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 税務課長    鈴  木  英  夫  君   建設課長    太  田  英  明  君 

  観光商工課長   鈴  木  新  一   君   健康衛生課長  山  田  義  弘    君 

  福祉保険課長  鈴  木  希美雄  君     学校教育課長   村  木     脩  君 

  社会教育課長  加  藤     悟  君   消防長     金  田  弘  道  君 

 水道課長    村  木  勝  美  君   清掃課長    山  本  幸  雄  君 
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議 事 日 程 （第１日） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 町長の行政報告 

日程第 ５ 一般質問 

    １． ３番 栗 田 成 一 君 

     １）日大稲取病院閉院に伴う諸問題について 



    ２． ８番 八 代 善 行 君 

     １）市町村合併に向けて 

    ３．１５番 内 山 恒 昭 君 

    １）風力発電施設建設事業について 

日程第 ６ 金 指 武 君の議会運営委員辞任について 



○議長（山田力男君） 平成13年東伊豆町議会第３回定例会の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。   

 初秋に入り、議員各位には公私まことに御多用のところ御出席を賜り厚くお礼を申し上げます。本定例会に提

出される平成１２年度一般会計決算並びに特別会計決算は、議会が決定した予算が公平かつ適正に執行されたか

どうかを審査するとともに、その行政効果や経済効果を測定する審査であり、結果は後年度の予算編成や行政執

行に、また予算審議に役立てる重要な決算審査でありますので、議会の皆さんには諸議案とともに、十分審議の

上、円滑に議事を進行されますよう議会運営に議員各位の御協力を切にお願いを申し上げまして、開会のごあい

さつといたします。 

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

  ◎開会の宣告 

○議長（山田力男君） ただいまの出席議員は14名で、議員定数の半数に達しております。 

よって、平成13年東伊豆町議会第３回定例会は成立いたしましたので、開会いたします。 

                              （午前１０時００分） 

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

  ◎議会運営委員長の報告○議長（山田力男君） 議会運営委員長より報告を求めます。 

 11番、居山信子さん。 

○１１番（居山信子君） 皆様、おはようございます。 

 議会運営委員会より御報御報告申し上げます。 

 第３回定例会に当たりまして、５人の議員の皆様から９問の一般質問の通告がありましたので、これを許可し

ていただきたいと思います。 

 次に、提出される議案ですが、町長から条例改正４件、財産取得１件、補正予算５件、決算認定６件、功労者

表彰１件、議会の費用弁償に関する条例の追加議案１件の、合計18議案の提出が予定されております。議会から

は各常任委員会から付託案件の審査報告、また視察研修計画が提出されることになっております。 

 次に、議案審議と会期につきましては、お手元に配付しました予定表のとおりで、会期は本日より16日間とい

たします。本日の会議終了後、第一常任委員会を開会していただきます。本定例会では決算審査がございます。

大綱質疑の趣旨の通告は17日正午までといたしますが、通告書をお手元に配付させていただきましたので、皆様

の御協力をお願いいたします。 

 なお、３件の意見書案の提出がなされておりますので、17日午後１時30分より全員協議会を開会していただ

き、御協議の結果によりましては最終日に提出をさせていただきます。 

 そのほかの全員協議会での議題は、お手元に配付のとおりです。御出席をお願いいたします。 

 各議員の皆様方におかれましては、議場の秩序維持に反することなく、責任ある発言をお願い申し上げます。 

 最後に、活発な議論と円滑な議会運営に御協力をお願い申し上げ、議会運営委員会からの報告とさせていただ

きます。 

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

   ◎開議の宣告 

○議長（山田力男君） これより直ちに本日の会議を開きます。     

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

   ◎議事日程の報告 

○議長（山田力男君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付いたしたとおりであります。 

 議事日程に従い、議事を進めます。 

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

   ◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（山田力男君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 



 会議録署名議員は会議規則第 115条の規定により議長において、６番、遠藤智之君、14番、山田直志君を指名

いたします。 

    ───────────────────────────────────────   ◎日程第２ 

会期の決定     

○議長（山田力男君） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から９月27日までの16日間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） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。よって、会期は16日間と決定いたしました。 

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

   ◎日程第３ 諸般の報告     

○議長（山田力男君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

 議長としての報告事項は、印刷してお手元に配付していたとおりで御了承ください。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

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

   ◎日程第４ 町長の行政報告    

○議長（山田力男君） 日程第４ 町長より行政報告をいたします。 

 町長。 

         （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） おはようございます。 

 行政報告をいたします。 

 平成13年第３回議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位には何かとお忙しい中を御参集賜り、厚く

御礼申し上げます。昨日、伊豆半島東方沖を通過した台風15号は、暴風雨、高潮により県内各地に大きな災害を

もたらし、当町においては幸いにも大きな被害はございませんでしたが、町道の一部崩土や高潮による観光施設

の損壊、強風による落石・倒木などの被害があり、被害状況を早急に取りまとめ、速やかな復旧に努める所存で

あります。 

 静岡県町村会主催の町村長海外調査に８月19日から28日までの10日間参加させていただき、チェコ、ハンガ

リー、オーストリアの３カ国を研修してまいりましたので、報告をさせていただきます。 

 「ベルリンの壁」崩壊後の東欧の現状をこの目で確認でき、大変貴重な体験をさせていただきましたことは、

議員の皆様方の御理解があったればこそと、深く感謝申し上げます。 

 訪問いたしました都市と施設の感想を述べさせていただきますと、まずチェコ・プラハの高齢者福祉施設では、

入居者の平均年齢が86歳で、年間の死亡率が20％という低さから、施設のサービス水準の高さがうかがえ、医

療・福祉・保健と、総合的な取り組みがなされている施設には、ただただ感心させられました。 

 ハンガリーのブタペストでは、観光対策・観光客誘致やまちづくりについて研修いたしました。当町でも観光

業が主要産業でありますので、参考にできるものは生かしてきたいと考えております。この研修の内容につきま

しては、話せば切りがございませんので、機会あるごとに御報告をと考えております。 

 さて、厳しさが増しております国内経済は、消費者物価の下落などデフレ傾向が一層鮮明となる中、東証平均

株価は連日のようにバブル崩壊後の最安値を更新し、７月の完全失業率が過去最悪の５％、 330万人となるなど、

先行きの見えない深刻な不況となっております。世界経済の牽引役と見られてまいりました情報技術産業（ＩＴ）

においても、国内最大企業がリストラ計画を打ち出すなど陰りが出てきており、内閣府が７日に発表いたしまし

た今年４月から６月期の国内総生産は、前期に比べ 0.8％減となり、政府は景気浮揚を目指すため、雇用対策を

柱とする補正予算編成に着手する意向を示しております。 



 このような経済環境の中、皆様も御承知と思われますが、４月には町内の大手ホテル等が経営不振により倒産

となるなど、観光を初めとした町内経済は疲弊しており、町税の収納関係におきましても非常に厳しい状況下に

あり、徴収に苦慮しているところでございます。 

  それでは、施策の展開状況について御報告させていただきます。 

  最初に、８月16日の全員協議会にて御報告・御相談申し上げました日大稲取病院の閉院並びにユニティ伊豆か

らの町への施設譲渡につきましては、今後も進展状況により、逐次御相談申し上げていく所存であります。本年

度実施の風力発電フィールドテスト事業につきましては、７月12日にネドに申請いたしましたところ、９月６日

付にて共同研究事業先として採用決定の通知をいただいたところであります。 

 次に、第４次総合計画の策定については、町民の皆様からいただいた御意見をもとに協議を重ね、基本構想並

びに基本計画として素案を作成し、策定委員会において第１次案、第２次案として集約し、最終案として作成す

べく内容を検討し、基本構想並びに基本計画の町原案として総合計画審議会への諮問していく段階となっており

ます。 

 次に、ごみ処理ミニ広域化による新清掃センター建設工事は、現在、ごみ処理施設躯体工事用の外部及び内部

の足場組み立てが完了し、ごみピットについては内部の仕上げ工事が行われています。煙突については外筒躯体

工事がそれぞれ工程表どおりに順調に進んでおり、工事全体の進捗率は８月末現在で52.9％となっております。 

 次に、平成12年度からの繰り越し事業であります介護予防拠点施設「東伊豆町いきいきセンター」整備事業に

つきましては、11月末の完成に向けて順調に進行しており、８月末の進捗状況はおおむね60％と、工程表より早

いペースで進んでいるところであります。 

 工事の完成と同時に事業展開を予定しておりますので、事業に必要な備品及び消耗品、さらには施設地の舗装

工事、外部障害用手すり等の予算を本定例会に補正計上させていただいておりますので、御理解の上、よろしく

御審議をお願いいたします。 

 次に、学校給食センターにつきましては、８月の職員訓練期間も過ぎ、また各校の受け入れ施設の工事も終わ

り、９月３日の月曜日より本格稼働を始めたところであります。機械操作のみの訓練ですので、職員にはまだ戸

惑いが見られますが、日に日に調理時間が短縮されておりますので、さらなるスピートアップを図り、清潔で快

適な施設の中、新たなる気持ちで将来のこの町を担っていく子供たちに喜ばれるおいしい給食を提供していきた

いと思っております。 

 さて、非常に厳しい状況が続いております観光のこの夏の入り込み状況ですが、梅雨明けも早く、非常に暑い

夏だったことと、台風11号の影響を受けるまで自然災害もなく、比較的順調に推移いたしました。三宅島・神津

島等群発地震の風評被害を受けた昨年の数字ではなく、一昨年の７、８月の実績と比較いたしますと、廃業した

施設等を除き、現在営業している施設だけの比較では若干上回る数字となっております。ただ、廃業施設等によ

り収容人数等が減少しておりますので、総体的な比較は減となっております。 

 秋以降の予約状況につきましては、今のところ好調とは言えず、先行き不透明なところもありますので、引き

続き誘客対策に努めていきたいと考えております。 

 観光関連のイベントといたしましては、９月９日に静岡新聞社、ＳＢＳ静岡放送主催の「ふるさと人物探訪ウ

オーク」が稲取地区で開催され、台風前でありましたけれども約 450人の方が参加されました。また、９月６日

には千葉県佐倉市からの挑戦を受け、全国地域交流対抗ゴルフ大会の一環として、60歳以上のシニアの対抗戦を

行い、当町チームが見事勝利いたしました。来る10月９日には、第３回となります全国地域交流対抗ゴルフ大会

が群馬県草津町を迎えて開催されることになっておりますが、「温泉場対決」という触れ込みで、マスコミに対し

てアピールしていきたいと考えております。 

 次に、９月１日に実施いたしました総合防災訓練には、町内自主防災組織を中心に、3,562 名の方々が参加さ

れました。本年度は、県より東海地震の被害予測が「第３次被害想定」として見直され、また「協働による自主

防災組織の活性化」が望まれる中、再度、認識を新たに訓練に臨んだところであります。町民の皆様におかれま



しては、日ごろより「みずからの安全はみずからの手で守る」など、防災意識の高揚に心がけていただきたいと

考えておる次第であります。 

 消防関係では、現在使用している救急自動車が老朽化してきておりますので、最新の救急資機材を装備した高

規格救急自動車に更新すべく、過日入札を執行し仮契約を締結いたしました。今定例会において本契約の議決を

お願いし、救急業務の万全を図ってまいりたいと考えております。 

 なお、 9月１日未明に東京・新宿で発生しました雑居ビル火災の教訓を受け、町内の該当する施設の防火審査

を実施しているところであります。 

 次に、農林水産関連でありますが、農免道整備事業につきましては、平成13年度で第２期工事が終了すること

になります。引き続き第４期工事について採択をお願いしているところでありますが、御承知のとおり、国の省

庁再編や新内閣による行財政改革がより一層進んでいることから、新規事業の見直しにより事業採択は非常に厳

しい状況となっており、困難が予想されますが、引き続き要望していく所存でございます。 

 中山間地域総合整備事業につきましては、奈良本農村公園の一部は「ふるさと水と土ふれあいの事業」で実施

する予定でおりますが、これまた採択については厳しいことが予想されます。しかしながら、「ふるさと水と土ふ

れあい事業」については県からの要請もあり、採択に向けて１年早めての要望を行っていることから採択の可能

性はあるものの、事業費の削減があり得ることを視野に入れながら、早急に地元と事業内容を煮詰めていきたい

と考えております。 

 なお、中山間地域総合整備事業の柱の一つであります農地造成につきましては、埋蔵文化財の包蔵地であるこ

とから困難を来しておりますが、さまざまな選択肢を模索しているところであります。しかしながら、農道整備

や用排水路整備ともあわせ、地権者の意向を伺いながら全力を挙げて取り組んでいきたいと考えております。 

 また、稲取漁港整備事業につきましては、平成13年度をもって第９次長期計画が終了いたします。14年度か

ら長期漁港漁場整備計画がスタートすることになりますが、長年の懸案事項であります臨港道路の建設や、それ

に伴います船揚げ場の改良等が計画されており、過日、漁業関係者や地域住民に対し説明会を開催したところで

あり、事業概要が具現化するまでには何回か説明会や協議を重ねていかなければならないと認識をいたしており

ます。いずれにいたしましても、漁業関係者や地域住民に納得していただける内容にしていかなければならない

と考える所存であります。 

 次に、水道事業についてでありますが、空梅雨に加え、近年にない暑い夏となり、県内外の取水制限の実施な

どから渇水への懸念がありましたが、白田川の水量は減少したものの、年間で最も使用料の多いお盆時期を含め、

特に取水に影響がありませんでした。源流域となります天城山の保水力を再認識したところでありますが、使用

水量の減少化も要因になっていることが推測されます。 

 また、７月よりフレックスタイム制を試行導入し、午後７時まで業務時間を延長いたしました。水使用量の増

加する夕刻時の維持管理と、使用者の利便性に配慮したものですが、帰宅時間を考慮した収納事務が勤務時間内

に行えるなどの効果も得られております。 

 御承知のとおり、厳しい経済環境でありますので、今後も経営の効率化を休みなく推進してまいりたいと考え

ておりますので、御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 次に、現在の東伊豆町への発展のため、長年にわたりたゆまぬ御尽力をいただきました諸先輩の皆様方に、感

謝とお祝いの気持ちを込め、９月15日に敬老会を開催いたします。70歳以上の方に御招待の案内をさせていた

だきましたが、該当者は 2,380 名で、昨年に比べ79名増加しております。年齢別では85歳以上が 342 名、95

歳以上が25名で、最高齢者は奈良本にお住まいの沖山美和さんで、満 101歳であります。今後も健康に留意さ

れますよう切に希望する次第であります。なお、今年度も敬老祝い金は昨年同様、商品券により対応させていた

だきました。 

 敬老会の開催に当たりましては、議員各位並びに各種団体の方々に御案内をさせていただきましたので、皆様

とともに敬老者に対し感謝の気持ちを込めた長寿のお祝いをいたしたいと思っております。 



 スタートして１年５カ月が経過いたしました介護保険制度につきましては、特に大きな混乱もなく、順調に実

施されております。介護認定状況を申し上げますと、７月末現在で 307件であり、予定見込み件数より若干の減

となっております。 

 保険給付費につきましては、平成12年度に比べ、１人当たりのサービス、給付費が増加しており、介護保険制

度が町民の皆様に少しずつ理解されてきた結果であると認識しております。 

  次に、平成13年度功労者・有功者・善行者表彰につきましては、表彰審査委員会で慎重審議の結果、功労者に

は地方自治の発展に寄与されました故鈴木孟氏の答申をいただきましたので、今定例会に議案として提案いたし

ておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

 有功者につきましては、自治有功として土屋惇氏、教育学術文化有功として山口博氏、社会福祉有功として臼

井順一氏が、また善行者には西田典夫氏が決定いたしましたので、御報告申し上げます。 

 次に、本年度移動町長室は、９月27日の田町区を皮切りに、10月17日の奈良本・北川区の開催と、６会場で

の開催を予定しております。日程につきましては「広報ひがしいず」９月号や回覧においてお知らせしてありま

すので、御確認の上、最寄りの会場にお出かけくださいますようお願いいたします。 

 なお、今定例会は平成12年度の各会計にわたります決算認定のほか、条例改正、補正予算、東伊豆町功労者表

彰について御審議いただくことになっておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、朝夕は大変過ごしやすくなっておりますが、まだまだ残暑は続きますので、町民並びに

議員各位におかれましては健康に十分留意の上、ますます御活躍くだされますよう心から祈念申し上げまして、

行政諸般の報告とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

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

   ◎日程第５ 一般質問 

○議長（山田力男君） 日程第５ 一般質問を行います。 

 この場合、質問には一問ごとに答弁いたします。 

 なお、全問にわたって質問をするか、全問にわたって答弁を求めるかは、質問者の意向によるものといたしま

すので、あらかじめ議長に申し出てください。 

 また、質問回数は１問につき４回となっておりますので、御協力ください。 

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

        ◇ 栗 田 成 一 君  

○議長（山田力男君） ３番、栗田成一君の日大稲取病院閉院に伴う諸問題についてを許します。 

 ３番、栗田成一君。 

         （３番 栗田成一君登壇） 

○３番（栗田成一君） おはようございます。 

 昨日はアメリカにおいて大変な事件が起きたようでございますので、我々としても今後の推移というものは重

要な関心を持っていかざるを得ないんだろうと、こんなふうに考えております。  

 さて、私は今回の一般質問は一問のみの通告でございますので、町長にとっては最初から甚だ物足りない感じ

だと思っておりますけれども、議論の方はまた次の機会にさせていただきます。 

 それでは、日大病院閉院に伴う諸問題について質問をいたします。 

 日大稲取病院は伊豆ハイランド病院の後を受けて昭和51年から25年余にわたって地域の医療に携わって、我

が町の医療に多大な貢献をされてきたことは御案内のとおりであります。日大病院は今回その目的でありました

教育、研究、医療がほぼ達成されたとして、来年３月31日をもって閉院すると全員協議会で示されたところであ

ります。 

 そこで、これらを踏まえまして、町の対応はどのようになっているのか、次によって質問いたします。 



 １、病院にとって現在は撤退のための準備中と思われますが、現時点で町が把握している状況はどのようにな

っているかを伺います。 

 １、撤退後の医療機関について。１、土地所有者である田町区への対応はどのようになっているのかを伺いま

す。１、日大稲取病院撤退後の我が町の今後の医療行政についてどのように考えているのか。  

 以上について御質問いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 答弁を求めます。 

  町長。 

          （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） 栗田成一議員の日大稲取病院閉院に伴う諸問題についてお答えいたし ます。 

  ４点にわたって質問がなされておりますが、去る８月16日に開催されました全員協議会の 折に説明したと

おりでありますが、町といたしましては、県に閉院及び開院に関する情報提 供について申し入れをしたところ

であります。 

  １点目、閉院準備における現時点の状況について。２点目、撤退後の医療機関について。 ３点目、土地所

有者の田町区への対応について。４点目、今後の医療行政についての質問に つきましては健康衛生課長より答

弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 健康衛生課長。 

○健康衛生課長（山田義弘君） ただいま栗田議員から質問を受けました第１問、日大稲取病院閉院に伴う諸問

題について、４点について質問されておりますので、順次お答えします。 

 初めに、今回の答弁内容につきましては、先般８月16日に開かれました議会全員協議会において説明した内容

と一部重複しますが、御容赦願います。 

 １点目の閉院準備における現時点の状況についてでありますが、閉院に当たっての事務処理等につきましては

日大と新しい医療機関との双方で進められておりますが、双方から町への情報提供はありません。現在までにわ

かっていることは、日大対新しく医療機関を引き継ぐための契約締結を８月中をめどに進めているそうですが、

その後の情報は入っておりません。 

 ２点目に、撤退後の医療機関についてでありますが、神奈川県内を拠点に幾つかの病院を経営しております医

療法人社団康心会が日大の後を引き継いで新しく病院運営を図る予定であると聞いております。新しい病院側に

対しては、町から非公式ではありますが、現在日大が行っています診療科目の確保と救急医療体制の協力につい

てお願いしたところであります。このことにつきましては、町として県に対し情報提供の申し出をしております。 

 ３点目、土地所有者である田町区への対応についてでありますが、現状で土地の賃貸契約は田町区対日大とで

締結されております。今後は新しい医療機関と田町区とで契約が締結されると思われます。契約に際し町が加わ

ることはないと思われますが、双方から要請があれば話し合いに加わることはやぶさかではありません。 

 ４点目、今後の医療行政についてでありますが、これから新しく引き継がれるであろう康心会と町との正式な

話し合いが持たれましたら、町として康心会に対して地域医療への理解、現在の診療科目の確保、救急医療の確

保等について協力をお願いしていきたいと考えております。御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山田力男君） ３番、栗田成一君。 

○３番（栗田成一君） 今、答弁をお聞きしたんだけれども、全く期待外れというか、通り一遍のというか、そ

んな気がしてなりません。私、再度お聞きをいたしますけれども、確かに８月16日に全員協議会において議員に

そういう説明がございました。それを踏まえまして、私今回こういう聞き方でしているわけでございますけれど

も、今課長からるる説明がありましたけれども、まずお聞きしたいことは、議会にそういう話をされた以降、あ

るいは以前からこの問題について町民の声はどのように町として把握をしているのか。まずそのことをお聞きい

たします。 

 当然町民には関心をお持ちだと思います。それが町にもストレートに、あるいは間接的にも入っているんだろ



うと思いますので、その辺のことをお聞きいたします。 

 それから、日大そのものが撤退をしても次の医療機関が来ると、こういう話でございますけれども、建物自身

は従前から日大病院の方からかなり老朽化しているという話が恐らく町にもされているはずだと思うんですけれ

ども、そういうような懸念というか、そういうものに全く町は関心がないのかどうか。ただ撤退をするというこ

とであるならば、建物を壊すわけですから問題ないんだけれども、その辺のところはいかがなのか。 

 それから、第２点目でございますけれども、先ほど申し上げました神奈川を中心とした康心会系列の病院とい

うようなことでございますけれども、この病院の特徴だとか、あるいはどういう状況、運営をされているのか。

当然町として関心を持って病院とは直接かかわり合いのない範囲内で調査というものもされているはずだと思い

ますけれども、されてないならされてないで結構でございますけれども、そのような状況もお聞かせを願いたい

と思います。 

 それから、第３点目でございますけれども、田町区との対応でございますけれども、これは今課長がおっしゃ

るように、日大病院の土地そのもの地主は田町区でございますから、町として関係がないと言えば関係がないわ

けでございますけれども、田町区としてはかなり情報が不足をしているということで心配をされております。そ

ういう中でやはり町が現時点でつかんでいる情報というものをしっかりと田町区に伝える義務がある。義務とい

うか、そういうような希望を持っているわけですから、そのようなことを配慮すべきだと思っております。 

 田町区といたしましては、この日大病院との契約そのものは今までは３年契約だったそうですけれども、３年

契約というか３年更新。ところが、今年度は１年更新ということで、そろそろ撤退かなと、こういうような感じ

はしていたようでございますけれども、実際に撤退をすると、あるいは新しい病院が来ると、こういう話という

ものは直接８月16日ぐらいまではなかったと。これもそれぞれの契約  ──日大と田町区の契約の中でそういう

ような必要性がないと言えばないんでしょうけれども、やはり病院というような公共的なものを考えると、町が

どの時点でこの情報を知ったのか、その辺のところはわかりませんけれども、逐次田町区に知らせるというか、

そういうようなことも配慮があってもよかったのではなかろうか、そんな気がいたします。 

 やはり田町区として心配をしていることは、今後の医療機関の関係もあるわけでございますけれども、日大に

は撤退をしてほしくないというのが、これは田町区としての最大の希望だったようでございます。これは、その

辺のところは町も承知はしていたと思います。 

 これに関連をしますけれども、８月16日の我々の説明について町長は日大に対して強力な指導というか支援と

いうか、そういうものは今まで特別なものをしていなかったから、そういうようなことはできないんだと、こう

いうような話をされていました。そういう中でのことだろうとは思いますけれども、もっと町が積極的に日大に

対して田町区の意向というものをよく把握をして対応するというような手だてもあったんじゃなかろうかと、そ

んなことを感じております。 

 それから、次の今後の医療行政の件でございますけれども、先ほど申し上げました田町区の心配している内容

と重複するわけでございますけれども、現在の日大病院は地域保健医療計画書に基づきまして、ベッド数が 139

床というものがあるわけでございますけれども、新しい病院が来たときに、これがそのまま継続をされるのかど

うか。この辺のところも田町区として、地主として心配をしているし、あるいは町民もそのところを十分に承知

をしていると思います。その辺のところについて、今後の町の対応というものも当然あるだろうと思います。そ

れから、現在の日大病院の利用者数というんでしょうか、患者数、１カ月 3,500人ぐらいあるそうでございます

けれども、そのうちの７割から８割がこの東伊豆町の住民と聞いております。そうしますと、１日に 160人から

の町民が利用しているわけですから、その辺の対応、今後の医療機関についても、その辺の配慮というものも当

然あると思いますので、その辺のところについても再度お聞きをいたします。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） まず、第一番目の町民の反応ですけれども、「私は日大にかかっているだけんどどういう

ふうになりますか」というような話はちょくちょく聞いております。直接私に話のあったのは今度は康心会とい



う医療機関が来て、医療を専門にやってくれるというふうな話をしておりますし、それから、今のところ現状の

科はやるというふうに聞いておりますから心配はないでしょうというような話はしております。先ほど答弁した

ように、８月中に合意というようなことですけれども、それができたのかできてないのか、両方からまだ連絡は

ありません。ほとんど議員の質問に対する答弁というのは、この前の８月16日に全員協議会で説明した域を一歩

も進んでいないということを御理解していただきたいと思っております。 

 もう撤退という、そういうことで日大も余り熱意がないといいますか、この前私もちょっと行ってみたんです

が、前よりはずっと減っておりますし、それで、患者さんも少ないというような、今までずっとかかっている人

が来ているということで、新たな人が行っているというふうには私は見受けられなかったようでございます。 

 それから、２番目の老朽化ですが、これはハイランド病院からのあれで耐震とか、そういうのをやってあると

か、そういうことは民間病院でございますから、そういうことまで監督官庁ではございませんし、そういうこと

で立ち入った話はしておりませんけれども、去年、日大の方へお伺いしたときに、どういうふうになっているか

ということで県の方へ問い合わせまして、それで建てかえとか、そういうことで20年間を経過しているというこ

とで補助制度があると。それで、病院からのちゃんとした申請があれば、県の方も検討はできるような制度があ

るというようなことで、それは日大の方へと、文書で昨年の暮れに通知はしてあります。 

 それから、３、４の問題は後ほど助役の方から答えさせます。 

 それから、５の医療行政についてですけれども、全協でも申し上げましたけれども、補助金を出しているわけ

ではないし、民間病院でございまして、ただ、こちらがお願いするだけのことでございまして、具体的にこうい

うというようなことはできないわけでございまして、これからの医療行政といいますか、一番やはり東伊豆の中

でも病院としたら一般の医療をやっている病院でございまして、町の医療行政としたら大変必要な病院でござい

ます。もう撤退ということで、撤退ということのときにお願いしてあるのは、ちゃんとした病院に後を継がして

くださいというお願いでございます。その線に沿って日大は選考しており、後ほど説明する康心会というような

ことでございます。 

 あとは、進出した医療機関が町民に信頼を得るか得ないかということは、やはりその医療機関のやり方でござ

いまして、できるだけ私らは、神奈川県でやっていてその地域には信頼されている施設を運営しているようでご

ざいまして、東伊豆でもなおそういうふうな運営を期待しているわけでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山田力男君） 助役。 

○助役（内山重樹君） それでは、私の方からは３点目になりますが、お答えをさせていただきたいと思います

けれども、まず、康心会の特徴、運営というような御質問だと思いますけれども、これにつきましては８月 16

日のときにそのパンフレット等を議会の皆様方にはお渡しをしてありますので、その中を見ていただければわか

ると思いますけれども、あえて御質問ですので、若干概要だけには触れさせていただきたいなと思います。 

 まず、この医療法人の関係ですけれども、そのグループのまず理念ですけれども、「人を尊び、命を尊び、個を

敬愛す」その考えのもとに保健、医療、福祉、教育を担当し、そして社会へ奉仕することを目指すものですと、

こういったことが理念として書き込まれております。しからば、この理念を貫き通すためにどういったグループ

の編成がされているのかということになろうかと思いますけれども、まず大きく分けて、福祉と医療と学校法人

の３つの法人に分かれております。福祉につきましては、社会福祉法人麗寿会というものがあって、それぞれ幾

つかのグループで編成をされております。医療につきましては、医療法人社団康心会という医療法人がなされて

おりまして、これも10以上ぐらいのグループでなされております。さらにまた学校法人湘南ふれあい学園といた

しまして、それぞれいろいろな医療機関に携わる人の養成をするために学校法人が形成をされていると。その中

で関連病院といたしましては、これまで申し上げましたように、沼津の千本病院ですとか南伊豆病院ですとか、

あるいはまた鶴見総合病院、そういったものがあります。 

 経営としてはこういうことになっておりますけれども、その中で実際に現地をというようなお話もあったんで



すけれども、実は８月の多分９日だと覚えておりますけれども、同僚が東京の病院へ入院をしておりましたので、

そのお見舞いに行った帰り、ちょうど帰り際ですので、茅ヶ崎に寄ってこようということで、相手にアポも何も

とらないで、とにかく外観ですとか内容とかを見てこようと、こういうことで見てきました。それによりますと、

非常に病院というより、待合室などですけれども、病院というよりもホテル的なロビーの感覚で、去年の４月オ

ープンですから建物も新しいんですけれども、非常に明るくケアをするにはいい場所であるかなというような感

じをひとつ受けました。 

 それから、患者の数なんですけれども、午後からそこに着いたんですけれども、それなりに患者がかなりいま

した。それから茅ヶ崎市内を周回する病院のバスですか、そういったものも時間表が張り出してありましたです

けれども、かなりの状況の中でバスが回転をして患者の送迎に向かっていると、そんなような感じを受けてきま

した。これはあくまでも相手方にはアポも何もとらないで、ただ帰りがけに寄ってきたと、こういうことでござ

います。 

 それから、田町区との情報でございますけれども、町が知り得た状況というのは、６月定例議会のときに定居

議員さんから一般質問がありまして、そのときに初めて町が日大病院としては後任の医療機関として１医療機関

に絞っていきますよと、そういったことを聞きまして、それは公式の場で発言しても結構ですと、そういった６

月12日の議会が始まる前のやりとりでしたので、風評はいろいろあったんですけれども、町が最終的に日大の気

持ちをとらえたのは６月11日と申し上げてよろしいかと思います。 

 それから、その後６月の多分20日ごろかと思うんですけれども、田町区の区長さんと、それから役員の方が私

のところへお見えになりまして、「情報はどういうふうになっているんですか」と、こういうようなお話がござい

ました。そのときに私は６月11日、テレビで、テレビでというよりもこの議場で申し上げた状況になっていると、

こういうことをお伝え申してございます。その後栗田議員も６月27日ごろお見えになりまして、「田町区の方で

は町の許可がなければ貸すことはできないと言っている」と、このような質問をされておりましたけれども、私

は「そんなことはないですよ」と、そういうふうに申し上げた記録もしたためてございます。 

 肝心な田町区とのお話し合いになろうかと思いますけれども、その６月20日ごろ来ましたときには、お互いに

情報公開をし合えるものならし合いましょうと。究極的には町も、それから田町区も、１医療機関の病院でなく

て、この地域に関する医療の問題について低下することなく向上することが田町区も町もそうであると、こうい

う基本的な合意には達していることは確認をしております。 

 そんな中で、私どもは７月19日に日大病院の対応を受けたんですけれども、その前に田町区は７月18日に日

大側と会談を持っていると。それから、さらにまた 7月 30日には、田町区の歴代の役員さんと現在の役員さん

と、それから地元議員さんがその会合に入っていると。こんなお話も聞いたんですけれども、その７月18日、７

月30日の両方等につきましては、町は何ら知り得ることはできませんでした。そのときに町が先か、あるいは区

が先かということよりも、この町内の医療問題をどうするかということについて情報交換をお互いにし合いまし

ょうと、こういうようなことの中で散会をしておりますので、今後はそういうような情報交換になろうかと思い

ますけれども、これはあくまでもそういった前提はありますけれども、田町の契約につきましては、田町の区の

権限の中でありますので、その辺のところはどうするのかなと。こういう問題が当然あるんですけれども、その

お話の中ではいろいろ問題もあるんでしょうけれども、町がいいという判断、要するに町がいいという判断は議

会の皆様方にも当然お話をするし、町民の方にもいろいろな機会があれば、そういうお話になるんでしょうけれ

ども、そういうような判断ができるならば、田町区としてはいい方向にその線に沿っていきたいと、こういうよ

うなところもお話をされているということをあわせて申し上げさせていただきたいと思います。 

 それから、いろいろさきの課長の答弁の中で、何か答弁に内容がないというようなお話をされておりましたで

すけれども、きのうきょうのお話なんですけれども、日大側は肝心な県の方との話し合いはまだ一度も持ってお

りません。実はきょう持つというようなお話を保健所の方からは聞いていたんですけれども、きのうの台風等で

交通機関がちょっと麻痺をしておりますので、きょうの話し合いは延期してくれと、こういうようなお話も聞い



ております。さらにまたそこがきょうがだめになったということの中で、日大関係者の方々がきょう、県の健康

福祉部の医療室と話し合いがされていると。こういったことが８月16日の全協以後いろいろ議会からも県との情

報交換、アンテナを持つようにというようなお話もありましたので、すぐに私は８月20日に健康福祉センターに

も飛んでいきまして、所長とは会談をしております。そんな流れの中でただいまのような情報も入っているとい

うことを申し添えておきます。 

  ただ、課長の答弁にありませんでしたのは、きのうの夕方ごろの連絡でしたので  ──情報としては、私はま

だ課長に言ってありませんけれども、町長には報告申し上げましたけれども、そういった内容ということで御理

解を願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山田力男君） ３番、栗田成一君。 

○３番（栗田成一君） 私は、この日大病院の撤退という問題について、今町長あるいは助役が申されるように、

直接町が関係というか、そういう立場にないと。それはそれで理解はできるんですけれども、先ほど申し上げま

したように、現在の日大病院については、１カ月に3,500 人、そのうちの７割から８割がこの東伊豆町の町民が

利用していると、こういうような状況の中で、１病院が撤退をするという、こういうことになれば、当然町とし

て相当な関心を持たなければならない。そんな気がいたします。もちろんその救急医療については、これは為政

者として当然町民の生命・財産を守るということで、これは絶えずそういう努力はしているんだろうと思うけれ

ども、日常的な医療というものについては、それはどういう取り組みをするかということは、これは町長自身の

政治姿勢の問題だろうと思います。これは町民それぞれ聞いていただければわかりますけれども、日大病院がな

くなるということについては、相当な不安を持っているわけです。それについてきちんとした対応を町がすると

いう、そういうことがあるのかどうか、なければこれは仕方がない。それはそれぞれの立場の違いですから。私

はそういう観点の中から質問をしているわけです。 

  それから、田町区についても、やはり地主として病院が今までは学校法人という、そういう公な病院であった

んだけれども、これからは私立の病院ということになれば、経営的に困難になれば当然すぐやめるよと、こうい

うような話になるのではないかと、そういう心配もあるわけでございます。したがいまして、町としてその辺の

ところはちゃんとないんだよとか、あるいはその辺のところをもっと積極的に区に説明をするとか、そういうよ

うなことがあってもいいんではなかろうかと、そんな気がいたします。 

 それから、現在のベッド数、基本計画に基づきます 139床というものも、これは当然新しい病院に継続という

か継承というんでしょうか、そうされるということも聞いてはおりますけれども、その辺のところもやはり町民

も心配しているわけですから、そのようなことも新しい病院が来ても、それは心配ないよとか、これは町として

も私は積極的に町民にＰＲをしても何ら差し支えはないだろうと考えております。そのようなことでございます。 

 それから、私は今回の問題について町がいろいろなことを指導ができなかったというのは、町長が前々から何

度もおっしゃっているように、日大病院について特別な補助だとかそういうことをしていないからいえないんだ

と、こういう話であるならば、これは１民間の医療機関ということについて、そういうことで指導ができないと

いうことは、これは不孝なことでありますから、何か補助をするとか、金銭的にするということではなくて、何

か別な方法でかかわり合いを持って、日常の医療営業というんですか、医療経営というものについて町が指導が

できるような方策というものを考えてもいいのではないかと。それを民間の病院がどうも経営が成り立たないか

ら、ではあしたからやめますというんで、ばたばたばたばた病院がやめる中で、町が何も見えないというような

ことになると、これは一番困るのが町民でございますので、そういうことのないように日ごろから何か接触とい

うか、そういう話ができるような体制というものをつくっていく必要があるのではなかろうか。今回の日大病院

の撤退というものを踏まえて、そういう経験をされたわけですから、その辺のところをやはりすべきではないか

と、私はそう思います。 

 もちろん、これは１民間企業に対して何度も申し上げるように、補助をするとか、何とかというようなことで



はなくて、何か知恵を絞ればそういうようなことができる、あるんじゃなかろうか、そんな気がいたします。 

 いずれにいたしましても、町民が心配をしているのは、日大病院がなくなって、あとの病院が今までと同じよ

うなことをしてもらえるのかどうか。そういう心配があるわけでございます。ですから、そのことについて、や

はり町としての考え方、日大病院は、あるいは新しい病院が民間の企業だから仕方ないんじゃないかというよう

な姿勢なのか。あるいは何か考えがあるのかどうか、その辺のところを再度お聞きをして私の質問を終ります。

よろしくお願いします。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） きちんと対応ということを言われましたけれども、具体的に、では、栗田さんが首長だ

ったらどういうふうに対応なさるんですか。ソフトの問題で、いろいろこう言うのはたやすいことでございます

けれども、実際に医療機関とそうしていろいろとやっていきますと、町内には幾つか病院がございます。１つの

病院にそういうふうなのでは、こういうふうにやってくれ、こういう便利を図りますよということをやったら、

あなたはそこと癒着じゃないかというようなこともまた一方から言われかねないという心配もあります。そうい

うことで、きちんとした対応というのはどういうことなんだと。医療行政に対しては町はそういう指導とかあれ

をする権限は１つも持っておりません。協力をお願いするわけでございまして、それ以上にやれということをき

ちんと、言葉は皆さんに受けはいいんですけれども、当局としてきちんとするというのはどういうことか具体的

におっしゃっていただいて、あれでないと、私の方は、私はそういうふうに言ったけど、町はきちんとしないよ

と言われるということになると、大変に心苦しいというふうなことでございますね。 139床といいまして、病院

の継続といいますか、閉院というのは、町とかそういうところとは関係なく、今入院している患者さんの処置で

すね、どこへ転院させるとか、また退院して閉めたから関係ないよということでなくて、今いる人のどこへ転院

させるとか、あるいは今度継承させる病院があって、それへと引き継ぐということをやっていけば、それで幾日

に閉院しますと言えば、それで通るんだそうでございまして、議員がおっしゃいますように、病院としたらそれ

がきちんとした対応ということになるだろうと思います。 

  そういうことで、きちんということ、私らも努力はしてますし、それからいろいろとお話し合いもしておりま

す。県とも連携をとっておりますし、それですが、県だって、では、こういうふうにしろとかというようなこと

で県で指導できるということは、やはり入院患者のあしたから困らないようにするということと、それから、外

来の患者に対しては、こういうふうなケアというようなことをしろということが、それが２つだけで、あとは届

け出１つで閉院ということが成り立つというふうに県の方からも聞いております。 

  本当にソフトの問題で言いますと、本当に冷たいようなあれですけれども、医療行政というので県と話し合っ

て、いろいろ聞いてみますとそういうことで、あとは保健センターの方でも、町がよく話し合って、町の方が情

報を持っているから、私らの方はよくわかりませんよというような、書類上の届けだけのことだというようなこ

とでございます。 139床、これが一番病院の経営としたら魅力があると思います。引き継ぐ方でもこれは。 

  現在日大さんは 139床持っていますけれども、実際の人員配置から見ると70床ぐらいの運営しかいたしてお

りませんけれども、あとを引き継ぐ病院は、これ 139床、十分にやっていただきまして、町民、地域医療に貢献

していただくようにお願いしていく所存でございますし、また先ほど助役さんが答弁したように、そういう理念

を持っている病院でございまして、そういうことで康心会というのにスムーズに引き継ぎされれば、今の水準よ

りももっと上にいくのではないかなという期待は私は持っております。 

  そういうことで、今度はっきりと向こうから来たらそういうふうなことでいろいろと打ち合わせはしたいと思

っております。コミュニケーションのとり方でございますけれども、現在も救急医療の問題では院長さん非常に

御理解をいただきまして、これで職員をちゃんと監督していただきまして、なるべく診療拒否というようなこと

がないようにということで院長さんは努力していただいております。このことはまた引き継ぐ病院にもちゃんと

したことで引き継いでいっていただけると思っております。あとは具体的にどのようなコミュニケーションのと

り方でも町を預る者、医療行政を預かる者としては一生懸命本当に神経は使っておりますけれども、現状として



はそういうことで町がこういう指導をするとか、そういうものは許されているものというのは持っていないで、

本当にただお願いするということ、それから一番の有効な手段というようなことでございまして、コミュニケー

ションを持つとかということ、そういう今まで持ってこなかったわけでございまして、去年の秋に行ったときの

日大さんの方の事務当局の方といたしますと、平成４年ですか、議会広報をもって、東伊豆町というのは日大は

議会広報でこういうふうなことをやっているという、町が本当に日大に対する理解がないというようなことで、

相当議会広報でそれをもって、その記事をたてに、結構辛辣にやられましたけれども、……がありまして、今ま

で良好な機会を対応していただいているから、ぜひお願いしますというようなことでお願いはしてきましたし、

またこれから、それからのコミュニケーションも保っておるということでございまして、それ以上ツーと言えば

カーというようなことがなかなか病院経営と、それから地域医療というもので経営等のぶつかり合いというよう

なことで、そこら辺を崩していくということはこれからも必要だと思いますけれど、町が行けば、一応行ってお

話しすれば聞いていただけますけれど、それが同じ答えが出てくるというような希望どおりにいくというような

ことはなかなか難しいことだということをご理解願いたいと思っております。 

○議長（山田力男君） ３番、栗田成一君。 

○３番（栗田成一君） 私、最初からこの質問をしている中で、今、町長が後段で話された、そのことを具体的

に話をしていただければいいわけなんで、具体的にはね。では、どういうことか申しますと、今、日大病院は5 診

療科目あるそうでございますけれども、一般の町民が、それはいろいろな人があるから、それが全体の意見とは

思わないけれども、例えば眼科がございますけれども、これから新しく来る病院については眼科はあるんだろう

かとか、そういうような具体的に町民というのは心配をしている方があるわけです。ですから、町として同じよ

うな診療を引き継ぐんだよと、そういう場合については、先ほども前段で申し上げましたように、町民の声はど

うなのか、そういうようなことも当然把握をしている中で、眼科というのはかなり特殊なような診療科目みたい

だそうです。眼科がどうだろうかと。  

 それから、これ町から説明を聞いたのか、あるいは日大から聞いたのか、私もその辺定かでないんですけれど

も、１年間は日大病院は新しい病院についてお医者さんはきちんと面倒見るよと、こういうような話をしている

わけですから、やはりそういうようなこともきちんと町民にＰＲというか、説明をするというか、そうすれば安

心をするわけです。病院の今助役が康心会というものはかなり優秀ですよと。それから町長も今までより期待が

持てるよと、こういう話なんだけれども、具体的には仮に医師の問題についても日大が１年間はちゃんと面倒を

見るんだよと、こういうお話を町民にすれば、それはそれで安心をするわけですから、そういうようなことをや

はり行政としても何ら差し支えないし、むしろする方がいいんではなかろうかと。 

 それは決して１民間企業だからというようなことではなくて、こういう撤退をするという場面の中で町民にそ

ういうようなことをきちんと説明をしても、私は何ら差し障りはないと、そういうふうに考えている。そうすれ

ば、町民は安心をするわけでございますから。そして、今度来る病院が経営がどうだとかこうだとかという、そ

ういう立場にはそれぞれ町もないだろうし、私自身もないわけでございますから、今町長がおっしゃるようなこ

とをきちんと言えば、これは安心をすると思います。私はそういう意味でこれを言っているんです。先ほども申

し上げましたように、町長が後段で述べられたようなことを言っていただければ、これは町民が安心をすると。

こういうことでございますから、その辺のことを御理解をいただきたいと思います。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） ８月16日の全協において、今栗田さんの言われたようなことを全部お話ししてあります。

それで、それでいてわからないというのは、だから私は不思議に思っているわけでございまして、診療科目は維

持されますよとそれで、日大の方としてはそれの担保としては、もし康心会の方で医師が不足するという場合に

は、１年間は日大の方でも十分康心会の要請があれば医師を派遣しますよというようなお話もちゃんと全協でし

てあるわけでございまして、それを念を押しというか、だから、本当はこの質問については「先ほどの８月 16

日の全協で申し上げた中に全部含まれております。以上」という答弁でも私はいいかなと思ったんですけれども、



詳しく事務当局にさせたという経緯がございます。そういうふうなあれで、念押しとすることはいいでしょうけ

れども、ちゃんと説明してあるのに何だなというのが私の方の疑問でございました。双方の理解を得てやってい

きたいというふうに思います。 

○議長（山田力男君） ３番、栗田成一君。 

○３番（栗田成一君） どうもいろいろありがとうございました。 

 私は１年と申しましたけれども、町民の心配というものは、では１年後はどうなのかと、こういう話があるわ

けですから、それを町がいかに対応するかと、こういう質問なんです。ありがとうございました。 

○議長（山田力男君） 以上で３番 栗田成一君の一般質問を終結いたします。 

 10分間休憩いたします。 

                               （午前１１時１４分） 

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

                               （午前１１時２４分） 

○議長（山田力男君） 会議を開きます。 

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

        ◇ 八 代 善 行 君  

○議長（山田力男君） 次に、８番 八代善行君の市町村合併に向けてを許します。 

 ８番、八代善行君。 

         （８番 八代善行君登壇） 

○８番（八代善行君） おはようございます。 

 ゆうべから大変なニュースがありまして、自由圏のパートナーのアメリカ合衆国でありますが、そこでテロ事

件がありまして、合衆国においては今臨戦態勢に入っているようであります。本当に映画の「ダイハード」を見

るかのような光景が昨夜から今朝にかけていろいろ報道されてありました。こういう中で、きょうの一般質問を

行うということはちょっと大変だなという気がいたしますけれども、一般質問をさせていただきます。 

 市町村の合併に向けてであります。政府は市町村合併に大変力を入れております。各都道府県知事に対して市

町村の合併パターンを描くよう要請しながら、支援措置、財政措置を創設しています。国のかけ声の割に市町村

間や住民の間では合併への関心は薄く、盛り上がりがありません。市町村合併の話はおふろの水に例えれば、上

の方、国では熱く沸いているが、真ん中、市町村はまだぬるい、一番下の住民では水のままであると現状を例え

ております。 

  市町村合併を生活者の立場からどうとらえればいいのか、目をそらしてはならない問題は多いわけであります。

高齢者人口は 2,600年がピークでありまして、これからの10年、20年後、かつて経験したことのない激変の時

代を迎えるということが現実になりつつあります。地方の過疎化と少子高齢化が進み、都市間競争が激しくなる

中でも、地方の中小規模の町村では若者が減り、超高齢社会が支えられなくなる可能性が出てくると断言されて

おります。こうした中にあっても、合併推進論だけではありません。合併効果への疑問として、合併しても効率

化には必ずしも結びつかず、財政危機への対応策としてはそれほど効果がないという意見もあります。 

 また、合併それ自体に伴うコストも大きい。合併効果というが、同様の効果は広域連合のような広域行政の仕

組みでも達成できるではないかという意見も強く聞かれます。市町村行政を効率性という尺度ではかることは甚

だ問題があるのではないでしょうか。不採算であっても公共性のあるサービスを供給するのが行政の役割である

といって、合併しないで現状を維持できるかというと、施策もなく困惑しているというのが現状であります。 

 また、昭和の合併に学べということで、政府は市町村合併を推進して現行の 3,300余りの市町村を３分の１程

度に再編成する方針であるが、地方財政の疲弊が背景にあるというが、これは中央政府の失政がもたらしたもの

でもあると言われます。合併は地域住民のため、すなわち地域の生活者が成り立つようにするために行われるの

が本来の姿であります。 



 昭和28年から30年にかけまして昭和の大合併がありました。町村合併によって地域の沈滞が深刻化している。

全国的に見ても、特に役場や農協、学校が廃止されたり、縮小された周辺の旧町村地域の荒廃ぶりは寂しい限り

であります。合併のもと、それは地域から職場を奪い、人口の流出を促し、連鎖的に商業に打撃を与え、生活の

立場を消滅させていったということも言われます。また、地域の歴史、文化の軽視で、地名、町名を含め、尊い

個性をも埋もれさせてしまたっという事実があります。 

 都市部は合併してもやっていけるが、田舎では地域に一定の職場と活気を確保するために、役場や学校は中心

的な存在であること、過疎化対策としても無視できない。これは歴史が証明しているという尊い意見もあります。

こうした数々の合併論や反省論のある中で、市町村合併支援本部の設置がされました。平成13年３月２日、閣議

決定であります。地方分権の推進や少子高齢化の進展、国・地方を通ずる財政の著しい悪化など、市町村行政を

取り巻く情勢が大きく変化している中にあって、基礎的地方公共団体である市町村の行政サービスを維持し、向

上させ、また行政としての規模の拡大や効率化を図るという観点から、地方分権推進委員会の市町村合併の推進

についての意見を踏まえ、市町村合併について国民への啓発を進めるとともに、国の施策に関する関係省庁間の

連携を図るため、内閣に市町村合併支援本部を設置させました。 

 次に、市町村合併支援本部における検討課題として、これにつきましては平成13年３月28日、市町村合併推

進本部が決定しております。市町村合併の推進については、地方分権推進委員会の意見、また行政改革大綱等の

趣旨を踏まえ、市町村合併特例法の期限である平成17年３月31日までに十分な成果が上げられるよう、次のよ

うな点について具体的な実施を検討し、推進するものとされております。 

 １つは、国民への啓発。それには各種広報、媒体の活用、またシンポジウムの開催、懇話会の実施等でありま

す。２つとして、国の施策に関する関係市町村の連携であります。１つとしまして、各市町村における支援体制

の整備、また各省庁における連携施策等々ありまして、行政サービスの維持向上、全国の市町村における格差是

正等を図るための支援策だとされております。 

 さらに市町村合併の推進方策では、合併特例法の期限である平成17年３月までに十分な成果が上がるよう、既

に講じられている措置に加え、新たに次の措置を講ずることとする。なお、合併特例法の財政措置は原則として

法の期限内に合併するものについてのみ適用されるものであることを関係者は認識して取り組む必要があると言

われております。こうした中央の状況の中で、市町村合併に向けて２問質問してあります。１、市町村合併につ

いて、町長の考えはいかがなものでしょうか。２、市町村合併特例法の期限である平成17年３月31日まで東伊

豆町の方針について具体的な実施計画案を伺いたい。 

 以上であります。答弁は１問ずつよろしくお願いいたします。 

 以上で壇上からの質問を終わらせていただきます。 

○議長（山田力男君） 八代議員にちょっとお伝えいたします。 

 ただいま１問ずつお答えという発言がございましたが、１問しかございませんので、何点か何点ずつというふ

うに訂正をお願いいたします。    

○８番（八代善行君） 失礼いたしました。 

 そのようによろしくお願いいたします。 

○議長（山田力男君） この際、午後１時まで休憩いたします。 

                               （午前１１時３５分） 

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

○議長（山田力男君） 休憩を閉じ会議を開きます。 

                               （午後 １時００分） 

    ───────────────────────────────────────○議長（山田力男君） 

午前に引き続き一般質問を続行いたします。 

 答弁を求めます。 



 町長。 

         （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） 八代善行議員の市町村合併に向けてについて、２点目の市町村合併特例法の期限までの

当町の方針について具体的な実施計画案を伺いたいにつきましては、企画調整課長より答弁させますので、よろ

しくお願いいたします。 

 １点目の市町村合併について町長の考えはいかがですかについてお答えいたします。 

 21世紀を迎え、少子高齢化の進展、多様化する住民ニーズ、地方分権の推進、厳しい財政状況等への対応とし

て市町村合併が取り上げられておりますが、市町村合併は個性豊かな魅力ある地域社会を構築するため、地域住

民と行政が一体となって自主的に判断し、実現するべきものであり、地域住民の意思を十分に尊重することが優

先されるべきであります。全国町村会においても、全国大会において市町村合併に関する特別決議として、市町

村合併を絶対に強制しないことを決議したところであります。私といたしましても、市町村合併は強制されるべ

き問題ではないと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山田力男君） 企画調整課長。 

○企画調整課長兼防災監（太田俊彦君） それでは、私の方から八代議員の２点目の東伊豆町の方針について具

体的な実施計画案を伺いたいについてお答えをいたします。 

 去る平成13年５月25日の町村会の定例会におきまして、町村会の合意に基づき、町村長より助役会に合併問

題の検討及び組織づくりについて検討するよう指示があったところでございます。また、７月11日の助役会にお

きましては、下田市を含めた賀茂地区合併問題調査検討会の設置を検討したところでありますし、市町村合併に

必要な調査研究連絡調整を実施することとなったところでございます。具体的には８月10日から施行されました

設置要綱に基づく市町村合併担当課長をもって組織する作業部会において、現況調査としての基礎的資料の収集

を検討、それから市町村合併についての啓発活動、合併のメリット、デメリットの調査検討などを実施して報告

書の作成を予定しているところでございます。 

 なお、また今後の予定といたしましては、法定の合併協議会の設置を前提といたしまして、合併を推進するか

否かの方向性についての基本合意を得るための（仮称）合併問題検討委員会や合併推進の基本合意を検討する（仮

称）合併問題検討協議会の設置に向けて調査研究をしていくこととなっております。 

 以上でございます。 

○議長（山田力男君） ８番 八代善行君。 

○８番（八代善行君） 町長答弁にありましたように、自主的に判断するのでなくて、強制もできないと。また

企画課長、太田課長の話ですと、助役会があったし、その中で各いろいろなもろもろの設置条項、また町村のメ

リット、デメリット等もいろいろ協議をしているところであるということですけれども、前日の新聞にも助役会

が開かれ、担当課長会議の内容の中で地域の特性、また各町村の人口構成、財政状況等のやはり検討や研究に入

ったということは新聞などでも皆さん御承知だと思います。 

 そういう中におきまして、ひとつ対等合併の実例があるわけですけれども、この対等合併の実例にしましては、

賀茂の市町村とは少し人口規模、または財政規模や社会性が違いますけれども、例をとりますと、西東京市、田

無・保谷両市の合併協議会がありまして、合併協議会は進展する少子高齢化社会に対応するには、合併で財政体

質を強化し、行政の効率化を図ることが不可欠ということで、行政主導のもとでスタートした西東京市の例があ

ります。両市長が強力なリーダーシップをとり、議会と両輪となって進めてきたことが、任意の合併推進協議会

発足からわずか２年半で合併に至った要因とされております。が、その２年半の間には両市で市民意向調査の実

施、これは住民の意見を反映させたようです。また合併方式としては、対等合併であることを前提にスタートし

てありました。合併協議会は、月に２回ほど開催されてきたそうです。 

 この西東京市の例の中で、市民参加の具体的な方法として、市民代表による新市将来構想策定委員会をつくり、



またワークショップ形式でまちづくりを考える21世紀フォーラム、さらには市民説明会の開催で、両市の住民の

意思統一も図ったとされております。市民意向調査においては合併の是非を問うこととし、この中で、どちらか

の市で反対票が過半数になれば合併は白紙に戻すという、合併協議会の決議事項に明記されてあったようでござ

います。 合併という時限立法の中で、各市町村の住民、また関係職員、議員等の常識論といたしまして、市町

村合併には当然、メリットもデメリットもあります。県主導による見合い形式な合併もあると思います。また、

人間でいう恋愛形式あるいは政略合併で吸収型か、とにかく損得勘定はつきものであると思います。 

 重要なことは、合併の必要性、これも先ほど町長が、やはり現実の社会状況の中で述べられておりました。合

併の重要性は目的が明確になっているか、それが住民に十分に理解されているのか。それを可能にしていくのが

市長のリーダーシップであるということも言っております。役割ということで、町長のリーダーシップは先ほど

申しましたように強制はできないと。ただそれだけにとどまることはできない、避けられない問題ではないかと

思います。 

 抽象的な合併必要論を繰り返しても進展はしません。合併はどのような市町村を目指すのか、市につきまして

は政令市、または中核都市の選定もあります。とにかく合併を前提にして大型プロジェクトの実現を目指すのか、

今日の厳しい財政下で行財政改革を推進するのか、あるいは地域において、社会面、経済面から見た地域一帯性

の中で社会効果を推進するのかなど、具体的な合併の姿とその効果を住民に明らかにしておく必要が、今の重大

な検討課題ではないかと思います。 

 田無・保谷両市の合併協議会の過程では、合併の必要性と効果の検証や確認は専門的見地から協議会が行った

と報告されております。新市建設計画の基礎となる新市将来構想づくりは市民代表が中心となって検討を行った

ようであります。そこには、行政と市民との二人三脚の姿があったと言われております。 

 合併問題の調査検討については、合併を前提とした調査検討会ではないという中で、各市町村は今いろいろ協

議等を設けてやっておるようですけれども、３点について質問したいと思います。 

 町長、合併を前提に検討に入るとすれば、田無・保谷両市の例があるように、議会と両輪を組み、さらに町民

と二人三脚方式で合併を推進していく気持ちがあるのか。 

 ２つ目に、どのような市町村を目指したら東伊豆町はよいのか。例えば、先ほども言いましたように、大型プ

ロジェクトが行財政改革、あるいは地域一帯型の広域的な合併を進めるのか。例としましても、だれもが考えて

いることは、賀茂一帯７市町村を１つにして、伊豆の国としての賀茂広域連合をつくるのか。河津町かそれとも

伊東市か。まだ目の前には東京都も見えます。いろいろ考えはあると思いますけれども、その点、どのような形

がいいのかなという町長の見解を伺うものであります。 

 ３点目ですけれども、合併を強制できないと言いましても、特に東伊豆町におかれましては、賀茂の近隣市町

村との町の経済構造が少し違ったところがあると考えます。町の産業別売上額においても、１次産業、２次産業、

３次産業、この売り上げ構成比を見ましても、１次産業、農林水産業が 3.7％の産業構造であります。２次産業、

建設業や製造業においては29％。そして、３次産業における商業、旅館、その他サービス業においては、町の総

売り上げの約70％に依存しております。金額を申し上げますと、やはりちょっと悲観的というか、あまりよくあ

りませんから、数字だけで申しわけないですけど、言いますけど。 

  こうした、うちの町の産業の振興、特に町の産業構造、観光構造の方向づけについて、どのように計画、また

立案されているのか、その点についても伺いたいと思います。 

  以上、３点について、町長のお考えを伺います。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） お答えいたします。 

  議員が挙げた西東京市の合併ですか。これは、いいパートナーを得てということですから、スムーズに合併が

いったというふうに思っております。 

 合併はどのような市町村を目指すのかという１つを取り上げてもですね、うちの町の近くで、特に賀茂郡とい



うふうに言われておりますと、合併してどういう町を目指すのかという、現代よりも進んでいけるという町村の

運営方法ですか、これを目指すんだよというのが、できない状態ではないかと思っております。いいパートナー

がいれば、いつでも積極的に乗り出していけるわけですけれども、今のところ、県とか、そういうので示される

ところと、うちの町村とはなかなかうまくいかないなというふうな感覚を持っております。 

 １のですね、合併を前提として、どう推進するかでございますけれども、今の県あたりで示しております合併

の方向といいますと、うちの町は本当に、それに乗っていっても、今よりも町民が幸せになるという答えを出し

て、こういうふうに合併していくんだというリードしていくようなものがございませんものですから、よく私は

そういうときに言っておりますのは、振興センターがある行政単位だけで物を考えてはだめだと。市町村、ある

いは郡と市との境とか、そういうものを取っ払ったことでの方向性を示さないとうまくないですよという話をし

ております。 

 今、ちょっと出ました賀茂全部の合併というようなことですと、どういう町を目指すのか  ──福祉社会、少

子高齢化がどんどん進んでいく町で、福祉の町を目指すぐらいのことしかできませんで、あとは産業をどうする

かというような問題ですと、答えがなかなか出にくいんじゃないかなというようなことを感じておりますもので

すから、私は積極的に町村合併ということに乗っていかないというのが現在でございます。 

 どのような市町村を目指すかということになりますと、やはり将来を見詰めて、町も発展し、それから町民も

希望を持った町村合併ができるということを目指したいというふうに思っています。 

 最後の合併について、賀茂の市町村との体質が違うということは、皆さんも十分に御承知の通りでございます。

いろいろの資料分析にいたしましても、なかなか、この町村と合併しようというようなことで積極的に働きかけ

るということができないし、また、そいういう計画を立てて、町民の皆さんにこういう考えですよという考えを

出せないというような状況でございます。もう少し、時間を見て、町民の皆さん、あるいは近隣の市町村の盛り

上がりというのを見たいと思っております。 

 市町村の合併の必要性といいますか、政府が進めておりますこの合併の支援の必要性というようなことは、先

ほど一番初め壇上で議員がおっしゃいましたようなことが、全部出てるわけでございます。それで、国とします

とですね、だから平成17年の合併に向けるようにということで、一生懸命太鼓をたたいておるわけですけれども。

県下の情勢から申しましてもですね、今、清水市と静岡市の合併が協議会で、両方ともテーブルに乗って話をし

ているということ。それからあと一番可能性があるというのは、磐田市周辺の１市４町村の合併ですか。これは

17年に向けて、急いでやれば可能かなというふうに思いますけれど。あとはほとんどがそういうことになってい

かないんじゃないかなと。 

 また、今こういうふうな期限を設けて一生懸命しりをたたいておりますけれども、先ほども申しましたけれど

も、町村会といたしましては、合併は強制されるものではないというようなことで、その当時ですと自治省です

か、国へと申し入れてありますし、小泉さんも改革ということで言っておりますけれども、強制するものではな

いということは十分承知しているわけでございまして、17年に向けて、これに乗っかったところは、こういう優

遇措置をとるよと。乗っからないところは、今度は交付金あたりでさじかげんをするよというようなおどかしを

かけておりますけれども。まず、全国の市町村で、この期限に間に合って合併ができるというのは、せいぜい多

目に見ても２割ぐらいのところしかいかないんじゃないかなということでございまして、その17年を過ぎたとき

になると、やはりまた、合併が必要だということなら、またあめとむちの両方の条件が出てくるというふうに私

は思っております。 

 ３つ目の賀茂市町村との体質が異なっているということは、議員がおっしゃるとおりでございまして、私の方

もそういうふうに思っております。これからもう少し機運が盛り上がってくるということでございます。 

 県が示したもので一番初めですと、東伊豆と河津町、下田市と南伊豆町がということで、将来的にはその１市

３町が合併していくというようなことでございますけれども、それに乗ってくるっていうのがほとんどありませ

んですね。21世紀プランの世論調査で見ますとですね、河津と東伊豆は75％以上ですか。両方ともいいというよ



うな結果が出ておりますけれど、あとは隣で申しますと、東伊豆と合併したいというふうな希望をしているとこ

ろは、一番が伊東でございまして、次が下田と南伊豆でございます。そういうふうなほれられ方はしているわけ

でございますけれど。うちの方とすると、そういうふうなことでいきますと、郡が違うというか、そういうこと

で、伊東というような話はちらほらは出ていますが、正式には出てこないというようなこと。 

 また伊東と熱海市の合併の話も出ていますけれども、伊東と熱海というのはなかなか合意が得られないんじゃ

ないかなと。伊東はうちの方を希望しておりますし、中伊豆あたりへも伊東というようなことを言っています。

また熱海は湯河原町とか、あるいは真鶴というようなこと等の広域の方向に進んでおりまして、一番極端なとき、

３県サミットがあったときの控室での話をするというと、知事もおりましたし、私らもいたときのあれで、私ら、

湯河原町と合併していくんだよと。それで県はといったら、サービスのいい県へと所属していくんだということ

で、熱海の市長はしゃあしゃあと知事がいる同席のところで、そういうふうなことを申しておりました。 

  うちの方も薄々は賀茂の市町村  ──課長が申しましたような態勢、助役会におろすということで、慎重にや

るということで条件をつけて私は賛成しましたけど。東伊豆町が賀茂全域の合併については消極的であるという

ことは、各市町村長も薄々は感じているものでございまして、この賀茂全域の合併というようなことになります

と、どういう市町村をつくるんだというようなことでのビジョンが本当に沸いてこないというのが現在の状態で

ございます。もう少し慎重に眺めていたいというふうに思っております。 

○議長（山田力男君） ８番、八代善行君。 

○８番（八代善行君） 確かに底辺から、住民からの熱意というか、そういうものがまだ沸いてこない。これも

町村の方がいろいろな具体的なビジョンなり合併についての云々をアピール、こうしなければならないんだよと

いう今の現状を訴えている部分も大変少ないんじゃないかなと思います。今、町長の話ですと、郡内においては

パートナーが見つからない。リードしていく行政の中の、教育面でいくのか、また福祉、産業構造、そういう町

の形をとらえた中でのものが見つからないと理解するんですけれども、１つは、どの町村もやはり福祉や介護の

支援については、やはり、これがどの市町村も合併についての第１の目標であると思います。県内においては、

清水市や静岡市が今テーブルの上についていると。また西部の方の磐田市周辺が合併の可能性が強い。うちの町

とすると、河津町や伊東市の方からも合併しないかというか、そのようなニュアンスのことを言われていると。

それは町長が言われるように、わかりましたけれど、そういう中において、合併を前提とした事務的な仕事とい

うのは、やはり重要じゃないかと思います。それについて、中央が言いました時限立法、それにつきまして支援

プランというものが各都道府県に示されてきております。関係省庁間の連携、施策のパターン、例えば、これは

ＡからＫまでありますけれども、各市町村間の合併について調査・研究の支援をすると。市町村合併に伴い必要

となる調査・研究等について支援を行う。 

 また、計画策定等の支援につきましては、市町村合併に伴い必要となる計画の策定、改正、または実施等につ

いて支援を行う。支援プランのＣでは、国庫補助事業等における優遇措置については、合併市町村、または合併

に取り組む市町村のまちづくりを支援していくと。また支援するために国庫補助事業の優先採決、適用要件の緩

和等の優遇措置を講ずる。また支援のプランＤにおきましては、国直轄事業の優先的実施等、これらは合併市町

村または合併に取り組む市町村のまちづくりを支援するため、国の事業の優先的な実施等の措置を講ずる。また

金融面での特別措置として、合併市町村または合併に取り組む市町村のまちづくりを支援するため、合併市町村

に対し貸し付け対象の拡大、低利の貸し付け等を実施する。 

 平成17年の時限立法までの支援プランというのはいろいろありますけれども、これに基づいて、市町村合併特

例法の具体的な実施も検討し推進する中で、一番やはり国、県の方が言われていることは、合併特例法の支援措

置、財政措置は、法の期限内に合併するものについてのみ適用するということになっております。 

 以上の特例法の法律を理解し、くみ取った中において、合併の推進は合併を前提とした中で東伊豆町の教育・

医療・福祉体制のプラン、こうした明確な開示、また産業振興については地域性を踏まえた観光構造の方向性を

具体的に示しておくことが町の今置かれている重要な課題ではないかと考えます。 



 やはりこういう時期、平成17年を見据えた中で町のビジョンというものは、短期的な計画にしろ長期的な計画

にしても町民に見せておく必要があると思います。それは合併前に、協議会のテーブルにつく前にやはりはっき

り示しておかないと、いざ合併となったときに町の計画プラン等の効力がなくなると思います。もし合併してか

らだと、ああしたい、こうするつもりだったと言っても、それはなかなか２町村３町村の間におかれましては聞

き入れていただけない課題ではないかと思います。 

 それから、町長、自治体は庁舎初め文化会館など大小の規模にかかわらず多くのサービス施設を有しておりま

す。特に第３セクターを抱えている町村、施設は大変な不良債務を抱えておることはだれも認識しておりますが、

そういう町も多いということは認識していると思います。 

 それらをどう処理していくのかといった問題や、また箱もの、多くの施設のランニングコストだけでも大変な

問題が出てきます。これらについてどういった形で処理し、解消していくのかという具体的な計画を町民にも十

分開示していくことが平成17年までに合併する、しないにしても必要かと思います。 

 また、町の公的財産の扱い方、また東伊豆町においては地域内の分権の問題も残っております。こうしたもろ

もろの問題の中でどのような対応、指揮指導を考えているのか再度町長に伺います。 

 １つは、テーブルにつく前の協議として、またコスト等事務的内容の処理、さらには財産、分権の問題等を町

が把握しておかなければならないという点でありまして、これらについて町長の考えをお願いいたします。 

 また、支援プランにあります、ＡからＫまでありますけれども、こういうプランにある支援をなるべく合併と

いう中で町の方向性や産業の振興をリンクさせて考えたときは、やはり研究しておかないと損するのではないか

なということを考えるわけでありまして、早く実施すべきだと考えますが、町長のこれらの見解を聞きたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） いろいろの手法があるわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、パー

トナーが見つからないのに、理想の町村合併のことを言い出しますと、今度実際にここというときになると、余

計町民はビジョンと違うよということが出くると思います。だから、やはり相手が見つかって、それでどういう

ふうにしていくかというようなことが一番大切じゃないかなというふうに思います。それで先ほど申しましたよ

うに、平成17年に必ずやらなければならないという、それは今推進する方はあめとむちでございまして、こうい

うことだということで、合併すればというようなことを言っておりますけれども  ───１が関係省庁の支援策

としては快適な暮らしを支える社会基盤の整備、２が豊かな生活環境の創造と、３が生涯にわたる保健・医療・

福祉の充実と、４が次世代を担う教育の充実、５が新世紀に適応した産業の振興、６が連携、交流による開かれ

た町  ──とかというようなこと。また、合併推進のフローといたしますと、議員が言っているようなことで、

組織づくりに向けた合意の形成とか、合併問題検討会とか、合併問題検討会の推進の設置とか、そういうような

ことをいろいろ出しておりますけれども、まだうちの町としてどういうふうにやるんだというようなことを掲げ

るというようなことを、先に掲げていくというようなことですとうまくないなというようなこと。 

 私、賀茂郡の合併といたしますと、東伊豆町が抜けるということになると、なお弱体的な合併になるというふ

うに思っておりますし、今まで仲よくやってきたのがいかに分かれるかというようなことが一番、どういうふう

にうまく分かれていくかなというようなことが一番大切じゃないかなというふうに思っておりますし、また、賀

茂郡の場合、全部合併しても８万人ぐらいのものです。それで、人口はどんどん減っていくのが見通されており

ます。目標とすると３万人以上とかと言っているが、一番優良なこれからのというのは最低でも10万人ぐらいの

人口は欲しいというようなこと、そうかといって賀茂郡みたいな広くて人口だけ集めればというようなことでな

くて、やはり拠点、目玉になる地域がなければいけないというようなことを考えますと、全然もう本当にこうや

って合併していった方がいいなんていう答案は出てきません。議員が言うように、17年を目標にというようなこ

とでというのは、私はこれに乗ってくる町村というのは先ほども申しましたように、せいぜい多く見ても２割ぐ

らいだということでございまして、それを過ぎればまたやはりこれではいけないということで、もう少しこの今



やっていることに反省点を加えた合併の方法というものが出てくると思います。そういうことで、正式に検討委

員会を設けて、こういうふうにやらせて、町民にこうだよというような点はまだ示していくということは早いと

いうふうに思っておりますし、また、内部では検討は加えておいても、やはり合併するというのは町民が主体で

ございます。そういうことで、町民がこういうふうな合併で、ここは気に入らないけれど、最大公約数でここと

は合併していこうかなというようなことが出てこないと、町村として、また町長としてそこをリードしていくと

いうようなことはなかなかできないなというふうに感じております。 

○議長（山田力男君） ８番、八代善行君。 

○８番（八代善行君） わかりました。町長、確かに県下の市町村で２割ぐらいしかないじゃないかという町長

の見方ですけれども、やはり国の時限立法に沿った中で、またその期限内に、合併を前提とした事務的な要素の

強いことについては、やはり調査研究なり、検討して、平成15年、それからどんなテーブルが用意されるのか、

また用意するのかわかりませんけれども、うちの町におけるコストの問題、また分権の問題、もろもろのいろい

ろな行政には幅広い問題がありますから、それらについていつでも事務のすり合わせができるような対応は町と

しても、合併をするしないにかかわらずやっておいた方がよいかと思いますし、また、町の産業を含めた観光構

造等のこれからの方向性についても、東伊豆町はこういう形でもっていって、どこと合併してもこの線だけは崩

せないんだ、教育等においてもそのような形はいくらもあると思いますので、そのようなこともまた町の方で調

査研究等が進みましたら、議員に限らず町民の方にも開示していただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 以上で終わります。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） 今勉強はしてそういう準備をしていくということはかまわないわけでございますから、

いろいろ    したいと思っております。町民からこの日に合併したいと        こういう   が

ありますよということを     というようなところはできるような体制は作って、準備は大体      

す。 

 やはり合併という国の、国がといいますけど、主権在民でございまして、民主主義の原則はやはり国民の意向

でございます。ただ施策は市町村民の意向でございますから、そこら辺が盛りあがってこないと、いくら理想の

ことを言ってもだめでございますから、そういうふうに充分にいい方向があれば啓蒙していくということも１つ

の方法でございますけれど、なかなか今のですと、その      ということでございます。いろいろの合併

の事例がこれから出てくると思いますものですから、そこら辺で勉強はしていきたいと思っております。 

 また、理想を掲げても、相手があることでありまして、相手がそこまで乗ってこないということは、どこで妥

協していくかということもまた相手との話し合いということも必要であるということを十分に勘案して、これか

ら勉強していきたいと思っております。 

○議長（山田力男君） 以上で８番 八代善行君の一般質問を終結いたします。 

 10分間休憩いたします。 

                               （午後 １時４５分） 

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

○議長（山田力男君） 休憩を閉じ会議を開きます。 

                               （午後 １時５９分） 

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

        ◇ 内 山 恒 昭 君  

○議長（山田力男君） 次に、15番、内山恒昭君の風力発電施設建設事業についてを許します。 

  15番、内山恒昭君。 

         （１５番、内山恒昭君登壇） 



○１５番（内山恒昭君） 台風一過、当町においては比較的被害も少なく、安心していたやさきに、昨夜遅く前

例のない衝撃的なテロ行為によるところの未曾有の悲惨な事故が発生をいたしました。アメリカ合衆国政府に対

しまして、心から哀悼の意をあらわすところでございます。 

 また、このようなときに一般質問ということもないわけでございますけれども、通告に従いましてやらせてい

ただきます。平成13年第３回定例会に際し、私は現在町が単独導入の実現に向け計画調査をさせているところの

風力発電施設建設事業について一極集中して質問をいたします。答弁については明快なる御答弁を期待するもの

であります。 

 さて、過日の新聞に「風力発電計画足踏みの自治体が続出」等の記事が掲載されておりました。我が国の風力

発電は近年環境問題への関心の高まり、地球温暖化防止の必要性、電気事業法関連法令の改正によるところの設

置手続の簡素化、電力各社による長期購入制度の整備、新エネルギー産業機構、いわゆるＮＥＤОによる助成制

度等を背景に、電力の自由化が相まって、民間企業、第３セクター、自治体の参入による導入等が高まってきて

いるのが現実であります。 

 しかし、我が国では風力発電の導入に関する情報についてはいまだ周知されるに至っていないのが現状であり

ます。経済産業省の外郭団体、新エネルギー産業機構（ＮＥＤО）のまとめでは、本年４月現在、日本国内の風

車の数は266 基で、総出力容量は14万 4,000キロワットが稼働をしている。それでも国内総生産量の0.01％で、

ドイツの 612万キロワット、アメリカの255 万キロワットとは比較にはなりません。普及の実態に合わせた国は

30万キロだった2010年度の目標数値を10倍の 300万キロワットに拡大、しかし、国がグリーン証券を発行し、

電力会社に一定の証紙保有を義務づける方式が有力であり、ドイツのような電量義務づけということにはなりま

せん。1991年ドイツでは風力で発電した電気を一般顧客への売電料金の90％で買い取るように電力事業者に義務

づけている。デンマークも買い取り義務があり、風力発電事業者への優遇策など、大企業が独占しないように投

資資格等は近隣住民に限られ、市民や農家が風車を共同使用するのが一般的であり、両国とも風力発電の普及に

伴い、補助金の見直し整備等、地域社会と国が一体となって設置を進める環境整備が整っているのが現実であり

ます。 

 我が国では風力発電導入のための調査や事業について、補助金や金利補給などの制度はありますが、実際に発

電した電気の買い取り義務や発電料金についての補助制度はないのが実態であります。1999年に超党派の国会議

員で結成をされました自然エネルギー促進議員連盟橋本龍太郎会長は、風力発電などで発電した電気について、

電力会社による買い取りに努力義務を課す法律を成立させようとしているが、１キロワット当たりの発電単価は

火力の７円30銭に対し、風力は10円ないし20円と高いことなどもあり、電力業界などの反対でその法案は国会

に提出されないままの状態が続いておるのが現実であります。 

 逆に原発の立地を一団と促す原発立地振興法が昨年成立するなど、国は自然エネルギーをあくまでも補完的な

ものと位置づけている。北電以外の電力会社も買い取り枠を設けたり、購入価格を入札で決めたりしている。い

わゆる早い者勝ちや価格競争は税金で建設する自治体にはなじまないとうこともあり、風力発電に足踏みの自治

体が続出している。加入市町村が60までふえた。風力発電推進市町村全国協議会会長、館林茂樹山形県立川町長

は、今年７月、国に対し電力会社への購入の義務づけ、入札制度や価格面での優遇策、コスト高を国民全体で負

担する方策などを要望、いわゆる電力自由化による価格破壊や長期買い取りの優遇策の崩壊が始まっているとい

う現実問題がございます。 

 一方、長引く景気低迷による消費電力の減少による電力需要の伸び悩み等で東京電力発電建設を凍結、来年度

から３、５年間原発冷害の可能性、東京電力は今夏の運転開始を予定している一部の発電所を除いて、すべての

発電所計画について、原則として来年度から３、５年間計画を凍結すると発表した。必要な設備能力の目安とな

る夏の電力需要のピークが昨年まで４年続けて過去最大を更新せず、設備過剰感が強まってきたため、電力業界

は今後自由化の進展とともに競争の激化が予想されており、ほかの電力会社にも似た動きが広がりそうだ。さら

に電力10社設備投資21年ぶりの低水準、20000 年の需要の伸び悩みで抑制、電力10社の設備投資が出そろった。



需要の伸び悩みに伴う発電所建設の先延ばしなど、電力10社の設備投資は21年ぶりの低水準となった。自由化

による競争の激化を控え今後も削減を続ける。 

  さらに４月12日の朝日新聞によりますと、風力発電、入札応募わずか１件、東電の買い取り、東京電力は11

日、２月から募集していた事業用風力発電の買い取り入札への応募がわずか１件、設備規模 4,250キロワットに

とどまったと発表した。風力発電     寄附を集めるグリーン電力制度を昨年秋に始めたのに伴う初の募集

だったが、募集枠の１万キロワットに満たず、鈍い結果となった。応礼したのは燃料商社    東京都と、同

業のダイネン、兵庫県の合併風力会社で、千葉県飯岡町で発電を予定いる。対象は 2,000キロワット以上の設備

だった。２月の入札説明会には約60社が出席して関心の高さを示していたが、関東地方に安定した強風の吹く広

い土地が少ないなど、準備に間に合わなかった  が多かった等、国内の風力発電システム導入の環境整備がい

まだに未整備であること。いわゆる地域社会と国とが一体となって進めている欧州との格差が余りにも大きい。

また長引く景気低迷等による電力需要の伸び悩みで、電力10社が設備投資を長期削減しているということ。また

は自由化による競争の激化等によります足踏みの自治体が続出している現状をどのようにお考えになられている

のか、以下５点について改めて質問をいたします。 

 風力発電施設建設について、今、町がなぜ風力発電を必要としているのか。まず第１点目に、その目的及び町

長の理念についてお尋ねをいたします。 

 ２点目に、建設コスト、運転保守等、総事業費の基本的試算について幾らぐらい見ているのかお伺いいたしま

す。３点目に、自治体みずから直接営利事業に携わる危険性、２年後の電力自由化に対するお考えについて伺い

ます。 

 ４点目に、風力発電システム導入による町の将来展望等について具体的な成果についてお伺いいたします。 

 ５番目に、現在進められているシステム設計の進捗と今後の取り組みについてどのようにしていくのかお伺い

いたして、壇上の質問を終わります。 

○議長（山田力男君） 答弁を求めます。 

 町長。 

         （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） 内山恒昭議員の風力発電施設建設事業について、５点にわたって質問がなされておりま

すが、１点目、町が風力発電を必要とする目的、理念について。２点目、建設コスト運転保守等の総事業費の試

算について。３点目、自治体が直接営利事業に携わる危険性、２年後の電力の自由化に対する考えについて。４

点目、風力発電導入によって、町の将来展望など、具体的な成果について。５点目、システム設計の進捗と今後

の進め方についての質問につきましては、企画調整課長より答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（太田俊彦君） それでは、私の方から風力発電の建設事業につきまして答弁をさせていただき

ます。 

 まず第１点目の、なぜ町が風力発電を必要とするのか、目的、理念についてお答えをいたします。平成13年の

第１回定例会における栗田成一議員の質問にもお答えしてございますが、風力による発電は、環境に優しく化石

燃料の消費削減につながるクリーンな自然エネルギーであります。地球環境の保全に貢献するものと考えており

ます。静岡県におきましても、平成８年３月に静岡新エネルギー等導入ビジョン21で、新エネルギーの導入目標

を掲げ、平成10年３月に静岡フートピア街道推進計画が策定されております。国や県においても近年地球環境政

策が重要となってきておるところでございます。 

 また、この計画の中におきましても、当東伊豆地域は風車の建設が可能と考えられる対象地域としまして、１

つ、風力開発にとって適した好風況が存在する地域。２つとしまして、自然公園法等によって建設の規制がされ

な地域ということで選定をされている地域でもございます。風力発電を導入する場合の目的ということですが、

風力発電につきましては観光の面からも観光資源としての話題性もございますし、また、予定地周辺の公共施設



を施設整備することにより電力供給が可能となることもございます。 

 また、風力発電設備から発生した電力を売電することもできるということでございます。 続きまして、第２

点目、建設コスト運転保守等総事業費の基本的試算についてお答えをいたします。 

 風力発電を導入する場合の試算に関しましては、風力発電設備の建設コスト並びにその他前提条件を設定いた

しまして、 800キロワット級風車を２台設置するケースで検討をしております。まず、建設コストですが、風車

本体が２億 1,750万円、電気設備が 2,280万円、電気工事が 2,000万円、組み立て設置工事費が 3,500万円、

土木工事費が 5,800万円、道路工事が 5,000万円、電力負担金工事費が2,000 万円、計測装置と設置費が 2,000

万円で、合計で４億 3,830万円となり、１キロ当たりの建設単価は27万 4,000円となります。現在この建設単

価につきましては、同じ設定で１キロ30万円が標準ということになってございます。 

 次に、収益の算定条件ですが、設備投資額は合計額の４億 3,830万円、起債額が設備投資額の50％、保守は設

備投資額の50％、借入金条件は返済期間17年、利率３％、売電の収入は年間発電量に対する９円、また経費に

つきましては風車修繕費は設備投資額の１％、それから風車保険料は設備投資額の 0.3％、メンテナンス委託料

は 150万円、インフレ率は 1.5％、電力会社との契約期間は20年とそれぞれ設定をしてございます。その結果、

20 年の契約期間の収入金額は９億 3,460 万円、経費は４億 4,476 万 4,000 円となり、差し引き４億 8,983 万

6,000円が収益となる計算でございます。 

 続きまして、第３点目の自治体がみずから直接営利事業にかかわる危険性、２年後の電力の自由化に対する考

え方ついてお答えをいたします。 

 風力発電を導入する場合、風力発電設備設置後に電力会社と20年間の売電契約等を締結いたしますので、危険

性は少ないと考えているところでございます。 

 次に、電力の自由化についてですが、平成12年３月に一定規模以上の大口需要家に対し、大手電力会社以外に

も電力供給の道を開くということを目的に、電力の小売り供給の部分自由化として電気事業法が改正されたもの

でございます。この内容につきましては、電力会社以外でも自社で発電所を建設し、電力を販売することができ

るとしたものでございます。また、質問において２年後の電力の自由化と表現してございますが、自由化のあり

方を法改正後３年後をめどに再検討することと理解してございます。 

 次に、４点目、風力発電の導入による町の将来展望及び具体的な成果についてお答えいたします。 

 第４次総合計画においても、環境に優しいクリーンな自然エネルギーの導入を推進しており、１点目でお答え

してございますが、観光的なシンボルと同時に周辺を整備することにより、公園化も可能であると考えておると

ころでございます。 

 次に、導入による具体的な成果との質問でございますが、地球環境に優しいクリーンな自然エネルギーを導入

を推進することによりまして、自然環境と共生するまちづくりにも寄与するものと考えます。 

 また、売電による収益を得ることができ、その収益については他の事業の財源として投資できるものと考えて

ございます。 

 第５点目ですが、システム設計の進捗と今後の事業の進め方についてお答えをいたします。 

 新エネルギー産業技術総合開発機構への平成13年度の風力発電フィールドテスト事業、システム設計の応募に

つきましては、行政報告で申し上げましたように、平成13年 7月12日付におきまして、共同研究計画提案書を

添えて応募したところでございます。 

 なお、この計画提案書の審査を受け、その結果として９月６日付にて共同研究事業者として採択の決定通知が

おりたところでございます。 

 今後につきましては、システム設計の事業として地形地質調査、騒音電波障害等を含めた環境調査並びに評価、

風車の選定、実施設計と事業費の積算、経済性の評価、電力会社との協議等の内容でございまして、今後風力発

電事業の可能性についての調査研究をするということでございます。 

 以上でございます。 



○議長（山田力男君） 15番、内山恒昭君  

○１５番（内山恒昭君） 先ほど壇上でも申し上げましたけれども、現在風力発電の情報公開等によりましても、

まだ国民並びに町民が周知徹底をされてないという中でございますので、私は現在国内の導入実績等を説明しな

がら質問をいたしたいと思います。 

 これは1999年11月現在のＮＥＤОのホームページによります。風力発電の導入実績ということで、全国で設

置箇所が 103カ所、そのうち自治体関連が20、電力会社が10、残り73が民間会社でございます。特に単独導入

の自治体は全国で12、そのうち県が１、市が４、町が５、村が２というぐあいに説明していきたいと思います。 

 いわゆる稼働年月日、設置者、設置場所、出力、台数、メーカー、用途というぐあいに説明いたします。96年

６月、静岡県が御前崎町に 300 キロワットを１基、三菱重工、保安施設用電源、市では島根県の出雲市が92年

に16.5キロワット、これを２基、ヤマハ発動機、し尿処理場用の電源でございます。石川県の松任市、これが 100

キロ１、海浜公園用設備、それと北海道室蘭市が98年に 490キロワットの１、これは三菱電機でございます。

これは橋梁施設ライトアップ、並びに 1,000キロをもう１台入れまして、非常時用電源ということで入れており

ます。 

  それで、ごく最近、99年２月に三重県の久居市、これが 750キロ４基、いわゆる総発電量300 キロを入れま

して、これが初めて売電事業専門に立脚した市でございます。それで、町では1991年、これが愛媛県の瀬戸町、

これが10年前ですね、温室用電源、それで北海道寿都町が16.5キロを５台、これヤマハ発動機、中学校への電

力供給。そして、山形県の立川町が93年に 100キロワット風力を３基導入しまして、これは実験実習館用とい

うことでございます。そしてまたごく最近98年に北海道の苫前町が 600 キロを１台、これが売電、そして、高

知県の檮原町が 600キロ２台、これが売電でございます。そして村では岡山県の美甘村、これが16.5、これが１

基、山展望展示館用、大分県の前津江村で 245キロを２基、日立造船、これが公園施設用。それと自治体と共同

設置方式、いわゆるこれが第３セクター方式ではないかと思われるんですけれども、この自治体が８市町村、市

が１、町が７で、これは98年以降に盛んに導入されるようになっております。これが98年にＮＥＤОと稚内市 225

キロ、これが試験研究所及び市の施設用ということで。そして98年10月にＮＥＤОと静岡県の大東町、これが 230

キロ１基、日立造船、試験研究所及び町営施設ということで。また98年11月にこれは北海道の上ノ国町、これ

が 500キロワットが２基、三菱電機、試験研究所及びアワビの養殖栽培センター用の電源でございます。 

 ちなみに、全国で一番早かったのは三菱電機が1985年に長崎県に 250 キロワット１台を入れました。これが

試験用に入れたのが一番早いということになっています。 

  今申し上げましたとおり、ほとんどが自家消費電力、いわゆる町おこしにつくったということが主でございま

して、売電という形で使っているのは町と市を合わせましても３件でございます。なぜうちの町が売電を必要と

するのか、その辺のところを再度質問しておきたいと思います。 

 やはりこれは導入の方法なんですけれども、この方法には単体設置と複数設置、いわゆる集合設置があるわけ

です。単体設置というのは消費用、これは主に既存の電力と併用して、自家消費用の電源として利用されており、

地域におけるクリーンエネルギーのシンボルとして活用されております。これが主に自治体が導入している例で

ございます。それで、２番目にこれは売電用、いわゆる集合設置でございます。これについては家電エネルギー

密度の低さ、不規則性を複数の風車で補い、安定した発電電力を得るための設置形式であり、ウインドファーム

あるいはウインドパークと呼ばれる。海外で多くウインドファーム建設が始まったところであるということで、

これはむしろ欧州の方で86年のチェルノブイリの原発の事故から環境に対する意識が変わったということで、主

に自然にエネルギーを利用しているということで、今欧州で盛んに条件整備ができているということでございま

す。 

  国内では静岡県の大東町、これが単体設置。これはＮＥＤОとの共同設置でございます。先ほど申し上げまし

たけれども、98年 10月に 230キロワットの風力発電システム１基、これは大東町海洋公園内に設置、発電電力

は大東シートピアに使って、余剰電力は売電ということでございます。余った電力を売っているということです。



町おこしでね。それと、北海道の室蘭市、これは単体設置であり、後に 1,000キロワット１基を増設、これは白

鳥大橋のライトアップ、イルミネーションと白鳥大橋記念館の電源としての利用目的で設置、設置容量は 490キ

ロワット１基である。この施設は1998年４月運転を開始、その後白鳥記念館の災害時における電力供給の蓄電設

備を併設、 1,000キロワットの風車を設置。これらは発電設備による発電電量が上記の市の設備に供給、余剰は

北電に売電されていると。 

  それと、2 例目に青森県の龍飛崎、これは集合設置でございます。龍飛ウインドパークと言いまして、東北電

力が建設の大規模風車発電所であり、平成３年 275キロワット５基、平成７年 300キロワット５基、さらに平成

８年 500キロワット１基、1998年現在合計11基、容量は 3,375キロワット、ちなみにうちの町は 1,600キロワ

ットでございます。これは集合設置でございまして、発電の実証試験を行っているということ。 

  それで、４番目に、苫前グリーンヒルウインドパーク、これは集合設置、これは北海道の苫前町に株式会社ト

ウメンが建設、総出力２万キロワットの国内初の大規模風車である。風力発電はデンマークのボーナス社の３枚

翼風車で、設備容量は 1,000キロワットの風車を20基導入されている。総事業費は45億円で、1998年11月建

設着工、99年 10月１日から北海道電力系統に接続し、発電電力はすべて売電をされていると。ほとんど電力会

社で、民間が売電をしているのに対しまして、なぜうちの町が売電事業をするのか、その辺がちょっと私、考え

られないものですから質問をしているわけでございます。 

  さらに、これは先ほど課長が申し上げましたけれども、目的、いわゆる動機ですね、これは立川町の導入例で

すけれども、これらつきましては1993年の８年前に、自然実験用電源ということで、 100キロワット３基を導

入し、町おこしに着手ということで、全国でも有数として知られている地域特性を生かし、個性的で魅力ある町

を創成する。地球に優しいエネルギーとして風力エネルギーを活用する。小さな町の小さな環境問題の行動、こ

れがニューウインデット案、風車村構想の基本コンセプトであるということで、やはり目的が町おこしというこ

とでしっかりしているわけです。そういうことで、うちの町の導入の方法についてちょっと私は理解に苦しむも

のですから、質問をしたわけでございます。 

 それと、建設コストでございますけれども、最初、３月定例会におかれましては、助役さんも建設コスト等に

ついては申し上げられなかったものですから、お聞きしたわけでございますけれども、いずれにしても、前回の

ときは風力でもうかるもうかるという発言が主だったものですから、今回は聞いたわけでございますけれども。

さらにそれに輪をかけて町長の発言はやはり民間企業の減価償却、そういう企業会計と違うもので、さらにもう

かると。20年間で累積純益が２億 9,000万円と言っていました。それで20年で割ると 2,400万円ないし2,500 万

円といういことでおっしゃっておりましたものですから、いずれにしても、物をつくるには基本的な試算という

ものがありますもので、それらを差し引いた場合に、そんなにもうかるわけがないと、そのように理解したもの

ですから質問をしておるわけでございます。再度質問をいたします。 

 それで、ちなみにうちの町はこの前の中では町長、あくまで売電だということで、一たん東京電力の高圧線を

入れて、それからまた現金対価を得て、それを特別会計で処理すると。それについては条例等も改正しなければ

いけないということでございますけれども、その辺が理解に苦しむわけです。やり方はいいにしても、特別会計

ということについてもう一度説明をお願いしたいと思います。 

 ちなみに、うちの町の公共施設等によります光熱水費を決算書から拾ってみました。平成８年には 6,500万円、

平成９年が 6,600万円、10年度にいきまして、11年が 6,500万円、12年が 6,700万円。これが決算からよった

数字でございまして、恐らくこの中では電力が８、ガス  ──水道はないと思いますけれども──ガス等が２で、

８対２ぐらいの割合ではないかと思いますので、平成８年が 5,200万円、９年が 5,280万円、11年が 5,200万

円、12年が5,360 万円。これだけ公共施設に使っているんですけれども、この料金について風力で上がった収益

を差し引いた残りを支払っていくという、そういう考えだと私は納得するわけですけれども、実際税金で建設し

て、対価を得るということに納得がいかないわけです。その辺のところについてもう一度改めて質問をいたしま

す。 



 とりあえず、そこまでお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） いろいろお勉強をされて、反論というか、悪い材料を随分お集めになりまして、御苦労

さまでございました。風力発電建設事業についてですが、なぜ売電するのかということでございますけれども、

これ自分ですぐ使うということになりますと、その施設が必要でございます。東電へ売って、それはそれで対価

を得て、こちらはこちらで使うということの方で効率的だということでございまして、詳しいのは後で助役が説

明すると思いますけれども、そういうことでございます。 

 なぜ特別会計かということでございますけれども、特別会計は収益事業をするもので、特別会計ということで

やっていこうということでございます。水道会計のお話をされましたけれど、水道会計は私になって今まで五拡

というものをやらなければ優良企業でありましたけれども、この五拡をやって、これからのそれの償還というこ

とで、大変に苦しい会計になってきているということでございまして、もう少し33億円の投資ということを慎重

に考えていただいてあれば、今までですと五拡をやらない前ですと、大体 5,000万円から 8,000万円ぐらいの利

益を得て掘ったわけでございまして、そういうことでそれをもう少し我慢してためておいてからの投資というよ

うなことにしていただいておけば、値上げというような問題は起こらなかったかなというふうに思っております。 

 それに対して風力発電は起債で行いまして、その金利、それから償還元金等を差し引きましても利益が出ると

いうことでございまして、またその裏づけといたしましては、議員がおっしゃるのでなくて、まず完成しますと

15年間の契約、同じ価格で買うということでございまして、これは今のところの試算でございますと、11円幾ら

ということでございます。それからあとまた５年間の契約ということになります。この試算は17年で償還すると

いうような計算でございますから、十分に合っていくということでございまして、税金で建設ということ  ──

これが町村というようなことでないと50％の補助がないわけでございまして、これがあるという、もうかるから

うやるということであれば、なぜ電力会社がやらないかということでございますけれども、今の電力会社、補助

金がないということでの全投資でありますと、まだ採算点に達していかないということが一番大きな原因のよう

でございます。そういうことでございますものですから、やっていくということで、特別会計でやっていけば、

やはり企業会計でございますから、減価償却も十分にその中でできます。町の特別会計にしないで一般会計です

るというと、減価償却というものが見込めないわけでございまして、終わって、その次の再投資というのができ

なくなるわけでございますけれども、先ほど課長が示しました収支計画でいきますと、これは減価償却も全部経

費として入っている。それが積み立てていかれる、17年ですか、償却は。そういうことでいくということは、今

度は再投資がその金額でできるというようなことでございまして、そういうことで、今自治体としても税金でや

れば半分の補助といいますか、ＮＥＤОが共同事業という形で半分負担するというようなわけになるわけでござ

いまして、クリーンなエネルギーでエコエネルギーの町ということで、理念がないということではなく、理念が

大いにあるわけでございまして、それと、また観光の話題性あるいはそれによって収益が出て一般会計でもその

金を使って、町民のために事業ができるということで、こんないい事業はないというふうに私は思っております。 

 詳しくは助役の方からひとつ。 

○議長（山田力男君） 助役。 

○助役（内山重樹君） ただいまの風力発電の関係、町長いろいろ答弁したとおりでございますけれども、そう

いった議論の延長線上の中で、今内山議員の方から今回の風力発電の中で地方自治体の設置箇所数が非常に少な

いと。それによって改善をしていく検討を東伊豆町がと、こんな意味の含まれた議論だと思うんですけれども、

いろいろ言われていますように、この町もそのままですと、かなり疲弊をしておりますので、何かちょっと刺激

的なアクションも一つは起こしたいなという気持ちがあります。したがって、全国で初めてであっても、いろい

ろ試算の中でそれが目安となれば、私は十分事業として取り組んでいく、こういった前向きの姿勢もある面では

必要ではなかろうかなと、そんな感じが私はいたします。 

 そして、いろいろあるんですけれども、とにかく今国の施策の中でも、要するに地球に優しい環境づくりとい



うものをいろいろやっております。ただ利益の追求のみならず、そういった方針を打ち出していますので、理論

武装があるならば、そういった事業に取り組んでいく必要もある面ではあるのではなかろうかなと、こういうよ

うな感じがいたします。 

 いろいろ御質問があるんですけれども、この自治体の中でいろいろ希望はあると思うんです。ことしのＮＥＤ

Оの話を聞いてみますと、大体 150ぐらいの申請があるんですけれども、その中で採択が大体40カ所ぐらいか

と、こういうことですので、その風力電力を設置したい民間、自治体と問わずかなりあるんですけれども、風向

調査の結果がいいのか悪かったのか、申請書類が不備なのか何なのかわかりませんけれども、希望はあったにし

ても、そういった補助対象から外されているということもありますので、潜在的にはこういった風力発電を希望

している自治体もそれなりにあるんではなかろうかなと、こんなような感じがいたします。 

 もう１つは、この１月30日のときの全協でお話をさせていただきましたし、あるいは先ほど課長が申し上げま

したように、３月の定例議会の中でも栗田議員から一般質問がありまして、答弁をしてございますけれども、と

りあえず 1,000万円の予算の議決はいただきました。採択をされるならば、２分の１の補助が出るということの

中で、システム設計、先ほど課長が申しましたように、幅広く地質調査ですとか、環境調査、風車の選定、それ

から経済評価性、こういったものまで全部システム設計の中に含まれてきますので、その暁にはもう１回議会の

皆様方には御相談を申し上げますと、そこの中で取捨選択がまだ残されているということですから、これがたま

たま今採択をされまして、これからＮＥＤОとの共同研究事業として、ただいま申し上げましたようなシステム

設計に入っていくと。こういうことですから、今内山議員がいろいろおっしゃったことにつきましては、すべて

ＮＥＤОの報告書の中に含まれておりますので、しかるべきときにまた具体的なお話をさせていただきたいなと

思います。 

 それからもうかるはずがないというふうに、これもおっしゃったんですけれども、今私どもの推定の中では、

これもただいま町長が申し上げましたように 1,500 キロワット以上でないとＮＥＤОの補助対象事業にはなり

ません。 1,500キロ以上というと 600を３基つくるのか、 800を２基つくるのか、 1,500以上といってもいろ

いろあると思うんですね。その中でいろいろ調査をしてみますと、 800キロワットの２基が一番経済コストがい

いのかなという結論にもたどり着いたわけです。そんなことの中で計算をしていきますと、平成13年度は東京電

力が電気を買う単価は１キロワット11円70銭です。今この町が風力発電ができたとするならば、13年度契約で

するならば11円70銭ですから、向こう17年間は11円 70銭、内山議員がおっしゃったように、電力の自由化等々

ありますけれども、これは11円 70銭の17年間固定されると固定されると。こういうことになりますから、いろ

いろ調べてみますと、来年度はいろいろ厳しい状況もあってできるかどうかわかりませんけれども、10円台の後

半、11円台ぐらい、そんなような見通しがある面ではできるであろうと。そういったようなことが今調査の中で

わかってきましたんですけれども、この前の全協のとき、あるいは栗田議員の質問のときにも４億9,000万円ぐ

らいの20年間で売電収入がありまして、それを20年で割ると2,400万円ぐらいと。こういったことにつきまし

てはいろいろシステムのランニングコストですか、そういったものも全部入っていますし、起債の元利償還金も

入っています。それからもう１つは人件的なもの、専任とはできないんですけれども、兼務でやるぐらいの人件

費もこの中に見込まれていると。そういったいろいろな諸支出を見てみましても４億 9,000万円ぐらいの収益が

出るであろうと。こういうふうに推計をしてありますので、もうかるはずがないという議論については、私は若

干反論をさせていただきたいなと。 

 こんなことの中で、とにもかくにもシステム設計をやりまして、もう一度御相談を申し上げます。その中には、

再三言っておりますように、経済性ですとか環境アセスとか総合的なものが出てきますので、そういった意味で

御相談を申し上げることにつきましては、何ら変わりがございません。 

 それから、光熱水費の関係のことをるる申し上げておられましたけれども、機能的にはあそこに予定どおり風

力発電が２基できるとするならば、総合グラウンドですとか、給食共同調理場ですか、そういったものがありま

すから、物理的には配電を施すことによって、直接そこのところに電気を通ずることもできるんですけども、私



どもの考え方としては、売電として、売れるものは売って収益を上げて、そういった公共施設が電気料を払うも

のについては払っていく。こういうシステムを基本的には考えていきたいなと。そういうふうに考えています。 

○議長（山田力男君） 15番、内山恒昭君。 

○１５番（内山恒昭君） ３月議会答弁とほぼ変わってないということは認めます。 

 この中で課長が言うには、一応主目的ですね、これは売電収入が得られると。施設整備をすることにより電力

供給が可能になりセッティングができると。 

 それで３点目に、観光資源として話題性もあり、全国に発信ができると。これがおおよそのまとめじゃないか

と思います。 

 町長、この前の発言では、エコエネルギーの町として全国に発信ができる。風の強い町のイメージかエコエネ

ルギーの町のイメージか、その位置づけで非常に悩んだが、昔から稲取は、ならいの風とかかあ天下が名物であ

り、風の強い町のイメージを逆手にとったと。それでまた５、６年前からスウェーデンの方の発電の機能を使っ

ているということも、熟知していると。それでまた東電が風況調査を独自で行うということと、山を荒らさずに、

鉄塔を建てるノウハウを持っていることで、ある程度やれるかなということで、調査をやることを助役にキャッ

プになってもらって、受けさせたということを言ってます。 

 また白田の水力発電所もあり、20％のエコエネルギーを発電している町として、いいのではないか。また東電

に売電することにより、施設の合理性ということ。風のないときもある。売電により長期の契約。これが 11 円

50銭で買うということで収入が安定する。先ほど助役が申し上げました試算、これは企業会計としての試算であ

り、行政の場合には減価償却というのはもう要らないと。減価償却を入れても、約２千万ぐらいの年間余裕が出

る試算であると。だから減価償却を積み立てるなり、また町の方で使うなりということで、幅がさらに出てくる

いう発言をしております。 

 助役さんですが、国の施策の中の１つとして、地球に優しい環境づくりに共鳴したと。それでまた稲取環境基

盤整備推進協議会、いわゆる環推協の、新世紀稲取リニューアルアクションに示されたその中に、風力発電所の

要望が背景にあると。 

 また、会計予算については、ことしはあくまでも委託調査であるので、一般会計から事業が開始された年から

売電収入として得られるものは、特別会計に切りかえる。それには条例整備が必要となる。売電収入があるなら

ば一般会計に繰り出し、行政施策面の向上を図っていくことを基本に考えている。また公共施設等、施設用電源

の利用については、基本的には東電に売電する。売電をする前に配線することによって公共施設にも電力として

供給できる。しかしながら、これはあくまでも特別会計ですから、特別会計の方に収入として入ってくる。こう

いう経理の方法を基本に考えている。システム設計評価ができたら、議会に諮る必要がある。それから建設に向

けてアプローチをかけると。 

 収益については、机上の計算だが、元利償還金を返した純利益は、20年後、大体４億9,000 円の累積となり、

これを20年で割ると年間 2,400万円ないし 2,500万円が見込まれる。このような答弁をしております。これは

売電を専門にするということは明らかですから……。そうじゃなくて、私はね、今言うとおり、１年間六千五、

六百万かかる、公共施設にかかる料金を一応売電じゃなくて、それを相殺した残りを支払うという、公共施設に

使うということなら別に施設整備をしなくても東電の高圧電線に入るということですから、これは結構なことで

はないかと思います。 

 別に私、反対しているわけじゃないです。ただ単にですね、これから   いく電力自由化について、この単

価、あるいは長期契約の優遇さ、これらが既に電力が余っておって、そのシステムが崩壊をしているという現実

があるわけです。 

 この新聞をちょっと読ませていただきます。北海道瀬棚町の売電計画。日本初、海上風車に逆風。これ以上の

購入は凍結。北海道電力。いいですか。 

 クリーンエネルギーとしてふえている風力発電。売電収益と知名度アップをねらい、日本初となる海上風車を



計画した北海道瀬棚町が困難している。頼みの北海道電力が、電気を買ってくれないのだ。渡島半島の西岸、半

農半漁の人口 2,800人の町。昨年11月、平田泰雄町長（56）は、新聞を手にして目を疑った。北海道電力新規

購入を凍結と、地元新聞が１面で報じた。10 日ほどして、風力発電の受け入れを差し控えさせていただきます、

と文書が北電から届いた。日本で第１号となる海上風車の建設に３年前から取り組んできた。予算規模34億の町

にとって、８億円の大事業沖合 500メートル、高さ40メートル、発電量 600キロワットの風車を２基、今年度

中に建てる計画だった。北電の地元幹部も計画づくりに加わっていた。てっきり予定どおり進むと思っていた。

早くしないと日本初を逃してしまうんだ。平田町長は焦りを強めている。 

 北電が新規購入を凍結した表向きの理由は、周波数や電圧などへの影響を検証するためとし、設定した15万キ

ロワットの購入枠が余ったからだ。広大な土地と風に恵まれた北海道は、風力発電の先進地。今年度中に建設も

含め、風車は 172基。総出力15万９千キロワットに達する。厄介者の風が金になる。北海道で風力発電が盛ん

なのは、財政難に苦しむ小さな自治体が売電に目を向けたからである。収入の４分の３を交付税で頼る瀬棚町も、

年間 1,600万円、ないし 4,400万円の売電収入を当てにしている。しかし購入の背景には、先ほど申し上げまし

たけれども、１キロワット18円ないし24円。 3,000キロワット以下という発電コストの高さ。火力の 2.5ない

し３倍、原子力の３ないし４倍とされる。普及を支援するとして、北電は１キロワット11円 95銭、17年間同額

の歩合で購入してきたが、15万キロワット、年間25億円の持ち出しになる。一般家庭の電気、20数円に当たる。

経営努力で値上げこそしていないが、無期限に買い続ければどうなるかと北電広報部は話す。このように新聞に

載っているわけですよ。 

  さらに、電力の自由化になって、また消費電力が４年間も夏のピークを越していないという現状でですね。何

でうちの町が、その売電を当てにするかということなんです。先ほど申し上げましたけど、私は決して反対する

ものじゃないです。それをなぜ町おこし、あるいは年間の公共事業施設に使っている電気のですね、とにかく電

気っていうのは８割を占めるわけですから、そういうものになぜ使わないかという。私がいうには、もちはもち

屋に任せた方がいいじゃないかと。そういうぐあいに考えたものですから、質問をしておるわけでございます。 

  それとですね、目的についてもですね、立川町ですけれども、これは、現在進めている風車村構想は、住民が

一体となってさまざまなアイデアを出し、懇談会やイベント等が積極的に開かれています。例えば、実用化され

ている風力発電を基本に、国内外の技術を集積、地球からのメッセージを発信していくことを目指し、大規模ウ

ィンドパーク構想、風の温泉、温泉プール、風のエネルギーを大きく活用できる施設を建設すること、また風を

科学、芸術、スポーツ、遊び等、多面的にとらえることで風車のロマンを体験できるゾーンを形成し、風の科学、

芸術館、風の彫刻、風のサーカス、風の展望台等、風をキーワードに多くの人々が楽しめるアメニティパークや

施設を整備すること。さらには風の学校、風のシンポジウム等、イベントや学習を取り入れながら、町全体を風

の町としてアピールすることを目的としているということで、目的ですね、理念がはっきりしているわけなんで

す。 

 ただ、先ほどから何回も言うようですけれども、その特別会計扱い。これがいいものかどうか。仮に売電をし

て、税金で建設して、売電による対価、いわゆる現金を得たら、これは町民に現金で返してやれば、これは大い

に直接還元できますから、町民も喜ぶと思いますよ。これを一たん特別会計へ入れて、また町民の理解も得られ

ないうちに、何を言われるかわからないと。そういう公共施設の使い方ってのは、やはり私はそういうことがで

すね、非常に今不安に思うわけでございまして。その辺のところを踏まえて、今なぜうちの町が、日本で一番大

きな、規模の大きなものを自治体でやるのかどうなのか。その辺のところをもう一度お答えを願いたいと思いま

す。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） 誤解のないように、まず税金を使ってということでございますけど、補助金の50％は税

金でございましょうけれども、あとは町は起債でやっていって、それを特別会計で返していくということでござ

いまして、税金を使ってやるという話ではないことを、まず御理解願いたいと思っています。 



 それから、もう一つ、北海道の話でございまして、北海道にはちょうど風力発電に適した地域がたくさんござ

います。ある程度の枠がもういっぱいだというような話でございますけれども、東京電力の場合には、東京電力

管内で風力発電をやっているというのは本当に数少ないわけでございまして、また適地も少ないわけでございま

す。たまたまうちの方が、東電がやった１年間のフィールドテストだけでなくて、かんきつ試験場にありますＮ

ＥＤОの10年間の風力の記録をですね、30メートルですか、こう伸ばしてのこう10年間というものをやっても

秒速で６メートル50以上の風力が得られるというようなデータも、相当の確率性の高いデータをもって計算して

いるわけでございます。大東の場合でも、５点幾つのところで大東町はやっておりますし、先ほど課長が申しま

したように、県もエネルギーの、風車の町というようなことで進めておりまして、それで南伊豆町をやったわけ

ですけれども、南伊豆町の場合は 3.8メートルしか得られないというようなことで、南伊豆町の町長も大変期待

していたんですけれど、調査結果として風力発電へ手を出すことはできないというようなことでございました。

うちの町のここは北海道に匹敵するほどの風況であるということでございまして、そういうことで導入を考えて

いるわけでございます。これは各電力会社も原子力とか、あるいは火力発電とかということでなくて、こういう

エコエネルギーというか、自然のエネルギーを使っての発電ということがある程度の枠組みをはめられているわ

けでございまして、この東京電力管内では、これは大変な貴重な風況を持っているということでございまして、

北海道とこことは大分違うということでございます。18円幾らということでございましたけれど、そうでなくて、

うちの方は半分の補助金をもらうということでございますと、ずっと安い単価でできるということでございます。

御理解をお願いしたいと思っております。 

○議長（山田力男君） 15番、内山恒昭君。 

○１５番（内山恒昭君） 最後になりますけれども、いずれにしても先ほど町長、税金でやるんじゃないと。税

金じゃないですか。起債を起こしたって税金で払っていくのではないですか。起債を起こして、風力でもうけた

お金で払っていくということですか。税金ではないですか。ですから、やはり町民理解も必要ではないかと、こ

のように思うわけでございまして、本当に一番私は引っかかってくることは、町長、この前の発言の中でも、助

役さんをキャップに調査をお願いしたということですけれども、助役さんがキャップでしたら何かプロジェクト

とかそういうチーム、この構成メンバー等ございますか。また、課長会議等もかけてございますか。さらに町民

等にもお話ししてございますか。これらについてよくお答え願いたいと、このように思います。 

 それと、導入については基本的にはやはり建設コスト、私は伊東の風力も見てきました。これは 640キロ、こ

れはこの前やったときで、日本で国内一番大きいということでしたけれども、さらにまた大きいものをつくると

いう中で。それで、設置地点、これは伊東の場合は、造成費は一銭もかかりません。設置費だけでございます。

そういう中で、うちの町については２台入れるということでございますので、かなりの造成費、そして引き込み

料、そのほかいろいろもろもろ先ほど課長が申し上げましたように、いろいろなものがかかってくるということ

でございますので、さほどもうかっていかないのではないのかなと。 

 助役さん、この前も水道事業会計的なことだとおっしゃいましたけれども、現在、きょうの新聞を見ましても、

熱海市あたりも特別会計、いわゆる企業会計、水道事業会計が赤字になっているという、こういう現状を踏まえ

て、また一番に大事になってくるのは、これからシステム設計を計画する中で、電力会社との話し合い、いわゆ

る電力単価の長期購入、この契約  ──やはりもろもろのそういうお話し合いが、しっかりできないと。これか

らさらに電力自由化で厳しくなってくると。そういうことで、各電力会社がそういう発電施設を遠慮していると

いう現実があります。 

 そういう中で先ほども申し上げましたけれども、一応早い者勝ちとか、入札制度  自治体の税金で建設する

自治体に向かないと。そこまで朝日新聞あたりも書いてあるんですけれども、その辺のところについて相当自信

があるような答弁でございますけれども、とにかく私は消費電力、いわゆる今現在ある町の公共施設、庁舎ある

いは図書館、すべての保健福祉センターあるいはいろいろなところの公共施設に使う消費電力、それが年間 6,500

万円かかるということでありますので、それを売電によって差し引いたものについて、足りないところを払って



いくという手法なら、あえて私が心配することもないと思いますけれども、あくまで特別会計に入れて、それを

もうかるものだったら一般会計に繰り出して、公共事業に使っていこうと、そんなやり方は通りませんよ。現金

で対価を得る事業だったら、町民に現金で返しなさいよ。そうすれば喜びますよ。 

 以上、最後にお答えください。 

○議長（山田力男君） 助役。 

○助役（内山重樹君） 内山議員はあくまでも推計論でお話をしていますね。推計論で。私どもは少なくとも当

たらずとも遠からずというような、建設費から、それからランニングコストから、それから元利償還金まで含め

てお話をしているつもりですよね。で、20年後には４億 9,000万円ほどもうかるというふうな話をしてます。し

かし、今、内山議員の話ですと、そんなにもうかるはずがないと。もうかるはずがないという議論はどこかとい

うと、今おっしゃった北海道の瀬棚町の新聞を基礎にして言っていることじゃないですか。 

         （「そういう現状があるということを」の声あり） 

○助役（内山重樹君） この瀬棚町というのは、先ほど言ったように、私も新聞を持っていますよ。発電コスト

が幾らかかっているんですか。うちの方の町が今 800キロ２基やったときに発電コストが幾らだという推計をし

てますか。そういう議論の中でもうかるとかもうからないとか、そして今15万キロワットはもう瀬棚町は北電が

いっぱいなんですよ。そして買い切れないから困ったという話をこの新聞の中では言っているわけです。そんな

議論もあるんですけれども、少なくても私どもはこの試算は 800キロワット２基で、工事費から起債から全部推

計をしまして、20後には４億 9,000万円ほどもうかると、利益が上がるだろうと、そういうふうに言ってます。 

  しかし、これはあくまでも利益事業ではなくて、そういうような前提としては地球に優しいというものを大前

提に考えていますから、国の施策に乗って、なおかつ利益が上がるならばおいしい事業であろうと、そういう見

解を示しているわけですよね。そういうことなんですよ。あとは起債、要するに売電をしないで、公共施設に入

れろということなんですけれども、少なくともこの事業をやるには起債が２億 2,000万円ぐらいします。そうす

ると、東電に売ることによって収入が得られますから、それを財源として起債の返還に充てる予定なんですよ。

それを公共施設にやったなら、公共施設はそれは電気を買わないから財源があるでしょうけれども、そのものは

今度町が払わなければならないですよね、起債を借りますから。だから、売るものは売って収益を得る。そして

そのものを財源としてランニングコストであるとか元利償還金をそれに充てると、こういう考えのどこが悪いで

すか。納得いかないですね。 

○議長（山田力男君） 内山議員、もう４回過ぎました。 

         （「議長、いいですか」の声あり） 

○議長（山田力男君） では、短時間でお願いいたします。 

 15番、内山恒昭君。 

○１５番（内山恒昭君） それが、自治体が営利事業に携わる怖さなんです。確実にこの前も委員会の中で私申

し上げました。あくまでこれは机上の計算だと……。 

○議長（山田力男君） 内山議員、ちょっと申し上げます。 

 最後ですから、今までのあいさつと兼ねて本当の一、二分という短時間ということを私は申し上げましたので、

本当に最後の一言でお願いします。 

○１５番（内山恒昭君） では、机上の計算だということで助役さんもそう言ったわけですよ。だけれども、あ

くまで自然エネルギーを相手にするんだから、それが確実にそれだけもうかるかと、あくまで金の  というの

は……。 

○議長（山田力男君） これは議論が足りませんので、以上で15番、内山恒昭君の一般質問を終結いたします。 

 終結いたしましたのでお戻りをお願いします。 

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

  ◎日程第６ 金指武君の議会運営委員辞任について 



○議長（山田力男君） 日程第６ 金指武君の議会運営委員辞任の件を議題といたします。 

９月10日、金指武君から一身上の理由により議会運営委員を辞任したいとの申し出があります。 

 お諮りします。本件は申し出のとおり辞任を許可することに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。 

 したがって、金指武君の議会運営委員の辞任を許可することに決定いたしました。 

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

  ◎散会の宣告 

○議長（山田力男君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 どうも御苦労さまでした。 

                               （午後  ３時１２分） 
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議 事 日 程 （第２日） 

日程第 １ 一般質問 

    １．１４番 山 田 直 志 君 

     １）財政問題について 

     ２）伊豆スカイライン延長について 

     ３）地域医療への対応について 



    ２．１１番 居 山 信 子 君 

     １）高齢者対策としての敬老会開催のあり方、独居老人宅のケアーライン１１９導入について 

     ２）学校トイレ改修について 

     ３）児童虐待防止について 

日程第 ２ 議案第４７号 東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条例について 

日程第 ３ 議案第４８号 東伊豆町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する 

条例について 

日程第 ４ 議案第４９号 東伊豆町いきいきセンター設置及び管理に関する条例の 

制定について 

日程第 ５ 議案第５０号 東伊豆町緑と水のふるさと基金条例の制定について 

日程第 ６ 議案第５１号 財産の取得について 

日程第 ７ 議案第６３号 東伊豆町功労者表彰について 

日程第 ８ 議案第５２号 平成１３年度東伊豆町一般会計補正予算（第２号） 



   ◎開議の宣告 

○議長（山田力男君） 本日も冷房が故障しておりますので、上着を自由にお脱ぎください。 

 ご報告いたします。３番の栗田成一君が２時間ほど遅刻いたしますので、御了承願います。 

 皆さん、おはようございます。 

 連日の御審議御苦労さまです。 

 本日は一般質問に続き、日程に諸議案が予定されておりますので、議事進行に議員各位の御協力をお願いいた

します。 

 昨日開催された第一常任委員会の結果を報告いたします。 

 金指武第一常任委員長の辞任願を許可し、山本鉄太郎君が委員長に当選され、また、関野博君が副委員長に当

選されましたので、御報告いたします。 

 ただいまの出席議員は13名で、議員定数の半数に達しております。 

 よって、平成13年東伊豆町議会第３回定例会第２日目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。 

                                           （午前１０時００分） 

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

   ◎議事日程の報告 

○議長（山田力男君） 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付いたしたとおりであります。 

 議事日程に従い、議事を進めます。 

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

   ◎日程第１ 一般質問 

○議長（山田力男君） 日程第１ 一般質問を行います。 

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

         ◇ 山 田 直 志 君 

○議長（山田力男君） 14番、山田直志君の第１問、財政問題について、第２問、伊豆スカイライン延長につい

て、第３問、地域医療への対応についてを許します。 

 14番、山田直志君。 

          （１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） おはようございます。 

 私は、通告に基づきまして壇上より３問質問をいたしますが、答弁は各問ごとにお願いをしたいと思います。 

 まず第１問、財政問題についてであります。 

 私は、町財政の問題が町政現在の最大の問題であるとの認識から、前回に引き続き質問するものであります。

行政報告でも財政の厳しさについては触れられておりましたが、新たな対策等は打ち出されておりませんでした。

町民の中には、厳しい、厳しいと答えるだけなら私でもできるという方までおります。問題は、こうした厳しい

財政状況に町がどう取り組んでいるのか、その方向と中身が大切ではないかと私は考えます。 

 もとより、町長も行政報告の中で触れられていたとおり、現在の町財政の根本原因は、国の経済政策の誤り等

にあるということについては、間違いないことではないかと思います。しかし、このままこれを時世、仕方のな

い問題として見過ごせば、税負担の不公平の増大や、町財政は税の収納率、また税額においても大きく後退し、

財政は硬直化することばかりであります。地域の活性化も、時代に合わせた行政のかじ取りも不可能になること

は明らかではありませんか。そういう点では、最近、はやり言葉ではありますが、現状を打破するための構造改

革が必要ではないかと考えるものであります。財政の事態から見えることは、これまでのやり方では町政を維持

できない、そういう事態に立っているのではないかと思います。そういう立場から、質問を３点にわたっていた



します。 

 第１点は、増加し続ける町税滞納についてであります。 

 町税の滞納状況、これを第一次、第二次、第三次産業ごと、また町外に分けてその状況を教えていただきたい

と思います。また、それぞれに対して、町はどのような対応をとっているのか伺うところであります。 

 第２点目、財政の問題は２つの側面があります。１つは入る方の問題。歳入の問題であります。とりわけ、税

の確保をどのようにしていくのかということが一番大事な問題になってきておりますけれども、私は前回も主張

したわけですけれども、とりわけ政策的な補助金については、その緊急性や不公平などのいろんな観点を考えて、

収納状況に応じて、補助金を支出するというふうな問題を特別に行なうべきではないかと考えるものであります。

この点について、こうした形を通じて、税の確保に全力を挙げるべきだというふうに考えるものでありますから、

答弁を求めます。 

 第３点目、歳入と同時に歳出、出るを制するという問題があります。その点では、行政経費や補助金などの見

直しというものを、抜本的にしなければならない時期ではないかというふうに思います。既にこの間のやりとり

の中でも、行政改革の大綱またはその実施計画等において、町の方はヒアリングを含めていろいろなことをやっ

てきたというふうに聞いてはおりますけれども、もう一歩突っ込んだ抜本的な見直しが、さまざまな分野で必要

ではないかと私は考えるものでありますが、町としては、このようなことについてどのようにお考えでしょうか。 

 第２問、伊豆スカイライン延長についてであります。 

 この伊豆スカイライン延長、または南進とも言っておりますが、こうした問題は、田村町長になってから急浮

上した問題であります。しかし、どうでしょうか。数十億をかけて、あの天城山中にトンネルを堀り、採算もど

うなるかわからないという道路をつくること、このことが適切でしょうか。今、こうしたむだな大型公共事業に

全国で批判の声が集まっているのではありませんか。私は無謀な計画は見直すべきだと考えます。そういう立場

から、２点伺っておきたいと思います。 

 再三、県において調査をしているということでありますけれども、一体その見通しはどうなっているのか、ど

こに問題があるのか、明らかにしていただきたいと思います。 

 私は、現在の財政状況を勘案すれば、この事業を町として推進することは、最も困難ではないかというふうに

考えるものですけれども、考えを伺うところであります。 

 第３問、地域医療への対応についてであります。 

 昨日も、栗田議員が質問をしております。これまでの経過など重複しますので、これらの点については割愛を

したいと思います。 

 私は、これは日大の問題というとらえ方では事態を打開できないと思います。これは町民の命と健康にかかわ

る地域医療の問題としてことに当たることが、一番大切であると考えます。地域医療であればこそ、県にも町に

も責任がないとは言えない問題であります。そういう観点から２点について質問いたします。 

 この間、議会全員協議会や昨日の答弁を聞いていても、町長の発言に私は違和感を感じます。それは、町長は

民間の医療期間の方が、いい医療が受けられるというふうに考えているのではないでしょうか。普通、多くの町

民の皆さんは、ほとんど公的に近い大学病院が、この日大が撤退をして純粋な民間医療機関に変わるということ

は、医療基盤が後退するというふうに考えるのが、最もノーマルな考え方だというふうに思います。そういう点

では、ここに大きな違いがあるように、昨日も答弁を聞いていて感じました。どうお考えでしょうか。 

 次に、町民の切実な要望である地域医療の確保、充実に向けて、町として今後どのように対応されていくのか、

残念ながら行政報告等でもこれらについては触れられておりませんでした。町としての基本的な考え方をお聞か

せいただきたいと思います。 

 以上、壇上よりの質問を終わります。 

○議長（山田力男君） 第１問の答弁を求めます。 



 町長。 

         （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） おはようございます。 

 お暑い中、冷房の故障ということで、なおお暑いということでございますけれども、我慢していただきたいと

思っております。 

 山田直志議員の第１問、財政問題についてでございますが、３点にわたって質問がなされておりますが、１点

目の、税滞納の状況と町の対応はの質問につきましては、税務課長から答弁をさせます。２点目、３点目は順次

私から答弁いたします。 

 ２点目の政策的補助金は収納状態を反映した支出についてお答えします。 

 政策的補助金につきましては、特定の個人及び法人を対象として交付しているものではございません。したが

って、その支出に当たり、特定の個人及び法人の町税の収納状況を反映させることは適当でないと考えておりま

す。また、町税の徴収率が悪化していることについては、大変憂慮すべき問題として受けとめておりますが、そ

の背景には、現在の深刻な不況が大きな影を落しているわけでありますので、補助金等の財政支出を圧縮するこ

とが景気に及ぼす影響についても、配慮して対応すべきものであると考えております。 

 ３点目、行政経費や補助金の見直しについて、お答えいたします。 

 行政経費及び補助金の見直しはどのようにするかとのご質問ですが、行財政改革につきましては、平成 10 年

12月 24日に答申がされました東伊豆行政改革大綱の着実な達成を図るため、平成11年６月１日から東伊豆町行

財政改革実施計画書を策定し、平成11年から15年までの５カ年間を一区切りとして、現在行政経費の削減に向

け、鋭意努力をしているところでありますが、職員には、実施計画書の内容だけにとどまることなく、日ごろの

事務執行に当たり、積極的に経費の削減に取り組むよう指示を徹底しております。また補助金の見直しにつきま

しても被交付団体とのヒアリングを実施するなどして、事務内容及び補助金の妥当性につきまして十分精査し交

付してまいりましたが、第２点目でも触れましたように景気対策という観点も考慮しつつ、今後も適正な補助金

の交付に努める考えでおります。 

 以上でございます。 

○税務課長（鈴木英夫君） それでは、第１点目の税滞納の状況と、町の対応についてお答えいたします。 

 まず、今議会定例会で審議されます平成12年度一般会計決算書によりまして、町税の滞納状況について申し上

げます。 

 平成12年度、現年課税分収入未済額は２億 5,880万 9,000円と、平成11年度以前の滞納繰越分収入未済額９

億 4,221万 3,000円、合わせまして12億 1,002万 2,000円となります。平成12年度現年課税分の収入未済額

２億 5,880万 9,000円の主な税目といたしましては、個人、法人を含む町民税で 2,794万 7,000円、11％。固

定資産税が２億 1,288万 7,000円で、82％。特別土地保有税で 1,720万 2,000円、７％の内容が主なものでご

ざいます。 

 現年課税分収入未済額の82％を占める固定資産税について、町外未納者、町内未納者に区別いたしますと、町

外未納者が約23％、町内未納者が約77％の割合となっております。 

 ご質問の産業分類別には電算処理されておりませんので、町内未納者について手作業で産業分類別に大まかで

すが見てみますと、第一次、第二次産業関係者と思われるものが、約19％、第三次産業関係者と思われるものが

81％と見られます。 

 次に、町税の滞納者への対応についてのご質問ですが、翌年度の繰り越しのもととなります、現年課税分の未

納額を減らすことに傾注いたしまして、法定に基づく督促状の発送、催告書の発送、職員による臨宅訪問徴収、

町外未納者に対しましては出張徴収並びに町内高額未納者に対しましては、町三役にお願いいたしまして臨宅訪

問を実施いたしました。悪質と思われる未納者に対しましては、差し押さえ予告及び差し押さえの実施、年度内



の完納を目指す分割納付等も実施しておりますが、町長も先ほど申しておりますように、景気停滞が非常に厳し

くて、徴収の環境に非常に苦慮している内容でございます。今後も収納税額並びに収納率向上を目指し、徴収に

努めていきますので、ご理解をお願いいたします。 

○１４番（山田直志君） 今、税務課長からの御報告で大体滞納の状況もよくわかってくるわけですけれども、

ですから町長どうでしょうか、私は政策補助金、はっきり言えば観光協会なんていうのは、こういう対応もして

いいんではないでしょうか。再三言っているように、町長も個人には差し押さえしていると、しかし旅館はいろ

いろな影響も含めて差し押さえ等はしないわけですよ。そういう状況の中で、実際今税務課長が言われたように、

固定資産税でも約８割、金額ベースで言えば２億円を超える部分の滞納というのは第三次産業関係で出てるわけ

ではないですか。そういう状況が町の中に存在しながら、片方で観光宣伝費でございます、観光事業費でござい

ますというものを一方的に出すだけで、これは行政のあり方として公平なあり方でしょうか。この事実は、町民

の皆さんからは納得できない内容だと思いますよ。 

 町長が言われたように、補助金が、それは基本的にはその事業に対するものであったり、これを連動させるこ

とがどうかということについては、平常時であれば全く僕もそういうお答えをしたいと思います。しかし、今東

伊豆町のおかれている状況は、そうした通り一遍の平常な考え方だけで対応していていい状況かどうかというこ

とを、考えなければならない状況ではないかと思うんです。すべて補助金を減らせとか半分にしろとか、こうい

う議論を言うつもりはありません。ですからそれは補助金を、例えばどんつくだとか海上大文字焼というのも、

事業で言えば 900万円くらい出しているわけですけれども、その例えば半分の 450万円に対してだけでも、そう

したものを勘案して補助金支出するぐらいのものがあったっていいんではないですか。 

 全体で、観光関係の人たちも今までも町の財政を支えてきてくれたと思いますけれども、これだけ税収が上が

ってこない中で、その痛みについては何らかは感じていただく必要というのがあると思うんですよ。一般の商店

や町民の皆さんが滞納すれば、催促通知や臨宅だけではなくて差し押さえまでもされるという中で、片方はそう

いう意味では差し押さえもされない、一方で町からは多額な補助金を受けて商売をし続けていく、これはやはり

あまりにも不公平が過ぎると思うんですよ。大きな制裁にするというのではなくて、観光業者全体で今の町の状

況について痛みを感じるぐらいのものというものが必要だと僕は思っています。これについてはぜひお考えを伺

いたいと思います。 

 ２つ目に、町長、補助金の問題、歳出の問題でも補助金等経費の問題があるんですけれども、町長が言われた

ような中身というのは、行政改革の実施計画書にあるとおりだというふうには思っていますけれども、本当にこ

の計画書でいけば、もう既にヒアリングやいろんな形をして、補助金については見直すべき点がないよと、こう

いう結論ではないですか。だけれども本当にそうでしょうか。観光関係もそうだし、商工会の補助金にしてもそ

う、農業振興会の補助金にしても、東伊豆町のそれぞれの分野における補助金というのは、周辺の町村等と比べ

ても非常に大きい金額になっています。これは財政的にそういうことがやれた時代もありますけれども、今本当

に周辺の市町村で補助金について、公私の負担の見直しであるとか、考え方をもう少し研究をして、東伊豆町の

補助金に対する考え方も抜本から見直してみるくらいの検討は必要ではないでしょうか。 

 適合か、間違ったお金を使っていたかどうかということでいけば、それはどんな形で役場の職員の方がそれぞ

れの団体とヒアリングをしても、そんな間違っているお金の使い方とか条例や法律に違反するようなお金の使い

方はないと思います。しかし、お金があった時代では、そういう支出が認められたけれども、今財政が厳しい中

で、今この時点でこういう支出が適切かどうかと、それについては見直す余地が十分あると思います。もし、役

場の中だけでできなかったら伊東であれ、河津であれ、下田であれ、周辺市町村が同じような補助金に対して、

どういう公私の負担の割合や、事業に対しての考え方で補助金を支出しているのか、こういう問題についてもや

っぱり見直すべき点はまだまだ残っていると思うんですよ。内部で補助金や何かの金額が適切か不適切かという

ものを見直しただけでは、事態は対応できていないと私は思います。そういう点ではそのくらい突っ込んでやる



という考え方がどうしてもないといけないと思うんですよ。そういう問題が出てこなかったら、入る方も、出る

方も、財政に対して私は町が正しい対応を、適切に対応しているとは言えないのではないかというふうに思いま

すけれども、それぞれいかがでしょうか。 

○町長（田村又吉君） 観光予算に対しての見解ですが、議員の見解と私の見解が全然違うということを申し添

えておきます。観光予算で税の滞納をしておいて、ぬくぬくと経営しているというような御主張でございますけ

れども、そういうあれは全然見受けられませんし、また観光予算に対して入湯税という目的税が、今度ちょっと

落ちてきておりますけれども、２億近い収入があるわけでございます。それの６割が観光の補助金の方へと、目

的税として回っております。それと、あと政策的なものということで補助金がついておるわけでございまして、

決して多いというふうに私は思っておりません。 

 税の対応でございますけれども、やはりこれもまだ時効対応にならないから、差し押さえ予告はしております

けれども、差し押さえというようなことにはいっておりません。そろそろ差し押さえもしなければならないよう

な状況にはなっております。一般町民にもそういうふうな悪質と思われるとか、そういう時効になるというよう

なことでは、差し押さえというようなことをやっておりますけれども、これからはもう、そういう対応をしなけ

ればならない時期に来ております。今まで、私は引き継いだころは滞繰りになるのが１億ぐらいですけれども、

今度は12年度の決算におきますと２億というようなことで、そのうち滞納者の中に入っているもので、その人た

ちが営業しており、また他の方もやっておるということで、その人たちが現年分も納めていただけないというの

が相当の比重を占めておるということでございまして、そこら辺に苦慮しているということでございます。 

 それから、補助金について、財政厳しいことは重々でございますけれども、まだそれでもうちの方は24億幾ら

という町税が入ってくるということでございまして、また、その減収分で見ますと、交付金で大部分が補てんさ

れてきているということでございまして、その分でまあまあの運営ができているというようなことでございます。

12年度の決算でもいろいろの節約するところは節約するというようなこと、予算を取ってあってもというような

こと、またそういう交付税がふえたりというようなことで、ある程度の繰り越しができたということで、平成13

年度の予算の財源として、財調から１億 1,000万円繰り出しての予算編成をいたしましたけれども、今度の決算

で１億円は法律に基づく積み立てということで、財調の方へ積み立ててあります。それで、今度の補正におきま

しても、12 月の減収を見込んでというような観点もありますけれども、今までの１億 1,000 万円の繰り出しを 

5,500 万円減額いたしまして、そういう対応をしておるということで、十分に保険といいますか、ある程度せっ

ぱ詰まった財政運営をしていないということをご理解願いたいと思っております。 

 それから、補助金について見直し、観光、商工、農業、根本的に見直せという主張でございますけれども、あ

くまでも町政の運営は、税源を枯らすような運営なり補助金の対応というようなことは避けるべきだと思ってお

ります。やはり産業の振興をし、そして税金をふやしていくというようなことで、補助金を観点を変えて見直す

というようなことは必要でございますけれども、それを、補助金を根本的に変えろというような、減らしていけ

というようなことでございますけれども、やはり産業の振興の面から、そういうふうなことはやっていかなけれ

ばならないということでございます。 

 特に商工費の補助でございますけれども、ほとんどが商工会の人件費の補助といいますか、県が負担し、それ

で町が負担するというふうな割合でやっておりまして、県下でも商工会としての活動は優秀な活動をしておるわ

けでございまして、辛口には私も申しております。金を出している割に振興ができないで、なおチビってきてい

ると、そこら辺は考えてくれというようなことは商工会に申しておりますけれども、これらをまた削ろうとか、

あるいはそれを、では商工会もなおもっと人員を減らせとか、そういうような町のリストラ、県のリストラに対

する対応はしておりますけれども、それ以上の要求はしておりませんし、また、疲弊していくというか、何とか

ここで歯どめをかけるという策を、観光にしろ商工にしろ農業にしろやっていかなければ、町は前進はしていか

ないわけでございます。それでこれらが発展していかなければ、税収がなお減ってきて、それで福祉予算あるい



はそういうものに響いてくるわけでございます。余裕がなお、町財政の弾力性というものがなくなってくるわけ

でございます。 

 そういうことで、補助金に対しましても、また財政の運営に対しましても、そういうふうなことで努力はして

いく、また話し合って節約はしていくということは十分に配慮しておりますけれども、議員の主張するものと私

の思っていることとは大分の隔たりがあるということでございます。 

○１４番（山田直志君） 町長の答弁だと、何年か前の総理大臣の答弁と同じで、それは一つの護送船団みたい

な考え方というのがあるのではないでしょうか。観光の方も、それは補助金が僕は絶対なくていいとか、そうい

うふうには思ってませんけれども、町の観光協会をとってみても、民間のホテルや旅館の方々等が、町の観光協

会費として集めている部分というのは約 400万円ぐらいですよね。町の観光協会の運営で言えば、もうほとんど

の経費というのは町の補助金、事業においてもほとんど町の経費。こういうあり方で、本当に自分たちの生活の

かかった商売を本気で見直すということができるんでしょうか。ゼロにする必要は私はないと思っていますけれ

ども、しかし、あまりにも町からの補助金や何かばかりに依存していて、それをとにかく使うということは考え

るけれども、本当に自分たちの商売に効果が出ているのか出ていないのかということに関係なく、毎年毎年町が

補助金を出していくという構図というのはあるんじゃないですか。そういう構図を根本から変えていかないと、

本気になって町が出した補助金も使ってもらえないんじゃないでしょうか。私はそういうところが一番問題点で

はないかなというふうに思っています。 

 町長にでも伺いたいんですが、例えば歳入の問題でこれだけ税の滞納もあると、ではそろそろ差し押さえでも

やらなければいけないかなということは、初めて聞きましたけれども、しかし、これも社会的な影響が非常に大

きいことになってくるわけです、旅館の場合。では一体町はこういう状況の中で、どういうふうにこの問題に手

を打っていくんですか。僕は再三、非常に危機的な、前回の議会から非常事態じゃないのかなという認識から質

問するんですけれども、町長はそんなせっぱ詰まってないよという話ですね。だけれども、単年度で２億 5,000

万円も税金が、固定資産税だけで集まらないという事態、とりわけ第三次産業において２億を超えるような税の

滞納があって、この事態に対して町はどういう手を打つんですか。どういう形でこれに何とかお金を払ってもら

おうと、税金を納めてもらおうという手を打つのでしょうかね。 

 町内にある、いわば実質的に倒産したようなホテルでは、税金や何かのいろんな支払いについては滞りがあっ

たそうですけれども、別途会社で土地の借り上げ代と、地代として相当の金額はそっちに支払っていたなんてい

う例もあるわけですよね。どこに本当に問題があるのかなと。どういう形でこの事態を理解してもらって、少し

でも税金を納めていただこうという対応を町は考えているんですか。私はどうも見えてこない。しようがないん

ではないのかなとか、景気が悪いんではないかという考え方だけで、本当にいいのかなというふうに思います。 

 ２つ目に補助金の支出のあり方の問題ですけれども、私が町長に言っているのは、税源として各産業への補助

金を全くなくせとか、そういうことを言ってはいないですよね。さっきも言っていることは非常に多いわけです

よ、東伊豆町のいろんな部分が、単純に比較すれば。だからそういう中で、公の補助金をもって資することがい

い事業と、これは今は民間で、自分たちでボランティアでやるべき経費ではないかという問題についてだって、

これはあるはずなんですよ。従前のごとく一律だということは絶対ないと思いますよ。やはりそういう点では、

経済のよかった時代、バブルの絶頂期というのは、東伊豆町というのは、何でも他郡部よりは一歩進んで金額も

大きくしてやっていこうというのが、全体の機運がありましたから。 

 ですから、そういう公私の負担の見直しを含めて、見直すべき点は幾らもあると思うんですよ。前から言うよ

うに、町長とは見解の違いがありますけれども、例えば農業振興会の補助金で改植する苗を配っていくことが、

今農業振興にとって大事か大事ではないかといったら、そんなことは僕は大したことではないと思うんですね。

町長はそういうことは大事だって言いますけどね。一つ一つ見ていった場合に、不正だとか、不適切というもの

はないのかもしれません。だけど、今ある補助金について本当に他の市町村の出し方や、いろんな角度からもっ



と研究する必要というのはあるし、その分野は全然見直しの中では検討されていない考え方だと思うんですよ。

もっともっとやっていかなければいけないと思うんですけれども。そうしなかったら、新しいまちづくり、活性

化とか、新しい時代に対応した行政サービスの提供ということがどんどんできなくなっていくと思うんですよ。

これはやはり考えていかなければならないと私は思っています。 

 それで、町長の考え方の中で、私の今記憶の中で、そういうことがあるのかどうかわかりませんけれども、町

税が24億ぐらいまだ確保できているというのは、事実そのとおりだと思います。当然調定額における減収の部分

というのは、減収補てんの交付税等の対応がなされていると思うんですけれども、全体として12億もある滞納分

については、これは、もう交付税の算定の基礎からは外れるというふうに僕らは思っていたんですけれども、そ

うではないんですか。基本はそうだと思うんですよね。その部分は国からすれば、町が本来取るべき財源がある

けれども、それを徴収してないという考え方だと思うんです、滞納分について言えば。ですからそれは、交付税

の算定の基礎や何かにはなっていないでしょう。僕はそう思っていたんですけれども、それは違うんですか。先

ほどの町長のでいけば、そういう部分も滞納も含めて減収があっても、それは相対補てんされるという言い方を

していますから、僕はそうじゃなかったと思うんですよ。あくまでも町民税等において、調定において、トータ

ルの減収については補てんされる要素というのはあるとは思いますけれども、しかし、12 億もある滞納の分は、

基本的には交付税の算定からは外される対応ではなかったでしょうか。この12億が交付税や何かで対応されてい

るなんていう考え方でいたら、この事態は全然理解できないじゃないかと思うんです。ぜひ、そういう点での正

しい御見解をお聞かせください。 

○町長（田村又吉君） 補助金を根本的に変えろというような御主張でございますけれども、今各観光協会の対

応、また熱川にしても、それから稲取にしても、一番大きいのがどんつく祭りとそれから大文字焼でございます。

幹部が若い人たちになりまして、そのやり方の見直しとか、そういうことは十分にやっておることは議員も承知

していると思いますし、また、どういうふうに変えていくかというようなことも、彼らは一生懸命で検討してお

ります。そういうことでご理解を願いたいと思います。 

 それから、支出の問題で、一律であるというようなことでございますが、そういうことではございません。ま

た、滞納分というものは、これは基準財政需要額の中の収入として見られておりますから、この12億というのは

一番頭の痛い問題でございまして、その分が努力して取ればできると、収入としてあるというようなことの見解

でございまして、それが一番今の町の財政のネックといいますか、これがもう少し、半分なり３分の１になれば

交付税ももっとふえてくるというようなことでございまして、それが一番の悩みでございますし、また、県下で

も71ですか、収納率が、市町村通じてワースト１でございます。一番びりでございます。そういうことは、私は

観光協会の役員とかそういうものにはよく話をして、一番見づらいんだよと、70台というと、11年度ですとうち

と天城だけでしたけれども、今度は市の部分でも70台を超えてきたのがこの間のあれを見るとありますけれども、

どこも観光関係の町村が多い、そういうふうになってきております。 

 そういうことで、さっき言葉少なかったかもしれませんけれども、滞繰りが交付税で返ってくるなんていうこ

とは一言も言っておりませんし、そこら辺を議員は強調して言いたいということでございましょうけれども、そ

こら辺は一番本当の悩みでございます。だからこれは鋭意努力しているということと、もう１つは、競売物件に

なっているものが、情報として落としたいというような動きもちょっと出てきたものですから、これはいいのか

なというようなことで、少なくとも閉まっているものは決着がついてまた火がつくということで、その債権が４

分の１なり、あるいは１割というようなことでも、それはそれで決着がつけば、本当に優良の納税者に対しては

申しわけないんですが、そういうことで、やはり経営のあれで消えていくということがあれば、滞繰りがある程

度減ってくるというようなこと、特に大口で一番トップですと２億を超えるというようなところが、競売で競落

してくれれば決着がつくがなというふうな期待をしたわけですけれども、また今の経済状態というのはきのう来

のもと、また世界同時不況といいますか、デフレ等も含んだまでいって、ＩＴももうバブルとして消えて、一番



発展してきた経済が、そこがおかしくなってきているというようなことで、大変に景気の浮上というようなこと

にはならないということで、本当に苦慮しているわけでございます。この中でも、ある程度の景気が浮揚してく

れば、納めていただける人というのが相当数出てくるというようなこともありますし、その間我慢の運営をする

より仕方がないなというふうに思っております。 

○１４番（山田直志君） 町長、歳入の問題で、僕は補助金の問題を絶えずあれしているのは、補助金をよせと

かよさないとかそういう議論ではなくて、観光の人たちが、やはり金額ベースでも非常に大きなお金の滞納とい

うものを生じさせているわけだから、それに対して、注意を喚起して納税していただくような方向を町が政策的

に誘導するという意味で、こういうことを言っているわけですよ。町の補助金の支出要綱でも、予算の範囲で町

長の定めるところによるということの規定がありますから、町長がやる気になれば、そういう形での注意の喚起

と納税を呼びかけるような対応というのはできると。なおかつ、ことしの補助金ではなくて、来年の補助金に反

映させるということを考えれば、ことし中にちゃんと納めておかないと来年大変だぞと、こういう考え方にもな

ってくるわけです。 

 私はそういう意味で納税を促進して注意を喚起する、今の状況を理解していただくためには、そのくらいのこ

とをやらないと、役員と会って話をするだけだって、下へ伝わらなかったら何にも意味がないし、そういうこと

を町がやらなければならない事態だということの重大さも、やはり理解していただく必要があると思うから、歳

入の問題で毎回こういうことを言っているわけで、何もその、今ある、町長が言われるように、景気がよくなれ

ば生き残れそうなところまで、何も差し押さえをかけてつぶしちゃえとか、つぶすようなことをやれとか、こう

いうことを私は言っているのではなくて、金額が大きいところにちゃんと責任を果たしてもらうような、政策的

な呼び水としてこのくらいのことをやったって、今怒られる事態ではないんではないかということですよ。この

辺の認識を持っていただきたいと思います。 

 もう一つの歳出の問題ですけれども、これも町長、変えろというのではなくて、さっきも言ったように、町長

も言われましたけれども、視点を変えて見ようよと。町長、役場の職員が、今まで申請書をもらい、報告書をも

らってきた役場の職員が、補助金団体つかまえて話し合いをしたって、そんなに新しい考え方というのは出てこ

ないわけですから、だから私は周辺の市町村でもいいから、同類の補助金の支出の仕方について公の負担、私と

してのそれぞれの負担を含めた見直しなど、もっともっと別の角度から検討して、今の東伊豆町の補助金の出し

方が本当に適切なのかどうなのか、見直す点があるかないかぐらいの検討はもっとやってみるべきだと。町内だ

けだったら、絶対におかしいという問題は私は発見できないのではないかと思いますよ。そういう観点をもっと、

補助金や行政経費の見直しというのに当たっていかないといけないんではないかという点を提言しているわけで

すから、間違えないようにお願いしたいと思いますが、いかがですか。 

○町長（田村又吉君） 時間もありますから、金額の大きい人たち、そういうのにはよく理解をしていただくと

いうよりも、１つの大手がちょっと経営状態が悪くなるというと本当に背筋が寒くなります。 100人、 200人、

集めてきても、とっても追いつかないような額でございますから。そういうことで、経営努力とそれから支援と

いうようなことも必要ですし、またいろいろ理解を得るべく話はしていきたいと思っております。 

 周辺の市町村の様子を見ろということでございますけれども、賀茂の中では財政的に全然組まないわけでござ

いまして、産業の構造で、下り坂だといってもまだうちの町の観光業とほかの観光業というのはまるで違うとい

うことでございますし、また、農業においても、賀茂の中では一番堅実にやっている農業の方でございます。ま

た、伊東、熱海に比べても農業としては多いということでございまして、そういうことでございますけれども、

意と体してこういうような批判がありますよということは十分に伝え、それでしっかりやらないっていうとだめ

だよというお話はしていきたいと思っております。 

○議長（山田力男君） この際、55分まで５分間休憩いたします。 

                               （午後１０時５０分） 



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

○議長（山田力男君） 休憩を閉じ再開いたします。 

                               （午後１０時５７分） 

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

○議長（山田力男君） 次に、第２問の答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（田村又吉君） 山田直志議員の第２問、伊豆スカイライン延長について、２点にわたって質問がなされ

ておりますが、１点目、調査での見通しはたっているのか、２点目、財政的に困難ではないかの質問につきまし

ては建設課長より答弁させますので、よろしくお願いします。 

 なお壇上でむだな計画というような御発言がありましたけれども、東伊豆町民20年の悲願の南進であるという

ことを御理解願いたいと思っております。 

○建設課長（太田英明君） それでは、山田直志議員の第２問、伊豆スカイライン延長についての１点目、調査

で見通しは立っているのかとの御質問ですが、伊豆スカイライン延長につきましては、今までも現地調査等を行

なってきましたが、議員の皆様及び各種団体の御協力、また、下田市、河津町、南伊豆町との連携を図った要望

活動等により、平成12年度より県が予算化し、土木部、農林水産部及び道路公社のそれぞれの役割分担で、関連

調査が実施されております。 

 12年度においては、将来交通量の予測、周辺道路に与える影響、自然環境等の調査を実施していただきました。

12年度の調査結果をもとに、13年度も引き続き調査を行なうこととなっております。また、14年度以降につい

ても、要望活動等により調査が実施されるよう進めていきたいと思っております。このように、調査は平成 12

年度より実施され、現在継続中であるため、調査結果が出ていない状況にあり、調査内容を検討する段階には至

っておりません。 

 現在スカイラインの延長については、具体的な予定は立っておりませんが、小泉内閣の方では道路特定財源、

公共事業の見直しを上げ、道路整備推進は状況に非常に厳しい状況にあります。しかしながら、伊豆スカイライ

ン延長は、国で見直しが検討されている道路とは違う状況であると認識しております。東伊豆町に限らず、伊豆

東海岸にとって、スカイラインの延長は観光面のみならず、地域住民の生活や、緊急時においても大変重要な道

路でありますので、今後も早期実現に向け努力していかなければならないと思っております。 

 なお、東伊豆道路育成同盟会においても、最重点要望項目として取り上げております。 

 ２点目の財政的に困難ではないかとの御質問ですが、１点目で答弁したとおり、現段階では延長のルート、実

施方法等明らかになっておりませんが、具体化されましたら、県とも協議し、また財源についても研究、検討し、

町の負担が軽減できるよう図っていきたいと考えております。 

○１４番（山田直志君） まだ見通しが立っていないということですよね。どうでしょうか、町長、これは平成

12年度に財政運営についてということの、当時は自治省、大蔵省ですね、行政通知、通達というのが出されてま

すけれども、その中で「地方道路公社による有料道路の建設に当たっては、当該道路整備の緊急性、採算性等を

十分検討し、事業を実施されたい」と、こういう項目が入っているわけですよ。だから、今建設課長が言ったよ

うに、小泉さんのいろんな公共事業の見直しには基本的に違うのではないかというお考えを示されましたけれど

も、そうじゃないと。これは平成12年度の段階から、地方の道路公社、あの伊豆スカイラインの延長というのも、

事業の実施主体というのは県の道路公社です。その道路公社がやる事業に対して、既に平成12年度の段階からこ

ういう通達を国が出しているわけですね。調べていきますと、こういう通達に反したものについては、当然企業

債の適用というものは認められないよと、こういうことになってくるわけですよ。 

 だから、要望は要望で、個人の要望としてあることは、まことにそれはそれぞれの問題だと思いますけれども、

今町長が言われている点は、まことこの国の基本的な財政に対する考え方にぶつかってくる問題ではないかと思



うんですね。緊急性、採算性、どうですか。あの道路が、町長この議場の中でも言われましたけれども、数十億

かかるだろうと。そういう事業をやることが、一体今この環境の中で、国や県、町の財政状況も含めてやること

が、今適切だという判断ができるでしょうか。企業債も僕は受けられないと思いますよ。これは幾ら市町村が運

動して、そういう方向がいいよいいよと言ったとしても、採算性が、現在でも１日多くても数千台だとかこうい

う水準の道路ですから、これを延長して採算性が確保できるのか、こういう問題になってくるのではないですか

ね。企業債が受けられなかったら、県の道路公社というのは事業はできないわけですよ。この問題についてどう

お考えでしょうか。 

○町長（田村又吉君）  今の調査しているのは農林と土木と、それから公社でございます。それぞれ分担があり

ましてやっているということと、林道としてやっていくとしても相当のお金がかかるというようなことで、そこ

ら辺で橋とかトンネルとかというところは公社がやれるかどうかというような調査。それから、農林の林道とし

ての活用性といいますか、そういうところでの整合性ができるのかと。また、土木としては土木としての道路と

しての必要性というようなことを調査しているわけでございます。企業債とか、今の時代、これは20年前からい

ろいろ運動はしてきているわけでございまして、初めて12年度に知事の理解を得まして、調査費がついたという

ことでございます。あとは調査をしておいて、こういう景気というのはいつまでも続くわけではないということ

は経済の原則で、波があるということもおわかりでありますし、財政状況もそのとき、そのときで変わってくる

というようなことでございますし、今は改革、改革と言ってやっておりますけれども、ある程度の改革はどうし

てもやっていかなければならないと思っておりますけれども、今後全部言っているような改革が進んでいくとい

うふうなことも、また考えられないというようなことでございます。調査をして、またある程度の筋道をつけて

おけば、やれる状態になったらさっとお願いしてやっていくということで、やはり基本的な調査は必要でござい

ますし、やっていただくということでございます。 

 また、企業債が云々でございますけれども、そこら辺は公団と国との話し合いでございまして、おたくの言っ

ているそれが受けられないとか、そういう前提でお話はしておりません。その見解というようなことでございま

すけれども、全然そういうものがだめだというこということであれば、公社も調査の中へと入ってくるというこ

とがないと思う。ある程度の可能性があるから調査の中にも入ってきているということで御理解を願いたいと思

っております。 

○１４番（山田直志君） これは町長、ことしの１月、２月くらいの新聞を見ていくと、県知事の予算編成の中

でも、ある程度政策的な予算というのはあるわけですよ。ことしちょうど知事選挙もあるという中で、そういう

意味では政策的な予算づけをしたんだろうと。政治的な予算づけはしたのかもしれません。しかし、事実の問題

として、こういう形で、小泉さんじゃなくても平成12年度のその前の段階から、道路公社のこういう不採算道路、

緊急性の低い道路というものについて見直しが提起、提案されている以上、そういうものに反して事業が進めら

れるということは、まず不可能な問題じゃないかと思いますよ。そこをやはりはっきりさせていかないと、かじ

取りを誤るんじゃないかなと。この問題をやはりぜひ今後の問題として、町長の言う点であれば、よく追求して、

点検していただきたい。早くにそういう問題について、だめならだめという結論を、こういう国の出している財

政運営の方針と照らして、その事業についてどうなんだろうかと根本からやってみればいいですよ。早目に確認

をして、だめなものは早く見直してよすということが、僕は必要だと思いますから。私は事業全体、決していい

事業だというふうに思っていませんけれども、しかし、町長が言われているように調査費もついてやっていると

いうことであれば、ぜひこういう財政運営の方針に照らして、本当に将来的にも適合していくのかどうかという

問題を早く確認をして、見通しの立たないという問題については早く町として方針転換を図っていただきたいと

思います。 

○町長（田村又吉君） 道路を新しくするということは、やはりこの東伊豆町民の悲願でありますし、また、こ

の地域の道路がよくなるということが、地域が住みよく、それで発展するという基本でございます。議員は反対



のようでございますけれども、この仕事は推進していくつもりでございます。 

○１４番（山田直志君） ぜひ確認してくださいね。国の方針。いいです。 

○議長（山田力男君） 次に、第３問の答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（田村又吉君） 山田直志議員の第３問、地域医療への対応について。２点にわたって質問がなされてお

りますが、１点目、日大病院が撤退し、民間医療機関に変わることは、医療基盤の後退ではないか。２点目、地

域医療の確保、充実に向けて町の対応はの質問につきましては、健康衛生課長より答弁させます。日大も民間医

療機関であるということは、私はそういうふうに思っておりますけれども、どういう位置づけだかわからないで

すけれども、よろしくお願いいたします。 

○健康衛生課長（山田義弘君） それでは、山田直志議員の第３問、地域医療への対応について、２点について

質問されておりますので、順次お答えします。 

 まず１点目、日大が撤退し、民間医療機関に変わることは、医療基盤の後退ではないのかでありますが、長い

間町民はもとより、地域住民に対し医療活動をしていただいた日大稲取病院が撤退することは、町として非常に

残念なことであります。町としては、今後新しい医療機関が決まり正式な話し合いが持たれましたら、町の重要

な医療機関として診療科目の充実、救急医療体制の強化等について、医療基盤の後退ではなく、前進していただ

くよう協力をお願いする所存でおります。 

 続いて、２点目でありますが、地域医療の確保、充実に向けてどのように対応するのかでありますが、地域医

療の整備、充実は、地域住民の願いでもあり、必要不可欠と思っております。しかしながら、１町で対応するこ

とは非常に困難なのが現実であります。今後の地域医療の整備、充実に当たっては、県で策定された静岡県地域

保健医療計画をもとに、賀茂郡内の１市５町１村で構成、策定された伊豆圏域保健医療計画に沿って整備が図ら

れていくものと考えております。また、町の事業で協力をいただいております賀茂医師会や賀茂歯科医師会を初

め、地元医療機関の協力をお願いし、対応していきたいと思っております。御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○１４番（山田直志君） 町長、大学病院と全くの民間病院とはやはり分けていかなければならないと思います

よ。さっき壇上でも言いましたけれども、町長のきのうの答弁を聞いていましても、町長は何か民間の病院の方

が医療がよくなるというふうなお考えをお持ちなんでしょうか。これは僕はこの今の状況に対しては一番大きな

問題ではないかと思うんですね。というのは、町長、伊豆半島国立病院というのが統廃合でなくなるということ

が熱海、伊東、湊病院と３カ所ありました。しかし、この問題の中で、最初からみんな民間病院なんていう計画

が出てきたところは１つもないです。湊病院もご承知のように、基本的に国立でやってほしいよという中で国立

がだめになる。それで県にお願いをして、県もやらないと。結局一部事務組合で運営するということになりまし

たけれども、南伊豆の前の菊地町長さんあたりも、本当に病院がなくなるとどうなっていくのかわからないよと、

国の方がよすっていうことだけでは納得できないよと、必死になって運動されてました。下田の前池谷市長もそ

うでした。 

 例えば今問題になっている熱海の国立病院の払い下げ、またそういう問題について考えてみても、熱海の中で、

最初から民間の病院なんて一言も出てきません。今出てきているのがやはり大学の付属病院です。女子医大が出

てきたり、大学の名前は変わりましたけれども、基本的には大学病院です。医療の水準と、お医者さんの確保、

看護婦の確保等々考えると、どうしても公立の病院に次ぐ安定的な医療を供給できる病院というのは、やはり今

は大学病院だというふうに言われているのは当然のことではないかと思うんですね。ですから、賀茂郡の、また

伊豆半島の中でも、国立病院がなくなるよというときに、真っ先にどうしたらいいかと、次に出てきたのは、や

はりそういう大学病院なんかでしたよ。民間病院がいいなんて言った市町村は１つもありません。それと同じこ

とですよね。日大さんが後退する、それは日大さんのいろんな問題もあるし、町でいろいろ応援できなかった問



題もあると思いますけれども、この公的な病院に次いで、医療水準やお医者さんや看護婦の確保が十分行なえる

大学病院というものがここから撤退をしていくということは、僕は明らかに医療基盤が後退する問題だと思うん

です。 

 町長は昨日の答弁を聞いていますと、いや逆に建物は新しくて、患者さんの送迎だとかいろいろやるからと言

うけれども、それは医療の周辺の問題で、逆に町民の皆さんも一番不安に思うことは、日大さんだから、大学病

院だから、赤字があっても頑張って地域医療を支えてくれた。しかし、民間の病院ということになれば、赤字に

なれば診療科目もなくなる、病院がなくなるんじゃないか、こういう不安を持つのは、町民の皆さん当たり前の

感覚じゃないでしょうかね。この事態というのは東伊豆町における医療が後退していくんだと、そういう危険性

があるなというとらえ方をしませんと、民間が来てくれる、やあ医療はよくなるよっていうような考え方を持っ

ているとしたら、この問題は根本的に違うんではないかなと思うんです。 

 ２つ目の問題の地域医療の問題で、今、課長が答弁されて、１町では対応できないのは全くそのとおりなんで

すけれども、きのう栗田議員も言われましたけれども、患者さんの７割は大体東伊豆の町民だと。残り３割はど

うなるかというと、大半は河津の方が多いですね。それ以外、入院されている方は東京の方や何かいらっしゃい

ますけれども。私は湊病院のときのああいう経過をずっと議員としても見てきたんですけれども、もっと東伊豆

町として、河津の町長さん、また議会の皆さんともっとみんなで協力をして、この地域医療が充実する方向に動

こうじゃないかと、もっと必死になって動いてもいいんじゃないでしょうか。 

 日大に補助金が出ていないし、町に権限がないという答弁は、これは僕は課長さんの事務的な答弁としたらま

ことそのとおりだと。しかし、政治家としてそれでいいのかなと。町民の皆さんが恐らく、３次の総合計画でも

そうでした。４次の総合計画のアンケートを私は見ていませんけれども、町民の皆さんにとられたアンケートの

中でも、押しなべて医療に対する期待というのが一番大きいですね。これは静岡県がやっているアンケートだっ

て、伊豆半島の中での県に対する要望でも、医療問題が一番大きいですよ。これは権限があるとか補助金出して

いないから云々じゃないと思うんです。町として、また政治家として、町民の皆さんの要望と不安を解決するた

めにどう動くかという問題が問われている問題じゃないかと思うんです。 

 南伊豆だって、下田だって、下田の市長さんなんかそうですよ。下田病院とかほかに下田の温泉病院とか県南

病院ある、あれ国立がなくなるからって１つの病院の問題で動けないなんていう議論はなかったですね。南伊豆

でも、下田市でも、やはり中核病院として何としても残していこう、医療を何とか充実させる方向にやっていこ

うではないかと、最後まで頑張りましたよ。しかし、いろんな、国の考え方、県の考え方があって、市町村で運

営しなければならない事態にはなりましたけれども、それだけみんなで運動もして、何とか地域の医療を守ろう

と動いた結果、それなりの結果は出ているし、国も県も何にもやらないわけにはいかないということで、県も設

備の改修や施設の補助金というものを、相当投資をしてくれましたよ。国が国立病院の統廃合を決めたからしょ

うがないやという対応していたら、絶対今の共立湊病院というのはなかったと思います。やはり私はそういう面

では、日大さんが今撤退される事態を迎えた中で、本当にその事態に対して町というものが動くことができない

問題なのかな、政治家としてこれだけ町民の皆さんの医療に対する期待、また不安もある中で、取り組みって本

当にできないものでしょうか。ぜひその辺のお考えをお伺いします。 

○町長（田村又吉君） 日大が撤退することは非常に残念であるということは、再三申し上げております。また、

ではどういうふうな動きをして、町長が日大へお伺いして、そういうふうなことを一応お話をして来ましたけれ

ども、ことしの３月が１年延びたというような格好になっただけではないかなというのが、日大さんへお伺いし

てお願いしてきたんですが、そういうことでございました。しかし、私は決して日大が撤退するのを応援してい

るわけでも何でもございませんし、向こうの事情であれしているので、私の責任で日大が撤退していったという

ようなことで、私が責任を負わなければならないというような論法は、お受けするわけにはいかないわけでござ

います。 



 それと、きのうの栗田さんの答弁しながら考えた、８月16日に説明して、それで同じことをお答えするような

格好であるし、それからまだ１月もたっていないのに、それをどう進展するだの、どうだのということを質問さ

れても、なかなか端的に回答はできないなという感覚でございますし、また、きょうも日大が撤退して民間医療

に変わることが進歩だというふうなことは言っておりませんけれども、後退  ──日大が医療をやっているより

も後退しないように一生懸命努力するというお話はしているわけでございまして、そこら辺の見解が違うわけで、

どうやってとめるんだということが具体的に、財政問題を含めてご提案があれば、私も一生懸命で動くつもりで

おります。国立病院の撤退と、私学の日大病院の撤退というのは全然違うということを御理解願いたいと思って

おります。 

○１４番（山田直志君） 町長にこの間の問題責任があるなんていうふうには思っていません。ただ、町長に責

任があるとすれば、地域医療に対して町長がどういう方向で取り組むのかということについては責任があると、

これははっきり言わなければならないと。日大がどうこうという個別の事案でいけば、それはないんですよ。だ

けど地域医療というものに対しては責任がある。前から言うように、この伊豆圏域の地域保健医療計画の問題に

しても、また総合計画の観点に照らしても、絶対にそれは政治的な責任ですよ。別に財政的な責任ではないです

けれども、そういう責任というのは問われるんだという問題ですよ、これは。それに対して一生懸命本当にやる

のか。だから町長言われましたけれども、具体的に、では少しやりましょう。 

 町長どうですか、本当に一番問題になっていくるのは、新しい民間の病院が本気に地域医療に対してやってく

れるのかどうかという、この「本気」というのところが僕はよくわからないんですよ。それは今の日大さんの根

本的な問題は、町長もきのう言われていたように139 床のベットがありながら、現実は半分ぐらいで運営してい

るわけですから、医療機関として非常に制約された活動をしているんで、これは大変な問題なんですけれども、

そこの一番大きな問題は何かというと、やはり先生の宿舎とか看護婦寮の問題でしたよね。私は過去もそういう

問題も質問しているんですけれども、そういう問題が対応できなくて、日大さんというのは結局制約された中で

医療を提供するという形になってきました。 

 本当にもし新しい民間の方々がやるとすれば、やはりハイランド病院というリハビリ中心の病院の形態を大き

く変える必要があるわけでしょうから、建物を直すであったり、またいろんなことをやるという問題が必要にな

ってくるんじゃないかと思う。そういう中で例えば町が、河津や何かを含めて、本当にこの東海岸の中核医療を

今まで日大さんが担ってきた経過があるわけですから、県の地域医療保険計画の中でも触れられておりますけれ

ども、地域医療支援志向型病院の整備とかいろいろあります。地域医療支援病院を整備していくのには基準があ

ると。そうすると地域医療志向支援型の病院の整備とかいろんな問題もありますね。それは違う。そういう問題

を含めて、県と本当にちゃんと地域のこの県の計画の中に適合して役割を担ってもらえる病院になるような運動

というのは、河津も含めて町としてもっとやるべきではないですか。診療科目の問題もただお願いするのではな

くて、県にだって申し入れる云々じゃなくて口答で、みんなで、許認可という問題も含めて運動したらいいんじ

ゃないですか。そういうもっと町長が地域医療という観点から病院の問題をもっともっと真剣に考えているとい

うことを、私は県に対しても、病院に対してももっと出すべきだと思うんです。 

 きのうの答弁でも、県と連絡はとっていていろいろやっているということについては十分理解していますけれ

ども、正式に町の意向として、こうしてほしいよと、診療科目がもっと充実するような形にしてほしいよと、救

急医療に対して積極的に取り組んで欲しいよと、二次救急やってほしいよと、こういうことぐらいは病院に直接

言えなくても県なんかには言えるわけですから、町として公文書で正式に申し入れをしてそういう行政指導を求

めるぐらいのことは、町としてできるのではないですか。町は直接的にはやるかやらないかは別として、県の方

も、当然地域保健医療計画との関係では県が少なからずそれに対して財政支援するということはあるわけで、そ

ういうことは地域保健医療計画では 100％は否定していませんから、県がそういう責任を果たすように町が動く

という責任だって、僕は町があると思うんです。そういう運動をやろうじゃありませんか。 



 とにかく民間が来て何かやってくれると、町民の皆さんは、何かやってくれる、診療科目もやってくれるよと、

だけどきのうの答弁じゃないけれども、１年間の日大さんの支援がなくなったらどうなるんだろうか。町長は非

常に経営手腕がある病院だというふうにお考えでしょうけれども、私はパンフレットを見ると、逆に、あの病院

の中心は神奈川県中部を中心にしていますから、あの病院の中で唯一ないのが老人病院です。老人特例病院はあ

りません、系列に。あの地域の人たちが福祉や保健、病院という形で運営していて、あの地域の人たちのことを

中心に考えれば、有料老人ホームや、特例老人病院等を建設する可能性だって 100％は否定できません。彼らの

中心は神奈川県だからです。地域医療を本気でやってくれるかどうかという問題は、こちら側が本当にみんなで

運動して、地域医療をしっかりとやってもらえる病院に育てるような努力を運動を通じてやっていかなかったか

ら、期待はできないんじゃないでしょうか。いかがですか。 

○町長（田村又吉君） 本当に契約ができて、進出するかしないかがわからない、というか、進出するであろう

ということで想定してお話をしているわけでございまして、これに対して医療の資質が落ちる、落ちるという前

提で質問をされておりますけれども、そこはまだできてみないとわからないし、そういう努力はしていかなけれ

ばならない。特に私が就任したときには、地域医療というのが非常に混乱いたしておりました。それを解決して

今の水準に持ってきているということを御理解願いますし、今度は日大の撤退という問題で、また１つの壁にぶ

つかっているわけでございますけれども、そのときに、日大さんが最後に撤退するんだったら責任のある人に譲

っていくというか、後継してもらうようにというお願いをしたわけでございます。今それが実現しつつあるとい

うことでございますけれども、いろいろ負のことを引き出してどうする、どうすると、オオカミ少年みたいなこ

とを申すのではなくて、もう撤退するんだという表明をされておりますから、それにかわる病院で、日大さんの

方で責任を持って紹介していただいた病院とこれからは優良な関係を築いて、それで地域医療の後退にならない

よう努力していくといういうことが、私の責務だと思っております。 

○１４番（山田直志君） 町長、だけれども、この問題は相手の病院が決まる、決まらないの問題ではないと思

うんですよ。日大さんが撤退されるという事実ははっきりしているわけですから、ここに今度進出してくる病院

がどういう病院が必要なんだというということをやっていくのは、許認可の関係を含めて県ではないのかなと。

県を含めて、やはり今の東海岸の地域医療に対して十分責任を負える病院に対して許可を出してもらいたいと、

こういうことは病院が決まって病院に言うんじゃなくて、県がそれ以外の病院に許可を与えるようなことがない

ように、どんどん県にも言っていかなければならないし、東伊豆町、また周辺の河津町などでは、地域医療に対

して積極的な病院を必要としていますよと、そういうことを私は県ともどんどんやっていかなければいけないと。

病院任せ、日大任せにしていったら、その最後のしりぬぐいはどうなるかわからないと思いますよ。 

 町長が言われるように、確かにマイナスの意見を言っているのかなというふうにも思いますけれども、しかし、

１つの考え方でいいわ、いいわということだけでいくことは、私は非常に危険だと思います。まして、相手が民

間病院ですから、自分たちの経営にそぐわなければ、日大さんのようにボランティアでは医療はできませんと言

われればすべて水の泡なんですよ、この問題は。だからこそ、県に対しても東海岸の地域医療を担える、ちゃん

とした総合的な病院、そういう病院の必要性を訴えていくし、当然それに対して県もぜひ応援をしてくださいと。 

 西伊豆病院、これは熱川の温泉病院がやっていますけれども、西伊豆病院なんかは、西伊豆町等が運動して、

大変厳しい中でも自治医大系の先生や何かの配置ですとか、器具器材の財政的な支援なんていうのは､これはやは

り西伊豆町を中心に､地域医療を何とかしなければ 

ならないということの中でやっているわけですよ。だから、相手が決まらない問題ではなくて、決まる前に東伊

豆町､河津町の患者さんが中心ですから､そういう意味で東海岸の医療の 

中核をぜひ後退させることでなくて、充実させるような指導を県に求めるような運動を両町でやるぐらいのこと

は、どんどんやってもらいたいと思うんですね。それをやらなかったら、私はやはり町長としての職責は不十分

だと最後まで思いますから。よろしくお願いします。 



○町長（田村又吉君） そういうことを県に働きかけることはわけないことでございますから、 

それが実を結ぶか結ばないかは、どういう県が対応するかはわかりませんけれども、やっていきたいと思ってお

ります。また、進出する病院に対しては、いろいろな関係で地域医療に  ──１回非公式に会ったときも、はっ

きりと地域医療に御理解を願いたいということと、救急医療に対してはということで、非公式な話ですけれども、

二次救急もやりたいというようなことですけれども、これは日大さんが辞退していろいろ熱川温泉病院にお願い

して、それで医師の体制もふやしていただいてお願いしてやったんだから、今度はこっちに来たから２つという

ことで、うちの方から言うのもちょっと難しいなというようなお話はしましたけれども、そういうことで努力し

ていくことはやぶさかではありません。 

○議長（山田力男君） 以上で14番、山田直志君の一般質問を終結いたします。 

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

         ◇ 居 山 信 子 君 

○議長（山田力男君） 引き続き、11番居山信子さんの第１問、高齢者対策としての敬老会開催のあり方、独居

老人宅のケアーライン１１９導入について。第２問、学校トイレ改修について。第３問、児童虐待防止について

を許します。 

 11番、居山信子さん。 

          （１１番 居山信子君登壇） 

○１１番（居山信子君） 皆様こんにちは。 

 初めに、私はこのたびの世界中を震撼させた惨劇、アメリカでの史上最悪テロ事件の犠牲者の皆様に深い哀悼

の意を表します。真の脅威はミサイルよりもテロということを思い知らされ、第三次世界大戦の文字が脳裏をか

すめました。まさに戦争は人の心の中にこそあります。いじめ、虐待、セクハラ、性暴力、人権侵害。私どもも

また身近な家庭社会の中で、テロの首謀者のような鬼畜の心を振りまいている人を見過ごしていることはないで

しょうか。政治こそ真に平和の創出、人々へ希望と生きる勇気をもたらすものでなくてはならないはずです。そ

れらを踏まえ、私は議員として町民の皆様の福祉の向上、不公平の是正、生活を守ることを自身の最第１の責務

として、ここに24回目の登壇をさせていただきました。 

 このたびの第３回定例会には、次の３問を通告させていただきました。 

 第１問、高齢者対策として敬老会開催のあり方と独居老人宅のケアーライン１１９の導入について、第２問、

学校トイレ改修について、第３問、児童虐待防止について、壇上で一括して質問させていただきますが、ご答弁

は一問一答でお願いいたします。 

 それでは第１問、高齢者対策として敬老会開催のあり方と、独居老人宅のケアーライン１１９の導入について

であります。 

 超高齢社会を見据え、平成12年３月に策定された我が町の高齢者保健福祉計画「達者で何より」には次のよう

にあります。「この保健福祉計画は地域のすべての高齢者が住み慣れた家庭、地域で、健康で生きがいを持ち、安

心して生涯を過ごすことができる地域社会づくりを進めるために、必要なサービスや施設の整備目標を定めたも

のである」とあります。さらに基本理念のその１には「地域における総合的ケアーシステムの確立をする」と上

げられております。また、この計画の第３章「介護給付の現状と見直し」には、第１に現在の東伊豆町の介護サ

ービスについて述べられ、その中に生きがい対策としての１、老人クラブ活動、２、スポーツ活動、３、教養活

動、４、敬老事業があり、４の中には、敬老会が生きがい対策として位置づけられております。 

 そこでまず、敬老会開催のあり方についてお伺いをいたします。昨年は９月に入っても例年以上の残暑が続い

ておりましたが、当日は予想もできないほどの酷暑の中での開催となりました。我が町の功績者の大切なお父さ

ん、お母さん方はこの日を心待ちにし参加されたと思いますが、当日はあまりの暑さで皆様の健康状態が心配に

なり、心が痛みました。自然の営みとは言え、とても敬老とは言いがたい環境で、開催中万一のことがあったら



と危惧する次第です。そこで町としても昨年を踏まえた上での改善策をお考えかと思います。どのような点を配

慮し、家族の皆様が安心して参加を促し、多くの高齢者の皆様方が参加できるような敬老会を開催なさるのかお

伺いいたします。 

 ２点目、私は、毎年９月のこの定例会には高齢者対策について質問をさせていただいております。平成８年は

閉じこもり老人をつくらないために、世代間で交流のできるヘルスコミュニティセンターなるものの創設を提案

し、これは本年11月完成のいきいきセンターとして実現をいたしました。また、近くに住む高齢者のお母さんか

らの訴えを伺い、敬老会に稲小体育館のトイレにポータブルを設置していただきたいと、その要望もかなえてい

ただきましたが、昨年８月、 215万円の予算をかけ、耐震改修も含め洋式のトイレの改修も、給排水管取りかえ

の工事も含めてしていただくことができました。また、体育館の２階への手すりや、車いすの用意、また介助者

を配置していただくことなど提案し、改善がなされたことは、町当局担当者の皆様を大いに評価したいと思いま

す。 

 先ほどの１点目の改善策にも期待をしておりますが、高齢者の皆様は長時間床に座っての参加がかなりの負担

になると考えます。必要な方、ご希望される方には座いすなどを用意することや、暑さ対策としてのうちわとか、

休憩中におしぼりなどを用意して差し上げることはできませんでしょうか、お伺いをいたします。 

 ３点目、ひとり暮らしの高齢者で虚弱な方を優先に、緊急通報システムが設置されています。平成12年現在で

81世帯の高齢者の安心、安全のためにシステムが使われております。この保守委託料は 141万円で、１世帯にす

ると１万 7,447 円の予算が使われております。しかし、このシステム購入も１機約10万円の費用がかかること

からか、半年から１年待っても、殊に昨年の健康の集い、相談コーナーでお願いをしました大川地区の高齢者の

方や、私の近くの方の申請にも、いまだに設置がなされておりません。万一この高齢者の方に設置される以前に

何かがあった場合には、私は大きな禍根と責任を感ぜざるを得ません。予算が問題であるのなら、今後もふえ続

けていくひとり暮らしの高齢者の緊急の場合に備えて、現在神戸市が導入しており大きな成果を得ているケアー

ライン１１９を導入し、安全対策をしていくお考えはありませんか、お伺いをいたします。 

 第２問、学校トイレ改修について。 

 建設時期の古い学校のトイレは、きれいに清掃しても臭い、暗い、汚いの３Ｋのイメージが残ります。東京世

田谷区の調査結果によると、学校でトイレを使わない小学生が男子で70％、女子で86％あるとのことです。学校

でトイレを利用することを我慢する子どもがあるということは、心身への悪影響が心配となる点でございます。

以上の点から、当町の現状はどうなっているのかお伺いをいたします。 

 ２点目、近年、家庭でも洋式トイレがふえ、学校での和式トイレに戸惑う児童がいると聞いておりますが、洋

式便器の比率を上げ、各階に設置するお考えはありませんか。 

 ３点目、良好な教育環境を保障するために、トイレが変わると子どもたちも変わるとの学校トイレ先進地サミ

ットの報告もありますが、子どもたちが主役、教職員わき役、行政黒子で、トイレ改修に取り組むお考えはあり

ませんか、お尋ねいたします。 

 第３問、児童虐待防止について。 

 昨年11月、児童虐待防止法が施行されましたが、悲惨な虐待事件は後を絶ちません。名古屋市で女児が死亡し

た事件は、児童相談所が通報を受けていたが、対応が遅かったのではなかったかと言われております。全国的に

見ますと、虐待が平成６年から６年の間で10倍、静岡県の場合は12.3倍と急増する中で、県下４つの児童相談

所だけでの取り組みでは、これに対応できないと考えます。大切な子どもたちの命を守り、健やかな成長をはぐ

くむために、児童虐待は断じて許してはならない問題です。この児童虐待を防ぐのには、町が本腰を入れ、地域

ぐるみで子どもたちを守るために頑張らなければならないと考えますけれども、次の４点についてお尋ねをいた

します。 

 １点目、当町の虐待の実態についてお伺いします。２点目、それに対し、どう対応なされているのかお尋ねい



たします。３点目、児童虐待防止連絡会やネットワーク支援会議、児童家庭支援センター等設置のお考えはあり

ませんか。４点目、児童虐待防止の啓発活動として、法への理解を深める講演会等の開催、そのほかについて、

当町の取り組みをお伺いします。 

 以上、壇上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（山田力男君） この際、午後１時まで、休憩いたします。 

                               （午前１１時４５分） 

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

○議長（山田力男君） 会議を開きます。 

                               （午後 １時００分） 

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

○議長（山田力男君） 午前に引き続き、一般質問を続行いたします。 

 第１問の答弁を求めます。 

 町長。 

         （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） 居山信子議員の第１問、高齢者対策としての敬老会開催のあり方、独居老人宅のケアー

ライン１１９導入について、３点にわたって質問がなされておりますが、１点目、昨年開催の敬老会と本年度の

改善策を問う、２点目、会場への座いすの用意、うちわ、おしぼりを提供する考えは、３点目、神戸市等で導入

したケアーライン１１９を取り入れる考えは、の質問につきましては、福祉保険課長より答弁させますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） それでは、居山議員の１問目、高齢者対策としての敬老会開催のあり方、独

居老人宅のケアーライン１１９の導入についての１点目。 

 本年の敬老会の改善策でありますが、昨年は残暑厳しい中、参加者の皆様には本当に暑い思いをさせました。

ことしは出前クーラーを４機設置いたしまして、敬老者の皆様が快適な１日を過ごしていただけるよう配慮いた

します。 

 ２点目の座いす、うちわ、おしぼりを提供する考えとの質問ですが、まず、座いすにつきましては、会場が狭

くなりますし、歩行の妨げになりますので、対応はできません。身体に障害を持っている方につきましては、毎

年いすを用意してありますので、御利用いただきたいと思っております。１点目で申し上げましたが、ことしは

出前クーラーを設置いたしますので、うちわ、おしぼりは考えておりません。 

 ３点目の非常緊急ベルは緊急通報システムの子機のことと思われますが、この子機の設置につきましては、民

生委員が本人の要望を受けまして、年１回、まとめて設置いたします。数に限りがありますが、家族と同居で必

要なくなったとか、死亡等で不要になった機種を集めて使用できるものをそろえておりますので、申し込みをし

てある方につきましては、13年度中に設置が完了する予定であります。 

 次に、神戸市等で導入したケアーライン１１９を取り入れる考えはとの質問ですが、まず、ケアーライン１１

９とは神戸市のホームページでアクセスをいたしまして、どのような内容か調査をいたしましたら、在宅の高齢

者、身体障害者等が家庭内における火災、緊急事故等の緊急時に身体につけているペンダント型無線発信器のボ

タンを押すことだけで、緊急通報システムが自動的に受信センター、消防局管制室に通報され、近隣協力者の駆

けつけや消防署から出動により、迅速な救護活動を行うシステムであると記載されておりました。 

 当町の緊急通報システムの子機、ペンダント型と機能的には同じと思われます。特に使いにくい等の苦情等は

来ておりませんので、今までどおり機種を使用していきたいと考えております。 

○議長（山田力男君） 11番、居山信子さん。 



○１１番（居山信子君） 第１問、１点につきましては、本年は出前クーラー４台を設置してくださるというこ

とですので、少しは涼しくなるのではないかと思いますが、ただ会場が広いためにどれくらい効くかというのの

心配もございますし、また風がある日でしたら、むしろ出前クーラーでなく、窓をあけたり何かした方が風が通

って気持ちがいい場合もありますもので、その環境、室内の温度調整とか気候等を見ながら、クーラーがあるか

ら何が何でも閉め切ってやるという対応でなく、たまにはちょっと外に出てみて風があるようでしたらあけてい

ただくというようなことも必要ではないかというふうに思います。 

 あと、座いす、うちわの用意は、そういうことでできないというお話でございますけれども、会場が狭いとい

うのは、私も過去何回かの質問の中で、ちょっとデータを整理をいたしました。 

 まず、平成６年のときには、 593人の出席がございまして、その当時は 1,859人の対象者ですもので、約 500

名ほど、この７年間に対象者がふえております。参加者はその年には31.9％の参加者ということでありましたが、

昨年、平成12年は 2,301人の対象者に対して、参加者が 789人で、34.2％という参加の増を見ております。こ

の点を考えますと当然会場も狭くなっておりますけれども、場合によりましたら、来賓のところに置いてありま

す前のテーブルなども取り外していただいて、来賓席であいている場合もありますので、そのむだないすなどは

排除していただく中で、会場をもっと広く使っていただくという必要もあるのではないでしょうか。 

 ただ、足元が移動なんかなさる場合に、非常に危険だということの御心配があって、座いすの場合は用意でき

ないということでありますけれども、もし自分が高齢でなくても、今あの床に思い思いに座布団なり何なりをう

ちの母なども抱えて出かけていくんですけれども、何時間か延々座らなければならないというのは、家庭でした

ら、もちろん座いすがあったり、そしてまたいすがあったり、それぞれの工夫で皆さん生活なさっている中で、

床の上に座布団のない方もいらっしゃるのではないかと思うんですけれども、長時間座ってなんていうのはちょ

っと余り思いやりがないなというふうに思います。 

 もちろん、危険ということは考えなければいけないんですけれども、会場を極力余裕を持たせて座っていただ

いたり何かする中で、案内状を差し上げたときに前、介助の必要はということで入れていただきましたが、あわ

せて座いすが必要ですかというのも聞いていただいたらいかがでしょうか。ことしは間に合わないにしても、来

年もし、そういうふうにしていただいて、ぜひ使わせてもらいたいという方はそこに丸をしていただければ、各

公民館に座いすなどはございますので、区からお借りをするということでもいいのではないかと思います。全員

が全員必要というふうな返事が来るとは思えませんし、そうでなければ先ほどのいすに座るということでもいい

のではないかと思います。 

 この間お話があってユニティ伊豆の会場を議員の皆さんで見てきたんですけれども、視聴覚室、非常に音響等、

いろいろよろしいようですけれども、敬老会ではとても使えない、階段を上ったりおりたりしなければならない、

まして座席がかたくて90度の直角で、あんなところにお年寄りが何時間もいられるはずがないと思いますので、

ユニティの二百数十名のあそこは、老人会では使えないというふうに私は思っております。 

 あと、勤労者体育館も新しく改築なさってということで、場合によったらそちらにというお考えもあるのかも

しれませんが、その際の輸送の問題、コストの問題、さらに向こうに行っても同じように床に座っていただかな

ければならないということであるならば、どれだけ稲小と環境が違うのだろうか。そうでなければ、むしろ稲取

地区に限っては歩いて行かれる方がある中で、勤労者体育館だったら、全員輸送しなければいけないということ

になりますので、あわせてその辺を考えていきましたときに、今後の老人会のあり方は、場合によったら１カ所

ではなく、伊東、熱海等で取り組んでいるように各区に予算を差し上げて、そしてかなり芸達者な皆さんがいら

っしゃいまして、皆さん、おけいこごととか何かで発表の機会をたくさん欲しくて待っている方もいらっしゃい

ますので、本当に地域の皆さんのためにそれを披露していただいたりということで、地域がもっと高齢者を中心

にいたわる気持ちも尊重していきながら、敬老会のあり方というのを、ここでもう一度見直していくということ

について、町長の御答弁を後ほどいただきたいというふうに思います。 



 あと、うちわにつきましては、先ほど定居議員がこんな物を持ってきてくださいまして、これは保健所と食品

衛生協会からいただいたものだそうなんですけれども、ちびっ子フェスタとかそういうので配ったり何かなさっ

たそうです。もし、これが余っていれば当日使わせてもらってもいいのではないかなというふうに、クーラーは

ありますけれども、中ほどの人にもし風がいかない場合には、このうちわで対応していただくというようなこと。

それとまた、場合によったら各学校に敬老会前にこれを配布して、毎年ここにおじいちゃん、おばあちゃんに対

する感謝の気持ちみたいなものを書いて玄関でお渡しすると。二、三年もしそれを帰りに回収してあれしてもあ

れでしたら、また次には張りかえて、ほかの子供たちが何らかの思いを書いて、毎年本人に同じ物が届かなけれ

ばいいわけですから、そういうような形でもっとお金をかけなくても、敬老会ということで、皆さんに喜んでい

ただく方法はたくさんあると思います。 

 担当だけで考えていますと、なかなか非常に頭がかたくなってきてしまっているのではないかという心配もあ

りますので、皆さんからアイデアを募集して、広報東伊豆に寄せていただいたり、対話の箱に直接敬老会に参加

した皆さん方の御意見を伺ったりとか、あるいは移動町長室とかでもちょっと投げかけて、声を直接聞いていた

だいて、より楽しい、また生きがい対策としての本来の敬老会を開催をしていったらいかがかというふうに思い

ます。この点について、後ほど御答弁をいただきたいと思います。 

 あとは、３点目の問題です。３問目の独居老人宅の問題なんですけれども、これは私も幾つか相談に乗ってい

る中で、有効にこれが使われたか、使われないかという問題もあるんですが、ある意味、きのうは神戸市に問い

合わせましたら、担当の消防の方はもう13年、福祉でなく消防が対応をなさっているということで、独居老人に

対しての対応をなさっていますけれども、持っているだけで安心、あるだけで安心という、そこの目に見えない

効果というものがあると思います。神戸市は今３万人、高齢者がいる中で、対応しているのは 4,000件しか対応

はできない。阪神大震災などの例もあって、これからその災害についてどうしようかという場合に、もちろん非

常緊急用の持ち出し袋などにワンセット、あれは笛とか何かも入れてくださっているんでしょうかね、70歳以上

の高齢者に。そういう笛など自分の所在をどなたかに知らせるという、瓦れきの底に入ってしまったときに、そ

ういう対応も非常に大事なんですけれども、やはりぐらぐら、ぐらぐら53年当時のあの地震も、もう朝から揺れ

ていました。そういうときに身につけていただいて、自分が万一の時には、それを押せばいいんだということで、

高齢者の皆さんは安心して過ごせるのではないかと思いますので、そういう意味で私たちだけが判断するではな

く、あるいは誤報が多いとか、現場の御苦労はあるかもしれません。高齢者もかなりぼけたり何かする中で、あ

るいは間違って作動したりということもあるのかもしれません。それとまた、近隣の協力者が必要で、なかなか

得られないというような問題があるというふうにも伺っておりますけれども、せめて安心して、これで私が押せ

ば来てくれるというものは、非常にお年寄りには大事な施策だというふうに思いますし、先ほど申し上げた「達

者で何より」の中には、それが明確に書かれております。ぜひ、つくられたプランに基づいて、これはやってい

ただきたいというふうに思います。 

 それと、年１回のその設置ということでは、年の初めにお願いをした方は約１年待たなければならない、待っ

ている間にそれを使いたかったけれども、なかったという場合に、私たちにはわからないんですけれども、本人

が命も助かるところも助からない場合も出てきたり何かしますので、お金がかかるんでしたらやむを得ないかも

しれません。でも、できたらもうちょっと年に２回ないし３回ぐらい二、三件がまとまったならば、それを設置

していただくということで、保守管理費が 150万円ほどかかっているようですけれども、ＮＴＴの対応は、今無

料でその辺のことはやっていただけるというお話も聞きましたので、もう少しきめ細かく対応していただかない

とお年寄りはもう間に合わないですね。１日、２日の手のおくれが悔いを残してしまいます。これ、救急という

ことと同じだと思います。高齢者の問題につきましては、迅速な対応をすべきであると考えますので、この点も

よろしく伺いたいと思います。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 



○福祉保険課長（鈴木希美雄君） 敬老会のことでございますが、今年は 2,380名、前年対比で約79名の対象

者が増加しております。そういうことの中で、昨年は 789 名の方が参加していただきましたので、本年は 800

を超えるのではなかろうかという推計を持っております。そういうことの中で、前回12年度においても、会場等

がかなり狭くなった状況が見受けられましたので、本年も 800名入りますとかなり混雑いたしますし、座いす等

の設置はなかなか難しいのではなかろうかということで考えております。 

 ですけれど、今言いましたように希望者があればということでございますので、今後担当課の方で協議いたし

まして、できるかできないか、ちょっとわかりかねますが、その辺ちょっと相談した中で、対応できることがあ

れば来年度に向けての検討ということで、御理解を願いたいと思います。 

 それから、各区の開催の件でございますが、今後、各区でやるのか、または一堂に集めて開催するのかという

ものについても、今後検討していきたいと考えております。 

 うちわの件でございますが、確かに子供等に裏に「元気でいてください」とか、いろいろな標語等も書いてい

ただければ老人の方も喜ぶと思われますので、それについても来年の検討ということで御理解を願いたいと思い

ます。 

 それから、緊急用通報システムの関係でございますが、現在、八十数名の方に設置してございます。それにつ

きましては、かなり有効には活用されていると思います。ただ、火災といいますか、ガス検知器の方がよく誤報

があるということをちょっと聞いておりますので、その点も改善が必要ではなかろうかと思っておりますが、い

ざというときに、在宅の高齢者、独居老人等とか身体に障害を持った人については、有効に活用されていると確

信はしてございます。 

 それから、設置のあり方でございますが、年１回まとめて設置はしておりますが、２回か３回でやったらどう

かというお話がございますが、ただ、若干お金もかかる要因もありますから、それについても予算の範囲内とい

うことでございますので、その点もＮＴＴとの協議の中で14年度については対応していきたいと考えております。 

○議長（山田力男君） 11番、居山信子さん。 

○１１番（居山信子君） 先ほど、言い忘れてしまいまして、緊急通報システムケアーライン１１９についての

ことですけれども、私もホームページで、今課長がおっしゃった内容をアクセスをしてみました。ただ、この次

の、これは１の１、１の１で、検索したところがちょっと違うのかもしれませんが、もう１枚のところがあった

んですけれども、それを課長はごらんになっていなかったのではないかと思います。内容はこの緊急通報システ

ムケアーライン１１９というふうに両方なっているんですけれども、真ん中より下のところに、なお、平成 13

年度から専用装置の貸与等ができなかった方のうち、希望者に家庭の電話、一般電話機を利用した同様の救護を

行うシステムの登録を行いますというのがあるんです。 

 ですので、今うちがやっている緊急用システムと同じものではなく、神戸市の方は担当者にきのう電話で問い

合わせをしましたところ、ＮＴＴと研究をして、今ナンバーディスプレーのそういう制度が電話機の中に登録す

るとできるんですけれども、どこからかかってきたかというのが電話機に表示をされるわけですよね。それを消

防署の方のパソコンの画面に登録をしておくと、高齢者が短縮の電話で１つのボタンを押す、ここを押すと消防

署につながるというボタンを押しただけで、即救急の方の消防の方には、すべてその人の情報が表示されるわけ

です。住所、電話番号、それからかかりつけ医、そしてまた本人のそういう通常の状況とか、近隣の協力者初め

すべてのものが画面に表示をされますので、ペンダント形式のそういうものですと、そこに持っていなければな

らないというふうなこともあります。 

 ただ、電話機のある部分を押せば、短縮機能のあるところを押せば消防署につながるわけですよね。ですので、

これが非常に通常のもののペンダント形式とかの緊急システムよりもお金がまずかからないと思うんです。ちょ

っときのう、予算のことを突っ込んで聞いたんですけれども、細かいので、説明が難しいようだったわけですけ

れども、できましたら神戸市の方にタイアップして聞いていただきたいというふうに思います。 



 もし、これが有効に使えるならば、非常に予算としては軽減もされますし、そしてその人、その人の対応によ

っては緊急システムの通常のものの時計形式とか、ペンダント形式で使う人と、そうでなく電話機まで行けるよ

うな方には、それを使っていただくと。ただ、プッシュ式でなければならないもので、黒い電話でこういうダイ

ヤル式というのはだめなんです。ですので、神戸市もこの電話機の取りかえということについての補助制度とい

うか、それを高齢者に無料でかえさせるかということは、今検討をしていますと、こういうふうにおっしゃって

おりました。ぜひ、そんなにはお金がかからずに皆さんが安心して暮らせるシステムではないかと思いますので、

この情報化の時代、新しい技術をどんどん取り入れながら、高齢者対策に備えていただくべきと思いますので、

町長の御所見を伺いたいと思います。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） 科学は、そういう機械は日進月歩でございます。新しいのへ飛びついてやっていけば切

りがないわけでございまして、市と町との財政力の違いということもありますし、そういうふうなことは研究は

いたしますけれども、すぐにやるというような考えは持っておりません。研究して、どこまでそこが回っていく

のかと、今のとということで対処していきたいと思っております。 

○議長（山田力男君） 11番、居山信子さん。 

○１１番（居山信子君） 町長、冷たいですよね。御自分が70の高齢でありながら、非常にお若くて元気でどこ

も悪くないものですから、人の心の痛みがわからないと言おうか、しかられますよ、同級生に。やはり新しいも

のに飛びつくとかではなく、やはり人の命にかかわる問題で、高齢者がどんなに不安で暮らしているかというこ

とがおわかりにならないから、そういう答弁が出てくるんだというふうに思います。 

 ですので、皆さん、そうです。恵まれていますとわかりませんけれども、本当に人のそういう立場に立ったと

きに初めてその人の思いがわかるのかもしれません。町長もぜひひとり暮らしをちょっとなさってみたらいかが

でしょう。さぞかし心細いだろうなと私は思います。 

 そういうことで、何よりもやはり優しいまちづくり、そしてまたホスピタリティのあるまちづくりとおっしゃ

っているんでしたら、まずここに住む高齢者の皆さんに安心して暮らしていただけるということを最第一に、そ

して万一災害のときにも、災害弱者と言われる方々をどう救出していくかということを私たちもイメージの中で、

絶えず自分の近所には、あそことあそことあそこに年寄りがいると。万一のときには、ここを助けに行かなけれ

ばいけないというイメージトレーニングを職員の皆さんだけにお任せするのではなく、本当に何があるかわから

ない時代がきのう、きょうのあのテレビを見ていて思いますので、余り冷たいそういう生き方というのは、ぜひ

やめていただきたいなというふうに思いますので、そんなことを言ったら町長、「ちょっと待った、違うよ」と言

うけれど、でも表現の仕方でそういうふうにも受けとめられます。どうぞ優しいまちづくりに町長、励んでいた

だきたいと思います。来年、町長選があります。こうしてテレビカメラでお茶の間で、みんなが町長の答弁を聞

いていて、この人をこの次の町長に任せていいかどうか、今から見ておりますので、今後ともよろしくお願いい

たします。 

 次、お願いします。 

○議長（山田力男君） 第２問の答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（田村又吉君） 居山信子議員の第２問、学校トイレ改修について。３点にわたって質問がなされており

ますが、１点目、学校のトイレ利用を我慢する子があり、心身への悪影響が指摘されているが、当町の現状はど

うか。 

 ２点目、学校の和式トイレを洋式トイレに比率を上げ、各階に設置する考えは。 

 ３点目、トイレが変わると子供たちも変わると、学校トイレ先進地サミットの報告もあるが、トイレ改修に取

り組む考えはの質問につきましては、学校教育課長より答弁させますので、よろしくお願いいたします。 



○議長（山田力男君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（村木 脩君） それでは、居山議員の２問目、学校トイレ改修についてお答えします。 

 １点目、当町の現状についてをお答えします。当町の学校においては、平成９年度より洋式トイレの設置を始

めてまいりました。しかしながら、現実的にまだ追いついていないのが現状ですが、学校の調査によるとトイレ

を我慢して行かないという報告は受けておりません。実際に熱川小学校の校舎、稲取中学校、熱川中学校の体育

館などを見ていただければわかりますが、すばらしいトイレとなっております。 

 ただ、早くに耐震補強や外観改造を行った稲取小学校、稲取中、熱川中学校の校舎のトイレが現状として劣っ

ておりますが、けがした児童・生徒のために洋式トイレ、男女１基ずつでありますが、設置しており、大川小も

やはりけがをした子供たちのために１基、洋式トイレを設置してあります。この大川小については、15年度に予

定されている耐震補強事業の際に改良を考えております。 

 また、質問にはございませんが、すべての幼稚園のトイレは平成11年度に洋式化が終わっております。 

 ２点目、各階に設置する考えはにお答えします。 

 当然、今後も引き続き、予算等を見ながら各階に設置していきたいと思っておりますが、すべての大便器を洋

式スタイルにするということは考えておりません。中には人の後に使用するのは嫌だという子もおりますし、全

部の家庭、その他の施設が洋式スタイルとも考えにくく、やはり教育上も両方を経験させたい部分もありますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

 ３点目、トイレ改修に取り組むお考えはにお答えします。 

 ２点目でもお答えしたように、引き続き取り組んでいきたいと思っておりますが、学校はいずれも30年前の基

準で建築されているために、時代に適合していないものも多く見受けられるので、トイレだけというわけにはま

いりませんが、今後も努力をしていきたいと思っております。 

 １つ、申し添えさせていただきたいと思いますが、前問の質問に敬老会のためのトイレ改修とありますが、学

校教育費の中での体育館の洋式トイレ改修工事ですので、敬老会でトイレに御苦労をされているということの中

で、子供たちも使用するということで、校舎分の工事を前倒しして改修させていただいたということですので、

御理解をいただきたいと思います。 

○議長（山田力男君） 11番、居山信子さん。 

○１１番（居山信子君） ８月27日に世田谷区で学校トイレサミットというのが開かれたようで、この様子をち

ょっと調べましたところ、滋賀県に栗東町という町がありまして、あとは横須賀市と世田谷区、それぞれ教育長

さん、市長さんが出席をされたそうですが、この取り組みの背景とかねらいは、非常にトイレの改修によっての

教育効果、そしてまた、まちづくりにおける学校トイレの役割という、そういう観点から報告がなされたそうで

す。 

 まず、栗東町の場合なんですけれども、これは約 6,000万円かけて、中学で全町を直したということなんです

が、この中学では今から７年ほど前には、非常に学校内の器物破損が多く、トイレが一番ねらわれて何かと壊さ

れていたそうなんです。そこで、一番壊されるところを壊されないようにしようというのが、この栗東町のねら

いで、修理をしても、まず昔は壊されるのがトイレだったようなんです。それは、生徒が非常にトイレに対して

無関心だからではないかというふうなことで、この子供たちに関心を持たせるために、生徒たちにグレードの高

いトイレを目指して改修をしようという呼びかけをして着手をしたそうです。色とか、それからタイル、それか

ら設置する器具すべてに生徒が決めたとおり、つくったそうなんです。 

 そうしましたら、そこが生徒の憩いの場となったということで、私はそうですね、10日ほど前にＮＨＫのテレ

ビで、この栗東町の話ではないんですが、やはり学校トイレが非常にきれいになって、それから自分たちの作品

などをトイレに張るような、そういう工夫もしている中で、そこで子供たちが自分たちがつくったトイレと、そ

ういう誇りと喜びを持ってそのインタビューに応じていた姿も拝見をしたんですけれども、そういう意味で、非



常にトイレがどれだけ大事なものかということを、この教育長さんは再認識をしたそうです。 

 いずれにしても、トイレに限らず、その後文化祭、体育祭の自主的な運営とか、自分たちが学校をつくってい

くんだという、そういう効果が生まれたというふうに、一つ報告がございました。 

 あと、横須賀市の例なんですけれども財政の関係上、１校につき１系列、学校のトイレというのは、１階から

上階まで同じところに縦に並んでいるということで１系列と、こういうふうに言うそうですけれども、１つの学

校には二、三系列あるということなんですが、その幾つかある系列の中の１系列だけしか改修ができなかった、

予算の関係上ですね。ところがそれでも効果があったということです。それは、単に予算がついて学校の関係者

だけでこういうふうに直そうとかというふうにしたのではなくて、子供たちの意見を聞いて、子供の発想に基づ

いてトイレをつくったそうです。そうしたら、新しく改修されたトイレはもちろんのこと、古いトイレも大切に

使うようになったという報告です。 

 あと、問題は、学校が災害時の避難所になるということです。私も、今いろいろトイレの勉強をしているんで

すけれども、ホスピタリティ時代の優しいトイレというふうなことで、ちょっと論文を読んでおりましたら、排

せつ行為の中でも、その腹部に人工肛門とか、人工膀胱をつけたオストメイトという方々にとっては、災害時の

パニックというものが大変な状況だというのを読んで、もうびっくりしてしまったんですね。いつも飲み水とか、

食べ物とかしか考えていなかったんですが、災害時の。ああ、そうだ、トイレというのは、本当に大変なんだな

と。家庭でもお水がなくなってしまうと大変ですので、おふろとかにはためておきますけれども、それでも万一

お水がなくなってしまったら、我が家のトイレの便器はどうなってしまうんだろうということですよね。それと

同じに学校の体育館等、避難をした場合に大勢の方が使う、なおかつ高齢者が使う、これはもう当然、東海地震

もかなり近づいているというか、覚悟をしていかなければならない状況の中では、単に学校教育だけの問題でな

く、災害の避難場所となる学校のトイレということでの取り組みが必要になってくるのではないかというふうに

思います。 

 また、社会教育施設として利用されることから、また地域の中の中心にあるのが学校ですので、その大切さを

町長がどう御認識をなさるかということをお伺いをしたいと思います。世田谷区の例で教育長いわく、子供にと

っては学校が学習の場でもあるし、生活の場でもあると、ここの調査結果は、トイレをふだん使わない小学生が

男子で70％いるというんです。女子では86％という、この調査結果にこの教育長は驚いたというお話であります。

トイレに行かないと健康上の問題とか、学校内の活動にも支障を来すということで、認識を新たにされた教育長

さんの取り組みがここでなされたわけですけれども、トイレには姿見まで設置をしたということです。トイレは

サロンふうになって子供たちのおしゃべりの場にもなって、そしてまたトイレに行くことに抵抗感がなくなって、

マナーが向上し、改修は効果がありますよと、こういう実践論だったようでございます。 

 私たちも、バスでよく視察研修とか伺うとき、あるいはバス旅行などに行くときに、どことどこにトイレがあ

ると、そして、自分の体と相談しながら、時間的なことを考慮して、どこのトイレを使おうかなと選択をします、

私の場合だけかもしれませんけれども。きれいなトイレはいつもきれいなもので、ちょっと我慢しても、あそこ

に行けば気持ちよく入れると思うと私は我慢します。我が家でもそうです。大と小を使い分けます。下は洋式で

すけれども上は和式なんです。で、時間がないとき、やむを得ないときはもう上を使って、大も小もやむを得ず

と思うんですけれども、今は、もうまず大のときは洋式でウオシュレットを使って、きちっと最後さわやかな感

じにしてもう出てきたいもので、多少お水での刺激があると便秘がちな者も非常に出がいいということは、皆さ

んも御経験済みかというふうに思いますので、まず、食べることの対策もさることながら、これから排せつの問

題も、しっかりと対策の一考に入れていく必要があるというふうに思うことから、どれだけ私たちの健康に便秘

がちな人というのは大変御苦労が多いかと思います。そういう意味で、ぜひ認識を新たにしていただくと同時に、

具体的なその調査をなさったらいかがかなというふうに思いますので、まず総点検、そしてまた子供たちへのア

ンケートなどを提案をしたいと思います。いかがお考えでしょうか。 



○議長（山田力男君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（村木 脩君） ただいまの御質問で体育館、この場合につきましては、避難所も兼ねるという

ことの中で、ここには障害者用トイレも設置してございますし、シャワー室も設置してございます。これは社会

教育の方の関係もございますし、その辺の中で、使い勝手は十分考えております。 

 そして、熱川小学校の体育館につきましは、来年度耐震補強をしていくということの中で、この辺も考えの中

に入れていく予定でございます。 

 総点検でございますが、総点検というより、施設的にトイレが学校の中に足りないという部分は、稲取小学校

と稲取中学校と熱川中学校です。この３点ですので、これらにつきましては、あと二、三階部分にトイレを設置

していけば、一応の各階のトイレということはこれでほとんどできると、 100％の比率になっていくということ

でございますので、これから総点検をするという考え方はございません。 

 アンケートにつきましても、アンケートをとって、これを子供たちがこうしたいと言ったときに、そこまでち

ょっと財政的にやれるかどうか、この辺も疑問ですので、アンケートという部分はとらない予定でございます。

それより、心の教室ですとかそういった方に、もう少し子供たちが集まれるような施設をつくっていった方が有

効ではないかなという気がいたします。 

○議長（山田力男君） 11番、居山信子さん。 

○１１番（居山信子君） 子供たちがトイレを我慢しているか、していないかという問題を私は調査をするとい

う必要があるのではないかなというふうに思いますので、これは検討をしていただいて、実態というものをしっ

かり把握をしていくことが、まず何でも物事をなし遂げていくのには必要なことです。大人の目線で考えて、多

分こうだから大丈夫だろうと、また何人かの子に聞いて、そんなことはないよというから全部大丈夫だろうと、

こういう考え方ではないのではないかなというふうに思います。 

 実際に各地でその辺の取り組みをしたところがありまして、先ほど申し上げたデータもそうです。子供たちは、

やはり我が家のトイレはいいけれども、学校のトイレというのは余り使いたくないと、少し我慢できるものだっ

たらしないで帰ってきて我が家に飛び込んできて、うちの息子たちもそうだったんですけれども、帰ってくると

すぐトイレに入ります。学校に行くときも極力そういう大を済ませて出ていくというふうなことで、学校で大は

したくないというのは、うちの場合にはそういう生活の様子が見えておりました。 

 今回に限らず、私はこれはまたちょっとこれからの課題にしていきたいと思いますので、時間がなかったので、

今回は全部回ることができなくてしましたものですが、これからは実際の対応をもう少し考えていきたいと思い

ます。 

 先ほど、御答弁にあった大川小学校15年の耐震の場合のことですが、これがいい機会ではないでしょうか。ト

イレだけに限らず、子供たちの意見を取り上げて、やれる問題を新たにお金をつけてということでないわけです

から、やれるところからなさっていくお考えはありませんでしょうか。 

 さらに、子供の良好な教育環境というものを保障していくためでの、その施設の整備とか改善というものが緊

急の課題というふうに思うわけです。そういう点で、今なぜトイレかということになりますと、御存じかと思い

ますが、国庫補助事業の大規模改造事業において新規対象として、このトイレの導入という、トイレ改修のこと

が認められているわけです。これはあくまでも申請制度ですので、この補助事業があるということを認識をして

おられたかどうか、その点をお伺いをしたいというふうに思います。 

○議長（山田力男君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（村木 脩君） 先ほどのアンケートの問題ですが、学校の方にトイレを我慢している子がいる

かどうかという調査はさせています。それについては、「いない」という回答を学校側からいただいております。 

 そして、15年度に大川小学校は耐震補強をいたしますが、その際には、それらもあの学校につきましては、地

域のやはり避難所という関係もございますので、その辺については検討の中へ入れていくと。 



 14年度には、熱川小学校のやはり体育館ですが、耐震補強をいたしますので、このときにつきましても、当然

その辺は考え方を入れていくというふうに思っております。 

 以上です。 

○１１番（居山信子君） 了解です。 

 もう１つあった、聞いて答えてもらっていないの、補助制度の……。 

○学校教育課長（村木 脩君） トイレは当然対象になっております。そのかわり 500万円以上の工事と、そう

いうことで……。 

○１１番（居山信子君） ２問目については了解いたしました。 

○議長（山田力男君） 次に、第３問の答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（田村又吉君） 居山信子議員の第３問、児童虐待防止について、４点にわたって質問がなされておりま

すが、１点目、当町の虐待実態について。２点目、どう対応されているのか。３点目、防止連絡会やネットワー

ク支援会員、児童家庭支援センター等、設置の考えは。４点目、啓発活動として講習会の開催やその他について

の当町の取り組みを伺うの質問につきましては、福祉保険課長より答弁させますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） ３問目の児童虐待についての１点目、当町の虐待実態についての質問ですが、

平成13年に２件あったと連絡を受けております。詳しい虐待実態については、県児童相談所から、プライバシー

の問題がありますので発言には注意するよう指示がありましたので、件数のみで御理解をお願いいたします。 

 ２点目、どう対応されているかでありますが、まず児童が虐待を受けていると情報があれば、県児童相談所、

民生児童委員の児童部会、主任児童委員、町の職員と対応について協議をいたします。ほとんど県の担当者が現

場に出向き、状況を聞き取りを行いますが、緊急を要する場合には警察に連絡をいたします。その結果について、

町に連絡があり、民生児童委員の児童部会主任児童委員、県児童相談所の職員等で協議をし、一時預かり保護措

置を行う場合があります。 

 また、事前対策として、民生児童委員、主任児童委員、県児童相談所の職員で各学校を訪問し、虐待について

現実にあるか、身体検査等のときに、あざがある子がいるかを先生に聞き取りをしており、事実があれば対応策

を協議しているところであります。 

 ３点目の防止連絡会やネットワーク支援会議、児童家庭支援センター等の設置の考えはとのことですが、県伊

豆健康センターにおいて、平成12年度には児童虐待等対応協力委員、非常勤１名が配置され、対応の強化を図っ

ているところであります。県児童相談所において、児童虐待に関する相談件数は少なく推移しておりますが、家

庭の中に潜在化していることも考えられることから、児童虐待の未然防止に重点を置き、早期発見と適切な対応

を図ることを目的に、各市町村ごとに児童虐待防止ネット地区別会議を設置しております。構成員として、民生

児童委員、児童母子福祉部会、主任児童委員、町の福祉担当者、県児童相談所の職員で構成しております。年２

回開催し、児童虐待の早期発見のための情報収集、児童虐待の対応の検討及び児童虐待に関する研修会を行って

いるところであります。 

 今後も、児童虐待防止ネット地区別会議を活用して、児童虐待防止に向けて連絡協議を図ってまいりたいと考

えております。 

 ４点目の児童虐待防止の啓発法の講習会等の開催、町の取り組みについてでありますが、児童虐待の所管事務

は県児童相談所で行っておりますので、その内容について町独自の判断ではできかねますので、県児童相談所と

協議をしていきたいと考えております。現在、県ではチラシ等を数回配布し、また主任児童委員の研修会を開催

し、知識、実践活動の指導を行っております。 

 しかしながら、近年、新聞紙上で頻繁に児童虐待の悲しい報道が掲載されております。町においても、ことし



２件発生しておりますので、児童虐待防止ネット地区別会議で相談し、今後の対応策を協議していきたいと考え

ております。 

○議長（山田力男君） 11番、居山信子さん。 

○１１番（居山信子君） ことしの初めから、新聞紙上等あるいはテレビのニュース等でこの児童虐待について

の報道が目につくようになりました。私は我が町では１件もないだろうというふうに思っておりましたけれども、

出てきた数字はそういうことで、少ないというふうに思われるか、多いと思われるかは別にしまして、出てこな

い数の方が大勢あるのではないかなというふうに思います。 

 この児童虐待については、昨年、児童虐待防止法というものが施行される中で、４つに類型化がされるわけで

すけれども、１つは身体的な虐待、子供に暴力を奮うということですが、一番数の上ではこれが多いわけです。 

 ２つ目は数は少なくても性的な虐待。 

 ３つ目がネグレクトという保護の怠慢ということで、子供をきちんと養育しない、あるいは食事を十分に与え

ない、おふろに入れないといったものです。 

 さらに、今これに、学校に行かせないというのもあるようです。 

 ４つ目が心理的な虐待で、「おまえなんか生まれてこなければよかった」というような言葉で心理的に傷をつけ

るものだというふうに分類をされておりまして、児童相談所からいただきました資料にも、その事細かな分析の

結果がございます。私はこれをこう数字をはじきながら、本当にバブル崩壊後、この日本というものがどんなに

か精神的に形骸化して、それぞれ非常に心がすさんだ状態になっているかなということを数字が物語っているよ

うに思いましたし、今昨年来のさまざまなテレビ、ニュース等の中でテロ事件等を見たときに、私たちが20世紀

に物質を最優先にしてきたこの生き方から、あの 110階建ての世界貿易ビルが崩壊するときに、皆さんは何を感

じられたでしょうか。今こそ、私たちの価値観の変革と、そして１人１人の心の変革をしていかない限り、みん

なの幸せはないんだということで、規模は小さいかもしれませんけれども、あれは原子爆弾のときのその小さな

日本のその原子爆弾が落とされた、そういうものをダブって、こうイメージをされた方もいらっしゃるんではな

いでしょうか。 

 いずれにしても、厳しい原因と結果の法則で、やはり人にしたことは必ず報いとして返ってくるわけで、ちょ

っとその辺のところは問題があろうかと思いますけれども、一般的にも人の不幸の上に自分の幸せを築いたり、

人を傷つけたり、人をあやめたり、今世で帳消しになるというものではないはずで、来世、それを持ってまた行

くというふうに思いますけれども、いずれにしても、この虐待の問題というのが根が深くて、親自身も、そのデ

ータから見ますと、かつて親に虐待をされていたというような悲しい現実がございます。 

 私たちは、こういう連鎖を何としても断ち切らなければならないと同時に、親である私たちが、そしてまた人

を傷つけていることに気がつかないで、本当に言葉の暴力でどんなに傷をつけていることが多いかを、皆さんで

反省しなければいけないのではないかなと思います。私も含めてです。 

 よく刃物で傷つけて、その傷の深さでその人の大変な状況がわかる、しかし言葉のその刃物で傷つけたものは

表面にはあらわれませんけれども、一生涯その人の心の傷になりますし、ましてこの児童の虐待という問題は、

信頼する親から子供がされるという、こんなに悲しい問題はないと思います。何としても、この児童虐待に対し

て、地域ぐるみで、町ぐるみで取り組まなければならないというふうに思いますので、後ほど町長の御見解もお

伺いをさせていただきたいと思います。 

 あと、７月19日の産経新聞ですけれども、児童虐待防止に対して「社説・主張」の中で、市町村のやる気が大

切だと、こういうふうに載っておりました。児童相談所は県に４つということで、今のその数字からいっても、

うちのこの伊豆は２件だということでありますけれども、ほかのデータを見ていきますとかなり数字的にはやは

り高いんですね。伊豆の場合には平成６年11件、平成12年に 135という数字になっております。このことから

考えましたときに、この伊豆と言いましても伊豆と東部を含めるとこういうデータになるんですね。 131件です



よね。12.3倍です。平成６年からわずか６年間のデータでそれだけ数が出ているということです。 

 今、身近な市町村が地域の住民や機関に呼びかけて、窓口として連絡調整する手法が虐待防止に効果を上げて

いるんだということで、大阪府和泉市の例を挙げられて、これが見事な防止ネットワークを立ち上げて具体的に

動き始めているようです。我が町でもネットワークが設立をされているということでありますけれども、通報相

談などから虐待の疑いが浮上して、協力をして取り組んでいくというふうなことなんですけれども、いずれにし

ても出てくる数字よりも、子供たちは人に言えない、まして小さなゼロ歳児、１歳児というのは言葉で訴えるす

べがないわけです。ですので、検診のときに担当の皆さんが、しっかりとそこのところをつかんでいただくとい

うことで、早急な通報をしていただくという必要も、この児童虐待防止法の中には通報の義務というものが私た

ち町民にも課せられておりますので、これを把握した人は、何らかの形で児童相談所なり、あるいは町の福祉の

担当なり、児童民生委員さんなりに、学校なりに連絡をしていただくということを地域全体で取り組んでいく、

そしてそのためにそれを呼びかけていく、虐待があってはならないということを叫び続けていくという、こうい

うソフト面での対応について、町長がどう取り組みをなさるのか、お伺いをさせていただきたいと思います。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） 虐待ということで、町でも13年になって２件というようなことでございます。今は地域

での連携が一番大切でございまして、いろいろ事件として出てくるとうのが名古屋方面が多いというのか、関西

方面が多いというようなことでございますけれども、これはやはり我が町としても、ネットを組んでいて起こら

ないことを期待しながらも、起こる予防をしていかなければならないと思っております。 

 私がこう子供たち、ちょうど孫ができて、２番目の孫が生まれるというようなときの子供の対応を見ています

と、やはり紙一重といいますか、やはり子供にはしつけというものが大切だということで、そのしつけのやり方

の問題が起こってくるかなというようなことが見受けられます。それと、うちの家内なんて見ていると、孫がか

わいいので一生懸命で、それと子供のしつけでやっているのを妨害しているというようなこともあります。 

 また、家内の方の父親は、言っては悪いけれど、県内では相当の教育者の中の指に入るような人でしたけれど

も、よく言っていたのは、じいちゃんは孫はかわいがると、しつけは親がするもんだというようなことを言って

おりました。そういうようなことで、新聞紙上へ出てくるのが、何でこういうことが起こるのかなというような

ことでございますけれども、やはり地域、特に少子・高齢化の時代で、子供というのは地域の宝でございまして、

これは地域で全体で見守って育てて健全に育っていくというのが基本であるというふうに私は解釈しております。 

○議長（山田力男君） 11番、居山信子さん。 

○１１番（居山信子君） それでは最後に、私はしつけという問題で、今町長から出ましたけれども、子育ての

最大のテーマは子供たちのあるがままを受け入れていくことだというふうに伺っております。ありのままの自分

をそのまま受け入れてくれる家庭、地域、社会、それぞれにいろいろな差別があっても、その差別があっていい

んだよと、人間はみんな違っていて当然なんだよという、そういう思いを皆さんの中で共有をしていきながら、

特に子供にとっては、私たちはしつけのつもりで言っても、なかなか言ったとおりには育たなくて、子供を育て

ることの大切さ、大変さというものを実感するわけですけれども、要は子供は親の生きざまを見て、そのことを

まねしていくということではないでしょうか。 

 ですので、虐待をした、また虐待をされた、自分がしたことをまた次につなげていくという悲しい連鎖、そし

てまた、虐待をする人にもそれなりのいろいろな背景がある中で、仕事に行きたいんだけれども、仕事がない、

そしてまた自分の居場所がない、あるいはまた、自分のやり場のない思いを力のない弱い者に向けていくという

ふうなことで、家庭の中のいろいろな複雑化する問題がこの児童虐待の背景にはありまして、先ほど申し述べた

４つの点が複合された形で原因として考えられます。１つということではないわけです。そういうことからして

いきますと、よほど地域でもって温かく私たちの子供を、未来の宝を育てていこうという、その取り組む姿勢を

大いに皆さんに訴えながら、東伊豆町の大切な子供たちを皆さんで健全に育てたいと思いますし、また精神的な



そういう親御さんに対するケアなどもできる心の相談室、学校だけでなく、今家庭のお父さんやお母さんにも、

おじいちゃんやおばあちゃんにも、カウンセリング的なその心の相談をできる場所というのが、とても大切だし

必要だと思います。 

 私もかつて、それは質問をさせていただきましたけれども、保健所に任せるだけでなく、私たちも町も精神衛

生の面で、ぜひ担当をこの保健福祉センターなどに置いていく中で、心の相談に乗ってもらえるような専門の方

を１週間に１回でも結構です。月に１回でも結構です。住民相談ではだめなんです。ぜひ心の相談というふうな

ことで、この虐待防止のまた大切な取り組みの１つとして、町長はその辺をいかがお考えになりますでしょうか。

その点をお伺いをさせていただきまして、私の質問は終わらせていただきます。 

 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） 大変、積極的に取り組めば、わけないのかなということと、また大変難しい問題だなと

いうことで知っています。私のじいさんの教育に対する言を引用しては悪いんですが、子供を育てる一例として、

うちのじいさんはよく身近な例から引いております。稲は一作つくり方を失敗しても、来年またつくり変えるこ

とができるけれど、子供の一生というのは長いから、それを間違えると大変なことだということで、おとといで

すか、ＳＢＳのガクノナオのあれでトークがあったわけですが、それのコーディネーターとして来たノグチトモ

コさんですか、何回もうちの町を訪れているわけでございますけれども、表面的なことを見ていたということで、

私は東伊豆町を見直したと。東伊豆町にはこういう社会教育というか、町の理念というものがあったんだという

ようなことを、きょう先ほど昼間のときにＳＢＳのディレクターとあれがお礼に来てお話ししておりましたけれ

ども、町の中というか、やはり昭和の初期と言いますか、30年代までの婦人会の社会教育学級というようなもの、

やはりこう入ってみると脈々と生きているわけでございまして、そういうことでの関心というものはあるし、ま

たそういうことでの思いやり、そういうことをやっていくということ。 

 また、自然にこう地域としての対応の仕方というものもありますし、そういうことを嫌って、今の目で現代的

でないというふうな反発も出るおそれもありますけれども、地域、先ほど言いましたこの少子・高齢化の時代の

子供といいますかは地域で宝として全体で見守って成長させていくということが一番大切ではないかなというふ

うに思って、またそういうふうなことで施策を展開していきたいと思っております。 

○１１番（居山信子君） ありがとうございました。 

○議長（山田力男君） 以上で、11番、居山信子さんの一般質問を終結いたします。 

 10分間、休憩いたします。 

                                （午後 ２時０３分） 

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

○議長（山田力男君） 休憩を閉じ会議を開きます。 

                               （午後 ２時１６分） 

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

   ◎日程第２ 議案第４７号 東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条例について 

○議長（山田力男君） 日程第２ 議案第47号 東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条例についてを議題

といたします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

         （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） 議案第47号 東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条例について。 

 東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 



 提案理由を申し上げます。 

 緊急経済対策に伴う地方税制上の措置として、長期保有株式に係わる少額譲渡益非課税（特別控除）制度の創

設に伴い地方税法の一部が改正され、平成13年10月１日から施行されるため、東伊豆町税賦課徴収条例の一部

を改正するものであります。 

 詳細につきましては税務課長より説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 税務課長。 

○税務課長（鈴木英夫君） ただいま提案されました議案第47号 東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条

例について説明させていただきます。 

 東伊豆町条例第２号。 

 平成 年 月 日。 

 東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条例 東伊豆町税賦課徴収条例（昭和37年東伊豆町条例第72号）

の一部を次のように改正する。 

 附則第19条第１項中「附則第18条第１項」の次に「及び第２項」を加え、「第３項第１号」を「第５項第１号」

に改め、同条第３項を同条第５項とし、同条第２項の次に次の２項を加える。 

 この附則第19条は、株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例規定でございまして、地方税法

の一部改正に伴う町条例を整備する内容でございます。 

 次に、加えられます第３項ですが、所得割の納税義務者が平成13年 10月１日から平成15年３月31日までの

期間、これを特定期間と申しますが、この前に租税特別措置法第37条の10第６項に規定する上場株式等の譲渡

をした場合において、当該上場株式等が同条第６項に規定する長期所有上場株式等であるときは、第１項の規定

の適用については、令附則第18条第３項に定めるところにより、当該譲渡した年の末日の属する年度の翌年度の

町民税に係る株式等に係る譲渡所得の金額の計算上、当該譲渡した年中の長期所有上場株式等の譲渡に係る譲渡

所得の金額から 100万円、これが譲渡所得の金額は 100万円に満たない場合には、当該譲渡所得の金額、これを

控除するものとする。 

 大まかに言いますと、第３項の内容は所得割の納税義務者が、平成13年10月１日から平成15年３月31日ま

での間、所有期間１年を超える上場株式を譲渡した場合には、この譲渡所得から 100万円、 100万円に満たない

場合には、当該譲渡所得金額を特別控除するという内容でございます。 

 次の第４項につきましては、前項の規定は同項の規定の適用を受けようとする年度分の第36条の２第１項また

は第４項の規定による申告書に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用するという

内容でございます。 

 これは、第３項の規定の適用を受けようとするには、町民税の申告、確定申告等の申告書に適用を受けようと

する旨の記載があるときに限り、適用をすると、そういう内容でございます。 

 附則。 

 この条例は、平成13年10月１日から施行する。 

 以上、簡単ですが説明といたします。御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（山田力男君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 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47号 東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 



 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第３ 議案第４８号 東伊豆町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正              

する条例について 

○議長（山田力男君） 日程第３ 議案第48号 東伊豆町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例についてを議題といたします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

         （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） 議案第48号 東伊豆町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について。 

 東伊豆町乳幼児医療費の助成に関する条例を別紙のように定めるものとする。 

 提案理由を申し上げます。 

 県の乳幼児医療費助成制度が通院の対象年齢を現行の１歳未満から４歳未満へ拡大することに伴い、東伊豆町

乳幼児医療費の助成制度を３歳未満から４歳未満に改めるものであります。 

 詳細につきましては福祉保険課長より説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） ただいま提案されました議案第48号 東伊豆町乳幼児医療費助成に関する条

例の一部を改正する条例について、朗読をもって説明といたします。 

 東伊豆町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例。 

 東伊豆町乳幼児医療費の助成に関する条例（平成10年東伊豆町条例第14号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「３歳」を「４歳」に改める。 

 この内容は県において、乳幼児医療費の助成制度の制度改正により、通院の対象年齢を現行の１歳未満から４

歳未満に拡大したことにより、東伊豆町の乳幼児医療費の助成に関する条例を通院と入院あわせて「３歳」から

「４歳」に改めるものであります。 

 附則。 

 この条例は、平成13年10月１日から施行する。 

 以上、簡単ですが説明にかえさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 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 48 号 東伊豆町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いた

します。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第４ 議案第４９号 東伊豆町いきいきセンター設置及び管理に関する条例の                



制定について 

○議長（山田力男君） 日程第４ 議案第49号 東伊豆町いきいきセンター設置及び管理に関する条例の制定に

ついてを議題といたします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

         （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） 議案第49号 東伊豆町いきいきセンター設置及び管理に関する条例の制定について。 

 東伊豆町いきいきセンター設置及び管理に関する条例を別紙のように定めるものとする。 

 提案理由を申し上げます。 

 高齢者が健康で生き生きとした生活を送ることができることを目的とした介護予防拠点施設、東伊豆町いきい

きセンターの施設整備に伴い、関係条文の整備を図るものであります。 

 詳細につきましては福祉保険課長より説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） ただいま提案されました議案第49号 東伊豆町いきいきセンター設置及び管

理に関する条例の制定について、朗読をもって説明といたします。 

 東伊豆町いきいきセンター設置及び管理に関する条例。 

 （目的） 

 第１条 この条例は、高齢者が健康でいきいきとした生活をおくることができることを目的とした介護予防拠

点施設（以下「施設」という。）の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。 

 （名称及び位置） 

 第２条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。 

 名称 東伊豆町いきいきセンター 

 所在 東伊豆町稲取４１０番地１外４筆。 

 この場所は旧ヤオハン跡地であります。 

 （事業） 

 第３条 施設は、次に掲げる事業を行う。 

 （１）介護、痴呆予防事業。 

 （２）生きがいづくり事業。 

 （３）高齢者等の健康増進事業。 

 （４）異世代間の交流事業。 

 （５）介護に関する普及啓発事業。 

 （６）高齢者ボランティア育成事業。 

 （７）地域住民のグループ、サークル活動支援事業。 

 （８）前各号のほか、町長が特に必要と認める事業。 

 （使用時間及び休業日） 

 第４条 施設の休業日及び使用時間は、次の各号に定めるところによる。ただし、町長が必要と認めたときは、

これを変更することができる。 

 （１）休業日  日曜日並びに東伊豆町の休日を定める条例（平成２年東伊豆町条例第１０号）第１条第１項

第２号及び同項第３号に規定する日。 

 （２）使用時間 午前９時から午後５時まで。 

 （使用できる者） 

 第５条 拠点施設を使用することができる者は、東伊豆町内に住所を有し、次の各号いずれかに該当する者と



する。ただし、町長が特に必要と認める者についてはこの限りでない。 

 （１）年齢が概ね65歳以上の者及びその家族。 

 （２）地域住民、ボランティア団体等。 

 （使用料） 

 第６条 施設の使用料は無料とする。 

 （使用の許可） 

 第７条 施設（付属設備等を含む。以下同じ。）を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなけれ

ばならない。 

 （使用の制限） 

 ２項 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしない。 

 （１）営利を図る目的で使用するおそれのあるとき。 

 （２）施設を損傷するおそれがあると認めるとき。 

 （３）公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。 

 （４）介護を必要とする者で、介護者がいないとき。 

 （５）その他管理上支障があると認められたとき。 

 （使用許可の取り消し又は停止） 

 第８条 町長は、前条第１項により許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使

用を停止し、又は許可を取消すことができる。 

 （１）この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

 （２）使用目的外に使用したとき。 

 （３）虚偽の申請又は不正な手段により使用の許可を受けたとき。 

 （４）その他管理上特に必要があると認めたとき。 

 （損害賠償） 

 第９条 使用者の責めに帰すべき事由により施設を損傷し、又は滅失したときは、使用者においてその損害を

賠償しなければならない。 

 ２項 使用者は、使用に関して生じた一切の事故についてその責めを負うものとする。 

 （管理の委託） 

 第 10条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第３項の規定により、町長は施設の管理運営を

社会福祉法人等に委託することができる。 

 （規則への委任） 

 第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

 附則。 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 

 13年12月１日を予定しております。 

 以上、簡単ですが、説明にかえさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） これより質疑に入ります。 

 11番、居山信子さん。 

○１１番（居山信子君） 質疑ありませんかと言ったけれども、いいですね。 

 委員会で十分な質疑はできなかったものですから、本会議上でさせていただきたいと思います。 

 いきいきセンターの設置ということでは、高齢者の皆さん初め地域の皆さんが非常に注目をしている施設であ

りまして、今こういう不景気の中に、我が町でちょっと明るい話題かなというふうに思って楽しみにしておりま



す。 

 第３条にあります（３）高齢者等の健康増進事業というのと、それから（４）に異世代間の交流事業というも

のがありますけれども、この辺の具体的なものが、骨子でも結構です、わかりましたらお教えいただきたいと思

います。 

 「第７条、施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を」ということですが、この施設ということ

で、附属も設備を含んで、どういうふうな施設、設備がありますか。御説明をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） では、第３条中の３号の高齢者等の健康増進事業、これにつきましては、保

健婦等の協力をいただきまして、健康教室等の事業を展開する予定です。 

 具体的にどのようなメニューにするかというのは、まだ打ち合わせをしてございませんが、今後保健婦等の打

ち合わせを行いまして、高齢者によりよい健康増進の事業を取り入れた中で対応していきたいと考えております。 

 異世代間の交流事業でございますが、具体的には幼稚園児、または保育園児等を交えた中で、高齢者等と輪投

げ大会、そういった事業を老人と一緒にやるという、そういうものをメニューの中に入れて現在考えております。 

 それから、施設の中の設備でございますが、現在マッサージ器と、あと矯正鏡と、それから、あと身体測定す

る体重計、身長計等も自動でできるような施設を現在購入予定でございます。 

 それとあとは、社協の方に委託をいたしましていろいろな事業展開をするんですが、設備、施設の附属施設と

いうのは、現在その程度でございます。 

○議長（山田力男君） 11番、居山信子さん。 

○１１番（居山信子君） 健康づくりということにつきましては、保健婦さんを中心にした健康教室ということ

でありますが、おのずからお話を聞くだけでなく、体も動かす形での健康教室が望まれるわけですので、今後の

工夫を期待をするところでございますけれども、第７条、その附属設備についてはマッサージ器と、もう１つ鏡

です、何鏡とおっしゃったか、どういう鏡か、その辺をもう１回教えてください。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） 例えば老人になりますとどうしても腰が曲がったり、姿勢が悪くなりますの

で、その鏡を見ることによって、鏡にセンターがこう１本線が入っています。その線に向かって体を真っすぐ伸

ばしたり、その辺の体のこう位置を矯正するような姿勢を直す鏡でございます。それによって、腰が曲がってい

るとか、体のちょっと取るとかという場合は、その鏡を見ることによって、自分の姿勢がわかるということでご

ざいます。そういった鏡でございます。 

 それから、補助対象といたしましてマッサージ器、あとは自動血圧計もそうでございます。あと、ディジタル

の身長とか体重計の購入等を、健康器具的なものとしては購入を予定してございます。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

 10番、太田長八君。 

○１０番（太田長八君） 社協が管理するといいましたか、間違いないですか。その辺、ちょっと確認という意

味で。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） 社会福祉協議会に委託することができるということになっ ていますので、

ただ、12月１日から稼働いたします４カ月間につきましては、町の方でとりあえずは管理をいたします。14年度

につきましては、社協の方に委託も基本的には考えていきたいというふうに思っています。 

○議長（山田力男君） 10番、太田長八君。 

○１０番（太田長八君） そうやって社協に管理委託した場合、使用許可の場合で、申請者は、当然社協になる

わけですよね。福祉センターの方に。それでまた、許可はあくまで町長が許可をするということで、この辺、結



構時間的なあれがあって、将来的には社協の理事長ですか、その辺の許可でいいですよということは考えられな

いですか。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） あくまでも申請は町の方へ出していただくようになります。ですけれども、

その中でいきいきのデイサービスとかは社協の方で行っておりますので、そういった面で、社協に管理が望まし

いということでございますので、あくまでも民間の使用とか老人等の使用の場合は、町の方に出して、町から社

協の方に連絡するということで、申請はあくまでも町長に申請するということになっております。 

○議長（山田力男君） 10番、太田長八君。 

○１０番（太田長八君） 管理という意味で、では常駐者はそこにいるわけですか。その１点だけ。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） 常駐は町の職員が対応する予定でございます。 

○議長（山田力男君） 15番、内山恒昭君。 

○１５番（内山恒昭君） 私は２点ほど質問させていただきたいと思います。 

 まず、ちょっとぶしつけな質問になりますけれども、一応この施設につきまして年間にかかる経費、これは第

２条名称及び位置、これらについて所在場所、ここは一応借地になるんですけれども、土地の借り上げ料、ある

いはその坪単価、この合計と。 

 また、第10条の管理委託、先ほど８番議員から質問が出ましたけれども、社会福祉協議会等に委託した場合、

年間予算はどれぐらいになるのか。これが１点と、第３条の施設、次に掲げる事業を行うという中の（７）地域

住民のグループ、サークル活動支援事業とございますけれども、これらの内容について、説明をお願いいたしま

す。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） まず、土地の借地料でございますが、坪当たり 9,000円でございます。約百

九十数万円の借地料になります。 

 それから、そこの光熱水費ですが、電気料としては１カ月約４万 9,000円ぐらいを予定してございます。水道

料につきましては、約２カ月の徴収になりますから、２カ月分で 5,670円が使用料となってございます。プロパ

ンガスにつきましては、１カ月２万 5,500円が想定されます。 

 それから、社協の方の管理委託でございますが、４カ月の１人当たりの委託料として積算をしていただきまし

たところ、約八十数万円の内容となっておりますので、当初は社協の方に12月１日から委託を予定していたんで

すが、町の方の職員の対応ということの中で、断念したということでございます。ですから、４カ月で約八十数

万円ですから、それの１年分ということだから４倍になります。 240万円から 250万円の委託になるかと思いま

す。 

 ただ、それについては、光熱水費は現在入っておりませんから、あくまでも人件費相当分の委託ということで

御理解を願いたいと思います。 

         （「80万円ですから、それの４倍ですから 300万円ということ」「違う          違

う」「３倍」「 240万ですか」の声あり） 

○１５番（内山恒昭君） ３条の関係はどうなんですか。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） それから、地域住民のグループ、サークル等の活動支援事業ということでご

ざいますが、これにつきましては、現在婦人会等はございませんが、民生委員等の協力を得るとか、それとか老

人クラブの応援を得るとか、そういったサークル活動の中で支援ということの事業でございます。 

○議長（山田力男君） 15番、内山恒昭君。 

○１５番（内山恒昭君） 大体わかりましたけれども、目的がやはり介護予防拠点施設ということでございます



ので、普通私前からちょっと気にしているんですけれども、一応介護保険を40歳から支払っているわけですけれ

ども、この予防というのは、年齢に関係なく、やはり若い人でもそういう介護認定になる人もおるわけでござい

ますので、ここでは年齢を 65 歳以上としてございますけれども、この年齢をもう少し若くというんですか、50

歳、あるいは55歳ぐらいの年齢等の方も利用できるようなこの施設、条例の改正はできないかどうなのか、その

辺のところをあと１点、お聞きをしたいと思います。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） 確かに、介護保険の２号被保険者40歳から保険料を払っているわけでござい

ますが、40歳以上の方につきましては、重度疾病、いろいろの障害を持った方につきましては介護保険のお世話

になることができます。ですから、障害を持って、例えば重度疾病以外で障害を持っている方につきましては、

この施設の利用は可能だという形でございます。ただ、障害ということの中での対応ということですから。 

 それから、年齢につきましては、あくまでもこれは高齢者、通常高齢者といいますと65歳以上が高齢者という

位置づけがありますけれども、65歳にしたんですが、その辺は柔軟な対応の中で、まあ64歳、63歳の人でどう

しても利用したいということの中では、この条例の中でうたっております町長が必要と認めた場合には利用でき

ますので、その辺は柔軟な対応でしていきたいと考えております。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

 ６番、遠藤智之君。 

○６番（遠藤智之君） 休業日が日曜日並びに祭日、休日になっていますけれども、職員の関係で、これもやむ

を得ないと思いますけれども、ここにありますような地域住民のグループ、サークル活動の支援事業とございま

すが、そういうような方々が自分の勤務先、これ日曜日とかそういう祭日でないとこういうところへ参加できな

いという問題も出てこようかと思いますから、この辺、もしありましたら、休業日であっても日曜日をあけると

いうことができますか。それを聞いておきたいと思います。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） 休業日は日曜日、東伊豆町の休日を定める条例の中で、定めてございますが、

だれでもが気楽にこの施設が利用できるという体制づくりをしたいということで、貸し出し制度を、町の方に事

前に申請をしていただければ、日曜日でも使用ができるということでございますので、別に日曜日はあけないと

いうわけではなくて、あくまでも、この事業を展開するのに月曜日から土曜日までは事業展開をしていくと。こ

の間の事業は確かにやりませんけれども、日曜日については、この施設は貸し出してもいいということになって

おりますから、事前に申請をしていただければ、日曜日でもあけることができます。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

 ３番、栗田成一君。 

○３番（栗田成一君） 私はこの施設を計画をしたというか、ヤオハンの跡地を借りるというときに、るる町の

方から説明を受けて、自分なりにこの建物のイメージというものを考えたんですけれども、そのときに町長ある

いは担当課長から、将来病気にならない予防のための施設ですよと、こういうような話をされたと思うんですけ

れども、どうもこの目的だとか、あるいは目的はともかくとして、この事業の内容等を見ると、どうもそれが伝

わってこないで、もう本当紙一重の人を相手にしているような施設のような気がするんで、もっとその何て言う

か、65歳以上の本当に元気な高齢者が本当に病気にならない、そういうような施設かなと、こういう印象を、例

えばどなたか言われたと思うんだけども、将棋をやったりだとか何かそういうようなことがこの施設でできるん

だと、だけれどもこの事業内容を見ますと、何ですか、さっき言った輪投げをやったりだとか、そういう人とい

うのは、ほぼ介護が必要なような形の人ではないんですか。その子供と輪投げをなんていうのは、もっと何て言

うか、本当に病気にはならない元気なお年寄りが利用する施設と、こんな印象を持っていたんだけれども、でも

それと違う、最初からこういうような施設だったのか、私の受け取り方が悪かったのか、そんな気がするんです



が、その辺いかがなんでしょうか。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） 栗田議員が言われますように、あくまでも介護に移行しない、移行する前の

自立した高齢者がこの施設を利用するというのが、まず第一番でございます。ですから、この介護に移行する時

間を長くするとか、この生きがいづくりをやっていくことによって病院のお世話にならないとか、医療費の軽減

とか、そういった面の事業展開するのが、この事業は８割から９割の事業でございます。 

 ただ、その施設の中で、どれか趣味を生かした事業といいますのは、囲碁とか将棋、例えば高齢者の中でも、

社交ダンスをやりたいという人もいるだろうし、例えばもっといろいろな事業をやりたいという人もいるだろう

し、そういった高齢者の意見を聞きながら、この施設の中で、趣味を生かした事業を展開するというのが、この

今言った全体の８割、あと２割をそういった事業を展開する。あくまでも、この施設というのは、自立した高齢

者が生きがいを持って、この事業でいろいろなデイサービスを行うというのが、この施設でございます。 

○議長（山田力男君） ３番、栗田成一君。 

○３番（栗田成一君） 今の説明を聞いても余りピンとこないんだけども、私があと３年、２年もすると65歳に

なるんです。とてもこの事業内容を見ますと、そこへ行って１日過ごそうかなんていう気がちょっと起きないん

です。本当に病気にならないような元気なお年寄りが、ここを利用するというような感じの事業内容ではないよ

うな気がする。それでは例えばもう本当にきょうは元気だけれども、あした病気になるというような人を対象の

ような、そんな施設のような印象しか、この事業内容を見ると。でも、例えば趣味を生かすとかというのは、も

っと違うのではないか、何て言うのかな、どうもピンとこないんだけれども、この事業内容を見ると。 

 それから、介護に移行しないという、その紙一重のあれはどんなこだわりを持っているわけ、認識を、例えば

我々みたいにこう日常生活何ら支障のない人たちは、ここを利用するということは想定しているのか。元気なそ

れこそ、例えばちょっと陽気が悪くなればちょっとぐあいが悪くなるというようなそういう人なのか、ちょっと

何かすると介護が必要だという、そういう人を想定しているのか、それとももう元気はつらつの人を想定した施

設なのか、その考え方としていかがですか。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） 栗田議員みたいに元気な人は、この施設は利用しないと思いますが、例えば

70歳の人でも元気な人は、この施設には来ないと思うんです。ですから、体がだんだんこう歩くに大変だよとか、

手足がちょっと思うように動かないよ、でも介護に移行するまではいかないよという人が、いかにそこの施設を

利用して、歩くような歩行も現状維持ができるような、そういった施設の利用方法です。 

 ですから、常時この辺を歩いている70歳の人がこの施設に来ても、別に意味はないと思うんです。ですから、

介護に移行する一歩手前の要援護者、例えば歩くのにだんだん不自由な人だとか、例えば 50 メートル歩くのに

30分かからないと歩けないよという人が、いかにそこで現状維持するかという施設ですから、通常の元気のいい

人は、この施設は利用しないと思います。ですから、そういった介護に行く一歩手前の人をいかにその介護まで

いく時間を長くするということの施設でございます。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

 14番、山田直志君。 

○１４番（山田直志君） まず１点は、先ほど来のやはり課長のイメージで、話が誤解を受ける、文面的にもそ

ういうのがあるんですけれども、３条の関係にしても、結局やはり生きがい対応型のデイサービスが中心で、施

設とするともうそういうルームとあと八畳間ぐらいしかないわけですからね。それで４日間生きがい対応型をや

るということですから、フロアルームはあいているのは１日だと。 

 あと、八畳の和室が５日間あいているという程度ですから、ただあとこの３条のいろいろな項目については、

こういうものが対象の事業となるという、考えられると、これはみんなで１つの可能性として考えていけばいい



ことではないかと思うんですよ。 

 ただ、僕はここの問題でやはり一番問題になるのは、管理を社協に委託するという関係でいくと、一体こうい

う施設の管理は社協でいいでしょう。例えばこういう事業の何が今必要で、何をやろうかという責任を一体だれ

がとるのかと。そういうやはり施設の活用を含めて、全体までそれは社協に委託されるのか、このさっき出たよ

うな健康教室をやるだとか、時に応じていろいろなことをやっていいんでしょう、やれる可能性があるわけです

から、あいている時間とスペースがあれば。その責任を一体だれが持つのか、ソフトの運営の責任をやはりはっ

きりさせていかないといけないのではないかなと。ここを今どういうふうにお考えかなということが１点。 

 ２つ目は、先ほど来のあれで、例えば居山さんが言われたような問題、内山さんが言われたような問題でいく

と、さっきの課長の答弁だと、非常にかた過ぎると思うんです。いわゆる７条の使用許可、これは社協に委任す

るということで、またそのほかの問題について、町長の規則委任の項目があるわけですから、現実にはそういう

健康ではない人、栗田さんみたいに元気でぴんぴん走っているのではないような人をやってもらうにわざわざ役

場へ来て許可を取って、それからその日に行くなんていうようなことをやっていたら、そんな敷居の高い施設と

いうのは利用がされないと思うんですよ、実際の問題として。 

 だから、これは町長、規則委任の中でやることですから、現実には附属施設でさっき言ったような矯正鏡やマ

ッサージ器や何かなんていうものは、来たら名前だけ書いてもらってやれるぐらいの柔軟な対応をしなかったら、

町中にいろいろあったけれど、つくったけれど、そんなものを利用するのまで、許可書を取りに行かなければい

けないなんていうかた苦しい利用なんていうものは、それは意味がないと思うんです。 

 部屋の問題だって、ここにせっかく条例があるわけだから、条例上適用できるようなものについては、その日

に許可を取りに行ったって、あいていたらやるぐらいのやはり柔軟性というものを考えて運営しないと、一番と

にかく悪いのは、一般の町民から、また元気でないお年寄りに役場に許可を取りに行ってから利用してもらうな

んて、そんなことを考えていたら、施設はどんどん遠のいて利用されない施設になるのではないかと。この辺に

ついては、規則委任という項目を最大限生かして、手続や何かうんと簡素化して対応してもらいたいと思います

けれども。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） 確かに、４日間は本来の生きがいのデイサービスを実施します。現在、１日

ということでございますが、いろいろソフトの考え方で、今考えていますのは、10項目ぐらいの今までセンター

でやっています趣味活動の方を事業展開しているんですが、それ以外に、高齢者の方でこういった事業を取り入

れてほしいよとか、そういうものを老人会の方にアンケートをとりまして、そういった一番いい事業等も、皆さ

んがこう集まって来られるようなそういった事業も今後も考えて、いかなければならないということ。町につい

てもただ社協に委託するからいいというものではなくて、町もいろいろな事業展開についても今後考えて、いろ

いろみんながこぞってこられるような、そういったソフトの事業展開も考えていきたいと思っております。 

 利用方法につきましては、あくまでも申請は町ということになりますから、きょうのきょうというわけでなく、

前の日に出してもらって、その次の日に利用してもらうというのが一番望ましいということですから、きょうの

きょうではなくて、１日か２日前に出してもらって、その次の次の日に使うというような方法をぜひとっていた

だきたいと考えております。 

○議長（山田力男君） 14番、山田直志君。 

○１４番（山田直志君） とりあえず、最初の問題ですけれども、このソフト面の活用面については、福祉保険

課が責任を持っていると、そこの部分については、こういう活動をしたらいいよと言っても、我々管理委託を社

協だと言ったときに、どっちにそれは言っていいかわからなくなるんで、そこのところはしっかりと運営面のソ

フトの責任というのは、福祉保険課で持っているというところは、はっきりさせておいてください。 

 今、言ったようにそれのやり方として、老人会やいろいろな人と集まって、実行委員会みたいな形で運営計画



を練ったり、それはどういうやられ方をするか知りませんけれども、運営の責任形態をはっきりしませんといけ

ないなと思います。 

 それと、町長、今課長とのやりとりの中で、僕は一番問題は、前の日でも何でもやはり許可書をとりに来いと

いうやり方が、こういう施設の場合、適当かどうなのか。これはやはり考えていく必要があると思うんですね。

デイサービスはあくまでも、生きがい対応型のデイサービスが中心ですけれども、手続の仕方については規則委

任ですから、これからもう少し町で考える余地がありはしませんか。元気でない、介護までいかないような人た

ちに、将棋で使うか囲碁で使うかダンスで使うか、いろいろあったにしても、わざわざ１回役場へ書類手続に来

させて、そうでなければ次の日また使えないというふうな考え方、血圧の機械にしてもマッサージ器を利用する

にしても、みんな今の課長の答弁でいけば、前の日に許可を受けに来なければならないと。これでは敷居が高く

て町民はやはりこの施設を利用できないのではないでしょうかね。 

 少し手続については、原則の問題はそうなんですけれども、規則委任で対応できるものというのはあるのでは

ないでしょうか。弾力的なものの考え方をしないと、町民の皆さんというのは、案外役場へ来てわからない手続

することほど嫌なことはないんです、町民の皆さんには。できるだけやはり年齢の問題もそうでしょうけれども、

せっかくつくった施設が多くの人に利用されるという点では、今この文面で課長さんが説明するような対応では、

私はかた過ぎて、町民の皆さんは利用されないと思いますよ。規則委任でありますから、弾力的な物事の対応、

考え方というものをもう少し検討する余地はないでしょうか。 

 先ほど来の議員の皆さんからの意見も聞いていて、町長なりの考え方はいかがですか。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） やわらかくすれば切りがないし、管理をきつくすればまた切りがないということでござ

いまして、弾力的な運営をというのは11条もあることでございます。これから、運営の方法は、だけれども余り

いてどんどん使うんだよということでも困ると思っておりますから、やはりこの条例は条例で、やはりつけてお

かなければならないということでございます。 

         （「だから、11条の方で考えてくださいということで」の声あり） 

○議長（山田力男君） ８番、八代善行さん。 

○８番（八代善行君） ２点ほど伺いますけれども、４条の関係ですけれども、日曜日と祝祭日をやはりオープ

ンにして、なぜオープンにしておかないのかなということ。 

 あと、使用時間がやはり９時から５時というのでなくて、もう少し早い時間から、また夏時間でしたら、やは

り午後７時ごろまでとかと、そういう使用時間ももう少し幅を持っていただきたいと思います。 

 また、この施設をつくる前には、デイサービスセンターのサブ的の使用ができるところだよということを言わ

れていましたけれども、この３条の８までには、そういうようなこともうたわれていません。何かこう見るとす

ごいかたいことで、やはり課長が言いましたように健康でない人というか、65歳以上であっても健康であっても

自由に出入りできるような施設にしていただかないと、何かこれ町長のうちがつくったいきいきセンターみたい

な、すべて町長に許可をもらわなければだめなようなことが書いてあるんですけれども、もう少しやわらかいや

り方で、皆さんが使用できるような条例にしていただきたいなと思いますけれども、その辺、どのように考えて

いますか。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） ６番議員の遠藤議員にもお話ししてございますが、あくまでも公民館的な要

素もありますので、事前に申請をしていただければ、日曜日、祝祭日等についても使用は可能でございます。 

 ただ、事業展開するということになりますと職員の休暇等の関係もありますし、時間外等の関係もありますか

ら、なかなかその辺が難しいんですが、利用することについては、日曜日でも祝祭日でも利用は可能だというこ

とでございます。 



 それから、９時から５時までをもっと延長してほしいということでございますが、ここに町長が必要と認めた

ときは、これを変更することができるとなっておりますので、その点も事前に町長の方に確認をいたしまして、

例えば９時までこの施設を使用したいという場合は、あくまでも申請を出した段階で町長の方に確認して許可す

るということで御理解を願いたいと思います。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

 ７番、山本鉄太郎君。 

○７番（山本鉄太郎君） 今皆様方からいろいろと指摘が課長の方にあったと思いますけれども、私もこれちょ

っとあれですけれども、すべてこれ規則でという形で逃げようかなという形のものが見受けられますけれども、

規則の中に恐らく７条であるこの何て言うんですか、使用許可の様式等も恐らく入ってくるのかなという形で、

すべて規則という形、この規則を十分な精査をして、先ほど来から皆様方もっと簡単に入れる方法にしろよとい

う声が大きいですから、規則の中で十分な、こう何て言うんですか、受け皿をとってもらって、この条例は条例

という形のもので、私はこれで条例というのはすべてこういうような書き方ですから、これはわかりますけれど

も、規則の方を十分留意して作成をお願いしたいと思います。どうですか、その点。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） 規則につきましては現在作成してございますが、使用の申請ということで、

まず様式１、使用をしようとする者がまず申請を出していただきます。それに基づいて町長に提出するというこ

とでございます。 

 それから、使用の許可ということで、まず申請を出した段階でそれを受理いたしまして、それを審査して許可

するということで、その様式等も規則で現在定めてございます。その様式に基づいて申請をし、許可を出すとい

うことで、そういう形になっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（山田力男君） ７番、山本鉄太郎君。 

○７番（山本鉄太郎君） ですから、課長の要するに条例で、法律で当てはまったこの答弁はわかります。それ

はわかりますけれども、規則をもっと緩和して、皆さんが言っているように行ったら名前を書いて入れるぐらい

の、それくらいの柔軟な態度をとって、こういういきいきセンターというものは運営したらどうかという議員の

皆さんの意見ですから、その辺の規則をうんと緩和してやってくれよという声なんですよ。その辺よろしくお願

いいたしますけれども。ですから条例は私は結構だと思います。だから、この条例で規則が生まれますので、こ

の規則の中で十分な弾力を含んだものを示しますから、そこでもって、皆さん、いきいきセンターを利用してく

ださいという形のものをやっていただきたいと、私はかように思いますけれども、どうですか、町長。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） 弾力的は運営をするように心がけます。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なし認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 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 49 号 東伊豆町いきいきセンター設置及び管理に関する条例の制定についてを採決いたしま

す。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 



 10分間、休憩いたします。 

                               （午後 ３時１０分） 

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

○議長（山田力男君） 休憩を閉じ、会議を開きます。 

                               （午後 ３時２０分） 

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

   ◎日程第５ 議案第５０号 東伊豆町緑と水のふるさと基金条例の制定について 

○議長（山田力男君） 日程第５ 議案第50号 東伊豆町緑と水のふるさと基金条例の制定についてを議題とい

たします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

         （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） 議案第50号 東伊豆町緑と水のふるさと基金条例の制定について。 

 東伊豆町緑と水のふるさと基金条例を別紙のように定めるものとする。 

 提案理由を申し上げます。 

 緑と水のふるさと基金につきましては、平成５年10月26日に静岡県緑と水のふるさと基金条例が施行をされ

たことに伴い、各市町村においても平成５年度内に県内74市町村で基金を設置すること義務づけられておりまし

たが、東伊豆町においては未設置となっております。本年度中山間ふるさと水と土のふれあれ事業の新規採択審

査に際し、基金設置が採択要件となるため、本議会で条例制定を提案するものであります。 

 詳細につきましては農林水産課長より説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（渡辺富夫君） ただいま提案されました議案第50号東伊豆町緑と水のふ

るさと基金条例の制定につきましては、朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

 東伊豆町条例第 号。平成 年 月 日。 

 東伊豆町緑と水のふるさと基金条例 

 （設置の目的） 

 第１条 土地改良施設に関連する地域資源の利活用を通して、地域の活性化を図る地域住民活動を支援するた

め、東伊豆町緑と水のふるさと基金（以下「基金」という。）を設置する。 

 （積立て） 

 第２条 基金として積み立てる額は、東伊豆町一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める額とす

る。 

 （管理） 

 第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならな

い。 

 （運用益金の処理） 

 第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財

源に充て、又はこの基金に編入するものとする。 

 （繰替運用） 

 第５条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属

する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。 

 （処分） 



 第６条 基金は、第１条の目的に要する経費の財源に充てるため必要な場合に限り、その全部又は一部を処分

することができる。 

 （委任） 

 第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

 附則。 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。 

○議長（山田力男君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 15番、内山恒昭君。 

○１５番（内山恒昭君） 私の方からは、３点ほどお尋ねいたします。 

 まず、先ほど提案理由の中に説明がありましたけれども、平成４年の10月に静岡県内の74市町村は、もう制

定したというお話がございました。そういうことで、今までうちの町がこの条例を制定しなかった理由はどうな

のか、これが１点。 

 次に、第１条の設置目的、これは土地改良施設に関連する地域資源の活用を通して、地域の活性化を図る地域

住民活動を支援するためということで規定をされておりますけれども、この目的について、具体的な施策がいま

いちちょっと見えないものですから、これらについて説明をお願いいたします。 

 それと２点目に、第２条の基金の積み立てでございますけれども、この基金で目標額というものがございます

けれども、この最終目標額は幾らになるんですか。 

 それとまた、基金の設置目的の達成期間を限定をされているのかどうなのか。今回、補正第２号で農林水産業

の用地費に 1,000万円の補正がございますけれども、これだと思いますが、これらについてお尋ねいたします。 

○議長（山田力男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（渡辺富夫君） まず、要するにこの条例の制定が今の現在に至ったとい

う経緯でございますが、当時平成５年度、前任者の方に確認したところ、条例設置を以前議案として提案したい

という旨のお話をしたところ、時の為政者である方から、もう少し待てよという話の中で設置がおくれておる現

状でございます。 

 ですから、今現在74市町村のうち、７市町村がまだ未設置であるということでございます。 

 あと、設置の目的の内容でございますが、まず土地改良施設に関連する地域資源の利活用ということの中でご

ざいますが、まず土地改良施設としては、用水路、ため池等の土地改良施設等で発生する内容でございますが、

中山間地域の環境、景観の保全を地域共同活動として行う事業に対して、支援をしていきたいという考え方でご

ざいます。 

 ですから、まず用水路等から発生する水性動植物等の保全を地域共同活用として、従来ですと、その用水路等

を整備することによって、蛍の保全、蛍の発生するとかなんとかという、そういったもろもろの事態が発生する

かもと思われますが、そういった保全活動を地域共同で事業実施をするものについて、支援をしていきたいとい

うことでございます。 

 とりあえず、基本的なものにつきましては、要するに基金の使途につきましては、集落共同活動の推進に要す

るソフト的経費というような言い方をされています。このまず、ソフト的経費につきましては何かということに

なりますと、当然要するに保全整備とか、単調整備にかかわる資料等の提供費用経費とか、実質的については、

環境保全整備、環境整備等に要する資材の提供ぐらいまでは可能であろうと、こういうふうに考えております。 

 ただ、これに要する日当とか、請負代金に充てるような費途はしてはいけないというふうにされている内容で

ございます。 

 第２条の基金として積み立てる額、これはあくまでも特定目的基金としての整備をするということの中で、永



久的にこの基金が存続するという考え方を持っています。基金の造成額につきましては１市町村 1,000万円をと

いうことでございます。 

 ですから、最終的な基金の目標額等については定めておりません。 

 以上です。 

○議長（山田力男君） 15番、内山恒昭君。 

○１５番（内山恒昭君） この条文を読んで、非常にすばらしい、これはやはり私も共鳴いたします。こういう

ものについて、平成５年10月に、これすばらしいですね。こういうものについてちょっと前町長が忘れて、理由

はいまいちわからないんです。今回の場合は、今度の町長が中山間整備事業等のいろいろな問題がありますから、

これはこれでいいといたしまして、わかりますけれども、74市町村中７市町村でやっていないということは、ち

ょっとやはり今まで出おくれているのではないかと、そういう気がいたしまして、この前も私質問いたしました

けれども、そういう面でちょっと中山間というのは、普通理解できなかったものですから、一般質問をやらせて

もらったんですけれども、これについては了解いたしました。 

 とりあえず、環境整備等はこういうものですから、結局、予算額等については、これは検討第一、それとやは

り設置目的に達成期間、これらについても検討第一ということでございます。これらも自然保護、あるいは環境

整備という面で、理解できますけれども、普通文化会館基金については、いろいろ基金がございますけれども、

これらについては事業が終了すれば、これは終わりだということになっておりますもので、これらについて額を

聞いたわけですけれども、これらについてもわかりました。ありがとうございました。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

 14番、山田直志君。 

○１４番（山田直志君） 行政報告との関係で１点、考え方をお聞きしたいんですが、町長、きのうの行政報告

の中で、この奈良本農村公園、一部、ふるさと水と土ふれあい事業等との問題が書いてありますけれども、この

関係の中で採択についても厳しいことが予想されるというふうなことまで、報告されていますよね。そうすると、

今の課長の答弁を聞いていますと、まあ 1,000万円市町村が積み立てるんだと。この農村公園等の整備等、整備

されていけば当然、それが僕は必要になっていくんだろうというふうに思うんですけれども、これが万が一、こ

の採択というものに対して非常に厳しい結果が出た場合ということもあるわけですね。ここで町長は行政報告で

まで触れているわけですから。そうした場合には、この 1,000 万円というお金については、そのまま棚上げで 

1,000 万円、積みっぱなしということに対応はなるんでしょうか。このちょっと行政報告との関係で、厳しいと

いう関係の中で、これ補正予算で積み上げをするわけですけれども、基金の対応というのはどういう形になるん

でしょうか。 

○議長（山田力男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（渡辺富夫君） まず、事業採択の是非等につきましては、要するに県の

方の県営事業として事業執行をなさるという関係の中で、県が繰り上げて平成14年度から事業着手するための施

策を講じております。 

 ですから、採択上はまず採択されるという考え方で間違いないというふうに解釈しています。 

 ただ、公共事業等の見直し等によりましては、事業費の総枠の予算が若干削られる可能性があるのか、それは

まだ確定した内容ではないものですから、ちゃんとした回答ができないのが現状でございますが、とりあえず総

事業費で約２億ぐらいの枠内に納まるのかなというふうに一応解釈しております。 

 それから、まず基金条例で今回造成されます金額等につきましては、土地改良施設等に関連するという考え方

の中で、基金を造成していくということですから、こういったものについて永久的にある内容ですから、基金の

造成はそのまま積み立てをしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 



○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 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50号 東伊豆町緑と水のふるさと基金条例の制定についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第 議案第５１号 財産の取得について 

○議長（山田力男君） 日程第６ 議案第51号 財産の取得についてを議題といたします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。   

 町長。 

         （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） 議案第51号 財産の取得について。 

 下記のとおり財産を取得するため、地方自治法第96条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 記 

 １．購入する財産及び数量 高規格救急自動車１台。 

 ２．契約の方法 指名競争入札による契約。 

 ３．所得金額 金 3,348万 6,600円。 

 ４．契約の相手方 静岡県伊東市吉田1026番地の98 

          静岡日産自動車株式会社伊東店 

          店長 増山康徳 

 提案理由を申し上げます。 

 かねてから念願でありました消防署の高規格救急自動車を導入し、多様化する救急患者の高度救急救命を目的

とした救急業務の万全を図るものであります。 

 この件につきましては、国庫補助対象事業として補助申請をしていましたところ、平成13年６月５日付で交付

の内示を受け、平成13年８月17日に仮契約を締結したところであります。 

 なお、この救急車の納入期限は平成14年２月28日となっております。 

 詳細につきましては、消防長より説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 消防長。 

○消防長（金田弘道君） それでは、ただいま提案されました議案第51号 財産の取得についてにつきまして、

概要説明をさせていただきます。 

 現在、当消防署には３名の救急救命士がいて、高度な救急救命知識を有して活動していますが、現在配備され

ている救急車には標準的な救急資機材しか搭載されていないため、管外への救急患者の搬送時などに救急救命士

が乗車していても、高度な救命活動ができない場合があります。このようなことから最新の救急資機材を搭載し

た高規格救急車の導入を検討し、本年度補助対象事業として補助申請をしていたところ、平成13年６月５日付で

国庫補助基準額 2,651万 4,000円の３分の１、 883万 8,000円が市町村消防施設設備整備費補助金として交付



内示がありましたので、導入することといたしました。 

 購入する高規格救急自動車ですが、総務省消防庁認定の高規格救急自動車で、日産パラメディックという型式

の高規格救急自動車になります。購入後は消防署の救急２号車として消防署に配備させていただきます。これを

購入するに当たり、業者４社による指名競争入札を行い、８月17日、静岡日産自動車株式会社伊東店店長増山康

徳と取得金額 3,348万 6,600円で仮契約を締結いたしました。 

 内訳につきましては、救急車本体が 3,189万 2,000円、消費税が 159万 4,600円で、合計額 3,348万 6,600

円となります。 

 主な装備といたしましては、車両部分が四輪駆動のＶ６ 3,500 ㏄のエンジンで 240 馬力、長さ５メーター64

センチ、幅１メーター90センチ、高さ２メートル48センチで、従来の救急車より車内の患者さんの収容スペー

ス等が広く確保されております。 

 現在、使用中の救急車より多少大きくなりますが、町内の道路等につきましては従来どおりの活動は可能と考

えております。搭載される最新の救急資機材といたしましては、気道確保用機材、半自動除細動器、心電図計及

び心電図伝送装置、呼吸管理装置、輸液セット等であり、これらの救急資機材を救急救命士が使用して救命率の

向上に役立たせます。救急救命士が病院の医師より指示を受ける体制につきましては、長岡の伊豆順天堂病院及

び熱川温泉病院との申し合わせにより、可能な状態になっております。 

 また、心電図伝送装置につきましては、伊豆長岡の順天堂病院に既に受信装置が設置されておりますので、重

症患者さんの搬送時などに高規格救急車との伝送が可能となっております。 

 なお、そのほかの装備につきましても、救急救命士以外の救急隊員が使用し、救急活動がスムーズにできるよ

うな資機材を搭載されております。 

 患者さん用のベットの防震装置なども装備されていて、乗用性も向上されております。静岡県内の消防署でこ

の高規格救急車が配備されていないのは当消防署だけでありましたが、今回導入されれば県下の全消防署に配備

されることになります。 

 以上、簡単でございますけれども、説明にかえさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 17番、田村孟夫君。 

○１７番（田村孟夫君） ただいまの財産取得について、提案理由と内容説明をお聞きいたしましたが、３点ほ

どお伺いをいたします。 

 １点目として、指名競争入札については何業者が参加されたものかお伺いいたします。 

 また、２点目といたしまして、高規格救急自動車は安全性や馬力がないと使い物にならないというふうに言わ

れますが、この車は何トン、また何名シャーシーなのか、先ほどメーカーのではパラメックとか、何かそういう

ような名称を言われましたけれども、何トンシャーシーであるのか、また言い方を変えれば定員数は何名か、最

大積載量とか、最大の排気量については、先ほど何か説明をいただきましたので結構ですけれども、その点につ

いてお尋ねをいたします。 

 ３点目といたしまして、入札価格以外にほかの部品と言うんですか、機具等の取りつけがあるものなのか、も

しあるようでしたらお伺いをいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 消防長。 

○消防長（金田弘道君） 業者の関係でございますが４業者です。名前につきましては日産自動車、それからト

ヨタ自動車、三菱自動車、いすゞ自動車の計４名でございます。これは国内の高規格救急車を製造しているメー

カーでございます。 

 それから、シャーシー等につきましてですが、２トンシャーシーでございます。ゴンゴと言うんですか、普通



の乗用車型でなくて、７人とか８人乗りの形になると思いますが、それと大体似たような形でございます。 

 それから、定員につきましては救急患者さんが２名、それから、救急隊員３名ですので全部で５名になります。

救急隊員が３名、それから、最大の救急患者さんの収容が２名できますので、定員につきましては５名です。 

 それから、入札の関係で機具等につきましてということですが、取得金額の中に全部組み込まれております。

車両代から高度救命処置にかかわる救命資機材、それから、一般の艤装につきましても全部その中に組み込まれ

ております。この内容、細かく説明、金額的には出ていますが、一応予算上の中での合計金額ですので、落札価

格が大分低くなっておりますので、一応私どもの見積もった価格につきまして、参考に申し上げたいと思います。 

 車両につきましては約 1,500万円、車両だけです。それから、高度救命用資機材の関係ですが 1,300万円、そ

れから、一般資機材といたしまして 660万円、それから、艤装及び附属品につきまして 315万円という形で、う

ちの方で概略的に積算をした数字でございます。細かい額面につきましては省かせていただきます。 

 以上です。 

○議長（山田力男君） 17番、田村孟夫君。 

○１７番（田村孟夫君） ただいまの業者については、説明を聞いてわかりました。 

 部品等についてもシャーシー等でも説明を聞きましたけれども、今艤装ですか、艤装は消防車についてもよく

そういう艤装等でいつもいろいろ議論があるんですけれども、今回のこの艤装については、もしわかれば主なと

ころをお聞かせを願います。 

 また、救急規格何ですか、救急自動車は搬送活動ですか、きょうここで議決されれば、これはいつから活動に

入られるのか。それでまた、我が町におかれましては、この救急自動車については、先ほども説明があって、一

番県下では遅いというような状況でありましたが、私もかねてから念願ではありましたが、これが達成されてき

たということで大変喜んでいる中でありますが、現在は我が町においては、救急救命士については何名ぐらいい

るんですか。その辺もあわせてお尋ねをいたします。 

○議長（山田力男君） 消防長。 

         （「資格のある人ね」の声あり） 

○消防長（金田弘道君） それでは、艤装の関係でございますが、大まかなものということで述べさせていただ

きます。これにつきましては、車につけるホグランプだとか、消防マークだとか、ちょっと路肩灯、それからサ

イドフラッシャーランプというふうな形と電流計、電圧計、音声合成装置、ちょっとこれがサイレンとかそうい

うものになります。そのようなものが附属品の主な物でございます。 

 あと、細かいものにつきましてはいろいろありますので、もしあれでしたら後でこの資料を見せて差し上げて

もよろしいと思います。 

 それから、納入につきましては、平成14年の２月28日ということで、納入期限は定めてございますが、こう

いう時期なものですから、なるべく早く業者さんの方には納入してくれよというふうな要望は出していきたいと

思います。 

 それから、救急救命士の関係ですが、現在３名の救急救命士が活動しております。 

 それから、今後救命士の育成関係でございますが、平成20年度までに10人体制に持っていくということで、

14年度から各１名ずつ研修所の方に入れて、資格を取らせると、そういうことで県の方にも報告をしてございま

す。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 



○議長（山田力男君） 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51号 財産の取得についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第７ 議案第６３号 東伊豆町功労者表彰について 

○議長（山田力男君） 日程第７ 議案第63号 東伊豆町功労者表彰についてを議題といたします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

         （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） 議案第63号 東伊豆町功労者表彰について 東伊豆町功労者として下記の者を表彰した

いから、東伊豆町表彰条例（平成６年東伊豆町条例第14号）第３条第４項の規定により議会の議決を求める。 

 記 

 住所 東伊豆町稲取 397番地の３ 

 氏名 故・鈴木孟 

 生年月日 昭和４年11月３日 

 提案理由を申し上げます。 

 功労者表彰につきましては、町内の各種団体の皆様から推薦をいただきました表彰候補者の皆様に関し、平成

13年８月17日に東伊豆町表彰審査委員会に諮問し、慎重なる審議をいただき、平成13年８月30日に答申をい

ただきました。 

 答申は故・鈴木孟氏を功労表彰する旨の内容でした。故・鈴木孟は選挙管理委員、民生児童委員のほか、消防

団第６分団長、消防団本部長を歴任し、長年にわたり公正な選挙執行により、自治の進展や地域住民の公益及び

振興に多大なる功績を上げられました。来る11月３日に東伊豆町功労者として表彰をするものであります。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

 なお、参考までに本年度有功者、善行者としての表彰をする方々を御紹介いたします。 

 有功者は３名おります。有功者、山口博さん、有功者、土屋惇さん、有功者、臼井順一様、善行者はお一人で、

善行者、西田典男様でございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（山田力男君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 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63号 東伊豆町功労者表彰についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第８ 議案第５２号 平成１３年度東伊豆町一般会計補正予算（第２号） 



について 

○議長（山田力男君） 日程第８ 議案第52号 平成13年度東伊豆町一般会計補正予算（第２号）についてを

議題といたします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

         （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） 議案第52号 平成13年度東伊豆町一般会計補正予算（第２号）について提案理由を申

し上げます。 

 今回の補正予算は既定の歳入歳出予算の総額に 3,523万円を追加し、歳入歳出予算を52億2,262万 2,000円

とするものであります。 

 歳入の主な内容を申し上げますと、予想を超える厳しい景気動向により町税の減収が余儀なくされ、特に町民

税の納税納付者の課税の基礎となる昨年の所得の減少により、現計予算に満たないため、減額措置をさせていた

だくところであります。 

 また、既に算定事務が完了し、交付額が決定いたしました地方特例交付金の減額と普通交付税の増額措置をさ

せていただきました。 

 なお、真野小雪様、川井喜平様、積田勝弘様、齋藤長吉様、齋藤ちか様、さらに栗田大様より上代が寄せられ

ましたので、それぞれの目的に添って活用させていただくことといたしました。 

 次に、歳出の主な内容を申し上げますと、本年４月の人事異動の内容により、全般的に人件費の調整をいたし

ました。総務費で１名分の退職手当組合特別負担金を措置いたしました。民生費で高齢者実態調査費及びいきい

きセンター必要経費、さらに介護保険特別会計過年度精算分繰出金の増額措置をいたしました。農林水産業費で

緑と水のふるさと基金積立金をそれぞれ措置いたしました。必要な財源配分を実施した後に、財政調整基金から

の繰り入れを4,400万円といたしました。 

 詳細につきましては総務課長より説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 総務課長。 

○総務課長（渡辺 穣君） それでは、ただいま提案されました議案第52号 平成13年度東伊豆町一般会計補

正予算（第２号）について、内容を説明させていただきます。 

 平成13年度東伊豆町の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによります。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,523万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ52億 2,262万 2,000円といたします。 

 ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１

表、歳入歳出予算補正」によります。 

 

 恐れ入りますが、８ページをお開きください。 

 まず、次の歳入ですが、１款町税１項町民税１目個人、補正前の額に 3,154万 2,000円減額補正いたしまして

４億 7,256万 9,000円といたします。１節現年課税分 3,154万 2,000円減、細節１個人町民税普通徴収現年課

税分 1,071万 5,000円減。細節２個人町民税特別徴収現年課税分 2,082万 7,000円減。内容につきましては、

町長提案理由で申し上げましたが、昨今の景気停滞等により納税義務者の課税の基礎となります昨年の所得の減

少により、現計予算に満たないため減額措置をさせていただきました。 

 ８款地方特例交付金１項地方特例交付金１目地方特例交付金、補正前の額に38万 7,000円減額補正いたしま

して、 4,361万 3,000円といたします。１節地方特例交付金38万 7,000円減、細節１地方特例交付金、内容に



つきましては、地方特例交付金が７月に 4,361万 3,000円に決定されたことによりまして減額措置をさせていた

だきました。 

 ８款地方交付税１項地方交付税１目地方交付税、補正前の額に 5,948万円補正いたしまして９億 3,948万円と

いたします。１節地方交付税 5,948 万円、細節１普通交付税、内容につきましては、普通交付税が７月に７億 

6,948万円に決定されたことにより、増額措置をさせていただきました。 

 ９ページをごらんいただきたいと思います。 

 13款国庫支出金２項国庫補助金３目衛生費国庫補助金、補正前の額に 115万 1,000 円補正いたしまして 162

万 3,000円といたします。１節保健衛生費補助金 115万 1,000円、細節２地域保健推進特別事業費補助金、内

容につきましては、子供の栄養料理教室、望ましい食生活習慣事業、地域保健活動事業に対する周知補助交付金

でございます。 

 14 款県支出金２項県補助金２目民生費県補助金、補正前の額に 633 万 6,000 円補正いたしまして 5,624 万 

8,000 円といたします。１節社会福祉費補助金 633 万 6,000 円、細節20生きがい活動支援通所事業補助金 179

万 9,000円。内容につきましては、先ほどいきいきセンターの条例設置していただきましたけれども、そこで使

用する10人乗りマイクロバスの補助金でございます。細節27乳幼児医療費助成事業補助金 112万 9,000円。内

容につきましては、対象者が３歳未満から４歳未満に変更になったための補助金でございます。細節31地域サー

ビスマップ作成事業補助金70万 8,000 円。内容につきましては、福祉サービス提供事業所の地図を作成する補

助金でございます。細節33高齢者実態調査事業費補助金 270万円。内容につきましては、平成15年策定を予定

しております高齢者ゴールドプラン調査の補助金でございます。３目衛生費補助金、補正前の額に 51 万 1,000

円補正いたしまして、 117万 7,000円といたします。１節保健衛生費補助金51万 1,000円。細節１健康づくり

総合支援事業費補助金 117万 7,000円。内容につきましては、健康づくり実践事業食生活推進教育事業、健康福

祉ふれあい祭り、女性のための健康セミナーに対する補助金でございます。細節３県民健康増進支援総合事業費

補助金66万 6,000円の減でございますけれども、補助制度の廃止による減額措置をさせていただきました。 

 10ページをお開きください。 

 次に、３項委託料５目権限移譲事務交付金、補正前の額に27万 8,000円減額補正いたしまして、 176万 3,000

円といたします。１節権限移譲事務交付金、この内容につきましては、権限移譲事務交付金が決定したことによ

りまして、それぞれ増減をさせていただきました。 

 11ページですけれども、16款寄附金１項寄附金３目民生費寄附金、補正前の額に 115万円補正いたしまして、 

115万 1,000円といたします。１節社会福祉費寄附金 115万円。内容につきましては、西伊豆町田子 280番地の

15、真野小雪様より 100万円、東伊豆町白田1570番地川井喜平様より10万円、東京都大田区大森北２丁目２番

５号、積田勝弘様より５万円、社会福祉費寄附金としていただいたものであります。 

 12ページをお開きください。 

 次に、４目教育費寄附金、補正前の額に 130 万円補正いたしまして 130万 1,000円といたします。１節教育

費寄附金 130万円。内容につきましては、東伊豆町稲取83番地、齋藤長吉様、齋藤ちか様より 100万円、東伊

豆町稲取3021番地の13、栗田大様より30万円、教育費寄附金としていただいたものであります。 

 17款繰入金２項繰入金１目財政調整基金繰入金、補正前の額に 5,600万円減額補正いたしまして、 4,400万

円といたします。１節財政調整基金繰入金 5,600万円減。内容につきましては、財政調整基金繰入金でございま

す。３目育英奨学基金繰入金、補正前の額に 129万円補正いたしまして 593万円といたします。１節育英奨学基

金繰入金 129万円、育英奨学基金繰入金でございます。 

 18款繰越金１項繰越金１目繰越金、補正前の額に 5,121万 3,000円補正いたしまして、9,621 万 3,000円と

いたします。１節繰越金 5,121万 3,000円。内容につきましては、前年度繰越金であります。 

 14ページをお開きください。 



 次に、３の歳出ですが、各款にわたり人件費を計上してありますが、本年３月の３名分の退職者及び４月の人

事異動の精算、また共済組合納付金、負担費、事務費の変更によりまして、それと来年３月に退職予定者１名分

の退職手当組合特別負担金の計上による内容でございます。内訳を申し上げますと、給料で 1,168万 5,000円減、

職員手当で５万 5,000円減、共済費で82万 6,000円の増の措置をいたしました。その合計額は 1,087万 8,000

円の減となっております。 

 したがいまして、今款に計上されています人件費の説明は省略させていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 15ページをごらんください。 

 ２款総務費１項総務管理費２目文書広報費、補正前の額に60万円補正いたしまして、1,102 万 7,000 円とい

たします。19節負担金補助及び交付金60万円。細節地域映像情報発信施設移転費補助金、内容につきましては、

東伊豆有線テレビ株式会社からＮＨＫ静岡へ送信する専用電線用パイプケーブルの敷設補助金でございます。 

 17ページをお開きください。 

 ４項選挙費３目東伊豆町農業委員会委員選挙費、補正前の額に 170 万 7,000 円減額といたしまして、９万 

5,000円といたします。内容につきましては、無投票でしたので精算をした内容であります。 

 19ページをお開きください。 

 次に、３款民生費１項社会福祉費３目老人福祉費、補正前の額に 1,059 万円補正いたしまして、１億 960 万 

1,000円といたします。７節賃金 152万 3,000円。内容につきましては、高齢者実態調査事務雇人料であります。

８節報償費、11節需用費、12節役務費、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費、18節備品購入費、27節公課

費につきましては、いきいきセンターに係る経費でございます。 

 20ページをお開きいただきたいと思います。 

 13款13節委託料 283万 5,000円。内容につきましては、地域サービスマップ作成委託料94万 5,000円。細

節７高齢者実態調査作成委託料 189万円でございます。７目社会福祉基金、補正前の額に 115万円補正いたしま

して、 1,670 万円といたします。25節積立金 115万円、細節基金積立金、内容につきましては歳入の寄附金で

申し上げましたが、真野小雪様、川井喜平様、積田勝弘様よりの寄附金を積み立てるものでございます。 

 ８目介護保険費、補正前の額に 1,111万 1,000円補正いたしまして、 7,627万 9,000円といたします。28節

繰出金 1,111万 1,000円。細節２介護保険特別会計過年度精算分繰出金、内容につきましては、介護保険特別会

計過年度精算分の繰出金でございます。 

 21ページをごらんください。 

 ２項児童福祉費１目児童福祉総務費、補正前の額に 186万 9,000 円補正いたしまして、2,482 万 9,000円と

いたします。20節扶助費 151万 6,000 円。細節乳幼児医療費、内容につきましては、３歳児入院通院に係る医

療費でございます。 

 23ページをお開きください。 

 ４款衛生費１項保健衛生費４目保健対策推進費、補正前の額に87万 4,000円補正いたしまして、 441万 4,000

円といたします。７節賃金、８節報償費、11節需用費、12節役務費につきましては、先ほど歳入で申し上げまし

た地域保健推進事業で対応する新規補助金事業の内容でございます。 

 25ページをお開きください。 

 ５款農林水産業費１項農業費３目農業振興費、補正前の額に 101 万 9,000 円補正いたしまして、 4,139 万 

6,000円といたします。19節負担金補助及び交付金30万円、細節17伊豆花物語策定費負担金、内容につきまし

ては、伊豆の特色を生かした新たな景観形成や花文化創造のための構想を策定する負担金でございます。５目農

地費、補正前の額に 291万円補正いたしまして、 1,672 万 4,000 円といたします。15節工事請負費 150万円、

内容につきましては、細節２農免道路整備附帯工事費でございます。19節負担金補助及び交付金60万円、細節



８ふるさと水と土ふれあい事業計画策定負担金であります。 

 26ページをお開きください。 

 ７目緑と水のふるさと基金費、補正前の額に 1,000万円補正いたしまして、 1,000万円といたします。25節

積立金 1,000 万円。細節１基金積立金、内容につきましては、先ほど議案第50号で可決されました基金に積み

立てるものでございます。 

 30ページをお開きください。 

 ７款土木費５項住宅費１目住宅管理費、補正前の額に80万円補正いたしまして、 1,251万6,000 円といたし

ます。11節需用費80万円。細節５修繕料、内容につきましては稲取、熱川町営住宅の修繕料であります。 

 31ページをごらんください。 

 ８款消防費１項消防費２目非常備消防費、補正前の額に43万 6,000円補正いたしまして、6,023 万 4,000円

といたします。19節負担金補助及び交付金43万 6,000円。細節１消防団員退職報償金掛金、内容につきまして

は、４月に退職報償金掛金が改正されたためでございます。４目防災対策費、補正前の額に48万円補正いたしま

して 1,217万 7,000円といたします。18節備品購入費48万円。細節１防災用器具備品費。内容につきましては、

大畑自主防災会倉庫の購入でございます。 

 35ページをお開きください。 

 ９款教育費６項保健体育費１目保健体育総務費、補正前の額に 112万 1,000円補正いたしまして、 8,388万 

7,000 円といたします。19 節負担金補助及び交付金 78 万 5,000 円。細節３温水プール使用助成金 25 万 5,000

円、内容につきましては、ユニティ伊豆温水プール使用に対する助成金でございます。細節13クロスカントリー

大会運営費補助金、内容につきましては、クロスカントリー大会に小学生部門の種目がふえたためでございます。 

 36ページをお開きください。 

 ７項奨学金１目奨学金、補正前の額に 129万円補正いたしまして、 597万 4,000円といたします。21節貸付

金 129万円。細節１育英奨学金貸付金でございます。２目育英奨学基金費、補正前の額に 130万円補正いたしま

して、 229万 5,000円といたします。25節積立金 130万円。細節１基金積立金、内容につきましては、歳入寄

附金で申し上げましたが、齋藤長吉様、齋藤ちか様、栗田大様よりの寄附金を積み立てるものであります。 

 恐れ入りますが、６ページにお戻りしていただきたいと思います。 

 この歳入歳出補正予算事項別明細書でただいま説明いたしました内容を総括してあります。 

 まず、歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額51億 8,739万 2,000円に 3,523万円補正いたしまして、

補正後の額を52億 2,262万 2,000円といたします。 

 ７ページをごらんください。 

 次に、歳出ですが、合計で申し上げます。補正前の額51億 8,739万 2,000円に 3,523万円補正いたしまして、

補正後の額を52億 2,262万 2,000円といたします。 

 次に、補正額の財源内訳ですが、国県支出金 836万 6,000円、その他 374万円、一般財源2,312万 4,000円

といたします。 

 以上、まことに簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 11番、居山信子さん。 

○１１番（居山信子君） 私は１点、お伺いをしたいと思います。 

 ９ページの14款２項１目にあります地域サービスマップについてでございますけれども、我が町の福祉サービ

スマップというのは、平成３年当時つくられたものから現在に至るまで、町としての福祉サービスというような

ものが具体的に網羅されたものというのが、どうも十分になかったように思いますけれども、この具体的な内容

につきましては、かつて下田の有志の皆さんが、カンパを集められて医療機関のマップをつくられて、希望者に



は配布をしてくださったというような経緯がございますけれども、この地域サービスマップの内容をもう少し詳

しく説明をしていただきたいと同時に、委員会でもこれは伺った問題ですけれども、県に確認をするというふう

に言っていただいた点もございますので、そこはどうなっているのかを御答弁いただきたいと思います。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） それでは、地域サービスマップの内容について、お答えいたします。 

 まず、地域サービスマップにつきましては、東伊豆町内の介護施設、それから福祉施設を東伊豆町内の図面に

示しまして、どのようなサービスを提供するかということを図面に示しました。これによって利用者にどこでど

のサービスの施設があるのかということをわかりやすく提供するためのマップでございます。 

 それから、委員会でお話しされました部分、その図面の中に医療施設を入れてほしいというお話がありまして、

県の方に確認したら、それは結構ですということで、医療施設も入れ込んだ形の作成をうちの方ではつくってい

きたいと考えております。 

○議長（山田力男君） 11番、居山信子さん。 

○１１番（居山信子君） 私、介護保険も含めて、いろいろ今までの町のサービスのあり方、利用の状況、そし

てまたサービスマニュアルがどれだけ町民の皆様に理解をされているかとか、さまざま関心を持って見てまいり

ましたけれども、うちの町の場合には、介護保険については介護保険のことということで書かれてはあっても、

町全体の現状のその福祉のサービスについて、１冊見ればすべてわかるというような形のものとか、そして何か

困ったときに、どこに相談をしたらいいのかというようなこととか、あるいは先ほど一般質問で申し上げた虐待

の問題があったときに、どこに一体通報をしたらいいのかとか、その１冊でもってすべて町のいろいろな内容が

わかるというようなものがないというのが大きな問題点だというふうに考えているんですけれども、その点、今

回のこの地域サービスマップについては、もうちょっと踏み込んだ形で、そういうものをつくっていただくこと

は不可能かどうかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） 先ほど申し上げましたように、介護保険を導入をいたしましたので、介護保

険の施設を重点に福祉施設とか、今言いましたように医療施設も含めた中で、それを東伊豆町のサービスの提供

ができる、どこでどのようなサービスということを示して、まず図面に示します。それと同時に近隣の市町村、

例えば河津、または下田、それから、南伊豆ぐらいまでを図面にはちょっと示すことはできませんが、備考欄に

こういった施設名、電話番号とか、連絡先、住所とか、そういうものをこの図面の１冊の本の中に明示していき

たい、例えば伊東あたりでも、近い所では八幡野あたりまでも、本の図書の中にこの住所等、どういったサービ

スをするのか、そういうものも記入して、わかりやすいそういうサービスができる、そういった図面にしていき

たい。 

 それから、この作成につきましては約 3,000部ほどつくる予定でございます。それで、65歳以上の世帯約 2,500

弱ぐらいですが、この全世帯に配布の計画でございます。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

 ７番、山本鉄太郎君。 

○７番（山本鉄太郎君） 地域医療活動の内容の説明をちょっとお願いしたいんですけれども、19 ページと 20

ページにあります高齢者実態調査事務雇人料、それから委託料、これも関連があろうかと思います。これ県の方

で 270万円来ていますから、この関係ではないかと思いますが、内容とそれから、どのようにどういうふうにし

ていくのか、この実態調査をしたこの資料をどういうようなもの、どういうふうにして生かしていくんだという

その先を教えてください。 

 それと、もう１点は25ページ、一番下から２番目の工事請負費です、農免道路整備付託工事、これ金額、工事

費によっては 150 万円でうんと少ないですけれども、どういうようなものが工事の内容の対象になっているか、



それをお聞かせください。 

 以上です。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） 高齢者実態調査の事務費の雇人料の内容でございますが、これは高齢者実態

調査は、平成12年度に高齢者保健福祉計画がスタートいたしました。３年後に見直しができるということで、15

年度に見直し作業を行うんですが、その前に13年度中にその対象者、要介護認定を受けている方約 250 名、そ

れと介護施設に入所している方50名、それと一般の65歳以上、今後介護に移行するだろうという人約 700名、 

1,000人ぐらいを抽出いたしまして、その方たちの実態調査を行います。 

 この介護保険をどのような形で提供して、サービス提供していただきたいのか、逆に入所しているとか、サー

ビスを受けている方については、満足度はどうなのか、そういったものを調査をいたします。約 1,000人ぐらい

を予定しておりまして、それの雇人料でございます。それに基づきまして、この委託料でございますが、その調

査をいたしました内容を業者に委託いたします。それを分析しまして、どういう形でその内容がなされたのか、

そういうものを分析調査をするものを委託する内容です。その委託された内容に基づきまして、14年度に高齢者

保健福祉計画、それにあわせて介護の事業計画を見直すんですが、そういうものを全部委託したものを14年度に

作成をいたします。その受けた調査の概要に基づいて、14年度作成いたしまして、15年度から新たに高齢者保健

福祉計画を３年の見直したということの中でやる委託料の内容でございます。 

○議長（山田力男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（渡辺富夫君） 農免道路の付託工事の内容でございますが、もう既に第

１期工事として完成を見ておる箇所のところでございますが、アスカーブの設置工事でございます。これは路面

排水処理を未然に防ぐということの中で、路肩に若干アスファルトでかさ上げをする工事の代用です。これが延

長 130メートルぐらいを考えております。 

 それと、取りつけ道路の補修工としまして、路面の湧水処理ができていない部分がありますので、そこの舗装

工事。 

 それとあと、流末排水路の補修工として、水路にもう既に堆積していまして、その水が畑の方に流末が行くよ

うな形ですので、堆積処理をする事業、一応３カ所予定しておったわけです。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

 10番、太田長八君。 

○１０番（太田長八君） ３点ほど事業内容の説明をお願いいたします。 

 ９ページ、14款２項４目の１節の細節２知恵を生かす地域づくり人づくり支援事業、この事業内容。 

 25ページの５款１項３目の19節負担金の中の細節17伊豆花物語策定費とありますけれども、これはいつ始ま

り、構成メンバーとまた事業内容。 

 もう１点は、28ページにおける３目観光費の中の細節10伊豆てくもぐウォーク負担金ですか、これも開始月

と構成メンバー及び事業、どういう事業かお伝え願います。 

○議長（山田力男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（渡辺富夫君） まず、歳入の知恵を生かす地域づくり人づくり支援事業

費の補助金の内容でございますが、内容的については要するにふるさと応援隊を募集した形の中で、地域の農業

体験等をしていただくような事業内容でございます。 

 まず、目的としましては、そういった地域応援団を獲得することにより、地域活性化を図る事業目的であると

いうように考えています。この事業内容等につきましては、市町村事業としまして、市町村の受け入れ計画によ

り、財団法人都市農村漁村交流活性化機構がふるさと応援隊員を募集して、市町村に派遣する事業内容でござい

ます。 



 事業の内容としましては、農村振興基本計画の策定、農業体験とか特産物の収穫、それとか育樹祭の手伝い、

そういった事業計画を立てておる内容でございます。一応、４名を考えておる内容でございます。 

 花物語の内容でございますが、１つは花咲く静岡と連携した事業内容ということの中で、地域の特色を生かし

た花物語を想定する内容で考えておる内容でございます。伊豆農林事務所管内の１市５町１村で一応計画を立っ

ておる内容でございますので、委員の構成メンバー等につきましては、会長が河津町長の桜井さんでございまし

て、あとは１市５町１村の農林水産課長及び伊豆農林事務所の技術支援課長が構成メンバーとしてなっておる内

容でございます。 

 以上です。 

         （「時期的にはいつごろから始まる……」の声あり） 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（渡辺富夫君） 実施時期は、策定会議等については、もう既に担当者会

議レベルでは一応やって、趣旨等の説明は行っておる現状でございます。 

○議長（山田力男君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（鈴木新一君） それでは、御質問の伊豆てくもぐウォークについて御説明いたします。 

 昨今の健康志向の中、ウォーキングは手軽な健康維持また健康増進の手段として、数年来ブームになっている

のは御承知のとおりでございます。こうした中、伊東市、それから東伊豆町、河津町、下田市、南伊豆町の伊豆

東海岸２市３町、それから交通機関であります伊豆急と東海バス、これが参加をいたしまして、これまでそれぞ

れが独自に行ってきたウオーキングを一体化をいたしまして、年間を通した共同事業という形にしようとするも

ので、経費につきましては総合パンフレット、それから各回ごとのパンフレット、参加者に渡す当日のコースマ

ップ、参加賞などに充てられる経費でございます。 

 それから、当町のイベントにつきましては、今月29日に稲取地区で行いますけれども、コースは稲取駅をスタ

ートして細野高原のススキと萩の群生を見ていただいて、文化公園におりてくるというコースでございます。 

 それから、てくもぐウォークの「てくもぐ」は、ちょっとよくわからないと思うんですけれども、簡単に申し

ますと「てく」はてくてく歩く、「もぐ」はもぐもぐ食べるということで、どういったことかと申しますと、ウォ

ーキングを楽しみながら、あわせて地元から提供される地場産品等、サービスを楽しむというイベント内容でご

ざいます。 

 それから、あと当町といたしましては、旅館組合の協力によりまして、おふろの無料サービス等も考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

 17番、田村孟夫君。 

○１７番（田村孟夫君） 31ページの４目の防災対策費の中の補正48万円、これは金額は小さいですけれども、

先ほどちょっと説明の中で、防災用器具備品ということで、たしか大畑という方言で、ちょっと聞き逃したもの

ですけれども、これの内容説明をお願いしたいと思います。 

○議長（山田力男君） 企画調整課長。 

○企画調整課長兼防災監（太田俊彦君） 防災対策費の中の防災用器具の備品購入費の関係ですが、田町自主防

災会の中の大畑地区の関係の防災倉庫が……。 

         （「駅前のところ」の声あり） 

○企画調整課長兼防災監（太田俊彦君） 駅前ではなくて、老人憩いの家の前にありますが。 

         （「お寺の横ね」の声あり） 

○企画調整課長兼防災監（太田俊彦君） はい、そこの防災器具がさびてきて支障が出てきたと、中の空気の関

係の取入口とか、そういうものが全部さびてきておりますので、防災倉庫としては、なかなかもう使いにくいと



いうことの中で、県より歳入の方の項目にあるんですが、10ぺージの中の消防費の県補助金の中で、補助関係の

追加要望があれば出しなさいというのがございまして、この防災倉庫の備品購入費の補助金に充てたいというこ

とで、追加要望があれば出していただきたいということの中で、48万円の防災倉庫の約３分の１が補助対象とな

るということの中で、今回田町地区からも要望が出ておりましたので、補正で対応させていただいた内容でござ

います。 

 以上でございます。 

         （「中身の細かい内容はわからない」の声あり） 

○企画調整課長兼防災監（太田俊彦君） ですから、その防災倉庫の購入費ということです。 

         （「全部の」の声あり） 

○企画調整課長兼防災監（太田俊彦君） はい。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

 ３番、栗田成一君。 

○３番（栗田成一君） ８ページの関係で、町民税の件でございますけれども、この減額については、先ほど理

由がありましたけれども、その理由に基づく減額は、これは最終的にどういうふうに解釈したらよろしいでしょ

うか。 

 それから、35ページ、ちょっと聞き漏らしたんですけれども、負担金補助及び交付金の関係のクロスカントリ

ー大会運営費の補助金でございますけれども、何か種目がふえたということなんだけれども、どんな種目がふえ

たのか、わかりやすくお願いしたいと思います。 

○議長（山田力男君） 税務課長。 

○税務課長（鈴木英夫君） 個人町民税の関係ですけれども、これは最終ではございません。今から、未申告の

呼び出し等、そういうのがございますので、これは７月31日現在で、一応調整してある内容でございます。 

○議長（山田力男君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（加藤 悟君） この19節のクロスカントリー大会運営費の補助金の50万円の内容ですけれど

も、これにつきましては、今御承知のように、第18回の報知東伊豆町クロスカントリー大会が本年10月21日に

開催されます。 

 これにつきましては、基本的には従来どおりのクロスカントリー大会を運営するわけでございますけれども、

本年度に限りまして、基本的にはホスピタリティーの精神、いわゆるおもてなしの心及び人に優しいまちづくり

というような視点から 1.5キロの部にユニバーサルランと言いまして、障害者のレースをここに入れ込むと、こ

ういった内容が含まれてございます。 

 これにつきましては、報知新聞社、あるいは静岡陸上競技協会東部支部、東急グループ等の一応御理解も得ま

して、本年度ユニバーサルランを 1.5キロの部にちびっ子ランと同様に並行して実施をしていくと、こういった

内容で、これについての必要経費として、町といたしまして50万円を計上させていただいた内容でございます。 

 内容につきましては、基本的にはバリアフリーを施すというような面もございまして、仮設トイレ、さらには

いわゆるボランティア組織、さらには役員、それから介護者のＴシャツですとか、帽子ですとか、名札、そうい

ったものも、この町として人に優しい町というような表現の中から、あえて今年度この経費を捻出したと、こう

いった内容でございまして、この中には、その身体障害者の方の記念品、いわゆるトロフィー代、賞品代等も含

まれていまして、おおむね50万円と、こういった内容になってございます。 

 以上でございます。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

 14番、山田直志君。 

○１４番（山田直志君） ４点ばかり伺いますけれども、１点目は15ページの情報公開審査委員会の委員報酬が



計上されておりますけれども、10月から情報公開法に基づいた情報公開というふうにして始まるということにな

ると思うんですけれども、人選、委員の任命でありますとか、この開催回数等については、どのような形で現状、

進めておられるのか、この点を１点伺いたいと思います。 

 ２点目ですが、16ページにございます委託料で町有地樹木伐採委託料ということで35万円の計上があるんで

すが、この内容については、どういうことを考えていらっしゃるのかということを伺っておきたいと思います。 

 ３点目ですが、先ほどもちょっと出ましたけれども、20ページで高齢者の実態調査の作成等の委託があります

が、この自分もそういう面で介護というのかな、ある程度かかわってきた経過も含めてあるんですが、先ほどの

課長の中では、施設入所者云々言っていましたけれども、一番やはり問題になってくるのは、その介護している

家族等の要望、結局ニーズとやはり実際の施設の状況が今そぐわない状況というのがあると思うんですよ、その

面では。家族はこうしたい、しかし施設がないとかという問題がうんとありますね。例えば施設の問題でも特別

養護老人ホーム等へ入所していても、これ基準がはっきりしませんけれど、調べても、入所者でこの人は本当に

ここの施設で、例えばおふろ等に１週間に１回ぐらい入れてくれているだろうかというふうな対応というのもあ

るんです、現実の問題として。やはりそういう面では、本当にこれが本人たちがそれに満足しているのかどうか

というのはあるでしょう。だけど、家族としてはこうしたいという問題と、またその施設を利用しているけれど

も、その施設のサービスについて、いろいろ問題や疑問を感じていると、なかなかそれで預かってもらっている

とか、契約している、いろいろな関係があると、それと都会みたいに選べないですよね、現実、施設を。こっち

がだめだから、こっちへ行けばいいというのが簡単にはいかないんですよ、東京やその周辺みたいに。そうする

となかなか人質をとられていると、その施設に対してなかなか言いたいことというのは言えないと。という現状

がうんとあると思いますよ。やはりそういうところがしっかり出てこないと、表面だけの実態調査の内容であれ

ば将来的にも言っていかなければ。 

 事業所に対する今後の指導をする上でも、しっかりとしたそういうものを反映していただく中身になるように、

やはりこれ、研究しなければいけないのではないかなと思うので、通り一遍で、県の出したマニュアルどおりに

そういうものを作成してやるというようなことがないように、ぜひこれはお願いをしたいなと、３点目に思いま

す。 

 ４点目ですが、35ページの負担金補助及び交付金の関係で温水プールの関係で、増額があるんですが、これに

ついては当初の見込みと現状がどのくらいの違いがあるのか、非常に僕は使いにくいという評判をうんと聞いて

いたものですから、このような形で増額になってくるというふうには、ちょっと思わなかったもので、その辺に

ついて御説明をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 企画調整課長。 

○企画調整課長兼防災監（太田俊彦君） それでは、私の方から、１点目の情報公開審査会委員の関係について、

お答えをさせていただきます。 

 御承知のように町の情報公開条例が10月１日から施行ということの中で、情報、公文書等の開示請求があった

場合につきましては、15日以内に開示できるのか、あるいは一部開示、不開示というような状況の中で、審査等

通知をまた出すわけですが、その中で、一部開示あるいは不開示の状況になったときに、60日以内に不服申し立

てを行うというときに、その不服申し立てについて、審査あるいは調査研究をするために情報公開審査会を設け

てあるということで、今回この委員を選任ということで、委員の人数は一応５名を予定しておるわけですが、人

選につきましては、現在町長以下、事務局で人選に当たり、今現在候補者を挙げて委嘱をする手続をしてござい

ます。ここでだれだれと言われても、ちょっと今そういう状況でいかないんですが、５名の予定者を町全体含め

て予定しております。 

 それから、回数ということなんですが、現在のところ、その情報公開条例等の説明も含めて、まず初回的には

そういうことをしたいと。それで、今年度については、当然あるかないか、その施行してからでないとわかりま



せんが、とりあえず今年というのは３回程度予定をしておるところでございます。それの費用ということで、５

名の委員の３回程度を現在予定しておるところでございます。 

 続きまして、16ページの関係の委託料の町有地の樹木伐採委託料ですが、これにつきましては、所在地は稲取

字中田ノ上2774番地というところの町有地でございます。これにつきましては、約30年ぐらい前から明神様を

祭った境内室ということになっているんですが、たまたまそこは町有地ですので、近隣といいますか、接してい

る農地等の所有者から、もう30年以上たっておりまして、樹木が大分横と上に伸びているということの中で、耕

作にいろいろ困難を生じてきているということの中で、切っていただきたいという要望がございましたものです

から、今回木を切らせていただくということで予算をつけていただいた内容でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） 高齢者の実態調査の関係でございますが、これ全国的に厚生労働省の方から、

平成15年、３年たって見直しをしなさいということの中で、介護保険がスタートして介護保険サービスを受けて

いる方の声を十分に反映した高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画を作成しなさいということの中で、全国で

一斉に行う事業でございます。このサービスを受けている方の声を聞きまして、その内容を今調査表にまとめて、

それから東伊豆町の高齢者保健福祉計画、その中においても事業者の意見等もいろいろ書く欄がありますから、

そういうものも加味しながら、この高齢者実態調査の委託をするということでございます。 

 ですから、これはうちの方は 3,500名ぐらいの65歳の高齢者がいるんですが、65歳を全部調査してもいいん

ですけれど、全部調査するとなると大変な雇人料も必要になりますから、うちの方はおおむね 1,000人ぐらいを

抽出して、今後、現在介護認定を受けている方、中でも介護度４と５の人は本人に聞いてもわからないと思うん

です。ですから、家族の意見等も聞いたりして、ですから介護度１、２ぐらいの方は本人に聞き取りは大丈夫だ

と思いますが、介護度３から５の方については、本人には聞くことができませんから、実際同居している家族等

の意見も聞きながら、そういった調査をいたしまして、それを今後の高齢者保健福祉計画、介護保険の事業計画

に反映していきたいということでございます。 

○議長（山田力男君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（加藤 悟君） 山田議員の温水プールの使用料助成金の増額についての内容ですけれども、こ

れの関係につきましてはユニティ伊豆さんと協定を結びまして、当初予算の段階で御審議いただいた意見では、

年間ベースで 500人を想定をいたしまして、 500人が１日利用しますと50万円ですけれども、その２分の１を

補助するということの中で、 500円になりますので、25万円を一応当初予算で計上をさせていただきました。 

 しかしながら、４月から８月までの実績、９月の実績を見ますと、１カ月平均 168人ということで、非常に多

くの方々が利用をされているという実績が出ましたものですから、当然補正をしないと３月までに間に合いませ

んので、一応年間ベースで想定をしまして今回補正をさせていただいたと、差額分につきまして見込んだ中での

補正をさせていただいたと、こういう内容でございます。 

○議長（山田力男君） 14番、山田直志君。 

○１４番（山田直志君） まず、１点目の情報公開の審査委員会の関係ですけれども、課長さん、内容はこの審

査委員というのは難しい仕事で、だれでもいいのかなという部分だけではない部分があると思うんです。そうす

ると、確かに半年、10月から今年度ということでいけば２カ月に一遍程度、もし開くということでいけば、３回

というのは一つ考えがあると思うんですが、これ、実際機能していく上では、条例または法律の解釈なんか、あ

る程度やはり勉強していただかないと、右、左にこうすぐ対応ができるという機関でもないように思うんです。

全く今までなかった行政をやはり別の角度からチェックしていこうということですよね。それでこの文書の扱い

を審査すると、委員の是非を審査しようというんだから、相当やはりそういう点では事前の教育というのか、勉

強というのが大事だと思うんです。そういう点ではちょっと３回という中には、そういうものは含まれていない



ように今、聞いたんですけれども、それで本当に機能するのかなという感じが１点、私はそこのところにするん

です。 

 それと、２つ目の問題です。町有林の樹木の伐採ということになるんですが、間伐ではないですから、伐採で

すけれども、これ木を切った後は、その木というのはどうなるんですか。もう傷んでいるということなの。30年

の木を切って、通常ならある程度安くても売るのではないのかなとか思うんだけれども、それはどういう考え方

なんでしょうか。そういうのがちょっとよくわからないものですから、その辺をちょっと御説明をいただきたい

なと。その２点だけお願いします。 

○議長（山田力男君） 企画調整課長。 

○企画調整課長兼防災監（太田俊彦君） まず、情報公開の審査会の委員の関係ですが、当然そういう形での不

服申し立てですので、予定としてはそういう専門家を一応人選としては予定してございます。 

 なおかつ、やはり行政的な関係もございますので、それらのある程度の経験者等について人選をしているとこ

ろでございます。おっしゃるとおり、法律等の関係も出てくると思いますので、人選的にはそういう形の人も考

えております。 

 また、３回では少ないというような御指摘でしょうが、初回等につきましては、そういうものの説明といいま

すか、勉強法を兼ねてやっていただかなければならないということの中で、現在では３回を予定しておりますが、

その後そういう形になれば、またその後の対応として補正対応等をさせていただきたいと考えているところでご

ざいます。 

 それから、２点目の木を切った後ということですが、これはあくまでも雑木で、桜とかそういう木なものです

から、杉とかそういう植林したものではございません。それの木の後始末としては、現在例えば始末につきまし

ては、ちゃんとした処分場へ持っていかなければいけませんものですから、そういうものを含めた予算の中で補

正予算をさせていただいております。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 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52号 平成13年度東伊豆町一般会計補正予算（第２号）についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎散会の宣告 

○議長（山田力男君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 どうも御苦労さまでした。 

                               （午後 ４時４６分） 
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議 事 日 程 （第３日） 

日程第 １ 議案第５３号 平成１３年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算 

（第２号）について 

日程第 ２ 議案第５４号 平成１３年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算 

（第１号）について 

日程第 ３ 議案第５５号 平成１３年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算 

（第１号）について 



日程第 ４ 議案第５６号 平成１３年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第 ５ 議案第５７号 平成１２年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第 ６ 議案第５８号 平成１２年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定 

について 

日程第 ７ 議案第５９号 平成１２年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定 

について 

日程第 ８ 議案第６０号 平成１２年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

について 

日程第 ９ 議案第６１号 平成１２年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定 

について 

日程第１０ 議案第６２号 平成１２年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 



   ◎開議の宣告 

○議長（山田力男君） 連日の御審議、御苦労さまでございます。本日も議事進行に御協力を よろしくお願いいた

します。 

 なお、社会教育課長が所用により欠席いたしたため、代理出席はスポーツ振興兼国体準備係長、石原邦彦君が出席

いたしましたので、よろしくお願いいたします。 

 ただいまの出席議員は14名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成13年東伊豆町議会第３回定例会第３日目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。 

                                           （午前１０時００分） 

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

   ◎議事日程の報告 

○議長（山田力男君） 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付いたしたとおりであります。 

 議事日程に従い、議事を進めます。 

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

   ◎日程第１ 議案第５３号 平成１３年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算  

                （第２号）について 

○議長（山田力男君） 日程第１ 議案第53号 平成13年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に

ついてを議題といたします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

          （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） おはようございます。３日目、よろしくお願いいたします。 

議案第53号 平成13年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。 

 今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に 836万 1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を15億 7,070万 

6,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、平成12年度の退職者医療費交付金の確定に基づき、超過交付額 784万 7,000円の

返還と、社保加入者等が多く還付金の不足が生じましたので、補正をお願いしたところであります。 

 財源につきましても基金と繰越金を充て、補正予算を調整したものであります。 

 詳細につきましては福祉保険課長よりさせますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） ただいま提案されました議案第53号 平成 13年度東伊豆町国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）について、概要を説明いたします。 

 平成13年度東伊豆町の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによります。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 836万 1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ15億 7,070万 6,000円といたします。 

 ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 

歳入歳出予算補正」によります。 

 ３ページをお開きください。 

 まず、歳入ですが、９款繰入金、２項基金繰入金、１目保険給付費等支払準備基金繰入金637 万 6,000円を補正し、 

637万 7,000円といたします。この基金繰入金につきましては、12年度の退職被保険者等療養給付費の交付金が多く



歳入されましたことにより、13年度で精算還付が必要となったため、基金より流用したものであります。 

 10款繰越金、１項繰越金、２目その他繰越金、補正前の額に198万 5,000円補正し、2,198万 6,000円といたしま

す。 

 その他繰越金 198万 5,000円は、12年度の剰余金の一部を繰り越しの措置をいたしました。 

 ４ページをお開きください。 

 次に、歳出ですが、９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金、補正前の額に50

万円補正し、 130万 1,000円といたします。 

 一般被保険者保険税還付金50万円は、社保加入等でさかのぼり還付が増加したことにより、追加見直しした分を計

上いたしました。 

 ３目還付金に 784万 7,000円を補正し、 785万円といたします。 

 12年度の退職被保険者利用交付金精算分の還付であります。 

 ２ページにお戻りください。 

 ただいま説明いたしました内容を、この歳入歳出補正予算事項別明細書に紹介してあります。まず、歳入ですが、

合計で申し上げます。補正前の額15億 6,234 万 5,000 円に 836万 1,000円を補正いたしまして、補正後の額を15

億 7,070万 6,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、合計で申し上げます。補正前の額15億 6,234万5,000円に 836万1,000円を補正しまして、

補正後の額を15億 7,070万 6,000円といたします。補正額の財源内訳ですが、その他財源 637万 6,000円、一般財

源 198万 5,000円といたします。 

 以上、簡単ですが説明にかえさせていただきます。よろしく審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 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53号 平成13年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第２ 議案第５４号 平成１３年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算 

（第１号）について 

○議長（山田力男君） 日程第２ 議案第54号 平成13年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第１号）につい

てを議題といたします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

          （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） 議案第54号 平成 13年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第１号）について、提案理

由を申し上げます。 



 今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に 5,876 万 3,000 円を追加し、歳入歳出の総額を６億 2,034 万 

3,000円とするものであります。 

 主な内容を申し上げますと、平成12年度分の保険給付費の確定により、国庫支出金、県支出金及び支払基金交付金

の超過額の精算返還が必要となります。 

 また、歳入において一般会計繰入金の精算と介護保険円滑導入基金を繰り入れ、調整を図ったものであります。 

 詳細につきましては福祉保険課長より説明させますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美君） それでは、ただいま提案されました議案第54号 平成13年度東伊豆町介護保険特

別会計補正予算（第１号）について、概要を説明いたします。 

 平成13年度東伊豆町の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによります。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5,876万 3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ６億 2,034万 3,000円といたします。 

 ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第１表 

歳入歳出予算補正」によります。 

 ４ページをお開きください。 

 まず、歳入ですが、７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金、補正前の額に 1,111万 1,000円を

補正し、 7,627万 9,000円といたします。介護給付費の一般会計繰入金で12年度の介護給付費の確定により、法定

負担割合12.5％に基づき、不足額を精算するものであります。 

 ２項 基金繰入金、２目介護保険円滑導入基金繰入金、補正前の額に 3,739万 1,000円を補正し、 6,712万 7,000

円といたします。 

 国庫支出金等返還が生じましたので、財源充当のため、基金から繰り入れ措置をいたしました。 

 ５ページをごらんください。 

 ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正前の額に 1,017万 8,000円を補正し、 1,517万 8,000円といたしま

す。12年度の剰余金を繰り越し措置をいたしたものであります。 

 ７ページをお開きください。 

 歳入ですが、１款総務費、４項趣旨普及費、１目趣旨普及費、補正前の額から97万 9,000円を減額補正し、68万 5,000

円といたします。 

 細節１の消耗品費32万 9,000円は、当初介護マップ作成分を計上いたしましたが、県の指導により一般会計で計

上するために減額措置をいたしました。 

 細節６郵便料65万円も介護マップの郵送分を減額といたしました。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、６目居宅介護住宅改修費、補正前の額に92万円補正し、 244万 2,000

円といたします。内容につきましては、居宅介護住宅改修の需要の増加による増額であります。 

 ８ページをごらんください。 

 ５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金 5,857万 1,000円を補正し、5,857万 1,000円といたしま

す。内容につきましては、細節１国庫支出金過年度分返還金 3,080 万 9,000 円と細節２県支出金過年度分返還金 

1,305 万 7,000 円と、細節３支払基金交付金過年度分返還金 1,470 万 5,000円で、12年度の介護給付費の確定によ

り、法定負担割合に基づき精算するものであります。 

 ３ページに戻ってください。 

 ただいま説明いたしました内容を、この歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

 まず、歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額５億 6,158 万に 5,876万 3,000円を補正しまして、補正後



の額を６億 2,034万 3,000円といたします。 

 次に、歳出ですが、合計で申し上げます。補正前の額５億 6,158 万円に 5,876万 3,000円を補正いたしまして、

補正後の額を６億 2,034万 3,000円といたします。 

 補正額の財源内訳ですが、その他財源 3,739万 1,000円、一般財源 2,137万 2,000円といたします。 

 以上、簡単ですが説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 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54号 平成13年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第１号）についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第３ 議案第５５号 平成１３年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算 

（第１号）について 

 

○議長（山田力男君） 日程第３ 議案第55号 平成13年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

          （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） 議案第55号 平成 13年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（第１号）について、提案

理由を申し上げます。 

 今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に 1,000円を減額し、歳入歳出予算を71万5,000 円とするもので、

前年度決算内容による繰越金を措置したものであります。 

 詳細につきましては企画調整課長より説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 企画調整課長。 

○企画調整課長兼防災監（太田俊彦君） それでは、ただいま提案されました議案第55号 平成 13年度東伊豆町稲

取財産区特別会計補正予算（第１号）について、概要を説明いたします。 

 平成13年度東伊豆町の稲取財産区特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによります。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ71万 5,000円といたします。 

 ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 

歳入歳出予算補正」によります。 

 ３ページをお開き願います。 



 ２款歳入ですが、２款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正前の額に 1,000円減額補正をしまして、合計額を６

万 4,000円といたします。 

 １節の前年度繰越金でございます。細節でも同じく前年度繰越金ということで 1,000円の減の措置をしていただき

ました。 

 ３歳出といたしまして、第１款管理会費、１項管理会委員会費、１目管理会委員会費、補正前の額に 1,000円減額

補正いたしまして、合計を22万 3,000円といたします。 

 11節の需用費の 1,000円減額でございまして、細節３食糧費 1,000円を減をさせていただきました。 

 ２ページにお戻りしていただきたいと思います。 

 それを歳入歳出補正予算事項別明細書でございますが、歳入といたしましては、合計で申し上げます。補正前の額

71万 6,000円に 1,000円を補正減いたしまして、合計を71万 5,000円といたします。 

 歳出におきましても、歳出合計で補正前の額71万 6,000円に 1,000円補正減をいたしまして、合計額71万 5,000

円といたします。 

 補正額の財源内訳といたしましては、一般財源の 1,000円減でございます。これにつきましては決算確定による予

算措置でございます。 

 なお、８月27日に開催の稲取財産区管理会において同意を得ておりますことを申し添えておきます。 

 以上、簡単ですが、説明にかえさせていただきますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 

○議長（山田力男君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 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55号 平成13年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（第１号）についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第４ 議案第５６号 平成１３年度東伊豆町水道事業会計補正予算 

（第１号）について 

○議長（山田力男君） 日程第４ 議案第56号 平成13年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第１号）を議題とい

たします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

          （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） 議案第56号 平成 13年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第１号）について、提案理由を

申し上げます。 

 今回の補正予算は、支出予算についての補正で、水道事業費用に 255万 3,000円を追加し、補正後の予算額を４億 

7,449 万円とするものであります。営業費用で事務経費の調整を実施しましたほか、浄水場宿日直業務の一部業務委



託費、口座振替委託料及び検針業務の追加委託に伴う費用を措置いたしたものであります。 

 詳細につきましては水道課長より説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 水道課長。 

○水道課長（村木勝美君） ただいま提案されました議案第56号 平成13年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第

１号）について説明をいたします。 

 まず、総則といたしまして、第１条 平成13年度東伊豆町水道事業会計の補正予算（第１号）は、次の定めるとこ

ろによります。 

 次に、収益的収入及び支出の第２条 平成13年度東伊豆町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定

めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正をいたします。 

 次に、支出の第１款水道事業費用４億 7,193万 7,000円に 255万 3,000円追加補正いたしまして、４億 7,449万

円に。内訳といたしまして、第１項営業費用４億 490万円に 255 万 3,000円を追加補正いたしまして、４億 745万 

3,000円といたします。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない経費でありますが、第３条 予算第５条に定めた経費の予定額を

次のとおり改めます。 

 １職員給与費１億 846万 8,000円に 126万 8,000円追加補正いたしまして、１億 973万 6,000円といたします。 

 恐れ入りますが、参考資料により説明をさせていただきたいと思いますので、６ページをお開きください。 

 それでは、６ページの補正予算参考資料で内容を説明させていただきます。 

 収益的収入及び支出における支出予算ですが、水道事業費用に 255 万 3,000円を追加し、４億 7,449万円といた

します。 

 補正措置は１項営業費用のみの内容で、１目原水及び浄水費の 161万円の追加内容は人件費の調整及び白田浄水場

宿日直業務の従事者の賃金減に伴い、宿日直業務の一部を業務委託し、勤務ローテーションの確保を図ったところで

あります。 

 次に、２目配水及び給水費につきましては、人件費の調整を行い、96万 9,000円を減額いたしました。 

 次に、５目総係費では 191万 2,000円を追加し、人件費の調整を行ったほか、委託料及び隔月稼働前２カ月分の口

座振替者への領収書送付委託料及び検針業務の追加委託に伴う検針器具の保存委託料を補正いたしました。なお、口

座振替者への領収書は隔月制の導入時に検針表への領収書を記載いたし、兼業化を図ったところであります。 

 また、賃貸料は検針器具の１台の追加に伴う９カ月分リース料として３万 8,000円を措置いたしました。 

 以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 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56号 平成13年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第１号）についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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



   ◎日程第５ 議案第５７号 平成１２年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定 

について 

   ◎日程第６ 議案第５８号 平成１２年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出 

決算認定について 

   ◎日程第７ 議案第５９号 平成１２年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出 

決算認定について 

   ◎日程第８ 議案第６０号 平成１２年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出 

決算認定について 

   ◎日程第９ 議案第６１号 平成１２年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出 

決算認定について 

   ◎日程第１０ 議案第６２号 平成１２年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

○議長（山田力男君） 日程第５ 議案第57号 平成12年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について、日程第

６ 議案第58号 平成 12年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、日程第７ 議案第59号 

平成12年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程第８ 議案第60号 平成12年度東伊豆

町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、日程第９ 議案第61号 平成 12年度東伊豆町稲取財産区特別会計

歳入歳出決算認定について、日程第10 議案第62号 平成12年度東伊豆町水道事業会計決算認定についてを一括議

題といたします。 

 町長から順次提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

          （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） 57号から順次説明をいたします。議案第57号から議案第62号まで、各会計の決算概要を申

し上げまして、提案理由とさせていただきます。 

 まず、最初に議案第57号 平成12年度東伊豆町一般会計の決算概要について申し上げます。 

 予算現額は51億 9,477万円に対しまして、歳入は調定額65億 1,958万 9,331円に対し、収入済額は52億 4,936

万 304円で、不納欠損額 1,679万 3,697 円、収入未済額は12億 5,343 万 5,330 円となりました。調定額に対する

収納率は80.5％。予算現額に対しましては 101.1％であります。 

 歳出につきましては、支出済額50億 3,992万 8,087円で、その執行率は97.0％であります。歳入歳出差引残額は

２億 943万2,217円となり、このうち繰越明許費の繰越額1,321万 9,000円を翌年度へ繰り越した後の実質収支額は

１億 9,621万 3,217 円となり、地方自治法第 233条の２の規定による財政調整基金への積み立てを１億円措置いた

しましたので、翌年への繰越金は 9,621万 3,217円となりました。 

  主要財源であります町税の収納につきましては、昨年と同様、町三役を初め、職員一丸となって収納努力をし、ま

た昨年５月から月１回第４日曜日に休日窓口を開設し、納税や納税相談を行っているところでありますが、町内企業

の倒産などがあり、依然として回復傾向が見えない景気動向などにより、予想以上の厳しい内容となり、町税の収納

率は前年比現年度で 1.1％、滞納繰越分で 1.3％といずれも減となり、全体では 3.7％減の67.2％となりました。収

入未済額は12億円余りとなり、税負担の公平を期する意味からも、税の収納確保と財政運営の効率化に今後もなお一

層の努力をしてまいる所存であります。 

 なお、決算審査意見書にあります指導指摘事項につきましては、今後十分留意してまいりたいと存じます。 

 次に、議案第58号 平成 12年度東伊豆町国民健康保険特別会計の決算概要について申し上げます。 

 予算現額は15億 2,375 万 8,000円に対しまして、歳入は調定額18億 1,027万 1,864 円に対し、収入済額は15

億 454万 2,993円となり、調定額に対する収納率は83.1％、予算現額に対しては98.7％であります。歳出につきま

しては、支出済額14億 5,955万 7,849円で、その執行率は95.8％であります。歳入歳出差引残額は 4,498万 5,144



円で、このうち 2,300万円を保険給付費等支払準備基金に積み立て措置いたしました。保険税の収納状況も町税と同

様に低迷する景気動向などにより、厳しい収納環境となっていますが、健全運営に向けて一層の努力をしてまいる所

存であります。 

 また、高度医療技術の導入や疾病構造の変化等により、保険給付費は前年比 1.1％の増となりましたが、今後も各

種検診事業の推進などにより、町民の皆様の健康管理の意識高揚を図ってまいりたいと思います。 

 次に、議案第59号 平成 12年度東伊豆町老人保健医療特別会計の決算概要について申し上げます。 

 予算現額14億 6,204万 8,000円に対し、歳入は調定額及び収入済額とも14億 2,599万 4,899円であります。歳出

につきましては、支出済額14億 3,411万 1,174円であります。歳入歳出差引残額は 811万 6,275円のマイナスとな

りましたので、繰上充用の措置をいたしました。その要因は、医療諸費に伴う国庫負担金等の交付額に財源の不足を

生じたものであり、翌年度において精算されるものであります。 

 次に、議案第60号 平成 12年度東伊豆町介護保険特別会計の決算概要について申し上げます。 

 予算現額は４億 727 万 6,000 円に対し、歳入は調定額３億 8,636 万 6,071 円に対し、収入済額は３億 8,415 万 

8,371円となり、調定額に対する収納率は99.4％、予算現額に対して94.3％であります。歳出につきましては、支出

済額３億 6,490万 9,994円で、執行率は89.6％であります。歳入歳出差引残額は 1,924万 8,377円であります。介

護保険制度がスタートして１年余りを経過いたしましたが、さしたる混乱もなく決算を迎えることができました。し

かし、保険給付費の伸び率が事業計画地よりも大幅に下回っておりますので、制度の活用等の理解を深めるため、啓

蒙啓発等の促進に前向きに取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、議案第61号 平成 12年度東伊豆町稲取財産区特別会計の決算概要を申し上げます。 

 予算現額は64万 1,000円で、歳入は調定額及び収入済額とも64万 1,106円で、収納率は100％であります。歳出

につきましては支出済額57万 6,805円で、執行率は90％であります。歳入歳出差引残額は６万 4,301円となりまし

た。 

 以上、議案第57号から議案第61号について、５会計の決算概要を申し上げましたが、詳細につきましては収入役

より説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

 最後に、議案第62号 平成12年度東伊豆町水道事業会計決算概要について申し上げます。 

 初めに、収益的収入及び支出の決算状況ですが、水道事業収益は５億 2,111万 8,371円で、前年に比べ 2,358 万 

7,888円、 4.3％の減となりました。経営の基礎となります給水量及び給水収益の状況は、上水道で給水件数が 6,424

件で前年比41件の増加となりましたが、使用水量は 422万 4,033平方メートル、収益額は４億 7,034万 4,728円で、

前年に比べ水量で11万 7,698立方メートル、収益額で 1,572万 2,006円、 3.2％の減となりました。営業用の給水

件数が96件減少し、約 1,000万円の減となり、家庭用では給水件数が 145件増加しましたが、収益額は約 325万円

の減収となるなど、不況による要因のほか、水需要も変化を来したものと推測されます。また、簡易水道は給水件数

が 397件、３件の増加ですが、使用水量は17万 1,727万立方メートル、収益額は 1,863万 3,368円となり、水量で 

517立方メートル、収益額で21万 7,539円、 1.2％の減という状況であります。使用件数は増加するものの、使用水

量は年々減少の傾向を続けております。 

 次に、水道事業費用は４億 9,161万 4,782円で、前年比 1,796万 4,176円、 3.8％の伸びとなりました。昨年度

まで還付措置となっておりました消費税が、建設改良事業費の執行状況により納税に転じたこと及び企業債利息減価

償却費の増加によるものですが、経常的経費につきましては、経営合理化計画に配意し、削減に努力をいたしたとこ

ろであります。今後も経営の現状を再認識し、着実に経営の効率化を推進してまいる所存であります。 

 次に、資本的収入及び支出の決算状況ですが、収入につきましては平成12年度より企業債の発行を原則的に凍結し、

自己財源での対応といたしました。また、他の収入実績もありませんでした。支出決算につきましては、１億 5,586

万 9,122円で、建設改良費が１億 5,049万 1,158円、企業債の元金、償還金が 537万 7,964円の内訳で、内部保留

資金等により、財源補てんをいたしました。このように厳しい経営環境となっておりますが、当期純利益は2,311 万 



4,625 円得ることができました。企業債の償還計画に配意し、減債積立金への処分措置といたし、余剰金処分案をあ

わせて提案させていただきましたので、御理解をいただきたいと思います。 

 今後の課題といたしましては、老朽化著しい白田浄水場施設改良と防災対策、平成13年度から５年間にわたる企業

債元金の新たな償還金の発生、施設の供用開始に伴う減価償却費の増加など多くの課題があり、的確な対応を図って

まいらなければならないと考えております。詳細につきましては水道課長より説明させますので、よろしく御審議を

お願いいたします。 

○議長（山田力男君） 暫時休憩いたします。 

                               （午前１０時４５分） 

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

○議長（山田力男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

                               （午前１１時０１分） 

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

○議長（山田力男君） 収入役の説明を求めます。 

 収入役。 

○収入役（木村明良君） おはようございます。 

 それでは、ただいま提案されました議案第57号から議案第61号まで、御説明をさせていただきます。 

 なお、説明につきましては、決算書にあわせて調整いたしました主要施策の成果説明書にその詳細が記載されてご

ざいますので、ここでは決算書、いわゆる款項のみの朗読をもちまして説明とさせていただきますので、よろしく御

理解のほどお願い申し上げます。 

 それでは、表紙から６枚ほどめくっていただきまして、一般会計決算書の１ページをお開き願いたいと思います。 

 議案第57号 平成12年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算につきまして、御説明申し上げます。 

 まず、歳入でございます。 

 款、項、予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額、予算現額と収入済額との比較の順で御説明申し

上げます。 

 １款町税、24億 8,605万 2,000円、37億 1,354万 5,610円、24億 9,573万 973円、 1,679万 2,477円、12億 102

万 2,160円、 967万 8,973円。 

 １項町民税、６億 1,033 万円、７億 5,533 万 5,561円、６億 2,258 万 4,223円、 230 万 2,440 円、１億 3,044

万 8,898円、 1,225万 4,223円。 

 ２項固定資産税、14億 8,572万 8,000円、23億 8,914万 8,455円、14億 8,373万 3,756円、1,229万 9,237円、

８億 9,311万 5,462円、△ 199万 4,244円。 

 ３項軽自動車税、 1,811万 9,000円、 2,136万 4,300円、 1,863万 3,700 円、10万 5,400円、 262万 5,200

円、51万 4,700円。 

 ４項町たばこ税、１億 4,832万 3,000円、１億 4,866万 4,244円、１億 4,866万 4,244円、ゼロ、ゼロ、34万 1,244

円。 

 ５項特別土地保有税、 2,791万 5,000円、２億 445万 8,300円、 2,927万 3,100円、 208万 5,400円、１億 7,309

万 9,800円、 135万 8,100円。 

 ６項入湯税、１億 9,563万 7,000円、１億 9,457万 4,750円、１億 9,284万 1,950円、ゼロ、 173万 2,800円、

△ 279万 5,050円。 

 ２款地方譲与税、 7,000万円、 7,303万 8,000円、 7,303万 8,000円、ゼロ、ゼロ、303万 8,000円。 

 １項自動車重量譲与税 4,400万円、 4,588万 2,000円、 4,588万 2,000円、ゼロ、ゼロ、188万 2,000円。 

 ２項地方道路譲与税 2,600万円、 2,715万 6,000円、 2,715万 6,000円、ゼロ、ゼロ、115万 6,000円。 



 ３款利子割交付金、１項利子割交付金、 5,800万円、 6,344万 3,000円、 6,344万 3,000円、ゼロ、ゼロ、 544

万 3,000円。 

 ４款地方消費税、１項地方消費税交付金、１億 7,441万 9,000円、１億 7,441万 9,000円、１億 7,441万 9,000

円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

 ５款ゴルフ場利用税交付金、１項ゴルフ場利用税交付金、 3,710万 7,000円、 3,711万2,652円、 3,711万 2,652

円、ゼロ、ゼロ、 5,652円。 

 ６款特別地方消費税交付金、１項特別地方消費税交付金、 2,000 万円、 4,630 万 2,000 円、4,630 万 2,000円、

ゼロ、ゼロ、 2,630万 2,000円。 

 ７款自動車取得税交付金、１項自動車取得税交付金、 5,700万円、 5,732万 5,000円、5,732万 5,000円、ゼロ、

ゼロ、32万 5,000円。 

 ８款地方特例交付金、１項地方特例交付金、 4,645万 6,000円、4,645万 6,000円、4,645万 6,000円、ゼロ、ゼ

ロ、ゼロ。 

 ９款地方交付税、１項地方交付税、10億 2,688万 9,000円、10億 8,585万円、10億 8,585万円、ゼロ、ゼロ、 5,896

万 1,000円。 

 10款交通安全対策特別交付金、次のページをめくっていただきたいと思います。 

 １項交通安全対策特別交付金、 278万 5,000円、 236万 5,000円、 236万 5,000円、ゼロ、ゼロ、△42万円。 

 11款分担金及び負担金、 800万 3,000円、 789万 7,959円、 789万 7,959円、ゼロ、ゼロ、△10万 5,041円。 

 １項分担金 1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△ 1,000円。 

 ２項負担金 800万 2,000円、789万 7,959円、 789万 7,959円、ゼロ、ゼロ、△10万 4,041円。 

 12款使用料及び手数料、 6,737万 4,000円、6,848万 1,853円、6,825万 6,233円、 1,220円、22万 4,400円、

88万 2,233円。 

 １項使用料、 4,570万円、 4,585万 6,828円、 4,563万 1,208円、 1,220円、22万 4,400円、△６万 8,792円。 

 ２項手数料、 2,167万 4,000円、 2,262万 5,025円、 2,262万 5,025円、ゼロ、ゼロ、95万 1,025円。 

 13款国庫支出金、２億 3,512万 1,000円、２億 3,469万 8,449円、１億 8,269万 8,449円、ゼロ、 5,200万円、

△ 5,242万 2,511円。 

 １項国庫負担金、 7,946万 5,000円、 7,816万 6,936円、 7,816万 6,936円、ゼロ、ゼロ、△ 129万 8,064円。 

 ２項国庫補助金、１億 3,278万 8,000円、１億 3,281万 1,225円、 8,081万 1,225円、ゼロ、 5,200万円、△ 5,197

万 6,775円。 

 ３項委託金、 2,286万 8,000円、 2,372万 288円、 2,372万 288円、ゼロ、ゼロ、85万2,288円。 

 14款県支出金、１億 6,815 万円、１億 6,776 万 4,421 円、１億 6,776 万 4,421 円、ゼロ、ゼロ、△38万 5,579

円。 

 １項県負担金、 2,781万 2,000円、 2,775万 8,077円、 2,775万 8,077円、ゼロ、ゼロ、△５万 3,923円。 

 ２項県補助金、１億 1,219万 9,000円、１億 1,157万 542円、１億 1,157万 542円、ゼロ、ゼロ、△62万 8,458

円。 

 ３項委託金、 2,813万 9,000円、 2,843万 5,802円、 2,843万 5,802円、ゼロ、ゼロ、29万 6,802円。 

 15款財産収入、１億 1,560万 6,000円、１億 1,562万 9,014円、１億 1,549万 4,244円、ゼロ、13万 4,770円、

△11万 1,756円。 

 １項財産事業収入、１億 120 万 7,000 円、１億 1,120 万 4,765 円、１億 1,106 万 9,995 円、ゼロ、13万 4,770

円、△13万 7,005円。 

 ２項財産売払収入 439万 9,000円、 442万 4,249円、 442万 4,249円、ゼロ、ゼロ、２万5,249円。 

 16款寄附金、１項寄附金、 146万円、 145万 6,200円、 145万 6,200円、ゼロ、ゼロ、△3,800円。 



  17款繰入金、 682万 9,000円、 682万 8,377円、 682万 8,377円、ゼロ、ゼロ、△ 623円。 

 １項財産区繰入金、39万 5,000円、39万 5,000円、39万 5,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

 ２項基金繰入金、 458万円、 458万円、 458万円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

 ３項特別会計繰入金、 185万 4,000円、 185万 3,377円、 185万 3,377円、ゼロ、ゼロ、△ 623円。 

 18款繰越金、次のページをお開き願いたいと思います。 

 １項繰越金、6,893万 8,000円、 6,893万 8,844円、 6,893万 8,844円、ゼロ、ゼロ、844円。 

 19款諸収入、6,808万 1,000円、 7,153 万 7,952円、7,148 万 3,952円、ゼロ、５万 4,000円、 340万 2,952

円。 

 １項延滞金加算金及び過料、 250万円、 230万 9,996円、 230万 9,996円、ゼロ、ゼロ、△19万 4円。 

 ２項町預金利子、87万円、89万 5,458円、89万 5,458円、ゼロ、ゼロ、２万 5,458円。 

 ３項貸付金元利収入、 2,605 万 3,000 円、 2,606 万 5,400 円、 2,601 万 1,400 円、ゼロ、５万 4,000 円、△４

万 1,600円。 

 ４項雑入、 3,865万 8,000円、 4,226万 7,098円、 4,226万 7,098円、ゼロ、ゼロ、 360万 9,098円。 

 20款町債、１項町債、４億 7,650万円、４億 7,650万円、４億 7,650万円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

 歳入合計予算現額 51億 9,477 万円。調定額 65億 1,958 万 9,331 円、収入済額52億 4,936 万 304 円、不納欠損

額 1,679万 3,697円、収入未済額12億 5,343万 5,330円、予算現額と収入済額との比較 5,459万 304円でござい

ます。 

 次は４ページをお願いいたします。 

 続きまして歳出でございます。 

 款、項、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額、予算現額と支出済額との比較の順で申し上げます。 

 １款議会費、１項議会費、 9,320万 9,000円、 9,035万 7,082円、ゼロ、 285万 1,918円、285万 1,918円。 

 ２款総務費、８億 7,872万 4,000円、８億 5,880万 5,767円、ゼロ、 1,991万 8,233円、1,991万 8,233円。 

 １項総務管理費、６億 8,732 万 1,000 円、６億 7,315 万 4,654 円、ゼロ、 1,416万 6,346 円、 1,416 万 6,346

円。 

 ２項徴税費、１億 3,608万1,000円、１億 3,106万 8,838円、ゼロ、501万 2,162円、 501万 2,162円。 

 ３項戸籍住民基本台帳費、 2,866万円、 2,845万 6,405円、ゼロ、20万 3,595円、20万 3,595円。 

 ４項選挙費、 1,330万 7,000円、 1,316万 3,093円、ゼロ、14万 3,907円、14万 3,907円。 

 ５項統計調査費、 1,172万 6,000円、 1,167万 582円、ゼロ、５万 5,418円、５万 5,418円。 

 ６項監査委員費、 162万 9,000円、 129万 2,195円、ゼロ、33万 6,805円、33万 6,805円。 

 ３款民生費、５億 4,718万 2,000円、４億 7,482万 2,345円、 6,521万 9,000円、 714万655円、 7,235万 9,655

円。 

 １項社会福祉費、４億 7,351万 9,000円、４億 176万 4,579円、 6,521万 9,000円、 653万 5,421円、 7,175

万 4,421円。 

 ２項児童福祉費、5,926万 6,000円、5,882万 1,806円、ゼロ、44万 4,194円、44万 4,194円。 

 ３項国民年金事務取扱費、 1,419万 7,000円、 1,403万 5,960円、ゼロ、16万 1,040円、16万 1,040円。 

 ４項災害救助費、20万円、20万円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

 ４款衛生費、６億 4,537万 6,000円、６億 3,161万 4,372円、ゼロ、 1,376万 1,628円、1,376万 1,628円。 

 １項保健衛生費、２億 7,797万 6,000円、２億 7,553万 3,178円、ゼロ、 244万 2,822円、244万 2,822円。 

 ２項清掃費、３億 6,740万円、３億 5,608万 1,194円、ゼロ、 1,131万 8,806円、 1,131万 8,806円。 

 ５款農林水産業費、２億 4,849万 3,000円、２億 4,660万 5,116円、ゼロ、 184万 2,884円、 184万 2,884円。 

 １項農業費、１億 302万2,000円、１億 222万 3,739円、ゼロ、79万 8,261円、79万 8,261円。 



 ２項林業費、 4,101万 9,000円、 4,038万 2,733円、ゼロ、63万 6,267円、63万 6,267円。 

 ３項水産業費、１億 445万 2,000円、１億 404万 3,644円、ゼロ、40万 8,356円、40万8,356円。 

 ６款商工費、１項商工費、２億 9,094万 8,000 円、２億 9,015 万 2,016円、ゼロ、79万 5,984 円、79万 5,984

円。 

 ７款土木費、３億 5,487万 5,000円、３億 4,468万 5,255円、ゼロ、 1,018万 9,745円、1,018万 9,745円。 

 １項土木管理費、4,396万 6,000円、4,344万 4,449円、ゼロ、52万 1,551円、52万 1,551円。 

 ５ページをお願いいたします。 

 ２項道路橋梁費、１億 5,104万 5,000円、１億 4,790万 5,804円、ゼロ、 313万 9,196円、313万 9,196円。 

 ３項河川費、 3,176万 2,000円、 2,864万 280円、ゼロ、 312万 1,720円、 312万 1,720円。 

 ４項都市計画費、１億 2,559万 3,000円、１億 2,226万 9,624円、ゼロ、 332万 3,376円、332万 3,376円。 

 ５項住宅費、 250万 9,000円、 242万 5,098円、ゼロ、８万 3,902円、８万 3,902円。 

 ８款消防費、１項消防費、４億 8,490万 2,000円、４億 7,985万 8,977円、ゼロ、 504万3,023円、 504万 3,023

円。 

 ９款教育費、10億 1,883万 5,000円、10億 1,333万 1,503円、ゼロ、 550万 3,497円、550万 3,497円。 

 １項教育総務費、１億 3,239万 4,000円、１億 3,144万 2,741円、ゼロ、95万 1,259円、95万 1,259円。 

 ２項小学校費、 8,792万 1,000円、 8,766万 5,347円、ゼロ、25万 5,653円、25万 5,653円。 

 ３項中学校費、 6,402万 3,000円、 6,355万 1,590円、ゼロ、47万 1,410円、47万 1,410円。 

 ４項幼稚園費、１億 2,931万 4,000円、１億 2,898万 1,684円、ゼロ、33万 2,316円、33万 2,316円。 

 ５項社会教育費、 4,734万 8,000円、 4,623万 5,488円、ゼロ、 111万 2,512円、 111万 2,512円。 

 ６項保健体育費、５億 5,223万 3,000円、５億 4,985万 2,768円、ゼロ、 230万 8,232円、230万 8,232円。 

 ７項奨学金、 560万 2,000円、 560万 1,885円、ゼロ、 115円、 115円。 

 １款災害復旧費、 2,001万 8,000円、 1,507万 3,973円、 494万 4,027円、 494万 4,027円。 

 １項農林水産業施設災害復旧費、 300万 8,000円、68万 400円、ゼロ、 232万 7,600円、232万 7,600円。 

 ２項公共土木施設災害復旧費、 1,701万円、 1,439万 3,573円、ゼロ、 261万 6,427円、261万 6,427円。 

 11款公債費、１項公債費、６億 211万 3,000円、５億 9,457万 6,681円、ゼロ、 753万 6,319円、 753万 6,319

円。 

 12款諸支出金、１項普通財産取得費、 1,000円、ゼロ、ゼロ、 1,000円、 1,000円。 

 13款予備費、１項予備費、 1,009万 4,000円、ゼロ、ゼロ、 1,009万 4,000円、 1,009万 4,000円。 

 歳出合計、予算現額 51億 9,477 万円、支出済額 50億 3,992 万 8,087 円、翌年度繰越額 6,521 万 9,000 円、不用

額 8,962万 2,913円。予算現額と支出済額との比較１億 5,484万 1,913円となります。 

 ６ページをお願いします。 

 歳入歳出差引残額２億 943万 2,217円、翌年度繰越額 1,321万 9,000円、財政調整基金繰入額１億円でございま

す。この繰入額につきましては、東伊豆町の財政調整基金条例第２条第２号の規定に基づきまして措置するものでご

ざいます。 

 続きまして、 111ページの実質収支に関する調書をお願いいたします。 111ページでございます。 

 実質収支に関する調書。 

 区分、金額の順で御説明申し上げます。 

 歳入総額52億 4,936万円、歳出総額50億 3,992万 8,000円、歳入歳出差引額２億 943万2,000円。 

 ４、翌年度へ繰り越しすべき財源のうちの継続費、逓次繰越額。ゼロ円。繰越明許費繰越額 1,321万 9,000円、事

故繰越繰越額ゼロ円。合計で 1,321万 9,000円。 

 ５、実質収支額１億 9,621万 3,000 円、実質収支額のうち地方自治法 233 条の２の規定による基金繰入額１億円



でございます。 

 次の国民健康保険をお願いいたします。 

 続きまして、議案第58号 平成12年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について御説明を申し上げま

す。 

 まず、歳入でございます。 

 款、項、予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額、予算現額と収入済額の順で申し上げます。 

 １款国民健康保険税、１項国民健康保険税、６億 8,294万 9,000円、９億 5,939万 7,786円、６億 5,366万 8,915

円、 1,201万 7,940円、２億 9,371万 931円、△ 2,928万85円。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料、45万 3,000円、46万 5,300 円、46万 5,300円、ゼロ、ゼロ、１万 2,300

円。 

 ３款国庫支出金、４億 6,621万 2,000円、５億 315万 3,365円、５億 315万 3,365円、ゼロ、ゼロ、 3,694万 1,365

円。 

 １項国庫負担金、４億 3,317 万 3,000 円、４億 3,893万 4,353 円、４億 3,893万 4,353円、ゼロ、ゼロ、 576

万 1,353円。 

 ２項国庫補助金、 3,303万 9,000円、 6,421万 9,012円、 6,421万 9,012円、ゼロ、ゼロ、3,118万 12円。 

 ４款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金、２億 1,883万 3,000円、１億 9,180万224円、１億 9,180万 224

円、ゼロ、ゼロ、△ 2,703万 2,776円。 

 ５款県支出金、１項県補助金、ゼロ円、ゼロ円、ゼロ円、ゼロ円、ゼロ円、ゼロ円。 

 ６款共同事業交付金、１項共同事業交付金、2,196万 9,000円、2,196万 9,500円、 2,196万 9,500円、ゼロ、ゼ

ロ、 500円。 

 ７款財産収入、１項財産運用収入、26万 1,000円、25万 6,538円、25万 6,538円、ゼロ、ゼロ、△ 4,462円。 

 ８款繰入金、 9,304万 8,000円、 9,304万 7,000円、 9,304万 7,000円、ゼロ、ゼロ、△1,000円。 

 １項一般会計繰入金、 9,304万 7,000円、 9,304万 7,000円、 9,304万 7,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

 ２項基金繰入金、 1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△ 1,000円。 

 ９款繰越金、１項繰越金 3,397万円、 3,396万 9,024円、 3,396万 9,024円、ゼロ、ゼロ、△ 976円。 

  10款諸収入、160万 4,000円、211万 9,127円、 211万 9,127円、ゼロ、ゼロ、51万 5,127円。 

 １項延滞金加算金及び過料、35万円、50万 500円、50万 500円、ゼロ、ゼロ、15万 500円。 

 ２項預金利子、３万円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△３万円。 

 ４項雑入、 122万 4,000円、 161万 8,627円、 161万 8,627円、ゼロ、ゼロ、39万 4,627円。 

 連合会支出金。 

 次のページをめくっていただきたいと思います。 

 １項連合会補助金、 445万 9,000円、 409万 4,000円、 409万 4,000円、ゼロ、ゼロ、△36万 5,000円。 

  歳入合計。予算現額15億 2,375万 8,000円、調定額18億 1,027万 1,864円、15億 454万2,993円、 1,201万 7,940

円、２億 9,371万 931円、△ 1,921万 5,007円。 

 次の３ページをお願いいたします。 

 続きまして歳出でございます。 

 款、項、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額、予算現額と支出済額との比較で申し上げます。 

 １款総務費、 1,531万 7,000円、1,420万 5,231円、ゼロ、111万 1,769円、 111万 1,769円。 

 １項総務管理費、 1,052万 8,000円、 1,041万 905円、ゼロ、11万 7,095円、11万 7,095円。 

 ２項徴税費、 348万 3,000円、 265万 2,046円、ゼロ、83万 954円、83万 954円。 

 ３項運営協議会費、22万 9,000円、18万 2,189円、ゼロ、４万 6,811円、４万 6,811円。 



 ４項趣旨普及費、 107万 7,000円、96万 91円、11万 6,909円、11万 6,909円。 

 ２款保険給付費、10億 2,245万 2,000円、９億 6,511万 5,344円、ゼロ、 5,733万 6,656円、 5,733万 6,656

円。 

 １項療養諸費、９億 734万円、８億 6,316万 768円、ゼロ、 4,417万 9,232円、 4,417万 9,232円。 

 ２項高額療養費、9,351万 2,000円、 8,228万 9,936円、ゼロ、 1,122万 2,064円、1,122万 2,064円。 

 ４項移送費、60万円、11万 4,640円、ゼロ、48万 5,360円、48万 5,360円。 

 ４項出産育児諸費、 1,470万円、 1,470万円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

 ５項葬祭諸費、 630万円、 485万円、ゼロ、 145万円、 145万円。 

 ３款老人保健拠出金、１項老人保健拠出金、３億 7,412万 2,000円、３億 7,412万 532円、ゼロ、 1,468円、 1,468

円。 

 ４款介護納付金、１項介護納付金、 8,527万 1,000円、 8,527万 335円、ゼロ、 665円、665円。 

 ５款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、 1,082万 6,000円、 1,080万 2,955円、ゼロ、3,045円、 3,045円。 

 ６款保健事業、１項保健事業費、 967万 6,000円、 901万 8,728円、ゼロ、65万 7,272円、65万 7,272円。 

 ７款基金積立金、１項基金積立金、25万 8,000円、24万 9,424円、ゼロ、8,576円、8,576円。 

 ８款公債費、１項公債費、 1,000円、ゼロ、ゼロ、 1,000円、 1,000円。 

 ９款諸支出金、償還金及び還付加算金、90万 5,000円、75万 5,300円、ゼロ、14万 9,700円、14万 9,700円。 

 次の４ページをお願いいたします。 

 10款予備費、１項予備費、 493万円、ゼロ、ゼロ、 493万円、 493万円。 

 歳出合計。予算現額15億 2,375万 8,000円、支出済額14億 5,955万 7,849円、翌年度繰越額ゼロ、 6,420万 151

円、 6,420万 151円。 

 次の５ページをお願いいたします。 

 歳入歳出差引残額 4,498 万 5,144 円、翌年度繰越額ゼロ円、国民健康保険保険給付等支払準備基金繰入額 2,300

万円でございます。この繰入額につきましては、東伊豆町国民健康保険保険給付等支払準備基金条例第２条の規定に

基づきまして措置するものでございます。 

 続きまして、17ページの実質収支に関する調書をお開き願いたいと思います。 

 実質収支に関する調書。区分、金額。 

 歳入総額15億 454万 3,000円、歳出総額14億 5,955万 8,000円、歳入歳出差引額 4,498 万5,000 円、翌年度繰

り越しすべき財源の継続費逓次繰越額、繰越明許費繰越額、事故繰越繰越額、いずれもゼロ円でございます。実質収

支額 4,498万 5,000円、実質収支額のうち、地方自治法 233条の２の規定による基金繰入額 2,300万円でございま

す。 

 次の老人保健事業特別会計をお願いいたします。 

 議案第59号 平成12年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。 

 まず、歳入でございます。 

 款、項、予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額、予算現額と収入済額との比較で申し上げます。 

 １款支払基金交付金、１項支払基金交付金、10億 1,614万 2,000円、10億 47万 4,000円、10億47万 4,000円、

ゼロ、ゼロ、△ 1,566万 8,000円。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、２億 9,888万 6,000円、２億 8,069万 1,483円、２億8,069万 1,483円、ゼ

ロ、ゼロ、△ 1,819万 4,517円。 

 ３款県支出金、１項県負担金、7,288万円、 7,066万円、 7,066万円、ゼロ、ゼロ、△222万円。 

 ４款繰入金、１項一般会計繰入金、7,288万 5,000円、7,288万 5,000円、 7,288万 5,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

 ５款繰越金、１項繰越金、 1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△ 1,000円。 



 ６款雑収入、 125万 4,000円、 128万 4,416円、 128万 4,416円、ゼロ、ゼロ、３万 416円。 

 １項延滞金及び加算金、 2,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△ 2,000円。 

 ２項預金利子、 1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△ 1,000円。 

 ３項雑入、 125万 1,000円、 128万 4,416円、 128万 4,416円、ゼロ、ゼロ、３万 3,416円。 

 歳入合計。 

 予算現額14億 6,204万 8,000円、調定額14億 2,599万 4,899円、収入済額14億 2,599万 4,899円、不納欠損

額ゼロ、収入未済額ゼロ、予算現額と収入済額との比較△ 3,605 万3,101円でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 款、項、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額、予算現額と支出済額との比較。 

 １款医療諸費、１項医療諸費、14億 5,468万 2,000円、14億 2,674万 7,691円、ゼロ、2,793万 4,309円、 2,793

万 4,309円。 

 ２項諸支出金、 659万 9,000円、 659万 6,649円、ゼロ、 2,351円、 2,351円。 

 １項償還金及び還付加算金、 474万 5,000円、 474万 3,272円、ゼロ、 1,728円、 1,728円。 

 ２項繰出金 185万 4,000円、 185万 3,377円、ゼロ、 623円、 623円。 

 ３款前年度繰上充用金、１項前年度繰上充用金、76万 7,000円、76万 6,834円、ゼロ、166円、 166円。 

 歳出合計。予算現額14億 6,204万 8,000円、14億 3,411万 1,174円、翌年度繰越額ゼロ、不用額 2,793万 6,826

円、予算現額と支出済額との比較 2,793万 6,826円でございます。 

 次の３ページをお願いいたします。 

 歳入歳出不足額 811万 6,275円、翌年度繰上充用金 811万 6,275円でありまして、これにつきましては13年度会

計から繰上充用措置してございます。 

 続きまして、８ページの実質収支に関する調書をお願いいたします。 

 実質収支に関する調書。区分、金額。 

 歳入総額14億 2,599万 5,000円、歳出総額14億 3,411万 1,000円、歳入歳出差引額△ 811万 6,000円、翌年度

へ繰り越しすべき財源、継続費逓次繰越額、繰越明許費繰越額、事故繰越繰越額、いずれもゼロ円でございます。実

質収支額△ 811 万 6,000円、実質収支額のうち、地方自治法第 233条の２の規定による基金繰入額はゼロ円でござ

います。 

 続きまして、介護保険特別会計、次のページをお願いいたします。 

 議案第60号 平成12年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。 

 まず、歳入でございます。 

 款、項、予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額、予算現額と収入済額との比較で申し上げます。 

 １款保険料、１項介護保険料、 2,814 万 6,000円、 2,873万 7,300 円、 2,817 万 6,300 円、ゼロ、56万 1,000

円、３万 300円。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料、１万 8,000円、５万 1,600円、５万 1,900円、ゼロ、△ 300円、３万 3,900

円。 

 ３款国庫支出金、１億 1,634万 8,000円、１億 1,634万 8,050円、１億 1,470万 1,050円、ゼロ、 164万 7,000

円、△ 164万 6,950円。 

 １項国庫負担金、 9,765万円、 9,765万円、 9,765万円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

 ２項国庫補助金、 1,869万 8,000円、 1,869万 8,050円、 1,705万 1,050円、ゼロ、 164万 7,000円、△ 164

万 6,950円。 

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１億 2,516万 4,000円、１億 2,516万 4,000円、１億 2,516万 4,000



円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

 ５款県支出金、 5,489万 8,000円、 5,489万 6,000円、 5,489万 6,000円、ゼロ、ゼロ、△ 2,000円。 

 １項県負担金、 5,489万 6,000円、 5,489万 6,000円、 5,489万 6,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

 ２項財政安定化基金支出金、 2,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△ 2,000円。 

 ６款財産収入、１項財産運用収入、40万 2,000円、40万 1,121円、40万 1,121円、ゼロ、ゼロ、△ 879円。 

 ７款繰入金、 8,227万 7,000円、 6,072万 8,000円、 6,072万 8,000円、ゼロ、ゼロ、△2,154万 9,000円。 

 １項一般会計繰入金、 3,072万 8,000円、 3,072万 8,000円、 3,072万 8,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

 ２項基金繰入金、 5,154万 9,000円、 3,000万円、 3,000万円、ゼロ、ゼロ、△ 2,154万9,000円。 

 ８款諸収入、２万 3,000円、４万円、４万円、ゼロ、ゼロ、１万 7,000円。 

 １項基金預金利子、 1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△ 1,000円。 

 ２項雑入、２万 2,000円、４万円、４万円、ゼロ、ゼロ、１万 8,000円、 

 歳入合計。予算現額４億 727万 6,000円、３億 8,636万 6,071円、収入済額３億 8,415万 8,371 円、不納欠損額

ゼロ円、収入未済額 220万 7,700円、予算現額と収入済額との比較△2,311万 7,629円でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

 款、項、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額、予算現額と支出済額の順で申し上げます。 

 １款総務費、 3,319万 6,000円、 2,615万 2,648円、 571万 7,250円、 132万 6,102円、704万 3,352円。 

 １項総務管理費、 2,554万 1,000円、 1,958万 8,902円、 571万 7,250円、23万 4,848円、595万 2,098円。 

 ２項徴収費、 147万円、 130万 4,688円、ゼロ、16万 5,312円、16万 5,312円。 

 ３項介護認定審査会費、 618万 5,000円、 525万 9,058円、ゼロ、92万 5,942円、92万5,942円。 

 ２款保険給付費、３億 6,955万 8,000円、３億 3,472万 7,194円、ゼロ、 3,483万 806円、3,483万 806円。 

 １項介護サービス等諸費、３億 5,219万 7,000円、３億 2,379万 7,341円、ゼロ、 2,839万 9,659円、 2,839

万 9,659円。 

 ２項支援サービス等諸費、 1,237万 8,000円、 923万 4,551円、ゼロ、 314万 3,449円、314万 3,449円。 

 ３項その他諸費、 134万 7,000円、61万 5,480円、ゼロ、73万 1,520円、73万 1,520円。 

 ４項高額介護サービス等費、 363万 6,000円、 107万 9,822円、ゼロ、 255万 6,178円、255万 6,178円。 

 ３款財政安定化基金拠出金、１項財政安定化基金拠出金 363万円、 362万 9,031円、ゼロ、969円、 969円。 

 ４款基金積立金、１項基金積立金、40万 2,000円、40万 1,121円、ゼロ、 879円、 879円。 

 ５款予備費、１項予備費、49万円、ゼロ、ゼロ、49万円、49万円。 

 歳出合計。４億 727万 6,000円、３億 6,490万 9,994円、271万 7,250円、3,664万 8,756円、 4,236万 6,006

円。 

 次の３ページをお願いいたします。 

 歳入歳出差引残額 1,924万 8,377円、翌年度繰越額 407万 250円でございます。 

 12ページの実質収支に関する調書をお願いいたします。 

 実質収支に関する調書。区分、金額。 

 歳入総額３億 8,415 万 8,000円、歳出総額３億6,491 万円、歳入歳出差引額 1,924 万 8,000 円。翌年度へ繰り越

しすべき財源、継続費、逓次繰越額ゼロ円、繰越明許費繰越額 407万円、事故繰越額ゼロ円、計 407万円。実質収支

額 1,517万 8,000円、実質収支額のうち、地方自治法第 233条の２の規定による繰入額ゼロ円でございます。 

 続きまして、稲取財産区会計をお願いいたします。 

 平成12年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。 

 まず、歳入でございます。 



 款、項、予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額、予算現額と収入済額との比較の順に御説明申し

上げます。 

 １款財産収入、１項財産運用収入61万 1,000円、61万 1,911円、61万 1,911円、ゼロ、ゼロ、 911円。 

 ２款繰越金、１項繰越金、２万 9,000円、２万 9,195円、２万 9,195円、ゼロ、ゼロ、195円。 

 ３款諸収入、１項預金利子、 1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△ 1,000円。 

 歳入合計。予算現額64万 1,000円、調定額64万 1,106円、収入済額64万 1,106円、不納欠損額ゼロ、収入未済

額ゼロ、予算現額と収入済額との比較 106円でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 款、項、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額、予算現額と支出済額との比較の順に申し上げます。 

 １款管理会費、１項管理委員会費、24万 1,000円、18万 1,805円、ゼロ、５万 9,195円、５万 9,195円。 

 ２款諸支出金、１項繰出金、39万 5,000円、39万 5,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

 ３款予備費、１項予備費、 5,000円、ゼロ、ゼロ、 5,000円、 5,000円。 

 

 歳出合計。予算現額 64万 1,000 円、支出済額57万 6,805 円、翌年度繰越額ゼロ、不用額６万 4,195 円、予算現

額と支出済額との比較６万 4,195円でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳入歳出差引額６万 4,301円、翌年度繰越額ゼロ円でございます。 

 ６ページの実質収支に関する調書をお願いいたします。 

 実質収支に関する調書。区分、金額、歳入総額64万 1,000円、歳出総額57万 7,000円、歳入歳出差引額６万 4,000

円、翌年度へ繰り越しすべき財源、継続費、逓次繰越額、繰越明許費繰越額、事故繰越繰越額、いずれもゼロ円でご

ざいます。 

 実質収支額６万 4,000円、実質収支額のうち地方自治法第 233条の２の規定による基金繰入額ゼロ円でございます。 

  以上、簡単ではございますが、朗読をもって説明とさせていただきます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げ

ます。 

○議長（山田力男君） 次に、水道課長の説明を求めます。 

 水道課長。 

          （水道課長 村木勝美君登壇） 

○水道課長（村木勝美君） それでは、議案第62号 平成12年度東伊豆町水道事業会計決算について説明を申し上

げます。 

 恐れ入りますが、 100ページをお開きください。 

 平成12年度東伊豆町水道事業決算報告書です。なお、表示額は税込み額となっております。 

 まず、収益的収入及び支出における収入の内容ですが、第１款水道事業収益の決算額は５億 2,111万 8,371円で、

予算に比べ 455万 8,629円の減、前年度と比較しますと 2,358万 7,886円、 4.3％の減となりました。 

 その内容を申し上げますと、第１項営業収益の決算額は５億 1,525万 9,153円で、予算に比べ 523万 6,847円の

減、前年度と比較しますと 1,659万 2,299円、 3.1％の減となっております。主な収益でありますが、水道料金の状

況ですが、上水道収益は４億 9,386万 1,966円で、前年度と比較しますと 1,650万 8,105円、 3.2％の減となりま

した。 

 また、簡易水道収益は 1,956万 5,037円で、前年度に比べ22万 8,414円、 1.2％の減となっております。上水道、

簡易水道ともに給水量が減少していることによるもので、平成11年度を除きますと、平成６年度以来、６年間にわた

り減少を続けております。平成６年度の491万 6,000立方メートルに対し、平成12年度は 439万 6,000立方メート



ルとなり、52万立方メートルも減少しております。さらに減少傾向が懸念されるところであります。厳しい経済状況

により、営業用で 105 件の減少があり、これに伴う水量の減少が特に大きな要因と思われますが、家庭用では 158

件の増がありましたが、水量では３万 7,424立方メートルの減少となり、核家族化の進行がうかがえるなど、使用形

態にも変化を生じてきております。 

 次に、第２項営業収益の決算額は 585万 9,218円で、予算額に比べ67万 8,218円の増ですが、前年度と比較しま

すと 699万 5,587円の減となります。消費税が還付から納税に変わったことによる消費税還付金の減によるものであ

ります。 

 次に、支出の内容ですが、第１款水道事業費用の決算額は４億 9,161万 4,782円で、執行率は97.9％であります。

前年度と比較しますと 1,796万 4,176円、 3.8％の伸びとなりました。 

 第１項営業費用の決算額は４億 2,005万 7,997円で、執行率は97.7％で、前年度に比較しますと 191万 9,128円、 

0.5％の減となっております。 

 原水及び浄水費で、白田浄水場取水場のポンプ施設で再三の故障が発生し、修繕費が増加したところですが、老朽

化に対する根本的対応が今後の課題となっております。 

 また、総係費では、平成13年度より導入の隔月検針に伴う電算改良費用が含まれております。なお、減価償却費は

１億 8,051万 5,247円で、前年度に比べ 379万 244円、 2.1％の増となりますが、今後も施設の供用開始に伴う新

たな償却の発生が予想されています。 

  次に、第２項営業外費用の決算額は 6,900万 9,546 円で、執行率は99.9％となり、前年度と比較しますと 1,992

万 5,345円、40.6％の  となりますが、企業債利子が前年比 668万745円増となり、消費税が 1,331万 3,000円

の納税となっております。 

 次に、第３項特別損失の決算額は 254万 7,239円で、執行率は99.9％となっております。時効による不納欠損処

分を上水道で 103件、簡易水道で４件実施したものであります。 

 第４項予備費につきましては、営業外費用の消費税納税額の不足分及び不納欠損処分の不足分に21万 9,000円の

流用措置をさせていただいたものであります。 

 厳しさを増す経営状況から、平成12年度において、料金改定事務を進めてまいりましたが、諸事情を勘案し、改定

を見送ることとしたところであります。このことにより、経営合理化の推進は、以前よりも増した意識が必要となり、

平成12年８月１日に作成した経営合理化推進計画に配意し、経営の効率化を推進いたすところであります。この結果、

当年度純利益2,311 万 4,626円となり、前年度繰越利益剰余金 1,618万 3,519円を加えた 3,929万 8,145円につい

ては、剰余金の処分案を12ページに提案させていただいたところであります。今後の企業債償還計画に配意し、減債

積立金に 2,000 万円を積み立てるとともに、使用水量の減少懸念に配意し、 1,929万 8,145円を翌年度に繰り越す

措置をしたところであります。ここで御理解をいただきたいと思います。 

 次に、２ページに移らせていただきます。 

 続きまして、資本的収入及び支出の内容ですが、収入につきましては経営状況を勘案しまして企業債の発行をいた

しませんでした。 

 また、第１項分担金、第２項寄附金、第３項補助金を科目存置しておりましたが、収入実績はありませんでした。 

 次に、支出の状況ですが、決算額は１億 5,586 万 9,122円で、執行率は97.8％となり、前年比と比較しますと４

億 1,773万 811円、72.8％の減となりました。 

 第１項建設改良費の決算額は１億 5,049万 1,158円で、執行率は97.9％ですが、前年度に比べますと４億 1,418

万 3,958円、73.3％の減となりました。第５次拡張事業で企業債をとりやめ、１億 1,707 万 2,712円としたため、

前年度に比べ３億 7,616万 4,521円、76.3％の大幅な減となったものであります。工事執行状況につきましては事業

報告書にお示ししてありますので、ごらんいただきたいと思います。なお、５次拡張事業には、工事以外に２件の用

地取得を 1,768万 9,000円で実施いたしております。 



 次に、第２項企業債償還金の決算額は 537万 7,964円で、前年度に比較しますと 354万6,853 円の減となりまし

たが、平成13年度より、平成７年度から着手した第５次拡張事業への借り入れ分の元金償還が順次開始することにな

り、財政問題となっております。企業債残高及び償還計画につきましては、附属書類としてお示しをしてありますの

でごらんいただきたいと思います。資本的収入額が資本的支出額に不足する額、１億 5,586万 9,122円は、減債積立

金より 500万円、過年度分損益勘定留保資金より１億 5,086万 9,122円を補てんいたしました。 

 なお、3 ページ以降の損益計算書及び貸借対照表につきましては、内容が重複しておりますので説明を省略させて

いただきたいと思います。 

 また、13ページ以降は事業報告書及び附属書類となっております。なお、監査委員からの意見書内容につきまして

は、今後の執行に十分配意してまいりたいと考えております。 

 以上、決算内容について説明をさせていただきました。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 本日は提案理由の説明のみとし、大綱質疑を９月18日に行います。 

 なお、大綱質疑の受け付けは９月17日正午までですので提出願います。 

 なお、９月17日は休会となりますが、午後１時半より議会全員協議会を開会いたしますので、出席をお願いいたし

ます。 

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

   ◎散会の宣告 

○議長（山田力男君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 どうも御苦労さまでした。 

                                           （午後 ０時０３分） 
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議 事 日 程 （第４日） 

日程第 １ 議案第５７号 平成１２年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第 ２ 議案第５８号 平成１２年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定 

について 

日程第 ３ 議案第５９号 平成１２年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定 

について 

日程第 ４ 議案第６０号 平成１２年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

について 

日程第 ５ 議案第６１号 平成１２年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定 

について 

日程第 ６ 議案第６２号 平成１２年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 



   ◎開議の宣告 

○議長（山田力男君） 連日御苦労さまです。本日も議事進行に御協力をよろしくお願いいたします。 

 ただいまの出席議員は14名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成13年東伊豆町議会第３回定例会第７日目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。 

                                           （午前１０時００分） 

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

   ◎議事日程の報告 

○議長（山田力男君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付いたしたとおりであります。 

 議事日程に従い、議事を進めます。 

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

   ◎日程第１ 議案第５７号 平成１２年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定 

について 

    日程第２ 議案第５８号 平成１２年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出 

決算認定について  

 

    日程第３ 議案第５９号 平成１２年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出 

決算認定について  

    日程第４ 議案第６０号 平成１２年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算 

認定について  

    日程第５ 議案第６１号 平成１２年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出 

決算認定について 

    日程第６ 議案第６２号 平成１２年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

○議長（山田力男君） 日程第１、議案第57号 平成12年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について、日

程第２、議案第58号 平成12年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、日程第３、議案

第59号 平成12年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程第４、議案第60号 平成

12年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、日程第５、議案第61号 平成12年度東伊豆町稲

取財産区特別会計歳入歳出決算認定について、日程第６、議案第62号 平成12年度東伊豆町水道事業会計決算

認定についてを一括議題といたします。 

 これより大綱質疑に入ります。 

 お諮りいたします。大綱質疑は１問２回の質疑といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、大綱質疑は１問２回といたします。 

 ７番、山本鉄太郎君の大綱質疑を許します。 

 ７番、山本鉄太郎君。 

         （７番 山本鉄太郎君登壇） 

○７番（山本鉄太郎君） それでは、私は一般会計の方の大綱質疑を３問ほどお願いいたします。 

 １問目、町税全般に減収が見られますが、それに比べて滞納がふえる内容とその対策があればお聞かせくださ

い。 

 ２問目、消防緊急通信指令施設整備工事を行って、以前と比べてどのような点が改良されたか、内容をお聞か



せください。 

 ３問目、各款において工事差金であると思われる不用額が多く見受けられますが、工事の前倒しのお考えは当

局にはありませんか。お伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（山田力男君） 町長に答弁を求めます。 

         （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） 平成12年度一般会計歳入歳出決算大綱質疑、山本鉄太郎議員にお答えいたします。 

 ３問にわたって質問がなされておりますが、第１問、町税全般に減収が見られるが、それに比べて滞納がふえ

ている内容と対策は。第２問、消防緊急通信指令施設整備工事を実施して、以前との改良点はの質問につきまし

ては、税務課長及び消防長より答弁いたさせます。 

 第３問の工事差金と思われる不用額が見受けられるが、工事前倒しの考えはないかについては、現在、町では

工事請負費に限らず、すべての経費に関して、行財政改革の観点から可能な限り節約し、その結果として残った

金額については原則不用額として処理しております。御質問の工事差金につきましても、原則不用額としており

ますが、継続事業につきましては早期完成を図ることにより、投資効果を上げることが可能な場合も考えられま

すので、工事実施箇所の現場条件や工期、用地などの問題がなく、なおかつ近接住民の理解が得られる場合につ

きましては、工事を前倒しして実施することは可能ではないかと考えておりますので、今後とも必要に応じて対

処をしていく考えであります。 

○議長（山田力男君） 税務課長。 

○税務課長（鈴木英夫君） それでは、第１問目の町税全般に減収が見られ、滞納がふえている。その内容と徴

収対策について、お答えいたします。 

 まず、平成12年度町税の現年課税分、調定額を前年度、平成11年度と比較いたしますと１億 5,174万 1,000

円の減額となっており、主な税目は固定資産税で 8,398 万 9,000円、特別土地保有税で 2,652万 1,000 円、個

人町民税で1,942万 2,000円、町たばこ税で 611万 2,000円、入湯税で 1,713万 4,000円等の内容でございま

す。 

  次に、収入額を同様に前年度と比較いたしますと、１億 6,474万 2,000円の減収となっております。税目とい

たしましては固定資産税で１億192万 1,000 円、特別土地保有税で 2,458 万 7,000 円、個人町民税で 1,648 万 

5,000円、町たばこ税 611万 2,000円、入湯税 1,713万4,000円等の内容でございます。 

 このことから、現年課税分を見ても調定額の減額よりも収入額の減収が 1,300万円も多く、また倒産などによ

り営業されていない宿泊施設の固定資産税についても、課税物件を有する限り課税され、税収は見られませんが、

調定額のみ増加する内容から、滞納繰越分がふえる現況でございます。 

 次に、徴収対応につきましては、滞納繰越分を有する納税義務者にも現年課税分は課税されることとなります

ので、現年課税分を徴収するとともに、滞納繰越分を徴収しなければ滞納繰越額は減少しないこととなります。

一例を申しますと、昨今の景気停滞等により、事業経営が不振となり、現年課税分も納付が困難となり、分割納

付でようやく現年度分が徴収できたが、滞納繰越分は翌年に繰り越された現況等が、固定資産税の徴収に多く見

られる内容でございます。 

 したがいまして、先日、14番議員の一般質問にもお答えいたしましたが、翌年度の繰り越しのもととなる現年

課税分の未納額を減らすことに傾注し、法定に基づく督促状、催告書の発送、職員による町内町外の訪問徴収並

びに町三役による訪問、また日曜日等休日でなければ役場に来庁できない納税者や、未納税額が多額となり、一

括納付が困難で分割により納付したいなどの相談を納税者の便宜を図り、原則として毎月の最終日曜日に休日納

税相談を開催するなど、納付を促し、収納額及び収納率向上を目指し、徴収に努めているところでございます。 

 また、悪質と思われる未納者に対しましては、差し押さえ予告及び債権保全のための差し押さえの実施と、こ



れらにより対処している現況ですので、御理解をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 消防長。 

○消防長（金田弘道君） それでは、私の方から、第２問目、消防緊急通信指令施設整備工事を行って、以前と

比べてどのような点が改良されたか、内容をお聞かせくださいとの質問にお答えいたします。 

 以前の指令装置は、火災や救急などの 119番通報が入ると、通信員が現場の確定、消防車や救急車などの出動

指令等をすべて通信員の手作業で行っておりました。今回新しく導入された指令装置は 119番の入電と同時に火

災、救急、救助などの災害種別をテレビ画面に表示し、住所などを入力すると自動的に災害地点の決定を地図上

に画面表示いたします。これと同時にコンピューターの音声合成、これは機械的に人の声をつくるという形でご

ざいます。自動的に署員に出動指令を出ます。また、消防署の消防車や救急車の出動要請を自動的に行うととも

に、消防団の出動車両編成も自動的に行います。出動車両は出動現場到着、放水開始などの時刻設定をボタン操

作で自動的に行い、活動時刻が指令装置に記録されます。これらのことにより、以前と比べて最適な出動指令が

行えるようになりました。このほかに携帯電話とデジタルカメラの使用により、火災現場等の状況を画像電送し、

これを大型テレビ画面に映し出すことにより、災害現場の状況が指令室で把握でき、支援情報などが出せるよう

になりました。また、さらに地震等の大災害時に全国の消防応援部隊との通信を行うための全国共通消防無線設

備、各種気象情報の自動表示装置、災害事案の文書及び国への報告書作成処理を行うパソコンの設置などを行い、

消防署、消防団の出動態勢及び事務処理の確立を図りました。 

 以上のようなことにより、以前の指令装置より指令業務及び事務管理業務が的確に行えるようになりました。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（山田力男君） ７番、山本鉄太郎君。 

○７番（山本鉄太郎君） １問目の町税に関して、減収はありましたけれども、対応がちょっと。固定資産税の

大型の会社の倒産という形で、固定資産税の減額についての対応をどのようにしているのかなというのがまず１

点。 

 それと、あと入湯税の滞納も本来は滞納にならないのが普通のようだと。私は目的税と思っていますから、そ

の辺のお答えを。 

 そして、消防施設については結構です。 

 あと、工事差金の方は随時、その近隣の状況を見ながら対応していくという形ですから、税の方だけ。税とい

うのはやっぱり不公平を与えてはいけないものですから、要するに公平性を欠くためにも、予算の執行をよりよ

くするためにも、どのように、要するにそういう大型のところの滞納があるという形のものを早く処理していか

ないと、交付税の方にも絡んでくるんじゃなかろうかと私は思っていますので、その辺の対処の仕方をお答え願

えませんかね。 

○議長（山田力男君） 税務課長。 

○税務課長（鈴木英夫君） まず、１点目の倒産などにより宿泊施設の固定資産税の関係ですが、これは倒産と

同時に、私の方は差し押さえはしてあるわけです。その内容を見てみますと、大まかなんですけれども、７件し

てあるわけですが、12年度分の固定資産税が 4,100万円程度になったわけです。これは私どもの方も早くこれを

処理したいわけですけれども、差し押さえしてありまして、それが競売等になれば、それによってうちの方へ配

当があろうかと思うんですが、それによって徴収できない分は申しわけないんですけれども、不納欠損というよ

うな形にできればなと。ともかくこういう不良債権といいますかね、そういうものはぜひ早く処理したい。この

ように思っています。 

 それから、２点目の入湯税の関係ですけれども、先ほど申しましたとおり、調定額が1,713 万 4,000円で、収

入額も 1,713万 4,000円ですので、未納はありません。よろしいでしょうか。 

○議長（山田力男君） 総務課長。 



○総務課長（渡辺 穣君） ……の質問ですけれども、先ほど税務課長からお話がありましたけれども、倒産し

た会社等の基準財政収入額に調定をされるわけですけれども、その辺につきましては、又は今後、税務課長と財

政担当と県の方へ行って、また相談をしてこなければならないというような、今状況になっておりますので、今

後そのような形で相談をしていきたい。その結果はどうなるかわかりませんけれども、そういう考えでやってお

ります。 

○７番（山本鉄太郎君） 終わります。 

○議長（山田力男君） ７番、山本鉄太郎君の大綱質疑をおわります。 

 次に、14番、山田直志君の大綱質疑を許します。 

 14番、山田直志君。 

         （１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 私は、３特別会計に５点、大綱的な質問をいたしたいと思います。 

 まず、国民健康保険特別会計についてであります。この会計の特殊性から、一番問題になってくるのが医療費

の軽減や健康づくりにより給付の軽減がどのように図られるかという問題であります。この点について、平成12

年度１年間の取り組みについての対応を伺っておきたいと思います。 

 次に、介護保険特別会計についてであります。 

 まず、１点目として普通徴収の収納において、滞納が見られております。この収納の状況とこれらの対策につ

いて、どのような考えであるか、伺っておきたいと思います。 

 ２点目に、保険給付費が低かったという内容がございます。この内容について、当初の予算推計値と実際値に

おいて、違いがあったものではないかというふうに考えておりますが、その実態はどのようであったでしょうか。

要介護認定者の数と分布の内容について、また各種サービスについて、予算推計値と実際値において、どのよう

な違いがあったか、御説明をいただきたいと思います。 

 次に、水道事業会計についてであります。水道事業会計が大変厳しい状況にあるということについては、再三

指摘をされております。その上で、１点目として、この営業費用である経費等の見直しについて、平成12年度ど

のような見直し等が行われたのか、伺っておきたいと思います。 

 ２点目に、こうした中で内部留保資金というものが増加しております。この取り扱い、今後の対応について、

どのようにお考えであるのか、伺っておきたいと思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 町長の答弁を求めます。 

         （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） 山田直志議員から３問にわたっての質問がなされておりますが、第１問、国民健康保険

特別会計について。医療費軽減、健康づくりの取り組みはどのように行われたか。第２問、介護保険特別会計に

ついて。１点目、普通徴収の収納状況と対策について。２点目、保険給付費が低かった内容について、の質問に

つきましては、福祉保健課長より答弁させます。 

 第３問、水道事業会計について。１点目、経費等の見直しについて。２点目、内部保留資金の増加についての

質問につきましては、水道課長より答弁させますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（鈴木希美雄君） それでは、１点目の国民健康保険特別会計について。医療費軽減健康づくり

の取り組みはどのように行われましたかについて、お答えいたします。 

 まず、平成８年度より12年度まで、総合健康指導事業として、日ごろ健康といわれている40歳から65歳未満

の国保の被保険者を対象に健康調査を行いました。この調査は生活習慣ドックとして記載されていた項目ごとに

結果表を作成し、本人あてに配付し、特に生活習慣に異常がある方については、保健婦が家庭訪問と健康教室等



で指導しております。さらにこの結果に基づき、田町区の更年期の健康指導として、健康衛生課の保健婦の協力

をいただき、国民健康保険係と家庭訪問を行い、40人の家庭を訪問し、健康に対する生活習慣の指導を行いまし

た。また、移動町長室において、保健婦が当町の健康情報等の分析結果をお知らせし、生活習慣予防の啓発を行

っております。さらに、福祉健康ふれあい広場において、健康指導の資料を活用し、健康づくりの高揚を図って

いるところであります。国民健康保険事業として、人間ドック、がん検診を行いまして、早期発見、早期治療を

促し、医療費軽減対策に努めているところであります。人間ドックにつきましては、前年度32人、12年度は58

人と81％増。がん検診につきましては、前年とほぼ横ばいの 462名となっております。人間ドックの大幅な増加

は、健康に対する意識のあらわれと認識をしております。 

 次に、２点目、介護保険特別会計について。１点目、普通徴収の徴収状況と対策についてお答えいたします。 

 平成12年４月、介護保険制度が開始され、政府与党３党合意に基づきます第１号被保険者の保険料軽減対策に

よりまして、４月から９月まで介護保険料は徴収せず、その後10月から３月まで、本来の保険料額の２分の１を

徴収することとなり、その軽減分につきましては御案内のように平成11年度において、介護保険臨時特別交付金

額を介護保険円滑導入基金に積み立てて、決算年度において不足を財源としておるところでございます。平成12

年度においては、第１号被保険者の賦課した保険料は、総額 2,873万 7,300円で 3,549 人の高齢者が納入義務

者となっており、98％の収納率でございます。 

 詳細につきましては、決算付属資料の主要施策の成果説明書の中の53ページをごらんください。質問の普通徴

収の収納状況ですが、決算年度末時点で 842 名、賦課額 583 万 6,000 円に対して、徴収額 519万 9,500円で、

89％の収納率となっております。こうした状況を課内で分析協議の結果、一つには初年度で介護保険制度並びに

保険料に関する意識の不足、郵便物、封筒の未開封等が伝えられておりました。さらに政府広報によるテレビ、

新聞等で介護保険料は原則として年金から天引きする旨の情報が先行し、高齢者が誤解した点も聞かされており

ます。担当課といたしましては、口座振替による納付を推進しておりますが、通知等による依頼では未開封など

で効果が上がらないため、同居家族等に働きかけ、電話連絡や臨宅徴収の折に口座振替納付の勧誘を勧めており

ます。 

 また、平成13年10月以降、未納者対策として１年以上保険料未納者が介護保険を受ける場合、サービス料に

対する自己負担額を１割以上３割以下の範囲で給付制御をかけることになります。このため引き続き保険料納付

に対する理解を求めてまいります。 

 次に、２点目の保険給付費が低かった内容について。 

 予算推計実態の１点目の要介護認定者の数と分布についてでありますが、決算年度中における介護度別要介護

等認定者の数ですが、平成13年２月末時点で要支援者が21名、要介護１の方が63名、要介護２が52名、要介

護３が42名、要介護４が58名、要介護５が37名で、合計273名の方が認定を受けております。 

 第１次介護保険事業計画における平成12年度要介護者等の計画人員ですが、要支援者が22名、要介護１の方

が57名、要介護２が41名、要介護３が69名、要介護４が70名、要介護５が51名で、合計 310 名。高齢者計

画人口の 8.5％で計画をいたしました。 

 平成12年４月、制度開始時点の要介護認定者は 217名でしたが、決算年度中において56名増加しており、徐々

に制度の理解とともに介護の必要となる方々は顕在化しているものと考えられます。ちなみに平成13年７月末時

点では、 310名の方が介護認定を受けております。実態としては、いまだ潜在的傾向が一部で見受けられますが、

引き続き関係機関と協議をし、制度普及に努めてまいります。 

 ２つ目の各種サービスの給付についてですが、平成12年度予算編成に当たり、介護保険事業計画への予算編成

をいたしました。国庫負担金、県負担金等算定に当たりましては、臨時特別交付金算定シートの標準給付見込額

を交付所用額として算定しております。しかしながら、要介護認定者数、サービス給付料の低迷により保険給付

の執行率が大幅にダウンしておりました。この傾向はほぼ全国的であります。郡内でも標準給付見込額に対する



給付実績が30％から60％低い状況にあり、最終補正予算は実績を勘案した中で大幅な減額をした次第であります。

計画費と実績とを比較しますと、在宅サービス給付費が 70.4％、施設サービス費は 41.5％、保険給付費合計で

52％に過ぎません。これらを個々分析いたしますと、計画費の居宅サービス料は１人平均３サービスほどの利用

を見込んでおりましたが、実績では 1.8サービスの利用にとどまり、施設サービスは利用額の最も高額となる療

養型医療施設が医療規模に対し、医療施設の転換が皆無の状況であったため、給付実績が50％を下回っておりま

す。決算年次における月平均の保険給付実績は 3,442万 9,000円となります。年度前半の半年間はサービス給付

料の低迷等、顕著でありましたが、９月以降年度末に向けてサービス給付料も増加してまいりました。 

○議長（山田力男君） 水道課長。 

○水道課長（村木勝美君） それでは、山田直志議員の第１点目の経費等の見直しについての御質問にお答えを

いたします。 

 水道事業経営は能率的な経営のもとにおける適正な原価を基礎とし、運営を確保できるものでなければならな

いとされており、必要経費を水道使用者が公平に経費負担することを原則としておりますが、低廉な水の供給を

図ることとされており、経営の効率化推進が求められております。 

 また、水道料金は公共料金でもあり、一層の配意が必要と考えております。経営の効率化を図っていく上で、

経費等の見直しは不可欠であり、平成11年６月１日策定の東伊豆町行政財政改革実施計画に沿い、広域化に配慮

いたしてきたところであります。また、平成12年度からは料金改定事務の一環として、東伊豆町水道事業経営合

理化推進実施計画及び職員定数適正化計画を策定し、水道事業の経営合理化の指針とし、計画内容に沿い取り組

んでいるところであります。さらに、この合理化計画は、厳しい経済事情などにより、料金改定を見送り措置と

したところにより、不可欠の内容となりました。平成12年度は推進計画策定後の半年間しか残されておりません

でしたが、即応が可能な経常的経費の配意と条例改正等の必要性がある内容について準備を進めるとともに、改

正内容のＰＲ活動をも実施いたしました。このことにより、水道経費及び料金納付の画一化導入、職員の１名減

を実施することができましたが、いずれも平成13年度からの措置であり、平成13年度予算に反映させるところ

でありますが、具体的な効果は次期決算にあらわれてくるものと考えます。極めて厳しい経営環境に当たります

ので、経営の現状を認識し、経営合理化を推進してまいりたいと思いますが、使用者の皆様の協力と理解を求め

なければならない内容も多く、十分検討をしてまいりたいと思っております。 

 次に、２点目の内部留保資金の増加について。 

 決算書の32ページに資金状況調書を示してありますが、平成12年度繰越額は４億 8,200万 3,382 円で、平成

11年度に比べ 5,717万 3,049円の増となっております。内容は利益剰余金が２億 3,045万 6,641円で、内訳は

未処分利益剰余金 3,929万 8,145円、減債積立金 8,000万円、建設改良積立金１億 1,115万 8,496円で、事業

費創設以来の決算剰余金によるものであります。 

 次に、損益勘定留保資金２億 1,855万 2,941円につきまして、公営企業会計の    とされており、現金の支出

がなくても財務発生した時点で費用を計上しなければならないことによるもので、減価償却費は資産減耗費など

の要因であります。 

 次に、消費税資本的支出調整額は 3,299万 3,800円、消費税の導入により消費税関係により発生したものであ

ります。これらの内部留保金は、資本的収入額が資本的支出額に不足する場合の補てん財源として使用している

ところであります。経営の厳しさとは裏腹に内部留保資金は現在のところ増加傾向にありますが、平成７年度よ

り着手した第５次拡張事業の実施が平成11年度まで事業債充当実施したことが大きな要因と考えます。事業債に

より、事業費のおおむね80％が賄われ、資金充当は１億円前後でありましたが、あとその残金償還は５年据え置

きであり、利子のみを３条費用として支払ってきたところであります。しかし、据置期間が終了し、平成13年度

より向こう５年間にわたり、元金償還が順次発生し、元金償還は33ページに示したとおりになり、平成35年の

１億 231万 3,948円のピークまで増加し続けることとなり、内部流用資金での対応となるため、企業債の元金償



還が現状予算に大きな影響を与えるところとなり、可能なときに資金確保を図りたいと考えますが、収益状況や

エンカ償還金の増加などにより、利益に負債がなく、厳しい状況となっております。また、白田浄水場施設等の

資産的施設の改良も勘案いたし、難しい運営が強いられるところとなっております。 

○議長（山田力男君） 14番、山田直志君。 

○１４番（山田直志君） まず、国民健康保険特別会計ですけれども、非常に国民健康保険会計は介護保険がで

きたということを含めて考えてみても、特に医療費の軽減や健康づくりという問題が大きくクローズアップされ

ている問題じゃないかと思うんです。今、課長さん言われたような点は、それなりにもやっているということに

はなるんですけれども、本当にこれで結果が出てるのかなと。まだ何か担当課のみの問題意識で、町全体の問題

意識としてはこういう問題が意識が非常に低いんじゃないかなというふうに思わざるを得ないんですよね。本当

に今の課長さんが言われたような個々の事業を進めていけば、本当に医療費の軽減についても、健康づくりでも

効果が上がってきますか。僕はどうもそうじゃないような気がしてならないですね。もっと戦略的な問題と位置

づけて対応される必要があるんじゃないかなというふうに思います。どのようにお考えでしょうか。 

 ２つ目に、介護保険特別会計の問題ですけども、普通徴収の問題はいろいろ分析をされているようですけれど

も、課長さんが言われたように、やっぱりことしの10月から２分の１減額されていたものが、ちゃんといただく

よと。だから非常に第１段階の方でも、金額的にいえば本来 700円ぐらいですけれども、そういうものが今まで

なかなか払ってもらえなかったわけですよね。この10月から第１段階でいけば 2,800 円を標準とした場合でい

けば、 1,400 円ですか。 700円が納められなかった人たちが本当にこの 1,400円というものを納められるのか

な。どういう状況になっていくのかな。もし課長さんが言われたように、それは制度のＰＲが不足していたり、

年金からの天引きであるということで、いわば勘違いをしていたよと。制度の不理解から起きた問題であるとい

うことであれば、僕はもう９月のきょう現在までに解決できている問題だと思うんですよ。何十件もないんです

から。11件ぐらいでしょ。何十件もないですよ。それが解決できていないとすると、やっぱりこれは非常にこの

分野はまだ大変な問題が残っていくし、深刻な問題がまだまだ存在しているんじゃないかなと。分析をしても、

結果がやっぱり結びついてなければ、これはいけないですよね。この問題は。ましてや10月から全額徴収します

よということになるわけですから、これはやっぱり対策は、分析したところまではよかったなと思うんですけれ

ども、11件ぐらいの問題であれば、もう出納閉鎖が終わって、決算が終わったきょう現在までの間にでも、言わ

れたような対策を打って、すべて口座振替による徴収等がもう確定できた状況になってなければいけないんじゃ

ないかと思うんだよね。この点では、やっぱりちょっと遅れがあるんじゃないかなと思いますね。 

 もう１つの問題は、その給付サービスの問題ですけれども、分析をいろいろされていましたけれども、確かに

療養型病床群等がないというのは大きな問題だというふうに思いますけれども、やっぱりサービスを受ける人た

ちの中で、どういうサービスが求められているのかということについての把握というのが不十分だった。当然こ

の制度の最初ですから、仕方ない問題もあると思います。しかし人数が介護認定者が当初の人数よりも、相当増

加しながら現実には相当給付が少なかったというのは、療養型病床群がなかっただけじゃなくて、現実の問題と

して、湯ケ岡に数十人、もう既に湯ケ岡だけで考えれば、ほかの地域の人もあるわけですけれども、それで入所

の申し込みというのは 100人を超える。こういう状況なわけですね。そうすると、やっぱり利用者の側が施設サ

ービスが不足しているんじゃないか、求めているのは、いわばホームヘルパーの派遣じゃなくて、特別養護老人

ホーム等への入所という方のものが、利用者のサービスの中心じゃなかったのかな。そういうやっぱり問題につ

いての対応が十分でなかったんじゃないかなという問題だってあると思うんですよ。療養型がないだけで、これ

はやっぱり済まされる問題ではないと思うんですね。療養型がなくても、老健を使ったり、いろいろ制度的なも

のは使っているところがあるわけで、ニーズの把握について、やっぱり極めて不十分性があったんじゃないかな

と僕は思うんですけれども、これはやっぱり反省をしていかなければなんないし、これからの問題で極めて大事

な問題だと思うんですね。 



 次に、水道事業会計の問題ですけれども、経費の問題については、いろいろ説明されましたけれども、その中

で合理化計画とか、職員適正化計画というようなことを課長さん触れられましたけれども、これは今期の決算で

も非常に大事だし、また来期の予算編成上も非常に大事ですから、そういうものは当然にして議会にも議長を通

じて全議員にやっぱりこの際、提出をしていただきたい。当局がどういう計画、考え方を持っているのかという

ことは、知らなければ決算、また来期の予算編成の考え方というのは見えてきませんから、町の行政改革大綱等

に基づいて、そういう具体化をしたというものが、ちゃんと文書化してあるんであれば、この際ぜひ出していた

だいて、特別委員会等で検討をしていただけるとありがたいなというふうに思います。 

 もう１つの問題で内部留保資金の問題で、いろいろ課長さん、説明をされました。問題はやっぱりどうしてか

という問題がこれはあると思うんですけど、この問題については、どうお考えですか。減価償却がふえてくるわ

けですから、当分の間、これふえ続けるわけですよ。営業収支の関係は、大変その利用の落ち込み等から、厳し

い状況がくるんだけれども、設備投資を大きくしてきたということから、内部留保資金はどんどん増加する。こ

ういう状況が非常に企業会計という特別な関係の中で出てくる。本来は、景気のいいときであれば、本来は内部

留保資金があるんで、これを積極的に設備投資に振り向けようと、こういう考えを持つのが普通なんですけれど

も、この状況の中でどういうふうに考えていくのかな。また、先ほど課長さん言われたような浄水場の問題とい

うのも避けて通れないような問題がある中で、この辺は時期を含めて、非常にこれを取り組んでいく対応という

のは難しいと思うんですよ。今すぐやっていけばいいですけれども、当然、減価償却もまたふえるわけだし、償

還金問題を含めた経営の圧迫につながりかねないという問題を抱えてくる企業会計特有の問題が、今はやっぱり

存在しているんじゃないかな。この問題の取り扱い方、どういうふうに対応していくのか。将来これからに向け

て、どういう扱いをしていこうというのか、そのお考えをぜひお聞かせください。 

○議長（山田力男君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（鈴木希美雄君） まず、医療費の軽減の結果は出ているのかという御質問ですが、この医療費

の軽減対策は即効性があるもんじゃありませんので、例えば去年やったから、ことしはすぐに医療費が軽減にな

るというもんじゃありません。いろんな事業を展開しながら、それが２年先、例えば５年先にその辺も表れが出

てくるんじゃなかろうかという分析をしております。 

 ですから、まず被保険者の意識改革、例えば生活習慣における飲食等、食生活の塩辛いもの、そういうものが

積み重なってきますと生活習慣病ということになりますので、そういった被保険者の意識改革から、まずしてい

かなければならないと感じております。ですから、その結果がすぐ出るというものじゃありませんので、うちの

方でも健康衛生課の保健婦を継続をいただきまして、家庭訪問を行っておりますし、それから老人に対しても、

例えば老人保健の受給者証について、受給されるときに全部対象者を一同に集めまして、保健婦の健康指導等も

実施しておりますので、そういった小さな積み重ねが医療費の軽減になるんではなかろうかと、そういうふうに

今は考えております。 

 それから、介護保険の収納状況の対策でございますが、確かにきのうも口座振替等の推進も行っております。

それから先ほどお答えいたしましたように、介護保険は年金から天引きされるだろうということが広報、テレビ、

新聞等で出ておりましたので、そういった認識の問題もありますし、それからよく老人の場合は、いろんな郵便

物がきましてもなかなか開封しないというのがあります。そういった声もいろいろありましたので、そういった

面も家族等の協力をいただきまして、家族が見ていただくか、それとも今後は臨宅徴収を行いまして、徴収の推

進に努めていきたいと考えております。 

 それから、給付サービスの低下の問題でございますが、確かに第１次の事業計画を策定したときは、平成 10

年のアンケート調査を行いました。約 2,000人の高齢者に対してアンケート調査を行いましたところ、その中に

おおむねサービスを受けたいという、そういった希望を持った中で 310人と推計をいたしました。その 310人の

推計に基づきまして、サービス給付費の推計をいたしましたところ、実際サービスが始まった時点では、今言っ



たように３施設、例えばサービスの３つを受けるだろうと計画したんですが、 1.8 という形でかなり低下した。

それと家族が介護をやるから、このサービスはいいよという、そういった家族介護の方が優先したということで、

サービスの給付が伸びなかったというのがあります。ですけれども、８月の時点の給付費の支払い状況を見ます

と、前月対比でも約５割程度大幅な増加になっております。ですから、介護保険の制度、サービス給付のそうい

った理解が得られているんじゃなかろうかというふうに考えております。 

○議長（山田力男君） 水道課長。 

○水道課長（村木勝美君） それでは、第１点目の経費の関係について御説明をさせていただきます。 

 経費の関係につきましては、これは人件費の状況でございますが、平成12年度と13年度で比較しまして、こ

れは合理化計画の関係で 1,420万 9,000円の減になっております。これは試算でございますが、それと同時に貸

借表の関係で、やはり…。 

          （「文書でいいよ、それは。もし計画がまとまっていれば。そうすれば                      

特別委員会であとで検討してもらいますから。文書で後で出していい                    ものだったら」の声

あり） 

○議長（山田力男君） 課長、14番さんの質問は、次年度は事業計画案があれば、それは文書で提出して、特別

委員会あたりで検討したらどうかというあれなもので、その辺を端的に答弁願います。文書があれば、文書提出

で。 

○水道課長（村木勝美君） 今、文書的にはつくってありませんが、また委員会の方で…… 

 それでは、２番目の問題でありますが、減価償却の関係でございますが、９年度が１億6,734 万 2,000円、10

年度が１億 6,458万 6,000 円、11年度が１億 7,672 万 5,000円、１２年度が１億 8,051 万 5,000円というこ

とで、13年度、稲取の排水場の関係につきましては、建設仮勘定にのっておりますので、この関係につきまして

は、約 1,000万円ぐらいのアップになるかと思います。それで、要するに減価償却で２億円ぐらいになるんじゃ

ないかということでございます。 

○議長（山田力男君） 14番、答弁漏れがちょっとあるけれども、よろしいですか。 

○１４番（山田直志君） あとは特別委員会の方で、もう時間の方もありますから。特別委員会にお願いします。 

○議長（山田力男君） 了解。 

 山田直志君の大綱質疑を終わります。 

 10分間休憩いたします。 

                               （午前１０時５０分） 

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

○議長（山田力男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

                               （午前１１時００分） 

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

○議長（山田力男君） 次に、11番居山信子さんの大綱質疑を許します。 

 11番、居山信子さん。 

         （１１番 居山信子君登壇） 

○１１番（居山信子君） 皆様、こんにちは。 

 私は３問大綱質疑を通告をしておりますので、特別会計の中で、まず介護保険特別会計から２問お尋ねをした

いと思います。 

 平成12年度の歳入歳出決算は、歳入総額３億 8,415万 8,371円、歳出総額３億 6,490万 9,999 円となり、歳

入歳出の差し引きは 1,924万 8,377円を決算しております。現状におきまして、介護保険制度のＰＲやサービス

メニューが利用者に十分周知されていたとお考えかどうかお伺いいたします。 



 ２問目につきましては、施設介護サービスの受給者は介護福祉施設42名、介護老人保健施設は11名で53名と

なっております。施設入所に対し、現状での問題点と改善のあり方について、どのようにお考えなのか、お尋ね

をいたします。 

 第３問目といたしましては、老人保健特別会計についてお尋ねをいたします。平成12年度の老人医療費は、前

年度に比べて0.16％の増加となっております。老人医療受給者は、平成12年度で 2,253人、全人口１万 5,813

人に占める割合は 14.2％であります。平成 12 年度老人保健特別会計歳入歳出決算は、歳出総額が 14 億 2,599

万 4,899 円で、歳出総額14億 3,411 万 1,174 円となり、歳入歳出差引額は△の 811 万 6,275 円ということか

らお伺いをしたいと思います。老人医療費の抑制については、国においてもるる検討が始められ、１つ結論が見

えてきたところでございますが、町を挙げての取り組みは、この医療費の軽減という観点から、どのように取り

組んでいかれるお考えなのか、御説明をいただきたいと思います。 

 以上、３問よろしくお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 町長の答弁を求めます。 

         （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） 居山信子議員の大綱質疑について、答弁いたします。 

 ２問にわたって質問がなされておりますが、第１問、介護保険特別会計について。１点目、制度のＰＲやサー

ビスメニューが利用者に十分周知されていたか、どう考えるか。２点目、施設入所に対し、現状での問題点と改

善のあり方について。第２問、老人保健医療特別会計について。１点目、医療費抑制のため町を挙げての取り組

みはどうなされたかの質問につきましては、福祉保険課長より答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） １問目の介護保険制度のＰＲやサービスメニューが利用者に十分周知されて

いたとお考えかの質問にお答えいたします。 

 制度開始に向け、平成10年10月より移動町長室、婦人会、地区老人会、アジサイ学級等説明会を開催し、12

年度末までに50回ほどの説明会を実施し、制度開始に向け最大限のＰＲに努めてまいりました。さらにパンフレ

ットの配布が広報「ひがしいず」、回覧等で啓蒙啓発に努めております。本年度においても制度開始後１年の経過

等を踏まえた報告を兼ね、アジサイ学級等で概要説明等を行っております。また、本年６月に「介護保険制度を

語る」と題し、座談会を開催いたしました。介護者を抱える家族から、家族に介護者が出て初めて制度を理解し

たとの発言がございました。この内容は、９月号の広報「ひがしいず」に掲載してございます。当課といたしま

しては、住民の関心度を図る上で、貴重な意見であると痛感しております。本年度事業では、趣旨普及を図る上

から、介護サービスマップを詰めたパンフの保存用ケースを１号被保険者のいる世帯を中心に配付を計画してお

ります。より一層啓蒙啓発に努力してまいりたいと考えております。 

 サービスメニューの周知度につきましては、介護認定がされた後、ケアマネジャーを決めていただきますが、

そのケアマネジャーがサービス内容を説明するとともに、介護面に応じた利用限度額の範囲で本人と家族の利用

希望を伺いながら、要介護者がよりよい日常生活を送れるよう、さまざまな計画を立て、計画に沿ったサービス

を受給することになります。なお、本年６月に施設入所を除く要支援、要介護者にアンケート調査をいたしまし

たが、回答された方の95％の方が、ほぼ希望どおりのサービスの計画を策定していただいたと答えておりますの

で、希望する介護サービスを受けているものと理解しております。 

 ２問目の施設入所に対して、現状での問題点と改善のあり方についてですが、介護保険制度の趣旨は、在宅で

の介護に対し、家族の精神的、肉体的負担の軽減を図るためにあります。しかし近年の社会的傾向から、就労が

増加し、昼間時間に留守宅が増加しております。当然ながら、家族介護が困難となり、多くの家族が施設入所を

望んでおります。施設入所につきましては、県健康福祉センターを中心に伊豆圏域でも整備計画が図られており

ます。現在、伊豆圏域における介護保険施設は、介護福祉施設、つまり特養が３施設 180ベッド数で、別にショ



ートステイで54ベッド、介護老人保健施設が３施設 175ベッド数、ショートステイが14ベッドが運営されてお

ります。さらに平成13年中に松崎に介護福祉施設、特養50ベッド、ショートステイ９ベッドが、西伊豆に介護

福祉施設、特養30ベッド、ショートステイ５ベッドが建設されております。また河津町には平成15年を目標に

特養の整備計画が持たれております。これらの整備により、多少は入所待機者が改善されるでしょうが、家族は

近隣への施設入所を希望しており、抜本的改革とはならないと思われます。また、介護保険施設の１つである介

護療養型施設ですが、医療施設への入居者で要介護状態にある方や既に介護認定されている方も多いことを承知

しております。しかしながら、診療を含めた医療施設から、介護療養型施設のへの転換がなされていないため、

入所者も皆無の状態です。こうした問題を含め、今後さらに県伊豆健康福祉センターを中心に、施設整備に向け

て努力してまいりたいと考えております。 

 ３問目の老人医療費の抑制のための町を挙げての取り組みはどうなされたかの質問ですが、平成12年度におい

て保健婦の訪問指導事業として、重復多受診被保険者を対象に家庭訪問を12世帯実施いたしました。指導事項と

して、かかりつけ医師のすすめ、各種サービス、保険福祉介護保険の紹介、生活習慣の指導、内服薬についての

正しい服用方法等をわかりやすく指導しております。医療費適正化対策事業として、被保険者の受診したレセプ

ト点検を行い、12年度では 800万円の再審査請求をしております。また、各地区の公民館に老人会の集まりのと

き、出前健康教室を行っており、健康についての意識の高揚を図っておるところであります。さらに、今年度か

ら70歳の誕生日を迎えられた老人医療受給の対象者に受給者証の交付を行う折、毎月15名前後の方が参加し、

老人保健制度の説明と保健婦による健康相談、健康教育を実施しております。この医療費の抑制は、小さなこと

の積み重ねが重要となりますので、老人保健の被保険者１人１人が健康に対する意識の高揚を促し、病気とうま

くつきあい、良質な医療の提供をできる態勢づくりを実施してまいりました。 

○議長（山田力男君） 11番、居山信子さん。 

○１１番（居山信子君） １点目、介護保険の問題につきましては、これは何年か準備も大変だったかと思いま

すし、また実際の運用の中で現場の混乱もないとはいうものの、現場の御苦労もかなりあったわけです。そうい

う中で、平成10年度からの説明の回数は、50回ほど行われているということでございますけれども、人数にし

て大体何人ぐらいになるのかということが、もしわかりましたら参考までにお伺いをしたいところでございます。 

 パンフレットとか広報、あるいは回覧板等を通して、皆さん方に制度の説明、そしてまたそのサービスという

ものについての御理解をいただくという努力をされたというお話でございました。この介護保険そのものが非常

にもう複雑多岐にわたり、また制度開始のときに、直前に制度が変わったりというふうなことで、現場でもよく

わからない問題が、またケアマネジャーさんだってわからない問題がたくさんある中で、利用者の皆さんに理解

をしていただくということについて、何十回やったからそれでいいというふうなことで、この制度の説明という

ものは事足りるのかどうなのか。この点についても、今後の介護保険の運用について、非常に大事な点でござい

ますので、まして回覧板などは常々申し上げているとおり、隣組に加入していない皆さん方には、一切配付がな

されていないという、こういう現状は片手落ちではなかろうかな。税金だけは徴収しておきながら、皆さんにお

知らせはしたといっても、お手元に広報「ひがしいず」が届かない、この現状というものは、介護保険、これか

ら運用するに当たって、当然利用すべき方々がサービスの内容を知らずに利用しないという状況も見えてくるこ

とを危惧する次第でございます。 

 ６月に「介護保険制度を語る」ということで、住民の意見を聞く場で、私も広報「ひがしいず」をずっと読ま

せていただきました。ぜひこういう現場の皆さんの声を聞いて、そして政策にもまたいろいろな改善にも反映さ

せていくべき、この事情を聴取していくという、現状を把握していくという御努力は続けるべきだというふうに

思いますので、今後とも大いによろしくお願いをしたいというふうに思います。 

 あと、介護の計画について。ケアマネジャーさんが申請があって伺うわけですけれども、町としての一番大事

な問題は機関型の在宅介護支援センターがないという点が、私は大きな問題ではなかろうかと。達者で何より、



再三、一般質問で申し上げております町の計画ももちろんですけれども、介護保険計画の中には、基幹型の在宅

介護支援センターというものをきっちりと設立をしていく中で、公平な、そしてまたよりサービスの質の高いも

のを提供していくという計画があるはずでございます。その点をやはり予算を執行していく中で、計画に基づい

た、そういう着実な予算の運営というものがなされなければならないはずで、単に計画だけつくって、県に申請

するということではないと思いますので、この在宅介護支援センターということについては、今後の見通しをど

ういうふうに持っておられるのかを参考までに伺わせていただきたいと思います。 

 計画をつくっていただいた御家族は 95％、ほぼ希望どおりだというふうなことだったようでございますので、

大変結構なことではなかろうかと思います。今後とも努力をしていくべきだというふうに考えます。 

 ３点目は老人の医療費の問題でございます。高齢化が本当に進んでいく中で、今、厚生省がその取りまとめを

したということで、老人医療費の見直しがなされるという、お年寄りは非常に不安なお気持ちを持っていられる

んではなかろうかと思いますが、今70歳の老人医療費が75歳に引き上げられるというふうなことで、ますます

お年寄りについては本当にお元気でいていただかなければならないというふうに考えます。今、その医療費の抑

制策につきまして、町の施策を伺って、検討したものを伺いましたけれども、医療制度そのものに非常に大きな

問題があって、私たちも何で抜本的な解決がなされないうちに、その負担だけを高齢者に求めるのかなと。小手

先でのそういうやり方に対しては、非常に憤慨を覚えるわけですけれども、いずれにしても町としての取り組み

は国の施策を待っているだけでなく、独自の、老人が本当に病気にならない、そしてまたなったときにだれに相

談をして、どういう病院に行こうかというふうなことも、保健婦さんがその対応はしてくださるかと思いますが、

どこに電話をしたらだれが来てくれるのかという、そういう町のサービスの一覧表がないということが、いろい

ろなところに問題点が出てまいりますので、介護保険についてのこの冊子ですね、マップがつくられるというこ

とですが、そこにはあわせて医療機関も入れて、今回は皆さんのお手元に 3,000部配付をされるということでご

ざいますが、どうぞこれは１人でも多くの方によく見ていただくと同時に、中身の濃い、そしてまたそれを見た

だけで、自分が困ってどこにどう相談をしたらいいかということが、明確に書かれてあるようなマップをつくる

べきではないかと思いますし、レセプトの点検につきまして、 800万円にもわたる再審査の検査を行われたとい

うことでございますけれども、医療関係の皆様方にとりましても、厳重なるそのレセプトをつくっていただかな

ければならないんじゃないかというふうに思いますので……。 

○議長（山田力男君） 居山議員、決算審議ですので。予算と相当の併合をしていますので、予算はカットして、

決算関係でお願いします。 

○１１番（居山信子君） はい。そのレセプトについては問題ないと思いますが、そういう点で、現状医療費を

抑制していく上で、町としての厳しい厳格な姿勢というものは、当然望まれることだというふうに思いますので、

担当の取り組みを今後も期待するところでございます。 

 70歳の誕生日の方に毎月15名ですか、この保険制度、さまざまな説明会を持たれているということですけれ

ども、限られた皆さんだけでなく、ハイキャットなどを通じて、伊豆急テーブルなどを通じて、皆さんにそうい

うものを見ていただくだけで、15名の方だけで済まないわけですので、予算の運用には十二分な効率的な予算の

運用をというものを心がけるべきだと思いますし、決算を見て、来年度の予算の組み方ということも大いに参考

にしていかなければならない点でございますし、常々一般質問やまた予算の大綱質疑でも、第３次総合計画に基

づくまちづくりがこの13年度で10年間の私たちのまちづくりの総決算が出てまいります。そういう意味で一体

まちづくりが本当に豊かな自然と未来が調和する町ということで、どこまで実現ができたのかなということも、

今回のこの決算におきましても皆さんと御一緒に厳重に審査をさせていただきたいなというふうに考えておりま

す。 

 以上、御答弁をお願いします。 

○議長（山田力男君） 答弁の前に、居山議員、ちょっと予算関係があって、今回はちょっと一般質問に入り込



んだような節がありますので、今後御注意を。 

○１１番（居山信子君） どこが一般質問のところだったんでしょうか。どこが予算にかかわる問題だったんで

しょうか。ちょっと教えてください。明確にしていただかないと、ちょっと頭が混乱してわかりませんから。 

○議長（山田力男君） 例えばマップ問題とか、２つ、３つありますけれども。それのほかに次年度の予算とか。

次年度の予算のために決算はあることだから、これは私も冒頭申し上げたように、それはいいですけど、マップ

とかこの予算の先はね。それからあと、ちょっと一般質問をして答弁を求めるような、決算の端的なことがなか

ったもんで、それをちょっと当てはめて注意したわけですから、御理解願います。 

○１１番（居山信子君） はい。受けとめ方で随分違うかなというふうに思いますので、それはそれでまた結構

でございます。 

          （「議事進行」の声あり） 

○議長（山田力男君） 答弁を求めます。 

 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） まず、50回の開催の人数ということでございますが、平均50名程度の参加

がいただけましたので、約 2,500名前後だと解釈しております。 

 それから、機関型についての御質問でございますが、現在、湯ケ岡の郷に地域型の在宅介護支援センターを委

託してございます。人口の少ない町については、地域型が基幹型を兼ねることはできるということですので、人

口が１万 6,000人前後の市町村の場合は地域型で当分活動していきたいと考えております。ただ、もっと基幹型

をつくるとなりますと、稲取地区に機関型をつくらなければなりませんので、町または公的機関、社会福祉法人

が機関型の委託場所になります。ですから湯ケ岡の郷は基幹型は受けることはできません。あくまでも地域型と

いうことで、御理解を願いたいと思います。 

 それから、老人医療費の関係でいろいろ質問がございましたんですが、老人医療費の問題につきましては、現

在建設していますいきいきセンターにおいて、介護に移行する前とか、自立した高齢者等をその施設で生きがい

デイサービスを実施いたしまして、いかに介護に移行しない  ──例えば、そこにあって医療費の軽減対策、い

ろんな健康事業を実施いたしまして、医療費の軽減の一助になればというふうに考えております。 

 それから、介護マップの関係でございますが、今回の９月の補正予算の中に計上し、福祉施設、介護施設、医

療施設をマップに掲載いたしまして、被保険者によりよい場所の位置、それからサービスメニュー等も記載いた

しまして、どこでもだれでもがそのマップを見ることによって、どこでどのようなサービスができるかという計

画をしておりますので、それを各高齢者の方に配付し、サービスの提供に努めていきたいと考えています。 

○１１番（居山信子君） 了解です。 

○議長（山田力男君） 11番、居山信子さんの大綱質疑を終わります。 

 以上をもって、大綱質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第57号 平成12年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定については、７

人の委員で構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第57号については、７人の委員で構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託し

て審査することに決定しました。 

 お諮りいたします。 



 ただいま設置されました一般会計審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定に

よって、お手元に配付しました名簿のとおり指名したいと思います。御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。 

 したがって、一般会計決算審査特別委員会の委員は、お手元に配付しました名簿のとおり選任することに決定

しました。 

 ただいま一般会計決算審査特別委員会に付託いたしました議案第57号については、会議規則第45条第１項の

規定により、来る９月26日までに審査を終え、報告できるよう期限をつけたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御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において、９月26日までに審査を終え、報告できるように期限をつける

ことに決しました。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております議案第58号 平成12年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、議案第59号 平成12年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について、議案第60号 平

成12年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、議案第61号 平成12年度東伊豆町稲取財産区

特別会計歳入歳出決算認定について、議案第62号 平成12年度東伊豆町水道事業会計決算認定については、７

人の委員で構成する特別会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第58号、議案第59号、議案第60号、議案第61号、議案第62号については、７人の委員で構成

する特別会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

 お諮りします。 

 ただいま設置されました特別会計決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規

定によって、お手元に配付した名簿のとおり指名したいと思います。御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。 

 したがって、特別会計決算審査特別委員会の委員は、お手元に配付いたしました名簿のとおり、選任すること

に決定しました。 

 ただいま特別会計決算審査特別委員会に付託いたしました議案第58号、議案第59号、議案第60号、議案第

61号、議案第 62号については、会議規則第45条第１項の規定により、来る９月26日までに審査を終え、報告

できるよう期限をつけたいと思います。これに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、特別会計決算審査特別委員会において、９月26日までに審査を終え、報告できるように期限をつける

ことにに決定しました。 

 なお、委員会室として一般会計決算審査特別委員会には大会議室を、特別会計決算審査特別委員会には中会議

室をそれぞれ充ててあります。 

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



 

 

   ◎散会の宣告 

○議長（山田力男君） 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 お諮りします。 

 特別委員会審査のため、９月19日から９月25日の７日間休会したいと思います。御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。 

 したがって、９月19日から９月25日の７日間休会とすることに決定しました。 

 ただいまから委員会を開き、付託案件の審査を願います。来る９月26日には、午前10時から本会議を開き、

委員長の報告を求め、質疑、討論並びに採決を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。どうも御苦労さまでした。 

                                           （午前１１時２９分） 
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議 事 日 程 （第５号） 

日程第 １ 議案第５７号 平成１２年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第 ２ 議案第５８号 平成１２年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定 

について 

日程第 ３ 議案第５９号 平成１２年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定 

について 

日程第 ４ 議案第６０号  平成１２年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

について 

日程第 ５ 議案第６１号 平成１２年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定 

について 



日程第 ６ 議案第６２号 平成１２年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

日程第 ７ 議案第６４号 東伊豆町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の 

一部改正について 

日程第 ８ 議会運営委員の選任について 

日程第 ９ 意見書案第１号 特殊法人（緑資源公団）見直しに関する意見書の提出について 

日程第１０ 意見書案第２号 道路整備予算の確保に関する意見書の提出について 

日程第１１ 意見書案第３号 乳幼児医療費無料制度の創設を求める意見書の提出について 

日程第１２ 広域行政調査特別委員会の設置について 

日程第１３ 陳情書等審査報告書について 

日程第１４ 常任委員会の閉会中の所掌事務調査について 

日程第１５ 各常任委員会の視察研修計画について 

日程第１６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 



   ◎開議の宣告 

○議長（山田力男君） ただいまの出席議員は13名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成13年東伊豆町議会第３回定例会第15日目は成立いたしましたので、開会いたします。 

 第２常任委員会より所管事務調査報告書をお手元に配布しましたので、よろしくお願いいたします。 

 これより直ちに本日の会議を開きます。 

                                           （午前１０時００分） 

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

   ◎議事日程の報告 

○議長（山田力男君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付いたしたとおりであります。 

 議事日程に従い、議事を進めます。 

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

   ◎日程第１ 議案第５７号 平成１２年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定 

について 

○議長（山田力男君） 日程第１ 議案第57号 平成12年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定の件を議題と

いたします。 

 一般会計決算審査特別委員会委員長からの報告を求めます。 

 ２番、鈴木勉君。 

          （２番 鈴木 勉君登壇） 

○２番（鈴木 勉君） 朗読をもって報告とかえさせていただきます。 

 平成13年 9月26日。東伊豆町議会議長山田力男様。 

 一般会計特別審査特別委員会委員長鈴木勉。 

 一般会計決算審査特別委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したから会議規則第75条の規定により報告します。 

 記。 

○議長（山田力男君） 暫時休憩いたします。 

 

                                           （午前１０時０２分） 

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

○議長（山田力男君） ２番 鈴木勉君。 

                                           （午前１０時０３分） 

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

○２番（鈴木 勉君） ただいまの朗読の中で間違いがございましたものですから、訂正させていただきたいと

思います。 

 一般会計決算審査特別委員会委員長、鈴木勉。 

 一般会計決算審査特別委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したから会議規則第75条の規定により報告します。 

 記。 

 事件の番号・件名、審査の結果。 

 議案第57号 平成12年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について。原案認定。 

 一般会計決算審査特別委員会に付託された議案第57号 平成12年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて、歳入歳出全部について、審査の対象となった主な事項を重点的に報告します。 



 第１．会議日数、月日、場所、出欠席委員につきましては、記載のとおりですので、省略させていただきます。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 第２．審査の要旨 

 １．平成12年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算概要 

 平成 12年度の一般会計は、予算現額51億 9,477 万円に対し、収入済額52億 4,936万 304 円、支出済額50

億 3,992万 8,087円で、歳入歳出差引残額は２億 943万 2,217円である。 

 ２．主な審査の対象となった事項 

 歳入。 

 ア．１款町税全般の収納対策では、職員による臨宅徴収の対象は 776件（前年対比 273件増）、回数 3,045件

（ 923件増）、徴収金額 2,488万 2,000円（同 853万 7,000円増）に取り組み、三役の臨宅徴収の対象は14件

（同３件増）で約 514万円（同 414万円増）であった。景気が一層冷え込んでいる中、大変厳しい状況である。 

 差し押さえは、単独 170件、参加91件を行っているが、役場は競売をしないからという風潮がある対応はと

の質疑に対し、検討していくとの答弁があった。 

 

 収納に対して、知恵や工夫もして不平等を生じないように一層の努力を払うべきとの意見が出された。引き続

き全力で取り組んでいくとの答弁であった。 

 イ．９款地方交付税の増加の要因は、普通交付税については基準財政収入額の減少と都市公園に係る経費を新

たに対象に加えたことによるものである。特別交付税については中山間地域直接払いやＰＣＢ対策などによるも

のである。 

 ウ．その他質疑の対象となった事項について。 

 ① 入湯税の不納欠損額及び未収金について 

 ② 利子割交付金について 

 ③ 特別地方交付税交付金について 

 ④ 地方特例交付金について 

 ⑤ 商工使用料について 

 ⑥ 道路使用料・河川使用料・住宅使用料について 

 ⑦ 民生費県補助金について 

 ⑧ 農林水産業費県補助金について 

 ⑨ 商工費県補助金について 

 ⑩ 消防費県補助金について 

 ⑪ 教育費県補助金について 

 ⑫ 電源立地促進対策費交付金について 

 ⑬ 財産売払収入について 

 ⑭ 基金繰入金について 

 ６ページをお願いいたします。 

 歳出。 

 １款 議会費。 

 ア．１項議会費 議長交際費の不用額は、補助金団体への祝儀等を見直したことによって生じたものである。 

 イ．その他質疑の対象となった事項 

 １項議会費、需用費（議会だより）について 

 ２款 総務費。 



 ア．１項総務管理費、１目一般管理費 町長交際費の 166万 7,349円の不用額は、補助金団体への支出や金額

を見直したことによるものである。 

 イ．第１項総務管理費、２目文書広報費 広報「ひがしいず」の配布について、町の情報が広く町民に届くよ

うに郵送やホームページなども活用し、積極的に行うよう意見が出された。今後検討していくとの答弁があった。 

 対話の箱（△19件）、移動町長室（△ 230人）、オープンフリータイム（△９人）において、参加者の減少の理

由はとの質疑に、移動町長室開催で区長さんなどに呼びかけをお願いしていなかったことによるもので、ことし

は改めて参加を呼びかけるようお願いしたいとの答弁であった。 

 ウ．１項総務管理費、10目自治振興費 生活路線バス運行委託料は、バスを熱川・志津摩間１日７往復運行さ

せたもので、経費から運賃収入を引いた額が委託額となっている。 

 町民の要望はどうかとの質疑に、いろいろな要望が寄せられているので、13年度は大川までの延長、料金の見

直しなど行い、利用者は増加しているとの答弁があった。 

 エ．その他質疑の対象となった事項 

 ① 職員事務研修会費負担金について 

 ② ＣＡＴＶ広報委託料について 

 ③ 公民館整備費補助金について 

 ④ 電算費について 

 ３款 民生費。 

 ア．１項社会福祉費、１目社会福祉総務費 ホームヘルパー派遣委託料は身体障害者へのホームヘルパー派遣

のために２名を確保して、対象者は10から12名である。体制からすればもっと充実した派遣も可能であるし、

ガイドヘルパーなどの要望にも積極的に対応されたいとの要望に対して、検討するとの答弁があった。 

 イ．１項社会福祉費、２目身体障害者費 重度身体障害者医療費給付金は１・２級の重度者の医療費自己負担

分を給付するものである。申請しての支給だが、視力障害者など手続が困難であり、有職者も経済的に大変厳し

い状況であるので、委任払いの導入をとの質疑に、町だけでは困難なので県や郡と検討していきたいとの答弁で

あった。 

 ウ．１項社会福祉費、３目老人福祉費 老人のための明るいまちづくり推進事業委託料は、ひとり暮らしや虚

弱な高齢者の弁当を配達し安否確認を行っている事業で、社会福祉協議会に委託している。対象者や基準など事

業を定める要綱はない。事業は社協で運営されているが、県補助金事業でありながら町民には知らされていない。 

 配食事業は、今後ますます大事な事業となるので、早急に見直しを求める強い要望に、見直しを行うとの答弁

があった。 

 エ．２項児童福祉費、１目児童福祉総務費 三宝保育園、たちばな童園補助金について、11年度決算で指摘さ

れた人数と補助金の是正は、年齢、人数による補助と施設補助の２本立てに見直しましたが、実施は13年度から

となっているとのことであった。 

 オ．その他質疑の対象となった事項 

 ① 予備費流用について 

 ② 郡身体障害者スポーツ大会負担金について 

 ③ 伊豆つくし学園について 

 ④ 保育ママ委託料について 

 ⑤ 乳幼児医療費について 

 ４款 衛生費。 

 ア．１項保健衛生費、１目保健衛生総務費 救急医療協力促進費委託料・第二次救急医療運営費負担金は、救

急医療確保のための費用である。現在の課題はとの質疑に、夜間や専門の治療を受けられるような体制が不足し



ているとの答弁があった。 

 イ．１項保健衛生費、６目保健事業費 各種検診委託料については、各種検診検査委託料である。各種検診は

重要であり、受診率向上に取り組まれたいとの指摘があった。 

 ウ．第２項清掃費、２目塵芥処理費 工事請負費 3,589万円は清掃センターのクレーン、１号炉、２号炉など

の補修費である。新清掃センター建設中であるが今後も補修は必要かとの質疑に、既に22年を経ており、老朽化

から補修は欠かせない。来年12月までは使用するので、同程度か８割ぐらいの補修費は必要になるとの答弁があ

った。 

 エ．第２項清掃費、２目塵芥処理費 ごみ袋協力負担金は町指定ごみ袋を小売業者に協力作成していただくた

めの負担金である。しかし、ヤオハンやサービス店会が補助金を申請しなかったため不用額が出たものである。 

 オ．その他質疑の対象となった事項 

 ① 共立湊病院負担金について 

 ② 環境美化監視員・清掃監視員について 

 ③ 廃乾電池処理業務委託料について 

 ④ 東河環境センター分担金について 

 ５款 農林水産業費。 

 ア．１項農業費、３目農業振興費 有害鳥獣対策委託料は、猟友会に事業委託しているものであり、66頭を駆

除した内容である。同様の鳥獣害対策事業補助金は防護柵13件への補助金である。一層効果が上がるようにされ

たいとの指摘に、相談して進めていくとの答弁があった。 

 イ．２項林業費、１目林業振興費 賀茂地区森林組合出資金は、賀茂郡の森林組合が合併するのについて各森

林組合が出資金を持ち寄る分の不足額である。合併によって経費など効果はあったかとの質疑に、町出向職員が

不要になったとの答弁があった。 

 ウ．３項水産業費、２目水産業振興費 回遊性資源増大パイロット事業は、県と伊豆半島東海岸の３市３町が

共同で真鯛稚魚の放流を展開している事業である。水揚げはとの質疑に、稲取漁協ではないが游漁船・釣り船合

計で 400トンの水揚げが推計されているとの答弁があった。 

 エ．その他質疑の対象となった事項 

 ① 東河野猿対策協議会負担金について 

 ② 中山間地域総合整備事業負担金について 

 ③ タイワンリス駆除・野兎駆除買上金について 

 ④ 松喰虫防除事業委託料について 

 ⑤ 施設維持管理委託料について 

 ⑥ 漁業振興費補助金について 

 ６款 商工費。 

 ア．１項商工費、２目商工振興費 緊急地域雇用特別交付金事業委託料は、国施策により作成された町のホー

ムページの運営管理に使用された。活用はとの質疑に、アクセスは５万689 件に及んだとの答弁があった。また、

今後運営は観光協会に任せるべきであるとの質疑に、検討中であるとの答弁があった。 

 イ．１項商工費、３目観光費 東伊豆町観光宣伝委託料 4,000万円は、町協会と６単協に委託されているもの

である。成果は上がっているかとの質疑に、地域的には、北川定置網の焼き魚サービスなど工夫をしているとこ

ろでは好評を得ているとの答弁があった。 

 町の意向が伝わらないなど、観光協会の運営には問題点もあるので改善されるよう指導されたいとの質疑に、

意向を伝え協議していきたいとの答弁があった。 

 ウ．１項商工費、３目観光費 伊豆新世紀創造祭の効果はとの質疑に、広域での観光やさまざまな体験など、



これまでにない観光のあり方を示したが、宿泊・来遊客という面で、前半は河津桜などとのタイアップや企画も

多く好調であったが、後半は三宅島地震などで苦しい状況となったとの答弁があった。 

 エ．１項商工費、３目観光費 観光対策事業補助金 2,872万円はどんつく祭りや大文字焼など各単協、小規模

旅館などのイベント・事業への補助金である。 900万円を支出しているどんつく祭りや大文字焼などマンネリ化

しているとの質疑に対して、少しずつ改革をしているが、どんつくは３日間で 6,511 人、大文字焼は３日間で 

8,050 人となっているとの答弁があった。新しいイベントの支援など、効果的な補助を行うべきとの指摘があっ

た。 

 オ．その他質疑の対象となった事項 

 ① 町民ゴルフ大会運営委託料について 

 ② 静岡県信用保証協会季節資金貸付金について 

 ③ 熱川スポーツビレッジテニスコート委託料について 

 ④ 国道 135号線植栽管理委託料について 

 ⑤ 伊東駅観光連絡協議会負担金について 

 ⑥ 港の朝市運営委員会補助金について 

 ⑦ 緊急誘客対策事業補助金について 

 ７款 土木費。 

 ア．土木費不用額 1,018万円について、工事差金であるが追加工事もあるなど完成まで減額が難しい。財政の

都合もあるのではとの質疑に、予算もデフレ状況であり、確かな財源を確保するまでは新たな事業着手は厳しい

との答弁があった。 

 イ．土木費、１目土木総務費 測量登記事務委託料について、今年度は13件を委託したものである。あとどの

程度残っているかとの質疑に、全容は把握できていない。毎年10から15路線を委託している状況で、 317路線

が終了するまでには相当の時間が必要との答弁があった。 

 ウ．その他質疑の対象となった事項 

 ① 白田大河原水路改修工事について 

 ② 都市計画審議会委員報酬について 

 ③ 生垣づくり補助金について 

 ８款 消防費。 

 ア．１項消防費、１目常備消防費 職員体制は万全かとの質疑に、国の消防力の基準からするとまだおくれて

いる。そのため通信、救急、消火を専任化できず兼任で対応している。また、夜間救急で町外への搬送があると

待機の職員を呼び出す状況があるが、町単独消防で町も厳しい状況であり、職員全体でカバーしながら対応して

いるとの答弁があった。 

 イ．１項消防費、１目常備消防費 警防用備品はホース50本、ヘルメット、防火服、消火栓ボックス20個、

発電機10台などである。緊急救助用備品は酸素、心電図モニター、人工呼吸器などである。 

 ウ．１項消防費、２目非常備消防費 非常備消防費報酬の支給について、火災出動と早朝から１日かけての行

方不明者捜索では報酬にアンバランスもあるのではとの質疑に、分団からも意見も上がっているので対応を検討

していきたいとの答弁があった。 

 エ．丸適マークの交付について 100％はできないのかとの質疑に、指導しているが財政的に厳しいので進んで

いない。ハード以外は訓練などソフトを指導し対応しているとの答弁があった。 

 オ．その他質疑の対象となった事項 

 ① ＣＤ１型消防ポンプ自動車備品について 

 ② 同報・行政無線保守管理委託料などについて 



 ③ 町自主防災連合会活動費補助金について 

９款 教育費 

 ア．５項社会教育費、４目図書館費 図書館運営協議会では、図書館広報、読み聞かせ、雑誌の貸し出し見直

し、分館などを協議している内容である。登録・貸し出しとも熱川地区と稲取地区との間に格差（稲取地区、登

録者 2,920人、利用冊数２万 2,151冊。熱川地区、登録者 3,932人、利用冊数５万 9,699冊）があるので、分

館・移動図書館車などを早期に実現をとの質疑に対して、検討しているとの答弁があった。 

 イ．６項保健体育費、１目保健体育総務費 給食センター建設に際して、今後の学校給食のあり方などを検討

しているかとの質疑に、13年度検討している。また、落雷による被害の対策はとの質疑に、施設周辺に落雷した

ときに影響が出る可能性もあるので対策を検討しているとの答弁があった。 

 ウ．７項奨学金、１目奨学金 経済事情から重要になっているが資金に問題はないかとの質疑に、高校生の受

給もふえており、現在の状況で来年度原資に不足が生じるので、町長と協議しているとの答弁があった。 

 エ．その他質疑の対象となった事項 

 ① 成人式協力者謝礼について 

 ② 社会教育事業負担金について 

 ③ 婦人会活動費補助金について 

 ④ 備品購入費、図書・資料等備品について 

 ⑤ 備品購入費、ノートパソコン購入費について 

 ⑥ 保健体育総務費、給料・雇人料について 

 10款 災害復旧費。 

 特筆事項なし。 

 11款 公債費。 

 特筆事項なし。 

 12款 諸支出金。 

 特筆事項なし。 

 13款 予備費。 

 特筆事項なし。 

 以上のとおり、審査の対象となった事項と、意見を付して全会一致で原案を認定すべきものと決定したことを

報告します。 

 意見書 

 １．３款民生費、１項社会福祉費、３目老人福祉費、13節委託料 

 老人のための明るいまちづくり推進事業委託料 259万 8,000円のうち、配食サービス事業は、県補助金を受け、

ひとり暮らし老人や虚弱者に弁当を届けている事業である。 

 しかし、同事業では実施要綱など設けられておらず、事実上運営は町社会福祉協議会などに任せ切りとなって

いる。このため、同事業は町民に周知されていないなど極めて遺憾な状況にある。過去においては、事業に対す

る不理解などから利用者を確保することに苦労した時期もあったが、当町における高齢化の進行や高齢者の意識

やニーズも大きく変化している。近年、介護保険制度の実施がなされる中では、高齢者の医療費の抑制と介護予

防の上から、本事業は高齢者の食生活、健康維持にとって重要な事業となっている。 

 こうしたことから、時代に対応した事業（要綱、運営、体制、広報など）となるように抜本的な見直し・整備

を強く求める。 

 また、同事業は少なくないボランティアなどによってきょうまで運営されているので、事業見直しへの理解と

新たな協力のあり方など、ボランティアへの配慮を要望する。 



 よろしく御審議のほどをお願いいたします。 

○議長（山田力男君） これより一般会計決算審査特別委員会委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 討論なしと認めます。これにて討論を終わります。 

 これより、平成12年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定の件を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告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） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。したがって、議案第57号 平成12年度東伊豆町一般会計歳入

歳出決算認定については、認定することに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

                                           （午前１０時３８分） 

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

○議長（山田力男君） 会議を再開いたします。 

                                           （午前１０時４０分） 

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

   ◎日程第２ 議案第５８号 平成１２年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出 

決算認定について 

    日程第３ 議案第５９号 平成12年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出 

決算認定について 

    日程第４ 議案第６０号 平成12年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出 

決算認定について 

    日程第５ 議案第６１号 平成12年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出 

決算認定について 

    日程第６ 議案第６２号 平成12年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

○議長（山田力男君） 日程第２ 議案第58号 平成12年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

のについて、日程第３ 議案第59号 平成12年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について、

日程第４ 議案第60号 平成12年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、日程第５ 議案第

61号 平成 12年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について、日程第６ 議案第62号 平成 12

年度東伊豆町水道事業会計決算認定についてを一括議題といたします。 

 順次、特別会計決算審査特別委員会委員長からの報告を求めます。 

 10番、太田長八君。 

         （１０番 太田長八君登壇） 

○１０番（太田長八君） 朗読の前に、１つ訂正をお願いいたします。 

 ６ページの③２款保健給付費の不用額についての不用額 3,683万 806円を、 3,483万 806円にお願いいたし

ます。 

 それでは、朗読をもって報告にかえさせていただきます。 



 平成13年９月26日。 

 東伊豆町議会議長 山田力男様。 

 特別会計決算審査特別委員会委員長 太田長八。 

 特別会計決算審査特別委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したから会議規則第75条の規定により報告します。 

 記。 

 事件の番号・件名、審査の結果。 

 議案第58号 平成12年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について。原案認定。 

 議案第59号 平成12年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について。原案認定。 

 議案第60号 平成12年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。原案認定。 

 議案第61号 平成12年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について。原案認定。 

 議案第62号 平成12年度東伊豆町水道事業会計決算認定について。原案認定。 

 特別会計決算審査特別委員会に付託された (1)議案第58号 平成12年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定について、歳入歳出全部。 

 (2)議案第59号 平成12年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について、歳入歳出全部。 

 (3)議案第60号 平成12年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。歳入歳出全部。 

 (4)議案第61号 平成12年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について。歳入歳出全部。 

 (5)議案第62号 平成12年度東伊豆町水道事業会計決算認定について。 

 収益的収入及び支出、資本的収入及び支出について、審査の対象となった主な事項を重点的に報告します。 

 １．会議日数、月日、場所、出欠席委員は、記載のとおりでございますので、省略させていただきます。 

 ４ページをごらんください。 

 ２．審査の要旨 

 (1) 平成12年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 １．主な審査の対象となった事項 

 ① １款国民健康保険税、１項国民健康保険税の不納欠損額と収入未済額について 

 不納欠損額 1,201万 7,940円は、地方税法15条の７第１項第３号（住所及び滞納処分する財産がともに不明

の場合）によるもので、件数は67件である。収入未済額２億 9,371万 931円は、滞納世帯が 1,152世帯で、国

保加入世帯の約３分の１に当たる。滞納者対策としては、毎月月末の日曜日に税務課と連携し納税相談を行い、

また10月以降には職員による夜間徴収を行っているとの報告があった。 

 ② 短期保険証について 

 短期保険証とは、滞納者の納税意識を高めるための制度であり、原則的に期間は３カ月である。12年度の発行

件数は45世帯（前年度は48世帯）であった。 

 ③ ８款繰入金、１項一般会計繰入金について 

 一般会計繰入金 9,304万 7,000円が年々増加の傾向にあるが、社会保険との絡みの中、一般会計からの繰入金

を極力抑えることはできないかとの質疑に対して、一般会計繰入金は保険基盤安定繰入金、職員給与費等繰入金、

助産費等繰入金、その他一般会計繰入金、財政安定化支援事業繰入金からなっている。 

 町の一般会計から繰り入れしているのはその他一般会計繰入金で、特殊疾病のみに充当している。国保会計は

社会保障の一環として運営されているため、一般会計からの繰り入れはやむを得ないかと考える。その他の繰入

金については、地方財政措置がなされているとの回答があった。 

 ④ 一般被保険者高額療養費の件数及び12年度中の１カ月医療費、最高金額とその病名は。 

 一般被保険高額療養費は 754 件で、医療費最高金額は 697万 4,340 円であり、病名は糖尿病（合併症治療含



む）である。 

 ２．その他審査の対象となった事項 

 ① 需用費及び郵便料の不用額について 

 ② 健康家庭表彰について 

 ③ がん検診及び人間ドック補助金について 

 ④ 資格証明について 

 以上のとおり、審査の対象となった事項と全会一致で原案を認定すべきものと決定したことを報告します。 

 (2) 平成12年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 １．主な審査の対象となった事項 

 ① ６款諸収入、３項雑入、１目第三者納付金、１節第三者納付金について 

 第三者納付金 123万 4,876円は交通事故等で被害者が医療機関にかかり、この経費が加害者から納付されたも

ので、件数は２件である。 

 ② １款医療諸費、１項医療諸費、３目審査支払手数料、12節役務費について 

 役務費の審査支払手数料 536万 7,271円は、医療費の支払請求書の内容が正しく請求されているか審査するレ

セプトの審査手数料である。 

 以上のとおり、審査の対象となった事項と全会一致で原案を認定すべきものと決定したことを報告します。 

 (3) 平成12年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 １．主な審査の対象となった事項 

 ① １款保険料、１項介護保険料の収入未済額について 

 収入未済額56万 1,000円は普通徴収保険料の滞納額で、件数は98件である。滞納の防止として、保険料の納

入方法を広報「ひがしいず」に掲載、パンフレット配布、また12年度中に50回お年寄りの集会を開催し、説明

をして啓蒙・啓発に努めた。今後は口座振替を推進して収納率向上を図っていきたいとの報告があった。 

 ② ３款国庫支出金、２項国庫補助金の収入未済額について 

 収入未済額 164万 7,000円は、平成12年度中に補助される予定であった制度改正に伴うシステム改良の経費

補助金が、国の都合により平成13年度に補助されることになったためである。 

 ③ ２款保険給付費の不用額について 

 不用額 3,483万 806円は多額ではとの質疑に対し、診療月から２カ月遅れで給付されるので、若干多目に予算

を計上したためであるとの回答があった。 

 以上のとおり、審査の対象となった事項と全会一致で原案を認定すべきものと決定したことを報告します。 

 (4) 平成12年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

 １．平成12年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算概要 

 平成12年度の東伊豆町稲取財産区特別会計は、予算現額64万 1,000円に対し、収入済額64万 1,106円、支

出済額57万 6,805円で、歳入歳出差引額は６万 4,301円である。 

 ２．主な審査の対象となった事項 

 ① １款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、１節その他普通財産貸付収入について 

 財産貸付収入61万 1,911 円は、土地貸付料51万 8,240 円と天草事業の配分金９万 3,671 円である。土地貸

付料は、株式会社東伊豆町有線テレビ放送ほか２件の土地貸付料である。配分金は、天草事業の売上高から経費

を差し引いた収益の30％が収入となる。 

 以上のとおり、審査の対象となった事項と全会一致で原案を認定すべきものと決定したことを報告します。 

 (5) 平成12年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

 １．平成12年度東伊豆町水道事業会計決算概要 



 平成12年度の水道事業会計決算は、収益的収入で５億 2,111万 8,371円、収益的支出で４億 9,161万 4,782

円となり、当年度純利益は 2,311万 4,626円が計上されている。一方、給水状況で有収水量は 439万 5,760立

方メートルで、前年対比11万 8,215立方メートルの減で、率にして 2.6％の減となった。 

 資本的収入は収入実績がなかったが、企業債の凍結措置によることが要因である。資本的支出は１億 5,586万 

9,122円で、内訳は建設改良費で１億 5,049万 1,158円と企業債償還金537万 7,964円である。収支不足額１億 

5,586万 9,122円は減債積立金等で補てんした。 

 ２．主な審査の対象となった事項 

 ① 未収金及び不納欠損額について 

 未収金は年々増加する傾向にあり、全体で 1,853件、 5,073万 5,911円（うち、平成12年度滞納繰り越し分 

2,842 万 3,411 円）である。滞納整理として停水予告 102 件、停水通知56件、停水執行 26件を行った。また、

口座振替の推進努力を行い、件数は 4,997件（73.4％）である。不納欠損額 254万 7,239円は、地方自治法第 236

条第１項によるもので、件数は107件である。 

 ② 経費見直しについて 

 経営合理化推進計画書及び職員定員適正化計画書を策定し、計画内容に沿い取り組んでいる。平成12年度は、

動力費の抑制として使用水量減少に伴い磯脇水源の揚水停止、待機制度の廃止、企業債の見送り等を行ったほか、

平成13年度メニューに対応するため条例改正及び改正内容のＰＲ活動をも実施した。 

 平成13年度では、動力費の抑制として白田取水場における深夜電力の活用、職員１名減、料金徴収の隔月化、

関係各課との連携による工事箇所の共同施工などを行っているとの説明がなされた。 

 ３．その他質疑の対象となった事項 

 ① 料金改定について 

 ② 料金徴収の委託について 

 ③ 白田浄水場の改良計画について 

 ④ 地下水源の活用状況について 

 以上のとおり、審査の対象となった事項と全会一致で原案を認定すべきものと決定したことを報告します。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） これより平成12年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件についての質

疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 11番、居山信子さん。 

○１１番（居山信子君） 私は大綱質疑で３点にわたって質疑をさせていただきまして、当局からの答弁はいた

だいておりますけれども、特別会計決算委員会の皆様方がそれを突っ込んでどのように決算の審査をなされたの

かをお伺いしたいというふうに思います。 

 まず、第１点目の大綱質疑でお伺いした点でございますけれども、介護保険制度のＰＲとかサービスメニュー

が利用者に十分周知されていたとお考えかというふうにお伺いをしてあります。この点については、どういうと

ころをもって質疑をしていただけたのか、お伺いをしたい点でございます。 

 続けて全部一括して質疑でよろしいでしょうか。 

○議長（山田力男君） １問につき質問は当然３回ですので、それは御判断で……。 

○１１番（居山信子君） そうではなくて、一括して質疑をしていいですかということです。 

         （何事か言う声あり） 

○議長（山田力男君） 今、国民健康保険についての質疑ですから、国民健康保険についてでございますから御

理解願います。 



○１１番（居山信子君） はい。じゃあそれぞれにということですね。 

○議長（山田力男君） ということです。 

○１１番（居山信子君） わかりました。また後ほど質疑をいたします。 

         （「ちょっと議長、休憩してくれない」の声あり） 

○議長（山田力男君） 暫時休憩いたします。 

                                           （午前１０時５９分） 

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

○議長（山田力男君） 休憩を閉じ会議を開きます。 

                                           （午前１１時０１分） 

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

○議長（山田力男君）  

 ほかに質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 討論なしと認めます。これにて討論を終わります。 

 これより、平成12年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件を採決いたします。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告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） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。したがって、平成12年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算については、認定することに決定しました。 

 次に、平成12年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定の件についての質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 11番、居山信子さん。 

○１１番（居山信子君） 老人保健医療関係につきましては、私は大綱質疑で伺ってある点がございますけれど

も、医療費の抑制のために町としての取り組みということで伺っております。これにつきましては、不正な医療

費の請求があったというようなことを再審査という形で、レセプトの再審査というふうにおっしゃっておりまし

た 800万円ということの内容についてでございますけれども、詳しくその辺の不正の件数が何件あったのかとい

うようなこととかの質疑があったのかどうか、お尋ねをしたいというふうに思います。 

○議長（山田力男君） 10番、太田長八君。 

○１０番（太田長八君） ただいま居山信子議員に対することでございますが、特別委員会で老人医療に関して

は、報告書に載っておりますこの２点しか質疑はありませんでした。 

 また、そのレセプトの不正については一切審査いたしておりません。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 討論なしと認めます。これにて討論を終わります。 



 これより、平成12年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定の件を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は認定するものです。この決算は委員長の報告のとおり認定することに御異議

ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。したがって、議案第59号 平成12年度東伊豆町老人保健医療

特別会計歳入歳出決算認定については、認定することに決定いたしました。 

 次に、平成12年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件についての質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 11番、居山信子さん。 

○１１番（居山信子君） 先ほど伺いました点でございますけれども、介護保険制度のＰＲやサービスメニュー

ということが利用者に十分周知されていたかどうかということで、大綱質疑でお伺いをした内容でございますけ

れども、報告がなされた内容には、この６ページに主な審査の対象となった事項の①にその点が書かれているか

というふうに思いますけれども、保険の徴収というようなことでお話をされたというふうには思いますけれども、

具体的なサービスのメニューとかというようなことで、どの程度利用者に周知されていたということを審議をし

てくださったかどうかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（山田力男君） 10番、太田長八君。 

○１０番（太田長八君） ただいま居山議員の質問に対しては、①に書いてありますとおりでございまして、サ

ービスメニューの住民に徹底については審議いたしませんでした。 

○議長（山田力男君） 11番、居山信子さん。 

○１１番（居山信子君） 済みません。では、その点については今後パンフレット等が、メニューも含めて配布

されるというふうなことで伺っておりますけれども、それで十分かどうかということが非常に疑問になっており

ますもので、また次の予算のときの課題になるかと思います。 

 それで、もう１点ですけれども、今の６ページのところの③の不用額についてでございます。不用額というこ

とで皆様も質疑をなさったようでございますけれども、答弁はこのようにございますけれども、私は施設が十分

に整っていない中でこの利用者の皆様方が求めているサービスが十分に整っていないという現状、そしてまた、

サービスのメニューというものが皆様に周知をなされていないというこの点が、今現在の介護保険制度の大変大

きな問題かというふうに思います。そしてまた、個々の高齢者のお宅に伺いますと、本当にケース・バイ・ケー

スで、介護保険なんてちんぷんかんぷんで何もわからないという状況もございますので、その点から、この不用

額がここに掲載されておりますように 3,483万 806円という、保険の給付額の約１割を占める不用額が出されて

おります。当初心配をしていた保険あってサービスなしという状況、スタートでやむを得ないといってしまえば

それまでなんですけれども、その辺を皆さん方がどのように審査をされたのか、お伺いをしたい点でございます。 

○議長（山田力男君） 10番、太田長八君。 

○１０番（太田長八君） ただいまの居山議員の質問でございますが、不用額は書いてあるとおりでございまし

て、 3,483万円の内容だけでございまして、それにも突っ込んだ質問はいたしませんでした。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 討論なしと認めます。これにて討論を終わります。 

 これより、平成12年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件を採決します。 



 この決算に対する委員長の報告は認定するものです。この決算は委員長の報告のとおり認定することに御異議

ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。したがって、議案第60号 平成12年度東伊豆町介護保険特別

会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。 

 これより、平成12年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定の件を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は認定するものです。 

         （何事か言う声あり） 

○議長（山田力男君） あ、失礼しました。失礼しました。もとへ。 

 次に、平成12年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定の件についての質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 討論なしと認めます。これにて討論を終わります。 

 これより、平成12年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定の件を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は認定するものです。この決算は委員長の報告のとおり認定することに御異議

ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。したがって、議案第61号 平成12年度東伊豆町稲取財産区特

別会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。 

 次に、平成12年度東伊豆町水道事業会計決算認定の件についての質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 討論なしと認めます。これにて討論を終わります。 

 これより、平成12年度東伊豆町水道事業会計決算認定の件を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は認定するものです。この決算は委員長の報告のとおり認定することに御異議

ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。したがって、議案第62号 平成12年度東伊豆町水道事業会計

決算については、認定することに決定しました。 

 10分間休憩いたします。 

                                           （午前１１時１１分） 

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

○議長（山田力男君） 休憩を閉じ会議を開きます。 

                                           （午前１１時２１分） 

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



   ◎日程第７ 議案第６４号 東伊豆町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する 

条例の一部を改正する条例について 

○議長（山田力男君） 日程第７、議案第64号 東伊豆町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例についてを議題といたします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

          （町長 田村又吉君登壇） 

○町長（田村又吉君） 議案第64号 東伊豆町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例について。 

 東伊豆町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように改めるものとす

る。 

 提案理由を申し上げます。 

 東伊豆町議会議員の費用弁償及び旅費の支給方法等について、議会より自発的申し出により見直しを実施する

ものであります。詳細につきましては、総務課長より説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 総務課長。 

○総務課長（渡辺 穣君） それでは、ただいま提案されました議案第64号 東伊豆町議会の議員の報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、朗読をもって説明をさせていただきます。 

 東伊豆町条例第 号。 

 平成 年 月 日。 

 東伊豆町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。 

 東伊豆町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和43年東伊豆町条例第12号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第５条第２項を次のように改める。 

 ２ 前項の規定により支給する旅費は、東伊豆町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例第５条の規定

による。 

 この内容につきましては、議員が公務のため出張したときに支給する旅費でございますけれども、東伊豆町特

別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例第５条の規定によるということでございます。現在支給しておりま

す下田市、伊東市、河津町への出張日当 1,500円を廃止し、下田市、伊東市、河津町以外への出張につきまして

は日当 2,000円を 3,000円に改正するということであります。 

 第６条を次のように改める。 

 第６条 議員が東伊豆町管内において会議に出席し、又は、職務上の調査等のため特に勤務（以下「勤務」と

いう。）したときは、前条の規定にかかわらずその費用弁償として、勤務日１日につき日当 2,000 円（４時間未

満のときは２分の１の額とする。）及び勤務のために要する公共交通機関利用に係る実費額を支給することができ

る。 

 この内容につきましては、費用弁償ですが、現在も勤務日１日につき日当 2,000円（４時間未満のときは 1,000

円）及び勤務に要する公共交通機関利用の実費を支給しておりますが、条例中に明文化したものであります。 

 別表（第５条第２項関係）を削る。 

 この内容につきましては、費用弁償として別表を設けてありましたものを削りまして、東伊豆町特別職の職員

で常勤の者の給料等に関する条例及び東伊豆町職員の旅費に関する条例の規定によるということでございます。 

 附則といたしまして、この条例は平成13年10月１日から施行する。 

 簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 



○議長（山田力男君） これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 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64号 東伊豆町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につい

てを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第８ 議会運営委員会委員の選任について 

○議長（山田力男君） 日程第８、議会運営委員会委員の選任を行います。 

 お諮りします。議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により、１番、関野 博

君を議会運営委員会委員に指名したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました１番、関野 博君を議

会運営委員会委員に選任することに決定しました。 

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

   ◎日程第９ 意見書案第１号 特殊法人（緑資源公団）見直しに関する意見書の 

提出について 

○議長（山田力男君） 日程第９、意見書案第１号 特殊法人（緑資源公団）見直しに関する意見書の提出につ

いてを議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 ５番、田村勤君。 

          （５番 田村 勤君登壇） 

○５番（田村 勤君） 意見書を提出したいと思います。 

 朗読をもって説明にかえさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

 意見書案第１号。 

 特殊法人（緑資源公団）見直しに関する意見書の提出について。 

 地方自治法第99条の規定により、国会及び関係行政庁に対し、特殊法人（緑資源公団）見直しに関する意見書

を別紙のとおり提出する。 

 平成13年９月17日提出。 

 東伊豆町議会議長 山田力男様。 

 提出者 東伊豆町議会議員 田村勤。 

 賛成者 東伊豆町議会議員 山田直志。 

 次ページをお願いいたします。 

 特殊法人（緑資源公団）見直しに関する意見書（案） 



 我が国の森林・林業･ 木材産業は長期的な材貨の低迷、経営コストの増嵩などにより、危機的状況にある。 

 また、財政構造改革の名のもと、都市重視の政策展開が懸念されるところであり、農山村地域への財源配分も

減少傾向にあることから、このまま推移すれば山村社会に定住する人々は著しく減少し、山村の疲弊は健全な森

林の育成にも影響を及ぼすとともに、その成立基盤さえ危うい状況である。 

 一方、森林は、水資源の涵養、国土の保全はもちろんのこと、地球温暖化対策関連としての二酸化炭素の吸収・

固定など、公共性・公益性の高い環境財としての役割がますます重要視されている。 

 このような中にあって、緑資源公団（旧森林開発公団）において昭和36年から事業化された水源林造成事業は、

森林法第25条に定める水源涵養保安林を対象として、分収方式により、当時としても林業経営上は困難であった

奥地水源林を整備し、国土保全に重要な役割を果たしているとともに、地域の森林を守る林業関係者の育成に多

大な貢献をしている。 

 行政改革推進事務局で本年６月に公表された「特殊法人等の事業見直しの中間取りまとめ」においては、緑資

源公団が行う事業について、採算性や国との役割分担などの観点から見直しについて検討することとしているが、

見直しに当たっては下記事項に十分配慮の上、緑資源公団の重要な役割が損なわれないよう、継続的な事業展開

につき強く要望する。 

 記。 

 １．森林整備への公的関与が不可欠な時勢にあるので、山林経営放棄などによる水源地域の荒廃森林の整備の

ため、分収方式による水源林造成事業を継続すること。 

 ２．水源林造成事業による国土保全への恩恵は多大であり、しかも長期にわたる事業であることから、事業の

採算性だけで拙速に検討を進めないこと。 

 ３．事業の採算性を優先するならば、その向上のための林道網の整備や新しい効率的な集材手法等の開発を緊

急に行うこと。 

 ４．水源林の整備の財源として水源税、炭素税など目的税の創設を行うこと。 

 ５．森林資源の循環利用が地球環境保全に有効であることから、林業・木材産業の振興のため、外材の適正な

輸入を図り、国産材との価格調整を図るとともに、木材需要の拡大のための公的施策の充実とＰＲの推進を図る

こと。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 平成13年９月17日。 

 静岡県賀茂郡東伊豆町議会議長、山田力男。 

 意見書の提出先につきましては、別紙に記入のとおりでございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げま

す。 

○議長（山田力男君） 暫時休憩いたします。 

                                           （午前１１時３４分） 

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

○議長（山田力男君）  

                                           （午前１１時３５分） 

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

○５番（田村 勤君） まことに申しわけありません。 

 先ほどの箇所で、最後の方の「静岡県賀茂郡東伊豆町議会議長 山田力男さん」のところを「町会議員」と言

ったそうでございます。訂正していただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

         （「議長、賛成者を同席させていただきたいと思いますけれどもいかが          



でしょうか」の声あり） 

○議長（山田力男君） どうぞ。 

         （何事か言う声あり） 

○議長（山田力男君） これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

 15番、内山恒昭君。 

○１５番（内山恒昭君） ただいま提案されました意見書案第１号について、提案者に二、三お伺いしておきた

いと思います。 

 政府の特殊法人改革の中間取りまとめの全容が公開されております。それによりますと、77特殊法人と86の

認可法人のうち、半数以上の法人が名指しで廃止も含めた事業の見直し、検討が持たれているのは御案内のとお

りであります。この中間取りまとめでは、各法人の事業体ごとに問題点と見直しの方向性を指摘しており、特に

社会資本整理などの分野では16法人について採算性などで問題がある事業を指摘、廃止も含めた見直しの検討が

持たれているのは御案内のとおりでございます。 

 具体的には、まず第１点目に、国の関与の必要性が乏しい場合は廃止、あるいは地方公共団体に移行、また民

営化等に移行するということでございます。 

 ２点目に、国として実施が必要な場合は、国の直轄事業への移行などの方法が具体的に挙げられております。 

 このような中で、現在改革の行程も徐々に明るくなってくるこの現実でございます。こういう中で、私はこの

ような意見書を出した場合、小泉改革の足かせになるのではなかろうかと。また、これらについては時期が多少

早いのではなかろうかと思われますけれども、提案者につきましてはどのようにお考えですか。 

 その辺についてお伺いしておきたいと思います。 

○議長（山田力男君） ５番、田村勤君。 

○５番（田村 勤君） 賛成者の答弁の方をよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（山田力男君） 14番、山田直志君。 

○１４番（山田直志君） 内山議員から言われた点は、小泉さんの改革の中身だということでありますけれども、

この意見書の中でも触れてあるとおり、緑資源公団の事業自体の公共性・公益性というものをやはりしっかりと

考えた中で、これらの改革について対応してほしいということが、今回の意見書の趣旨であります。 

 当然、日本は約７割は山林原野等に囲まれた緑豊かな国であり続けたいと思う気持ちは、内山議員も同じでは

ないかと思うわけです。その山林をどういう形で守っていくのかという中で、この緑資源公団の果たしている役

割が大きいのではないかと。これを採算ベースで考えて、縮小すればいい、なくせばいいという議論は、これは

極めて乱暴な議論ではないかと思っております。 

 ですから、これは小泉さんの改革の中でそういうものが出ていると。しかし、それはすべて公共性や公益性が

あるものまでなくせという議論をしているわけではないと思います。ですから、私どもは今回この緑資源公団に

ついても、すぐれたやはり公共性・公益性というものがある。そのことをやはりしっかりと理解してもらった上

で、その改革については行ってほしいと。 

 こういう内容の意見書でございますので、これが何らかその足かせになったり問題になるとかという問題では

ないと。国民すべてが小泉さんの構造改革のすべてを、 100％を信頼して賛成しているということではなくて、

やはりそれぞれこの改革における問題点というのもあるのではなかろうかと。そもそものたたき台も経済学者や

財界の方々がたたき台につくったベースですから、実際私たちの生活にとって影響があるものについては、やは

り注意して必要な意見を述べていくというのは、地方議会としても当然のことだというふうに考えていますので、

この意見書は非常に時期が適時した、いい時期にいい意見書を提出するというふうにお考えいただきたいと思い

ます。 



○議長（山田力男君） 15番、内山恒昭君。 

○１５番（内山恒昭君） 私もこれにあえて反対をするわけではないんですけれどもね。今、山田議員が言われ

たように、採算性や国との役割分担等の観点からということで、見直しになって下記事項に十分配慮をというこ

とで、事前にそういうことをするということもいいことですけれども、ただ聞いたのは、こういう時期に委員長

としてどう思うかということを聞いたわけでございまして、あえて反対するものではございません。 

○議長（山田力男君） ５番、田村勤君。 

○５番（田村 勤君） 委員長として聞きたいというようなことですのでお答えしますけれども、やはりこれ先

ほども山田議員が申されましたけれども、確かに僕も小泉さんのそういった改革等にはいいところもあるなとい

うことと、またこれは考えてほしいなということが多々あるわけでして、これは私に限らず皆さんもそうだと思

います。そういった意味から、やはりこの水ということを考えるときに、やはりほかのことと違って、お金があ

っても水がなければどうしようもないわけで、そういうことからいって保安林とかいろいろな目的があるわけで、

内山議員もそういうことは理解しているわけですから、その点御理解願って、賛成していただきたいなと、かよ

うに思っています。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより、意見書案第１号 特殊法人（緑資源公団）見直しに関する意見書の提出についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第１０ 意見書案第２号 道路整備予算の確保に関する意見書の提出について 

○議長（山田力男君） 日程第10、意見書案第２号 道路整備予算の確保に関する意見書の提出についてを議題

といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 ５番、田村勤君。 

          （５番 田村 勤君登壇） 

○５番（田村 勤君） 書類を朗読させていただいて、説明にかえたいと思います。 

 よろしくお願いしたいと思います。 

 意見書案第２号。 

 道路整備予算の確保に関する意見書の提出について。 

 地方自治法第99条の規定により、国会及び関係行政庁に対し、道路整備予算の確保に関する意見書を別紙のと

おり提出する。 

 平成13年９月17日提出。 

 東伊豆町議会議長 山田力男様。 

 提出者 東伊豆町議会議員 田村勤。 

 賛成者 東伊豆町議会議員 遠藤智之。 

 道路整備予算の確保に関する意見書（案）。 



 道路は、豊かな国民生活や活力ある経済・社会活動を支える最も基本的な施設であり、従来より道路特定財源

制度や、有料道路制度により整備を推進してきたところであります。しかしながら、本町並びに伊豆半島におけ

る道路整備の現状は、依然として全国の水準を大幅に下回っており、その整備は住民生活の向上や地域振興を図

る上で、緊急かつ重要な課題であります。 

 よって、国におかれては、地方における道路整備の重要性を深く認識され、次の事項について特段の配慮をさ

れるよう強く要望します。 

 記。 

 １．平成14年度予算においては、新道路整備５カ年計画の最終年度であることを考慮して、計画どおりの道路

整備が推進できるよう、道路整備財源を確保するとともに、一般財源も大幅に投入し、道路整備費を拡大するこ

と。 

 ２．活力ある地域づくり、都市づくりを推進するため、市町村道から高規格幹線道路に至る道路網の整備を一

層推進すること。 

 ３．渋滞対策、交通安全対策、沿道環境対策等、安全で快適な生活環境づくりを推進するため、道路整備を一

層促進すること。 

 ４．道路特定財源制度を堅持し、一般財源化しないこと。 

 ５．地方の道路財源を確保すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 平成13年９月17日。 

 静岡県賀茂郡東伊豆町議会議長 山田力男。 

 意見書の提出先は、別記してあるとおりでございますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（山田力男君） これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

○５番（田村 勤君） 議長、すみません。賛同者の遠藤智之さんを同席させていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○議長（山田力男君） ６番、遠藤智之君、同席。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 14番、山田直志君。 

○１４番（山田直志君） いつも県の方から出てくるという内容なんですけれども、特別にこの今熱いのが道路

特定財源の問題ではないかと思うんですけれども、ほかの趣旨はそのとおりだと思うんですけれども、やはり道

路特定財源の問題というと、やはり使い道を変えないと東伊豆町にとっては全然役に立たないというふうに僕は

思うんですね。 

 といいますのは、この道路特定財源の問題では結局今赤字になっている東京湾のアクアラインであるとか、本

四架橋とか、我々は地域の道路やこの伊豆半島の道路が整備されていくことを願って、道路の問題だからという

ことで意見書に対して賛成を、恐らく多くの皆さんがされるんですけれども、しかし利用の仕方ということにな

ると、ここで書いてある道路特定財源の使い道というのは、本当に我々伊豆半島、また東伊豆町の道路に関係し

てくるのかなということになると、道路特定財源で確保された予算というのは、政治家の皆さんの使い方によっ

てはこうした大型プロジェクトということで今問題になっているように、赤字はもう、採算性は関係ないと。道

路をつくることをまず先にありきだと。こんな形で道路がどんどんつくられて、そういう方向に予算が使われて

しまうと。こういう状況では、僕はこの幾ら道路特定財源の問題を維持してくれといっても、何のメリットとい

うものが東伊豆町に出てこないのではないかなと。まず、やはりこういう道路特定財源の問題ということであれ

ば、本当にこういう問題自体の使い道の問題からただしていくことが必要ではないかと。また、東伊豆町が観光



地であるということを考えれば、逆にこの道路特定財源の原資というのは、御承知のとおりガソリン税等のいろ

いろな税金ですから、こういうものが逆に減った方が多くの観光客の皆さんにはメリットがあると、こういう考

え方も成り立つわけで、私はこの４番の道路特定財源の問題については大いに疑問を感じておりますけれども、

提出者の方はどのようなお考えでしょうか。 

○議長（山田力男君） ６番、遠藤智之君。 

○６番（遠藤智之君） ただいま山田直志議員からのいろいろの御意見が出ております。私、この賛成者になっ

たということは、私のみならずこの我々東伊豆町の議員諸氏の考えがやはり一つにして、何でこの東伊豆町、伊

豆半島が現在におかれているこの環境不況というものにあるかという根本は、要するに道路の行政の遅れである

ということは、私は前々から申し上げておるとおりでございます。国政のレベルからいけば、確かに今言われる

ような、人も歩かないようなところへ道路がどんどん、高規格の道路ができる。この近辺へ行ってみるとわかり

ますけれども、山梨県の有力な政治家がいれば、耕運機の走るようなところがすばらしい道路になっている。こ

れ、我々伊豆の人間からみればとんでもないことだというようなことは、前々から私もいろいろな場所において

意見を述べているわけでございますけれども、そういうようなことでなく、やはりその道路の財源というものは

確保したら、それはその地方において有効な手だてに使っていただかなければならない。そのためには、我が東

伊豆町だけでなく伊豆半島一体となってこの道路財源を確保し、今遅れていますいつになってでき上がるかわか

りませんけれども、伊豆半島の縦断道。またそれ以外の道路の整備に、私はぜひ総力を挙げて取り組んでいかな

ければ、なお伊豆半島というもの、また我々この東伊豆町は過疎化に見舞われるのではないかと危惧するために、

賛成者となって御意見を申し上げているわけです。 

 以上です。 

○議長（山田力男君） 14番、山田直志君。 

○１４番（山田直志君） 遠藤さんね、例えばでも東京湾のアクアラインあたりなんて１兆6,000 億とかかかっ

たわけですね。１兆 6,000億というと、単純に考えると 3,300の市町村１つ当たりでいくと５億円ぐらいになり

ますよね、変な話がね。５億円あれば、本当に東伊豆町の道路はどれだけ直せるかなと思うわけですよ。そうす

ると、私は今言われたように、本当に渋滞対策や安全対策はうんとしてほしいなと、私も思っていますけれども、

この道路特定財源の問題になると、どうも市町村や我々の意見ということはなくて、国政レベルでは結局はそう

いう大型公共事業に使われていくということでは、こういう意見書をやっても何のやはり東伊豆町のためになら

ないと私は思うんですよね。 

 そういうやはり赤字をどんどんつくり出すような、環境を壊しながら赤字をつくるというふうなものをまずや

はり直させることが必要で、その上でなおかつやはり地域の、この中にもあるように東伊豆の大きな道路も直し

たいよと、国道 135号線もそういう点では狭いし、もっと広げたいとかいろいろあると思うんですよ。やはりこ

う、市町村の道路も整備できるような形に予算の使い方が変わってこないと、今のままではとにかくまた赤字を

つくるために応援するような形になるのではないかなというのが、僕の懸念なんですよ。 

○議長（山田力男君） ６番、遠藤智之君。 

○６番（遠藤智之君） 私が述べているのは、要するに先ほどから出ておりますそういうアクアライン、要する

にはっきりこれは赤字道路であることが見込まれていても、やはりその周辺にある政治家の力によってああいう

すばらしい道路ができる。完成した暁の結果は見通せたのに、それでもつくられる。私たちが述べるこの道路財

源の予算を確保するということは、そういう赤字というような道路でなく、これから小泉さんが述べている行革

というものは、やはり生きるところには生きるような道路はつくるということを明言していますから、それを期

待を持ってこの提出をしたいと思っております。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

 15番、内山恒昭君。 



○１５番（内山恒昭君） 提案者にお聞きするわけですけれども、現実問題として、この前のＮＨＫの７時のニ

ュースでもお聞きしておるんですけれども、国土交通省、特殊法人の見直し案ということですね。これも発表さ

れております。その中では、道路公団、首都高速道路公団、阪神道路公団については、２年以内に分割民営化に

するということも言われておりますけれども、本州四国連絡橋ですか、これは債務が多過ぎるということで、ま

た供用についてのノウハウが国にもあるということで、国が主になって特殊な橋をつくるということも具体的に

そういうあれが徐々に出てきております。 

 こういう時期に、こういう意見書の送付については、先ほどと同じように時期尚早ではないかと。結論を待っ

て出したらいかがかと、こう思いますけれども、一応先ほども申し上げましたけれども、中間報告の中身ですけ

れども、国として実施が必要な場合は国の直轄事務への移行などの方法が挙げられるということも先ほど申し上

げましたけれども、伊豆半島としては、我々としては本当にどうしても欲しい道路がいっぱいあるわけですけれ

ども、現在こういう状況で時期尚早だと思われますけれどもいかがでしょうか。 

○議長（山田力男君） ５番、田村勤君。 

○５番（田村 勤君） 今、内山議員の方から、何でもかんでも僕には反対してくるようですけれども、それは

結構だと思います。 

 しかし、やはり内山さんは内山さんで菓子の製造業という、やはりある程度の観光業というものにある程度は

関係しているわけですよ。そういう観点からも、僕からすれば何でこの道路の云々ということに反対するのかな、

反対というか、わかっているけれどもいいよ、こうだということを言うのかなと思うんだけれども。僕は百姓っ

子だけれども、この道路にこういう賛成者というのか、提出者になったというのは、やはり僕も農業をやりなが

ら、以前は、若いときは観光業者に申しわけないんですけれども、ホテルの中で何やっているんだというような、

ある面の敵対心みたいなものを持っていたわけですよ。しかし、こういう世の中になってくるとやはりそういう

ことではなく、伊豆が一体になって、またあらゆる商売の人が切磋琢磨して生きていかなければならないんだな

ということがつくづくわかったわけで、そういうことからいくならば、やはり道路というのは以前から言われて

おる、きょうここで始まった話ではないわけでして、以前からこの伊豆の道路を広くしたい、あるいはまた迂回

道路が欲しいとか、いろいろな面が出てくるわけで、そういうことがやはり客を呼ぶ一つの手だてかなという観

点から、僕は先ほどから山田議員も言われましたけれども、いろいろな面もあろうと、それは推測できますし、

また納得もするところもございます。しかしながら、今伊豆に住んでおった置かれている立場というものを考え

たときに、やはり何としてでも観光客をここへ呼ばなければいけないんだなということを考えているわけでして、

そういう意味からやはり特定財源という話も出ましたけれども、それはそれなりに後ほど考えればいいことであ

って、その道路を欲しいよと、そういうことについて国の予算を欲しいんだということを訴えたいがためにこう

いう提案をしているわけでして、どうかその点御理解願って賛成していただきたいなと、そんな思いもいたして

おります。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

 15番、内山恒昭君。 

○１５番（内山恒昭君） 提案者に、私は決して反対なんかしてはおりませんよ。その辺を訂正してください。

ちょっと待ってくださいな。 

 それと、一応財政改革、聖域なき改革ということで、国の借金が本当に大きくなって、これ以上はもうできな

いという中で今政治を行っているわけでございまして、それで特に問題になるのはそういう財源ではなかろうか

ということで、それぞれ国の方でも一生懸命やっているわけでございますので、それらの結論を得た中で意見書

等を上げたらどうだということで僕は言っているのであって、決してこれについて反対ではございません。本当

にできることなら今すぐにでもやってもらいたい。これが私の本当の気持ちです。 

 以上です。 



○議長（山田力男君） ５番、田村勤君。 

○５番（田村 勤君） 僕の話の中で不適切の点があったとしたら、おわび申し上げたいと思います。 

 なお、いろいろの意見がございますでしょうけれども、僕が考えるのには、この道路財源というんですか、る

るお話が出ておるわけなんですけれども、やはりこれはひとつ企業に例えれば設備投資かなと、そんな感もいた

しますので、どうか御了承願いたいと思います。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

 14番、山田直志君。 

○１４番（山田直志君） 私はこれは反対をしたいと思いますが、この道路特定財源の問題は、やはりまず見直

しが必要だと。使い方が本当にやはり地方に回されると、赤字を生み出すような公共事業に使わないと、こうい

う保証がなければ、この意見書の意味は生きてこない。本当に必要なのは、私たちは地方の道路であったり、渋

滞や交通安全なまちづくりを進めるための費用が必要なんです。しかし、今国の政府におかれているこの道路特

定財源の問題というものは、現実には高速道路網の整備であったり、赤字を生むような路線にどんどん使われて

いく。この枠組みを直さないまま私たちの地域の、町の道路整備のためのお金というものはこの中には含まれて

いないんです、現実に。そこを直さないで、ただ財源だけ確保して道路予算、道路予算といっても、喜ぶのは建

設省と国会議員だと。こういう話になるので、本当に地域に役立つような道路予算の確保につながる内容になっ

たらいいなと私は思いますので、その内容については反対を表明させていただきます。 

○議長（山田力男君） 次に、賛成者の討論を許します。 

 ７番、山本鉄太郎君。 

○７番（山本鉄太郎君） 私はこの意見書案の賛成側の立場として、一言申し添えたいと思います。 

 道路財源といいまして、今までずっとやっておりました。でも、できているのは、目だってできているのはそ

ういうアクアラインとか、そういう赤字覚悟のそういう大きなところだけだという形のものが、もう今の小泉内

閣からして見直そうよと、そういう面を見直そうという形のものが、大分小泉内閣で浸透しているのではないか

と思うし、これからこの伊豆半島のこの過疎化を防ぐためにも、十分な道路財源を生かして、この過疎化をでき

るだけ早く対処していただきたいという形のもので、この意見書については私はやはり各市町村とも歩調を合わ

せながら提出をさせていただきたいという形で、私は賛成の側から討論をさせていただきました。 

 以上です。 

○議長（山田力男君） ほかに討論ありませんか。 

 11番、居山信子君。 

○１１番（居山信子君） 私はこの意見書に反対の立場で意見を述べさせていただきたいと思います。 

 確かにおっしゃるように、この我が伊豆半島におきましては道路の大切さということは、もう重々承知してい

るところでございます。しかしながら、１点目にございますように、「一般財源も大幅に投入し」と、道路整備費

を拡大するというこの１点が、今、この世界の経済状況、日本の経済状況も含めて、果たして今までのやり方を

踏襲していいのだろうかと。今後はあらゆる価値観の変革をしていかなければならない中で、道路の問題もやは

りここでまた新たな観点で考え直していかなければいけない。今あるものを有効にどう使うか。そしてまた渋滞

しないための施策など、ソフト面での対応を十分していくというふうなことを思って、貴重な財源を一般町民の

福祉の向上のために、高齢化のためにぜひ使っていただく方が有効ではなかろうかというふうに考えますもので、

この意見書につきましては、私は反対をしたいと思います。 

○議長（山田力男君） ほかに、賛成者の討論ありませんか。 



 ８番、八代善行君。 

○８番（八代善行君） この道路整備予算の確保に関する意見書に賛成の立場で討論させていただきます。 

 今、提出者からもちゃんと言われたように、地域の議員として一言いわせていただきます。活力ある地域づく

り、また都市づくりを推進するため、市町村道から高規格道路に至る道路網の整備を一層促進するという中で、

渋滞対策、交通安全対策、沿道環境対策等、安全で快適な生活環境づくりを推進するためには、まずまずこのよ

うな道路確保の財源が必要かと思います。また、道路特定財源を堅持することが、地方においても活力ある地域

づくりに一番大切だと思います。また、地方の道路財源を確保することにおいても、これは道路整備予算の確保

に関する意見書としては大変重要であると思いますので、賛成の意見として一言述べさせていただきました。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（山田力男君） ほかに討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） これにて討論を終結いたします。 

 これより、意見書案第２号 道路整備予算の確保に関する意見書の提出についてを採決いたします。 

 意見書案第２号 道路整備予算の確保に関する意見書に対して採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり賛成の諸君の起立を求めます。 

         （賛成者起立） 

○議長（山田力男君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第１１ 意見書案第３号 乳幼児医療費無料制度の創設を求める意見書の 

提出について 

○議長（山田力男君） 日程第11、意見書案第３号 乳幼児医療費無料制度の創設を求める意見書の提出につい

てを議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 14番、山田直志君。 

          （１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 朗読をもって意見書の提出にかえさせていただきたいと思います。 意見書案第３号。 

 乳幼児医療費無料制度の創設を求める意見書の提出について。 

 地方自治法第99条の規定により、国会及び関係行政庁に対し、乳幼児医療費無料制度の創設を求める意見書を

別紙のとおり提出する。 

 平成13年９月17日提出。 

 東伊豆町議会議長 山田力男様。 

 提出者 東伊豆町議会議員 山田直志。 

 賛成者 東伊豆町議会議員 居山信子。 

 東伊豆町議会議員 田村勤。 

 乳幼児医療費無料制度の創設を求める意見書（案）。 

 我が国の合計特殊出生率は年々低下し、平成11年の値は人口を維持するのに必要は2.08を大きく下回る1.34

まで低下し、まさに危機的な水準に至っている。 

 少子化の進行は、人口構造の高齢化や将来の生産年齢人口の減少にもつながり、子供の健全な成長への影響の

みならず、将来の活力ある日本の社会経済や社会保障のあり方にも重大な影響を及ぼすことが懸念される。 

 こうしたことから、子育て家庭の経済的負担を軽減する措置が少子化対策の重要な施策となっており、本件を

初めとするすべての都道府県及び市町村において、乳幼児・児童医療費助成制度が実施されている。 



 児童期までの年代は、病気にかかりやすく、またアトピー性皮膚炎、小児ぜんそくなど、長期の治療を要する

病気も増加しており、病気の早期発見と早期治療、治療の継続を確保する上で、医療費の助成制度は極めて重要

な役割を担っている。さらに、厚生労働省が推進する「８０２０」運動の達成のためには、永久歯が完成する中

学校時期までの口腔管理の重要性が明らかにされており、その点でも医療費助成制度の果たす役割は大きくなっ

ている。 

 このような地方公共団体の施策を一層充実させ、子供を安心して産み育てることのできる社会の実現を目指す

には、国による支援が不可欠である。 

 よって、政府におかれては、当面義務教育就学前児童に対する医療費無料化制度を早期に創設されるよう、強

く要望するものである。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 平成13年９月17日。 

 静岡県賀茂郡東伊豆町議会議長 山田力男。 

 意見書の提出先ですけれども、別紙のとおりであります。 

 なお、この意見書の提出に当たりまして、全員協議会、またその後の第二常任委員会で、文面等について協議

をしてまいりました。その中で、全員協議会の折にも出されておりましたけれども、当地域におきましては産婦

人科の問題、小児科の整備等の問題があります。意見書の中に盛り込むということも工夫をしましたが、一緒に

盛り込むということについては、非常に文面的に不可能でございましたので、委員会として文面等研究をいたし

まして、次の議会に産婦人科や小児科等、子供を産み育てる環境を整えていくというのが、この地域の問題とし

てあろうかと思いますので、その辺の意見書については委員会で準備をしたいと思いますので、御理解のほどお

願いいたします。 

○議長（山田力男君） これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより、意見書案第３号 乳幼児医療費無料制度の創設を求める意見書の提出についてを採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第１２ 広域行政調査特別委員会設置に関する決議について 

○議長（山田力男君） 日程第12 広域行政調査特別委員会設置に関する決議についてを議題といたします。 

 提出者から提案理由説明を求めます。 

 10番、太田長八君。 

          （１０番 太田長八君登壇） 

○１０番（太田長八君） 朗読をもって提案理由とさせていただきます。 

 広域行政調査特別委員会設置ついて。 

 東伊豆町議会に、別紙のとおり広域行政調査特別委員会を設置するものとする。 

 平成13年９月17日提出。 



 東伊豆町議会議長 山田力男様。 

 提出者 東伊豆町議会議員 太田長八。 

 賛成者 東伊豆町議会議員 山田直志、山本鉄太郎。 

 提案理由。 

 行政サービスの向上、行政事務の効率化について、広域での対応などを調査する。 

 別紙。 

 広域行政調査特別委員会の設置について。 

 設置。 

 １．本議会に16人の委員をもって構成する広域行政調査特別委員会を設置する。 

 任務。 

 ２．本委員会は、行政サービスの向上・行政事務の効率化のために、広域での対応を協議・研究する。 

 調査期間。 

 ３．本委員会は、議会の閉会中も調査を行うこととし、本調査終了まで継続して調査を行うものとする。 

 経費。 

 ４．本委員会に要する経費は、70万円以内とする。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。 

 太田長八君ほか２人から提出されました広域行政調査特別委員会設置に関する決議のとおり決定することに御

異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。したがって、太田長八君ほか２人から提出されました広域行政

調査特別委員会設置に関する決議は可決されました。 

 お諮りいたします。ただいま設置されました広域行政調査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第

７条第１項の規定によって、お手元に配りました名簿のとおり指名したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。したがって、広域行政調査特別委員会の委員は、お手元に配り

ました名簿のとおり選任することに決定しました。 

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

   ◎日程第１３ 陳情書等審査報告書について 

○議長（山田力男君） 日程第13 陳情書等審査報告書についてを議題といたします。 

 本件について、第二常任委員長の報告を求めます。 

 14番、山田直志君。 

          （１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 商工会より提出がございました要望書の審査についての報告でございます。 



 朗読をもって報告とさせていただきます。 

 平成13年９月12日、東伊豆町議会議長 山田力男様。 

 第二常任委員会委員長 山田直志。 

 陳情等審査報告書。 

 本委員会に付託された陳情等を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第91条第１項の規定により

報告します。 

 受理番号30の２。 

 付託年月日平成13年６月11日。 

 件名 要望書（東伊豆町商工会）長引く不況対策について。 

 審査の結果は採択。 

 同じく受理番号30の２。 

 付託年月日 平成13年６月11日。 

 件名 要望書（東伊豆町商工会）町融資制度等の新設について。 

 審査の結果は採択。 

 以上２件について採択した内容でございます。 

 なお、要望書の提出は４月になされておりましたけれども、５月に議員の改選等、人事構成等がございまして

審査等がその期間できなかったため、結果の報告が今日になったということについて御了解をお願いしたいと思

います。 

 内容的には、本来平成13年度の予算執行においても十分くみしていただける中身があると思いますし、今から

できるものについては、来年度以降についてくみ取れるものについてはおくみ取りいただけたらと思っておりま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（山田力男君） これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。 

 これから、陳情等審査報告書を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は採択です。陳情等審査報告書については委員長の報告のとおり決定することに御

異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。よって、陳情等審査報告書については委員長報告のとおり可決

されました。 

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

   ◎日程第１４ 常任委員会の閉会中の所管事務について 

○議長（山田力男君） 日程第14 常任委員会の閉会中の所管事務についてを議題といたします。 

 第二常任委員長から、所管事務のうち会議規則第71条第１項及び第73条の規定によって、お手元に配付いた

しました所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出がありました。 

 お諮りします。委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。 



         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。したがって、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査と

することに決定しました。 

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

   ◎日程第１５ 各常任委員会の研修計画について 

○議長（山田力男君） 日程第15 各常任委員会の研修計画についてを議題といたします。 

 計画はお手元に配付いたしたとおりであります。 

 各常任委員長に対する質疑はありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 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。 

 ただいま議題となっております各常任委員会の研修計画を承認することに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。よって、本案は計画のとおり承認されました。 

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

   ◎日程第１６ 議会運営委員会の閉会中の所管事務調査について 

○議長（山田力男君） 日程第16 議会運営委員会の閉会中の所管事務調査についてを議題といたします。 

 内容としては、議会運営に関すること、会議規則、委員会に関する条例に関すること、議長の諮問に関するこ

と、以上の３点です。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会運営委員会の閉会中の所管事務調査については、議会

運営委員会にこれを付託し、平成13年第４回定例会までに調査することにしたいと思います。御異議ありません

か。 

         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。議会運営委員会の閉会中の所管事務調査については、議会運営

委員会にこれを付託し、調査することに決定しました。 

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

   ◎閉会の宣告 

○議長（山田力男君） お諮りいたします。本定例会の会議に付された事件はすべて終了いたしました。したが

って、会議規則第７条の規定によって、本日で閉会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） 

○議長（山田力男君） 御異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

 平成13年第３回定例会を閉会いたします。 

 長い間、議員各位には議会運営に御協力を賜りまして、まことにありがとうございました。 

                               （午後 ０時２５分） 
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