

すけれども、実際には静岡滞納整理機構に軽自動車の申告の関係の事務委託というのを毎年
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行っておりますけれども、うちのほうで今回、直にそういうものについて大もとに確認をさ

せていただいて、実際廃車になっているというものはたくさんありまして、それはもう欠損

処理という形のものもさせていただいて、例年にない調べも実際始めております。軽自の滞

納者については町外に転出したりだとか、もうないよというものが結構ありまして、そこの

処理については大変時間と労力を費やすことでございますけれども、来年あたりには結構そ

の調べが今年もやりますので、結構すっきりできるんではないかと。調査調べというものを

徹底的に今やっていただいている状況です。 

○８番（村木 脩君） 滞納繰越分の不納欠損が89万あるわけで、ここいらはやっぱりかなり

不納欠損調査しているんだろうなという気はするんだけれども、それらをナンバーを交付す

るときに、きちんと廃車のときは返してくれということを徹底してやっていくとか、たまに

廃車だなんていうと伊東のほう走っていたり、警察から電話がきたりするときもある。最初、

交付するときの用法というか、使えなくなったらナンバーは返してくださいよという話を徹

底していたほうがいいかな。 

○税務課長（正木三郎君） 今聞いたお話、とてもいいお話でして、ナンバー交付については

交付する事務しか取り扱っていないので、今後窓口で対応する職員に対して周知徹底を心が

けて、そのようなお話をさせていただいて、もっと取り締まる形でやっていきたいと思いま

す。ありがとうございます。 

○８番（村木 脩君） だから、そこのところがみんな理解しないでナンバーつけたまま人に

くれたりと、そういうやつも結構多いんです。だから、くれるときはナンバー自分で交付し

てもらったらどうだいとか、ナンバー外して俺の分は返すよという話ししないと、持ってな

い人がいつまでも税金の納付書が来たり、結構トラブルのもとになる。 

○税務課長（正木三郎君） それもあわせて交付時にお話しさせていただいて、一番困るのが

うちのほうで軽んじて欠損しますと、今度車検がとれないであるとか、いろいろな理由が出

てきちゃうものですから、なかなか簡単には落とせないという実情がありますけれども、交

付時にはそういうことを言っていただくようにお願いをさせていただきます。 

○８番（村木 脩君） 業者にも徹底させてください。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○１３番（定居利子君） 熱川の風車はまだ固定資産税発生してないんですか。熱川の風車、

あの奈良本の風車は固定資産税まだ発生してないんですか。 

○税務課長（正木三郎君） 奈良本の山に10基ある風車のことでよろしいでしょうか。あそこ
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につきましては償却資産ということで既に税金は発生しておりまして、27年度決算につきま

しては既に完納がされております。償却資産です。 

○１３番（定居利子君） 償却資産ですね、わかりました。 

○委員長（飯田桂司君） ありますか。 

○８番（村木 脩君） 固定資産の今空き家対策なんて今みんなやっているわけだ。そうする

と町外者、こっちに誰も住んでなくて、町外に住んでいる人が結構多くなってきて、また町

外者の所有分が増えているというような状況が、これからまた増えてくる可能性もある。そ

ういうものは本来だと、こっちでやる納税義務者がそれをつけなければならないわけだよな。

そこのところが昔からうちの町は俺らのときもそうだったんだけれども、こっちで納める納

税管理人を本来はつけるんですよと言うんだけれども、そこのところがいま一なかなかでき

なくて、それも一つの課題として。 

○税務課長（正木三郎君） 確かにおっしゃるとおりでして、通常の相続をされて登記をして

くれれば何ら問題なく町外の所有者も町外課税者になります。相続がいろいろな問題ありま

す。なかなか登記もできないよなんていうものについては、今年度27年度新たに相続人代表

者届というものを大々的につくりまして送付しました。それについては死亡者課税について

も対応するような形で、所有者がわからないではなくて、そういうものを出して、その方に

納税をしっかりしてもらうと、そういうものは親族でお話合いをしてもらって定めてもらう。

そんなような形の取り組みを新たにして、相当効果が出てきたところでありますけれども、

なかなかまだまだ解決しない部分もまだあります。 

○８番（村木 脩君） それと、納税管理人制度というものがあるわけだけれども、そこのと

ころがやっぱり昔から納税管理人がくっついてないんだよな。 

○税務課長（正木三郎君） もともと納税管理人制度、県外に本社がありまして、こちらに事

業所を出すよなんていう場合に、その事業所についての税金を地元の方が事務所で払うとい

うような形のものを納税管理者という形で本来扱うんですけれども、親戚のものを私が払う

ことになっているよとか、そんな形でも今までつけたこともありますけれども、なかなか難

しいところで。 

○８番（村木 脩君） 現年度分、過年度分の徴収についての取り組みはって、これ藤井議員

の質問わからないんだよな。大体うちは県下34番目、大体この通りは皆悪いわけだよな。昔

から熱海、伊東、東伊豆。 

○税務課長（正木三郎君） 町長の答弁でもいただきましたけれども、震災前うちの収納率の
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悪いのを受けて、滞納処分、この付近では一番に取り組んで差押であるとか、そういう厳し

いものを早目に取り組んだ時期はございます。そのときにこの界隈の近隣の市町よりは上に

位置するまでになりまして、これからということに23年の東日本大震災ございました。その

ときには観光立町ということで徴収猶予も出ました。収納できない、徴収できない現状、そ

れがホテル本体だけでなく、従業員にも影響が出まして、お給料が出ないよ、少なくなった

よなんていうところで、なかなか分納計画もうまくいかないなんていう内容。収入未済額に

ついては、ほぼほぼその時期に近づけるような形で頑張っていただいていますけれども、ま

だまだその結果が出ない。あと地域外の企業が稲取にも熱川にも入っております。それ以降

にまた廃止とかされたホテル等については、いまだ空き家の部分も多数あります。そういう

ものについて、やっぱりどうしてもほかと比べて不利な部分もあるかなというように分析し

ておりますけれども。 

○８番（村木 脩君） 今言っていることはわかるんだけれども、今うちの町は静岡県下で34

番目ということなんだけれども、大体この伊豆半島がみんな悪いわけだ。熱海だ、伊東だ、

東伊豆だと言ってさ。だから、これはこの地域特有のそういった人の出入りが激しいとか、

そういうものがあるわけなんで、今34番目になるんだけれども、一番ペケはどこになってい

るの。 

○税務課長（正木三郎君） お名前を公表していいかどうかなんですけれども。 

○８番（村木 脩君） だって、冊子で来る、県から。 

○税務課長（正木三郎君） 今のところ、うちより下が伊東市さん、うちの上が下田市さん、

河津、松崎というような、やっぱり伊豆半島の…… 

○８番（村木 脩君） 熱海はよくなった。 

○税務課長（正木三郎君） 熱海はテレビでもよく見かけますけれども、やっぱり新幹線来て

いることもあったり、いろいろな企業が入り込んで今大々的に海岸線も含めて売り出してい

ますね。あそこはもうその震災前は全然うちのほうがという状況はあったんですけれども、

今熱海市さんはなかなか上がっていますね。 

○８番（村木 脩君） 伊東園と大江戸温泉のおかけだよな、ホテルを。 

○税務課長（正木三郎君） ２つぐらい上です。伊豆市、熱海さんという感じ、まあまあこの

辺のずっと80台のものが伊豆半島特有の。 

○８番（村木 脩君） わかりました。いいです。大体そうだろうなと思ったんだけれども。 

○委員長（飯田桂司君） 以上で税務課に対する質疑を終結したいと思います。 
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  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１９分 

 

再開 午後 零時５８分 

 

○委員長（飯田桂司君） では、これより休憩を閉じ、再開いたします。 

  質疑の対象を住民福祉課・熱川支所とします。 

  質疑はありませんか。お願いします。 

  何かありますか。 

○８番（村木 脩君） 保育ママのところの収入未済額が270万、これはもう解決しているお

金になるの。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 保育ママの滞納繰越分が36万4,500円ですが、滞納総額が

27万1,000円ほどありまして、現在分納している方とか…… 

○８番（村木 脩君） ちょっと待って、27万てどこの話だ。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） すみません、これ全額の滞納額で…… 

○８番（村木 脩君） ここに36万4,500円ある。放課後児童クラブが１万8,000。これは放課

後児童クラブって、みんな一緒になっているから、その内訳わからないんだけれども。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 全体で270万150円です。そのうちの保育ママですね。その

分の滞納繰越額ですね。こちらが36万4,500円ありまして、現在今、分納させたり督促をし

たりしておりまして、７月までに５万7,000円そのうち納付済みがありました。 

○８番（村木 脩君） これで５万7,000円、年度内で終わりそうもない。次もこの人がまだ

保育ママを利用しているの。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 利用している方もいらっしゃいます。また、ほかの町に転

出した方も１名おりまして、その方も分納計画に基づいてお金を毎月入れてきていますので、

入れてこないときは電話で催促したりしてやっていますので、徐々には減っていくと思いま

す。 

○８番（村木 脩君） 去年も何かこの辺に未納があったような気がするんだけれども、頑張

って今年中に減らせるように頑張ってください。 

  個人番号カードも住民課のほう。この379万、交付事業費補助金というのがあるんだけれ
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ども、この発行率は何％ぐらいかな。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） 10分の10で補助ということになります。 

○８番（村木 脩君） 発行率。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） 率ですか。 

○８番（村木 脩君） 個人番号のカードを出した発行率。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） 今現在でいいですか。毎月報告というか数字が出てくるんで

すが、９月６日現在で本人が番号カードを申請した率というのが13.2％です。カードができ

てきまして、窓口のほうで交付前設定という処理をするんですけれども、そして御本人さん

に通知をして取りくるという形で役場から本人に手渡しされた分が85.5％の交付という形に

なります。 

○８番（村木 脩君） 全体で13.2％。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） カードつくるよという申請した人が13.2％です。 

○８番（村木 脩君） 役場の職員なんか全部持っている。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） 多分窓口の状況を見て、まだ申請をしていないというのが本

当のところだと思います。 

○８番（村木 脩君） これ全国的にどうなんだろう。何か余り聞かないんだよな、これを持

っているという人。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） 前に住基カードというのをつくったんで、それも余り伸びな

かったという話も聞きますけれども、これについてもやっぱりちょっと全国的な数字は出し

てないですが、各市町を見ても、うちの町のほうがいいほうですので、今のところ全国的に

も10％いくかいってないかというところだと思います。 

○８番（村木 脩君） 総務課長にも聞いたんだろうね。 

○総務課長（鈴木利昌君） 申請が13％なもので、本人に届いているのは1割くらいという、

カードがいっている人はという話だと。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） すみません、先ほど85％と言いましたけれども、これはあく

までも申請をして窓口へ取りに来た方が85％ということで。 

○８番（村木 脩君） いいよ、そんなの。９月６日現在って言ったではないの。 

  26ページの多様な保育推進事業費補助金というのは、この多様な保育というのはどういう

意味なの。 

○住民福祉課子育て支援係長（遠藤克也君） 多様な保育推進事業費補助金は保育料とかの補
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助金になります。 

○８番（村木 脩君） そうだけれども、この多様というのはどういう意味なの。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 乳幼児の保育事業ですね。こちらと緊急リフレッシュ事業、

障害児保育事業ですね、そういったものになります。 

  乳幼児保育事業は乳幼児の預かり事業で１歳児から２歳児までが対象となります。稲取保

育園、また町外の人で１名利用している方が伊東市のほうで八幡野保育園ですか、こちらの

ほうに補助金が出ています。また、緊急リフレッシュ事業、これは三宝保育園、認定外の保

育園の一時預かり事業に県のほうから県費が補助されています。障害児の保育事業、こちら

も三宝保育園でやっているんですけれども、こちらの方にも８万8,800円ほど県費が出てい

ます。 

  以上です。 

○８番（村木 脩君） ということは、保育のあらゆる場所へ出しているということ。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） そうですね、とりあえず27年度はこの３事業に県費が出て

いるというような形になっております。 

○８番（村木 脩君） 多様というんだから、かなりいろいろなところへ配分しているのかな

という気はするんだけれども、その多様の意味がちょっとわからなかっただけです。結構で

す。 

  26ページの地域自殺対策緊急強化というのはここでいいのかな。 

（「健康づくり課」の声あり） 

○８番（村木 脩君） 健康づくり。自殺対策は健康づくり課ね。 

  生活排水はいいの。じゃ、その上の生活排水改善対策推進事業、これは合併浄化槽の話か

な。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） 合併浄化槽のつけかえいただいた補助するものに対して国県

から。 

○８番（村木 脩君） じゃ、この71万7,000円というと何基。 

○住民福祉課地域係長（国持健一君） これにつきましては昨年５基のつけかえをいたしまし

て、その分になります。 

○８番（村木 脩君） これ２分の１だっけか。 

○住民福祉課地域係長（国持健一君） 補助率につきましては国が３分の１、県につきまして

は原則３分の１なんですけれども、実は率を掛けますので実際は３分の１までありません。
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それと町の分ということで、基本単価を出します。さらに実際の補助はそれより多く出てい

るような状況になっています。 

  以上です。 

○８番（村木 脩君） これは余り皆知らないよな。どっちかというと、うちの町は下水道事

業をやらないから、これでいこうという方針でやっている事業なんだけれども、割かし河津

町のほうが結構利用率は高いし、ＰＲが足らないのかな。海をきれいにするとか、いろいろ

な講釈つけてＰＲしていかないと。１つ景気対策なんかの、水道やなんかの景気対策の部分

も含んだりしているもので、もう少しＰＲして水質改善を機会に啓蒙。 

○住民福祉課地域係長（国持健一君） 一応広報「ひがしいず」ですと４月号に載せたり、回

覧を打ったりと、昨年は行わなかったんですけれども、一昨年その前の年とマックスバリュ

ーで一応県の街頭広報とうちと一緒にということで、合併浄化槽の推進ですとか、あるいは

法定検査ですとかというくらいのことはさせてはいただいているんですけれども、それが基

数の増加につながっていないことは確かだと思います。 

○８番（村木 脩君） 標語かなんか考えて、いつも広報の端っこに余白に載せてもらうとか、

毎回やっておけばいいんではないか。 

○住民福祉課地域係長（国持健一君） ありがとうございます。御意見をいただきましたので、

検討させてもらいたいと思います。 

○１３番（定居利子君） 68ページの児童遊園も住民福祉課の関係ですか。管理事業のほう、

児童遊園の管理事業。成果表で68ページです。よろしいですか。 

  これは児童遊園の管理等なんですけれども、お塚も排水の関係で修理等いたしましたけれ

ども、あそこの伊東園の上の竜宮台ですか、あそこはほとんど子供たちも行ってないし、ち

ょっといろいろ遊具なんかも野放し状態だし。それで、今親御さんが子供を遠くの遊園地で

遊ばせるということがほとんどないもので、そういう例えば対策等も考えられているのか。

近くならお塚のほうにもほとんど行ってないですよ、子供たちは。大体文化公園あたりへ行

かれるとか学校の公園へ行かれるという方たちが多いんですけれども、こういう例えば見回

りといった状況の中で管理等どういうふうにされているのか、今後の対策であのまま放置と

いうんではないんですけれども、野放し状態になっているんですけれども、そういう面でそ

の辺はどういう考えを持っていらっしゃいますか。ほとんど子供たち行ってないんですよ。

それで遊具等もさびたりとか、そのまま放置されていますけれども、今後の管理について。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 遊具の診断とか点検は委託契約とか結んでやっているんで



－29－ 

すけれども、危険な箇所等がありましたら、また今後検討して立ち入りを規制するとか、そ

ういったような対策も必要ではないかなと考えております。 

  以上です。 

○１３番（定居利子君） その点検等はされても、あそこの場所が以前は遊園地遊園地という

ことで、あちこちに幾つかつくられたんですけれども、今現在ほとんど少子化もあるんです

けれども、子供たちがあそこで遊んでいるという姿はほとんど見かけないですよね。あの上

までは登っていけないんです。あの現状の状態でいいなのかどうかね。例えば遊園地をほか

のあれには目的外使用に使っちゃうとまずいんですけれども、そういう今後、遊園地対策み

たいなどういう形にしていくのか、お塚のほうもそうです。あそこは何か虫がいるとか、い

ろいろちょっと怖いところだとかと言って子供たちはほとんど行ってないんですよ。今後そ

ういう遊園地の対策をどういうふうにされるか。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） 現在管理するに当たって、やっぱりお金かかっています、業

者に点検とかさせて。今のお話の中で利用はされてないよということであれば遊具ももうさ

びとかいろいろ直さなければならないものもかなりありますので、今後は廃止にするのかど

うかというものを含めて今のところ検討はしてございません。きょうお話しいただいたこと

で、また今後は検討した中で対応していこうと考えております。 

  以上です。 

○１３番（定居利子君） いわゆる地域の子供会とか区とか、あと学校関係のＰＴＡとかがあ

りますので、今後そういう中でどうするか対策等決めていただければ。今の現状のままにし

ておくのか。それとも何かの形にするのか。また、そういう話し合いの中でいろいろ進めて

いただければなと思います。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） 当然役場サイドでここも廃止とかってやっちゃうとなると、

またいろいろ問題があろうかと思いますので、その辺はまたいろいろ協議した中で進めてい

きたいと思います。御理解お願いします。 

○８番（村木 脩君） 18ページの住民票の手数料なんだけれども、これで件数的には何件ぐ

らいになるんだ。125万2,800円というと１通幾ら。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） 住民票１通200円。 

○８番（村木 脩君） それを割り返すと。 

（「6,260」の声あり） 

○８番（村木 脩君） この住民票というものも今、税務課がセブンイレブンなんかと発行協
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議してないの。これとは別。 

○総務課長（鈴木利昌君） 税務課今進めているのはコンビニ収納、コンビニに税金を納める

というものを今検討、税務課はやっております。今ちょっと余談になりますが、住民課と…

…。ちょっと休憩していただけますか。すみません。 

○委員長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時１８分 

 

再開 午後 １時１９分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

○８番（村木 脩君） はい、了解しました。検討しているそうです。 

○委員長（飯田桂司君） 歳入のほうはいいですか、このくらいで。 

  歳入歳出一緒でということですから、よろしくお願いします。 

  質疑お願いします。 

○８番（村木 脩君） 76ページの遺族会助成事業は前に何か下でやっているときに一生懸命

責められていたけれども、その後はどうなったか。その経過を教えてくれ。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） 遺族会への補助は政教分離なんだなんだとありますけれども、

それには触れないという結論的なものは調べて出たんですが、ただ補助するに当たりまして、

この補助金何に当たっているのかということで、要は慰霊祭の開催、それからあとは慰霊碑

の清掃等に対して補助という形で30万という形でやっていたんですが、それを精査した中で

慰霊祭時のお茶とかが多いということの中、弁当は出していないんですが、お茶とかその辺

が打ち合わせとかのお茶とか、その辺を諸経費カットさせていただいて27万円という形で、

27年度減らしていただきました。 

○８番（村木 脩君） あの時に政教分離という話が出た。それは神主なりお坊さんに町が金

を払うということ自体がその政教分離に触れるということなのか。あそこでそういう祝詞を

上げることが政教分離なのか、その辺がなんだか聞いていて余りはっきりしないな。だから、

遺族会が補助金の中から自分たちで、それを自分たちの会費と一緒の中でお坊さんを頼むと

いうことは構わないという。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） 構わないです。それを開催するに当たって、町のほうが補助
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するのは別にそれが政教分離には当たらないというものがありましたので、そこで理解をし

ています。 

○３番（栗原京子君） 成果表でいいですか。成果表54ページなんですけれども、犬等の畜犬

登録が685頭で、うち予防注射の頭数が436頭って、ちょっとこれ少ないなというふうに感じ

たんですけれども、受けなかった飼い主に対しての何か指導とかって、そういうものはある

んでしょうか。 

○住民福祉課地域係長（国持健一君） 予防接種につきましては集合注射でうちの町はやらせ

ていただいておりまして、１回目の予防接種受けないところに２回目の通知をさせていただ

いております。この接種率が低い原因の中に、もう死んでしまった犬について死亡届が出さ

れてないというようなことがありまして、実は昨年、高齢の犬につきましては通知を差し上

げて、もし亡くなられているようでしたら死亡届を出してくださいというようなことを何年

か分の、すみません、正式にあれなんですけれども、につきましては発送させていただいて、

全体の枠を少なくするようなことをあわせて行わせていただいております。 

○３番（栗原京子君） これは集団接種のみのですか。どこか動物病院でやった犬も入ってい

ますか。 

○住民福祉課地域係長（国持健一君） こちらの成果表につきましては動物病院で行ったもの

につきましても、証明書を持ってきていただいて、こちらで注射済み票を発行しています。

そのものも含めてという数字になっております。 

○３番（栗原京子君） すみません、成果表84ページ、歯周疾患検診がやはり受診する方が少

ないと思う。これ結構大事な検診だなと思うんですけれども、周知の方法はどういうふうに

されているんでしょうか。84ページです。 

（「健康づくり課」の声あり） 

○３番（栗原京子君） 健康づくり課、すみません。 

○１番（笠井政明君） 成果表の70ページの子育て用具購入費補助金て27年ですよね。ちょっ

とうちも使ってはないんですけれども、件数的に19件で24万6,000円ということなんですけ

れども、もうちょっとあってもいいのかなと思っていたんですけれども、１年やってみてど

うですか。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） 27年度で正式に生まれた子供の数が何人か、ちょっと50人程

度だと思うんですが、この辺の申請については第１子ですと申請とかってあるかなと思うん

ですが、２子、３子になった場合にはお兄ちゃんお姉ちゃんのものがあるとか、そういった
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ので申請がされないというケースがあるというふうに捉えております。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） これあれでしたよね、ごめんなさい、僕もちょっとうろ覚えであれだ

ったんですけれども、別に何か２子でも３子でも問題はなかった、何か制限があったんでし

たっけ、収入とか申請とか。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） あくまでその生まれた子のために購入したという縛りだけで

す。 

○１番（笠井政明君） 一応去年からということで、生まれたときにやっていただいているか

と思うんですけれども、２子とか３子でも、なかなか年数たってきて新しくとか２人目、３

人目とか考えてなくてというのもあったりとかするかもしれないしというところあるんで、

もうちょっと、知っている人も多いのかなと思うんですけれども、子供が生まれたときに、

もうちょっと使うようなあれをしていただければいいかなと思います。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） その辺は健康づくり課と言いますか、保健センターのほうと

連携をさせていただいた中で、その母子手帳の交付の際にもそういう案内はさせていただい

ていますので、御理解を願います。 

○１番（笠井政明君） わかりました。 

○委員長（飯田桂司君） ほかにありますか。 

○１３番（定居利子君） 私設街路灯、安全で安心なまちづくり推進事業でページ数がちょっ

とわからないんです。60ページかな。それの私設街路灯が95万9,000円と、あと修繕料です

か399万1,730円上がっているんですけれども、これは電球等の取りかえだと思うんですけれ

ども、これは各地区によって上がってきたものを優先的に電球の取りかえとか、それとも去

年上がってきたところで電球の取りかえもしてないところとか、その順番性というのはある

んですか。 

○住民福祉課地域係長（国持健一君） まず、修繕料につきましては私設街路灯のものとは別

でして、町の防犯灯につきましての修繕料ということになります。修繕につきましては、各

地区で球が切れたりというようなことを区長さんが発見した場合について修繕をしてもらう

ような形をとっておりまして、随時球が切れたり、あるいは壊れたりといったものについて

は随時修繕をするような形をとらさせていただいています。 

○１３番（定居利子君） それで修繕の場合は、防犯灯の区のほうの管理のところは町のほう

で修繕していただける。電気取りかえをしていただけるということですけれども、私設街路
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灯はあくまでも商店街等でやってくださいよということで、これは電気代の補助ということ

だけですよね。 

○住民福祉課地域係長（国持健一君） 私設街路灯の補助金につきましては申しわけありませ

ん、電気代のみということで、修繕等につきましては各組合のほうでやっていただいており

ます。 

○１３番（定居利子君） 今年度に入るから街路灯の新設はちょっと質問できないんですけれ

どもね。これは決算だから今年度のこの間の補正で通ったものが質問できないんで。それは

関連しちゃうんでね。ちょっと休憩してください。 

○委員長（飯田桂司君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時３２分 

 

再開 午後 １時３３分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

○１３番（定居利子君） 防犯灯は地域によってＬＥＤ化にされているというところもあるん

でしょうけれども、今後、町の取り組みとして全域にＬＥＤ化にしていかれる予定があるの

かどうか。 

○住民福祉課地域係長（国持健一君） 今、新たに設置するものについては町内全部ＬＥＤの

設置が原則です。修繕におきましても、蛍光灯本体がだめになってしまったものにつきまし

ては、随時ＬＥＤにかえていくようなことで進めております。ただ、球の交換とかというも

のについてはそれで数千円で済むものですから、そちらをやらさせていただいて、本体が交

換必要なものについてはＬＥＤにかえていくようなことで進めております。 

○１３番（定居利子君） 温泉場のほうで１カ所、私設街路灯から防犯灯に切りかえて、電気

料のほうも町のほうで負担していただくというところがあったんですけれども、今後恐らく

そういう私設街路灯から、じゃ電気代払えないから防犯灯に切りかえてくださいよというと

ころが今後出てくる可能性もあるんじゃなかろうなと思うんで、そういう場合は町で全面的

に支援するのか、それとも切りかえていくのか、それちょっと難しい部分てあるんでしょう

かね。どうでしょうか。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） 今ここ数年そういう話が多くなってきたということがある中
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で27年度に要綱を制定しまして、私設街路灯を防犯灯にかえる工事については２分の１補助

を出す。補助を出した中で整備をしてもらうと。防犯灯基準というのが30メートルぐらいの

間隔とかってありますので、その辺を守ってもらった中で、やりかえたものに対して１年以

内で町に移譲した場合は、その後は町のほうで見るよというような要綱も制定して対応する

ようにしております。 

○８番（村木 脩君） 92ページの精神障害者の医療助成というのがあるんだけれども、これ

昔の精神衛生法みたいな今なくなって、更生措置とかそういう入院措置とかさせるときの助

成なんか、あれは国のほうで金出す、この間も橋本で何か壊したみたいなやつ、途中で。 

（「健康づくり課」の声あり） 

○８番（村木 脩君） じゃ、その下のほうの相互乗入れ委託料なんて何だかわからないやつ

も健康づくり。92ページの下の13。それも健康づくり。何なの相互乗入れ。 

（「予防接種の相互乗入れ」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 私のほうは先ほどから出ている、ちょっと総合政略あたりに出てき

ている検査料等も含めた中でも、私前から言ってる山が大変荒廃している中で合併浄化槽の

関係で県の補助金等が大変少ない額で来ているわけですけれども、今のこの町内の浄化槽の

状況だよね。合併浄化槽にならない内容が今までの普通の浄化槽としての状況等は把握して

いるわけでしょう。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） ならない状況の中には、お金がかかるというのがまず１つあ

ると思います。それから、あと土地が、うちが密集したりしているとやりかえがきかないと

いう状況もあるんではないかなと。 

○委員長（飯田桂司君） 要はその設置の状況だよね。１軒でなかなか浄化槽はつくれないな

ということで、４軒、５軒隣ではないですけれども、どこか空き地ではないですけれども、

集めてするようなところはないわけですか。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） 今の状況では、そういう話は聞いておりません。数件まとま

っているとかいう話は聞いておりません。 

○委員長（飯田桂司君） というのは、先ほどから言っているように海が大変荒れている。私

は海に入るからわかるわけですけれども、草がつかない。天草はともかく普通の海草がつか

ない。それは浄化槽だけの問題ではないかと思うんですけれども、やはり１軒でなかなか大

変だなということであれば、場所があれば何軒かでまとまってしていく、土地等も含めた中

で、そういうことを各区で情報を流して、住民課のほうから流して、こういうことで補助金



－35－ 

をつけるけれども、お金がかかるけれども、場所をちゃんと選び、３軒、４軒集まって、そ

して浄化槽を直していく、合併にしていくということが推進がこれが必要になってくるでは

ないかと。うちはほかの町と比べて大変おくれているところが本当にあろうかと思うんです

けれども、自分らもそうなってないですけれども、そういうことで、できるものならやはり

何軒かでやるということが必要になってくるんではないかと思うんですけれども、いかがで

すかね。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） 何軒かでやるということに対しての今のこの補助の制度が対

応になるのかどうかという現状確認をしなければならないとは思いますけれども、そういう

ケースはこの近くで近隣であるのかどうかというちょっと確認を担当まで寄せてもらって、

その辺がうまくいっているようであれば推進はしていかなければならないと思います。 

○委員長（飯田桂司君） やはり状況も、なかなか何度も言うように金額もお金のかかること

で今まである物を使っていくのもそれなんで、やはりこれからのことを考えて、ともかく海

をきれいにして海を守る。そして、それに対しての天草や漁業の人たちの生活を守るという

ことを考えたときに、これから一度になかなかできないことだと思いますけれども、10年か

20年かかってもいいから、そういうことをしていく推進が、ことをぜひできないかなという

ことで聞いたわけです。何かあったときはちょっとその場で何軒かでまとまってやっている

ところがあったら調べてください。 

○住民福祉課長（斎藤 匠君） すみません、現在把握しておりませんので、今後ちょっと調

査をしてみたいと思います。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） では、今住民福祉課の質疑はなしということであります。 

  では、以上で住民福祉課・熱川支所に対する質疑を終結をいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４２分 

 

再開 午後 １時５３分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 
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  これより質疑を行います。 

  質疑の対象を健康づくり課といたします。 

  では、成果表のほうを含めて質疑を続行いたします。 

○３番（栗原京子君） 成果表の84ページなんですけれども、（５）の歯周疾患検診あるんで

すけれども、これの受診ニーズがとても低いなと思って、結構重要な検診だと思うんですけ

れども、ここら辺の周知の方法を教えてください。 

○健康づくり課課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） 歯周疾患検診の対象者が国と県の

補助金の関係で40、50、60、70の節目の方を対象に通知をさせていただいております。個別

通知をしているんですけれども、受診者のほうは少ないという状況になっております。 

  以上です。 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

○８番（村木 脩君） 決算書18ページの会館等使用料というのは何。向こうの白田の会館。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 会館使用料はアスド会館の本館を利用したときの使用料と

いう形で。 

○８番（村木 脩君） それをこっちで管理している。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） はい。今27年度から管理を健康づくり課のほうで。 

○８番（村木 脩君） どんな人が使用しているのかな。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 本館のほうの使用についてはサークル活動の方が多いんで

すけれども、ヨガのサークルとか、それから太極拳の教室とか、それからストレッチとかエ

アロビとかという形で主にそういう運動のことをやる方たちが上の教室とか、ああいうとこ

ろを借りてやっているということです。 

○８番（村木 脩君） そういうことやるにはいいところだものな、あの上は。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 一応貸し出しスペースということで一般教室、それから合

同教室という形で、そういう小間のスペースをちょうどよく使っていただいております。 

○８番（村木 脩君） それ条例があるよな。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） はい。 

○１１番（森田禮治君） 26ページの自殺の関係どういう意味だ。 

○委員長（飯田桂司君） 何ページですか。 

○１１番（森田禮治君） 決算書の26。地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金というやつ。

何やるか。 
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○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金というものは、自

殺対策の補助金ということで心の健康づくり、そういうものを行っている事業の一部が対象

になって補助をいただいているという形で、今行っている事業でいいますと精神のミニデイ

サービス、これが大体４万5,000円くらい。それから人材育成事業で15万1,000円。それから

ゲートキーパーの養成事業というのがありまして、これが７万5,000円、それから睡眠相談

保健指導事業ということで17万5,000円が対象というふうになっています。 

○１１番（森田禮治君） 金額はともかく、この対象者は。 

○健康づくり課課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） 自殺対策のさまざまな事業の対象

者は、主に講演会や相談事業などで回覧や広報、あと過去に相談を、保健指導を受けた方に

は個別に御案内をして、アドバイザーの先生の個別相談を受けられるように御案内をしてい

ます。 

  あと睡眠指導については、特定健診の問診の項目に「眠れない」「朝すっきり目覚めな

い」という質問項目がありますので、そこに該当する方にお声をかけさせていただいて、対

象としてかかわらせていただいております。 

○１１番（森田禮治君） 難しいなこれ。いいですよ。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○３番（栗原京子君） 成果表の100ページなんですけれども、保険給付の状況ということで

住宅改修費についてなんですけれども、１戸当たりだとその介護度に対して改修がここまで

やらなくてもいいではないかというような案件というか、そういう例が何件か出ていて問題

になっているということを聞いたことがあるんですけれども、東伊豆町ではそういうことは

ないでしょうか。 

（「すいません。これは特別会計の内容になりますけれども」の声あ

り） 

○１３番（定居利子君） わかりました。ありがとうございます。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○１３番（定居利子君） 40ページの社会福祉協議会施設使用料400万なんですけれども、以

前は500万ぐらいいただいていたんですけれども、運営状態がいいということで、利益も上

がっているということ多分400万にしたんではないかなと思うんですけれども、現在の内容

はどういうふうになっているんでしょうか。まして所長というんですか、責任者もいないの

で、これ決算ですけれども、どういう状況で利益が上がっているのかどうか。 
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○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 社会福祉協議会の施設使用料という形ですけれども、光熱

水費の一部負担という形でいただいております。その分についてが320万円、これは従来か

らの金額で、本年度の決算で400万円になっているのは、温泉の加圧ポンプの改修が大体160

万円ぐらいのお金がかかっておりまして、今デイサービス等で入浴事業、社会福祉協議会が

やっているということで、その温泉の使用のためのポンプの一部工事費の負担を80万円折半

という形の中でいただいて、合計額で一応400万円と計算させていただきました。 

  以上です。 

○１３番（定居利子君） 社協の内容について大変だ、ヘルパーさん大勢いるんですけれども、

営業内容についてはちょっと今現在大変だということも伺っているんですけれども、今後こ

ういう施設使用料等をそういう面で考えていかれるのかどうか。現状のままずっと維持をし

ていくのかどうか。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 平成25年ぐらいからですけれども、施設使用料についてと

いうことで社協さんといろいろお話をさせていただいています。保健センターそのもの建物

も修繕等の費用が老朽化によって年々増えているという中で、どうしても今の光熱水費だけ

のお金ではなかなか維持をしていくのが大変だということで、少しずつでもその使用料を修

繕のほうにかかっていく分を見込んだ中で上げていこうという話をしているんですけれども、

実際に使用料という形でそこに盛り込んでしまいますと取り決めがなかなか難しいものです

から、その今の段階では使用料は経営もなかなかというお話も町長のところにもしたことも

あったんで、使用料においては据え置きをした中で修繕は修繕という形で折半できるものは

という形で一応協議をさせていただいて、毎年決めさせていただくような形をとっておりま

す。 

○１３番（定居利子君） 修繕費は折半ということで、あそこも建築されて20年近くになるん

ですか。だんだんといろいろな修繕も多くなっていくと思うんですよ。そういうところはい

ろいろ協議し合って妥協してお互いに負担するものは負担するようにしたいと思います。 

○委員長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時０５分 

 

再開 午後 ２時０８分 
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○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  何かほかに。 

○８番（村木 脩君） 37ページの雑入のところに、ここにみんな介護、おたくの課のところ

がずらずら並んでいる。これはみんな制度上の問題でどうしてもこうなってきちゃうのかな、

雑入の。過年度返還金とか高齢者等緊急一時保護過年度収入、これは制度上どうしても年度

をまたがっちゃうものなのか。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 後期高齢者の事務費のほうの過年度返還金と医療費の過

年度返還金ですけれども、、あと26年度で概算で払ったものを翌年精算という形になるもの

で、これはもう制度上どうしても翌年精算という形で返還するというような形が出てきます。 

○８番（村木 脩君） 了解しました。 

○１番（笠井政明君） 40ページのプール利用料なんてすけれども、26年度決算に比べて30万

ぐらい落ちているのは、とまっていた期間があったからですか。そんな感じですか。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） おっしゃるとおり３月の故障によって、丸々１カ月収入が

なかった状況があります。そういう関係です。 

○１番（笠井政明君） 利用率的には変わってないですかね。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 推移はそんなに変わってないです。たた１カ月やってない

のでその分少しは。そういう感じです。 

○８番（村木 脩君） アスド会館の土地借上料ってこれは。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） アスド会館のほうの土地借上料につきましては、温泉管を

通してずっと上げている。そこの地権者の方に。 

○８番（村木 脩君） それ、どこか横浜のほうの人がいる。 

○健康づくり課健康増進係長（横山 昇君） 横浜のほうの方が１人。 

○８番（村木 脩君） 瀬谷、相鉄のほうにいる人なの。 

○健康づくり課健康増進係長（横山 昇君） はい。 

○８番（村木 脩君） その人とは契約がまだ上手にいっているの。 

○健康づくり課健康増進係長（横山 昇君） その方はちょっと言っちゃっていいのかどうか

わからない。管財人みたいな方がついていまして、その方と連絡をとりまして、その方を通

さないと全て物が届かないという状況になっている。代理人の方がいます。その方と全て連

絡もとって。でも、振込先についてはちゃんと本人の口座へ振り込んでいます。 

○８番（村木 脩君） それはそれで払ってくれればいい。あそこはにいやさんの畑だった難
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しいところずっと上げてきているから。なかなかその人も昔俺は交渉に横浜まで行ったこと

あるんだけれども、その契約がどうなっているか。了解しました。 

  今盛んに売るとか売らないとかやっているんだけれども、あの中は町道が入っているから、

そこのところは気をつけてもらわないと、あれもみんな道路ごと売ってしまうなんて話にな

りそうな雰囲気だからな。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 一応売る価格については公図をもとにして。 

○８番（村木 脩君） 今、町道だけれども、柵してとめちゃっているけれども、あれ町道な

んだよな。だから、そこのところは売るときには気をつけて。赤道があるから。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 町道という形の中で門がついているとような形もあります

けれども、以前もちょっと不法投棄とかその辺のところの絡みもあって、一応施設の管理と

いう意味合いでつけさせていただいている状況なんですけれども。 

○８番（村木 脩君） はい、了解。 

○１３番（定居利子君） 検診についてお尋ねします。成果説明の83ページ。 

  この肺がん、胃がん、大腸がんとか子宮頸がんの検診なんですけれども、町の健診におい

て、がんがわかったという方も何名かいらっしゃって、その後、手術されてよくなった方と

か悪くなった方いろいろいらっしゃるんですけれども、検診の人数と、そしてそういう病名

が見つかったという人の人数ってわかりますか。比較何％ぐらいのがんとかわかったのか。

早期発見と言われますけれども、肺がんが町の検診によって見つかったんだよといって順天

堂行かれたりとか、がんセンターに行かれたという方も何名かいらっしゃるんですけれども、

その比率はどれくらいになるかな。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 83ページの表の右側のほうに精密検査判定というのが、そ

この中で疑いを含む、がん検診ですので疑いを含むがんというふうに数字が出ている方が受

診者の中で疑いがありますという判定をされた方です。 

  それから、がんでなくて、ほかの疾患が疑われるというのはその他の疾患という方で一番

右側に出ているのがこの人数になりまして、そこから精密検査を受けてくださいということ

で本人さんに精密検査を受けていただいて、がんかどうかとやっている。ここはあくまで疑

いという形です。ですから、確定はその後の精密検査に行ってから。そこの情報は確定した

人についての情報は、こちらには届いてはいないという形です。 

○１３番（定居利子君） 対象者が5,000人からですか、対象者があって受診率はそれぞれ

38.8とか17.4とか、ちょっと低いように感じられるんですけれども、その中で疑いがあると



－41－ 

いう方がこの表に出ていますけれども、がんだとははっきり言えないし、またがんでない場

合もあるということで、疑いがあるという方も少ないんですけれども、それ以外に病院等で

検診でわかったという方もいらっしゃいますので、極力こういう検診に受診されるように。

そうすると町の検診に行ってよかったなという方の声も聞いていますので、極力受診されて、

そうすれば金額的にも安いじゃいですか、一般の病院行くよりはね。そういう特典もありま

すので極力そういう受診率を高めていただいて、早期にそういう病名がわかるように努めて

いただければなと思うんですけれども。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 受診率を上げていく、健診をやっている以上、受診率を上

げていくというのは当然担当課としての目標でもあります。それから、その中で精検判定を

受けて精密検査でがんが発見される方も当然おられるということで、そういう部分も踏まえ

た上で今後も広報に努めて受診率の向上をしていきたいと思います。 

○８番（村木 脩君） 82ページの行旅病死人が祭祀料２万円てあるんだけれども、１人いた

の、こんな人が。 

（「すみません、住民福祉課のほうのことです」の声あり） 

○８番（村木 脩君） シルバー人材はおまえらか違うのか。 

（「違います」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） ありますか。 

○１番（笠井政明君） すみません、決算書の96ページのこども未来支援事業って内容なんで

したっけ、ちょっと教えていただければと思います。 

○健康づくり課課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） こども未来支援事業は不妊治療の

医療費の助成の事業となります。 

○１番（笠井政明君） 成果表に出ているの。何人ぐらいですか。 

○健康づくり課課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） 成果表の89ページの（12）のほう

でのせさせていただきましたが、27年度は６組の御夫婦に８回の助成をさせていただきまし

て、助成対象者のうち妊娠された方は２組あったという27年度はそういう状況でした。 

○１番（笠井政明君） このうち使った方で、なかなか妊娠されなかったよという方もまた継

続して利用していただいたりはしていますか。 

○健康づくり課課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） ５年間は申請ができるという要綱

をつくってありますので、実際も引き続き年度をまたいで申請をされる御夫婦もいらっしゃ

います。 
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○１３番（定居利子君） 先ほど一緒に聞けばよかったんですけれども、特定健診のことをち

ょっとお伺いしたいんですけれども、年々少しずつ上昇している中で、私も今年は受けさせ

ていただいたんですけれども、すごく簡単というんではないですけれども、楽でスムーズに

流れ作業的に時間も短くできるということなんですけれども、入ったところが受付、右にあ

りますよね。正面に待っている方の目が一斉に入る方に行くんですって。あれがちょっと異

様な雰囲気なんですよね。待っている方ちょっとでもずらしていただければ、受付をされる

方がスムーズに入るんですけれども、あのドア開けた一瞬その10人なら10人、15人待ってい

らっしゃる方、一斉にその方のほうを見られるんで、あの光景がちょっと異常でという人も

いるんです。私もそう感じましたから、あの位置をちょっと何とか工夫してもらえればいい

なと思うんですけれども、それで受付がすぐ左のテーブルのところにあるんですけれども、

それでしばらくそこで待っている状況なんですけれども、それでスムーズに流れ作業で行く

んですけれども、あれは何とかならないですかね。 

○健康づくり課課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） 確かに予約制でやらしてもらって

いるんですけれども、皆さん早目早目に来られるので受付場所の人数が、お座りになる方の

人数が多くなってしまっていると思いますので、また場所については検討していきたいと思

います。 

○委員長（飯田桂司君） いいですか。 

○１３番（定居利子君） いいです。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） ないようですので、以上で健康づくり課に対する質疑を終結いたし

ます。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時２５分 

 

再開 午後 ２時３０分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  本日の会議はこの程度にとどめまして、延会にしたいと思いますが、これに御異議ありま
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せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 本日はこれにて延会いたします。 

  なお、あしたは９時半からということで観光商工課含めて、よろしくお願いします。 

  ご苦労さまでした。 

 

延会 午後 ２時３０分 
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一般会計決算審査特別委員会（第３日目）記録 

 

                    平成２８年９月１５日（木）午前９時２５分開会 

 

出席委員（６名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ３番  栗 原 京 子 君 

     ７番  飯 田 桂 司 君      ８番  村 木   脩 君 

    １１番  森 田  治 君     １３番  定 居 利 子 君 
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その他出席者（なし） 
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森 田 七 徳 君 

農林水産課長 鈴 木 伸 和 君 
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兼 事 業 係 長 桑 原 建 美 君 建 設 課 

管 理 係 長 鈴 木 尚 和 君 
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兼 防 災 監 竹 内   茂 君 
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防 災 係 長 土 屋 政 雄 君 教 育 委 員 会 

事 務 局 長 坂 田 辰 徳 君 
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補 佐 兼 
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開会 午前 ９時２５分 

 

○委員長（飯田桂司君） では、前日に引き続きまして会議を開きます。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

  前日に引き続き議案第45号に対する質疑を行います。 

  質疑の対象を観光商工課とします。 

  質疑のほう、よろしくお願いいたします。 

○１３番（定居利子君） 成果表の107ページのプレミアム商品券発行事業で549万3,570円の

決算なんですけれども、これ商工会で委託してやっているということなんですけれども、商

品券の販売のときに、それぞれ１家庭幾らということで決まっているんですけれども、券が

なかなか完売しないというようなことを聞いて、残っているからまた２次募集をしたとか、

いろいろなおつきあいの方に買っていただいたとか、そういう話も出てくるんですけれども、

これが果たしてこの金額が、まだまだ町民にこういうプレミアムというものを出していただ

いて、町内消費を図っていきたいものなのかどうか、券の販売方法にも何か問題点があるの

ではないかなと思うんですけれども、いかがですか。 

○観光商工課長（梅原裕一君） このプレミアム商品券につきましては、平成27年度は26年度

の繰越明許ということで、地域の消費喚起、生活支援型の交付金を充ててこの事業を実施し

たところでございまして、これは国の一つの地方創生の一環ということで、当然ながら定居

委員おっしゃるとおり、この事業効果というものを今回の調査はアンケート調査を実施して、

その事業効果の検証をしなさいということが義務づけられておりまして、それについても予

算がしっかりと充てられているということでございます。当町におきましては、総会の時点

で96％のほぼ完売に近い状況になっておりまして、それ相当の事業効果が得られたというふ

うに思っております。 

  事業効果の検証については、係長の方から。 

○観光商工課長補佐兼観光商工係長（森田七徳君） 今の事業効果等についてですが、今回ア

ンケート調査をとった結果で明らかなのが、券を購入されている方の８割ぐらいが50歳以上

の方ということで、それ以外の子育て世帯以下の方には余り需要がないということがはっき

りわかっていまして、それについては、子育て世代ですとか若い方が買いたいようなものが

町内に売っていない点ですとか、あとは、これは町内経済を回すという意味もあって、町内
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の唯一の大型店舗でうちの町は使用できないということになっていることもありまして、過

去の例からいっても、ちょっと購入されている年齢層に偏りがあるというような問題点が今

回のアンケート調査で、以前からそういうふうに分析はしておりましたが、数字上からもは

っきりしております。それと、１回につき上限２万円まで購入できるという制度なんですが、

やはりいっときに２万円のお金をなかなか支出できる御家庭というのも限られているのかな

というような感じがしますので、今後こういった分析を生かして、ただプレミアム２割とい

うのは、各市町、今までの様子を見ていると１割ぐらいでやっている例が多いので、ちょっ

とこのプレミアム率を増やすということは今後考えづらいと思いますので、券の枚数ですと

か、それにあわせて何かセールをやるですとか、あとは若い世代に遡及できるようなものを

ふやしてもらうだとか、そういったような対策が必要かなというような、そういった問題意

識のほうは担当課としても持ってございます。 

  以上です。 

○１３番（定居利子君） 若い子たちは、東伊豆町で買う商店がないということで買い物する

あれがない、ほとんど伊東市とかに行っていらっしゃるんですけれども、この商品券は大体

制服代に充てているんですよ、子どもが入学するとき用に。例えばそこの年輩のおじいさん、

おばあさんなんかもじゃそれ２万円買ってあげるから、孫なりの幼稚園なり小学校、中学校

の制服代にということは結構聞いておりますけれども、町の商店で買い物するという声はほ

とんど聞いていないんですよ。大体酒屋さんで買うとか、商売屋さんがそういったところで

買ったりとか、スタンド行ったりとか、食事をするというぐらいで、大体大型店舗にみんな

買い物に行って、２万円の割り引きをしても、ヤオハンのカメさんの日がいいとか、それで

割り引きになるとか、ほかの大型店がいろいろセールやっていますので、そっちへ行くとか

という形が多いもので、もっともっと商工会が指導して、魅力ある買い物が地元でできるよ

うに指導していかないと、せっかくこういう商品券を出しても有効に使われない部分がうん

とあると思うです。そうすると町の商店はそれを使わなければ、どっちみち使ってもらえな

いやとそういうセールもしなくなったり、例えばそういう商品券で、お持ちの方はこのセー

ルで、またそれ以上の割り引きをしますよという形でどんどんＰＲをしていかれれば、また

町内消費が上がるのではないかなと思うんです。 

  懐に２万円の券を持ってきて、買う方は20％の商品を買っていきますけれども、これを持

ってきた方はそれ以上の１割、10％うちのお店で買っていただければ割り引きしますよとい

うぐらいの気持ちで、そういうプレミアム商品券を地元の商店でどんどん買っていただける
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ような工夫をしていかないと、私はこれ意味がないと思うんですよ。だから、おつきあいで

２万円買って、じゃもう食事に行こうか、ガソリン代にしようかというそんな感じで、若い

子たちというのは全然そういう認識もないし、年寄りは使えるかぐらいで、だから今後ちょ

っといろいろ方向性を考えて、出すのはいいけれども、もっと町の商店に認識をしていただ

いて、使っていただけるような工夫をしていただきたいと思います。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 定居委員がおっしゃるとおりで、以前にも一般質問でたびた

びそのプレミアム商品券については質問が出まして、観光商工課としても、できるだけ本当

に買っていただく皆さんに喜んでいただけるような、もう本当に赤字覚悟でそういったアイ

デアを出してやってほしいということで、そういう努力が表に出ないそういう企画のものは

通さないということで、当初予算は外させていただいております。この12月の補正で出てく

るかどうかということで、やはりちゃんとした企画を上げるように、これについてはサービ

ス店会が中心になってやるんですけれども、全町巻き込んで、いろいろな業種も巻き込んで

やるような形で、そういった企画をしっかり考えるようにということで、そのような指導を

しておりますので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○１番（笠井政明君） 成果表の108ページの無線ＬＡＮ機器設置推進事業なんですけれども、

一応補助対象が13件ということなんですけれども、今、全体の施設のうちこの無線ＬＡＮ設

備が導入されているパーセンテージはどれぐらいになりますか。 

○観光商工課長補佐兼観光商工係長（森田七徳君） 正確なパーセンテージというのは現在の

ところ把握ができておりません。ただ、この事業をやる以前に、既に独力で無線ＬＡＮを設

置しているところがあったりですとか、今年度については町の補助金以外に国からも無線Ｌ

ＡＮですとかトイレの洋式化ですとか、そういったことに補助金が出る制度に町の中で10件

程度のホテル・旅館が国のほうへ補助申請して通っているということもありますので、正確

な数字ではありませんが、中堅以上ホテル・旅館については、かなりの割合で客室での無線

ＬＡＮ環境が整ってきているのではないかなというように感じております。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） 前から大きなところとかは入っていたと思うんですけれども、ここの

事業成果にも書いてあるんですけれども、他の温泉観光地に先行したものと考えられるとい

うことで、間違いなく2020年のオリンピックまでというのは外国人も増えてきたりとかとい

うところがあるので、先行するというのは多分他の地域もなってくると思うんです。なかな
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かちょっと高齢の方がやっている個人的な小さなところとかは、無線ＬＡＮの必要性とかイ

ンターネットの必要性、外国人対応も含めですけれども、それがあるので、町としてもきち

っと補助金が今出ているといことなので、逆に待つだけではなくて働きかけをしてもらって、

東伊豆町は変な話、宿泊施設ほぼほぼどこでも使えますよという形で準備をしていかないと、

ちょっと2020年のオリンピックのときにどのくらいの宿泊かわからないですけれども、多分

伊東市とか伊豆市から流れてくるのも多少あると思うので、対応ができると思いますので、

その辺をお願いしたいと思います。 

○観光商工課長補佐兼観光商工係長（森田七徳君） 無線ＬＡＮの普及については、今の状態

が完全に十分だというふうには考えておりませんので、観光協会を通じて観光協会の総会で

すとか、あるいは観光協会に入っていないような小さなペンションですとか民宿さんもあり

ますので、そういったところですとか、あとは小売店でも補助対象になっておりますので、

商工会を通じて、今おっしゃられたようなオリンピック対応ということもありますので、町

のほうからも積極的に普及啓発に努めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○８番（村木 脩君） 商工費のほうで町民ゴルフとかあるんだけれども、これらは観光商工

の仕事なのか、教育委員会の社会教育かなんかへ持っていくべきなのか、逆に観光課のほう

へ置いておくと何か要らない金が出てきそうな気がしてしょうがないんだな、今度のインバ

ウンドで台湾へ行くとか。だから逆に、そういうものよりゴルフそのものがスポーツと捉え

るのか商工の観点で捉えるのか、その辺はこれから検討していく課題かなという気がする。 

  それと天城の三筋山遊歩道の管理、これらも観光客が余り行くとも思わないし、こういう

ものも今後、観光課のほうで管理していくのか、社会教育でもいいのかなという気もするの

で、その点についてどうでしょうか。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 町民ゴルフ大会につきましては、これ始めたのが町政の施行

の何十周年かを機に始めたものでありまして、そこにはちょうどイベントに携わる課という

のも設置したという絡みがあって、もう一つにはゴルフ連盟を中心にゴルフで町おこしがで

きないかということで、町民ゴルフの取り組みは、我々少しでもゴルフを通じて東伊豆町を

紹介して誘客につなげられないか、あるいは地場産品をそういったゴルフの対抗戦なんかで

も使っていただいて、宿泊を伴うそういったものをやって、少しでも町にお客さんが来るよ

うにというふうなことが、その裏にはあるものですから、その辺で競技性、本来ならばゴル

フというのは、どこもゴルフ連盟は当然ながら社会体育の範疇に入るものだと思いますけれ
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ども、当町についてはゴルフ日本一のまちづくりということを標榜している中には、ゴルフ

連盟がそういったゴルフでの町おこしというふうな形が中にあるものですから、その辺を含

めて、その辺十分教育委員会とも少し協議しながら、とりあえずこの辺については、観光商

工課のほうではこの誘客については非常にゴルフで頑張っていただいている部分もあるもの

ですから、しばらくは観光課のほうで少し取り組んでみたいというふうに思っています。 

  以上です。 

○観光商工課長補佐兼観光商工係長（森田七徳君） 天城三筋山遊歩道の関係なんですが、天

城三筋山遊歩道ももともと県の観光政策課のほうが建設というか整備をしまして、その後河

津町と東伊豆町と県の三者で協議会をつくって管理をしておりました。風力発電の絡みもあ

って、県のほうが財産を河津町と東伊豆町に移管したいということで、平成25年に町のほう

へ移管を受けてきております。管理については、河津町と町の協議会のほうで修繕等を行っ

ておりますが、河津町のほうも観光サイドで行っているということと、あと県のほうも観光

課のほうがオブザーバーで協議会に残っているということもありますので、ちょっとうちの

町だけが社会教育なりにいきなり持っていくというのも、ちょっとその辺の絡みもあって難

しいものですから、ただおっしゃるとおり過去の現地調査等では、そんなにたくさんお客さ

んが来ているわけではないので、今、管理についても必要最小限ということと、あと草刈り

なんかについては、細野高原の秋のイベントの際の前に行っていただいているということも

あって、その辺についてはちょっと観光課としてもぜひ継続的にやっていきたいことなもの

ですから、当面の間はこの形にさせていただくのかなとは思うんですが、ちょっと河津町と

も相談をして、河津町側にもどういった考えがあるのかということを聞いて、ちょっと今後

の検討材料にさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○８番（村木 脩君） このゴルフ大会も最初できたときと、人が集まらなくなってきて、だ

んだんそっちの傾向へいったということもあるんだけれども、その辺について、もう完璧に

観光商工のほうとして捉えてやっていくのか、その辺のこれからの、わりかし参加者が少な

くなってきている中でそこいらをどうしていくのか、検討材料はあるかなという、ゴルフ連

盟そのものは観光課に置いてあるのか。 

  それと三筋山のほうも、あれは当時企画で県が主導でつくった遊歩道なんだけれども、あ

そこへああいう風車なんかができちゃったから、本当にいい遊歩道は林道から上が本当の天

城かなと、風車のところは全部植林をした山を通っていくだけの話なので余りおもしろみの
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ないところなので、その上はまだよい所で、だからそれらもやはり観光になるのか、私もそ

の辺わからないけれども、もう少しあの上は、今の山田先生なんかの考え方からいえば、ど

こか別荘にいる地主さんいるでしょう、あの人なんかに言っているところなんだけれども、

だからそういう人らを中に入れて観光的に使うのか、教育的見地で使っていくのか、その辺

ももう一回時代とともに変わっていくんだろうと思うんだけれども、その辺も余り今、社会

教育を見ていると、そんなに仕事がないなという気がするもので、人数の割に。だからそう

いうところへ移管してというのも悪くはないのかという気はするんだけれども、その辺の考

え方、総務課長に聞く。 

  だから、そういうものをもう一回今見直す時期が来ているのではないかなという気がして

いるんだけれども。昔のままでずっといくのか、そうなると観光が何であんな池をつくって

いるのか知らないけれども、クロスカントリーの中。観光客なんかいるのを見たこともない

し、何でも県の補助金もらうためにそういうものをつくるという、その手法はわかるけれど

も、でき上がって、あんなところ会計検査も余り入ってこない、二、三年で終わるんだろう

けれども、そういうものをいつまでも観光課が持っているのか、その辺の動かし方というか、

どこかへある程度一つの数字にまとまったところへやっていくのが、今時期なのかなという

気はする。仕事の量が多くなってきて、ばらばらあっちの課こっちの課でいろいろつつき回

しているんだけれども、それを一つの方向性を正していく時期かなという気はしている。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 村木委員のおっしゃるとおりだと思います。本当に仕事を今、

いろいろ社会が大きく変わってきているんですけれども、役場の中の組織とか仕事とか、そ

ういうものが、スクラップ・アンド・ビルドではないんですけれども、その辺がちょっと少

し立ちおくれている部分もあるのかなというふうに思います。 

  これについては私ども観光課だけの話ではなくて、その辺は総務課長もいらっしゃるので、

管理職会議等々でもこの辺は十分検討していかなければならない一つの大きな課題かなとい

うふうに思っておりますので、その辺の御意見を参考にしながら、今後取り組んでいきたい

というふうに思っておりますので、御理解いただきたいと思います。 

○１３番（定居利子君） 大綱質疑でありましたようにインバウンド関連についてちょっとお

尋ねいたします。 

  年々増えているという中で昨年度は１万2,268人、外国の方がおみえになったということ

で、貸切バスについては１台３万円の補助をして46台ですか、こちらのほうにおみえになっ

たということは思っていますけれども、インバウンドのお客さんたちがこの東伊豆町にみえ
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たときに町を散策するんですけれども、各観光協会の会長さんたちは町並みを整備したいと

言って盛んにおっしゃるんですよ。インバウンドのお客さんは特にどこも行くところがなく

て、ホテルの中でうろうろするか、ヤオハンへ行くかぐらいなんです、東伊豆町の中では。

町並みを散策するまではいかないんですよ。 

  そういう外国のお客さんたちをお迎えするにあって、それはいいですよ、一生懸命になっ

て、こちらへ連れてきて、その上入湯税が上がっても、ただこの町へ来て、どこに行ってい

ただいたかということんなんですね。そういう楽しみをひとつつくっていかないと、町並み

は全然だめだし、買い物は大手のイオンだけだし、どこかでお食事をといっても、なかなか

行くようなところもないし、どこへ聞いてもわからないとか、町の案内が全然ないと思うん

です。だから今後、インバウンドのお客を連れてくるのもいいですけれども、やはり町の中

のことをよくお客さんたちに知っていただくような、こういう魅力あるところもありますよ

ということで、そして散策をしてもらったり、地元の人との会話もしてもらったりしていか

ないと、やはりお客さんは一度来たら、もう全然行かない、また地元へ帰ったら、なかなか

そういうふうに宣伝はしてもらえない。ただＪＲとかＪＴＢとかが連れてくるだけじゃなく

て、個人のそういう広まるということも必要だと私は思うんですけれども、いかがですか。 

○観光商工課長（梅原裕一君） インバウンドについては本当におっしゃるとおりで、一番

我々が取り組まなければならない部分はそこだというふうに思っていまして、この間の９月

初めの新聞にも大きく取り上げられておりまして、訪日客が地方へゴーだと、東京、大阪、

京都だけではなくて、これからはもう買い物から体験の時代に入ってくるんだということで、

個人客がどんどん増えていくので、誘客へ自治体がもう知恵比べというふうなことを新聞に

大きく載っておりまして、まさにおっしゃるとおりで、町並み整備というとなかなかお金も

時間もかかるんですけれども、まずは本当に、今ここにある観光資源がどういったものが外

国人にとって非常に受けられるか、楽しむことができるかということをしっかりと分析して、

外国人の目線に立ったもの、我々がこんなものはと思うようなものが、意外と観光のスポッ

トとしては大きく役に立つというふうに思っていますので、外国人の方に中に入っていただ

いて、例えばそういったコースを分析してもらって、そういう外国人向けのパンフレットを

つくるとか、そういったことからも取り組んでいきたいというふうに思っております。まさ

におっしゃるとおりだと思っております。 

  以上です。 

○１３番（定居利子君） 国はそういうことで都会でなくて地方へ地方へ、外国人旅行者を送
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り込もうとしていますけれども、地方がそういう受け入れ態勢をしっかりとしていかなけれ

ば、なかなか地方の発信ができないのではないかなと思うんです。これからは本当に知恵比

べだと思うんですけれども、いかにしてお客さんが来て、ここで消費してもらって、また来

ていただくという方法を、ぜひ皆さんで知恵を出して取り組んでいただければと思います。 

○観光商工課長（梅原裕一君） まさにおっしゃるとおりでありまして、その辺を含めて、当

然ながら予算も伴うものでございますので、その辺はしっかりとした計画を立てて、また具

現化していきたいというふうに思っておりますので、御指導をまたよろしくお願いいたしま

す。 

○１１番（森田禮治君） ２点ほどちょっと聞きたいんだけれども、桜山パークのことを１つ、

何か管理は役場のほうでやっていて、今これどうなっているの桜山公園、１億円かけて勝手

につくったんだけれども、熱川の観光協会が管理しているんじゃないの、町ですか。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 熱川桜山の管理につきましては、熱川の観光協会のほうで管

理をしていただいております。 

○１１番（森田禮治君） トイレは町でやっているのか。 

○観光商工課長（梅原裕一君） そうです。トイレは町ですけれども、あくまでも桜山パーク

については地元のほうの要望に応えて建設したというふうな関係がありまして、管理につい

ては、熱川の観光協会のほうで責任を持って管理をするというような形になっております。 

  以上です。 

○１１番（森田禮治君） 利活用なんていうのはどうなっているか。 

○観光商工課長（梅原裕一君） できたてのころはいろいろコンサートをやったりとか、熱川

のほうで工夫を凝らしてやっていたんですけれども、例えば音楽をやるにしても運び入れる

動線というか、それが非常に熱川ハイツの上のほうから持ってきたりしなければならないと

いうことと、それからもう一つお客さんを、観光客に来ていただくにしても非常に甲子苑さ

んの、土産物屋さんの横のいわゆる管理道から上がっていかなければならないと、非常に急

なんですね。そういったことで観光客に来ていただくというのは、ちょっとなかなか厳しい

ということで、私どものほうでは、できるだけ立派な公園をつくった以上は活用してほしい

というふうな話をしているんですけれども、そういったことで、なかなかちょっとその辺が

難しいということで、現在も余り活用されていない状況にあります。 

○１１番（森田禮治君） もう一ついいですか。文化公園のトイレのことでちょっとお伺いし

たいんだけれども、あのトイレは県の補助を得て公衆トイレになっていると思うんだけれど
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も、それを今使えないんだよな、夜、鎖を張って。それで生け垣をくじいたりして、そこか

らもぐって入っている人が結構いる。何であそこに鎖を張るの、入り口に。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 文化公園については、当然ながら公衆トイレというふうな形

で観光施設整備事業で補助をいただいた中で設置したトイレでございまして、もう１カ所観

光協会の横にも公衆トイレがあるわけですけれども、特に今の文化公園についてはユニバー

サルも整備されていて、非常に使っていただくにはきれいなトイレだということで活用され

ているところですけれども、その管理については稲取の観光協会のほうにお願いをして管理

をしていただいている状況にあります。 

  ただ以前にも放置車両等があって、本当に夜も近隣の方々の違法駐車というか、そういっ

たものが非常に多いということで、管理する側も非常に困っていた内容でありますけれども、

ただ鎖を完全に閉じるという、以前にもそういうようなお話があって、完全に閉鎖というの

はまずいということで、その辺は一部通れるような形にしていかないとまずいというふうな

考えを持っていますので、その辺をもう一度徹底させていきたいというふうに思っておりま

す。 

  以上です。 

○１１番（森田禮治君） 今も鎖は完全に張ってあるから、あれはまずいよ。公衆用トイレで、

トイレを使う人が外から生け垣をかき分けて入ってくると困る。それで、そこへある役職の

人がとめたら怒られておるのは知っているね。観光協会長がとめたら怒られたと、閉めるか

ら出せと、そんなばかな話はないんだよ。だから、そこのところをちゃんと指導しないと、

９時になると閉めてしまう。 

  本当なら例えば稲取の温泉場で飲むときに誰か車で来てあそこに置いていって、帰りまで

置けないわけだ、閉じちゃう。そういうことも駐車場はほかに決まったものもないし、だか

らあそこに置いていって飲みにいっている人もいるわけだ。だから、結局不法駐車する面か

ら結局怒られたり、そういうトラブルもあるから、ここはやはり使わせなければ、あそこで

管理しているのがあれだったら、向こうの建物から向こうをふさぐならいいよ、館のほうに。

あの駐車場に鎖張ると誰もとめることできないだろうと思う。何のためにお金をかけたんだ

かわからない。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 完全に駐車場をオープンにしてしまって、今キャンピングカ

ーというものがはやっていまして、そのキャンピングカーが入ってトイレの樋を壊してしま

ったというふうな部分もありまして、そんなこともあって完全に朝までオープンというのは、
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そういった部分ではなかなかちょっと管理上、難しいのかなというか、防犯上も含めてと思

うんですけれども、鎖を完全に閉鎖するというのは、やはりよくないことで、中に近隣の飲

食店のお客様にとめていただくということは必要な、有効活用するということは大事なこと

であって、そのとめていただいた後、完全閉鎖というのはやはりまずいと思いますので、そ

の辺はちょっと管理する側ともう一度しっかりと指導徹底していきたいというふうに思って

います。完全閉鎖というのもちょっと私どももわかっていなかったものですから、ちょっと

現場を確認して、そのようなことがないように指導していきたいと思っています。 

  以上です。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○８番（村木 脩君） 114ページの観光費の中で観光対策事業と夏期対策事業1,700万円と

120万円だけれども、この内容についてちょっと教えてくれるかな。 

○観光商工課長（梅原裕一君） まず、観光対策事業の1,700万円につきましては、各地区の

観光協会、旅館組合等で実施する観光イベント等への補助金ということでございます。 

  例えば稲取のほうには、稲取イベントということでどんつく祭り、秋の伊勢海老の解禁感

謝祭、それから熱川については海上花火大会、クリスマスファンタジア、それから大川の椿

祭り、北川のさかな祭り、片瀬温泉の炎艶美、郷土芸能の伝統指導等々が入っております。

あと小規模の温泉旅館の育成事業という形で入っております。 

  それから夏季対策事業につきましては、これについては熱川の観光協会の関係ですけれど

も、夏休み期間の７月下旬から８月下旬、熱川のＹＯＵ湯ビーチの海浜プールにおける遊泳

客の事故防止のための監視業務を日本ライフセービング協会に依頼しているということで、

その経費が補助というふうな形で出されております。 

  以上です。 

○８番（村木 脩君） プールと海岸と両方。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 両方です。これにつきましては、総事業費は500万円ほどか

かっているんですけれども、そのうちの120万円補助というような形でございます。 

  以上です。 

○８番（村木 脩君） 観光対策のほうが1,700万円で、この中にいろいろ入っているんだけ

れども、何か金が余っていると無理やりやるようなイベントも出てきているのではないかと、

あの伊勢海老祭りなんて何の意味があるのか全くわからない、急遽出てきて、ただあそこで

伊勢海老食わせているだけの話で。だからあれらもやるのであれば、もっと早くから南伊豆
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みたいに観光の売りとしてやるのであればいいけれども、とれちゃったから、生けすがない

から、じゃ伊勢海老祭りをやってはかせちゃおうとか、そういう考え方だと、ああいうもの

は何のために税金使ってやっているものなんだという話になる。間に合わせのそういうイベ

ントというのは、１つにはやはり検証していかないと、ただ予算があるからやるんだという

考え方は、見ていて余りいい気持ちはしない。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 稲取の伊勢海老祭りの関係ですけれども、これについては、

前の観光協会長さんが、いわゆる稲取のこの観光についてやはりテコ入れをしていかなけれ

ばいけないということの中の一つで、稲取はもともとやはり食で発展してきたということで、

食を原点としたイベントをやろうということで、よさこい潮風祭りが、それにかわるものを

ということで秋の伊勢海老、それから近いうちにはキンメのほうのお祭りも拡張していこう

というふうな考えを持っていらっしゃって、その一環で秋の伊勢海老の解禁感謝祭というこ

とで実施をしているんですけれども、これ実はその解禁のときのお祭りというよりも、むし

ろネットを使って伊勢海老を絡めたそういった宿泊パックが非常に効果を上げていまして、

そちらのほうが主のイベントというふうな形になっておりまして、１回きりの花火ではなく

て、ことし花火をやらない、むしろそういった実入りが大きい、そういった食を生かしたも

の、地元のとれている伊勢海老を生かした、そういった誘客につなげる、そういったイベン

トに変えていきたいというふうな方向性でいるということで伺っております。 

  以上です。 

○８番（村木 脩君） でも、去年の伊勢海老祭りを見ると、そんな感じは全くない。地元の

者が味噌汁飲んでいたり、観光客なんて余りいなくて、急遽知って来たような人らが多かっ

た。だからやるのはいいんだけれども、ある程度ＰＲをしてからやらないと、全くこの町の

イベントというのは、もう一歩出ると祭りのまの字もないような、この前も何だかキンメマ

ラソンも、この辺だけはマラソン気分だけれども、もう駅の向こうのほうへ行くと何もそん

なものは感じられないような、全てに何かＰＲが足りないなという気がするんだよ。やるな

らやるで、やはり集客目的にやるんだろうから、しっかりＰＲしてやっていかないと、ただ

見ていて、ああこれは予算が余ったからやっているのかなぐらいのあれしかないので、だか

らそこのところが、本当に伊勢海老がある、そこけの話だったよ、伊勢海老祭りは。行き会

ったよな、町長も来て味噌汁１杯飲んで帰ったよな。だから、伊勢海老祭りという通りのほ

うにも何も看板も出ていない、だからそういうのが多いんだよな。何だか向かいの天草干し

場でやるイベント何だか知らないけれども、だからそれも来たら、どこでやっているんだか、
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真っ暗で、この辺が。それで、ああ向こうのほうに明かりが見えるから向こうか、あそこま

で歩くの面倒くさいからよそうという話なんだけれども。だからやる人たちが自分たちの自

己満足だよな、予算消化しなければいけないようなイベントというのは、この中に幾つか入

っているんじゃないの。そこいらきちんとやはり観光課が指導していかないと、みんなが俺

らの税金使ってやっているんだということになってくる。観光協会そのものには大きなお金

が出ていて、またその中からこういうものをつけてやるという、余りにも観光は金を使い過

ぎで、ただ客がどんどん減っていくという話になる。 

  だから事業効果が100万円目指しているなら100万円目指すなりの仕事を打っていかないと、

何も事業効果は出ていないなということになる。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 村木委員のおっしゃること非常によくわかります。この伊勢

海老のイベントについてもポスターは一切つくっていませんし、その告知という部分では本

当に大丈夫かなというふうに思っておりまして、同じイベントをやるにしてもできるだけ早

く、お客様に来ていただくということ、旅行の計画もやはり半年ぐらい前から本来ならば告

知をするところかなというふうに思っていまして、これについては、この伊勢海老だけでは

なくて、今回のススキのイベントについても、やはりできるだけ早く、骨子が決まった時点

で大きくＰＲしていくというのが必要だなというふうに思っております。 

  ただこの秋の伊勢海老については、ことしで３回目ということで非常に浅いところであっ

て、それで食のイベントをということで始めたところで模索している部分もあります。ただ

ことしの稲取の観光協会長の考え方は、余りイベントにお金を使わないというふうな考え方

を多分持っていると思います。それから２日間やっていたイベントを一つに絞って、花火に

かけるお金を、やはりお客様に来ていただくところに集中的にお金をかけようというふうに

考え方を持っていると思っておりますので、予算を消化とかというものではなくて、どこへ

お金を集中させていくかというふうな考え方を持って、この伊勢海老の１カ月間の、この伊

勢海老祭りがどれだけの効果があるのかというものをしっかり検証した上で、来年の予算に

その辺を反映させていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○８番（村木 脩君） やはり今、熱海の夜なんかは毎週何かやっている。だからその辺を少

しよそに行って勉強して、熱海の今、屋台なんかも歩道とめてやって、だからそういうもの

も、うちの町もそういうものを利用したり、そうやって一体となってやらないと観光が盛り

上がらないと思うよ。何なら自分たちの庭でだけでやっているような感じで。だから駅をお
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りても何をやっているかわからない、立て看板もない、国道を通っても通る人は通りっぱな

しでそういう人を引き込もうという考え方もない。だからその辺について、同じお金を使う

ならやはりあっちのほうがいいと、ススキももう国道から上になって、ぐるっと回って帰っ

ちゃう。泊まる人余りいないよ。だからそれらを、観光商工だから両方あわせて商店街へど

うやって動線をつくるか、いろいろなことを考えていかないと。その辺は希望しておきます、

同じお金を使うなら。 

○観光商工課長（梅原裕一君） おっしゃるとおりで、今後観光産業と地域の住民の協力体制

というのは、やはりしっかり築いて、ウィンウィンの関係というものをしっかりつくってい

かなければ生き残っていけないというふうに思っています。その辺をしっかり受けとめてや

っていきたいと思います。あわせて商店街、観光を支えていくのはやはり商店街も非常に大

事なところでありますので、観光のほうでもお願いしますという姿勢を持っていかなければ

いけないというふうに思っています。 

  以上です。 

○１３番（定居利子君） 今、議長の質問の関連なんですけれども、雛のイベントも来年は20

周年を迎えられるんですけれども、雛にしろ熱川のいろいろなイベントにしろ、わからない

んですよ。地元の人でさえいつからかというのもわからない状態で、もっともっと駅からお

りたところでもはっきりわかるように、町全体の人がどういうイベントを今この時期に何を

やっているのかなということも知っていただくというのも、私は必要ではないかなと思うん

です。地元の人に聞いても、雛なんか、ああわかりません、どこか向こうのほうに行けばと

か、そういう感じですので、雛の会場の近くでも旗があるだけで、どこが入り口かもわから

ないし、もう聞かれる方はすごくいますよ、どこが入り口ですか、何をやっているんですか

と。そういうような状態ですので、もっともっと観光客にしても親切にして、そういうとこ

ろがすぐわかるようにとか、地元の人もみんな入れてのそういうイベントにしていかないと、

今議長もおっしゃったように伊勢海老祭りだってわからないし、観光関係だけの人しかわか

っていないんですよ、この25日にやるというのは。それで地元の人もわからないし、まして

観光客なんかはいろいろスマートフォン見たりとか、それを見て来られる方はあるかと思う

んですけれども、もっともっとどうせやるならＰＲをするとか、町のお金を使っている部分

というのは往々にしてありますので、それを有効にどんどん生かしていかないと、その人た

ちだけで楽しむような、いつも見ているとイベントなんですよね。もっと広く、何のイベン

トでもそうだと思うんですけれども、もっとわかりやすく、いつからやっているかというこ
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ととか、きちっとした案内看板をつくるとか、そういう観光協会で指導していただければ、

各単協に、指導して、もっとみんなして一緒になってやるイベントをやろうじゃないかとい

うことで、わかりやすいイベントにしてもらいたいなと思います。 

○観光商工課長（梅原裕一君） まさにおっしゃるとおりで、２年続けていきいきセンターの

ところでお休み処を設置して、そこでおもてなしもあったんですけれども、もう一つ大事な

ところはお客様がどういう、稲取温泉に来てどういうふうに考えているのか、思っているの

か、どこからいらっしゃるのかはもちろんそうですけれども、そういったいろいろな生の声

を聞いて、それを分析するというのが一つの大きな意図がありまして、その中の状況を見て

も、非常に今おっしゃったとおり町でこういう大きなイベントをやっていながら、全然にぎ

やかでも何でもなくて、町歩きができるような、そういったにぎわいなんかもない、非常に

寂しいというふうな意見が多かったものですから、そんなことも踏まえて、看板についても、

観光課のほうで雛のイベントのときには手づくりの看板をつくらせていただいたんですけれ

ども、それすらやはり気づくところはなくて、お客様の歩く目線というか、そういったもの

にしっかり立たなければいけないということで、今年20周年が非常に大きな機会でもありま

すし、これにつきまして本当にしっかり考えて、かつて26万6,000人いたお客様が８万人台

というふうな、非常に危機的な状況だというふうに思っていまして、その辺を踏まえて、今

年は変わったなと思えるような、形のいいイベントにできるように指導していきたいと思う

し、一緒に努力していきたいというふうに思っていますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

○８番（村木 脩君） つるし飾りイベント事業補助金、補助金なんだから、これは観光協会

に出しているということですか。この50万円というのは…… 

○観光商工課長（梅原裕一君） 実行委員会です。旅組を中心とした実行委員会です。 

○８番（村木 脩君） だからその人たちの食料費じゃないか、終わったら一杯やるべとか。 

（「そんなことはないですね、今どき」の声あり） 

○８番（村木 脩君） まず駅おりると、祭りのイベントの雰囲気が全くない。道中の商店街

にもそういうものを飾ってもらったり、お客様をその会場まで誘導するような何か手段がな

いと、祭りの雰囲気が全然醸し出されない、今どんつくもそうだ。昔は駅のほうでもそうい

うしめ縄を張ったりしてやっていたんだけれども、今はもうそこだけの祭りになっちゃって、

昔はみんな宣伝カーが出たりして、そういうことをやったんだけれども、今はもう要らない

ものはどんどんカットしていっているから、そのイベントを打てばいいんだという一つの目
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的だけになって、盛り上がろうが盛り上がらなくても消化すればいい、旅館に泊まっている

者が楽しめればいいというだけの話なんだから、当然地元の者はそっぽ向くし、町はとても

観光立町とは言えないような雰囲気で、その辺はこれから、歩いて楽しい祭り温泉とかキャ

ッチフレーズを変えていかないと、商店街もバスでしゅっと行かれてしまうものを店を開け

ておいたって仕様がないから日曜日閉めようという、そういう発想になっていくと思う。こ

れだけのお金を使っているんだから、多分できると思う。 

  観光振興対策、観光だけがよくなろうと思っても、それは無理だと思う。やはり町おこし

みたいなもの、その気持ちを盛り上げていかないと、ましてもうみんな昔の盛り上げた人た

ちが年くって、80ぐらいになって、今の若い人とまた考えのギャップがあるんだけれども、

若い人の考え方でやって、若い人をこれから呼ぶんだという考え方でやっていくのも、また

一つの方法だろうし、その辺を指導していくのを、少し口出したほうがいいんじゃないかな

と思う。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 雛のつるし飾りイベント事業費補助金の内容については、御

存じのとおり素戔嗚神社のひな壇飾りということで、年々神社のひな壇を本当に拡張して大

きくしているところで、これは県の振興協会が３分の２の補助をもらって、地域のコミュニ

ティー活性化事業としてやっていただいております。これについては、今、雛のつるし飾り

が低迷を続けている中で、平成25年から始めて最初は2,380人、それから平成26年が6,904人、

それから27年も7,000人を超えるということで非常に大きな反響を呼んでおりまして、ＮＨ

Ｋの全国ネットでも取り上げていただいたりということで、これからこの期間は昨年は２月

25日から３月６日までの11日間だったんですけれども、ぜひもう少しやってほしいという声

があるんですけれども、何せやはり雨の日もある、風の強い日もある中で朝準備をして、そ

れで終わったらまた取り込んでのその繰り返しということで、非常に手間がかかって、また

階段が非常に急なものですから、そういった中で非常にその部分については頑張っていると

いうふうなことを思っています。 

○８番（村木 脩君） そんなものは勝浦でもやっているんだからな。 

○観光商工課長（梅原裕一君） その勝浦を超えるひな壇ということで、独自に両側につるし

飾りを飾って独自の色を出しているという部分では、非常にこれからこのひな壇については

大きな期待を寄せているところでありまして、看板についても、駅からの動線をつなぐよう

な形をしっかりつくって出しておりますので、その辺はやっていただいているというふうに

思っております。 
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  今後もこのイベントについて、当然ながら観光課のほうでも大きく育てていきたいという

ふうに思っていますので、これをまたつなぐものを、この20周年には役場の前を通って、新

宿の部分も一つのひなの通りのような形のものを考えておりますので、それからこの決算に

は関係ありませんけれども、三島神社のほうのひな壇もひとつ今回はつなげて、そこを一つ

の通りということで、役場の階段の前にも当然ながら少し飾っていこうかなというような話

も出ておりますので、そこを盛り上げていく形、もとの一番にぎやかな通りの新宿のあの通

りを一つのひなの通りというふうな形で、旅館組合のほうも非常に今、一生懸命その辺の企

画に取り組んでおりますので、どうかその辺を御理解いただきたいなと思っております。 

○観光商工課長補佐兼観光商工係長（森田七徳君） モニターの商店なんかへの波及効果です

とか、商店なんかも巻き込んでいかないと、やはり町全体のにぎわいが出ないというのはお

っしゃるとおりで、今後、雛のつるし飾りの類似のイベントが日本全国であるんですけれど

も、比較的活気があってうまくいっているなというところは、イベント自体の主体を商工会

がやっているというところがやはり多いというのを我々も感じていまして、２年ぐらい前か

ら何とか商工会だとか商店を引っ張り込もうということで、ちょっと簡単な事前の打ち合わ

せだとか反省会というものには商工会も入れて、観光商工課とすると何とか商工会を引っ張

ろうということでちょっと努力を今しているところなんですけれども、なかなか商店に後継

者がいないというところもあって、なかなか商店街側が乗ってきづらいというところが、ち

ょっと観光課としても今悩みどころなんですが、今課長が言ったようにちょっと町なかをも

う少し何とかしたいということと、うまくいっているところの様子を見ると、商工会、商店

のほうにもうちょっと頑張ってもらわなければいけないというのがあるので、それについて

は引き続きちょっと頑張っていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（飯田桂司君） ちょっと私、成果表の中で108ページのロケ地誘致推進事業という

ことで説明があるわけですけれども、撮影が終わった後に、そこに立ち会った人がやあ来た

よとか、そういうことでしている。大変この事業の説明の中でも件数等も含めてあるわけで

すけれども、町としては、全国ネットあたりの放映ですと大変効果があるのではないかなと

思うんです。先般もちょうど展望台あたりまで来て、私らは知らなかったですけれども、横

浜にいる孫たちから映ったよと、そういうことであるんですけれども、交付金の関係、ふる

さとの補助金もあろうかと思いますけれども、それで今後、申し込み等の相談件数等も書い

て、そのうちの執り行った件数等も入っていますけれども、今後、協会として交付金も含め
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て町としてどういう取り組みをしていくのかなと、ちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○観光商工課長補佐兼観光商工係長（森田七徳君） ロケ誘致に関しては、おっしゃるとおり

かなりそんなに費用をかけずにいろいろ町の宣伝効果になるということで、いろいろなとこ

ろが力を入れているようですけれども、ロケ誘致の補助金をつくって持っているという自治

体はすごく少ないので、そういうロケをする制作会社というのは結構業界が狭いものですか

ら、こういう補助金があるよということがだんだん伝わっていって、すごくロケの相談が今

増えているようなところが現状です。今、ロケの補助金自体が町内で消費したお弁当ですと

か宿泊ですとか、町内で消費したものの２分１で限度額が10万円ということで実施をしてお

ります。 

  監査の際なんかにも有効なんじゃないかというお話をいただいたんですが、ロケの規模が

大きくなりますと、その補助金額の10万円というのは余り魅力的ではない補助制度になるの

で、例えば効果があってロケの規模が大きいものについては、もうちょっと補助限度額を上

げるだとか、そういったことも今後は考えていきたいと思います。 

  ただ、今この成果表に載せている件数ぐらいで、職員が結構張りつけになって地元調整が

必要になってくる関係で、職員にかなり負担がかかっているので、これ以上件数をどんどん

増やしていこうかと思うと、ちょっと今の仕事の体制を見直さないとなかなか難しいのかな

というところはありますが、御指摘のとおり効果としては大きいものだというふうに考えて

いますので、今後も積極的にロケの受け入れのほうは行っていきたいというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○委員長（飯田桂司君） 今、内情についてお聞きして、職員が大変だよということがあるわ

けですけれども、やはり職員だけではない、やはりシルバー人材センターや職員のＯＢ等も

含めて多様な町の魅力に詳しいところがあろうかと思います。 

  そして私、ただ大きいロケとかそういうことではなくて、やはり先般ＳＢＳのアナウンサ

ーとちょっとあれしている中でお話をするんですけれども、東伊豆町さんはいいよねという

ことで、また今度裾野のイベントにもＳＢＳさんが来て、昨年もちょっと事故があって、私

案内をして、いろいろなことで突入したですけれども、やはりそういうところを、来るとこ

ろをＳＢＳさんあたりは無料で、相手は取材に来たりするところがあろうと思いますので、

ただ単にロケだとかそういうことのあれではなくて、やはり来たＳＢＳ、静岡テレビにして

もＮＨＫにしても、やはりそういうものを取り入れる、そういうあれを流していただくとい
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うようなこと、ＳＢＳさんのほうから逆に、もう少し東伊豆町を案内したほうがいいじゃな

いのということをアナウンサーも言っておりましたので、ぜひ取り組みをほかの予算のこと、

職員の配置のこともあろうかと思いますが、ぜひＰＲのためには大変いいことですので、ぜ

ひお願いします。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 飯田委員おっしゃるとおりで、熱海の復活の原動力というの

は、いわゆるマスコミをうまく利用してＡＤさんいらっしゃいというような形で担当職員を、

本当に専門的な職員を張りつけにしているんですけれども、うちの町はそこまではできない

んですけれども、そのマスコミの効果というのは、本当にお金にしたらはかり知れないと思

っていまして、熱海の例は本当にいい例だと思っていますので、できるだけお金をかけない

でマスコミ、メディアに取り上げていただく、その環境づくりが、東伊豆町に行けばすごく

取材がやりやすいね、そういう形のものはやはり対人間ですから、次につながるような形を

常に、今回そんなに効果がなくても次に新しい番組を持ってきてくれるような、そういう環

境づくりというものを観光課では心がけておりますので、その向きでこれからも取り組んで

いきたいというふうに思っています。 

○委員長（飯田桂司君） よろしくお願いします。 

  私からは以上です。 

○１３番（定居利子君） すみません、課長にお尋ねしたいんですけれども、先ほど森田委員

から文化公園のことでいろいろありましたけれども、あそこの公園は指定管理ではなくて契

約になっていますよね。契約の内容をよく精査して、今、観光協会が一生懸命ボランティア

を募って公園の整備等をなされていますけれども、駐車場の問題等もいろいろありますけれ

ども、契約の内容によって遂行されますように、結局それ以外のようなことをやられると、

やはり見ている人たち、皆さん見ていますので、そこをちゃんとしないと、ただ一般の町民

は、町のものなのにどうして僕たちは使えないのかとか、足湯なんかは温泉会社が寄附をし

てくれたから皆さん使えるんですけれども、とても汚いとか、ぬるぬるしていて掃除もして

いないとか、いろいろな苦情は耳にしますけれども、それもひとつボランティアの方たちが

一生懸命やっているからどうのこうのと言えないんですけれども、やはり契約の内容に沿っ

てやられたほうがいいんじゃないですか。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 契約の内容は、まさに雛のつるし飾り、イベント期間中に駐

車場としてあそこを貸し出すというふうなのが原理原則ということになっておりますので、

その辺を含めて、管理のこともありますし、本当に文化公園を利活用できる、本当に皆さん
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が使いやすいような形のものにしていくというのはやはり基本理念だと思っていますので、

そのようなことを考えていきたいと思っていますし、もう一度その辺、稲取の観光協会とも

う一度内容を精査した上で指導していきたいと思っています。 

  以上です。 

○１３番（定居利子君） 観光協会とよく話をされて、やはり使い勝手のいいように、ただ何

でもかんでも、今でも半分木の腐ったようなものが置いてありますよ、昼でもずっと。あれ

は見た目がよくないですよ、いろいろな方が通ると。それで、たまにはバスが入るときがあ

るんです。木のつい立てというんですか、あれがいつも置いてあるからバスが入れなくて、

あそこのうちの実家の横によくバスを置いて、中にトイレに行く。観光客をトイレに行かせ

たりとか、そういう様子は見受けられますよ。あのつい立てをもう取っちゃって、ちょっと

きれいな公園の入り口にしないと、何か木の腐ったものが入り口に放ってあったりとか、そ

ういうやはり公園ですので、きちっとした整備をされたほうがいいじゃないですか。 

  私も近所だからなかなか言いにくいんですけれども、そういうものを観光課がたまに見回

りされたりして、こういう現状ではちょっとまずいなというところは、やはり稲取温泉の観

光協会とよく話し合いをされて、使い勝手のいいようにしていかないと、何のための公園か

なと思うんですけれども。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 私もちょくちょく外へ見回りは行くほうなんですけれども、

その辺しっかりと、おっしゃるとおり皆さんが気持ちよく使えるような公園になるように取

り組んでいきたいと思っています。よろしくお願いします。 

○委員長（飯田桂司君） ほかにありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） では、ないようですので以上で観光商工課に対する質疑を終了とい

たします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２９分 

 

再開 午前１０時４２分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 
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  これより質疑の対象を建設課、農林水産課、農業委員会といたします。よろしくお願いし

ます。 

  質疑ありませんか。 

○８番（村木 脩君） 106ページのけやき公園だけれども、指定管理料高いんじゃないの。

これを１年間これからずっとやっていくとなると、結構な経費なんだけれども、この辺につ

いて、この340何万円、これを下げていく方向とか考えているのかなと。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 御指摘のけやき公園の指定管理ですけれども、御承知のとお

り、それ以前は違う方々に指定管理ということで、建物だけの指定管理で指定管理料はお支

払いしておりませんでした。今回、グッディーズというＮＰＯ法人とあの公園全てを指定管

理していただくときに、今まで町が業務委託として出していた草木の管理、それから浄化槽、

それから年間の電気代、水道料金、そういうものを全て計算をいたしまして、その中で積算

した数字から相手と協議の上、多少営業努力といいますか、企業努力もしていただく中で前

年度の全体の事業費、業務委託費を足したものから若干下げてＮＰＯ法人とは指定管理をさ

せていただいていますので、これが一応指定管理が３年間ということでございますので、そ

れでこの金額で特別なことがない限りはしていただくということになります。電気代等も全

て含まれております。 

○８番（村木 脩君） あの中にあった陶芸の窯、あれはどこに持っていったのか、今あそこ

に置いていないんじゃないか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） あります。 

○８番（村木 脩君） 一回どこかに持っていかなかったっけ。それでどういう使い方をして

いるのか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 陶芸の窯については、建物の外に物置のような不燃の建物が

あるんですけれども、あの中へ入っておりまして、一応それは条例の中で貸すような形でう

たっておりますけれども、あの中で陶芸教室をやられたり、あそこで焼いたものを中で販売

をするようなものをつくってみたりという形で、料金を取って貸す形になっております。 

○８番（村木 脩君） だからこれと、また今度何か市民農園、これらの今後の維持管理とい

うのは結構かかってくると思うんだよな。この辺が手のかかるものばかり置いていかれると、

後の人たちはみんな大変なんじゃないかなと思う。上にできた公園は観光課が動かして、そ

ういうものを前にも言ったんだけれども、どこかで一括管理するシステムをつくり上げない

と、だから現業職員とかそういう人を雇って、そういう管理部門をつくらないと、みんな各
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課大変だと、同じような便所もやたらつくるし、だからそういうものを一括管理されると、

非常に各課は助かる部分があるんじゃないかと思う。あの山の上のほうに誰も使わないよう

な便所をつくったり、そういうものをやはりどこかでひとつ管理係みたいなものをつくって、

それを町長に提言したらどうなの。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 村木委員の御指摘は以前にもいただきまして、観光課のほう

と協議しまして、行革の一つとして公園の管理をまとめて庁内の造園事業施策の組合をつく

っていただいて、試行錯誤で今やっておりますけれども、今、農林水産課のほうでまとめて

いる緑地公園と、それから観光課の10施設の公園を一本化にして、それで造園事業組合でや

らせていただいています。そのことによって、造園事業組合さんも大きなキャパを与えられ

た中で皆さんで振り分けができる、それで計画的に管理ができる、町のほうとしても、何十

本も事務仕事として契約していた業務が一つで済むというような形で、一応行政改革の方向

には向いているのかなと。 

  今お話のとおり、トイレについても浄化槽が幾つもあって、御指摘のとおりいろいろなと

ころでいろいろな課が管理で契約でしておりますが、そこら辺も総務課が中心に行政改革の

中で浄化槽の管理が一本化できないかとかという形で管理職会議の中でも検討を始めて、で

すから遅かれ早かれ御指摘のとおり維持管理については、やはり経費の削減もそうですし、

町内の経済にも寄与しますので、そういう形でいい方向に向き始めているところでございま

すので、そういう御理解でお願いしたいと思います。 

○８番（村木 脩君） それを早急にやっていかないと、ちょうど余り決算に関係ないんだけ

れども、高羽なんかも退職だし、ああいう人間を今度再任用したり再雇用したりして、そう

いうものをつくっていけば、各課が楽になると思う。余りにもいろいろな公園があり過ぎる

し。それで区に委託したって、そんなに手なんかかけていないんだよ、実際には。親水公園

だって規模がでかくなってきたし、あれらは都市公園。そういうところもあの辺には点在し

ているわけだから、そういうものをやはり、総務課長がいるから言うけれども、機構改革と

しては一番の目玉だと、建設課と農水くっつけてまた離したりなんていうのは、そんなもの

は何も機構改革じゃないし、その辺はぜひ各事業課あたりが中心になって検討してやったほ

うがいい。住民課あたりだと思っているからな、結構。それをどこへ所属させるとか、そう

いう話なんだ、別に総務課に所属させたっていいんだ。だからそれをぜひやっていただきた

い。 

○総務課長（鈴木利昌君） その辺は、国・県のほうの今は技能職というものの採用がなかな
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かできないものですから、全国的にはしない方向に今なっています。というような中で包括

的な委託等も考えながら、逆にスピーディーにできるようでしたら、委託することによって、

現在いらっしゃる行政職の職員がいらっしゃいますので、そういう方を１カ所に束ねてそう

いうことをやっていただくということも可能でしょうし、その辺は今後また検討していきた

いと思います。 

○８番（村木 脩君） だから伊東市なんかみたいに、そういう管理の外の組織をつくって、

そこへ退職したりしたそういうやつを入れて、だってふれあいの森だって昔は1,000万円ぐ

らいかけてたやつが、今では安くなったら。だからそういうものをやはりやって人件費がか

かるのか、その辺は計算してみて。 

○総務課長（鈴木利昌君） 交付税なんかにおきましても、今後は委託をした場合には交付税

でみてくれるようなものがあるんですが、直営でやった場合は交付税マイナスになるという

ような算定、そういうのもちょっと今後出てきそうな雰囲気もありますので、その辺を考慮

しながら進めていきたいと思います。 

○８番（村木 脩君） それでそこへ委託してやる、そうすると雇用の場もできる。それだけ

です。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○１番（笠井政明君） すみません、今けやき公園の話で、ちょっとプラスで聞きたいのがあ

るんですけれども、グッディーズのほうへ委託が変わって全部になったと思うんですけれど

も、前はたしか足湯のほうとかも維持管理とかもお願いはしていたかなと思うんですけれど

も、あそこに結構取り決めが前はあったと思うんですよね、あそこの中の飲食だめだよとか、

あとは施設内の改修とか。今、結構自由にやっている感じがあるんですけれども、その辺は

もう委託しちゃったので、それから自由だよみたいな格好になったんですかね、委託の内容

としては。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 御指摘のけやき公園ですけれども、前回の指定管理の方々は、

先ほど村木委員にもお答えしましたけれども、きぼうの館という建物だけを指定管理にして

おいて、その方と足湯とか草木の管理は業務委託という形で別の契約をさせていただきまし

た。業務委託になりますと、当然その中に何をしなさいとかという決まり事で契約を結ぶも

のですから、そのとおりにやっていただきますけれども、現在は全てのものを指定管理とい

う形で、例えば草木の管理も協定書の中で年に３回程度刈り込みをやってくださいとかとい

う内容ですので、業務委託とちょっとニュアンスが変わってくる内容があります。 
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  もう一つ飲食の話も一応足湯を開設したときに、いろいろ地元と話をしながら取り決めし

たこともあるんですけれども、実情を申し上げますと、なかなか目的どおりの活性化までま

だほど遠い利用人数で年間3,000人ぐらい、去年でデータですと足湯の利用者が3,000人とい

うことなので、もう少しこれを僕らのほうとしては、あそこの地区を活性化したいための施

設ですので、人数も大きくしたいんですけれども、その中で今の方々が保健所の許可をとっ

て、今喫茶コーナーをやったりしていますけれども、そういうことによってもう少し集客と

いいますか、集める工夫を今考えている、試行錯誤でやらせてもらっているところです。 

○１番（笠井政明君） あともう一つちょっと聞きたいのは、あの裏の倉庫のところを去年だ

か一昨年改修して、キッチンになっていましたよね。あれはどうなっていますか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） あれは奈良本に地元のもとの農協婦人部が解散して残ってい

る組織で、くらしの里奈良本という方々がいらっしゃいまして、そこの方々があそこで活動

の場にしたいという申し出がありまして、町のほうであそこのキッチン、調理室を倉庫を改

修してつくらせてもらって、そこを彼女たちが地元の活性化の事業ということで衛生管理者

を置いて、品物をつくって、いろいろなところで販売をしているというような形の経過がご

ざいます。 

○１番（笠井政明君） ちょっとそこの部分で、町がお金を出してつくったよというところな

んですけれども、あそこのけやきのときとかは出してくれたりとかしているけれども、それ

以降、何か余り活動をしていなくてどうなのという声を地元のほうから聞いたりとかするん

ですよ。活性化というところもあるんですけれども、あそこは奈良本の婦人の方々の会しか

使えない格好になっているような声をすごく聞くので、せっかくお金をかけてつくったので、

例えばもうちょっとけやきキッチンみたいな格好で活用とかをしていけないものかなとか、

あとあそこの部分も含めて指定管理になっているのであれば、指定管理者にそういうところ

の活用も促していただければと思いますけれども、どうですか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） あそこの調理室については、先ほども申し上げましたけれど

も、一応食品衛生管理者を置いて、あそこでつくったものが外で販売できるような許可をと

っていますので、いろいろな方々があそこを使うということになりますと、その衛生管理者

との話でもって、してくださいという形にしてあるんですけれども、結局一番怖いのは事故

が起きた場合の責任の所在なんですけれども、それは町は場所をつくりましたけれども、そ

の責任者という方が、くらしの里奈良本の衛生管理者がいらっしゃいますので、その方に一

任して、ほかは使っちゃだめだよということはないんですけれども、そんな形でしていただ



－25－ 

いております。 

  それとあと、昨年は32回あそこで一応いろいろなものをつくって、外の販売に、いろいろ

なイベントのところで販売している実績がございます。 

  以上です。 

○委員長（飯田桂司君） ほかにありますか。 

○１３番（定居利子君） 112ページの漁港維持管理事業ですけれども、この修繕料60万円と

水門管理委託料85万円、修繕料につきましてはどこを修繕されたのか、水門管理料は何カ所

あるのか。これ旅館組合も水門管理をやっていますよね。それとまた別なのか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 今の質問ですけれども、まず修繕についてですけれども、大

きく分けて２つあります。１つには、台風の後のごみの処理をここの修繕で、特に白田の漁

港は川が近いものですから、船揚げ場によくたまることがありまして、昨年は白田の漁協の

暗渠の清掃ですとかそういうものをしました。それから、あとは白田と北川の漁港の防波堤

に立入禁止の看板等の古くなったものをここで入れかえさせてもらって、英語と日本語で明

記するような形でバーも取りつけさせていただきました。 

  それから水門の管理ですけれども、この水門の管理については町内にあります陸閘という

陸の上の門なんですけれども、北川から稲取まで全部をここで農水のほうで委託させていた

だいて、１基が２万5,000円という形で各ところどころで門数で契約させていただいており

ます。ちなみに北川が３、熱川の観光協会で３、片瀬区が11、白田区は６、稲取の観光協会

の11基については静岡県の持ち物なんですけれども、静岡県から町へ委託を依頼されており

ますので、うちのほうでまた各区での出させていただいています。 

  以上です。 

○１３番（定居利子君） 修繕料ですか、これはごみの処理とか等もありますということで、

昨日もそこにありますけれども、ああいう処理もされるんですか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 稲取の漁港については、管理者が静岡県なものですから、そ

ちらで処理はいろいろ、費用のほうも持っています。 

  以上です。 

○１３番（定居利子君） それと、徳造丸さんからの道路を今度新設されて、それで松永さん

のほうまでつながっているんですけれども、あそこの左側のプールを埋め立てしたところは

担当ですか、あれは観光商工課ですか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） あそこは町が県に占用をかけて、管理の所管は観光商工課に
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なります。一番最初は東海汽船の駐車場という形で県に占用許可をもらうというのは、この

許可をずっと続いてもらってやっているところでございます。 

○１３番（定居利子君） 観光商工課が担当ということで、建物が古くてドアが壊れたりとか

というのがあるんですけれども、建設課のほうも土木の担当かなと思ってちょっとお聞きし

たんですけれども、さっき観光課が終わったもので、あれの建物を何とかしないと大変危険

で、ガラスも割れたりドアも朽ちている、開けっ放しでいろいろな人が中に入っちゃうとい

うのは聞いていますか。今度観光課のほうへでも助言でもしてください。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 御指摘のとおり僕らの耳にも入ってきまして、あそこを解体

するにはこれだけ費用がかかるとか、とりあえず更地にしておいて地元が何かのときに使う

ようにしたほうがいいとかという助言は以前から来ておりますので、また教えてください。 

○８番（村木 脩君） 110ページだけれども、公園緑地の維持管理事業、これは保健休養林

だと思うんだけれども、そことその下のコモクの治山事業、これは工事内容を教えてもらい

たい。 

  それとこの公園緑地の中で、ここにもやはり浄化槽の清掃管理なんかが入っているんだけ

れども、これが今度観光課でつくるメニューだったら、そういうものはまた別になっていく

のか、その辺を教えていただきたい。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 片瀬のまず治山事業のほうから、すみません。これは神社の

ちょっと先のもとの川崎市の保養所のまた先なんですけれども、あそこで…… 

○８番（村木 脩君） 通産省のあったところ。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） そうです。通産省のまた先なんですけれども、あそこで風が

どうしても向きが向きなので、当たるたびに石が落ちて、地元の方々に緊急の通行どめとか

していただいているんですが、それを根本的に直したいという形で県のほうに相談させてい

ただいて、以前建設課のほうで、あれから上流側の続きは国の補助金で、県営事業で町は負

担ゼロでやっていただいたんですが、その先になりますと、今度計算の角度とかいろいろ条

件が少し厳しくなってきて、県ではできないということで、町でやったらどうかということ

で落石防護柵のような形で、掘削工と一緒に山を安定させる治山事業をやらせていただきま

した。 

  それから公園緑地の今の浄化槽の関係ですが、このページに載っています浄化槽について

は、ふれあいの森のトイレについての浄化槽になります。今、御指摘の観光課で今年つくっ

ているトイレの浄化槽についてはまだ観光課と協議はしておりませんが、あそこのしず広場
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とか水道台等も重機の関係で農林水産、この５款の方で、見ている関係がありますので、浄

化槽のそういうさっき言った一括管理をしていく上ではここでまた見るようになってくるの

かなとは思いますけれども、まだ協議はしておりません。 

○８番（村木 脩君） あそこはいろいろなところが入りまじっているから、まずそこをはっ

きりさせるべきだろうと思う。教育委員会だとか観光課だとか、いろいろな補助金の関係で

いろいろなものを使ってやっているんだろうけれども、何かその管理を、じゃとりあえず農

水なら農水でやっていくと。でも観光施設整備だよな、あの便所は。だからそこいらがみん

などうしていいのか、農水にとりあえず管理費を置いておいても観光施設整備だから、県だ

から、あとは別に問題ないんだろうと思うけれども、そういう形にして、もう少しすっきり

させていくとかしないと、あっちが管理だこっちが管理だという話になってくる。 

  それとこのコモクのところも落防の網ぐらいでもつものなのか、結構上が高いし。あれを

将来的に切っていったり、それぐらいのことやらないと、とまらないんじゃないかという気

もする。その辺どうでしょうか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） まず、あそこの稲取高原の管理につきましては、今回の議会

の一般質問でもありましたけれども、条例も設置されていなくてクロスカントリーのコース

があったりということで、いろいろな課がかぶっていますので、今総務課を中心にあそこを

どういう管理にしたら一番ベストなのか、利用料金なんか取るについても、その辺を中心に

早急にという話はしております。 

  御指摘のとおりコースは教育委員会が管理して、コースのここからこっちが農水とか観光

とかといろいろ今ちょっと複雑になっていますので、我々としてもできれば一括管理でやる、

業者さんもシルバーが入ったりいろいろなところが入るよりも一括管理のほうがきれいにな

るのかなというふうには思っていますので、その辺はまた横断的にいろいろな課と早急に調

整したいなと思っています。 

  それで、片瀬のコモクの治山ですが、村木委員も御存じのように治山事業になりますと、

砂防と違って用地は個人のままで保安林にしていただいて、その上に施設をつくって山を守

るという事業ですので、なかなか制約が厳しくて、所有者はあくまでも個人が所有者なもの

ですから、その辺で同意をもらいながら、できる範囲の施設をつくっていくという形になっ

ています。 

○８番（村木 脩君） あの上はわりかし地主が細かく分かれているという部分もあるから、

やりにくいんだろうと思うけれども、あれだとまた何年かするとやばいなという感じもする。
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その辺もまた将来的に、次に申し送っていったほうがいいのかなと思います。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 治山の施設につきましては、静岡県と一緒に台帳で管理をし

ておりまして、毎年雨期前の定期パトロールで危険箇所、それから今言われるような継続し

て監視が必要な箇所については赤丸をつけて、毎年県の職員と危機管理局と町が一緒にパト

ロールしておりますので、コモクについてもそういうランクで指摘をさせていただきたいな

と思います。 

○８番（村木 脩君） 今、小沢君が４月から企画調整課のほうに行ったんだけれども、指名

の関係で土木屋さんは新しい人が余りいないんだけれども、設計屋さんが新しい人がかなり

入ってきて、今回の山のトイレもドアが開かないとか、設計どおりやると。それで、西町の

ポンプ小屋やるときも、大川の図面をみんな持っていったり、そういうのって何なんだろう。

指名は公共事業の実績があって入れていくものだと思うんだよ。だからよそから転入してき

てすぐに入ってぽんといってすぐに指名になって、公共事業をやったことがない人が、また

公共単価も知らないで設計されても、困るのは町じゃないの。何か片瀬だってそうだったじ

ゃない。経費を入れないでそのまま発注したり、そういうときというのはペナルティーとか

ないの、１回指名停止にするとか、その辺をきちっとやらないと、今やばいのかなという気

はする。 

○建設課長（高村由喜彦君） 村木委員の関係なんですけれども、新たに入って転入した女性

の設計士さんの話だと思うんですけれども、それは３年前ですか、東伊豆町に山梨県のほう

から移住してきて、町へ指名参加の推薦が出てきたと。それで、そこの中で一応実績、改修

工事というかインテリアとか内部の改装とかそういったものが出ていました。それで指名委

員会としては、今の東伊豆の町内業者さんの建築設計については、今までは指名委員会で通

年指名という形でやっています。去年あたりから審査委員会という形の中で動いていまして、

指名委員会等についても委託業務の規模等については競争入札、制限つき一般競争入札等の

やり方を登用していくという形でやっています。 

  それで、設計の質の問題についても、やはりその辺はペナルティーかかるという話は当然、

今は審査委員会というんですけれども、審査委員会の中で当然評価をして、排除するなり新

たに足すものなり、そういった判断が審査委員会の中で判定をしていくという形になると思

います。 

○８番（村木 脩君） 町の業者さんだから、町が育てなければいけない部分もあるさ。だか

らそれはやはりそういうものできちっと対応して、やっていかないと、まただんだん、もと
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もともやっている業者はみんな年くって、新しい設計屋さんにみんななってくるんだろうけ

れども、その辺のやはり歴史を踏まえて、やはり公共事業というものはこういうものだよと

いうのを教えていかなければいけない。まだ同じような、あのままそれで町も見逃して、上

のトイレなんかドアが開かないような設計で、その業者も困るわけ。そうすると町の姿勢が

疑われるもので、その辺を。まだ高村君の下にも新しい職員がいるんだから、一級建築士と

かそういう人が、設計屋さんが、だからそういう人に任せる、そのシステムをつくり上げて

いかなければ。 

○建設課長（高村由喜彦君） 今は審査委員会という名称を変えて審査をしています。それは

昔の指名委員会という名前で、当然さっき言ったペナルティーも含めて質の問題、どうする

のかという話は審査委員会の中で審査をして、業者選定も含めて、扱いについて対応してい

くという形になると思います。 

○８番（村木 脩君） 道路維持管理料なんですけれども、補修工事で960万円しかないんだ

と、これで順番をどうやって決めているのか。これは区からの要望も全く応えられないよう

な状況かと思うんだけれども。 

○建設課長補佐兼事業係長（桑原建美君） 確かに今村木委員がおっしゃいましたとおり、昨

年の当初予算では全体維持補修で905万円でした。やはり足りない部分がちょっとありまし

て、予備費をいただいて、結果、決算額が969万2,100円、全体でですね。22件ほど仕事して

いるんですけれども、主にこの中で予算的に消化されてしまうのが稲取地区と城東地区の祭

典前の路面補修ですか、やはり危ない部分を改修、まず段差等の解消にかなりお金が持って

いかれていっております。残ったお金については、やはり各課で出てきている要望になるべ

く対応したいと思っておるんですけれども、実際のところなかなか、その程度の予算では対

応できなくて、今の舗装復旧以外にかかっているお金としましては、やはりどうしても危な

い危険箇所、維持補修的なもので転落防止柵のビームの取りかえだとか、側溝蓋の取りつけ

だとか、正直その程度の今年にできた事業です。 

○８番（村木 脩君） 多分これ山田議員には、区からそんなことが、あいつは区の役員をや

っているからこんなものが出ていると思うんだけれども、区の要望ももう１回切って、それ

で今予算的にちょっと厳しいもので、今まで出ているものをやるところから順番にやってい

きますというものを言って、それで１回切ったほうがいいと思う。要望をいつまでも出して

いると、いつやってくれるんだよ、やってくれないの、要望ばかり出してという話になると

思う。その辺をやはり１回切って、整理させてもらうという話を区長さんたちに率直に言っ
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たらいい。 

  昔は維持費だけで何千万かかったんだからいいけれども、今はもうこれじゃとてもやれな

いと思うよ。だから、その事情を言って、１回制度そのものを、要望を集めるというのは昔

の石原町長の選挙の後遺症でつくったもので、そういうものはもう１回チャラにして、もう

一回何年かかけてこれだけのことをやっていきますから、その後またそういう制度ができれ

ばという話をしたほうがいい、率直に。そうしないと、いろいろな苦情だけしか出てこない。 

○建設課長（高村由喜彦君） 建設課としても、もうその区の要望がこれだけ上がって、毎年

積み重なったものについて処理ができるような状況ではありません。それで国もそうですけ

れども、県もそう、これから道路資産等が長寿命化していって、維持にも５割、６割の経費

がかかるような状況になっているというような状況です。その中でどうやって優先順位をつ

けるのかというのはすごく難しい話で、ただこれは建設課として、当然役場全体の話もある

んでしょうけれども、首長さんの考えもあるので、考えるとすれば、建設課とすればやはり

１回リセットさせてもらってやらせてもらいたいと。それで建設課として管理する路線、長

さというか物すごくあって、その中でどうやって維持修繕、管理をしていくのか、900万プ

ラス修繕料の300万円、その中で単純に考えると322路線、185キロでメーター70円です。70

円でこれを、新規路線は別ですけれども、どうやって管理していくのか、それで橋の橋梁点

検等の作業も今入っていますし、５年に一度は道路法で義務づけられていますので、それで

危ないところは対処しなさいという話で…… 

○８番（村木 脩君） 橋梁点検は今年からだな、ここには入っていない。 

○建設課長（高村由喜彦君） 入っていないです。これから各市町橋梁点検とか道路維持につ

いて莫大な金がかかると。その捻出はどうするのかという問題は、これから皆さんと議論し

ていかなければならないし、各市町もやはり困った問題だということでいます。 

  優等生的な回答をすれば、長寿命化計画の中で社会資本総合整備交付金を使ってやってい

くという話になるんですけれども、それでは対応ができませんので、ではどうするのかと、

いい知恵を皆さんからおかりしたいということです。 

○８番（村木 脩君） それは日本中の問題だよ。国も県も市町村も。インフラそのものがも

うみんな50年ぐらいたってきている。そこのところはこれからどうするんだか、国もまだ指

針は出せない。とりあえず金のかからないところから町はやっていくしかないよな。前に橋

梁点検で一般質問したときには、やっていますと言われた。まあいいや、それは。がんばっ

てください。少ないお金で。 
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  この湯ケ岡山田水路は、これは電源立地でやっているんだと思うんだよ。これらは、もう

湯ケ岡の白田の浜のほうまでやれるようになったの。 

○建設課長補佐兼事業係長（桑原建美君） 村木委員からの、これ電源立地交付金で440万円

の財源になります。今現在もかなり柔軟な対応ができるようで、白田地区だけでなく東伊豆

町全体で、さらには人件費のほうにも、今回せるような、そういう状況だということを企画

から伺っています。 

  以上です。 

○８番（村木 脩君） 貴重な財源ですので頑張ってください。 

  昔は使えなかったんだ。今はもう使えるようになってきた。昔は湯ケ岡しか使えなかった。 

○１１番（森田禮治君） あれは白田のあれで東電と白田との契約があった。 

○８番（村木 脩君） ちがうよ、これ電源立地だもの国から来るだもん。東電が払っている

わけじゃないよな。 

○委員長（飯田桂司君） 農業委員会のほうはないですか。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時２３分 

 

再開 午前１１時２４分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○１３番（定居利子君） 耐震関係なんですけれども、１件大手のホテル等が出ておりますけ

れども、この内容についてどういう内容か確認します。 

○建設課長（高村由喜彦君） 平成24年度に国のほうで要安全確認大規模建築物という建物を

公共建築物等について緊急に点検をしなさいという法律ができました。それによって旅館・

ホテル等については5,000平米以上の建物が対象になるということで、うちの町として営業

していないものが一応４件あったんですけれども、そのうちの１件として、この耐震診断の

補助事業を使って耐震診断をしたというのが、この１件の扱いでございます。 

（「補助率」の声あり） 

○建設課長（高村由喜彦君） 補助率は、事業費に対して国が３分の１、県が６分の１、町が

６分の１、以上です。 
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○１３番（定居利子君） 5,000平米以上の大型の建物については耐震をしなさいよというこ

とで、国からも数年前にそういう要請があったんですけれども、ホテル等には負担が大変だ

から、何とか町とか県とか国に要望書でも出して支援をしていただきたいというそういう声

はあったと思うんですよ。それが今回の補助対象になったのではなかろうかなと思うんです

けれども、結局自前だと、なかなかそういう耐震の調査はできないということで、それで皆

さん廃業したりとか、倒産に追い込まれたりとかというところもあろうかと思うんですよ。

今現在、この5,000平米以下の場合は耐震のあれをしなくてもいいということなんですけれ

ども、やはり大型店というのは結構何件かあると思うんですね。東伊豆町には４件あるとい

うことで、１件の申請をということで、受理されたというか認められたということだと思う

んですけれども、今後、そういうほかの３件に対してでもこういう形をとっていかれるのか

どうか、指導もされていかれるのかどうか。 

○建設課長（高村由喜彦君） 5,000平米を超えて耐震診断をしなさい、耐震補強しなさいと

いう話については、時限立法的な29年３月までにということになっているんですけれども、

これは法律では、全ての建物は、一般住宅もそうなんですけれども、建物の耐震化は建物所

有者として、努力義務として安全を確保しなさいというものが根本にあります。特に旅館・

ホテル等については公共性が高くて、入ってくるお客さんの生命、財産、身の安全等を守ら

なければならない話なので、だからランク的には5,000平米とか3,000平米ではなくて、一律

世の中の動きとして、耐震はこれからもセットされていくという時代にもうなっています。 

  ただ、耐震診断をしたからといって、建物改修をするには１億円、２億円とか面積規模が

大きくなればかかってしまいますし、当然旅館・ホテルさんは窓側にグレースを入れるとい

うか、筋かいを入れたり建物の部屋を狭くしたりしなければならないし、そういった問題も

あるし、営業をとめなければならないという方もありますので、別棟であれば大丈夫でしょ

うけれども、皆一体の中でやっていますので、これからそういう問題もあります。ただ、今

後やはり建物所有者さんは、やはり自己責任において建物の安全化対策は講じておくべきだ

し、これが3,000平米、5,000平米という問題ではなくて、今後対応していってもらいたいな

というふうに考えています。 

  以上です。 

○１３番（定居利子君） 今後、町としても指導されていくという中で、宿泊客の安全性を確

保していただきたいので、よろしくお願いいたします。 

○８番（村木 脩君） 172ページ、災害復旧費、ここはいいんだ、やっちゃったほうが。道
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路災害で547万4,196円というのがあるんだけれども、復旧工事で。 

○建設課長（高村由喜彦君） この主要施策の成果説明書の129ページ、130ページに547万

4,196円の工事内訳が書いてあります。それをごらんください。 

○８番（村木 脩君） これで、それは町道の話なんだろうけれども、今、農道というのは余

りない。町道のほうでこれだけ災害を受けていて、農道のほうがむしろ弱いような感じがす

るんだけれども、農道そのもの、林道だとか農道なんていうのは災害、町にやつは、奈良本

林道なんていうのは町のやつじゃない。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 公共災害になるような林道災害は、昨年はありませんでした。

その前は年に１本ぐらい、大付線とかありましたけれども、農道については、ここのところ

ずっとおかげさまで公共で上げるような大きなものはなくて、プチの崩土とか落石とか、ち

ょっとした倒木はあって、それはその都度修正しております。 

○８番（村木 脩君） この建設課のほうだって公共災害なんてないんだ。去年はあったのか。 

○建設課長補佐兼事業係長（桑原建美君） 昨年は公共災害というようものはなくて、全体で

16件、小規模な崩土事件とか、そのような内容でした。 

○８番（村木 脩君） 公共災害も大変だけれども、公共災害に載るようなものが来ないこと

を願ったほうがいいよな。500万円くらいで済むならば。 

○委員長（飯田桂司君） お答えはいいですか。 

○８番（村木 脩君） もういいよ。 

○委員長（飯田桂司君） 以上でいいですか。ほかに何か質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 以上で建設課、農林水産課、農業委員会に対する質疑を終結いたし

ます。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時３３分 

 

再開 午後 ０時５８分 

 

○委員長（飯田桂司君） では休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより質疑を行います。 
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  質疑の対象を消防署、防災課とします。お願いします。 

  質疑ありませんか。 

○３番（栗原京子君） 128ページなんですけれども、一番下のほうの常備消防事務事業とい

うことで、消防団員報酬とか臨時報酬、出動報酬、この内容を説明願いたいと思います。 

○消防署長（久我谷 精君） 常備消防事務事業の報酬の内容ということでございます。消防

団員報酬につきましては、条例に基づいて、消防団員の階級ごとに定められた団員の報酬、

これを団長から団員まで条例に基づいた額を支給するという内容でございます。 

  次の臨時報酬につきましては、これは毎月消防団員が消防ポンプ車であるとか資機材等の

整備をいたします。それに対する報酬の支払い分であります。 

  次の出動報酬につきましては、火災、行方不明者の捜索等の活動に対する報酬でございま

す。 

  以上です。 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに何かありますか。 

○３番（栗原京子君） すみません、130ページなんですけれども、被服費と下のほうの消防

用器具備品の内容を教えてください。 

○消防署長（久我谷 精君） 130ページの11節の被服費、非常備消防費の関係での内容かと

思われます。被服費につきましては、毎年度、翌年度の新入団員を見込んだ被服費の分を購

入しております。27年度におきましては、新入団員40名見込んだ中で活動服等の一式の購入、

ヘルメットの購入をしております。 

  次に、器具備品につきましては、非常備消防活性化のほうでよろしいですか。 

○３番（栗原京子君） そうです。 

○消防署長（久我谷 精君） 18節の消防用器具備品ということでございますけれども、これ

は消防団員等から要望をとった中で、各分団に不足している備品であるとか必要なものにつ

いて購入をしております。ちなみに27年度につきましては、主に消火栓用のホースを95本購

入しております。あと消防車の積載用の消火器を５本購入しております。 

  以上です。 

○１３番（定居利子君） 成果説明の132ページの住宅用火災報知器の設置状況、ちょっと教

えてください。新築の場合はもう全部、火災報知器というんですか、それを設置をしなけれ

ばならないと伺っているんですけれども、既存の例えば鉄筋とかアパートとか、そういう建



－35－ 

物についても今、例えば年間に何個つけるとか何10個つけろとかと、そういう例えば県から

の要請とかはあるんでしょうか。 

○消防署長（久我谷 精君） 132ページの住宅用火災警報器の設置状況につきましては、こ

れは平成21年に設置の条例ということで、既存の建物以外のものについて義務化されました。

いわゆる新築のものですね。既存のものについては任意でつけていただくというような形で

進んでおりますけれども、現在、普及を高めようということで、県の設置率が76.5％を上回

るようにということで設置の推進をしているところでございますけれども、共同住宅等につ

きましても施主がつけるか、住居する方がつけるかというところできちっと定まっていない

ところが現状でございます。ですので、その辺は個々の対応でやっていただいているという

ところですけれども、新築されるものについては、ぜひ設置をしていただきたいということ

でお願いしているところでございます。 

  以上です。 

○１３番（定居利子君） 共同住宅には結構呼びかけをしていらっしゃると思うんですよ。い

ろいろな規制があるので、極力家主さんがつけていただく方向でお願いをしているというこ

とは伺っています。 

  入居している方に負担を幾らかでもしてくれと、それはなかなか難しいものですから、や

はり家主さんがそのように協力していただいて、呼びかけるように消防署としてでもやって

いただきたいなと思うんですけれども。 

○消防署長（久我谷 精君） 今後そのような形で設置をしていただくようなお願いをしてい

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに何かありますか。 

○１１番（森田禮治君） ちょっと教えてください。 

  132ページの仮眠室パーテーションというのは、パーテーションというのは何ですか。 

○消防署長（久我谷 精君） 132ページの仮眠室のパーテーションの設置工事の内容でござ

いますけれども、消防の広域化に伴いまして、今まで当直する職員の部屋が、消防の通信室

があった奥に４部屋設置されておりました。指令センターが統合されて、そこが空きました

ので、それまで救急隊員の部屋が大部屋で寝ていたこともありまして、衛生上の問題である

とか、隊員のプライベートの問題であるとかというところで４部屋を増設したということで

す。それで、パーテーションというのはいわゆるこういった簡易的な壁で部屋を区切ってつ

くるという内容の工事でございます。 
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○委員長（飯田桂司君） ちょっと自衛隊の関係の措置費で、要するにあれがあるよね、協力

会費。その関係は今どんな感じで、年齢制限とかあるのか、最近お金の徴収とか、このほか

例えば年齢的なものがあるのか、自衛隊協力会費、お金を集めているよね。 

○消防署長（久我谷 精君） 協力会につきましては、実際は職員が現在は事務局として事務

をとっていないのが現状です。これまで、いわゆる規約の中で自衛隊協力会の会長というの

は消防団長が兼務のような形でやっておりまして、事務局も団長の御自宅にありますので、

実際は職員はそれらには携わっていないというのが現状でございます。 

  役員あるいは団員につきましては、役員が消防団本部の副団長等が役員には入っておりま

すけれども、団員は会員として会費を納めているということなので、現在のところ私も、東

伊豆消防署長という名称の者が役員の中には含まれております。その立場でちょっと御発言

をさせていただきますと、いわゆる会費は500円をいただいているということでございます。

自衛隊の協力会の活動につきましては、年度当初に行います総会でいわゆる予算決算、前年

度決算と新年度予算、それと事業報告、事業計画等を報告して、それに基づいて運営がなさ

れているという状況でございます。 

○委員長（飯田桂司君） 了解しました。 

○消防署長（久我谷 精君） 補足で１点、自衛隊協力会の役員の中には各区の区長さんが含

まれております。 

  以上です。 

○委員長（飯田桂司君） もう一つちょっとお伺いします。広域化には消防署長のお話で広域

化になったところですけれども、先般も稲取地区の火災等が発生しているわけですけれども、

こういうものについては伊東市等の応援も入っておるのか、それとも東伊豆町だけでやって

いるのか、ちょっとどうもわかりにくい、うちは個人的には上なもので、下を救急車や消防

車が通ると、どっちにどう行ったのか、火元に行ったのかななんていうことで確認をするん

ですけれども、そういう状況の中で、何か問題が起きているようなところはないですか。伊

東市との兼ね合いで、伊豆高原、八幡野分署あたりからも出ているものかと思いますけれど

も、そういうことで問題は発生していないのかなと思うんですけれども。 

○消防署長（久我谷 精君） 広域化後の消防の業務に対する中で問題等が発生していないか

ということについてお答えします。現在のところ、火災につきましては11日の日曜日に三島

信用金庫の火災が発生して、今年で３件目の火災になります。救急につきましては、上半期

で約半数ぐらいの件数で、ちょっと28年度の資料は今持っていませんので、はっきりとはお
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答えできませんけれども、救急業務につきましては、救急でも火災でも第３方面の中で伊東

市との出動隊で対応するという内容でございますので、出動計画に基づいて、火災・救急等

に指令がかかって出動いたしますけれども、救急につきましては１車両でほとんど対応する

と、消防車等が多ければ２台、指令がかかって同時に出動するということもありますけれど

も、そのほかに、いわゆる車の事故が起きて車の中に閉じ込められている、あるいはドクタ

ーヘリを呼んでヘリコプターの支援をする、傷病者、けが人が建物の高層階にいたり、なか

なか道が細い、いわゆる幹線道路から離れている家にいて搬出が困難な場合、それらにつき

ましては消防車が同時に出動いたします。 

  これは今までもやってきたことなんですけれども、これまでは人員等の関係でやりたくて

もできなかったという経過もございました。しかしながら、広域化になりましたので、東伊

豆の消防署に車が１台もなくなったとしても、伊東からの車両で対応ができるということで、

現在はそういった不安はなくなりました。火災につきましては、発生の地区によっても違い

ますけれども、東伊豆の消防署から消防車２台と工作車で、八幡のほうから救急車、伊東の

本署から指揮隊が来て対応するというようになっております。 

  現在のところ、私が認識している中では問題点等は発生しておりません。救急車につきま

しては、大川、北川地内では100％と言っていいくらい八幡野の救急車が出動して対応して

いると思っています。 

  状況によって東伊豆町の車両が出ていた場合、八幡野の車両が出動していた場合について

は、東伊豆から行って対応するということで、119番は受信されたときの状況によって出動

隊の編成が変わりますけれども、基本的な計画で出動しているという内容でございます。 

○委員長（飯田桂司君） ちょっと私のほうが、本当は28年度に対して、今やっているのは27

年度の決算の関係でやっているあれで、ちょっと質問の対象が違うのかなと思うわけですけ

れども、やはりそうすると主にいろいろこれから１年かけて、町長も広報等の関係も見直す

ところはしていくよということであろうかと思いますけれども、やはり一つ思うに、今大変

ドクターヘリ、これは27年度の関係でもそうですけれども、27年度内でも大変ドクターヘリ

の使用が増えているのではないかなと思うんですよ。今回、格納庫等の関係の予算づくりを

しましたけれども、そして私考えるには、個人的には大川地区、海岸とかあるいは上の、テ

ニスコートあたりについてなかなか海岸の駐車場に車がもうほとんど毎日のようにとまって

いて、ヘリがおりられないと、そういう状況の中ですけれども、どうですか、このヘリのお

りる状況、今年度になって、27年度の内容で結構ですので、ヘリのおりる状況をちょっと問
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題にしているところがあるのかな、白田もできたし、稲取のほうも大分おりたし、ただ北川

はちょっとおりる場所がないですけれども、そういう状況の中でヘリのおりる状況、何か問

題点が起きていないか、ちょっと確認したいんですけれども。 

○消防署長（久我谷 精君） ドクターヘリにつきましては、平均して１年度で50件ぐらいの

要請をして搬送していただいております。これは、運航しているドクターヘリの運航対策室

のほうでも、いわゆる行ったときに軽傷でもいいよと、空振りでもいいよということで大変

好意的なことで対応していただいていますので、消防署の隊員につきましても、疑われるも

のについてはドクターヘリの要請をしております。 

  なお、このことについては、けが人傷病者の重症化を防ぐ、あるいは高度な救急医療が早

期に受けられるということで大変メリットがありますので、そのような対応は今後も継続し

ていきたいと思っております。 

  ドクターヘリの状況とおっしゃった内容につきましては、ドクターヘリのおりる場所のこ

とでよろしいでしょうか。当初、ドクターヘリはたしか平成16年から運航が始まって、各地

区のいわゆるランデブーポイントといいますけれども、ドクターヘリがおりて、救急車の患

者を引き渡す場所について十分調査をして現在に至っているところです。ですので、今後新

たにそういったランデブーポイントを探し出すというのは、なかなか難しいのかなというふ

うに思っております。 

  以前は学校等のグラウンドも使用して、現在も使用していただいておりますけれども、や

はり生徒の授業等への影響もありますので、その辺はうまく対応していかなければならない

だろうと考えております。 

  以上です。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○１３番（定居利子君） 成果説明の134ページの救急体制強化事業なんですけれども、県内

の搬送は今井浜病院なんかも大変増えているんですけれども、もとは伊東市民病院も多かっ

たんですけれども、今度広域化になったことでスムーズに搬送できるんじゃないかなと思う

んですけれども、このメディカルの場合は12人ということで、負担金もあると思うんですよ。

年々下田のほうへ行く救急搬送がなくなってきているんじゃないかなと思うんですけれども、

この負担金について296万6,000円と結構高額な金額が載っているんですけれども、最初のメ

ディカルができるときには負担金もないような話もあったんですよね。それを伊東の市民病

院にお世話になっているので、そちらのほうへ受けたらという他の議員さんなんかの意見も
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あったと思うんですけれども、そういうお話は伺っていますか。それともメディカルの負担

金はこのまま来年、今年予算編成ありましたけれども、昨年度はこういう形でしたけれども、

今後また見直されるよということはあるでしょうか。 

○消防署長（久我谷 精君） 負担金の関係につきましては、消防の担当しているところでは

ございませんで、健康づくり課の所管になるのかなというふうに思っております。確かに賀

茂地区におきましては１次救急医療、これは賀茂医師会のほうで担当して、２次救急につき

ましては保健所のほうでやっていただいているところでございまして、２次救急医療につき

ましては、下田と西伊豆と今井浜と、うちの管内では伊豆東部さんが加わって、４つの病院

で今、在宅輪番制でやっていると思うんですが、負担金については搬送件数で何かお支払い

をしているようだったと認識しております。これらにつきましては、今後、広域化の関係に

なりますので、こういったものは一切かかわりがなくなってくるのかなというふうに思って

おります。 

  搬送状況につきましては、やはり下田メディカルが少ない分は、その発生したときの当直

が下田メディカルがあるときとないときもございますし、いわゆる内科の患者であったとき

に下田病院のほうが内科でなかったりという状況もありますので、全て運ばれるわけではな

い状況もあります。確かに２次救急といいましても、次を考慮いたしますと、やはり伊東市

民から順天堂へ行くというケースのほうが時間的に短いですので、そういった、やはり患者

のことを考えるとそういうふうな話になってしまうのかなと、こういった数字が出てきてい

ると思います。 

○１３番（定居利子君） 東部総合病院に関しては、救急体制はとられていないんですか。 

○消防署長（久我谷 精君） 負担金ですか。 

○１３番（定居利子君） いや、救急体制は東部総合病院はとられていないのかどうか。 

○消防署長（久我谷 精君） ２次救急をやっていただいておりますので、１次救急も含めて、

そういった対応ができる患者さんの場合については搬送しております。ですので、管内では

東部総合病院が最も多い搬送件数になっています。 

○１３番（定居利子君） この表には出てきていないですよね。 

○消防署長（久我谷 精君） すみません、病院別の搬送件数は、ここには載っておりません。

申しわけありません。 

  改めて資料を提出させていただくということで、27年度中の各医療機関別の搬送件数を提

出いたします。よろしくお願いします。 
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○委員長（飯田桂司君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時２７分 

 

再開 午後 １時２８分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

  防災の関係はないですか。 

  ないようでしたら、以上で消防、防災課に対する質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時３０分 

 

再開 午後 １時４３分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開します。 

  これより質疑を行います。 

  質疑の内容を教育委員会とします。質疑をよろしくお願いいたします。 

○８番（村木 脩君） 余り決算に関係ないんだけれども、学校の上のほうにあるＰＣＢのあ

れはどうした、始末しましたか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） それはスクールニューディール事業等で出た電気の関

係の安定器とか、そういった関係のＰＣＢの処理だと思いますけれども、それについては今

年度…… 

○８番（村木 脩君） その前から出ていたでしょう。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） そうですね。それを水道の熱川ＰＣのところで保管を

してあったんですけれども、それについて、すみません、具体的な内容はちょっと補佐のほ

うから話をしていただこうと思いますが、今年度から２年にかけて処理をするということで、

現在行っておるというところでございます。 

○８番（村木 脩君） 処理場が何か日本で一つぐらいしかないんだろう。 

○教育委員会事務局長補佐兼学校教育係長（村木善幸君） 処理場につきましては、まず北九
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州のほうに事業所の処理施設、国の施策で完成しまして、そちらで年次計画で処理すること

になっています。東伊豆町におきましては、既に25年度にコンデンサーにつきましては水道

課部分とあわせて処理をいたしました。残るは蛍光灯の安定器につきましては相当数の数が

あるもので、今年度と来年度の一応計画で、今年度につきましては、もう処理契約が済みま

して10月に処理する予定でございます。 

  以上です。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○８番（村木 脩君） 教育の何か貸しつけがある、奨学金。あれなんか今でも借り手はある

んですか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 毎年その辺をホームページやそういったところで広報

しておりまして、問い合わせはあるんですが、ちょっと貸しつけがなかったようなことが数

年続きましたが、本年、奈良本在住の大学進学者１名ということで、貸しつけが行われまし

た。 

  以上でございます。 

○８番（村木 脩君） それで、その貸しつけで返還の、今国のほうなんかでも何かいろいろ

問題になっているんだけれども、そういうものをもっと長く延ばしてやるとか、それは返す

人の希望に沿ってやっているということですか。 

○教育委員会事務局長補佐兼学校教育係長（村木善幸君） 返還につきましては、卒業後１年

をたった日から５年から10年で月賦、半年賦、年賦、そちらを選択した中で借り入れ者の設

定で返還する計画となっております。 

  以上です。 

○８番（村木 脩君） 10年で返せるかな。そんなに額は大きくはないのか。 

○教育委員会事務局長補佐兼学校教育係長（村木善幸君） 試算をしまして、貸しつけにつき

ましては、最大で大学になりますと一時金で50万円、年間で３万円ですので194万円ですか、

それを10年で月賦にやりますと１万6,000円から１万7,000円という一応試算をしております

ので、それぐらいであれば可能かなということで、返還についても、現在のところは延滞金

はございませんので、そういうような一応見込みを立てております。 

○８番（村木 脩君） 合わせて借りているような人もいるんじゃないの。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） そういう方は多々おられると思います。商工会のほう

で行われている生活支援のほうの教育資金というようなものと併用されている方は多いと思
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っています。 

○８番（村木 脩君） そういう人もやはり返還は10年ですか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） それを借りているからといって、さらに延長というよ

うな制度までは当町ではございません。ただ、御承知かと思いますけれども、利子補給制度

については行っております。 

○委員長（飯田桂司君） 何かありますか。 

  ちょっと私は去年もお伺いした経緯があるんですけれども、青少年健全育成ということで

補助金、各稲取、熱川地区の部分が必要だったんだと思いますけれども、というようなこと

で指定配分しているんですけれども、今、育成会のほうの各地区の事業内容あるいは設備、

町としての主張発表とかそういうものはありますけれども、各地区の青少年の大川から稲取

まで、活動はどういうことをしているのかなということで、祭りの夜店を出されるのか、何

か活動として目立った活動をしておるのか、ちょっとその点お聞きしたいと思います。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ただいまの青少年健全育成の各地区、各支部の活動状

況でございますが、成果説明書の中の146ページ以降の下段のほうに（３）番、青少年健全

育成事業ということで行われております。稲取地区健全育成会については、海岸清掃等、各

支部におきましては青少年を非行から守るための街頭キャンペーン等で、稲取地区について

は、主に教育委員会のほうである程度企画したような内容のものに御参加いただき、ともに

活動していただくような状況でございます。 

  熱川地区につきましては、各地区において夏季の巡回指導だとか、あと地域と一体となっ

たお祭り関係への参加だとか、あと中には公園の清掃活動を定期的に行うだとか、そういっ

たことで大人と子どもが触れ合い、ともに協力し合いというような活動が行われている状況

であります。 

  以上です。 

○委員長（飯田桂司君） 今、この成果表のほうを見てしているようですけれども、各地区の

巡回、稲取地区、熱川地区のお祭り、イベントで育成会、区、それから、その他民間事業が

入って巡回をしているんですけれども、指導しているところを見ると、それらしく集まって

いくんですけれども、子どものいないところにいたり、祭りの中の指導の中でもちょっと、

やることについては問題はないと思うんですけれども、やはりどの祭りの夜店の当番で物を

売ったりするようなところの親がやったりしてきたんですけれども、私らはできた当初、石

川知事のころだったと思うんですけれども、大変中学校等が荒れて、街頭にＰＴＡ父兄、そ
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れと先生たちも立って指導した、それから育成会ができて、そしてあるときは稲取でこいの

ぼりを上げて、あるいは熱川地区で夜店で綿あめの係をやったり、何かの係だったりしてい

ろいろなことを発してきたんですけれども、でも育成会のもとの原点、いじめとかともかく

として街頭指導、いろいろなことで父兄も子どもも含めて何か見直しする時期に来ておるん

じゃないかなと思いますけれども、ほかの地区、東海道筋あるいはこの１市５町賀茂郡下等、

これは同じようなことをやっておるのかなと思うんですけれども、いかがですか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 青少年の健全育成に関することに関しましては、青少

年問題協議会等でも意見交換等を、それは警察だとかＰＴＡさんだとか、あといろいろ各種

団体の委員長さん方に社会教育関係の方に出ていただいている問題協議会というものがござ

います。その中の意見交換や、あと青少年健全育成会の総会などでも話題となることについ

ては、現在は下田管内といいますか、青少年は非常に落ち着いた状況であるというような、

特に東伊豆町については若干の夜間徘回等の、そういった行動に対する指導はあるけれども、

それほどの非行とかそういったことは目立たないというような状況を常に警察のほうからお

話をいただいております。 

  ただ現在、やはり問題になってくるのは携帯だとかスマホだとか、そういったものの利用

による友達同士の誹謗中傷だとか、そういったことがすごく今現在問題になっていると思い

ます。それは青少年健全育成会よりもＰＴＡ等でアンケートをとるだとか、学校と連携した

中でアンケートをとるだとか、そういった活動が行われているような状況ですが、それらに

ついても、青少年健全育成会でもやはり話し合われてはいるところです。学校等に協力をお

願いして、その辺の改善に努めていただいているというようなのが現在の東伊豆町の状況か

と思われます。 

○委員長（飯田桂司君） 了解しました。 

  何かほかに。 

○８番（村木 脩君） 健康管理事業として載っているんだけれども、これは多分生徒さんだ

と思うんですけれども、先生の健康管理というのはどうしているかな、なかなか今精神的に

大変だとか、そんな先生たちはいないのか。よく幼稚園なんかにそんな人がいたような気も

するんだけれども。 

○教育委員会事務局長補佐兼学校教育係長（村木善幸君） 御質問は精神的、心の病という捉

え方でよろしいでしょうか。 

  教職員につきましては、マスコミ等でもうるさい不祥事も多々発生しています。そこら辺
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も深く見ていくと、そういった心の病というか、そういうものを抱えている教職員もおりま

すので、そういった不祥事根絶ということで各学校の研修なり、相談員ということで管理職

が相談員ということで、そういった体制をとっておりまして、不祥事根絶にもつながらない

ような、そういった体制で各学校は今努めているということで、県教委のほうの不祥事根絶

については、かなり深く厳しくやっておりますので…… 

（「先生の不祥事なの」の声あり） 

○教育委員会事務局長補佐兼学校教育係長（村木善幸君） そうです、先生の不祥事です。 

  現在、心の疾患で休職している教職員は、東伊豆町では現在のところはいません。 

○８番（村木 脩君） それと教材用備品が結構、先生が異動したりすると、やたらみんな欲

しがってくるんですけれども、先生が予算を上げてくるんだけれども、そういうもので使わ

なくなる備品も結構あるんだよな。多分備品台帳につけてあるんだろうけれども、活用され

なくなった備品が結構あるので、その辺もやはり処分するものはしてもらわないと、いつま

でたっても備品台帳に残っていると、監査のときに、学校も監査委員が行くんだよな。 

（「はい」の声あり） 

○８番（村木 脩君） だからそういうときに指摘される可能性が、結構理科だとか、ああい

うものは先生によって、あれが欲しいだ、これが欲しいだという備品が特徴があるんだよな。

だから使えるものは使えるもので置いておいて、要らないものは要らないもので処分してい

かないと、その辺の管理はどうしているのか、学校任せなのか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 教育委員会のほうでは、ちょっと備品の管理、そうい

った台帳等についてのところまで細かくは見ていないというのが状況です。ただ毎年予算時

期になりますと、各学校へ予算要求のヒアリングに出かけます。そういった際に欲しいもの

について、買いかえたいというようなものについては現在の状況がどういう状況なのか、そ

ういったところをしっかりと見た中で買いかえをするだとか、そういうふうに努めてはおり

ます。 

○８番（村木 脩君） 少し学校へ入ったほうがいいと思う。教育委員会は学校の施設管理だ

けじゃなくて人の管理もしなければならないし、先生なんかの。その辺を今度教育長も小学

校だか中学校に対して入りにくい部分があるんじゃないかという気はするんだよ。中学校の

校長先生上がりが教育長になると、どっちも入れるんだろうけれども、小学校の校長先生は

入りにくい部分があるような気がする。だから、積極的に係が中へ入って、事務員あたりか

らの情報をしっかりつかんだほうがいい。 
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○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） そのように努めるようにいたします。 

  しかし、現在各特別支援であったり、支援委員会であったり、問題行動であったり、そう

いった委員会等を行い、学校の先生方との話し合いを密に行うなど、また先ほどの予算のヒ

アリング、さらには定期監査の折には私が同行して見るだとか、できる限りの先生方とのコ

ミュニケーションといいますか、そういったことが図れるように努めています。今後は、も

っとさらにそういったことが行えるようにしていくことに努めていきたいと思います。 

○８番（村木 脩君） それでお母さん方の話もよく聞いたほうがいい。学校がつかんでいな

いいじめだとか、そういうものが逆に外から入ってくることも結構ある。だからそういうの

は学校へは行かないで、学校の外へ出るから、それらを情報としてつかむ、そういうルート

をつくっておいたほうが、教育委員会としてはいいかなという気はする。 

  それとちょっと中学生、今みこし担いでいるのか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 稲取のお祭りのお話でしょうか。７月15日に中学生が

おみこしを担ぐという、それも青少年健全育成会と絡んでやる事業として行われています。 

○８番（村木 脩君） 担ぐのはいいんだけれども、神社じゃなくて祝詞を受けたり、ああい

うところだけは控えたほうがいいかと思う。学校関係の裁判ざたを見ていると、いわゆるそ

の祭りで政教分離だとかいろいろなこと言われて裁判になっていたやつが昔の判例では多い。 

○１３番（定居利子君） 青少年育成会で１年に一度パレードとか見回りとかされますよね。

本通りだけじゃなくて、やはり海岸の下の遊歩道のところとか、そういう見えない部分の見

回り等も必要じゃないかなと、よくあそこに高校生がいたりとか、そういうのを見ますので、

私はよく見かけますけれども、そういうところにちょっと行っていただくようにというのか、

公園の中とか、公園の入り口は９時になると閉めてしまいますけれども、その前に見回りさ

れるから、公園の中も１周されたりとか、ちょっと暗いようなところを見回りされればいい

んじゃないかなと思いますけれども、明るいところだけじゃなくて。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 現在、稲取地区では地域内を巡回するような形で、で

きる限り海岸線も歩いたりだとか、田町班が田町から小学校にかけてだとか、入谷、西町、

東班のほうで温泉場のほうを重点に、その中でまた、そこはどんつく通りと本通りと分かれ

て、どんつく通りのほうを回る班は西町であったり東であったりいろいろなんですが、池尻

海岸のほうもちょっと回っていただいたりだとか行ってはいますが、さらに細かい、そうい

ったところも見れるような順路を検討したいと思います。 

  以上です。 
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○１番（笠井政明君） 町立体育センター施設管理事業の中で修繕費が上がっていて、12万

4,740円なんですけれども、これの内訳をちょっと教えてもらいたいです。 

○教育委員会社会教育係長（岩崎名臣君） 12万4,740円の内訳なんですけれども、まず消防

設備修繕ということで、藤井興産のほうにお願いしている分ですけれども、これが４万

5,360円、それから体育センターの屋根の修繕なんですけれども、これが加藤建設にお願い

しまして７万5,600円、そして残りの3,780円なんですけれども、これはテニス用の支柱が壊

れたということで、内山鉄工さんのほうにお願いしたというのがありまして、３点ございま

す。 

○１番（笠井政明君） 了解です。 

  あと前にも言ったんですけれども、床のラインはやり直さないんですか。 

○教育委員会社会教育係長（岩崎名臣君） 今、学校なんかでも体育館もそうなんですけれど

も、今ちょっとある業者さんに見積もり等を頼んでいるんですけれども、実際きれいに一回

あそこを削って、そしてラインを引いて、その上にまた塗料をという形にすると、もうライ

ンテープも要らなくなるということで、一応はちょっと見積もりはとってあるんですけれど

も、実際300万円ほどかかるという中で、またちょっとローリング等をかけてできたらなと

思っております。 

○１番（笠井政明君） 利用人数も体育館は多分一番多いんじゃないかなと思うところもある

ので、ちょっとこれはまた言ったんですけれども、なかなか早目にやっていただきたいのと、

やはり難しいのはルールが変わるとラインが変わったりとかする、バスケットとか特にそう

なんですけれども、難しいところがあるんですけれども、ちょっとかなりはがれてきている

ので、ちょっと修繕で直せるところはライン引き直しとか、またお願いできればと思います。 

○８番（村木 脩君） 今、スポーツ少年団とか体育協会補助金費とあるんだけれども、どん

な協会があるの。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） まず、体育協会でございますが、成果表の156ページ

のほうに27年度の11団体、野球やバレーボール、ソフトボール、柔道連盟というような形で

11団体が体育協会に加盟している団体ということでございます。スポーツ少年団につきまし

ては、現在、東伊豆町のレスリング関係とロビンズということで、27年度はこの２団体とい

うような形で減少しております。本年度に入りまして、ロビンズのほうもちょっと解散して、

現在は１団体というような状況でございます。 

  しかし、これまで柔道や空手、そういったものもスポーツ少年団として活動していたわけ
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なんですけれども、スポーツ少年団の指導者を、そういった認定をとった指導者を２名以上

置かなければならないだとか、そういった制約もございまして、中には例えば種目によって

なんですが、サッカー等についてはスポーツ少年団に加盟しなくてもいろいろな試合に参加

できたりだとか、こういう野球やレスリングは、聞くところによりますと、これに加盟する

ことによって、さらに参加できる大会が増えるだとか、そういったところもあるようです。

しかし、現在こうやってスポーツ少年団が少なくなっています。だけれども、活動している

団体は陸上であったりサッカーであったり、たくさんあります。そこで、現在体育協会のほ

うでは、体育協会の現在の一般の大人の団体のみということになっているんですけれども、

子どもの少年スポーツについても町の体育協会がもっと大きくなって、もっと活性化すると

いうような目的から、一緒になってはいかがでしょうかというような投げかけをさせていた

だいているところであります。 

  以上です。 

○８番（村木 脩君） 話を聞けば、なるほどと思うんだけれども、活動しているのが見えな

いよな、最近。休みの日なんか余り運動をやっている子が、みんなどこへ行っちゃったんだ

ろうという、ロビンズもなくなっちゃったから。だからここいらの立て直しをこれからどう

していくのか、やはり若い人なんていうのはもう少し、もう昔のままでずっと来ているから、

どこかで一回社会教育のほうとしては立て直さないと。今、高村なんかがやっているのは陸

上かな。あれは下田でやっているの、こっちでやっているの、時々クロカンにいたりするけ

ど、どこでやっているんだろう。 

○教育委員会社会教育係長（岩崎名臣君） 稲取小学校のグラウンドがメーンになっています。

天気が悪いときは、やはりクロカンに行ってとかというようなことでやられていると思うん

ですけれども、それとあと体育館を使っているということです。 

○８番（村木 脩君） だから、そういうのを広報でも何でもいいから載せてクローズアップ

してやらないと、もうロビンズなんかも田村さんが、あとやる人がいないし、熱川のほうも

とっくになくなっちゃっているし、サッカーといっても、スポーツ少年団の指導員は研修に

行ったり面倒くさいんだ。毎年何か講習で更新していかないと。だから、そこいらも何か助

けてやるような方向でいかないと、スポーツももうなくなっちゃうと思うんだよな。 

  どっちかというと今、学校の部活も学校の外へ出そうというような時代になってきて、ヨ

ーロッパのそういうものを、ヨーロッパなんていうのは大体学校というより外のクラブがメ

ーンだから、そういうふうになっていくのか、この町はなっていかないだろうなという気は
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するんだけれども。だからそこいらを、そこは学校教育も社会教育もあわせて協議していか

ないと、先生の負担もなくならないし、民間指導員をどうやってつけていくか、それはやは

り今の若い人の感性で考えていかなければ衰退しちゃう。 

  それと給食のほう、どんどん生徒の数も減って、これから給食がどうなっていくのか心配

なんだけれども、その辺の将来的な給食の見込み、生徒数も大分減ってきていると思うんだ。

今の産まれてくる子どもの数も。だから、このままずっと給食が維持できるかというと、町

の負担だけが増えていくような時代になってくる。 

○教育委員会学校給食係長（齋藤徳人君） 確かに年々かなりの人数が、特にここのところ熱

川地区を中心に減ってきている気がします。給食費におきましては、私会計でやっておりま

すものですから、数が減ってくれば、またその収入も減り、支出も減るということです。た

だ一般会計におきましても、それにあわせてやっていくような形になっていこうかと、要す

るに生徒にあわせたような形で、今までやっているような形で運営していくと、一応そうい

うことになるかと思うんですが。 

○８番（村木 脩君） 前にも話したけれども幼稚園の給食をやっていくとか、保育園にそれ

を買ってもらうとか、どこかで増やしていかないと、パイがどんどん小さくなっていくので、

その辺もやはり一つの検討材料として、将来的にはその方向に。 

○教育委員会学校給食係長（齋藤徳人君） はい、わかりました。 

○１番（笠井政明君） すみません、ちょっと図書館のことを聞いてもいいですか。成果表の

154ページでスタンプラリー事業を始められたということで、これでどのぐらい26年から子

どもの利用とかは増えましたか。一応本は5,000冊ぐらい増えているようですけれども、人

数的にはどのぐらいか。 

○教育委員会図書館係長（内山淳子君） はっきりとした、ちょっと今子どもの人数の増加と

いう統計がないんですが、冊数としては、去年に比べまして児童書の貸し出しがちょうど

5,000冊ほど増えております。人数は、大体一、二割増えているのではないかなという感覚

であります。ちょっと調べて、また笠井委員にお届けします。 

○１番（笠井政明君） そこのところですごくいい取り組みだなと僕は個人的に思っておりま

して、これ対象が読み聞かせのお母さんたちと子どもという感じなんですかね。というとこ

ろで先進的なところの取り組みとかだと図書館の図書館通帳とかやっているところもあって、

一般の方々ももうちょっと利用を増やしたいなというのは個人的なところがあるので、こう

いうところから人数で増えてきたりしているんであれば、もうちょっと伸ばしてもいいのか
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なと思うので、検討してみたらいいなと思います。 

○教育委員会図書館係長（内山淳子君） すみません、今、子どもだけの人数はわからないの

ですが、一般、児童合わせて利用者の人数が平成26年度から27年度にかけまして、一度でも

借りたり返したりした方の数は711人増えております。延べ数です。ですから同じ方の場合

もあるんですが、平成27年度が１万5,635人の方が図書館の本を借りてくれたんですが、そ

の前の26年度が１万4,924人ですので、711人増えております。これはスタンプラリーの影響

が大きいと思われます。 

○８番（村木 脩君） 給食のほうですが、職員は今集まるの。 

○教育委員会学校給食係長（齋藤徳人君） 今現在ですか。現在募集中でございます。昨年度、

３月末現在で調理員は６名と運転手１名、臨時職員は合計７名ということで活動しておりま

すが、本年度に入りまして１名、３月末時点でそのまま更新をしませんでしたものですから、

その職員が、ですから調理員が５名、運転手１名で６名ということで運用しております。 

○８番（村木 脩君） 調理員は何人欲しいのか。 

○教育委員会学校給食係長（齋藤徳人君） 定員７名ですから、あと２人調理員が欲しいです。 

○８番（村木 脩君） どうしても休みが多いから、夏休みとか、だから普通のパートさんじ

ゃ来ないよね、やはり一月くらい、昼。その辺町長も頭を悩ませていたけれども、そこのと

ころがこれからも一つの課題で、じゃ８月は社協と組んで弁当を出すとか、どこかで仕事が

ないと。これから何か見解が変わってくるというような気もするよな。だから、そんなの積

極的に変えていったほうがいいよもう、若いんだから。今までの町民大会みたいに、よくこ

んなもの何十年もやっているなと、伝統的なイベントになって。だから、それはやはり今の

感覚で変えていったほうがいいと思うよ。岩崎君なんかも観光課も長かったので、やはり新

しい環境で社会教育を見直してほしい。 

  つくったりする仕事があるときはわりかし楽なんだけれども、何もないときにやはり形を

変えたりソフトを考えたりするということは、事業としては大変なんだけれども、それをや

っていかないと町も変わっていかないし、新しい子どもに愛想を尽かされるし。 

  以上です。 

○委員長（飯田桂司君） ほかにありますか。 

○３番（栗原京子君） すみません、図書館のほうのことなんですけれども、いきいきサロン

とか高齢者施設に貸し出しサービスというものが行われているんですが、これはいきいきサ

ロン、何カ所くらい回っているというか、やっているんでしょうか。 
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○教育委員会図書館係長（内山淳子君） 今のところ稲取のいきいきセンターでやっておりま

すいきいきサロンに毎月１回と、あとグループホーム熱川でやっております、以前はニュー

サマーカフェという一般の方も入っていらっしゃるデイサービスのような高齢者の集まりだ

ったんですが、そこに月１回と、あとグループホーム熱川と小規模多機能ホームでは２カ月

に１回、地域住民と話し合う会というのがありまして、そこに入所されている方の御家族と

か地域の民生委員さんとか福祉関係者、ボランティアの方々と話し合う会にも参加して、お

年寄りの様子とか、あとどういう本が必要かとか、どういう資料がというのをお聞きして、

レクリエーションのものとか折り紙とか家庭菜園に役に立つような本とか希望を聞いて届け

るようにしておりまして、今のところ稲取と奈良本地区に大体月二、三回行っている状況で

す。大川地区とか片瀬、白田、湯ケ岡に行きたいなとは思うんですが、ちょっと今人数の関

係で行っていない状況です。 

○３番（栗原京子君） すみません、では対象はそのいきいきサロンだったり認知症カフェに

参加している方たちが対象ということですね。近所の方々が、例えば本だけ借りにそこに行

ったりとかということはできないんですね。 

○教育委員会図書館係長（内山淳子君） やっていただいて構わないんですが、今のところ集

まりのときに行って、グループホーム熱川に関しましては、入所者とあとデイサービスでい

らっしゃる方、職員の方がいらっしゃるので交換という形で、例えば200冊持っていったら、

２カ月後にまた行って入れかえて、その間出入りされる方には貸し出しをしてもらうように

しています、台帳で。職員は行かないんですけれども、それは施設に管理をしてもらってい

るような状況です。地域の方も借りにいって構わないんです、御存じなら。ちょっと宣伝が

されていないかもしれませんけれども、そんな感じです。 

○委員長（飯田桂司君） いいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） では、ないようですので以上で教育委員会に対する質疑を終結いた

します。 

  暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時２４分 

 

再開 午後 ２時３１分 
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○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開します。 

  これより質疑を行います。質疑の対象を会計課、財産に関する調書とします。 

  何か質疑ありますか。 

○８番（村木 脩君） 宅地の828.67㎡の増は。 

○会計課長（鈴木敏之君） 165ページの宅地の関係なんですけれども、828.67平米増という

形になっております。東海財務の役場の玄関先のところを購入いたしまして、それが517.93

平米です。それともう１点、旧小林邸を寄付を受けまして、それが310.74平米になります。

その２つになります。 

○８番（村木 脩君） それと気になっている、その次のページの動産の船舶、これが増とい

う、船舶というのは。 

○総務課長（鈴木利昌君） これについては浮桟橋です。 

○８番（村木 脩君） あれも船航になるんだ。それと立木の推定蓄積量というのは、これは

どうやって算出しているの。167ページ。 

○会計課長（鈴木敏之君） 山林の関係でよろしいですか。 

○８番（村木 脩君） はい。 

○会計課長（鈴木敏之君） 所有の増につきましては、これは成長料による増になります。そ

して、減につきましては松くい虫で伐倒しましたその量になってきます。それで、分収のほ

うにつきましては、大昭和の木を町の土地へ植えて、それで得た収入を分配するというよう

な形になっております。 

○８番（村木 脩君） 分収林、大昭和のどの辺の山だろう。いろいろなところにあるよな、

大昭和の。 

○会計課長（鈴木敏之君） すみません、今ちょっと資料を持ち合わせませんので、後ほど、

すみません。 

○委員長（飯田桂司君） いいかな、ないかな。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 以上で会計課、財産に関する調書に対する質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。御苦労さまでした。 

 

休憩 午後 ２時３８分 
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再開 午後 ２時４０分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  これをもって議案第45号に対する質疑を終結いたします。 

  これより議案第45号に対する討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第45号を採決いたします。本案は原案のとおり認定することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり決しました。 

  以上で議案第45号に対する審議は全て終了いたしました。 

  当委員会に付託されました議案に対し、委員会のまとめとして要望事項や希望意見があり

ましたら、委員会の総意として委員長報告に付したいと思います。 

  要望事項や希望意見はありませんか。 

○委員長（飯田桂司君） 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４１分 

 

再開 午後 ２時４３分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  今、13番委員のほうから意見ということで、観光協会のイベント等について見直しをしたら

どうかということで、意見書もまだでき上がりませんけれども、そういうことで検討するわけ

ですけれども、報告書にそれについて載せていいのかなということでありますけれども、付す

ることにもっと万遍なく御意見を、なければつけたいと思いますけれども、御異議ありませんか。 

○１１番（森田禮治君） １つあるけれども、農水や観光課、両方だけれども、補助金か何か

出して何でもやって、あとの維持管理に金がかかっているのは、けやき公園もそうだし、今

度の農村公園何ていうんだ。 

（「市民農園」の声あり） 
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○１１番（森田禮治君） 市民農園か、あれだって後の管理に金がうんとかかるから、今に河

津みたいに管理負けをするよ。異様な金が要るよ、それやって、これからは。やろうよはい

いけれども、あとの管理だよ。それも計算した上でやっていってもらわないと。 

（「そういうのも考えて事業を持ってこいという話ですよね。じゃ考え

ます。農水の事業だけでいいんですか、その絡みは」の声あり） 

○８番（村木 脩君） そんなことないよ、全ての施設管理について、将来的に重く町の財政

を逼迫してくると思われると、そういう書き方でいいんじゃないの。それでイベントについ

ても、宿泊客にもう少し結びつくようなイベントにしていかないと、100万にしようという

ときに80万人だから、それが宿泊客にイベントの開催が結びついていないということです。

その辺を今後改良していくべき点として、決算委員会で指摘いたしますと。 

○委員長（飯田桂司君） わかりました。今の13番、それから11番のイベントを含めまして11

番のほうからは出納について、これからの全ての管理のことについて見直しをしていくとい

うことで、これは意見として付したいと思いますけれども、いかがですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） また後日集まっていただいて、意見書等の案もつくりますけれども、

これで御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） よって、これにて延会することにしました。 

  本日はこれにて延会いたします。 

  ちょっと暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４６分 

 

再開 午後 ２時４７分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  来る９月23日、10時にお集まりをいただきたいと思います。 

  では、これにて延会いたします。御苦労さまでした。 

 

延会 午後 ２時４８分 
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一般会計決算審査特別委員会（第４日目）記録 

 

                      平成２８年９月２３日（金）午前１０時開会 

 

出席委員（６名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ３番  栗 原 京 子 君 

     ７番  飯 田 桂 司 君      ８番  村 木   脩 君 

    １１番  森 田 禮 治 君     １３番  定 居 利 子 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

議会事務局 

書 記 木 村 昌 樹 君   
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開会 午前１０時００分 

 

○委員長（飯田桂司君） 皆さん、おはようございます。 

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

審査特別委員会は成立いたしましたので、開会いたします。 

  これより直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事は、決算審査に伴う委員長報告書の検討についてを議題といたします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時００分 

 

再開 午前１０時４０分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  委員長報告について、訂正及び追加等ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） なしと認めます。 

  これをもって一般会計決算審査特別委員会を閉会したいと思いますが、御異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。 

  よって、一般会計決算審査特別委員会を閉会することに決しました。 

  御苦労さまでございました。 

 

閉会 午前１０時４０分 


