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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 

    １．１２番 定 居 利 子 君 

     １）県道稲取港線道路について 



    ２． ７番 山 本 鉄太郎 君 

     １）平成１４年度一般会計予算編成について 

    ３．１０番 太 田 長 八 君 

     １）わかふじ国体に向けて当局の対応について 

     ２）一次産業と三次産業の共存共栄について 

              「千葉・道の駅トミウラを一例として」 

    ４． ８番 八 代 善 行 君 

     １）市町村合併について 



   ◎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４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０３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告申し上げます。 

 第４回定例会に当たりまして、８人の議員から15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。 

 提出議案ですが、町長より11議案が予定されております。意見書４件は各委員会で取り扱い検討し、会期中に

上程となりますので御了承ください。 

 会期は、本日より18日までの７日間といたします。 

 活発な議論と円滑な運営に御協力をお願い申し上げまして、議会運営委員会からの報告を終ります。 

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

    ◎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 条の規定によって、６番、遠藤智之君、17番、田村孟夫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12月18日までの７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） 異議なしと認めます。よって、会期は７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 諸般の報告をいたします。 

 去る11月14日､東京の日本武道館にて全国町村議会議長会が開催されました｡大会の会議内容につきましては、

議員控室の机の上に置いておきますのでごらんいただきたいと思います。 

 以上で諸般の報告を終ります。 

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



   ◎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。 

 暮れのお忙しいところを第４回定例会を招集いたしましたところ、出席いただきまして本当にありがとうござ

います。 

 ただいまから行政報告をいたします。 

 平成13年第４回定例会を開催するに当たり、ごあいさつを兼ねて行政諸般の報告をさせていただき、議員各位

並びに町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 21世紀最初の年、2001年も残り少なくなりました。米国でのテロに端を発したアフガニスタン問題は、ここに

来て緊迫しております。パレスチナ紛争など、目まぐるしいほどに世界情勢は変遷しております。国内において

も景気低迷に伴う企業倒産やリストラなど、暗い話題が多かった１年でありましたが、12月１日、皇太子妃雅子

様が内親王を御出産になるという非常に喜ばしい出来事がありました。愛子様が伸び伸びと健やかに御成長され

ますよう祈念いたします。 

 さて、世界経済はＩＴ不況や米国中枢同時テロ等により一段と減速いたしており、バブル崩壊後の景気低迷か

ら抜け出せずにいる国内経済も、テロや狂牛病、電機業界の大規模なリストラなどにより個人消費が低迷し、雇

用の面においても10月完全失業率が過去最悪の 5.4％、 352万人となるなど、デフレ不況が連鎖的に悪化する

おそれが出てきており、政府は緊急の雇用対策を柱とした補正予算を編成したところであります。 

 平成14年度当初予算編成の時期でありますが、主要財源であります町税の本年度の収納状況につきましては、

法人町民税税割額において、長引く経済の停滞により、前年対比79.5％の状況であります。また、入湯税におい

ても現状況では前年対比 5.6％減であり、今後の推計が難しい面もあり、前年度決算の95％を見込み、今定例会

で提出される補正予算で減額措置をとらせていただきましたので、よろしく御審議のほどをお願いいたします。 

 町税の収納につきましても、10月に東京方面、11月に神奈川方面への県外出張徴収を実施いたし、庁内におい

ても職員一丸となって収納に努力いたしておりますが、現下の平成不況のもとでは非常に厳しい状況があります。

特に、町税の半分を占める固定資産税につきましては、本年４月、大手宿泊施設等の倒産や観光関連産業の営業

不振などにより、昨年以上に徴収に苦慮いたしておりますが、これから年末に徴収に傾注し、納税の向上に一層

努力する所存でございます。しかしながら、景気の停滞は予想以上に深刻であり、今回、補正で減額措置させて

いただきましたので御理解をお願いいたします。  

 このような財政環境下でありますので、平成14年度当初予算においても町税の前年度予算からの大幅な減は必

至であり、さらに国は、分権のための税源移譲という名目のもと、公共事業の１割削減による補助金の減や、地

方交付税の不足分についての交付税特別会計での借り入れをやめ、財源の不足分については国と地方が折半し、

地方においては、特例債を発行するという仕組みの交付税の削減及び有利な交付税措置のある地域総合整備事業

債についての見直しの方針を示しております。 

 歳入の太宗を占める町税の大幅減、国による地方交付税の見直し等により、財源不足は極めて深刻な状況にあ

り、10月下旬に各課長、局長あてに当初の予算編成方針を通知し、事務事業の抜本的な見直し、需用費の３％カ

ットを含め、経常経費より一層の縮減など、歳出を大幅に絞り込まなければ予算編成ができないという、この厳

しい財政状況を周知徹底させたところであります。 

 さらに、町単独補助金については、従来同様、被交付団体との細部にわたるヒアリングにより補助効果等の検

討をするとともに、前年度予算額の一律10％削減とし、投資的経費についても11月下旬に、平成14年度から16

年度までの３年間の事業実施計画を精査し、緊急性、必要性、事業効果等を十分に見きわめた事業を実施するよ



う指示したところであります。 

 それでは、施策の推進状況について御報告させていただきます。 

 最初に、関係各位の協力のもとに準備を進めてまいりました介護予防拠点施設、東伊豆町いきいきセンターが

11月 30日に落成式を迎え、12月１日よりオープンしたことを御報告いたします。この施設は、高齢者が介護の

お世話にならないように予防することを主眼に置いており、老いてなお健やかであれの実現に向け、諸般の課題

に精力的に取り組んでまいりたいと考える所存であります。また、地域に根差した施設として、多くの高齢者に

親しんでいただき、安らぎの場として大いに利用していただければ幸いと思う次第であります。 

 次に、ユニティ伊豆の施設寄附につきましては、11月 29日の議会全員協議会において利活用及び維持管理等

に関する計画案を提示させていただき、御賛意を得たところであります。これからはＮＴＴ側と細部について協

議、検討していくことになりますが、今後さらに民間を含めた関係機関とも協議、検討し、住民コンセンサスに

沿った利活用計画をしていく所存であります。 

 次に、日大稲取病院につきましては、10月 25日に町、田町区、日大、康心会が引き継ぎについての話し合い

をいたしました。その結果、土地の所有者である田町区と日大との間で病院の建物等についての賃貸借譲渡の合

意がなされ、また10月 28日には病院用地の土地賃貸契約にかかわる覚書が、田町区と康心会の間で取り交わさ

れました。康心会では来年４月１日の開院に向けて諸手続に入りましたことを御報告申し上げます。 

 次に、第４次総合計画の策定につきましては、10月１日に住民の代表20名の方々に、審議委員として委嘱状

を交付し、総合計画案を総合計画審議会に諮問いたし、12月上旬までに７回の審議会を開催し審議を続けており

ます。審議会より答申を受けた後に、議会に御審議をお願いする予定ですので、その際はよろしくお願い申し上

げます。 

 次に、風力発電フィールドテスト事業（システム設計）についてでありますが、共同研究事業者として採択を

受けた後、共同研究業務実施計画書を提出し、新エネルギー産業技術総合開発機構ＮＥＤＯとの共同研究契約を

締結いたしました。また、共同研究業務としてのシステム設計を実施するため､ＮＥＤＯの仕様書及びシステム設

計調査内容書に基づき､外注業者として東京電力と業務委託契約を締結し、共同研究業務を実施しているところで

あります。 

 次に、河津町とのミニ広域で進めております東河環境センターごみ処理施設建設工事の進捗率は、11月末現在

で 62％と順調に進められております。本体工事の立ち上げは完了し、内部、外部の仕上げ工事に着工しており、

煙突工事につきましても既に外筒躯体工事は完了し、内筒工事に着手しております。 

 次に、平成15年度に開催されるＮＥＷ！！わかふじ国体のレスリング会場となります東伊豆町勤労者体育館増

改築工事の進捗状況でありますが、11月末日現在で65％となっており、契約の工期であります来年の２月15日

には予定どおり完成する見込みであります。 

 さて、依然として厳しい状況が続いております観光産業でありますが、アメリカの同時多発テロなどを原因と

した海外旅行離れが進み、旅行業者が国内旅行の販売にシフトしていることは御承知のとおりでありますが、当

町におきましてもこの影響が出始めており、秋の観光の入り込み状況は比較的順調に推移しているのではないか

と思われます。年が明けて１月20日から雛のつるし飾りまつりが始まりますので、これから春にかけて引き続き

好調を維持できるものと期待しております。 

 観光関連のイベントといたしましては、第３回日本一争奪全国地域交流対抗ゴルフ大会が去る10月９日、群馬

県草津町を迎え、海と山の温泉地対決として開催されました。上位65人による勝負は平均ストロークが東伊豆町

87.0、草津町90.2で、当町が見事３連破を果たしました。大会には過去に対決した多摩市、飯塚市、野田市、新

座市の皆さんも参加され、大会を盛り上げていただきました。なお、大会後に新たに関東地区の４市町村から挑

戦の意向があったと聞いております。 

 また、11月 17、18日の２日間、第13回目となりましたパラグライダー大会が全国各地から125 名の選手が参



加し開催されました。この大会はパラグライダーの愛好家が年に１度東伊豆町に集い親睦を図る、競技趣向では

ない「日本一の草大会」として定着し、パラグライダー専門誌からも高い評価を受けております。 

 次に、農林水産関連でありますが、11月 10日に緑豊かな郷土づくりの一環として、賀茂地区育樹祭が当町の

ふれあいの森で開催され、あいにくの天候によりメインの間伐体験はできなかったものの、木工教室や動物触れ

合い体験に管内の緑の少年団や一般県民など、 186名の参加がありました。 

  中山間地域総合整備計画につきましては､現在15年度採択に向け､県と国とのヒアリングが続いております。以

前からも申し上げているように、大変厳しい国の行財政改革を受け、予断を許さない状況にありますが、東伊豆

地区が農村振興基本計画のモデル地区としての指定を受けたことから採択の可能性はあるものの、着工年度の先

送りや事業費の削減があることも視野に入れなければならず、いずれにいたしましても現在進めております農村

振興基本計画の策定を行い、それに基づいた整備が行われるよう引き続き要望していく所存であります。 

 このような状況下でありますが、奈良本農村公園につきましては、「ふるさと水と土ふれあい支援事業」の一部

実施に向け、採択要望を行っているところであります。また、農地造成につきましては、埋蔵文化財の本調査が

必要であり、その経費が１億 2,000万円で、本調査費を事業費より捻出することが不可能なことから、農地造成

のエリアから外し着工する予定で、現在調整を進めているところであります。まだクリアしなければならない部

分も多いことから、地権者の意向を伺いながら進めていく所存であります。 

 また、中山間総合整備事業に対する住民意識の底上げや地域間にある産業間の連携を図るためには、過日「農

村フォーラム東伊豆町」を開催いたしましたが、事業推進の一部になったものと確信しているものであります。 

 これらに関連する事業といたしまして、“知恵を生かす地域づくり人づくり支援事業”につきましては、農林水

産業や農村地域の活性化を図っていくためには、そこで生活する人はもとより、都会生活を含めた多くの人たち

の参加により、地域振興を進めるべきであるとのことから、今年度国が初めて取り組むことになった事業で、当

町でも４名の受け入れをしたところであり、２週間の期間でありましたが、地域住民との懇談会やワークショッ

プ、地域資源の確認を行う一方で、農業体験や住民フォーラムへの参加を行うなど、東伊豆町への提言をいただ

いたわけですが、事業が終了したら終わりとの考えでなく、将来的にも東伊豆町を応援、サポートしていくとい

うことから、今後も町に対する応援隊として期待するものであります。 

 次に、消防防災関係につきましては、秋の火災予防運動期間の初日、11月９日早朝に、稲取・城東地区２カ所

で消防団員による非常呼集訓練、放水訓練を実施し、その後消防車による町内防火パレードを実施いたしました。

11月 21日には、御殿場市において、県東部地区消防大規模災害対応合同訓練が開催され、消防署員８名が参加

いたしました。この訓練は、大規模災害の発生を想定し、相互応援協定に基づく応援要請、応援部隊の派遣及び

その運用を円滑、迅速に実施し、各消防本部の連携体制の確立を図ることを目的としたもので、倒壊家屋からの

救出、ヘリコプターによる負傷者搬送等、本番さながらの訓練を実施いたしました。12月２日の地域防災の日に

は、自主防災組織を中心に地域防災訓練が実施され、各地区自主防災会では、防災倉庫の点検や防災資材の取り

扱い訓練等を実施し、自らの地域は自らが守るという防災意識の高揚を図ることができました。 

 次に、民生関連といたしましては、厚生労働大臣、静岡県知事より委嘱を受ける民生児童委員の任期が 11 月

30日で満了となり、新たに19名の委員が決まりました。昨今の景気低迷により福祉を希望する方々が年々増加

してきており、その役割がますます重要となってきておりますが、新しい委員の皆様には地域の実情をよく知っ

ているだけでなく、地域の住民が気軽に相談に行ける方で、福祉に関心のある方が選出されておりますので、こ

れからの３年間、福祉全般にわたり活躍をお願いする次第であります。 

 介護保険がスタートしてから１年９カ月が経過しました。制度そのものが徐々に町民の皆様に理解されてきた

ことにより、サービス給付も増加傾向で推移しており、特に居宅介護サービス給付費では、11月までの支払い分

で、前年度対比 7,414万 5,000円、 113％の増と大幅な伸びとなっております。また、平成14年１月から制度

改正により支給限度額が一本化され、今回関連する補正とあわせ、サービス給付費の大幅な伸びに伴う対応策と



して、各種サービス給付費の伸び率に基づき調整を図り、居宅介護サービス給付費に充当いたしました。なお、

全県的にも居宅サービスの給付費は大幅な伸びとなっております。 

 次に、「自分で守ろう自分の健康」をスローガンに実施しておりました各地区の基本健康診査を初め、各種がん

検診もすべて終了しました。保健委員や関係者の協力によりまして、本年度は昨年と比較いたしましても、子宮

がん検診を除きすべての検診で、平均10％から15％受診率が向上しました。この結果、少しずつではありますが、

住民の皆様の健康に対する関心が高まってきていると考える次第であります。これらの検診結果に基づき、健康

保持増進のための事後フォローとして、結果説明会や相談、訪問など事業を進めております。 

  また、健康と福祉の向上を図るため、幸せな生活は健康からと題し、昨年同様11月 25日、日曜日に保健福祉

センターにおきまして、「健康福祉ふれあい広場」を開催いたしました。会場には健康コーナー、体力測定コーナ

ー、福祉関係コーナー等、各種のコーナーが設けられ、多くの方々の参加協力をいただきました。今後も皆様の

協力を得ながら、健康と福祉の向上を目指して事業を進めていきたいと考えております。 

 次に、水道事業につきましては、構造化した不況に加え観光立町特有の観光産業の動向などから、使用水量の

増加が見込める状況にはなく、むしろさらなる減少への配意が必要と思われます。また、施設の老朽化等により、

大川及び白田浄水場の改良計画が課題化しております。これらの施設は、水道事業の原点とも言える主要施設で

すので、財政事情等に配意し、計画的な対応を検討してまいりたいと考えております。 

 今後も不透明感を強める景気動向などから、厳しい経営環境が続くものと思われますが、さらなる経営努力を

払い、厳しい局面への対応を図ってまいる所存であります。 

 次に、社会教育関係では、第18回東急カップ報知東伊豆クロスカントリー大会が10月21日に開催され、 1,601

名の方が参加をしました。本年度は人に優しいまちづくり事業として、1.5 キロ部門にユニバーサルランを企画

させていただき、92名の障害者の方々が快くコースを走りました。多くのボランティアの協力により、健常者も

障害者もともに楽しむことができた大会として意義ある大会となったことを御報告させていただきます。 

 11月３日、４日の２日間、稲取小学校体育館において、文化祭実行委員会の主催による町民文化祭が開催され、

多くの住民が作品の出展や舞台、演芸等に参加され、年々盛大になっており、大変すばらしいことであると思っ

ております。 

 11月18日には、第17回青少年主張発表大会が開催されました。町内に住む13名の児童、生徒が「21世紀に

望むこと」をテーマに、それぞれ個性あるすばらしい主張を発表されました。次代を担う青少年が夢や希望を自

由に取り上げ、よりよい東伊豆町に対する意見や提言を精いっぱい語りかけていた姿に感銘するとともに、青少

年が安心して健やかに暮らせることができる施策推進の重要性を再認識したところであります。 

 11月 23日、勤労感謝の日には、第２回静岡県市町村対抗駅伝が静岡市で行われ、当町は53町村中24位とい

う成績をおさめることができました。参加されました選手の皆様には大変御苦労さまでございました。 

 また、静岡県生涯学習フェスティバル事業として、劇団プークによる人形劇「ピンクのドラゴン」の公演が11

月 25日、熱川小学校体育館で行われました。約 520名の親子が中央のすばらしい芸術に触れることができまし

たことは、子供たちの情操をはぐくむよい機会だったのではないかと思っております。 

 次に、私の政治公約であります移動町長室について報告させていただきます。 

 この事業は、地域の皆様から生の声を伺い、行政に反映させるため実施しているものですが、今回は就任以来

４回目となります。９月27日から10月 17日までの６日間、各地区にお伺いし開催させていただき、延べの出席

者は 276人で、55人の方から64件の御意見、御提案をいただき、地域の抱える問題からまちづくりへの指針、

観光資源育成の必要性等、大変貴重な御意見をいただくことができました。皆様からいただいた御提案に関しま

しては、厳しい財政状況にありますが、できる得る限り実現に向け努力してまいりたいと存じております。なお、

今回の開催は昨年までの開催方法を少し変え、３地区において合同開催といたしました。 

 以上、主要な施策の推進状況を申し述べさせていただきましたが、非常に厳しい財政事情の中でありますので、



町税の収納に鋭意努力し、自主財源の確保に努めるとともに、事務事業の徹底的な見直しによる歳出削減に努め、

限られた財源を有効活用し、より一層の施策の重点化、効率化を図り、本年度策定する第４次総合計画の着実な

推進をなし、行政の最大目標であります住民福祉の向上と、さらなる町政の発展に努める所存でありますので、

御理解のほどをよろしくお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、年の瀬も慌ただしい多忙な時期を迎え、日増しに寒さも厳しくなりますが、町民並びに

議員各位におかれましては、健康に十分注意の上、ますます御活躍くださるよう心から念願いたしまして、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１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３回となっておりますので、御協力ください。 

 なお、今定例会より質問者の発言時間が45分となりましたので、御了承を願います。 

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

         ◇ 定 居 利 子 君 

○議長（山田力男君） 12番、定居利子さんの第１問、県道稲取港線道路についてを許します。 

 12番、定居利子さん。 

         （１２番 定居利子君登壇） 

○１２番（定居利子君） 皆さんおはようございます。 

 今定例会より一般質問の時間内容が変わりましたので、よろしくお願いをいたします。 

 私は、通告してあります道路問題について１問質問をさせていただきます。御答弁については、わかりやすく

簡潔にお願いをいたします。 

 １問目、車の往来が多い県道稲取港線道路についてお伺いいたします。 

 １点目として、平成７年、県が計画を始めた稲取港線、古屋旅館近辺より小学校停留場までの拡幅が、平成８

年12月に諸般の事情により中断になっていますが、今後の町の方向性について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） 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） 定居利子議員の県道稲取港線についての質問でございますが、平成７年、県が拡幅計画

を始めた稲取港線が、平成８年12月、諸般の事情で中断されているが、今後の町の方向性はとの質問につきまし

ては、建設課長より答弁させますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 建設課長。 

○建設課長（太田英明君） それではお答えいたします。 

 この県道稲取港線は、幅員が狭く、通行車両も多いため、稲取中学校下の信号機から稲取小学校グラウンド前

三叉路付近までの拡幅を県下田土木事務所に要望し、計画図面を作成していただきまして、平成８年２月よりそ

の計画に基づいて区の役員や関係地主への説明会を実施してまいりました。この路線は、用地や家屋にかかる地

主も多く、事業費も相当かかることから、早期完成には国の補助が必要であり、道路構造令に基づいた設計とな



るため、幅員は両側に歩道がついた12メートルの幅で、カーブの大きさや拡幅量などにも基準があります。また、

用地の面や家屋移転等を考慮して検討した結果、全体的に現道から山側方面に拡幅する計画となりました。さら

に、小学校グラウンド前の三叉路も幼稚園方面への右折車線の設置が必要となるため、小学校グラウンドにも用

地が食い込む設計となり、狭いグラウンドをこれ以上狭めることは容認できないとの意見が強く起きました。Ｐ

ＴＡや学校関係者とも何回か話し合いましたが、解決には時間を要すると思われることから、県と協議の結果、

この事業は一時保留することに決定し、平成８年12月、下田土木事務所と町の職員により関係する地主さんの家

を回りまして、一時保留についての説明と了解を得た経緯があります。 

 今後の町の方向性はとの御質問ですが、町としては引き続き要望しておりますが、この事業については県の方

では手を引いたような形となっていまして、一度中断した事業の再生、再浮上はなかなか容易ではないと感じて

います。また、新たに道路事業を計画することは、公共事業費縮減の現在非常に厳しい状況であり、いつ可能に

なるかは予測できませんが、この県道拡幅は、交通の円滑化や周辺地域の整備のためにも必要な事業であります

ので、設計の見直しや用地問題の解決等の基礎固めをして、これからも県に働きかけていきたいと考えておりま

すので、御理解をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 12番、定居利子さん。 

○１２番（定居利子君） ただいま課長さんから、県へこれからも働きかけていくという前向きな姿勢の御答弁

をいただきました。大変ありがたいなと思っていますけれども、私も先日県の方へお伺いしてきました。その当

時のいきさつ、また今後の県の取り組み方がどういう考えであるかをお尋ねに行ってまいりました。そうしたら、

その当時の様子ですが、町から要望がありまして、県が一生懸命になって、それで地権者との話もしたり、また

説明会もしたりして、その当時の様子では地権者の中に反対もたくさんありました。それでも何回も足を運んで、

それで地権者たちの意見を聞いて了解を得て、約 100％近い了解を得た。ところが、突然に町の方からじゃ工事

をやめますよというお返事が来ましたと、どうしてそういうふうになったか、その経緯はよくわからなかったそ

うですが。 

  そこで、県の方が今になってまた、そういう例えば皆さんから要望が、そういう声を聞いているとなりますと、

県だけでは返事ができないということ。皆さんの、町民の総意です。町とまた町民の声を聞いて、各商店街、ま

た駅前道路からその路線の稲取港線の道路についての構想図をつくったり、いろいろな形で県へ陳情をして、そ

れで町の熱意を県の方へ届けられるような形をぜひやっていただきたい。県の方は中断をしていますけれども、

決して中止をしたわけではないということ。ただ今現在は財政面でも大変厳しいです。公共事業も、先ほど町長

から報告がありましたように１割削減もしなければならない。また補助金もカットしていかなければならない。

ここで、私のこの質問を、私も大変心苦しいと思っています。だけれども、町民のいろいろな面を考えて、あそ

この道路はこれから５年たとうが10年たとうが、計画をしていかなければならないんじゃないかなと思っており

ます。 

 そこで県の方は、町だけではなくて町民もみんな声を上げて、あそこの道路を何とかしてくれないじゃないか、

それを私は期待をしているんじゃないかと思っています。だから、町の方も少しずつ動きを出していただいて、

そうすれば町民の方たちも恐らく賛同はしてくれると思います。 

 そこで、私が県へ行って聞いてきたことなんですけれども、ここで町の取り組み方です。今課長から今後計画

をしていきますというお声を聞きましたので、別にできないということじゃなかったものですから、大変うれし

く思っているんですけれども、町長はその点どうお考えですか、お聞かせ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） この問題は平成８年ということで、私の就任前に起こった問題でございまして、それで

よく調べてみますと、結局学校用地が狭くなるということで、ＰＴＡと町との話し合いがつかなかったというこ

とで事業を中止というか、早急にはできないということでのちょっと休むというようなことになったようでござ



います。 

 その後によりますというと、あそこら辺の地権者は大体の了解をしていたというようなことで、今度はその人

たちが家が古いから建て直すというようなことになっても支障があるというようなことで、区長さんからも地元

からもいろいろ話がございます。 

  それで、県の方とも話をいたしますと、県知事が来たときに緊急の訴えということで、ヤオハンの入り口付近

は今工事にかかっているわけですけれども、事務当局とすると知事がやれと言ったからということで、それでそ

こだけの解決ではということで、ずっと計画をやって、ここだけは一番不都合があるからそこをやれというよう

なことでやったという経過もありますし、学校施設の方もある程度了解を得て、それでこの仕事は進めていかな

ければならないというふうに痛感しておりますけれども、今度は町の方でそういう体制ができても今度県の方で

は財政的にというようなこと。それで県は、正式の意向がこういうことだということでなくて、持ってくるから

には、もう用地は全面的に協力してできるという体制を持ってから来てくれないと、またやる気になったら用地

交渉ができないというようなことでは困るというふうなことをおっしゃっております。 

 そういうことで、やはりこれをやろうということになったら、その沿線、また町、それから地主、それらが一

丸となって、この道は必要なんだ、やるんだということができないと、お願いには行けないなというようなこと。

今お願いしてやっているところでも、官民の立ち会いができなくて工事が延びたという経緯もありますものです

から、そういうふうにその沿線の住民、それからこの道が広がることによって町民も利益を得るんですが、一番

沿線の住民と地権者の話し合いをというものをちゃんとして、それから陳情していくというようなことになるし、

またきょうの新聞でも県の予算が 800億円からの収入不足だというような面が出ていますから、今のタイミング

としては陳情してもだめだなというふうに思っておりますけれども、準備をして地元と話し合って、それでこの

事業に着手していくように準備はしていくつもりでおります。 

○議長（山田力男君） 12番、定居利子さん。 

○１２番（定居利子君） 今の町長のお言葉は大変よくわかります。県の方も今一番財政が厳しいし、要望が上

がってもなかなか 100％はできない。そのうちの半分ぐらいしかできないんじゃなかろうかと思います。 

  また、町の方もこういう削減で、ここで無理にやれとは私も言いませんけれども、とりあえず計画を町長は立

ててくれて、将来にはあそこの通りがよくなるようにということのお考えですので、それで進めていきたいと思

います。 

 それで、私は最後に要望書というのではないんですけれども、これをして終わらせてただきます。この路線は

生活道路ですので、路線バスも通行します。特に大型車が多いところです。そこで、歩行者の安全、また大型車

両がスムーズに通過できるように、また地域の住民が安心して暮らせる環境づくりのために、ぜひとも拡幅計画

が行われることを強く要望いたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 答弁よろしいですね。 

○１２番（定居利子君） よろしいです。 

○議長（山田力男君） 以上で、12番、定居利子さんの一般質問を終ります。 

 ここで10分間休憩いたします。 

                                （午前１０時５４分） 

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

○議長（山田力男君） 休憩を閉じ、会議を開きます。 

                               （午前１１時０３分） 

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

         ◇ 山 本 鉄 太 郎 君 



○議長（山田力男君） 次に、７番、山本鉄太郎君の第１問、平成14年度一般会計の予算編成についてを許しま

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） おはようございます。 

 私は、今回通告に基づいて１問だけお願いしてありますけれども、町長が行政報告でほとんど答弁をしてある

ような内容が多いため、そこをかいくぐりながら御質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 平成14年度一般会計予算編成についてをお伺いいたします。 

 １つ目、平成14年度予算は、今年度13年度と比べてどのくらいの規模になりますか、お伺いいたします。 

 ２つ目、地方交付税に対し、小泉内閣は見直しをするという公言をしております。これから予算編成をするの

に当たり、当局はどの程度の内容を把握しているのかお聞かせください。 

 ３点目、自主財源の見込みについてですが、平成12年度には町民税個人分は93％、平成13年度も当初予算で

は変わりありませんでしたが、固定資産税については12年度が92％、13年度では 0.5％落として91.5％になっ

ております。平成14年度についてはどのような見込みをしているのかお伺いしますとともに、現在の収納率とい

う形では、行政報告で御答弁されておりますので、これはカットさせていただきます。今後の徴収方法について、

税務課長の方から詳細な御答弁をお願いいただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○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） 山本鉄太郎議員の平成14年度一般会計予算編成についての御質問でございますけれども、

先ほどの行政報告でも相当に触れております。 

 まず１点目の予算規模はどのくらいになるかについてお答えいたします。 

 平成14年度当初予算の編成につきましては、各課局に編成方針を既に通達したところでありますが、その方針

に基づき、現在各担当課が予算要求の準備を進めている最中でありますので、現段階で来年度当初予算の規模に

ついて明確にお答えしかねるわけですが、現下の経済情勢及び来年度に向けての景気動向から判断いたしまして、

今年度の当初予算規模を確保するのは大変困難な状況であると考えております。 

 ２点目の地方交付税に対する当局の考え方についてお答えいたします。 

 現在国は、行財政改革の一環として地方交付税制度の見直しを進めているところであり、当町におきましても

その影響を免れることはできないものと認識しておりますが、現段階では、見直しの具体的な内容及び詳細につ

きしましては不明な点が多く、来年度当初予算にどの程度の影響があるかを把握するには至っておりません。今

後、予算編成につきまして国の動向に十分注意を払い、慎重に作業を進める予定であります。 

 ３点目の自主財源の見込みについてお答えいたします。 

 自主財源につきましては、その大部分を占める町税収納額の減少に伴い、歳入全体における割合も低下する傾

向にあり、その対応に苦慮しているところであります。平成11年度 26億 6,652 万 5,000円で、平成12年度が

24億 9,573 万円であります。平成11度と 12年度を比較してみますと、およそ１億 7,000 万円の減収となって

おり、平成13年度におきましても大手宿泊施設の倒産等により、昨年より収納状況が悪化しているため、収納見

込み額は24億円を割るものと予想され、平成12年度と比較しますと、およそ１億円の減収が見込まれます。ま

た、平成14年度の町税収納の見込みも引き続き厳しい状況にありますので、御質問の自主財源見込みにつきまし

ても、前年度及び前々年度と比較して厳しいものと認識しております。 

 また、追加的といいますか、論点を変えての質問でございまして、これは税務課長から説明させますが、本定



例会へ提出してあります補正予算に基づいて、もう来年度は90％  ──どうしても今までを維持してというよう

な組み方をしたわけですけれども、はっきりとことしの補正で、もう90％を割っておるものですから、これはど

ういう罰を受けるかわかりませんけれども、90％以上割らない額を設定するということは非常に困難であるし、

またこの補正を見て来年３月の予算を組んで、その整合性等が整わないものですから、来年度14年度の予算のと

きには収納率がずっと落ちるということをせざるを得ないなというのが、今の感覚でございます。 

 以上です。あとは税務課長から。 

○議長（山田力男君） 税務課長。 

○税務課長（鈴木英夫君） 収納の状況ということですので、それでは私の方から答弁させていただきます。 

 長引く平成不況も回復の兆しも見えない現在、徴収対応につきましては非常に厳しく、苦慮しているところで

ございます。内容を申しますと、町税の約６割が固定資産税ということでございますので、固定資産税について

申しますと、滞納額を有する納税義務者にも現年課税分として課税されることは御承知のことと思われます。現

年課税分を納付するとともに滞納分をも納付しなければ、滞納額は一向に減少しないことになりますので、その

辺は御理解願います。 

 したがいまして、翌年度へ繰り越されるもととなる現年度分の未納額を減らすことに主力を置きまして、法に

定められている督促状や催告書により納付を促しておりますし、職員による訪問徴収をも実施している状況でご

ざいます。 

 また、租税債権の確保として差し押さえをしても、滞納者が事業を執行するのに当初の資金調達の折、抵当権

の設定がなされておりますので、競売に付された場合においても、交付要求をいたしましても配当のない状況と

思われますし、差し押さえをしてある大口滞納者についても毎年高額な税が積み重なる内容でありますので、抵

当権者である金融機関等が積極的に処理をしてくれないと解決できない内容により、収納額である分子よりも調

定額である分母の方が大きくなり、収納率は低下することになる背景を御理解願いたいと思います。 

 また、今研究中でございますけれども、税収入の確保、特に累積の一途をたどっております滞納分については、

町みずからが解決していくことが大前提でありますけれども、効果的な滞納処分を実施していく上では、町単独

レベルでは地元による因果関係等により徴収が困難な状況下にあります。自治の原点であります税収入の確保の

ため、滞納整理を目的とした一部事務組合を近い将来の設置に向け現在研究をしている現況を報告し、御理解を

願うところでございます。 

 以上です。 

○議長（山田力男君） ７番、山本鉄太郎君。 

○７番（山本鉄太郎君） 本当に税に対して、編成に対しても今年度を下回るのではなかろうかというような予

想、そして地方交付税については、これは総務課長からお聞きしたいんですけれども、要するに地方税法が変わ

らないということは、この地方交付税をうのみにして予算編成を整えていきますよという形のものをとらしてい

ただいてよろしいのでしょうか。 

 そして、あと徴収について本当に理解はしますけれども、善良納税者がいるということを念頭に置いて、十分

な徴収方法をお願いしたいということ。これはお願いですから答弁はもうよろしいですけれども、本当にその辺、

要するに町も個人も収入がなければ生活ができませんし、行政も運営していけません。それで、この質問にはち

ょっとなかったのですけれども、行政報告の中で町長が各種補助金の一律10％削減だよという形のものを御報告

なさっていますよね。10％で果たして歳入歳出がつり合うのかなというような観点がありますけれども、その辺

をちょっと悪いんですけれどもお願いできたらと思います。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） 10％カットのことだけを私から答弁いたします。 

 もうそれを見越して陳情書を出してきている団体もありますけれども、聖域なしの10％カットですよと。この



10％は最低でございまして、あと話し合いでもっと整合性がないものについては切り込んでいくということでご

ざいます。 

  これをやったとしても、約４億 5,000万円ぐらいの歳入歳出の差があるわけでございまして、まだ詳細に上が

ってこないからですけれども、他の推計でいってもそうでございますし、それで本年度の補正でも財調の半分を

使い切るというようなことからいきますと、やはり相当ほかのものもカットしていかないと組めないんじゃない

かなというふうに思っております。 

 あとは総務課長の方から答弁させます。 

○議長（山田力男君） 総務課長。 

○総務課長（渡辺 穣君） 先ほど町長の方から交付税の関係の当局の考え方ということでお答えをいたしてお

りますので、私の方からは地方交付税制度の見直しにおける国の状況を、わかっている範囲で説明させていただ

きます。 

 現段階で把握をしております国における地方交付税制度の見直しの内容でございますけれども、まず第１に、

制度の根幹にかかわる問題として、国民が等しく受けることのできる行政サービスの水準の設定をどうするかと

いう点があるわけでございますが、この点につきましては、現在の国及び地方自治体の財政状況からいたしまし

て、今後現在の行政サービスをより合理的に見直す必要が生じており、その結果といたしまして基準財政需要額

が圧縮される方向で見直しがなされております。 

  具体的な交付税算定に関する見直しといたしましては、行政規模の小さな団体に対して交付税額が手厚くなり

過ぎるとの批判があることから、人口面積等が小さな団体ほど基準財政需要額等を割り増しする現段階補正の基

準を、より効率的な財政運営を行っている上位３分の２の団体の平均を基礎として算出する方向で検討をされて

おります。 

 また、特定の公共事業を行った場合に、その事業費等を基準財政需要額として算入する事業費補正がむだな公

共事業を助長しているとの指摘から、見直しの対象となっております。 

 そのほか、基準財政収入額に関する見直しといたしましては、税収確保努力へのインセンティブを強化するた

め、留保財源率を引き上げる方向で検討がなれされているとのことであります。 

 いずれにいたしましても、見直しの全体的な方向は、地方交付税額を圧縮することが目的でありますので、当

町におきましても平成14年度予算編成に当たりましては、地方交付税の見積もりは慎重に行わざるを得ないもの

と考えております。 

 主な改正の内容はそのようなものでございますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（山田力男君） ７番、山本鉄太郎君。 

○７番（山本鉄太郎君） そうすると、恐らく13年度中に14年度の見込みという形で基準財政収入額のある程

度の数字は、概要聴取等がありますので、県や国の方には御報告はなされていると思いますが、その辺の見込み

という形で今後各課局長あたりが需要額に相当する歳出額ですよね、要するに出してくるんじゃないかなという

形のものはわかりますけれども、これについて要するに先ほど言ったように、現在の13年度に地方交付税が交付

されたような形の上で予算編成を行っていくわけですよね。この辺、最後ちょっと一言お願いできますか。 

○議長（山田力男君） 総務課長。 

○総務課長（渡辺 穣君） 年が明けて１月10日前後に、県下で財政担当課長を招集しまして説明会がございま

す。その辺にいきませんと、はっきりしたことがわかりませんので、この時点では申し上げられませんので、よ

ろしく御理解をお願いしたいと思います。 

○７番（山本鉄太郎君） 了解いたしました。 

○議長（山田力男君） 以上で、７番、山本鉄太郎君の一般質問を終ります。 

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



         ◇ 太 田 長 八 君 

○議長（山田力男君） 次に、10番、太田長八君の第１問、わかふじ国体に向けて当局の対応について、第２問、

一次産業と三次産業の共存共栄について「千葉・道の駅トミウラを一例として」を許します。 

 10番、太田長八君。 

         （１０番 太田長八君登壇） 

○１０番（太田長八君） 通告書にのっとり、第１問、わかふじ国体に向けて当局の対応について。第２問、一

次産業と三次産業の共存共栄について「千葉・道の駅トミウラを一例として」を質問いたします。質問は一括し

て行いますが、答弁は１問１答にてお願いいたします。 

 第１問、わかふじ国体に向けて当局の対応についてを伺います。 

 我が町は、平成15年の静岡国体においてレスリング会場となっております。行政報告の中に、会場の整備は予

定どおり２月15日に完成されると報告されました。来年10月にはプレ国体、再来年は本番と、国体の開催まで

２年を切りました。そこで、３点についてお伺いいたします。 

 １点目、我が町がレスリング会場として決定してから、庁舎内の機構は、平成７年に国体準備室が設置され、

その後機構改革により平成11年に社会教育課国体準備係に変更され、職員３人体制で行われ現在に至っておりま

す。来年プレ国体、再来年は国体という大イベントを開催するに当たり、現在の体制で乗り切るのは容易ではな

いかと思います。そこで、来年庁内の機構改革を行い、現体制を強化する考えはあるか、お伺いいたします。 

 ２点目、基本計画の中に町民総意で準備を推し進めるとうたってありますが、どのように考えているかをお伺

いいたします。 

 ３点目、国体を成功させるためには、国体のことをいかに町民に浸透させることができるかだと思います。そ

こでお尋ねいたしたいと思います。同じく基本計画の中に、国体を町民に理解を深めていくとうたってあります

が、町民への啓蒙、広報はどのように考えているか伺います。 

 第２問、一次産業と三次産業の共存共栄について「千葉・道の駅トミウラを一例として」をお伺いいたします。 

 先日行われた農村フォーラム東伊豆のパネラーディスカッションの中で、一次産業の方と３次産業の方との話

し合いの中で、トップ同士の交流はあるが、その下での交流は余りないとの話を伺いました。そのとき、ふと頭

の中に浮かんだことは、10月のホスピタリティーカレッジで講演された千葉・道の駅トミウラのことでした。平

成５年より地域を代表する市町村と道路管理者が協力して、休憩機能、情報交流機能、地域連携機能を持つ道の

駅の整備を行っており、この11月現在、全国に 649カ所の道の駅が登録されております。 

 静岡県においては13カ所登録されており、伊豆半島では西海岸の花の三聖苑伊豆松崎と中伊豆の昭和の森天城

越えの２カ所であり、この東海岸にはありません。財政状況の厳しい中、今すぐ建設は無理と思いますが、道の

駅の持ついろいろな要素を考えたとき、１次産業と３次産業の交流の場の有効な施設になるのではないかと考え

ます。財政状況がある程度好転したときには、建設を考えてもよい施設ではなかろうかと思います。そこで、町

長に道の駅に対してどのような見解を持っているかをお伺いいたします。 

 以上で壇上の質問を終ります。よろしく御答弁お願いいたします。 

○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） 太田長八議員の第１問、わかふじ国体に向けて当局の対応について、３点にわたって質

問がなされておりますが、１点目は私から答弁いたします。２点目、国体東伊豆町基本計画に町民総参加で準備

を推し進めるとあるが考え方は、３点目、国体を町民に理解を深めていくとあるが啓蒙の方法は、については社

会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。 

 １点目のわかふじ国体に向けて当局の対応の、庁内の機構改革を行いますかについてお答えします。 



 機構改革については、平成10年度行政改革大綱が改定され、組織を見直し、職員の適正配置の推進と大綱に沿

い現在実施中ですが、今後も町民にとってよりよい行政を目指し、求められているものを的確に把握し、組織全

体の中で見直しを検討し、今後もよりよい行政を目指していきたいと思っておりますので、御理解を願いたいと

思います。 

○議長（山田力男君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（加藤 悟君） それでは、私の方から太田議員の第１問の２点目、わかふじ国体東伊豆町実行

基本計画の中に、町民総参加で準備を推し進めるとうたっておりますが、どのように考えていますかにお答えい

たします。 

 既に運営方針につきましては策定されております。基本計画においては通信、広報、歓迎接待、宿泊、維持衛

生、輸送交通、消防警備、施設整備、競技運営、式典、リハーサルの11部門で構成をされております。さらに、

関連する基本計画の要綱、競技役員の業務内容、競技係員の業務内容についても作成をされております。15年の

開催に向けての事務的な準備については順次進行をしております。 

 また、御承知のとおり実行委員会のメンバーにつきましても、町当局はもちろんのこと、町議会、行政委員会、

区長会、体育スポーツ関係組織、学校教育関係組織、産業団体、交通通信関係団体、医療衛生関係団体、各種団

体等から構成されておりまして、さらにその傘下に７部会から成る専門委員会が構成をされております。 

 当町で開催をされる中で、観光地としてのイメージアップ、ホスピタリティー等を考慮していただき、多面的

に平成14年から活動をしていただくことになっておりますので、基本的には御指摘の町民参加という形が図られ

ていることを御理解願いたいと、こういうふうに考えます。 

 次に、第１問の３点目、国体を町民に理解を深めていくと書いてありますが、町民への啓蒙はどのように考え

ているのかにお答えをいたします。 

 町民総参加を基本的に考えておりますので、町民に御理解と御協力を得ることは大切であり、そのための啓蒙

は欠くことができないと思っております。平成13年の国体準備の予算で、啓蒙に関する事業として伊豆急熱川、

稲取駅、さらには稲取高校国道歩道橋、各温泉場入り口看板表示は、既に作成はされております。啓発用ののぼ

り旗の購入、さらには役場玄関前への国体残暦表示モニュメントの設置についても、12月中に設置が完了する予

定であります。 

 さらに、レスリング競技についてのルール等を理解していただくために、当町で開催された大会のビデオを利

用し、職員がＣＡＴＶに出向いて解説をしております。また、町民の方々には国体予選のレスリング大会等、当

町で開催される大会への積極的な応援もお願いをしたいと思いますし、来年早々ですけれどもルールブックを作

成しまして、稲取高校生の授業を交えたルール等の説明を７月からＣＡＴＶで行う予定であります。少しでも多

くの町民の方々にレスリング競技への御理解が浸透するよう対応していきたいと考えておりますので、御理解を

お願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山田力男君） ちょっと済みません。 

 太田議員、ただいまの１点目の町長の答弁で、来年はプレ国体で再来年は本国体ですけれども、機構改革で２

人ないし３人にするという答弁がちょっとなかったけれども、それは理解しましたか。それとも答弁を……。 

○１０番（太田長八君） いいです。具体的にはそれでいい。また言うから。 

○議長（山田力男君） ２回目でね。 

 続行いたします。 

○議長（山田力男君） 10番、太田長八君。 

○１０番（太田長八君） いろいろとありがとうございました。 

 まず、１点目の庁内の機構改革についてですが、今まで平成７年の国体準備室ですか、それと平成11年機構改



革による国体準備係は、ともに兼務または兼任なんですよ。これからプレ国体、また本番を迎えるに当たって、

兼任とか兼務でやるのは非常に難しい。また荷が重いのではないかと思うわけであります。 

 それで、人員の増加はともかく、これをまた専任にして対応する考えはあるかどうか、その辺もちょっとお聞

きしたいと思いますし、またプレと国体に関しては多数の人の動員とか、そういう頼むことがあると思うんです。

それで今教育委員会に課が置いてありますが、これを町長部局の方に移転して、職員とか人の動員をより行いや

すくする、そういう考えがあるかどうかをお聞きいたしたいと思います。 

 次に、２点目、３点目については、ちょっと関連性があるので質問が交錯するかもわかりませんが、それは許

してもらいたいと思います。 

 課長の答弁はほとんど原則的なことで、大体この本に書いてあるとおりのことで、大体理解はしておりますけ

れども、四、五点ちょっとお聞きしたいと思いますけれども、御答弁をお願いします。 

 まず最初に、去年新世紀創造祭を行いましたが、これは大変町民に浸透しなかったわけです。それで余り盛り

上がらなかったわけです。この二の舞を踏んではいけないと思って、今回ちょっと国体の方に関して質問いたし

たんですけれども。まず、稲中と稲高のレスリング部員は何人いるか伺いたいと思います。そして、この父兄た

ちをどのように活用していくか、その人たちは多分子供が結局やっているもので、実践部隊といいますかボラン

ティアとして、国体を町民に浸透させるには大変重要な役割を持っていると思うわけです。それで、実行委員会

の中にこの人たちの父兄の名前がなかったんですけれでも、この人たちを入れる考えはあるかどうかをお聞きし

たいと思います。 

 次に、国体の看板ですが、啓蒙、広報の中にいろいろと伊豆急とか稲高の上とか温泉場の表示とありましたけ

れども、私が思いますのに、温泉場の入り口に国体の表示板をやったはいいんですけれども、結局温泉郷の上に

国体の表示が重なっておりまして、これはちょっと疑問に思うわけです。というのは、夜走っておりますと、こ

の温泉郷の案内を非常に損ねて外観上悪いんじゃないかと思うわけです。それでこれを掲示するに当たり、観光

商工課と打ち合わせをしたかどうかをお聞きしたいと思います。 

 それで教育長にお聞きしたいんですけども、現在見まして、温泉郷の上にこのレスリングの掲示板があるんで

すけれども、私はちょっと疑問に思うんですけれども、教育長はどのように感じているか、お聞きいたします。 

 次に、３点目として、今つけています去年のバッジ、そしてこのボールペンが配られたわけです。このバッジ

を幾つつくって、このボールペンを幾つつくったかをお聞きしたいと思います。そして、できればこのボールペ

ンにＮＥＷ！！わかふじ国体と書いてありますけれども、レスリング会場東伊豆町とつければ、よほど東伊豆町

の広報になると思うんですけれども、それはできなかったかどうかをお聞きいたしたいと思います。 

 次に、やはりこの基本計画の中に印刷物による広報、独自印刷物の作成と書いてありますが、これはどのよう

なものをつくるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） 機構改革についてでございますけれども、今思案中といいますか、どういうふうに持っ

ていくかなということでございまして、教育委員会にまた室を設けるということになりますと、３つというか、

それではちょっと……。社会教育課を今までのように教育委員会全部を分けないで１つにして、それで室を設け

るのか、また町長部局に設けるのか、そこら辺を今詰めておりまして、まだ方向性が決まっておりませんけれど

も、国体ということでプレ国体ということになると、やはり係長がそこでということになると、外部に対するこ

とがちょっと難しいかなということで、やはり管理職系統がやはりそこに行かなければならないかなというよう

なことで、まだ検討中でございまして、来年の人事に向けてどういうふうにするかということ、ほかの方も含め

て大変にこの機構というのは今国体に関する機構改革ということですけれども。大変うちの町は下田市よりも管

理職が多いという異常現象でございます。だけれども、地方公務員法によりまして降格はできないということで、

非常に私は悩んでいるわけでございますけれども、それを引き継いだ中での運用でございますから、これからど



ういうふうにしていくかなということで、いろいろ四役を含めて相談していかなければというふうに思っており

ます。 

 あとの二、三の問題は担当の方からお答えいたします。 

○議長（山田力男君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（加藤 悟君） それでは、再質問の中で４点ほどありますけれども、順次お答えします。 

 まず、現在レスリングをやっている児童生徒の数は何人かということでございますけれども、小学生10名、中

学生２名、高校生９名ということで、21名が現在レスリングを習得をしたり練習を行っております。 

 御指摘のその選手の父兄を実行委員会等にというお話がありましたけれども、これについては考えておりませ

ん。あくまでも運営のための組織の中での一員として参加を実行委員として一緒にしていただいているわけです

ので、父兄までにそこまで過重負担をさせるということについては考えておりませんので、御理解をお願いした

いと思います。 

 看板の設置について観光課と打ち合わせをしたのかということですけれども、設置については打ち合わせをさ

せていただきました。基本的には、看板につきましても県のオリジナル的なモデルの中での作成のものもござい

ますけれども、表示については基本的には「ようこそ東伊豆町へ」それから「ＮＥＷ！！わかふじ国体」という

大きい表示がございまして、「東伊豆町ではレスリング競技が開催されます」と、こういったものが大きい表示に

なって各温泉場入り口の観光案内板の下側に掲示をされております。 

 なぜ６地域の案内板にということですけれども、これにつきましては、基本的には国体になりますと、選手、

それから監督、コーチ、役員等が、当町に応援者も含めまして千五、六百人の方が来るんじゃないかという想定

をしています。そういった方々につきましては、先ほども申し上げましたように、７部会から成る専門委員会の

中に宿泊専門委員会というのがございまして、そういったところに県の合同配宿本部で設定されました料金等を

検討していった中で、各温泉場に分宿をしていただくと、こういった形がこれからとられるというふうになりま

す。 

 そういった意味合いから各温泉場にも国体のＰＲというものもしていかなければならないということの中で、

御協力を願ったりした中での体制をとっていくという観点から、各温泉場入り口の看板に表示をさせていただい

たと、こういうことでございまして、一部夜間になりますと見にくいですとか、そういった批判はありましたけ

れども、極端なものにつきましては是正をするような形の中で対応していきたいと、こういうふうに考えており

ますので、その辺は御理解を願いたいと、こういうふうに思います。 

 それから、３問目のバッジ、ボールペンの数、それからボールペンへの東伊豆町の表示がないと、こういう話

でしたけれども、バッジにつきましては数は 2,000個つくっております。これにつきましては、基本的には小中

学校全部は配り切れませんので、学校の関係では卒業式のときの記念に子供たちにプレゼント的にお配りしたい

なと、こういうふうに考えておりますし、会議の折につきましても配付はさせていただいております。 

 それから、ボールペンへの表示につきましては、１本当たりの単価がかなり「東伊豆町」という表示を入れる

ことによって高くなるという部分もありまして、県で作成したものをそのまま利用させていただいてつくること

によって、単価が安くて済むということで、利用をしておりますので御理解をお願いしたいと思います。 

 それから、４番目のポスターについてですけれども、これにつきましてはＰＲ用のポスターということで、デ

ザイン的には県のものをしますけれども、内容につきましてはオリジナル的なものをつくる予定でおります。こ

れについても、素案の選定につきましては検討させていただいて、実行委員会等の中の専門部会等で検討をして

いただくことが一番ベターだと思いますので、そういった中で検討して、よりよいものをつくりましてＰＲに心

がけたいと、こういうふうに考えておりますので御理解をお願いします。 

 以上でございます。 

○議長（山田力男君） 教育長。 



○教育長（藤邊正義君） ただいまの２つ目の看板のことについての御質問ですけれども、今課長が説明しまし

たように、看板設置については合同配宿等を兼ねて各地区の温泉場の入り口に設置し、町民及び町内外の人にも

アピールをするというようなことで設置しました。その看板の設置の場所についてですけれども、そういう入り

口の看板とそれからＰＲとがうまくマッチするようにというような配慮のもとでやりましたので、一部どうだろ

うかというような御意見もありますけれども、そういった意味では行いましたものでぜひ御理解いただきたいと

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） １点目の機構改革については十分検討していくという答弁をいただきましたもので、

十分検討してよい機構改革を行ってもらいたいと思います。 

 ２、３について１点だけ、稲中、稲高のレスリング部員の父兄は実行委員には入れないと言いましたけれども、

運営委員には出るかどうか、その辺をお聞きいたしたいと思います。 

○議長（山田力男君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（加藤 悟君） 運営委員についても、これはその中には現在選出していないというのが現状で

ございます。 

○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４９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。 

 第２問の答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（田村又吉君） 太田議員の第２問、一次産業と三次産業の共存共栄について「千葉・道の駅トミウラを

一例として」ということの御質問でございます。 

 道の駅は、一般道路に設置される施設であり、高速道路におけるサービスエリアやパーキングエリアに相当す

るもので、道路利用者の利便性の向上と施設の利用促進を図り、安全で快適な道路交通環境の形成と地域の振興

に寄与することが目的とされております。 

 設置に当たっては、まず静岡県道の駅配置計画に位置づけられることが必要で、最終的には国土交通省へ登録

申請し登録されることが必要となります。国土交通省が定めた登録要件は、休憩施設として利用しやすさ、道の

駅相互の機能分担の観点から適切な位置にあること、また原則としては主要幹線道路に面していること、十分な

容量の無料駐車場が備わっていること、駐車台数がおおむね20台以上、十分な容量の水洗トイレが備わっている

こと、便器数おおむね10基以上、駐車場、トイレ、公衆電話は24時間利用可能であること、利用者に多様なサ

ービスを提供する施設で、道路及び地域情報を提供する案内コーナーが備わっていること、案内サービス施設の

設置者は、市町村または市町村にかわり得る公的な機関であることとされております。 

 御質問の千葉県富浦町の道の駅トミウラは、道の駅グランプリ2000において、全国多数の道の駅の中からグラ

ンプリに輝いた成功事例でございますが、当初は第三セクターの設立の予定でしたが、民間の協力が得られず、

やむなく町が全額出資した株式会社で運営されていると伺っております。 

 道の駅は、現在静岡県内には13カ所設置されており、伊豆半島では天城湯ヶ島町の道の駅天城越えと松崎の道

の駅花の三聖苑がございますが、道の駅天城越え、道の駅花の三聖苑ともに新たな施設整備を必要としない既存

の施設を利用した道の駅でございます。地域の情報発信の場として、また地場産品の販売の場としての魅力は感



じますが、町の財政事情を考えますと、用地の確保や建物の建設など、ゼロからの整備は困難であると考えてお

ります。 

○議長（山田力男君） 10番、太田長八君。 

○１０番（太田長八君） 今町長が答弁したように、今この現在財政状況が大分厳しいので今すぐにとは申しま

せん。ただ、こういう施設も町にあってはよいのではないかということで、今回提案という形で質問させていた

だきました。 

 まず、富浦町の道の駅について10月にホスピタリティーカレッジをやったんですけれども、そのときの資料と

して道の駅の販売戦略ということで、こういう資料があったんですけれどもこの中に四、五点、道の駅に関して

一次産業と三次産業を結びつけるためにいい材料が載っているのではないかと思いますので、少し読ませていた

だきます。 

 まず、「観光客に道の駅が受けている」と。「自由に使えるきれいなトイレ、地域との触れ合い、そして地場の

名産品の販売」そして大分行きまして「道の駅という施設が全国に開設されるようになって７年が過ぎた。オー

プン当初は道の駅とは何という質問が多かったが、やっと道の駅という名前が公共性や地場産品といった印象を

与えるまでに定着してきた」我々も車で行ったときに、道の駅というと安心があってすぐ寄るんです。それでそ

ういうように「立ち寄るお客様も安心感を持ち、個性的な商品やサービスとの出会いを期待されるのか、利用者

は年々増加している。道の駅というネーミングがよく、お客様も多いとなれば、地域活性化を目指している農漁

村地帯の市町村がほうっておくはずがない」それと、「農村地帯でやる気のある農家が多ければ、農事法人や農業

協同組合が運営する傍ら、新鮮な野菜やくだものが所狭しと並ぶとか、海産物が豊富であれば漁業協同組合が頑

張り、地魚料理や魚市場のような活気であふれる施設にもなり得る」と。そして、富浦の駅の場合は、「過疎化、

高齢化、第一次産業の衰退をどう受けとめるかということで、いろいろ議論をしまして、産業と文化の振興、そ

して情報化、さらには運営方法の黒字を目指してソフトウエアで勝負する」というようなことも書いてあります。 

 そして、もう一点、「単なる道の駅ではなく、地域活性化の拠点づくりのために」ここが大事だと思うんです。

「地域活性化の拠点づくりのための施設であるから、事業内容は幅広い」と。 

  ここで町長に伺いますが、今町の観光協会が商工会に間借りをしているわけですよね。この施設ができれば、

町の観光協会は国道に出てきまして、そして今国道 135号線が我が町にとってはバイパス的な要素になっていて、

通過車両台数も結構あると思うんです。聞きますところ、この統計は現在とっていないと言いますけれども、こ

の１割の車が道の駅に立ち寄れば、ミカン狩りとかイチゴ狩り、まして大川の椿祭り、そしてホタル祭り、細野

高原の山菜狩り、結構その辺がＰＲできて、我が町の経済にも大分活性化になると思うわけであります。そして、

さらに農業ばかり申し上げていますが、農産物の２等品の販売、これも多分道の駅では可能ではないかと思うわ

けです。テレビで、スーパーの商品の中で野菜のきれいなものと土のついたものをやった場合、消費者がどちら

を選ぶかといった場合、今現在の情勢では、土のついた方を買っていく人が多いということも聞いております。

だから観光客というのは、形はどうであれ内容が伴っていれば結局その辺の２等品のやつでも販売できるのでな

いかと思うわけであります。 

 トイレの問題。結局 135号線に関しては、伊東の赤沢から下田の尾ケ崎、それまで公共的なトイレがないわけ

であります。そこで、道の駅ができれば当然トイレを目当てという言い方はおかしいですけれども、その辺の駐

車台数も多くなって、結構町の経済の活性化になるのではないかという意味で、今回道の駅ということを提案さ

せていただきました。 

 １点だけ町長に、町の観光協会が商工会にあるのはどのように思うか、それを１点お聞かせ願いたいと思いま

す。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） 数ある道の駅の中でも一番の成功例、道の駅のグランプリというようなことで、いい点



だけが報道されていると思います。 

 場所は忘れましたけれども、和歌山県あたりじゃないかと思ったのですが、道の駅に寄ったことがあります。

それは既成のところに道の駅をということで、ある程度いろいろなものをつけ足してやって、地場産品を売る売

店とかそういうところは非常によくいってましたけれども、そのほかにつけたのは、やはり使いにくいなという

ような感じもいたしました。 

 そういうことで、あればいいと。立地条件、やはりそこが、どうせつくるには情報発信も大切ですけれども、

やはりロケーションがいいところで、それである程度の面積をということも必要になると思います。そういうこ

とで、将来的にはあればいいというふうに思っております。近い例ではこの道の駅がある程度定着をして、それ

で信用が得られたということで、お隣のオレンジセンターでは、道の駅ではなくて旅の駅というような名称でう

まく売り込んでいる例もございます。そういうことで、先ほどから言われましたことは本当にいいことだから、

機会をねらっていいところがあったら計画には長い目で見た中では入れていきたいと思っております。 

 観光協会が間借りと言っていますけれども、独立しているところというのは数は少ないわけで、もう少し大き

い市、熱海とかそういうところですと持っていますけれども。間借りが悪いというか、商工会の中の商工会館と

いうことで使っておりまして、その中でやはり商工会館の運営からいくと、その商工会館はそういう貸し事務所

ということも商売の一つというか、運営の一つの資金源としておるわけでございまして、一概に間借りが悪いと

いうようなこともございませんし、また今の観光協会の運営を見ていますと、自主財源というのはほとんどなく

て、町の補助金を頼って運営しているというような観光協会でありますと、やはりあの程度ではないかなという

ふうに思っております。 

 そういうところへの併設ということでも、下田の尾ケ崎あたりを見ますと、やはり出店的なもので、そこで全

部が運営できるというようなものじゃないなというふうな感じを持っております。観光情報の発信の基地、ある

いは皆さんへ管内の情報を提供するということでは、本当にその場所としたらいいということでございまして、

道の駅が出れば観光協会あたりもそこへとある程度一部事務所を設けてそういうことを分担してもらうというよ

うなことは大変いいことじゃないかなというふうに思っておりますし、地場産品の販売というものも、これはや

はりある程度朝市というか、そういうものが定着をするというか、信用がされてきてのことでございまして、今

は残念なことに農業はどんどん衰退してきておりまして、地場産品をそういう売る体制というのが、じゃどこま

で供給できるかなというようなこと、産業の振興と両方相まってやっていかなければならないということで、そ

ういうことに配慮しながら機会をねらってはいきたいと思っております。 

○１０番（太田長八君） 了解。 

○議長（山田力男君） 以上で、10番、太田長八君の一般質問を終ります。 

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

         ◇ 八 代 善 行 君 

○議長（山田力男君） 次に、８番、八代善行君の第１問、市町村合併についてを許します。 

 ８番、八代善行君。 

         （８番 八代善行君登壇） 

○８番（八代善行君） よろしくお願いいたします。 

 市町村合併について。８月10日に施行された設置要綱に基づく市町村合併、担当課長で組織する作業部会にお

いて現況調査における基礎的資料の収集を…… 

○議長（山田力男君） ちょっと静かに願います。 

○８番（八代善行君） 基礎的資料の収集を検討し、市町村合併についての啓発活動、合併のメリット、デメリ

ットの調査検討を実施して、報告書の作成を予定しているというところであり、（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いるが、これらの一連の内容の進捗状況を伺いたいと思います。 



 よろしくお願いいたします。 

○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） 八代善行議員の市町村合併について。合併問題協議会設置に向けて、市町村合併担当課

長で調査研究している内容の進捗状況を伺いたいとの質問でございますが、この設置基準とかそういうのは誤解

のないように、賀茂町村会の中で町村長会から助役会へとおろして、それでそういうふうな組織立てをしたとい

うことで、合併を推進する町村会の中での設置基準でございまして、合併問題に対する大きな法律的な問題でな

いということを了解していただきまして、あと、そのほかの町村会の中での動きというものは担当課長の企画調

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。 

○企画調整課長兼防災監（太田俊彦君） それでは、私の方から八代善行議員の市町村合併についての作業部会

の進捗状況についてお答えをいたします。 

 平成13年８月10日から施行されました賀茂地区合併問題調査検討会設置要綱に基づきます作業部会につきま

しては、８月27日に第１回目の検討会を開催いたしました。部会長並びに副部会長を選任し、９月の議会定例会

でお答えしてありますように、今後の予定を決定したところでございます。 

 第２回目につきましては10月29日に開催し、検討会での予定に基づき、作業部会での調査検討事項を現況調

査、基礎的資料収集及び検討、それから先進地事例調査におけるメリット、デメリットの検討、それから調査検

討報告書の作成の３項目に集約をしました。12月末日までに基礎的資料の収集と検討をして現況調査を終了する

ことといたしたところでございます。 

 この第２回目の決定事項に基づきまして、第３回目は11月27日に開催し、その基礎的資料としましては、ま

ず第１として地域の現況の把握、第２としましては人口動態、生活圏の一体性の把握、３としましては行政上の

一体性の把握、４としまして地域の将来像、発展の方向性の把握、５としましては行政水準、行政サービスの比

較について、資料の作成検討をしたところであります。 

 さらに、12月の作業部会で、あと１回、年内では予定をしておりますが、現況調査の基礎的資料の収集と検討

を終了することとしております。その後先進地の事例調査におけるメリット、デメリットの検討に入り、先進地

の中で賀茂地区と類似した合併ケース、あるいは実際に合併したことによって得られた効果や生じた課題等につ

いて調査を実施する予定としているところでございます。 

 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） 課長、第３回目のときに方向性といろいろ把握されていることがありますけれども、実

際どのような内容が各町村から持ち寄られて、どのような方向性等、またそれらのメリットやデメリットについ

ての各部会、そこに各町村から出ています課長、また助役会というか、そういうところからの意見はどのような

ものがあったのですか。 

 そして、なぜ市町村合併かということにつきましては、やはり振興センターももちろん各市町村の勉強会等で

今やっていますけれども、それらにつきましても行政センターの所長みずから来て、議員、また町村の関係の職

員等の前で、いろいろ国の体制等から見てやはり合併ということについては、支援本部も設置した中でいろいろ

話されております。 

 ここで具体的に出ていないというのは、やはり合併については各町の住民の意思というものを一番尊重しなけ

ればならないことだから、そういうことについては慎重にやっていると思いますけれども、なぜかこの合併その

ものの進み方が先送り、先送りになっているのじゃないかなという感がありまして、再度質問しているわけです。 



 普通だれもがわかりますことは、伊豆半島賀茂郡という地域、これらの社会面や経済面から見た地域的な一体

性の中で考えたときに、やはり賀茂郡７市町村の経済構造は、縦にしても横になっても観光構造の方向性は今も

将来も変わらないのではないかということは、だれもが思っていることと思います。 

 こうした中で、地域間の有機的な連携を図った道路等の整備の充実も、合併に向けての一つのテーマではない

かということも考えられるわけです。合併推進等の住民のコンセンサス、  ──これからの少子高齢化の社会を

見たときに、第一の目標を社会福祉、介護支援の充実とした中で、高齢者も障害者もハンデキャップを持った人々

も困難を伴うことなく移動できるようなバリアフリーのまちづくりにユニバーサルデザインを取り入れた取り組

みで町村合併というものを考え、伊豆の広域事業としてもとらえることができるのでないかと思うわけでありま

す。バリアフリーからユニバーサルデザインの理念のもとに県道、国道、その他地域の未整備、また未完成の道

路の期限つきの公共事業の実施を、町村合併の支援、町村合併推進とリンクさせて考える必要性も十分あるので

はないかと思うわけであります。 

 また、環境の保全や住民の公衆衛生と健康を配慮した公共下水道施設事業の必要性は、国県においても十分認

識をしているので、国の直轄事業としての優先的な中長期的計画の実施についても、町村合併等を考えたときに

広域的な計画に入れ、こういうことも要求すると。合併するについて、これらのことをトータル的に頭に置いて

提案というものをしていった方がいいのではないかと思いますけれども。 

 会議が３回ほど、また年内にも会議があるようですけれども、今私が話しましたこのような話がやはり検討委

員会において多分出ていると思いますけれども、具体的にどのようなことがあったのか、把握されているのか、

そしてメリット、デメリットについても、それぞれ町村の立場は違うにしてもあると思いますけれども、その辺

を再度確認してお聞きしたいと思います。 

○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） それでは、第２問目につきましては、10月、11月、今までに開催しま

した作業部会についての内容はということだと思います。 

 まず、10月に開催しました検討委員会におきましては、これは助役と担当課長の合同会議で実施いたしており

ます。協議事項につきましては、今後の進め方ということの中で、今後の検討会の進め方をどうするかというこ

との中で、先ほど答弁いたしましたような形での今後の検討が協議決定をしたところでございます。 

 ちなみに、基礎的資料の収集ということで、現在あくまでも作業部会といたしましては、合併問題の調査検討

ということで、資料収集からその検討をしていくという段階のことでございまして、少し長くなるかわかりませ

んが、現況調査の基礎的資料につきましては、当然地域の現況の把握ということで、それぞれの市町村の地勢、

あるいは歴史的な動向、人口動向、産業構造、そういうものももちろん含んでございます。 

 それから、人口動態としましては生活圏の一体性ということの中で、それぞれの市町村の商圏、あるいは医療

圏、転出内容、交通流動、そういうもろもろの調査の資料も現在収集をしているところでございます。 

 それから、行政上の一体性の把握ということの中で、それぞれ広域行政の圏域の問題、現在南伊豆広域市町村

圏の中で、それぞれお互いできるものについては広域圏ということで広域行政を実施しているんですが、それら

について、さらにいろいろな意味の中での医療関係の広域圏ができるのか、あるいは今現在老人福祉問題等、そ

ういう環境的な問題も含めた福祉行政も含めた中での一体性ができるのか、それぞれの資料を持ち寄って、現在

それも検討しております。 

 それから、将来的な発展の方向性はどうなんだと。現況だけでなく、それぞれの市町村の振興計画がございま

すので、それらに基づきまして将来の方向、あるいは基本方針を設定すると、そういうようなところも今資料を

収集しているところでございます。 

 それから、最後の行政水準あるいは行政サービスの比較ということになりますと、それぞれ市町村によって行

政の組織も違いますし、職員の状況も違います。あるいは財政指標、いろいろ問題も含んでおりますので、まず



それらの資料を収集して、どういう形でこれからできるんだと、そういう意味での方向性。皆さんが所属してい

る市町村議会の関係もございます。それら住民生活に基づくもののサービスがどういう形で処理できるか。その

ようなものを含めた中での今資料を収集ということの中で、それぞれ検討をすると、そういう段階でございます。 

 それから、第１段階としては現況の調査、現在のそれぞれの市町村の資料を提供していただいて、今後の調査

の検討をするということで現在進めております。それが10月19日と、それから11月 27日にまず資料の収集。

今月議会終了後に、できれば早急にそれらの資料収集についてはすべて終りたいと考えているところでございま

す。年が明けてからはその収集検討が終わり次第、先進地等の関係に進みたいということで、現在進んでおると

ころはそのところでございます。 

 それから、いろいろバリアフリーとか、賀茂郡下のそれぞれの市町村の中で観光を中心とした第三次産業です

か、それらが中心になるということですが、その辺につきましてもこれらの資料を収集した中で、どういう方向

性があるのか、あるいはどういうふうにしていくべきなのかということの検討をこれからするということの中で、

現在作業部会として各市町村の担当課長が検討をしているということですので、その辺はまた今後についての合

併問題の委員会とか合併協議会というのは、また今後の話になりますので、現在では今一応資料をもとに、それ

ぞれどういう方向へ行くかという検討をしてい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） ８番、八代善行君。 

○８番（八代善行君） ありがとうございます。 

 いろいろ多少わかりましたけれども、大変な作業だとは思っております。 

 ここで３点ほど提案というか、この広域行政に向けて、また合併に向けての提案あるいは提言的なものを３点

ほど申し上げますけれども、それについて町長の御意見を伺いたいと思います。町長でも助役でも。 

 今いろいろ全国でこういう合併問題等につきましては、国の国対の中、また国の体制の中でいろいろ中央は考

えておると思いますけれども、新聞等によりますと、高速道路等の高規格道路に関しては、都会人に大変地方は

批判されがちであります。そこで、そういう地方へのメッセージ的なものが参考でありますので、ちょっと読み

たいと思います。 

 「心の豊かさ効果」ということで、「高速道路建設に関して都会人に非常に批判される地方であるが、まだまだ

地方に道路は不足している」と。「視点を変えて高速道路等のもたらす経済効果というものを、数字にならない心

の豊かさ効果で考えてみることもできる。東京のまねをした道路が必要だというのではなく、東京に絶対にない

すばらしい光、太平洋の水平線をはるかに臨む海、緑の空間とミカンの香り、こうした美しさこそが豊かさであ

ると考えては、どんなに将来的にすばらしいことができるだろうか」ということをメッセージとして書いてある

のがありました。また、「それについては、東京は田舎のお金で今日まで便利に発展しているということも現実問

題として誇れることだ」とも言っております。 

 また、観光振興、文化交流の重要性としまして、都市型観光資源との連携を図る特徴ある都市計画と各種の広

域連携事業を通してまちづくりを行う重要性として、１つは、やはり今東伊豆町でいろいろ構想があります。ユ

ニティ伊豆の関係、また奈良本等で計画されています農村公園、これらについても合併等を考えたときに、道路

事情、これらを有機的につないだときに、やはりこういう町で持っている事業構想も飛躍的に前へ進むのではな

いかなということを考えるわけであります。 

 この中で、アダチゴロウという元国土庁長官官房審議官、その人の話がありますけれども、「我が国の自動車保

有台数は 7,500万台、運転免許取得者もほぼ近い。総人口の約 1.7人につき１台の車の保有をしているようであ

ります。交通手段の主役が鉄道から自動車に転換して久しいが、自動車交通にかわり得る次世代の交通手段は、

残念ながらこの世に出現さえしていない」と。「こういう状況から見て、高速道路、一般農道、地方道などの道路

ネットワークの整備は国民的資産を形成するものであり、それは将来も変わらないことであろう」ということが

メッセージとしてあります。 



  広域行政を考えるとき、やはりこのようなことまで視野に入れて提案なりいろいろ話し合われてこないと、伊

豆というところは永遠に経済の活性化はできないと思います。これについて町長に後からよろしくお願いいたし

ます。 

 あと２つありますけれども、１つは対話の町政でありますけれども、対話の町政の中で、やはり町長は各地区

を移動町長室で回っております。やはりそれには町民の生活に必要なことを毎回テーマとして取り上げ、町民か

らの要望を聞いた中でいろいろ理解や調整をしながらやってきていると思いますけれども、この移動町長室を利

用したときに、今取り上げられております合併等についてはどうだ、どのようにしたらいいのか、どのような意

見があるのかというのを席をかりた中で町民に直接聞くことも十分できるのじゃないかなということを考えるわ

けであります。 

  やはり各町村を大きくして、経済力を強くして、ただそれだけが町村合併の目的ではないと思います。中央に

は中央の国家観というもの、または国の体制という中で、国が今一番必要とされているのは何だという中で、こ

の町村合併というもの、全国で 3,300ある市町村を1,000 にしていこうよというのが、これが中央の意見であり

ますから、そういう支援事業もありますから、これの積極的な取り組み方と取り入れ方を早急にした方がいいの

ではないかなということを考えるわけでありまして、このことについて町長の意見も伺いたいと思います。 

 最後になりますけれども、我が町の業種別売上高の低迷、また落ち込みなんですけれども、平成10年、11年

度の比較ですと、私は前にもこの席で言ったと思います。第二次産業と第三次産業の業種別売り上げ高の落ち込

み額というのは、35億円ぐらいありました。今年度はもっと多くなっていると思います。これらの業種間の落ち

込みのてこ入れというものをどのようにしたらいいのかというのは、今全国で持ち上がっています町村合併とい

うものを今のような視点でとらえて積極的な取り組みをすることによっても、弾みがかかるのじゃないかなとい

うこと。１つは先ほど言いましたように、町村合併をすることによって、この地方道の未完成の部分にも話し合

いの中で未完成の道路、未整備の箇所、そういうところもリンクさせて期限つきで公共事業をやってもらうとい

うことです。 

 先ほどのメッセージの中で官房審議官は、高速道路、一般国道、地方道などの道路ネットワークの整備、これ

は国民的資産を形成するものであると言っております。ですから、東伊豆町もお互い皆さん知っているように、

まだまだ 135号線と平行して中山間を走っている道路も河津町の方から来ましても農免道、それも河津からの方

途はまだ未完成であります。そして、山田水垂線、これもまだできていません。稲取片瀬線、また湯ケ岡赤川線、

大川遠笠山線、伊東東伊豆道路、仮称ですけれども、これだけの未整備、未完成の道路がうちの町にはあります。 

  ですから、早い時期にこういう未完成道路、未整備の箇所も町村合併とうい合併をすることによって、長期完

成でなくて計画的な時限つきの完成を県・国の方へ要望しながら一緒に合併を進めていく、そういう手法をとら

ない限り、この第二次産業、第三次産業の落ち込みというのは、非常に年々取り返しのつかないものになってく

ると思います。 

 町村合併については、確かに河津や東伊豆、その他の賀茂の地区をとっても本当にみんな貧乏世帯だと思いま

す。だからといって、合併しないで先送りにしていたら、ますます危険になりますから、国が推進しているよう

に貧乏同士で一緒になってもいいから国の支援や援助を十分合併の事業として受ける、やっていただく、そうい

う考えも一つの提案として今言ったわけですれども、この３つ言いましたことについて、ぞれぞれ当局の立場に

ある御意見を伺いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） 通告の表題には合致しているんですが、質問の要旨からは随分外れた最後の質問になり

ましたけれども。 

  合併ということになりますと、全国的にといいますか、私がなったときには 3,400ぐらいですか、ことしの町



村長大会へ行きますというと、もう 3,000ちょっとというようなことになっておりますけれども、そういうこと

での流れで、合併して市町村を五、六百にするんだというようなあれもあるし、また 1,000ぐらいが適当だとい

うような、いろいろの論議が交わされております。 

  そして、流れといたしましては、去る11月28日、全国の町村長大会があったわけですけれども、そのときの

決議事項としては合併は強制しないと。やはりその地域の持っているものを残していく、守っていくというのが

町村であって、それを大きくしていって個性をなくすのは、それから強制的に住民が望まない合併は強制しない

というような決議をなされております。また、議員がいろいろとおっしゃいました中にも、そういうことがあり

ます。 

  特に、今初めの質問の町村会で助役または担当課長におろして検討するようにというのは、まだ合併の問題で

どうしたらいいかという判断材料を得るための研究会でございまして、それでそれを各町村に持ち寄ってメリッ

ト、デメリットを検討し、また町民に情報発信をしてその町民からの意見を聞いていくというようなことでござ

いまして、大変に町村合併というのは、この前の９月のときの議員の質問にもお答えしましたけれども、今設け

られている平成17年までの合併というようなことに対しては、県内でもそんなには大きくは動いていかないだろ

うなというようなことでございます。これはもう17年のときに決議がなされなければならないということになる

と、あと14年、15年、16年と３カ年しかないということで、これはそこへのこぎつけというのは、なかなか難

しいのではないかなというふうに思っております。 

 ３つの問題に関しての質問でございますけれども、道路問題と合併というようなことでございますし、また合

併すると相当の基盤整備というか、そういう合併対策債とか  ──ちょっとはっきり名称は間違っているかもし

れませんが  ──そういうことで今の町村が起こし得る町債の 10 倍ぐらいのものをそういう基盤整備のために

起債を起こすことができます。そして、その起債は７割が交付税措置であります。それで、今までですと財政指

数によって交付税措置が違ったわけですけれども、この合併の町債というものは財政の豊かなところも貧しいと

ころもなく、ならしで７割というようなことが魅力でございます。ですから、お隣あたりは２町でいいから合併

してそれを使ってまたやろうというような誘いもあります。 

 しかし、やはり先ほど山本議員のときに申しましたけれども、今は 5,000以下のところに対してそういう交付

税措置の見直しがされているようですけれども、14年あたりからはこれが１万になるのじゃないかなという観測

でございまして、うちの町はそれでも１万 5,000くらいあるから、その中には入らないなというのが  ───賀

茂郡でいきますとうちの町と南伊豆がその規制の中には入らないなというようなことで、あとの町村はこれはも

うそういうことで検討していかないと、あめでなくてむちの方で大分やられるなというような感覚は持っており

ます。 

 そういう点で、私はこの賀茂の町村会でのあれのときに、うちの町は関係ないよというような冷たい言い方は

したわけですけれども、それでも慎重にこのことの調査はしてくださいということで賛成はしているわけでござ

います。 

 そういうことで、今は初めて小泉さんという都市を基盤とする首相が生まれたわけでございまして、それで大

変改革という名のもとに出しているのが都市と地方との対立だというふうなことで、その誤解がないようにとい

うことで、今そのことを崩すことを小泉さんは一生懸命やっているようでございますけれども、流れは都市議員

の方へということで、改革が進められておるものでございますから、道路問題では私らは声を大きくして、都会

には道路は要らないかもしれないけれども、地方にはまだ生活道路が必要だということを大きく叫んでいるわけ

でございます。 

  そういう議員の提案もなかなか注目すべき問題がありますけれども、合併というのはもう少し大きな考えで  

──だから１万 5,000ぐらいの町が、また１万とか１万 5,000の町と一緒になって中途半端な２万 5,000ある

いは３万の合併でいいのかなと。５万というような目標が市ということを掲げてありますけれども、そうでなく



て、もう少し規模の大きい10万ぐらいの人口が見込める合併の方が、将来また合併しなくても済むかないうよう

なことを考えております。 

 それで、また多様な町政と関連して移動町長室あたりでどういうふうな話が出ているか、その機会を利用して

町村合併の機運を盛り上げていったらというような御提案でございますけれども、今でも出ております。半分以

上の地域で合併の問題は質問なり提案があります。私はやはり合併は町民の意向によって実現されるものである

から、皆さんの意見を聞いて、それで方向を決めたいというふうな話をしてきております。 

 それから、業種別売り上げの減少ですか、今の町内の疲弊の問題と合併でございますけれども、これもはっき

り申し上げまして、賀茂地域全部の合併というような問題になりましたときに、果たして今度何市になるかは知

りませんけれども、合併したその町の発展、将来像という中に、我々町村長の責務としては福祉の充実と町政の

発展という、この２つが自治法で定められている努力目標でございますけれども、この福祉の充実ということに

対してはできるかもしれませんけれども、町政の発展というか、こういうふうな町政を発展させていくんだとい

うレポートは、南伊豆圏の町村合併に対してでは書けないんじゃないかなというのが私の感覚でございます。現

在でも言われている平成25年ぐらいになると高齢化が進んで30％近くになるというようなことも、もう既に賀

茂郡の３市町村はそれをクリアしているというようなことでございまして、なかなかそういうことはできないな

というのが感覚でございます。 

  この町村会の課長さんたちが討議した中からの問題で、今度はもう一つ生活圏という問題があります。うちの

町と賀茂村が賀茂郡の中で一番東の端と西の端になるわけでございまして、生活圏がその東側とのことも考えて

という独自の考えでの検討もなされなければ、町民に対してこの問題が賀茂地域の討論と、もう一つは生活圏を

含んだところとの合併というようなことで、どれがどういうふうにいくとこうなるということを、町としてもそ

れができた後調べて、それで町民に情報として発信していかないと町民の判断材料はできないのではないかなと

いうふうに思っております。 

 要旨としてまとめてなかったものですから、ちょっと答弁があちこちへ行って、それでまた時間が長くなりま

した。失礼をおわびして答弁といたします。 

○議長（山田力男君） 以上で、８番、八代善行君の一般質問を終ります。 

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

   ◎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  １時５９分） 
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議 事 日 程 （第２日） 

日程第 １ 一般質問 

    １．１５番 内 山 恒 昭 君 

     １）予算編成の基本姿勢について 

    ２． ３番 栗 田 成 一 君 

     １）町長の政治姿勢について 

     ２）１４年度予算編成について 

     ３）住民サービスの現状について 

    ３．１４番 山 田 直 志 君 



     １）介護保険について 

     ２）教育について 

     ３）予算編成について 

     ４）幹部職員政策について 

    ４．１１番 居 山 信 子 君 

     １）住民生活の福祉・健康向上策について 

     ２）男とか女でなく人として共同で参画する町づくりについて 



   ◎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４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、昨日に引き続き一般質問を行います。 

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

         ◇ 内 山 恒 昭 君 

○議長（山田力男君） 15番、内山恒昭君の第１問、予算編成の基本姿勢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） 皆さんおはようございます。 

 平成13年第４回定例会に、私は今回予算編成の基本姿勢ということで、２項目に分けて質問を通告してござい

ます。一括して行いますので、答弁につきましては町民にわかりやすい答弁をお願いいたします。 

 来年度予算、いわゆる平成14年度の予算編成期を前にした12月定例会において、私は田村町長の行政に対す

る基本的な姿勢と、これに関連し予算編成に挑む基本姿勢についてをお伺いするものでございます。 

 

 田村町長におかれましては、３年前の激しい選挙戦を勝ち抜かれ、めでたく当選をされ、いよいよ来年度は現

任期によるところの最後の予算編成になるわけでございますが、いまだ再出馬の意志を明確にしてございません。

しかし、町民とのお約束によるところでは、前回の選挙戦におかれ、異常な行政運営の是正、行政の方向を定め

たら次代にバトンタッチをしたいと、田村町長みずから１期４年ということで出馬宣言をなされたことは、広く

町民が周知をしている事実であります。今回はいかがなされますか。差し支えなかったらお聞かせを願います。

恐らく再選に向けリッキするものと想定をされますし、再選を目指しての予算編成なのではないかという前提に

立って質問をいたします。 

 まず第１点目に、来年度予算の重点施策について、具体的な構想は何かお伺いをいたします。 

 さて、御案内のように不況の厳しい波動は、その冷酷さをもって地方経済にさまざまな悪しき影響を与えてい

る。東伊豆町もその例外ではなく、厳しさの中に確かな活路を求め、英知と努力を行っているところでございま

すが、先の見通しに明るさが全く感じられない地方財政は、ここ数年、不況にあえぎ、当町の財政事情におかれ

ても、事実、税収の大幅な伸び等到底見込めず、新たな税財源や国・県からの補助金等、依存財源の確保につい

ても、なお一層の厳しさが予想され、大きな期待が望めないのが実情であります。 

 このような状況のもとでの予算編成であり、限られた財源をいかに有効的に活用していくのか、田村町長の行

政手腕によるところの行政施策の選択が、大きく問われるところであります。為政者として、また町の最高責任

者として、来年度の町の指針をどのように方向づけるのか、お示しを願いたいと思います。また、その基本的姿

勢と予算編成の重点施策について、具体的に町民にわかりやすくお示しをいただきたいと思います。 

 そこで、具体的に２点お尋ねいたします。経済、いわゆる景気活性化対策等の新たな支援事業、広く町民に明



るさと活力を与えるような事業を来年度お示しになれるのかどうなのか。次に、重点施策事業と一般事業につい

ては、どのような事業をお示しになられるのかどうなのか。また、この区別、優先順位等についてお尋ねいたし

ます。 

 続きまして第２項目めに、過去の議会発言、議会答弁等の公約の履行について、具体的な問題について二、三

お伺いいたします。 

 まず、中山間地域総合整備事業についてであります。この事業は県が行う事業であり、農業生産基盤整備を第

一義的に基本的に行うことにより、生産性の向上、所得水準の増加を図ること、また地域資源の活用により農業

の活性化を促進するということで、平成12年８月に予定スケジュール並びに活性化構想案が示されました。 

 それによりますと、本年、いわゆる平成13年度は実施計画の策定並びに農村基本計画の作定ということで、町

としての負担金 634万 5,000円が当初予算で計上され、その業務も既に完了をしていると思われます。いよいよ

来年度は事業着手の段階に入ります。予定スケジュールどおりの内容であるならば、県サイドで予算化が進めら

れていると思われます。そこで３点ばかりお伺いいたします。 

 国・県の予算編成の動向等は、町としてどのような把握をしているのか。また、県との連携についてはどのよ

うにしてなされているのか、お聞かせ願いたいと思います。次に、来年度の事業着手について、その場所、事業

内容、予算規模についてお尋ねいたします。３点目に、実施計画、農村振興基本計画の内容について明らかにし

ていただきたい。これらによって、全体計画、全体予算規模はどのようになるのか、お聞かせ願いたいと思いま

す。 

 次に、風力発電施設建設事業についてお尋ねいたします。 

 地球に優しいエコエネルギー、資源の活用、観光モニュメントとしてこのイメージアップを図り、誘客が可能、

20年間の売電契約によるところの収入が得られる等ということで、平成11年から平成12年に東京電力が７年間

浅間山で実施した風況調査結果を踏まえ、事業化しようという計画であります。本年当初予算に、風力発電フィ

ールドテスト事業 1,000万円を計上、東京電力の調査に次ぎ、町独自で浅間山の調査を行い、平成14年度の設

置を予定するということで、大々的に予算発表がなされました。追って７月12日、新エネルギー産業機構いわゆ

るＮＥＤＯに共同研究の申請を提案、それによりＮＥＤＯより共同研究事業者としての採択を得、契約を締結を

してございます。 

 現在、風力発電の可能性については、別会社、いわゆる町長の所信表明では、東京電力株式会社が平成14年３

月末日に期間を設定をし、委託調査・研究を実施しているところであります。これらについても３点お伺いいた

します。 

 共同事業研究者とは、どのような事業者か。また、風力発電システム等の権利義務等は、どのような形になる

のか。２番目に、助役がキャップと言われる根拠、前回もお尋ねしましたけれども答弁がございませんでした。

また、役場庁内のプロジェクト、課長会議での検討はどのような内容がなされているのか。また、現地調査等は

もう既に済んでいるのかどうなのか。もし、プロジェクトチームがあるなら、その構成メンバー等についてお尋

ねをいたします。 

 以上、申し上げました２項目の具体的な問題につきましては、おのおの農業生産の向上、所得水準の増加、農

業の冷えに歯どめをかける最善の施策、県営事業での政策のガイドラインに沿っており、合理的なこの上ない事

業、また一方では観光資源としての話題性や公共施設での活用が期待できる、電力会社と20年間の売電契約を結

ぶことにより、危険性は全くなく安定した収入が得れる、環境に優しいクリーンエネルギーとして地球環境の保

全に役立つ等々、未来に希望と明るさを与える幾つかの公約、２回答弁がございます。 

 差し当たり私がこの例示したことは、来年度予算に計上ができるというお考えに立っておられるのかどうなの

か。計上する御意思があるならば、「政治家は次の時代を考えて政策を行う、政治屋は次の選挙を考えて政策を行

う」という言葉がございます。町長自身がこれらの事業を実施するという御意思があれば、それはそれで結構な



ことでありますが、次の選挙で再選を確実にするための甘えを与えるものであってはなりません。また、町に重

大な損害を与えるものであってはいけない。一たん制度化したものは、容易に交代することは許されません。あ

なた自身が当選されても、あるいはほかの方が当選をされても、その政策を継続しても町財政に支障がない、現

行町財政のもとでも十分に継続していけるという確固たる判断と自信を持って、来年度予算に全額借金というこ

とで計上するお考えがあるのかどうなのか。自信がおありとすれば、その根拠を、大まかなことで結構でござい

ますのでお示しを願います。 

 もし、困難で計画等に大幅な変更があるとお考えになるなら、公人として議会答弁についての政治責任をどの

ようにお考えになられ対処しようとするのか、その所信についてお伺いをいたします。具体的には、町長がかわ

っても財政的に継続が可能か否か。２点目には、実現が不可能あるいは所期の目的が達成されないなどの、計画

が大幅に変更になったときの政治責任についてお尋ねいたします。 

  以上、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） 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） 内山恒昭議員の、予算編成の基本姿勢について２点にわたって質問がなされております。

１点目、来年度予算の重点施策、具体的構想は何かの質問につきましては私から答弁いたしますが、２点目の、

過去の議会発言、答弁等の公約履行についての中山間地域総合整備事業は来年度予算化するのかの質問について

は、農林水産課長より答弁させます。また、風力発電施設整備事業は来年度予算化するかの質問については、企

画調整課長より答弁いたさせます。 

 まずは予算編成の基本姿勢でございますが、来年度予算の重点施策、具体的構想は何かについてお答えいたし

ます。 

 非常に厳しい財政環境下でありますが、より一層の施策の優先化により行政サービスの維持、向上に努めてい

きたいと考えております。平成14年度につきましても、行政の最大目標である住民福祉の向上と、町政のさらな

る発展のための諸施策を実施してまいります。 

 まず、生活環境整備の基盤の整備を進めてまいりたいと思っております。平成12年度から河津町とミニ広域化

を進めております新清掃センター建設が、14年度で完成いたします。また、合併処理浄化槽の設置補助につきま

しても、引き続き実施していく考えであります。福祉関連といたしましては、認可保育所が来年度開設される予

定であり、福祉の向上、少子高齢社会への対応をしてまいりたいと考えております。観光など各産業の振興策と

いたしましては、片瀬海岸観光施設の整備や林道熊口線の開設事業などを実施したいと思っております。また、

平成15年の国体も近づいてまいりましたので、プレ大会の開催など、国体に向けての準備を進めてまいります。

さらに、ユニティ伊豆労働組合から寄附を受けます施設につきましては、住民コンセンサスに沿って利活用計画

を綿密に協議し、福祉、文化面等多方面に活用していきたいと考えております。 

 それから、今４点にわたっての基本姿勢の中で、任期だけれども、どういう考えであるかというような御質問

がありましたけれども、まだそのことに対して私の考えはまとまっておりません。 

 来月の28日に３年目でありますから、基本健診をいたします。そこでの主治医の考え、あるいは体の調子とか

そういうものをはっきりと見据えまして、それで来期というかそういうものでいきますと、やはり健康が一番大

切であるということで、それの結果を踏まえてということになります。また、まだ後援会等でも、そういうこと

を相談してありませんので、後援会、家族と相談して態度を決めていくということでございます。特に、東海地

震等の予想を見ますと、2005年までの間に起こる可能性というのが非常に高いわけでございます。そういうこと

で、一番体力的にそこをクリアできるかどうかということを医者と相談して、態度を決めていかなければならな

いというようなふうに思っております。 



 それから、予算編成のことについては先ほど述べましたし、それから活性化の諸施策ということでございます

けれども、財政的に大変厳しいわけでございまして、今の事業は先ほどの生活環境整備と、それからあと観光施

設整備と継続事業をやっていくということでございます。 

 以上で壇上からのお答えといたします。 

○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） それでは、中山間地域整備事業につきましては、町長の

行政報告でも触れさせていただきましたように、国の行財政改革等を受け、新規事業は特に厳しい状況下にある

ことを認識しなければなりません。また、事業を要望した当初に、総事業は約24億円強との内容で説明をさせて

いただきましたが、現在国・県とのヒアリングの状況では、当初計画をしていた事業費は半分程度になるのでは

との見通しをしております。 

 したがいまして、計画をしていた事業内容がすべて採択になるかは、今の段階では困難であるとの認識もしな

ければと思っています。いずれにしましても、中山間地域総合整備事業につきましては、県営事業として平成15

年度採択に向け、県も最大限の努力をしていますし、地元との調整を今後も図っていくこととなります。 

 御質問の２点目の１であります中山間地域総合整備事業について、来年度予算化する意図で検討を進めている

かどうかについてですが、事業内容につきましては以前にも説明したように、農地造成１カ所、農道整備６路線、

用排水路４カ所、農村公園及び活性化施設各１カ所となっております。その中で、農村公園の一部につきまして

は、中山間の関連事業でありますふるさと水と土ふれあい事業で実施するわけですが、この事業につきましては

平成13年度の採択を受け、平成15年度までに完了することになります。予算化につきましては、実施計画、実

施設計分を今年度既に予算化してありますので、平成15年度には事業費にかかる予算措置をしていくことになり

ます。 

 したがいまして、その他の事業の大部分を占めます中山間地域総合整備事業につきましては、さきにも触れま

したように平成15年度改革に向けヒアリング等を実施しております。また、これらの事業の基本となります農村

振興基本計画並びに実施計画を現在策定していますが、この事業負担金につきましては今年度同様、来年度も予

算措置が必要となります。中山間地域総合整備事業は農業の振興を図ることはもちろん、町全体の活性化にもつ

ながるものと理解しております。いずれにしましても、事業採択後に工事費等の予算措置を講ずるものと考えて

おります。ですから、細部にわたりまして内山議員の方から質問がなされた内容がありますけれども、国・県の

予算動向等につきましては、平成15年度じゅうの採択に向けての内容と理解をしております。 

 来年度事業箇所計画につきましては、今述べましたようにふるさと水と土のふれあい事業の中で、平成14年、

15年の中で事業着手をしていく考え方を持っております。 

 事業費の枠組みでございますが、一応動向的については約１億 4,000万円ぐらい程度に縮小される可能性が強

いということで、まだ国の方の予算枠も決定しておる内容ではありません。いずれにしましても、当初農村公園

等につきましても２億 4,000万円ぐらいの計画をしていた内容でございますが、事業費の削減は逃れられないと

いうような現状になっております。 

 次に、基本計画の内容がもう既にということでございますが、今述べましたように来年度も含めた中で、農村

振興基本計画を策定していくというような形になっております。まず、農村基本振興計画の計画の内容的なもの

につきましては、地域の情勢、地域診断、また地域の将来像の望ましい姿、これらにつきましては10年後を目標

とした中での目標を設定しておるというような考え方でございます。 

 それと農村振興のテーマ、農村振興の目標、それから計画にかかわる地域の将来像の実現のために必要な施策、

推進プログラム、地域住民等の参加の方針等、これらの計画実行を取りまとめたものが、農村振興基本計画にな

ろうかと思います。まだ具体的な内容等につきましては、県事業の関係の中で市町村の方には示されていないの

が現状でございます。ですから、基本計画、実施計画等の中で全体予算額が幾らになるかということにつきまし



ても、先ほど述べましたように、まず当初計画していたものより半分程度、もしくは半分以下になるのではなか

ろうかなというふうに一応推測できるような内容となっております。 

 以上です。 

○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、私の方から内山恒昭議員の予算編成の姿勢についての第２

点目の風力発電建設事業について、来年度予算化する意図で検討を進めているのか否かにお答えをいたします。 

 風力発電のフィールドテスト事業、いわゆるシステム設計につきましては、行政報告においても報告いたしま

したが、新エネルギー産業技術総合開発機構、いわゆるＮＥＤＯに共同研究者として採択を受けた後、共同研究

に関する契約をＮＥＤＯといたし、システム設計の業務委託に関する契約を東京電力とそれぞれ締結したところ

でございます。システム設計の業務につきましては、ＮＥＤＯの調査内容書に基づき現在業務を実施中であり、

平成14年１月20日ごろに風力開発に対する総合的な評価として報告がされることになっておるところでござい

ます。事業の実施につきましては、報告に基づきまして議会全員協議会等において協議をしていただき、決定す

ることになると考えておるところでございます。 

 それから壇上で数点か出ましたが、私の方では第１点目の共同研究、いわゆるＮＥＤＯとはどういうものかと

いうことと、システム設計の権利義務の内容についてお答えをさせていだきたいと思います。 

 まず、共同研究の相手先でございますＮＥＤＯ、いわゆる新エネルギー産業技術総合開発機構でございますが、

これにつきましては1990年、国と民間企業が半々ずつ、50％ずつの出資で設立した機構でございます。内容につ

きましてはここにありますように、新エネルギーということで現在のエネルギー以外の風力とか太陽光、あるい

は地熱、それぞれの新しいエネルギーについての開発、あるいは電力的なそういう事業化等のものの調査研究を

する機構として発足したと承知しております。 

 それから、現在私どもで行っておりますシステム設計での権利義務でございますが、あくまでもＮＥＤＯとは

共同研究の業務委託ということで契約をしてございまして、今回の場合については風力発電の一般普及の措置を

研究するといいますか、風況等の自然状況や配線等、要するにインフラの条件が異なる国内各地の状況を調査し

まして、その地域に応じた風車といいますか、風力発電機を導入した場合の条件、あるいは運転データ等の資料

を収集して、またそのデータを解析評価をした結果をＮＥＤＯに提供すると。資料提供をして本格的な日本全国

それぞれの各地での導入普及に資するための調査をするということが一つの目的となっておりますので、権利義

務といいますか、その調査したものについては当然ＮＥＤＯとうちの方で共同保持をしていくと。ＮＥＤＯにつ

いては、それをそれぞれ今後の風力発電の調査検討の資料に資するということでございます。あくまでもこれに

ついては第三者に提供する場合には、当然開発機構ＮＥＤＯの方の許可を受けなければ提供はできないというこ

とになっております。 

 私の方からは以上でございます。 

○議長（山田力男君） 助役。 

○助役（内山重樹君） ただいまの内山議員さんからの風力発電につきましての３点ほど質問がございました。

１点目につきましては、ただいま企画課長が答弁をしたとおりでございます。２点目、３点目につきましては、

私の方から答弁をさせていただきたいと思いますけれども、まず今回の風力発電の問題につきましては、町長か

らもこの議場の中で助役をキャップとして構成メンバーで検討していくと、こういう答弁もされております。そ

ういった中で節目節目のときには、課長会議でもこの問題について報告をしてございますし、あるいはまた、職

員の朝礼のときにもこういった経過については報告をした経緯がございます。 

 お尋ねのように、構成メンバーという形になりますと、あえて改めて町長の方から何々課長、何々課長という

ような委嘱状は出してございません。しかしながら、そういったことの中でプロジェクトといえるかどうかとい

う話になりますと若干疑問が残るんですけれども、財政を担当しております総務課長は当然のことながら、この



風力発電の推進課であります企画担当課長並びに係長、そしていよいよ詰めになってきておりますので、この問

題につきましては財政が当然絡みますので、総務課にある財政スタッフ、そういった形の中で今協議を重ねてい

るところでございます。 

 再三申し上げさせていただいておりますように、この問題についてはただいまシステム設計をやっております

ので、この最終の判断については、もうこれも再三再四申し上げていますように、来年の１月20日過ぎごろの議

会全員協議会にもう一度諮らしていただきたいと、こういうことを再三申し上げておりますので、そのことにつ

いてはそういうことで処理をしていきたいなというふうに思っております。 

 そういった構成メンバーにつきましては、ただいま申し上げましたように私と担当課長、係長、総務課長、財

政スタッフ、その会議の中で、あえて町長から委嘱状というものは出しておりませんけれども、そういったこと

の中で今進めております。 

 ３点目の危険性はないかと、こういう問題なんですけれども、少なくとも４億 8,000万円ぐらいの事業をこれ

から起こすということですから、どうしても慎重にならざるを得ません。内山議員も壇上から申し上げたように、

地球に優しい、あるいは地球温暖化防止、そういったものの中で今情勢を見てみますと、原子力発電所がもう国

内ではできないというような状況になっております。そういった意味からしますと、我が町は水力発電がありま

すし、さらにまた、この風力があるとするならば、前々回のときに申し上げましたように、この自然をエネルギ

ーとするものの中で、東伊豆町内の電力は25％賄えるではなかろうかなと、こういう試算も立っております。 

 この危険性はないかということにつきましては、非常に慎重なるがゆえに風況調査も１年間かけてやりました

し、またこの13年度の当初予算の中で 1,000万円の計上をいただきまして、今フィールドテスト事業をやって

いる最中でございます。 

 その内容はどうかと申しますと、これもるる申し上げていることでございますけれども、町民の皆様にという

ようなことも壇上からございましたので、改めてこのシステム設計の内容について触れさせていただきますと、

１つは数あるメーカーの中の風車選定をどのようにするかという問題があります。さらにまた環境調査並びに評

価というものがございます。この環境調査そのものにつきましては、騒音ですとか電波障害、そういったものが

入ってくるのではなかろうかと。さらにまた地形地質調査、それから実施設計と事業費の積算、一番大事なのは、

そういったことを前提とした中の経済性評価というものが当然出てきます。 

 今、これらを着々と進行させておりますので、東京電力との契約の最終報告は３月なんですけれども、４月の

当初予算から組むとするならば、当然総体的なものの概要をまず報告をしてほしいと。当局の方といたしまして

は、議会に最終的な御相談を申し上げる機会を一度持たなければならないと、こういった流れの中で進んでおり

ますので、御心配なさっているように事業費も大きいですし、それを推進していく私どもも慎重にならざるを得

ません。そういった中で議会にも再三再四御相談を申し上げて、その成果についての御判断を最終的にいただく

という形になろうかと思います。 

 それからもう１点、来年度予算に計上はとかという問題については、今申し上げたとおりでございますけれど

も、継続的に予算を編成するのか、あるいはそのものを為政者がかわったときに政治責任は問うのかというよう

な問題もおっしゃっておりましたけれども、あくまでも今は手ごたえとしては非常にいい感触をつかんでおりま

す。ただ、後は議会の中でどういう御判断をされるかというのも、一つの分岐点になろうかと思っています。 

 だけれどももう一つは、行政の継続性というのがあろうかと思います。今お願いをしております第４次総合基

本計画につきましても、向こう10年間ですけれども、それはいろいろな方たちが町政のかぎを握る立場に立って

も、少なくとも10年間については、町の基本的なものについてはこういう流れでいこうという議会の議決を得て

方向を示すものでありますから、少なくともそういった中では行政の継続性というものは、ある面においては非

常に大事にしていかなければならない問題ではなかろうかなと、こういうふうに私は質問を聞きながら答弁をさ

せていただきたいと思います。 



 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） 町長、再出馬の件につきましては健康第一ということでございますので、とにかく健

康に留意して頑張ってください。 

 それと、先ほど、具体的に広く町民に希望を持たせるような事業を来年度お示し願えるのかどうなのかという

ことについては、ちょっと答弁をいただかなかったように思います。ほかの事業については、るるごみの処理、

ミニ広域化、あるいは国体準備、生活基盤の整備、観光施設の整備  ──これは片瀬海岸、あるいはユニティと

いうことでございましたけれども、この中の私の質問は、この来年度事業の答弁では非常に抽象的でわからない。

私は、重点施策事業と一般事業に区別をしてお聞かせ願いたいということでお尋ねしたわけでありまして、どの

ような事業を重点施策でやるのかどうなのか。それは、一般的に考えれば、財政投資が多い事業が重点施策だと

思いますけれども、それらにさきの風力あるいは中山間等も関連してきますので、町長の口から重点施策と一般

事業に区別をして、これらの事業について優先的に行う事業について具体的にお願いをしたいと思います。 

 ２項目めの議会発言、議会答弁等の公約の履行ということで、２点に分けて質問をしてございます。 

 まず、中山間総合事業でございますけれども、これは先ほども申し上げましたけれども、平成12年８月に計画

予定スケジュール活性化策（案）等が示されたわけなんです。それをきのうの町長の行政報告では、現在、15年

度採択に向け、県と国とがヒアリングを続行していると。そして、採択の可能性があるものであると。着工年度

等先送り、事業費の削減等を視野に入れてやらなければならないと。これは、既に私は前回、前々回にも質問で

も問うてございます。やはり小泉さんにかわって、投資対効果等で通った場合がございますけれども、そのとき

示された案が平成12年度の案ですから、既にこのとき農林水産省とヒアリングも既に終わって事業計画も策定さ

れてきておったわけです。それが今回やはり諸般の事情によりまして大幅な変更になってくるということは、所

期の目的が達せられるのかどうなのか、これが私は一番心配なのです。その辺についても、もう一度お答えを願

いたいと思います。 

 それと、きのうの行政報告の中でも、農村公園については、ふるさと水と土ふれあい事業で一部実施に向け採

択要望を行っていると。これもまだ決まっていないわけでしょう。採択要望でしょう。この予定スケジュールで

いきますと、まず平成11年度が地域活性化構想策定ということになっています、前回示された。そして、12年

度が活性化構想ヒアリング、これ農水省でもう既にやっているわけですよ、とっくに。それで、13年度が実施計

画並びに農村振興基本計画の策定ということで、本年度当初で 670万円というのが上げてあるわけですね。そし

て、いよいよ来年度14年度事業着手ということで、これから５カ年を見て、平成18年度に事業完成ということ

の計画でございます。これが既に先の計画までわからない。15年の採択を得るような形でやっているというよう

なことであるならば、ちょっと私はおかしいのではないかと、このように思いますけれども、この辺についても、

もう一度お尋ねをいたしておきたいと思います。 

 それと風力発電の件につきましては、まず第１点目に共同研究者事業者、これＮＥＤＯというふうなことを言

うわけですけれども、ちょっとお聞きをするところによりますと、何年かその利益配分をするようなこともちょ

っとお聞きをしていますけれども、これらについて私お聞きをしているわけでございます。ですから、共同事業

研究事業者というのはどういうたぐいのものなのか。それと風力発電システムを建設した場合には、それらの施

設の権利義務、そしたまた利益配分、これらについてもお尋ねをしておきたいと思います。 

 それから先ほど、助役さんがキャップと言われたあれはよくわかりました。そういう中で一番私は心配してお

るのは、これだけの事業をやるものですから、庁内でどういう調査研究がなされているかと。また、その現地い

わゆる県内でも結構なんです、県内にも浜岡と大東町があります。それと近くは伊東にも 630キロワットの風車

があります。これらも現地も見たのかどうなのか。それで、こういうものについても助役さんも前にも言ってい

ましたけれども、観光的な資源になる、これは結構なるでしょう。これが誘客宣伝につながるかどうなのか、こ



ういうものが効率的なものであるのかどうなのか、そういう細かい研究も調査もすべきではないですか。今後、

その気持ちがあるのかどうなのか、お尋ねしておきたいと思います。 

 それと議会に諮る時期と申されましたけれども、それは１月20日ですか、結果が出るのは。いずれにしても、

細かいことを突き合わせて、また議会でもやはり煮詰めた審議をしたいと思います。 

  それと一番で私が問題にしたいのは  ──問題にしたいというんですか、ひっかかっているのは、この前、企

画課長からお聞きした建設コスト、経費、収益、また借り入れ等の問題がございまして、この前にもこれにつき

ましては風車本体が２億 1,750万円ということで、これは２基ですから４億 3,500万円ですよね。それとあと土

木工事が 5,800万円、以下電気設備、電気工事、組み立て設置工事、電力、計量測定ということでるるあります

けれども、これが１億 9,580 万円、トータルでは６億 3,080万円になるわけです。この総事業費の50％がＮＥ

ＤＯの補助と、そういうぐあいに私は計算をしたんですけれども、そうなりますと３億1,540 万円です。これは

借入金、借入期間17年で借りた場合、３％の金利を入れた場合、約４億円になりますよ。町では２億円の起債を

起こすなんかと言ってますけれども、私の考えでは４億円になりますけれども、これらについて一番心配ですか

ら一応お聞きをしておきます。 

 それと粗利の計算方式も聞きましたけれども、これについて私の試算では 1,000万円負って 1,500万円のもう

けしか出てこないという試算が出ていますけれども、もう一度それについて、はっきりと答弁を願いたいと思い

ます。 

 そのほかについては、助役さんが申し上げたとおりで結構でございます。 

 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） 町長。 

○町長（田村又吉君） 細かくどういうふうなという、まだ予算はただいま各課からの20日に締切りになってお

りまして、それから財政と各課のヒアリング、また町長とのヒアリングということでございまして、まだ編成中

でございます。３月のときの予算としたなら、具体的の金額とかそういうものが盛れるわけですけれども、今ま

だ計画的編成の段階でございますし、だから税務の方からの積算も、それから足りない、町債を発行できるもの

は町債を発行する、それからということでございまして、行政報告ではしてあるように、こういう大変に厳しい

状況であるということを言っております。 

 そういうことで、まだ編成中ですから、それを編成してしまったときなら答えられるんですが、そんな先走っ

て言って、こうですよああですよということを、重点としては先ほど申し上げたようなことを重点としてやって

おりますけれども、あとまだ細かい数字とかそういうものは、お答えする段階まで来ておらないということを御

理解願いたいと思っております。 

 それから、中山間総合事業でございます。これは県が事業主体ですね。それで今県が交渉しているということ

でございまして、これをやっていただくと、だから地元負担は15％ということで、初めの計画のときには天井な

しというようなことですけれども、だんだん縮まってきたというような関係、それからまた、今ですと15億円程

度というようなことが出てきておる関係で、農村公園の方は総体的にはそうなんですけれども、別の事業という

ような格好で、これは地元負担がやはり20％になるというような、ちょっと町とすると不利というかそういうま

での計画で、課長が説明したように、これも来年度はまだ国の方からはっきり採択したというようなことは来て

いませんから、だからこういうふうだということはですけれども、14年、15年でも実施するべく、私も国の方へ

陳情に行ってまいりまして、感触としたらやれるというふうなことでございます。 

 あと行政報告でも申し上げましたように、遺跡調査は徹底的にやるということになると１億 2,000万円という

ようなことで来てまして、それも事業費の中でということになると、基盤整備も農家が負担しなければならない

わけでございまして、とても事業費の中へ入れるということができないということで、そこはエリアから外すと

いう方向で、今県の方も検討しているということでございまして、あと詳しいことは課長の方から補足があると



思います。 

 それでＮＥＤＯの関係、前の説明と、今度は初めてシステム設計をやっていって具体的に出るわけで、今まで

は大ざっぱのあれで、だから初め説明いたしましたように、 800 キロを２基というようなことでしたけれども、

今度は実際に調べていきますと、それですと外国のでというようなことでございまして、そういうことを今委託

した東電がいろいろ調べて、それでどういうふうにこれからやっていったときに、今度は修理とかそういう問題

等も勘案しての設計が出てくるということでございまして、だからそのときの値段と違うとかなんとかって、実

際はこのシステム設計をやって、それでないと本当のことは出てこないというようなことで、今の方向性とした

ら、 600を３基というような方向のことで検討はされているようでございます。 

 あと詳しいことは助役の方からお答えいたします。 

○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） 今、中山間地域総合整備事業につきましては、当初計画

の中では町長が言われたように、事業費の枠の制限が余りなかったというような解釈で、僕たちも内容は説明を

受けたわけでございますけれども、まず省庁再編に伴った形の中で、要するに標準工事費が１地区15億円程度と

いうことの中で、予算が決められてきておりました。 

 その中で、事業費のおおむねの適用範囲の中については、まだ若干の増減は許されるだろうということの中で、

当初20億円ぐらいの事業費を想定したわけでございます。それと当初計画の中では24億円強の事業費というこ

との中で、この突出する部分につきましては関連事業でありますふるさと水と土ふれあい事業の中で、その突出

分を事業施行していこうという計画のもとで進んできたわけでございますが、また再度大変厳しい状況下の中で

事業費枠が見直されてきておるというのが現状でございます。 

 町長行政報告の中で、平成13年度の事業採択に向けてということでございますが、ふるさと水と土ふれあい事

業につきましては、もう既に要するに事業採択の決定がなされました。ただ口頭で、正式な文書はまだ届いてい

ないんですけれども、電話連絡の中で一応採択がされるというお話がありました。ですから、当然事業費等につ

きましては、平成14年度、15年度の中で事業施行をしていくという考え方を持っています。 

 当初、所期の目的云々というようなお話になりましたけれども、一つは今の現状を踏まえた中で総体的に事業

費を膨らませておるというような感じがあったりした関係がありましたので、一つはふるさと水と土ふれあい事

業につきましても、中山間地域の関連事業として位置づけられておる関係ですから、ちょっと若干この事業がこ

れで平成14年度で着手するということになりました関係上、当初の工事期間５カ年がちょっと６年ぐらいになろ

うかなということで、若干ちょっと所期の目的の中では１年ずれ込んだ経緯はありますけれども、すべてこれら

の事業関係等、農業の振興を図れる施策であるというふうに一応認識しておるところでございます。 

○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２点目のＮＥＤＯ、いわゆる利益配分について

ということですが、風車を設置した後に、売電収入の一部を売電収入があった場合に国・県に納付する義務が生

じるのかどうかという意味での利益配分というふうに承知をして回答をさせていただきます。 

 あくまでも風力発電のフィールドテスト事業につきましては、ＮＥＤＯとの共同研究事業ということが前提で

ございます。それで、風車の設置につきましても共同研究ということになりまして、本来であれば売電収益があ

った場合については、一部を国・県に納める義務がございました。ただし、この事業につきましては、平成 13

年度をもってフィールドテスト事業というのは事業が廃止されます。私どもの方も風車を設置する場合について

は、別にＮＥＤＯさんの方で地域新エネルギー導入促進事業というのがございます。そちらの方を提供するつも

りでおります。これにつきましては、13年以降もずっと将来的には、現在のところ来年度以降も事業存続はする

というお話を聞いておりますので、風力の設置を事業化する前についてはその事業の方をやりますので、これに

ついてはその収益についての国・県に納めるというのはございません。 



 それから次に、システム設計等の機器の権利義務のどういう扱いになるかということなんですが、この地域新

エネルギー導入促進事業の関係につきましては、交付要綱の中に19条、20条というような中にあるんですが、

取得財産の管理ということで、地方公共団体は補助金で取得した資産については資産台帳を整備し、その管理状

況を明らかにしておくことということの中で、その市町村の財産となります。ただし、財産を処分しようとする

ときには、あらかじめＮＥＤＯ開発機構の許可だけはとりなさいということでございます。 

 私の方からは以上の答弁とさせていただきます。 

○議長（山田力男君） 助役。 

○助役（内山重樹君） 内山議員さんの風力発電の２点目、３点目について、私の方からお答えをさせていただ

きたいと思いますけれども、まず１点目の庁内でどういった調査をされたのかと、あるいはまた県内に調査に行

ったのかと、こういう御質問が１点目にあるんですけれども、正直申し上げまして、県内外に現地調査という経

験はまだ一度もございません。ただ、この秋に第一委員会の皆様方が北海道の苫前町等に行っておりますので、

その報告書を参考にさせていただきたいなというふうに思っております。まだ、私の手元には届いておりません

けれども、ぜひそういったことを議会を通じてお願いをしていただきたいと思います。 

 それからもう１点は、観光宣伝というお話もされておりましたですけれども、これは三、四年前の稲取観推協

の中のリニューアルアクションというものがありまして、その中の１項目として風力発電で観光客の誘致をした

いと、こういった要望もございました。 

 しかし、風力発電だけで観光客誘致ができるかなというと、これもまたかなり疑問になるでしょうから、しか

しあのロケーションのすばらしいところに風力発電がそろうならば、あの辺の環境整備をすることによって、ま

た違った局面があらわれてくるのではなかろうかなと、こういった感じがいたしております。と申しますのは、

移動町長室でもいろいろ出まして、特に風力発電で上がる収益等については環境整備基金なんかに集めたらどう

かと、こういったような御意見もありましたですけれども、そこまでは考えていないということの中で、そうい

った中で観光客誘致という形になれば、その風力発電が建立されることによって周囲環境整備と、こういったこ

とになりますと、御承知のように非常にすばらしいロケーションでございますので、そういった意味ではいろい

ろな町内外の人たちの憩いの場所になるのではなかろうかなと、こういった感じがしております。 

 それから、議会には20日ごろだということなんですけれども、20日、20日という線が言っていましたので、

来年のことになりますと１月20日が日曜日に多分なっていると思います。それも３月末というのが契約期限です

けれども、もう一度議会にお話をしなければならないので、先ほど申し上げました風力テスト事業の１項目かに

わたっての、ほぼ完成品に近いものを急いでくれと、こういうお話をしてございますので、20日になるのか、25

日なるのか、15日になるのか  ──15日というのはちょっと無理なんですけれども、20日過ぎの１月中にはぜ

ひＮＥＤＯさんにお願いして、全員協議会を招集していただく機会を持っていただきたいなと、そういうふうに

思っております。 

 それから、２つ目の建設コスト等につきまして、内山議員さんが独自に試算をされているというようなことの

ようですけれども、ここで一つお話ししておかなければならないのは、今までずっと 800キロを２基というよう

な形の中で御説明をさせていただいたんですけれども、いろいろ風車選定の中で国内外の関係でいろいろ調査を

したところ、 800キロというのがそんなに自信がないようなのでございます。２基よりも３基で、機械物ですか

らメンテナンス当然やりますけれども、故障というものも考えなければならないだろうと。 

 そういった形の中で外国産を使いますと、外国産はかなり国内でも設定をしているところがあるんですけれど

も、その修理等によって非常に機械が停止をする期間が長いと、こういうのが現状だということの中で、その 800、

２基というよりも、今は 600キロを３基というような形の中でシステム設計をしております。 

 そのことをまず一つ御理解をしていただきたいということと、今御質問のありますようないわゆる 1,500万円

ぐらいしか利幅がないとかいうようなことなんですけれども、今の段階で、あくまでもまだシステム設計を外注



をしてございますので、経済性評価についてはそのときに具体的な数字はお示しをさせていただきたいと。と同

時に、まだ国・県の施策も年内まだ提示案が国の予算がそれぞれ発表されておりません。県の方では、確かに新

聞ですと800億円ぐらい足りないというような非常に厳しい状況でございます。 

 きのういろいろ町長の答弁の中、あるいは山田議員の中にありましたように、交付税の問題、これについても、

まだ交付税見直しが定かではございませんけれども、年内には決定できないと国の予算が決まりませんので、そ

んなことも年内については決まってくるだろうし、あるいはまた総務課長が答弁させていただきましたように、

１月10日ごろには財政担当会議があるということですから、そういったことにつきましては交付税等につきまし

ても玉虫色から鮮明になっていかなければならない時期だろうと、こういうふうに考えておりますし、厳しい、

厳しいと言っています。確かに厳しいのですけれども、さりとて、今厳しい中で対前年度にどれだけ盛りができ

るかというのも、厳しいことは十分認識をしています。１億ぐらいというのは確かに割れるであろうということ

をやっておりますけれども、まだ20日で締め切っておりません。事務ヒヤリング町長ヒヤリングがまだ終わって

ませんので、厳しいのは重々承知をしている中での厳しい中で、幾らかというのはまだ定かには出ておりません。

そういったものもまた見きわめていく必要があるのではなかろうかなと。 

 とにもかくにも、内山議員さんが今いろいろ御指摘をなさっていますのは、いま一度今システム設計をやって、

具体的な経済性評価、環境評価、そういったものを全部した中で、20日過ぎころの前提の中でお示しをしていた

だいて、極論を言うと、この中でノーという場合も出るのではなかろうかなという場合も考えていかなければな

らない。しかし、今までの環境の中では非常に長期的なもの、あるいはこれからという形になってくると、有望

であるという感じを私は強くさせていただきますけれども、あくまでもこのフィールドテストの結果を議会の皆

様方に御報告をさせていただくと、これは再三申し上げているとおりでございますので、そういったことの中で

御理解をぜひお願いをさせていただきたいと思います。 

 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） これ以上質問はやりませんけれども、町長、先ほども申し上げましたけれども、私は

この予算編成に対して重点施策事業ということでございまして、重点施策事業についてはどういう事業なのか、

あるいは普通一般事業というものとの区別ということを申しましたが、まだはっきりした具体的な答弁ございま

せん。それからまた、町長、農業基盤整備、いわゆる中山間地域総合整備事業については、私が言うのは、農業

基盤の整備を第一義的に基本的に行うことによって、農業生産の向上、あるいは所得水準の向上、またこれらの

ところを利用することによって、後継者の育成とかそういうものを図るということでございます。 

 基本的に、先にふるさと水と土事業で、まだ本当の中山間が決まっていない間に事業着工するというのはいか

がだと思うんですね。農村公園等につきましても、そういうことで前回も私は、政策のガイドラインにマッチし

ているかということで町長にお聞きをしたわけで、いろいろ心配をして、こういうことがもうあり得るのではな

いかという予測をして質問をしたわけですけれども、それについては今十分認識をいたしましたから結構でござ

います。 

 それと、やはり細かい点につきましてはシステム設計ですけれども、これは１月20日に議会に示すということ

でございますから、これも余り言いません。しかし、 600キロを３基、私の認識しているところで、ここに資料

がございますけれども、ＮＥＤＯの資料ですけれども、ワット数が小さくなると、逆にコストが上がるわけなん

ですよ。その辺のところも十分研究をしておいてくださいよ。プロジェクトチームの中で、役場の中でも。そし

て、やはり１月20日が具体的にわからなければということですけれども、いずれ概算のそういうもうけを見ての

一応決断だろうと思いますので、やはり慎重に庁内で研究した中でこういうことを言ってもらわないと、先ほど

申し上げましたけれども、広く町民に希望を持たせるようなことを言っても現実にいろいろ問題出てくる。やは

り、こういうところでこういう審議をするには慎重な答弁をお願いしておきたいと思います。 



 以上でございます。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） 見解の相違があるようでございますけれども、具体的、具体的ということでありますけ

れども、先ほどから申し上げているようにまだ編成の段階でございまして、それを具体的、具体的と言われても、

ちょっと答弁のしようがないということでございます。 

 また、中山間施設整備事業でございますけれども、これは本当に国の財政事情からどんどん縮まってきている

ということでございますけれども、やはり所期の目的の農村公園とそれから農地整備は、これはちょっと規模が

小さくはなってきていますけれども、それを実行していくということで、その計画の中で農地整備をそういうふ

うにされるということで、後継者も来年の３月に卒業するので、後継者が戻ってくるというような計画もありま

す。それで、この間も農林の所長が来てから、あれが延びるのは申しわけないと。そういうので後継者が、それ

で一時就職しようかなというような問題が起こらないとも限らないから、一生懸命で私らもやっていますからと

いうようなことでございました。 

 あと風力発電の試算の方法とか、いろいろ議員も情報を集めているようですけれども、慎重に私たちもやって

いるわけでございまして、御理解のほどをお願いいたします。 

○議長（山田力男君） 以上で、15番、内山恒昭君の一般質問を終わります。 

 10分間休憩いたします。 

                               （午前１１時０７分） 

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

○議長（山田力男君） 休憩を閉じ再開いたします。 

                               （午前１１時１８分） 

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

         ◇ 栗 田 成 一 君 

○議長（山田力男君） 次に、３番、栗田成一君の第１問、町長の政治姿勢について、第２問、14年度予算編成

について、第３問、住民サービスの現状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） 私は、質問を３問一括で質問をしますので、回答は一問一答でお願いをいたします。 

 なお、質問の14年度予算編成の質問については、さきに同僚議員２名も質問しておりますので、重複しない範

囲といたします。 

 第１問、町長の政治姿勢についてを質問いたします。この質問の内容は、町長の対話の町政を主眼に置いて質

問をするものであります。そのように理解をいていただければと思います。 

 第１点、町長の任期も余すところ６カ月余となりました。そこで、町長の公約であります対話の町政の目玉と

思われる移動町長室は、これまでに各地区で４回開催されたようであるが、その際に出された町民の声の幾つか

は、行政に直接あるいは間接的に反映されたと思うが、その事例があれば３点示していただきたい。 

 次に２点目、町内各種団体との対話はどのようにしているのかについて、３月定例会における私の質問に、総

会や代表者会議の場を活用している旨の答弁をしているが、現在のように町内各産業が国内経済同様に低迷して

いる現状を考えるとき、町が会議を招集し、対話の中から何が必要かを把握して、あすに向けた対話をすべきと

思うがどうか、伺います。 

 第３点目、対話の町政を標榜する田村町政ならば、地域医療、行政の充実の観点から、日大病院の後を引き継

ぐ予定の康心会と対話の精神を持って、積極的な話し合いを持つべきと思うがどうか伺う。 

 次に第２問、14 年度予算編成について質問しますが、第１点、町長の任期は来年５月いっぱいであるが、14



年度予算で投資的な予算計上の基本的な編成方針はどのように考えているのか伺います。 

 次に２点目、町内各種団体への補助金については、毎年の決算審査の折りに見直しが議論されるが、現在のよ

うに経済が低迷している現状の中では、予算編成に向けて各団体とは見直しについてどのような話し合いが持た

れたのか伺います。 

 次に第３問、住民サービスの現状についてを質問します。稲取婦人会及び同志会がことし３月をもって解散を

し、また熱川婦人会も今年度限りのようであるが、それぞれの活動の中で行政に協力していた事業内容もあった

と思うが、現在はそれらの住民サービスはどのように町は対応しているのか伺います。 

 以上で壇上からの質問を終わります。よろしく御回答をお願いします。 

○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） 栗田成一議員の第１問、町長の政治姿勢について３点にわたって質問がなされておりま

すが、１点目、２点目は私から、３点目、地域医療、行政充実の観点から、康心会と積極的に話し合いを持つべ

きと思うがの質問につきましては、健康衛生課長より答弁をさせますのでよろしくお願いいたします。 

 まず、１点目の移動町長室での町民からの提案や指摘はどのように行政に反映されたか、事例があれば３点示

されたいについてお答えいたします。 

 まず、平成12年度の開催で要望が多く出されたものが、シャトルバスの継続要望についてであります。このシ

ャトルバスの運行は、伊豆新世紀創造祭のためのもので、平成12年 12月に運行許可が切れるものでしたが住民

からの強い要望により、生活支援と観光対策を兼ねた形態で運行できないかを検討し、平成13年４月１日から稲

取、志津摩から大川公民館の間を200 円の運賃で運行を開始しております。４月から９月までの利用客数を見ま

すと、月平均3,450 人の方に利用していただいております。 

 次に、生ごみ処理機のモニターとして多くの住民に協力を依頼してはどうか。または購入の際、補助制度があ

るのかとの質問をいただきましたが、モニターにつきましては平成12年10月から平成13年３月まで、モニター

機器20台を使用し、稲取、熱川婦人会の役員さんに依頼し、延べ 150世帯の方にモニターしていただきました。

平成13年４月からは一般住民に公募し、11月まで延べ46世帯の方にモニターをしていだきました。 

 なお、補助制度ですが、平成14年度から開始を予定しており、補助額は購入価格の３分の１で、２万円を限度

として30台分を予算措置する予定であります。 

 続いては、プールを建設し住民の健康管理に役立ててはどうかとの御意見をいただきましたが、プール建設と

なると費用を要することから、現存のプールを利用できないかを検討しました。町内にユニティ伊豆のプールが

ありましたことから、ユニティ伊豆に協力を依頼したところ承諾を受け、住民の使用可能になりました。 

 なお、ユニティさんには監視体制がございませんため、２人以上のグループ利用が前提ですが、料金額の２分

の１の額を町が補助しております。なお、４月から10月までの延べ利用人員は 1,198人となっており、月平均 170

人の方が御利用をいただいております。 

 それから、２点目の町内産業が低迷している中では、町が主催して対話の中から現状を把握し、あすに向けて

対応をすべきと思うがについてお答えいたします。 

 町が主催して対話をとのことですが、町が現在主催している対話に関する事業につきましては、移動町長室、

町長室オープンフリータイム、対話の箱の３つがあります。これら対話の機会に寄せられる住民の皆様からの御

提案、御意見、御要望に耳を傾けるということは、私が就任以来の対話の町政の……としてまいったことで、最

も大切なことだと自負しております。 

 住民の皆様が行政に何を求めておるのかを常に把握しておくことが、為政者に求められる姿勢だと信じており

ます。具体的な行動を起こしてまいりました。 



 例えば、基幹産業である観光が大変厳しい状況に置かれている中、現状の把握と町の観光の将来への提言、さ

らに町への要望などを聞き、今後の施策に生かすを目的に旅館経営者の代表数人ずつを長老といいますか、年配

の方、それから中堅、若手、おかみの４グループに分け、10月下旬、懇談会を開催しました。その中で、さまざ

まな意見や提言、要望などが出されましたが、要望の１つであったインターネットの高速大容量の回線の普及の

おくれにつきましては、早速ＮＴＴに対し改善の旨を要望したところであります。今後も必要と認められれば、

他の団体についてもこのような対話の機会を順次設けてまいりたいと考えておりますので、御理解を願いたいと

思います。 

○議長（山田力男君） 健康衛生課長。 

○健康衛生課長（山田義弘君） それでは、ただいま質問がありました栗田成一議員の第１問、町長の政治姿勢

についての中の３点目、日大病院の後を引き継ぐ予定の康心会と積極的な話し合いを持つべきと思うがどうかと

の質問についてお答えします。 

 質問者も既に御承知のとおり、平成14年３月31日をもちまして日大病院は閉院し、翌４月１日より康心会が

引き続いて開院するため、事務手続を県に進めております。町としては、あくまでも地域医療の充実確保を図る

ため、康心会に対しては協力をお願いする立場であると考えております。 

 そこで、開院の許可を持つ県に対し、町からのお願いとして地域医療の理解、診療科目の充実、救急医療体制

への協力の３点について配慮くださるよう文書でお願いをしました。これからも県を初め関係機関の協力を得な

がら、機会あるごとに康心会と話し合いを持ち、地域医療の充実確保に努めていく所存でおります。御理解のほ

どよろ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） まず第１点でございますけれども、ただいま町長から３点上げていただいたんですが、

この３点以外にも、広報等を見ますと何点かあるようでございますけれども、まず町長にお聞きしたいのは、私

が３点、こう申し上げてお願いをしてこの３点選んだ理由、数ある中からその理由があれば、お示しをしていた

だきたいと思います。 

 それから、第２点でございますけれども、これは先ほどもちょっと壇上で申し上げましたけれども、私３月の

一般質問のときに、田村町政、区民を対象にしては移動町長室、あるいはフリーオブタイムそういうものを利用

して町民の声を聞くと、こういうようなことがあるけれども、各種団体もちろん観光、商工、農業、漁業そうい

うような方たちとの対話はというような話をしましたが、町内の各種団体は１年間のうちに定期総会、懇談会、

代表者会議、大会、集い、新年会等 100回ぐらいの案内があると。そのうちに84事業の会合に出席をしている

と。そこでいろいろな考え方を聞くと、そういう趣旨だろうと思いますけれども、私が今回一般質問という形で

質問をしているのは、こういう現況の中ではもっと生の声を聞く、ただ単に招待をされてお客として行くという

そういう場ではなくて、やはり町が招集をして、先ほど観光のことについては10月下旬にしたと、こういうこと

でございましょうけれども、そうではなくてそれもそれとして、もっと現実的な声というものを聞く必要がある

のだろうと。 

 これは、我々第２委員会が10月と 11月に委員会の活動として旅館組合、それから商工会、観光協会の方たち

と話し合いを持ちました。そこで出される意見というのは、かなり町に対する要望、議会に対しても仕組み上何

とも答えられないというようなことが、かなりあるわけであります。やはりそういうものを議会の立場としては、

町が早い提案をし、その中で議論をするというのが議会の努めであると思うんだけれども、そういう観点から言

うならば、まず町が積極的にそういう方たちの話を聞くべきだろうと。現状というものをしっかり把握するため

には、その都度聞くべきだろうと、こういうことでございます。 

 これも私同僚議員からの話で余り詳しくは聞かなかったんだけれども、例えば花の栽培をしている方が、今ま

ではただ単にカーネーションだろうと思うんだけれども、出荷をする場合にはただ束ねて送ると、市場に出すと、



こういうことらしいんだけれども、現在は小さく分けていろいろの色があるのか、カーネーションにいろいろな

色があるのだろうと思うんだけれども、そういう組み合わせも考えながら出荷をしていると、こういうような話

を聞きました。 

 そうしますと、花を栽培されている方が、すべて全部がそういうような知識というか、そういうことができる

ということではないらしいんで、そういうような人と仮に町が話し合いを持てば、何か町にできることがあるの

ではなかろうかと。そういう把握というものも絶えずするためには、そういうような会合というものも積極的に

持って初めて、招集し、そして町もそれに対応できるのではなかろうかと、こういう本当に一時的に思いつきで

のことでございますけれども、そんな事例もあるわけでございますから、ぜひただ単に定期総会だとか、代表者

会議とかそういうことではなくて、積極的にこういう時期、日本経済、日本だけでなくて国外も経済が低迷して

いる中では、やはり先が見えない時代には町が何をすべきかというようなことは、やはりそうした方の意見とい

うものも十分聞く必要があるだろうと、こんなふうに考えておりますが、町長のお考えを伺います。 

 それから、第３点でございますけれども、ただいま課長から御説明を聞きましたけれども、これはごく一般的

なことでございまして、私がこれは課長に聞くというよりも、町長にお聞きをしたいのですが、実は日大病院が

撤退をすると、こういうような声が上がったときに、町民から、いや撤退をされては困るよと、何とか町の力で

というような話もあったと思います。これに対して町長は、いや日大病院に対しては特別なことはしていないの

で、引きとめるというかそういうようなことはできないんだよと、こういうようなことを答弁をされていたよう

に承知をしております。 

 私はそうではなくて、これは日大病院はもう撤退をするということが決まったわけですから、日大病院のこと

はさて置きまして、今回の康心会はどういう病院であるか、まだ本当のところは私自身もわかりませんけれども、

東伊豆町の医療関係からすると、かなり核になる病院だろうと思います。そういう病院と、もっと積極的に町の

医療行政というものを踏まえた中で話し合いを持つべきだろうとこう思います。 

 そして、将来的に日大病院と同じように何かを勝手に、勝手にというか都合によって何かをする場合でも、町

が全く傍観者でいるということではなくて、もっと積極的に指導ができると、そういうような土壌というものを

つくっていく必要があるだろうと、私はそういう観点からお聞きをしております。 

 それから、東伊豆町地域防災計画というのがございます。立派なものができまして我々にも配付をされてきま

したけれども、その中に地震対策編というのがございます。その中にはやはり医療機能、町が実施すべき事項と、

こういうことで６項目ぐらいあるんですけれども、やはりその中には病院にお願いをしなければならないことと

いうものはこれ十分あるわけですね。例えば、応援医師の要請、重病患者の搬出等の広域的な対策を作成すると

か、これは当然計画の中にあるわけでございますけれども、先ほども申し上げましたように、今までは日大病院

が核というか、そういうのを担っていたと思うけれども、これからは康心会の病院にそういうことも頼らざるを

得ない。そういうことであるならば、今の時点から接触をし、そういうことがスムーズにいくような体制という

ものが必要だろうと。ただ単にいや何もしてないから、話ができないよということではなくて、そういう積極性

を持つことがこの地域の医療行政をスムーズにさせることだろうと、こんなふうに考えておりますが、町長の考

えいかがでしょうか伺います。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） まず、３点どこで選んだかというのは、これは各移動町長室での一番要望の多かった順

から３点選びました。 

 それから、２番目の生産者との意見を聞くとか、商工会というような問題があります。皆さん方もう商工会と

話というか、話し合いしたようでございますけれども、その結果は私の方はまだ聞いておりませんけれども、子

供から聞いた話ですと、商工会から温泉、観光協会へと正副と事務局長来てくれというようなことで、おかしな

こと言っていたよというのが、入湯料を 200円に上げるというようなこと、それでその上げた分を観光施策、こ



れに使うという提案をしてあって、熱川それから稲取の方は了解を得ているけれども、ほかも同調してくれるよ

うにというような話があって、随分踏み込んだことをしてやるなというふうなことでございますけれども、やは

り要望してくることはいいですけれども、何でそんな町の方へと各あれを商工会がそこまでやっているのかなと

いうふうな、おかしなことをやるなというふうに思っております。 

 先ほどの観光業者とはそういうふうなことでありましたし、また別荘にいる人ですけれども、議長さんの方へ

と議会だよりを見たということで、私はこういう経歴で町の方の経営の経営分析とか会社の組織用の組み立て方

というようなことは今までやってきて、もう退職してあれしたけれども、別荘のある東伊豆の町がまた活気を取

り戻すのであったら、私でよかったらお手伝いしたいというようなことを議長さんあてに来て、それが私の方に

回ってきましたものですから連絡をとって、どういうことでどういう資格を持っていてというので、そういう人

に議会が終わったら会うように連絡はとらせていただいております。 

 いろいろ農業者等の出荷の方法ですか、そういうこととかいろいろあると思いますけれども、どこも大変でご

ざいまして、その意見は聞いていこうというふうに思っております。 

 それから、康心会の問題でございますけれども、この間県の方の保健所の方へ来る途中で寄りまして、それで

そのときに今の５科と、そのほかに脳外科をやるつもりであるというようなお話を聞きまして、ぜひそれはやっ

てくれということで、またあとは地域医療に関心を持って貢献してくれということと、救急医療はやってくれと

いうことを要望してありますし、向こうもそのつもりであるというようなことで、できれば二次救急まではやり

たいというような希望を持っておるということでございまして、本当に日大と違いまして診療の方が主力でござ

いますから、そういうことでやっていくということで、十分話し合いはこれからもしていくつもりでございます。 

 それと、防災計画の中のそのときのお医者さんとの協力は、これは今までまた今賀茂医師会と仲直りというか、

そういうことをしましたものですから、どこの町も医師会と協定を結んでおります。うちの方もそれで賀茂医師

会と協定を結んでおりますから、その中の町内のお医者さんは全部賀茂医師会へ入っているということでござい

ますから、その窓口でということで、県も県の医師会と協定を結んでいるというようなこと、また郡下の町村も

賀茂医師会と協定を結んでそれでやっているということで、そういう方向で進んでおります。１つの病院と協定

をしていくというようなことはなかなか難しい問題もありますものですから、そういう方向で進んでいるという

ことで御理解を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） 私は、第１問については３点選んだ理由、例えば町長のその施策の特徴を考えて３点を

選んだと、こういうように何かそういう期待も多少あったんですが、単純明快に数が多かったと、それはそれで

理解をいたします。 

 第２点目でございますけれども、各種団体との話、今入湯税の問題がどういう形で出たのか私は承知はしてい

ませんけれども、いずれにいたしましても私が何度も申し上げますように、この経済が低迷をし、あしたのこと

もよくわからない中で、やはりその農業者、あるいは漁業者、観光業者、商店街者、そういう人たちとやはり実

態というものをきちんと把握をするし、そして議会に提案あれば議論ができると思いますけれども、ただ我々が

そういう関係者に直接会って、いろいろ要望とか要請とかそういうものをされても、そういう権限はないわけで

ございますから、そういう意味合いでもっと積極的にお願いをしたいと、こういうことでございます。 

 それから、当然入湯税の問題についても、かなり荒っぽい要望というか議論はしていました。これも私もびっ

くりしたんだけれども、やはりそういうようなことも日ごろから町長が定期総会だとかそういうようなことでは

なくて、ひざを交えた会合でするようなことがされておれば、そういうようなこともないのではないかと、こん

な気が、これは私は個人的ですけれどもいたしました。 

 それから、３点目でございますけれども、私が一番心配をしているのは、やはり日大病院のときと同じように、

何かがあっても町が特別なことをしていないから余り指導はできないよと、こういうことではなくて、やはりも



っと接点を持って指導  ──指導というと向こうも営業でやっている中だから、これは限界があるでしょうけれ

ども、そういうかかわり合いを持ってやることが必要ではなかろうかと思います。 

 それは、特に地震災害というようなことになれば、これはもう当然そういう大きな病院のお世話にならなけれ

ばならない。そういうためには事前に計画に基づく以外でも、いろいろな綿密な打ち合せというものも必要だろ

うと思います。そういう観点から、やはりもっと対話というか精神があるわけですからいかがかと、そういうこ

とでございます。 

 それから、最後でございますけれども、これは最後に町長の感想をお聞きをしたいのですが、昨年のある移動

町長室でございますけれども、ある区民の方から、道路の中央に飲料水兼用の防火水槽があるんですけれども夜

間、ふたというか、その付近に暗いから街灯をというような要望が出されました。それについて当局の方では、

反対側が公共施設でございますから、ちょっと離れたところに街灯があるんですけれども、それがあるから大丈

夫だと思うけれども調査をしますよと、検討しますよと、こういう答弁をされました。 

 たまたま帰りがけにその方が私に、今ちょっと現場見てくれよと、通り道ですから見ました。私もその公共施

設は総務課長という立場の中で管理をしていた建物でございますから、どういう明かりつけたか承知はしている

んですけれども、暗いといえば暗いし、大丈夫だといえば大丈夫。ただ、台風時期だとかということになるとど

うかなと、こういうようなことはありました。それから１年、11月でしたか、またまたま会議の中でその方と会

ったら、いや、それは自分でライトというかつけたよと、こういうお話でして、私は費用も大分かかったでしょ

うと言ったら、いや大したことないよと、かなりさわやかにというか、そんな感じでおっしゃっていました。見

ましたら、かなりそこを照らすような設置をしてあるんですけれども、言うならば一件落着というのかなったわ

けでございますけれども、こういう話、町長の感想をお聞きをしたいと思います。それでこの質問を終わります。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） 選び方いろいろあるわけで、私もだから一番効果のあったということでいくと、ミニ広

域でやった焼却場だなというふうに思っておりましたけれども、それは折に触れて御報告をしているものですか

ら、事務当局のことで選ばせていただきました。 

 あと生の声といいますか、それもありますし、やはりだけれども、一々各団体の方ということもなかなか日程

的に組めませんものですから、産団連あたりを利用してやっているということ。また、農業の場合は、この間フ

ォーラムをやったりというようなことでございます。 

 あと康心会のことは前に答弁したし、行政報告でも触れておるとおりでございます。 

 あそこのことでございますけれども、普通の方々から見るというと、ずっと明るいわけです。それで、まだと

いうことでその必要がなかったものですから、その対策というのをしなかったら、その人は自分の家の前なもの

ですからそういうふうなことをしたということでございまして、そういうことを一々明るさということを求めれ

ば切りがないわけでございまして、ある程度のとこら辺は、そこら辺の接点で我慢していただくというか、ある

いは懐中電灯をそのときに持っていってあけるとかというようなことは、ぜひそういうふうに御理解をしていた

だきたいと思っております。その人、その人の考えですけれども、そういうことも全部町内でやっていったら大

変なことになるわけでございまして、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） この際、午後１時まで休憩いたします。 

                               （午前１１時５０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。 

                               （午後 １時００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） 栗田成一議員の第２問、平成14年度予算編成についての第１点目、投資的予算の基本的

な方針は、についてお答えいたします。 

 投資的事業についての基本的な方針につきましては、実施計画に基づき継続事業及び補助事業を最優先とし、

新規単独事業については原則見送りの方向で検討しておりますが、重点施策とするものについては、緊急性、事

業効果等、総合的に勘案し、予算要求するよう各担当課に指示しております。 

 しかしながら国におきましても、公共事業費用対前年度当たり予算比で10％削減することを基本方針としてお

り、補助制度及び地方交付税制度を通じ、国の予算と密接に関係している地方自治体の財政運営においても、投

資的経費については大変厳しい状況が続くものと認識しております。 

 ２点目、補助金の見直しはどのように話し合われたかについてお答えいたします。 

 補助金につきましては、平成13年度当初予算編成方針の際にも、補助団体とヒアリングを実施し見直しを進め

たところでありますが、平成14年度当初予算編成に当たり、町単独補助金の一律10％削減を基本方針とするこ

とにいたしました。また、今後関係各団体と担当課のヒアリングにおきましても、10％の枠にとらわれず、補助

制度の休止及び廃止も含めて検討をする考えであります。 

○議長（山田力男君） ３番、栗田成一君。 

○３番（栗田成一君） 先ほど、どうもマイクのあれを大変申しわけありませんでした。 

 ただいまお聞きをしましたけれども、まず第１点でございますけれども、私がお聞きをしたいのは、先ほど15

番議員もちょっと触れていたようでございますけれども、町長の任期が来年の５月いっぱいという状況の中で、

経常的な予算はともかくといたしまして、投資的な予算についてはどういうスタンスというか、考え方を持って

予算計上をするのかと、これが私の主眼、お聞きをしたいところでございます。 

 昨日の行政報告を見ますと、投資的な経費についてはるる述べられていますけれども、ここに書かれているの

は、ただ単にローリング調書のことについて記述をしていると、私はそういうように感じているわけでございま

す。そうではなくて、もう少しそういう状況の中で投資的な予算についてはどういう方向なのか。例えば先ほど

話題になりました中山間の事業あるいは風力発電のことについて、どういうスタンスで予算計上をするのかと、

こういうようにお聞きをしたいところでございます。 

 それから、もう一つ質問に入る前に、ちょっと言っておきたいことがあるんですけれども、先ほど助役が風力

の関係については２基が３基だよと、こういう話を突然されたと。何かの機会で我々議員に話されているのかど

うかは、それは承知しませんが、私自身が聞くのは初めてで、ある日突然いきなり２基だと思っていたものが３

基だというようなことで話されたのでは、甚だ私もちょっと承服できないと、そんな気がします。 

 なぜならば、私はこの風力についても前に一般質問をさせていただきましたけれども、基本的に言うならば、

やはり景観、これも助役と考え方が違うのですけれども、山のてっぺんにああいうものがあっていいのかという

ことと、それから得られた電力を、助役の説明によると一たん東電に売って、そして売ったというかそういう中

で、あそこに清掃センター、あるいは給食センター、水道の施設等そういうものに使うんだというような意味の

ことをおっしゃっていましたけれども、私はそうではなくて、得られた電気というものは、直接そういうものに

したらどうかと、こういうスタンスでございますので、私はまだ最終的にこの事業がいいのかどうかというよう

なことは、まだ判断、感じているのが実態でございます。 

 そういう中で、投資的な予算を町長がどういう組み方をするのか。やはり来年の選挙ということになれば、私

はこの風力というものも大きな焦点になるだろうし、あるいは中山間についても内容的にはそうだろうと思いま

す。るるこの中山間についても、担当課長からは事務的な説明というものは何回も聞いているし、担当委員会で

ございますからその辺のところは承知をしているのですけれども、農業公園という全く新しいものについて、町

長のこの考え方というか、町長の立場の中でどういうものかというようなことが出てこない。そういう中で予算



計上、投資的な予算というものはいろいろあるでしょうけれども、そういう目玉的な予算というものをスタンス、

どういうことで計上したのか。それをただ単に緊急性だとか、必要性だとか、事業効果だとかということではな

くて、そういう観点からもう一度投資的予算の基本的な考え方をお聞きをしたいと思います。 

 それから、２点目の補助金の見直しでございますけれども、これも第１問の各種団体との話と多少関連をする

んでございますけれども、町が作成をした東伊豆町行政改革実施計画書と、こういうものがあるんでございます

けれども、これを見ますと補助金についてのるる平成15年までの計画が段階的に今あるわけです。 

 これを見ますと、活動内容等そういうものを精査をすると、こういう意味になっているんでございますけれど

も、私が今回質問をした趣旨というのは、やはりこういう時期でございますから、ただ単に行政報告の中にある

ように一律に10％削減をすると、こういう手法ではなくて、やはりちゃんと精査をして、この時期に必要なもの

は必要として補助金を出すとか、あるいはカットするとかと、そういうようなものがあったかどうかという視点

でお聞きをしました。 

 したがいまして、私の第１回の質問がスムーズに受け取れないとしたならば、再度そういうようなこの状況の

中で、補助金の見直しというものはただ単に10％カットと、こういうことではなくて、新しいものがあるのでは

なかろうかと、あるいはしていかなければならないのではという、そういう視点もあるということで再度御答弁

をお願いをいたします。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） 任期と予算の編成についてでございますけれども、過去の先輩方の予算の組み方を調べ

ました。そしたら任期についても、骨格予算の必要があるのかどうかというようなことでございまして検討しま

したけれども、今までがそういう組み方をしていないからいいではないかということで、同じような組み方をし

ております。 

 それから、中山間の問題点、風力発電の計画というようなことでございますけれども、これは相手のあること

で、県が実施して、その中からそのうちの15％、あるいはふるさと水とというふうな計画になりますと20％を計

上しなければならないということで、そういうことでやっております。あとは、やはり刻々と変わっていく経済

情勢とか、また小泉内閣の登場によって、省庁統合とそういう中でこういう減額というような問題も出てきてい

るということの御理解を願いたいと思います。 

 それから、風力発電の計画についての直接費用というようなこと、議員の主張でございますけれども、二重の

投資といいますか、この風力発電というのは風が吹かないと発電が行われないわけでございまして、やはり装置

としては東電からのというか、電気会社からの購入の方の両方のことをやらなければならないというようなこと

でございまして、それだったら売る方は売る方、また使う方は使う方だというふうなやり方の方が合理的である

というふうで進んでおることを御理解願いたいと思います。 

 それから、補助金でございますけれども、13年度と同じように各補助団体とのヒアリングをやってというよう

なことだけでなくて、基本的には10％以上削減するという方針でやらないと財源的に組めないものですから、こ

ういう方針を出してやっておるわけでございます。御理解のほどをお願いします。 

○議長（山田力男君） ３番、栗田成一君。 

○３番（栗田成一君） 私は、風力と中山間の話をしたんだけれども、要は投資的な予算についての一つの考え

方、わかりやすいというか、当然今町長の１年間の施策を見ますと、この中山間、県の事業にしろ、かなり町長

の政策の中では重要なテーマだろうと。あるいは風力についても私はそういう認識を持っているので、投資的な

予算という一つの例として議論をさせていただいているんだけれども、それから先ほど助役は盛んに行政の継続

性というようなことも言われていました。これも当然そうでしょうけれども、この小泉内閣の中では、この公共

事業の見直しということで、第２東名のもう橋げたができているものでさえ、どう見直しをしようかと、こうい

う時代でございますので、やはり今町長の置かれている立場からするならば、そういうスタンスというものをは



っきり明示をしても別に差し支えないのではないかと。私は、こういうようなものを新年度予算、投資的予算の

中で計上したと、こういうものがあれば積極的にお聞きをしたいと、こういうつもりだったのでございます。 

 いずれにいたしましても、先ほどから投資的な予算については、15番議員に答えているようでございます。私

の聞いていることと多少違うのですけれども、何度聞いても同じだと思いますので、それはそれといたしまして。 

 それから、補助金の関係についても、これは方針と考え方として10％の削減をすると、こういう目標を立てる、

そのことはそれはそれとして結構  ──結構というか、私がそう申し上げるのは甚だこれは恐縮なんですけれど

も、それはそれとして、私が申し上げたいのは、こういう時期の中で10％頭から切る。それもそうでしょうけれ

ども、補助金というものを新たに補助金創設するというか、本来補助金というものは、それぞれの目的が達成さ

れるために町が幾らか補助をし、そして目的が達成されればそれはなくなると、こういうのが補助金の性格だと

思います。 

 しかしながら、どうしても観光関係だと入湯税というものがありますので、この補助金の考え方がどうもスム

ーズにいっていないのではないか。旅館の方は、徴収義務者として、町の方は３％ぐらいの手数料というものを

やっているだろうと思いますけれども、入湯税というものは観光関連の基盤整備、あるいはそういったものに使

うというようなことになっているんだけれども、それぞれの単協の中には補助金というような形で出しているだ

ろうと思います。 

 どうしてもそうしますと、補助金の性格が何かもらえるものというか、毎年毎年同じようなスタンスの中で交

付がされているような気がします。そういうのもそれはそれで考え方としていいんでしょうけれども、こういう

時期ですから、やはり新たにその交付先ともかなりちゃんとした話をして、必要なものがあれば新たに10％カッ

トという枠の中で新たな交付をするとか、そして削るものは削るとか、そういう時期ではなかろうかと。要する

に、小泉内閣が改革、そういうふうに言われているのも、やはり町においてもそういう改革というものは必要だ

ろうと。そういうようなスタンスが町の方にあるのかどうか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） 10％カット、できればどんどん補助金で効果があるところは助長していきたいわけでご

ざいますけれども、財源的な問題、それからこういうことでこういう対策をとらざるを得ないということで御理

解を願いたいと思っております。 

 あとは、また細部にわったてはまだ編成中でございますから、そういう点を理解していただきたいと思います。 

○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） 栗田議員の第３の住民サービスの現状について、稲取婦人会及び同志会が活動の中で行

政に協力してきた内容は、今年３月の解散にどのように対応しているかにつきましては社会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） 社会教育課長。 

○社会教育課長（加藤 悟君） それでは、栗田議員の第３問の１点目『稲取婦人会及び同志会が今年３月をも

って解散したが、活動の中で行政に協力していた内容もあったと思うが現在それらはどのように対応しているの

か伺う。』についてお答えいたします。 

 まず、稲取婦人会でありますが、基本的には、自主的な学習集団であり、住民生活や地球環境を考える研究・

実践等を行っていただきました。 

 自助努力はしたものの、会員の減少、女性の働く機会の増等により役員に就任していただく方が無かったこと

が休会の大きな要因と考えますし、誠に残念であります。 

 また、休会以前にも婦人会長さん等役員の方々に行政が依頼してありました役職のスリム化を各課局の協力得

てお願いし、本来の婦人会活動の妨げにならないよう配慮はいたしましたが結果はご承知のとおりであり、この



ことに対する行政サービスの低下等に関する苦情は聞き及んでおりません。 

 しかしながら自主的な学習集団として参加してきた地域イベントが開催された折等には、寂しさを感じる場合

もあります。 

 次に同志会については町民大会への競技参加やお盆前の墓地掃除等が過去お願いしてきた内容でありますが、

墓地掃除については、すでに行政では解散する以前に、シルバー人材センターに委託して実施してますし、町民

大会への競技参加も同志会の名称は使用しないで、一般町民を対象とした競技として実施しておりますので、行

政サービス低下につながらないと判断いたしますので併せてご理解をお願いいたします。 

 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、この婦人会あるいは同志会が解散をしたと、このことについて        思

っています。 

 私が申し上げたいのは、町からこの団体に本来は行政がやるべきことをお願いをしていたと思う。そういうも

のはなければない        あったと思う。そういう中で、その団体がなくなって今まで依頼をしていた

ことが今現状としてどうなっているのか。それが強いては住民のサービスの低下になっているのではないか、こ

ういう視点でございます。今課長から学習集団としていうようなことで、それはそれで立派にやってこられて、

なくなったということはこれも残念には思いますけれども、私が懸念をしているのは、あるいは町民が懸念をし

ているのは、やはりそういう方たちが、本来は行政のサービス事業としてやられたことがかなりあったと思う。

その分がその団体がなくなったわけですから、それを現在どうしているのか。そして、そういうことはないよと、

こういうことであれば、私は議論は続けてもしようがないからしませんけれども、私はあるだろうと考えており

ます。 

 したがって、それと同時に、それとかわるものをどうするのか。そういうことも含めて御答弁をお願いをいた

します。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） 議員は、この両方の団体は、行政の一翼を担ってサービスをやっていたというふうにあ

れですけれども、年々そういうことを維持していくために大変だということで、婦人会の場合はほとんどが行政

でやっておりましたし、そういうことでやめてということですと、老人会の後の記念品を配るとか、あるいは補

助金ですか、敬老祝金を配るということ、そういうことは各役員さんの御婦人方にお願いしてということで対応

がなされておりますし、ほとんど行政サービスに対する影響というのはなくなってきておりますから、そういう

ことでサービスが低下というようなことはないというふうに、私は理解しております。 

 同志会については、もう墓地掃除とかそういうのはシルバーに委託してやっておりましたし、後はなくなった

ということは自衛隊協力隊のことですけれども、これも消防のＯＢにお願いをしてやっているということで、ほ

とんど支障はないというふうに思っております。何かそのことでお気づきのことがあるなら、ちょっと具体的に

おっしゃっていただければ回答しますけれども。 

○議長（山田力男君） ３番、栗田成一君。 

○３番（栗田成一君） それは、考え方がいろいろおありでしょうけれども、私はやはり婦人会が存続ができな

かった原因の中には、かなり町からいろいろされたこともあったと。これはこの近年ではなくて、三、四年前そ

ういうようなことがあったというようなことで、こうしてだんだん会員とかそういうものが減ったというような、

これは現実にあったわけだと思います。 

 今、町長が言われるように、行政は全く本来は町がやるべきことはお願いしていなかったんだと、こういうこ

とになれば、それはそれでそうだと理解をいたします。 

 しかしながら、私は少なくても婦人会の活動の中には、行政のために役に立った部分というのはかなりあった



だろうと。決して行政からすると、おまけの部分の活動をしただけではないだろうと、このように考えています。 

 それから、もう少しこの問題を掘り下げて見ますと、婦人会の中で環境的なことということで、活動の中で焼

却場の施設を視察をしたりだとか、こういうようなことも活動の中にやられておりました。これもただ単純に考

えれば、自分たちの知識を得る、こういうことになろうかと思いますけれども、それを突き詰めていうならば、

町のごみの出し方だとか、あるいは収集業務、清掃業務というものの知識を得る、そして町民が知識を得ること

によって、町の施設も例えば10年もつものが20年もつとか、このようなことにもなるわけでございます。 

 そういう集まりの団体がなくなったということについては、やはりたとえなりとも行政にもサービスの低下と

いうか、そういうものは回り回っていけばあるだろうと私は思っております。そういう中で、婦人会がやられた

ボランティア的なものも、聞けばそういうような組織もいろいろ募集をしているんだと、こういうことのようで

ございますけれども、やはりボランティア的な組織というものも、婦人会というものに依存をしていないといえ

ば、これは必要はないんでしょうけれども、そういうような組織的なものをつくる必要があるんだろうと。 

 私は、そういう観点から質問をしましけれども、いやそういうことはないということであれば、それはそれで

私の質問とはかみ合わないから仕方がないんでございますけれども、ごみの問題等については、突き詰めていけ

ば本来は行政がしなければならないことを自分たちの活動の中でやられていると、こういうような現実について

は、最後にどう理解をしているかお聞きをして終わります。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） あくまでも民主団体でございまして、町で指導していくというようなものではございま

せんことを御理解願いたいと思います。 

 これからのことはボランティア団体とか、また各組織、組織への婦人部というようなこともあるわけでござい

まして、それと解散したから言うわけではございませんけれども、ずっと伝統的な古い体質を持っていたという

ことが、やはり今の婦人層に受け入れられなくて維持できなかったというふうに私は見ております。 

○議長（山田力男君） 以上で、３番、栗田成一君の一般質問を終わります。 

 10分間休憩いたします。 

                               （午後 １時３０分） 

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

○議長（山田力男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

                               （午後 １時３９分） 

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

         ◇ 山 田 直 志 君 

○議長（山田力男君） 次に、14番、山田直志君の第１問、介護保険について、第２問、教育について、第３問、

予算編成について、第４問、幹部職員政策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） 通告に基づきまして、４問の質問をしたいと思います。答弁は各問ごとにお願いをし

たいと思います。 

 第１問、介護保険について質問をします。 

 町長は、介護保険は大した問題もなく順調に導入されたとたびたび言われておりますが、私はとてもそのよう

には思えません。保険と給付の両面で、大きな課題が生じていることを率直に指摘しなければならないと思いま

す。 

 保険料の問題ですが、標準で高齢者が月 2,800円を負担することは大きな負担であります。とりわけ収入が低

い方は法定の減免措置がありますが、全く収入のない人や年金が１万円、２万円程度の方からも、減額をされて



も 1,400円を月額で保険料として受け取るというのは、この人たちに対しては大変大きな負担であります。 

 こうした中、今日本じゅうで、また県内でも、こうした負担に対して保険料、または利用料で減免する制度を

導入する市町村が広がっております。とりわけ本格的に保険料徴収となったことしの10月以降、県内でも多くの

市町村がこうした方向に歩み寄っております。町としては、これらの問題についてどのようにお考えですか、伺

うところであります。 

 また、給付の問題では、再三指摘しておりますけれども、介護施設整備の不足は極めて深刻な状況にあるとい

うふうに私は思います。介護保険への信頼を裏切る事態といっても過言ではないと思います。町長として、今後

の介護保険施設整備についてどのようなお考えをお持ちであるのか、明確な御答弁を伺いたいと思います。 

 ２つ目に、教育について質問をいたします。 

 昨年は、１年間に町内で生まれた子供は 120 人程度であったと聞いております。今20代の町民人口は減少の

一途で 1,000人を割り込むような状況にあります。また、10月には町内で10代によるナイフ等を使用した傷害

事件等も発生をしました。東伊豆町はこれからどうなるのだろうか、何かまちづくりに欠けていることがあるの

ではないか、少子化という言葉も定着はしてきたけれども、ともすると子供が生まれない問題ばかりが注目をさ

れ、生まれた子供たちを健やかに育てる環境というのは、一体どうなっているのだろうか、そんな思いから質問

をするところであります。 

 まず、東伊豆町の子供を育てるということについてであります。これは、私の意味では、東伊豆町を愛する子

供、また東伊豆町をこれから担っていく子供を、どのようにして町として育てていくのかという問題ではないか

と思います。町内の学校教育や地域で、本当にこういうことが意識されているのだろうか。私は疑問に思えてな

りません。町では、今後こうした問題についてどのように対応されていくのか、伺うところであります。 

 次に、来年度から学校では週５日制というものが、本格的な実施というものを迎えます。国では、ゆとりが生

まれるというふうな幻想を振りまいておりますけれども、必ずしもそうならないのではないかという声が国民、

または町民多数の声ではないかと思います。取り組みの進んでいる町村では、親子の体験教室やスポーツ少年団

など、クラブ活動の推進などを週５日制を見越しての動きを始めています。そんな記事を新聞で見たりする町内

の父兄は、うちの町はどんなことを考えているのか、いないのかさえわからず、不安を募らせているのが現状で

はないかと思います。町として、学校週５日制の受け皿というものを今どのようにお考えであるのか、率直にお

聞きしたいと思います。 

 さらにそうした動きの中で、既存の制度として存在していた児童館や学童保育などを整備する動きが、市町村

レベルまで進んできています。町では、これらについてどのような考え方を持っているのか、考えを伺うところ

であります。 

 第３問、予算編成について質問します。 

 来年度は、国による不良債権処理が本格化するとして、とりわけ地元静岡銀行の不良債権処理の本格化を宣言

していることから、町内にとどまらず伊豆の観光に大きな打撃に等しい影響を与えるのではないかと懸念してい

るところであります。それは、厳しいだけでなく、営業に、生活に多くの危機を含んだ１年になることが予想さ

れるのではないかと私は思います。 

 そういう中での予算であります。いつも大事でありますが、来年度はそういう意味でとりわけ大事な予算編成

だなというふうに考えております。今、そうした危機に対応した手だてを含めて、私は従来の発想や視点ではな

く、額の単なる増減にとどまらず、財源の少ない中で抜本的な転換と対応が来年度は必要ではないかというふう

に考えております。そうした点から質問をしたいと思います。 

 とりわけ景気、不良債権、地域競争の激化で大変な危機に直面しているのが、町内の観光業や商業であります。

経営者に何の問題もないとはいいませんが、これも、何もせず見ていられるという問題でもありません。 

 先ほど述べたように、従来の発想でなく、新しい視点でのこの分野に対する補助、支援というのは、今私は切



実に必要なのではないかというふうに考えておりますが、町ではこれらに対してどのようにお考えでしょうか。 

 また、厳しい税収状況から、歳出の見直しも避けられない問題ではあるというふうに思います。問題は、どう

いう視点でこうした歳出の見直しを行うのかというのが極めて重要であると思いますので、それらについて先ほ

ども議員への答弁の中にありましたけれども、お考えを伺いたいと思います。 

 第４問、幹部職員政策について質問します。 

 その会社組織がどう動くか、トップの意向を具体化し、職員の意欲や創造性を引き出す幹部の存在は、洋の東

西、また古今の時代を越えて組織永遠の課題であります。行政の動きは、この幹部職員の動向やモチベーション

に大きく左右されることは明らかであります。そうした重要性から質問をするものであります。 

 まず、町における今後の職員の退職状況は、見込みで結構ですから、どういう状況かお示しをいただきたいと

思います。今後、町は職員定数抑制の中で、多様化かつ深刻化する町民要望と激変していく行政事務に対応して

いくことが求められていくものと思います。こうしたときに、新しい時代を主導していく幹部職員をどういうふ

うに育てていくのか、その所見を伺いたいと思います。 

 以上、壇上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） 山田直志議員の第１問、介護保険について２点にわたって質問がなされておりますが、

１点目、町による保険料、利用料の減免制度導入について、２点目、介護保険の施設整備についての質問につき

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点目の介護保険についての１点目、町による保険料、利用料の減免制度導

入についての質問にお答えいたします。 

 平成12年４月から、制度開始以降、１年と９カ月が過ぎようとしております。保険料賦課徴収につきましては、

政府の特別対策により12年４月から９月まで半年間は徴収せず、以降10月から翌年９月まで本来の保険料の半

額を徴収してまいりました。平成13年 10月以降は、すべて本来の保険料を賦課徴収することになっております

が、介護保険制度の趣旨であります老後の大きな不安要因となっている介護の問題を国民全体で支え合おうとい

うものであり、制度運営を図る上から必要なことと認識しております。 

 保険料賦課については、介護保険法施行令第38条等に基づき、所得段階別に５段階の方法がとられており、第

１段階が生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で89人、第２段階が住民税世帯非課税者で 1,264人であり、

軽減対象者となっております。また、第３段階が住民税課税世帯、かつ本人非課税のもの 1,525 人、第４段階、

第５段階が本人に所得がある者792 名で、合計 3,670人の１号被保険者に賦課しており、低所得者への配慮がな

されております。また、災害、その他特別な事情による生活困窮者については、減免措置が可能となるよう条例

規定しております。 

 いずれにいたしましても、法の趣旨からしてむやみに減免することは、保険料の公平を欠くことにもかりかね

ませんので、無原則な減免は好ましくないと思っております。 

 利用料の減免についてですが、特養旧措置入所者にかかる経過措置により、利用者負担の特例、ホームヘルプ

サービス利用者負担軽減措置、社会福祉法人等における生計困窮者に対する利用者負担の軽減等、低所得利用者

負担対策等が制度の中に実施されております。また、高額介護サービス支給についても３段階で支給対象額は定

められており、低所得者に対する配慮がなされているものと認識しております。 

 次に、２点目の介護保険の施設整備についてですが、介護保険施設整備につきましては、御案内のように特別

養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設がございますが、これらを介護保険３施設と称してお



ります。これら施設のうち、特養につきましては法施行以前、老人福祉法に基づく措置入所が図られております

が、介護保険制度施行以後、これら３施設の入所は要介護状態にある方が、全国すべての施設との契約により入

所可能となりますが、家族の事情等により近隣への入所希望は当然のことであります。 

 介護保険施設整備につきましては、県伊豆健康福祉センターを中心に、伊豆圏域での整備目標を立てて整備促

進を図っておりますが、現在における伊豆圏域での整備状況を申し上げますと、特別養護老人ホームが６施設で、

入所定員 310床、介護老人保健施設が３施設で入所定員 176床、介護療養型医療施設がゼロ施設の状況です。 

 今後予定といたしまして、特養施設の建設計画がございます。当町の施設入所者は、特養41名、老健19名、

療養型１名となっており、伊豆圏域並びに伊東、熱海、三島方面の施設に入所しております。 

 介護保険制度が開始されて以来、施設入所を希望する家族は多く見受けられます。現在の社会環境等からやむ

を得ない事情があるものと推察しておりますが、各施設とも待機者の増加が目立ってきておることは認識してお

ります。しかしながら、待機者の要望をすべて網羅することは、到底不可能なことであります。 

 施設整備につきましては、平成14年度に、高齢者保健福祉計画の見直しの作成を行いますが、これらに先駆け

て高齢者実態調査を実施いたしました。これらの利用規模、将来の利用意向等を集計分析し、伊豆圏域内での整

備計画が作成されることになりますので、意見を反映させてまいり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） 減免の問題ですけれども、それは大体予定どおりの答弁なんですけれども、町長、前

この問題で町長に質問したときに、町長はやはりほかのところの動向も検討しなければならないと、町だけでそ

ういうことはできないと。 

 しかし、ことし、これは10月に県がまとめられた資料ですけれども、今74市町村中、減免制度を実施してい

るところについては43ですよね。町村だけで考えても53市町村中、26市町村、50％、60％の市町村がそういう

ことをやっているというのが事実ですよね。法の考え方とか何かある。厚生労働省はそういうことをやるなとい

う通知を出しているということも存じ上げていますけれども、しかし実際保険料を支払う、それぞれの町の町民

が本当にやはり苦しんでいるという中では、それぞれの市町村はそういう判断をしてきたのではないですか。法

律の考え方ではなくて、やはり実情をよく見る必要があると。マクドナルドで１個65円のハンバーガーを食べて

１食１食をしのいでいるとか、そういう人たちが今課税をされて本当に苦しんでいる部分というのはあるんです

よ。 

 だから、町長、前言われた点でいけば、今静岡県ではおよそ半数のところがこういう制度を導入するという方

向に踏み込んできたという、やはりそのことを重く受けとめる必要があると私は思います。 

 次に、施設の問題ですけれども、毎回質問をしておますけれども、湯ケ岡の郷でも 100名からある。そんな中

で、約50名程度は東伊豆の町民です。現在入所されている人が41名で、それを超える49名が待機待ちという状

況になっていること事態が異常ではないですか。 

 ですから、私は再三ユニティなんかも寄附を受けるのであれば、空いた土地を利用しようではないかというこ

とで、やはり積極的にそういう意見をしなかったら、県のやはりこういう圏域の計画に取り入れられないではな

いですか。賀茂村などはああいう小さい村でも、１億円からお金を出して特別養護老人ホームの建設をするんだ

と、そういうやはり努力もしてやっているわけで、町も今回土地が入るわけですから、うちのところで活用でき

る土地があるよということだったら、だれが考えたって真っ先にこういう面で県に手を挙げて、一日も早い施設

建設を進めようというのが、やはり町民の代表たる町長なり町の仕事ではないかと私は思うんですよ。こういう

ことをやっていただけるでしょうか。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） 減免制度は半数がやっているというようなこと、赤旗にもよく主張が載っております。

けれども、今私の判断としては、この減免へまた上乗せするという考えは、今持っておらないということを答弁



いたします。 

 それから、施設の利用については、今度は河津がやるということでございまして、その後14年度の圏域の中で

の話し合いがあるわけでございまして、うちの方がやるんならというような内々の話はあります。そういうこと

で、どこかやっていただけるところがあるかなというふうなことは思っておりますけれども、具体的にまだ動い

ているということではございません。 

○議長（山田力男君） 14番、山田直志君。 

○１４番（山田直志君） 町長、減免のことでいきますと、今回議会で例えば河津であれ、西伊豆でも、質問の

中ではそれぞれ町長さんたちは郡の担当者等でも検討するという答弁になっておりますから、そういうのを１町

もやっていないというのは本当に賀茂郡だけですから。そういう点では少なくても、河津や西伊豆でもそういう

答弁がそれぞれ町長さんから出ておるわけですから、そういう点では足を引っ張らないで、ぜひ真剣にこういう

実情について検討をしていただきたいし、施設の面では町長今言われるようなことは、ぜひそれはもう町長、正々

堂々と東伊豆町は提供しますからやってくださいと言えば、やはりそういう方々も出るのではないかと。 

 町長、そういう意思があるときには、はっきりと言っていただくと。それはどこがやるか決まらなかったとし

ても、河津が15年度の建設あたりになるんですか、そうしますとやはり東伊豆は16年度ぐらいということで、

町民の中にも、ああ、じゃ16年度ぐらいにはやっぱりうちの町にもう１個できればという、こういう期待という

のも持てるわけですから、ぜひそういう面では町民の皆さんに希望の持てるような形の発言をしていただけると。 

 今のやつで私は少しほっとしましたけれども、建設についてはぜひ手を挙げて、圏域の中で土地がもうある面

確保できるわけですから、正々堂々と手を挙げて誘致するような努力を、それは町民サービスにつながることで

すから、ぜひお願いをしたいと思います。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） 先の方の減免の制度は先ほど申し上げたとおり、まだその導入するという意思は持って

おりませんことを。 

 施設については、そういう働きかけがあるということ、今はそれで場所が今までのようにへんぴなところでは

なくて、町中といいますか、いろいろと企業が撤退とか倒産とかということがあるものですから、そういうので

割合に便利なところへというようなことが、今の風潮としてあるわけでございまして、そういうことでの場所と、

それから進出するというか、そういうことをやろうとする意思のある医療団ですか、そういうことを探していか

なければならいというふうに思っております。 

○議長（山田力男君） 次に、第２問の答弁を求めます。 

○町長（田村又吉君） 第２問、教育について３点にわたって質問がなされておりますが、１点目、東伊豆町の

子供を育てることについて、２点目、学校週５日制の受け皿をどう考えているか、３点目、児童館、学童保育の

早期実施についての質問につきましては、教育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） 教育長。 

○教育長（藤邊正義君） 山田直志議員の２問目の教育についての１点目、東伊豆町の子供を育てることについ

てお答えいたします。 

 東伊豆町の子供の育ちは、家庭での育ちをもとに地域社会、学校、社会教育、福祉といったあらゆる面からの

育ちがあると思います。学校教育では、本年度の東伊豆町の重点を次のようにしました。完全学校週５日制の実

施を視野に入れ、幼稚園では３歳児保育の施行を開始し、幼児期にふさわしい社会性と道徳心の芽生えを図り、

家庭と連携を図った幼稚園の幼児教育センター化への施策を課題としました。 

 小中学校では、学びの意欲化と広がり、深まりや、基礎的、基本的なことの確実な定着を図るとともに、地域

に開かれ、地域の教育力を生かした特色ある学校づくりを目指しました。総合学習も実施される中で、より一層

地域を学び、地域を理解することができるようになるものと思われます。 



 また、心と安全の教育や、それぞれの節になる幼稚園、小学校、中学校のつながりも重視して、東伊豆町の教

育の一貫性を図るようにしました。さらに、社会教育の面では、少子高齢化が進む中で、幼児期のしつけや子育

てなどの家庭教育支援、青少年には社会参加やボランティア学習、自然体験活動など、郷土を学び、郷土を愛す

る子供が育つ活動の推進、さらにはあいさつ運動や地域と一体となった青少年の育成、守る活動の支援などを進

めています。 

 家庭の教育力が低下しているのではないかとの声がありますが、家庭教育学級や子育てセミナー、思春期講座

などでその支援を図りました。こうした中で基礎学力を身につけるとともに、東伊豆町に根差したふるさとを愛

する子供たちの育ちがなされることを願っております。 

 次に、２点目の学校週５日制の受け皿についてどう考えるかについてですが、学校週５日制は平成４年に月１

回の土曜休校に始まり、その後月２回というのを経て、平成14年度から完全５日制となります。したがいまして、

10年たったことになりますが、その間、休みのあり方や受け皿の論議もなされ、完全５日制への準備もしてきま

した。 

 平成８年度の中教審の答申や、その後の学習指導要領は生涯学習体験への移行を見据えながら、子供のみずか

ら学びみずから考える力と個性を伸ばすこと、さらには基礎的、基本的な内容の確実な定着を柱として、子供に

心の教育と生きる力をはぐくむことをねらいとし、学校での裁量の時間をふやし、総合学習の時間も新設されま

した。これは、子供の学びや育ちは学校だけではなく、家庭・地域とが一体となって進められるものとの考えで

もあります。 

 家庭と地域には、学校内では得られない学習資源、教育の機会があります。家庭には、基本的な生活習慣、愛

情の充足、心理的な安らぎや支えなど、地域には社会参加、自然体験、文化やスポーツの活動、ボランティア活

動等の機会があります。社会教育の面でも、ふるさと学級やスポーツ少年団など、青少年が地域を学ぶ、あるい

は地域で活動する機会が設けられております。学校５日制は、こうした家庭や地域など郊外でのさまざまな活動

や教育の機会を体験し、子供たちの生きる力を伸ばすように位置づけられたものと考えております。 

 ですから、子供にゆとりを持たせ、家庭や地域社会、さらには社会教育、福祉活動を体験したり、かかわった

りさせながら過ごし、またその中で要求に応じての活動の内容を充実したり、学びの機会をつくっていくことが

よいのではないかと考えております。いろいろな活動が今まで以上に子供たちの発想を大事にし、子供の手づく

りで進められることを期待しております。 

 ３点目の児童館、学童保育の早期の実現についてですが、このことは福祉関係の事業ですが、教育についてと

いうところからの質問ですので、私の方でお答えをさせていただきます。 

 幼稚園や学校に通っている子供の中には、家に帰っても家の人がいない家庭もあり、これらの子供たちは放課

後自宅で１人で過ごしたり、また学校とか友達の家に行ったりして過ごしているとのことを聞いております。 

 これらに対応した学童保育、あるいは放課後児童クラブ、さらに核家族、共働きの増加、遊び場の不足などに

より、地域における子供たちの健全育成のよりどころとなる児童館の設置は大切なことであると感じでおります

が、現在保育や幼児教育関係では、認可保育園の設立や、幼稚園での３歳児保育の実施に向けて取り組んでおり

ますので、その動向を見きわめたり、完全学校５日制の中での様子を見ていく中で考えていけたらと存じており

ます。また、このことは福祉行政と連携して進めていかなければとも考えております。 

 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） 教育長、非常にわかりにくい質問だったので、答弁も私もわかりにくいのですが、や

はり本当に町のことを考えて、この町へ残って、この町を担っていくということを本当に考えるということを。 

 実を言うと、先月の末に行われました農村のフォーラムというのがあるんですけれども、それを聞いていてつ

くづく思いましたね。農業も漁業も観光も、何となくもうけること、食っていくためにはもうけなければならな



いので、利益を上げることはいいのですけれども、そのことだけに流されているのかなという感じも、私そのと

きに感じたんですよ。 

 そういうことで、やはりことし10月前にもいろいろな事件もありました。教育委員会は、やはり学校というと

ころだけを対象にしているのではないと思うんですね、少なくても。社会教育も含めたら、20歳まで、またそれ

以降も含めてね、そういうところがやはりある面、管轄エリアだと思うんですよ。学校の中では、いろいろなこ

とをやられると。でも、本当に義務教育を外れたところでそういう部分というのはあるのだろうかと。確かに、

国も旗を振ったからＩＴ教育やいろいろなこともありました。 

 だけれども、町の中で、本当に町を愛するというふうな形に、子供たちだけではないんでしょうけれども、そ

ういうふうな角度でいろいろな生涯学習やいろいろなものを見てみると、本当にこれで十分かなと、私は、ちょ

っと疑問に思えるんですよ。 

 それで、これは次の５日制の受け皿の問題とも関連してくると思うんですが、今の教育長なんかは、平成４年

から順次実施されてきているから議論は十分されてきたのではないかというふうに、そういうことも言われまし

たけれども、僕は実際この５日制の問題については、自分もこの間、子供会だとか育成会とか役員やってきまし

たけれども、ほとんどあるよとなってきたというふうには思っているでしょうけれども、学校ではわかりません

よ、でも子供会とか育成会とか地域の中で、そういうことが意識された議論というのは、僕はほとんどされてい

ないと思いますよ。 

 これは、大変なやはり僕は問題ではないかと思うんですよ。何ができるかと。町が何も金を出して何かをやれ

ということではなくて、本当にそういう５日制になったときに、子供たちが先ほど教育長言われたように、ボラ

ンティアをするような環境だとか、学びの機会を得るようないろいろなものが地域に、では準備されているのと。

地域の中で、そういうのをだれかがやってくれるんですか。 

 例えばの話が、教育委員会なら教育委員会が旗を振って、子供会や育成会や地域の中で、子供たちこういう状

況になるんだったら何か考えようかという、やはり旗振りなんかだってしていただかないと、今のままではそう

いうものはできるかもしれないとか、例えば最後の児童館や学童クラブみたいに、今の保育や３年保育の問題と

かあるから様子を見ていって、結局それでは何か事件か事故でも起きないとやらないのかなと、そんなふうにも

僕はとれるですよ、こういう考え方というのは。 

 でも、やはりこれは大事なことだと思うんですよ。本当に例えばそういう言葉は余り言いたくないのですけれ

ども、実際に観光立町ということで、お父さん、お母さんが旅館であれ商店であれ、土日もやはり働かなければ

ならないと。日本じゅう考えれば、サラリーマンが多いですから、文部科学省が言うように土曜、日曜、親子の

触れ合いができるだろうって、こういう考え方も日本じゅうには当てはまるけれども、東伊豆町では必ずしも当

てはまらないではないですか。本当に、ではそういうときにお父さんが、お母さんが、子供を学校へ行かない土

日に家に残して、本当に安心して働けるんだろうか。その辺の問題を考えてみると、これはやはり独自の問題と

してやはり考えていかなければ、結果は対応ができない問題ではないかと思うんですよ。あれをやるから、これ

をやるから、こっちはやらないという問題では全くもって対応にならないと。そういうふうに考えていただきた

いですね。 

 ですから、少なくてもまだ子供会や育成会レベル、地域の中ではこの議論は十分されていませんから、どうい

うことになるのかは少なくとも教育委員会では、これは子供会の場合は補助金は違いますけれどもね、出すとこ

ろは違いますけれども、そういうやはり子供たちの生活に変化が起きるということは、子供会や育成会や何かで

も対応してもらうような、やはり働きかけを含めて、本当に町としてお金はかからなくても、ちゃんとできる旗

振りをして対応をしてもらうような努力は、絶対必要ではないですか。 

 また、そういう中で先ほど言いましたように、学童保育なんかの場合は、ほかの市町村建物の建設はしないで、

人件費補助等を受けながら、学童保育や何かをどんどん導入しているわけですから、やはり真剣にそういうもの



については検討をしていくという、私は姿勢が今必要ではないかと思いますけれども。今できないことをすぐに

やれとは言いません。できることから旗を振って、子供たちに対してやはり目配り気配りをするという考え方を

ぜひとってもらいたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（山田力男君） 教育長。 

○教育長（藤邊正義君） 幾つかの点にわたっておりまして、個々での御回答という形がとれるかどうかわかり

ませんけれども、学校５日制が何も論議されていないのではないかということでございますけれども、私もここ

にずっといたわけではございませんが、私が学校を経験している中で、この５日制の方向が出てき、また月２回

というようなのが出てくる中では、大変論議をしたことを覚えております。 

 その中で論議をしたのは、やはり休みが多くなると、子供たちの家での過ごし方がどうなるんだろうかと、あ

るいは非行等のようなそういった面もあるのではないかとか、そういったことが出て、それではいろいろな受け

皿としてのいろいろな活動を盛り起こすように働きかけることがいいではないか、そういう活動がいっぱい起こ

ることがいいのではないかというような、そういった論議が一つはされました。 

 その論議のもう一つの意見としては、そうやって学校での今学びがある。そしてまた２日休みになったという

ような中で、またもう一つここで受け皿としての一つのあれに入ろう、これに入ろうというような形での受け皿

が幾つも出てきて、その中に子供たちが行くことが本当に週５日制の意味だろうかというような点が、今の学力

観のとらえ方と同時に論議として出ていました。 

 それは何かといいますと、今話をしましたけれども、子供たちのこれからの学びの方向が大きく変わってきた

のは、今まで知識偏重というんですか、教育内容が知識をいっぱい覚えること、それからそういうためには詰め

込み式の教育的なものが、そればかりではなかったんですけれども、そういったものが中心であったのを子供み

ずからが学んだり、子供みずからが興味や関心を持って触れていって、その中での学びを大事にし、そして生き

る力をつくっていく方向が大事ではないかと。そして、その学びはできるだけ本だけでのものではなく、いろい

ろな自分の体で触ったり体験したりというようなことで、地域学習とか、社会体験とか、自然体験とか、あるい

はボランティアとか、そういった体験を通した活動を通しながら、子供たちの学ぶ力をつくっていく方向がいい

のではないかと。 

 そうした中でいくと、学校５日制でのその休みのとらえ方は、一方ではいろいろな学習の機会が用意されるこ

とと同時に、子供たちがそういった中において自分から学んだり、自分から興味を持って関心を持って進んでい

って、そしてこういう学びの場所に自分の身を置いて学んでいくと。そういった方向がいいのではないかという

ようなことで、一時いろいろな受け皿をいっぱいつくるということの論議から、やはりその中でのいろいろな子

供のゆとりを持たせながら、子供たちの生活の中からその要求や興味に応じていろいろなものがつくられていく

ことがいいのではないかと。そういうようなことで来た経過が、私はあるように考えております。 

 そういった中で、東伊豆町でもいろいろな活動が行われているのではないかと。受け皿という言葉でちょっと

いいかどうかあれですけれども、何も子供たちが参加する場所がないのではないかというような御意見でしたけ

れども、子供たちにそういう地域の体験をさせて、そこから学ぶ、興味、関心を深めていくようなものとして、

稲取城東にふるさと学級がございますし、この前やりました年賀版画教室等初め、いろいろな学習講座の中にも

青少年が入れる場所もありましたし、ちびっこレスリングとか、そのほかスポーツクラブ等も用意されておりま

す。 

 最近では、学校週５日制を意識した形での、県での講座で富士の国ゆうゆうクラブというような募集がありま

して、東伊豆町では人形劇のクラブ募集を、ボランティアの方々が人形劇団の人たちが講師になってくださると

いうようなことで行いましたけれども、そういったものとか、小学生バレーボール教室とか、それから福祉関係

では手話サークル等がなされていたり、人形劇祭りがあったりという、先ほど言いました富士の国ゆうゆうクラ

ブの人形劇での学んだ子供たちが、東伊豆町人形劇祭りとかいったことでフェスティバルを行って、180 名の子



供たちがそれを観劇に来たとか、そういったことが幾つかのものでございます。あと健康福祉課あたりでは、親

と子の栄養料理教室とか、あと親と子の手芸教室とか、そういった形のいろいろな学びもありますし、育成会や

子供会活動もございます。 

 それらですべて十分であるという言い方は申しませんけれども、これらの活動がやはり一つは存在していて、

その中で子供たちも校外での活動もできるだろうし、また新しい要求や新しい親とかそういう人たちの意思の中

で新しい活動が生まれてくれば、またそれも大事なことではないかと思っております。 

 それから、学校５日制と受け皿ということですけれども、基本は先ほど申しましたように、やはり子供たちは

いろんなことがあっても何があっても、やはり一番育ちの基本は、私は家庭での教育ではないかと思います。そ

ういった意味で、学校５日制は家庭への子供たちの育ちをもう一度意識化する大事なものではないかなと考えて

おります。 

 児童館とか学童保育については、決してやりませんという、対応いたしませんということではなくて、この問

題については大事な問題であるという認識でございますけれども、先ほど申しましたような形の中で、すぐに実

現するかどうかについてのお答えはいたしかねますので、そこの点はまたほうっておくという意味ではございま

せんので御理解をしていただきたいと思います。 

○議長（山田力男君） 14番、山田直志君。 

○１４番（山田直志君） 教育長、やはり本当に子供会とか育成会とか、例えばＰＴＡとか、僕もそれぞれこの

10年ぐらいの中でそういうことやらせてもらいましたけれども、本当に５日制という問題で議論というのは、僕

は不十分だと思うんですよ、家庭でも。 

 例えば、学校は教育長言われたように土曜日の授業なくなったりとか、直接的な問題があるから、学校では恐

らく真剣な議論はやってきたんだと思うんですよ。でも、家庭とかそういう町内に存在している各種団体では、

不十分だと思いますよ。ぜひ調べてみてください。そういう問題で議論をしたり、説明なりなされたなんて経過

は少なくてもないと思いますよ。 

 それは、やはりスポーツ少年団とかも含めて、活動の中心というものをどうしていくのかと。大きくやはり子

供の生活様式が変わってくるわけだから、これらだってやはり見直さなければならない。しかし、子供会にして

も育成会にしても、親もやはり土日働いたりとかということになると、これとてやはり限界もあるんですよ。で

も、旗は振らなければならないと思うんですよ。子供の生活が大きく変わってくるんだよということをみんなに

ちゃんと知らせて、どうしようか、どういうことが子供会でできるだろうか、育成会でできるだろうか、ＰＴＡ

で考えたらいいんだろうか、できないことは何なんだろうかと、この辺やはり旗は振ってもらって、みんなで地

域の中で考えていかなければならないですよ。この旗振りはぜひやってください。それなしにはいかないんです

よ。 

 それと教育長が言われるように、地域の中で子供たちがみずから学ぶとか、いろいろなものを体験すると、全

く僕もそのとおりだと思うんですよ。そういうことできればいいと思うんですよ。でも、例えば小学生であれ中

学生の子供が何か気づいて、農業や漁業についてあれどうなんだろう、こうなんだろうといったときに、その間

をとりもって、こういうところに話をして、そしたら君が勉強したいことが勉強できるよって、間に入ってアド

バイスするような人がいなかったら、こんなことできないのではないですか、だれ考えたって。小学校、中学校

の子供が、あれなんだろうなおかしいなと思って、それは図書館で本を読むぐらいのことはあるかもしれない。

しかし、本当に子供たちが疑問やいろいろ体験したことから学びを深めるということになったら、それを深める

お手伝いをするような人間だって、これある面必要なんですよ。 

 そういうものをもう多分学校なら学校で、教育委員会なら教育委員会で、そういうものなんかを置いてあるん

ですか。やはりそういう答弁されるんだったら、そこまでしっかりと子供がそういうことに対して相談に乗れる

ような体制までつくらないと、不十分だと思うんですよ。 



 ただ、子供たちの自主性に任せると。では自主性というのは、子供たちから意見がなければ、何にもしないで

土曜、日曜子供を野放しにしていても、それは子供が自主性でやっていることだからいいやということになって

しまうではないですか。やはりそうではなく、本当に子供たちのみずからの学びや体験を応援するような仕組み

というのは、絶対に必要になります。そのことはやはり考えられた方がいいというふうに思います。 

 児童館なんかはもう10年ぐらい前ですか、社協なんかが児童福祉部会かなんかでアンケートとられて、もうそ

の当時から相当児童館や学童保育についてあったわけですよ。ふるさと学級や何かは極めて対象者が限定されて

いますから、保育園やまた幼稚園、小学校の低学年というものに限った対応ということでいけば、学童とかやは

り児童館でなければ対応できない要素というのもあるわけですよ。ふるさと学級なんかは、やはり４年生、５年

生とか上級生、高学年対象になってきますよね。幼稚園やそういう子供たちの問題だってあるじゃないですか。 

 やはりこれはトータルでやるんだけれども、年齢やその階層によって対応すべきことはいろいろあります。で

すからぜひそういうものについてはＰＴＡを初め直接所管にはなっていませんけれども、子供会や育成会の方を

含めて、ぜひこういうものについて子供の生活が変わっていくということを知らせていく中で、皆さん、父兄の

意見や何かというものを率直に聞くという姿勢でこの何年かはやはり教育委員会、旗を振って頑張ってもらいた

いです。そういう中でやはり父兄の声にも耳を傾けながら、また教育委員会として、学校だけがとか町がすべて

行うのではないわけですから、みんなで、じゃどうしたらいいのかなということをやはり考える機会というのは

これからが大事だと。ぜひそういう気持ちで取り組んでもらいたい。 

 学校だけにすべてを何かしろとかいうふうには思っていませんけれども、やはり旗を振るのはやはり教育委員

会なり町が旗を振らなかったら、この問題が議論と受け皿をつくるという地域の取り組みは生まれてきません。

地域の教育力は自然発生どころじゃないと思うんです。特にそういう点では今後も私は教育委員会の旗振りに期

待をしたいと思います。いかがですか。 

○教育長（藤邊正義君）  言われている意味は率直なところはわかります。それを基本として、もうちょっと考

えてほしいなと思うことは、何かのものができて何かの枠をつくって、それでその中での整備がないと子供たち

は育たないのではないかということですけれども、学校は当然、そういった学校週５日制を視野に入れながら、

また今の教育の方向もそうですけれども、地域の体験学習あるいは総合学習とかそういうようなものになってお

ります。一例ですけれども、例えば稲を育てようとか、私たちの町を知ろうとか、そういうようなことでこれは

地域に出る機会を意図的に持っています。 

 そういうふうに意図的に設けた中でそこで思った疑問とか、あるいは得たものを学校の中に持ちかえってそし

てまとめたり発表したりお互い審議しあったりするというような、地域との相互交流をするような学習をしてお

ります。その過程の中で教師がその中で指導的な、あるいは助言的な役割は果たしていることはしておりますし、

例えばふるさと学級等の活動においてもそういうことはいろいろ地域で学習、活動したりする中で子供の持って

いる疑問とか、そういうものについて対応をしておる姿を私らも見かけておりますし、決して何もないというこ

とではないではないかなと思います。 

 もう一つは、旗振りのもう一つはやはりそういう指導者はそういうことで、同時にこの学校週５日制で、家庭

での子供の育ちをもう一度見詰め直すという機会も私はすごく大事なものであるというように感じております。

やはり子供の育ちをどういうように見るかということですけれども、いろんな機関があって、その機関の中で子

供たちが育ち、そしてよその子供たちに何かがあると、そういう機関のいろんなもののいろんな方が自分だよと

いう考えでなくて、やはり我が子は、やはり我が子についての教育は、我が親とその他が責任を持って見ていく

んだと。 

 そうした中で子供たちが健やかに育つために、こんなようなものがあったらいいじゃないか、じゃこんなもの

については、ぼくたちにできることはこんなことがあるじゃないか、あるいはこういうところはそういうような

中にはこんなことをしてくれないかとか、あるいは学校の中でもこういう対応をしてくれないかとか、そういっ



た呼応し合うというんですか、そういったものを私はぜひこういう機会を、こういう学校週５日制を迎えるに当

たって、ぜひ起こしていただきたいと思っておりますもので、今、そういうものが家庭等に伝わっていないとい

うようなことで、  等でも来年学校週５日制を視野に入れるというようなことで話を折々しておりますけれど

も、まだ学校  と学校からの情報としての発信も同時にしていきたいと考えておりますので、よろしくお願い

します。 

○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、予算編成についての１点目、大変な危機に対応し、観光、商業

に対する新しい視点での補助、支援はあるのかについてお答えいたします。未曾有にある我が国経済は一向に立

ち直りの兆しが見えておらず、このような経済情勢の中、当町の観光業、商業も非常に苦しい状況に置かれてい

ることは十分に承知し、心を痛めておるところでありますが、先ほど来申し述べておりますように、税収の大幅

な減により町の財政環境も厳しい状態にあり、観光業、商業への新たな補助、支援につきましては現段階では考

えておりません。 

 しかしながら、観光を初めとした町内産業の活性化が町の発展には不可欠であるので、お互いに知恵を出し合

いよい方向へ補佐していきたいと思っております。 

 ２点目の歳出の見直しはどういう視点で行うか、についてお答えいたします。町税の大幅な落ち込みにより財

源不足が極めて深刻であり、歳出の見直しは必至の状況になっております。どういう視点で歳出の見直しをする

かという御質問ですが、人件費や物件費など、経常経費については可能な限り縮減に努めてまいります。来年度

予算におきましては需用費の３％削減、町単独補助、県の一律10％削減等実施いたしますが、執行段階において

厳しくチェックしてまいりたいと考えております。投資的経費についても事業の優先順位の重点化、新規事業の

原則として見送り措置、さらには既存事業の徹底的な見直しなどを行い、限られた財源の有効活用を図っていく

考えでおります。きのうの行政報告の中にもこの、今の状況を踏まえて報告をしてあることを申し添えます。 

○議長（山田力男君） 14番、山田直志君。 

 町長、まず観光商業の問題ですけれども、私一番懸念しているのは静銀による不良債権処理ではないかなとい

うふうに思うんです。これはやはり静銀さん本気にやるということは大変な影響が出るのではないのかなと。今

不良債権の３％以下を目指すということで、引き続き予算は先月の19日ですか、取引先の経営指導を強化すると

いうことを高らかに宣言をしたわけでありますけれども、とりわけ私、静銀の決算データをインターネットで見

ましたけれども、今やっと 4.5％ぐらい不良債権のうち、その３分の１はサービス業です。サービス業の不良債

権の処理なくして静銀が不良債権を３％以下に抑えるということは達成できないわけです。これはやはり大変な

問題じゃないだろうと。 

 静銀のこの業種別実質管理債権というのは 2,300億円ありますけれども、サービス業が793 億円を占めると、

こういうやはり事態になっているわけですから、これは町内だけでなく伊豆半島で静銀さんと取引をしている旅

館、ホテル、大きな影響が出ることはもう必至ですね。これは静銀が国から税金の投入を受けたと、こういうこ

との金融再生ですね、その関係で２年以内にやらなければならないと。こういうことで国にもやはり金融監督庁

に約束をしていることですから、こういう問題も避けられない事態として起こり得るのではないかと。 

 そうしますと町長、ことしの４月に商工会あたりが経営安定化資金への利子補給制度の創設であるとか、町内

住宅建築等への利子補給とコストの要望も出されておりますけれども、これが十分、不十分という問題は議論の

余地はありますけれども、しかしこうした問題も真剣に対応していかないと、ことしは熱川でも、一、二件そう

したことがありましたけれども、幸いにも連鎖倒産というふうなものは出さなかったように思うんですけれども、

今後静銀のこの不良債権処理が本格的に始まるということになれば、旅館、ホテルだけでなく、その取引先であ

る商店も大きな打撃を受けて、もう営業意欲を失うような事態というのはもう生じてくるのではないかと。そう



いうことを想定すると、先ほどの経営安定と資金の利子補給がいいかどうかわかりません。しかし、でも、そう

した事態も想定できるわけですから、何らかの町としての措置、考えていかなければいけないのではないかなと

いうのが僕の考えなんです。 

 町長もまだこれから考える余地があるような御答弁でしたので、ぜひ今後とも、先ほど来前に発言された議員

も言っておりましたけれども、やはりそれぞれの業界の皆さんの実情を本当に把握してみながら、大きな被害に

拡大しないような形というものをやはり町としても最大限追求する努力を当局も、また議員の我々できることは

限られておりますけれども、今手をつける事態になってきたのではないかなという感じがしてなりません。 

 町長、それとの関係で歳出の問題なんですけれども、私、きのうの行政報告を聞かなかったんですけれども、

先ほど発言された２人の方への答弁の中で予算の問題ございましたんで、大体町長のお考えも聞いたんですけれ

ども、町長、この補助金の10％カットというのは僕は前々からよくないなと思っているんですけれども、これ考

え方として、補助金の項目に対して10％ですか。例えば各課ごとに10％の削減を１つの課題としてやるというや

はりやり方もあるのではないかと思うんです。やはり１つのものを10％カットするというのは非常に公平なよう

ですけれども極めて不平等です。バブルの時代、補助金ふえたものもふえなかったものも削るときは同じなんて、

そんなばかなことないんです。 

 それと、先ほど町長言ったように、やはり補助金の制度を見直して休止するものとか廃止するものというのも

やはりあると思うんです。そうするとやはりこれどういう形で努力させるかというの、１つの各課の中で出して

いる補助金について、効果のやはり査定をして、やはりもう行政効果の薄いものについては課の中で判断させる

と。10％の目標は課として１つ目標を課してやるというやり方の方が僕はいいのではないかと思うんです。その

中で当然生かせる制度もある、削る制度も出てくるというのは、そういう枠組みの中で初めて生まれてくること

だと思うんです。最初に10％カットなんて言ったら、これは課長さんたちだって10％のカットしか見ないのでは

ないかと思うんです。 

 そうじゃなくて、課長さんたちが伸ばす事業、よす事業のめりはりをつける上では、それぞれの課で所管して

いる補助金についての 10％という枠組みの中で真剣に行政効果というものの見直しを図るというやり方の方が

僕は適切ではないかなというふうに考えますけれども、この辺についてはいかがでしょうか。 

○町長（田村又吉君） 銀行の、静銀だけではないんです。金融庁の検査はもう不良債権の処理を促す段階に来

ておりまして、大分厳しいようでございまして、町の信金とか地方銀行とかというのは３分類の、３分類という

償還を伸ばしてもらうとか、あるいは利子を減免してもらうというようなことですけれども、それを厳密にやっ

て４分類上げていけというようなやり方が大変厳しく言われているようでございます。地方の銀行ですと、やは

り我々は３分類を２分類になるよう努力をして、そういう誘導をしているのにかかわらず、金融庁はそうじゃな

くて上へ上げろというふうに言われて、地域の産業をつぶすというような反発も出ているようでございますけれ

ども、やはり日本経済の改革の一番の安定させていくのは、やはり各銀行の不良債権の整理ということになると

思います。 

 だから相当厳しくなってきておりますし、だから、また旅館への出入り業者もなかなか厳しいことを各企業に

言ってきているようでございます。そういうことで、またその逆に安く、市場の卸価格、セリ価格をちゃんと持

ってきて、それ正式に私が今のところ何％これ上乗せしたので、またあれに15日ぐらいの精算をしてくれという

ような提案もしている、予算へと繰り込んでいる業者もあるというようなことを聞いております。 

 本当にこれは４月以降と言いますか、厳しいものが出てくるのではないかなというふうに思っております。旅

館経営もこれから見直すところへ来るかなというようなものが大変な危機ではないか。そういうことで見ますと、

ちょっと小手先の支援策というようなことでは済まされないのではないかなというふうに思っておりますし、ま

た銀行あたりが残す企業ともう整理する企業を決めてかかってくるというふうにも思っておりますし、そこら辺

でこれからの各企業の分析が大変だなというふうに思っております。 



 先ほどあれした、議長さんのところへ来た手紙の、そういうことでの、今までのノウハウを教えていただいて

の対処というような経営指導というようなことも、こうなったらはっきりとその人、そこの企業が、やはり決算

書はちゃんとそういう人には見せて、対策をやっていくということでないと、資産処分ができるところはして、

それで自分の企業を再生していくということにならないと大変だなというふうに感じております。 

 それから、補助金の一律10％カットはよくないということでございますけれども、これはもうことしの歳入の

状況を見ていますと、聖域なしの10％カットは最低でやっていかないと予算が組めないというような状況でござ

いますから、御理解を願いたいと思っております。 

○１４番（山田直志君） 町長、そうしますと、私も町長、大変この先行きの町の事態を心配しているし、町長

もそうした事態については十分把握されているのかなというふうに今思っております。そうしますと、町長やは

りこの問題は今言ったように小手先ではできない問題もあるし、いろんな面では本格的に予算編成に間に合うか

どうかは別としましても、やはり町としてこの特別にプロジェクトを立ち上げたり、本当に研究し勉強して、そ

の事態にやはり備えたものというものはちゃんとやっていかなければいかんなと。 

 それから予算、これ予算編成で質問をしたんですけれども、当然今言ったように予算編成に間に合わない問題

も確かにあろうかと思うので、ぜひしかし、これにこうした事態が今回３月なりのことし倒産したりやめたホテ

ルの場合でも相当大きく商店街なんかでは売り掛けが出て、取りはぐねたとかということがありましたね。発生

したわけですけれども、幸いにも連鎖倒産みたいな形はなかったですけれども、あっちもこっちもやはりおかし

くなったなんていうことになりますと、町民生活全体にやはり非常に大きな影響というものがこの町は出るわけ

ですから、ホテル１つだけの問題でとどまらない問題が、もうかるときもある面、全体にもうかるのかもしれま

せんけれども、もうからないという、どこかが倒れるという状況になると、逆に数珠つなぎのように倒れてしま

うという危険なものも、やはり私の町のこの旅館を中心とした産業構造は持っているわけですから。ぜひ何か予

算に間に合わなくてもやはりこれを検討して、何らかの影響を最小限に食いとめる手だてを立てるものをひとつ

お考えいただきたいと思います。 

 それと２つ目の補助金の問題ですが、町長さっき言いましたけれども、確かに10％ぐらいのやつが必要なのか

もしれません。先ほど町長は同僚議員の質問への答弁でも、休止や廃止もしなければならないだろうということ

も言われているわけです。ですから私は項目別に10％カットではなくて、例えば観光商工課なり農林水産課なり、

課ごとに10％ぐらいの削減という大枠で考えた方が、先ほど言われたように効果のないもの、あるものというも

のを見きわめて、課長さんたちが補助金の内容を精査する上では精査しやすいのではないかと。 

 町長言ったようになくすものもあるはずだという考え方に立つならば、最初から10％なんて枠をつけることは

ないんです。観光課の予算で、じゃ全体の中で10％削減するようにしろと、そのかわり行政効果のあるものはそ

のままだ、また先ほども栗田議員や何かも言われていましたけれども、ふやすものもあるかもしれない。だけれ

ども、ないものは切ればいいんです、これは。そういうことを農水でも観光でも建設でもやっていくというふう

なことがある面で必要なのかもしれませんね。ただ、個人的に言えば、でも教育委員会とか保健福祉なんかの補

助金はちょっと趣旨が違うような補助金なんで、これまで一律にカットというのは、例えば教育委員会なんかの

やつなんかは、バブルになっても全然補助金ふえなかったですね。ふえないのにこの間で行けばもう10％、10％

カットがなされてきた。 

 これはやはり町民からするとすごく不平等なものがあるわけです。また産業だけでなく地域のコミュニティー

や何かもやはり元気でないと一生懸命働けませんから、そういう要素を教育委員会や何かというのは持っている

側面もあるのではないかなと。全体に10％というのはそういうふうなのかもしれませんけれども、それをやはり

一律にというふうな考え方ではなくて、各課ごとにそういうものの目標の設定ですとかやって、柔軟に、しかし

めり張りをつけてやるんだと、そういう考え方というのは僕は間違ってないと思う。さっき町長が言われた考え

方でいけば格好１つずつやるよりも、私はその方が現実的で効果のないものをこの際カットしやすいのではない



かなと。一律でやった場合には絶対にそんなふうになりません。やはりそういう課内でも行政効果の優先順位を

根本的に見直すぐらいのことをやらなかったら、それは無理ですから、ぜひそういう考え方もひとつ導入してみ

たらどうでしょうか。 

 私は一律じゃなくてそういうカットはあるのではないかというふうに思っていますけれども、いかがでしょう

か。 

○町長（田村又吉君） １問目の方は、これはなかなか難しい問題であるし、そうかといって腕を組んでいるわ

けにもいかないということでございまして、それぞれの対処が、どれだけお手伝いができるかなということでご

ざいます。補助金の一律の10％カットはおかしいということでございますけれども、これはやはりこの２年ばか

りはパーセントでなくて、各補助団体とのヒアリングをして、それで削れるものは削るというようなことでやっ

てきましたけれども、それでは生ぬるいということでこれを打ち出したわけでございまして、それ、また、だか

ら10％カットすればそれでいいということでなくて、なお繰り込んでいくというようなことでございます。 

 新聞紙上でも見ますと、西伊豆町ですと10万円以下は10％カットと、それ以上のものは20％カットというよ

うな方針を出しているというようなことを見ましたけれども、やはりなかなかこういうことを示さないとなかな

か切り込んでいかないものですから、ことしはまた10％カットを復活したということで御理解を願いたいと思っ

ています。 

○議長（山田力男君） 次に、第４問の答弁を求めます。町長。 

○町長（田村又吉君） 第４問、幹部職員政策について、２点にわたって質問がなされております。１点目、今

後の職員退職見込みの状況は、２点目、新しい時代の幹部職員をどう育てていくか、の質問につきましては、総

務課長より答弁させますのでよろしくお願いいたします。 

○総務課長（渡辺 穣君） それでは、幹部職員政策についてということで、１点目の今後の職員退職見込みの

数についてということで、状況をお答えさせていただきます。 

 職員の退職予定者につきましては12月１日現在で、東伊豆町職員の優遇退職実施要綱に基づいてお答えをさせ

ていただきます。平成13年度末退職予定者は２名。60歳定年退職予定者３名。その他の理由による退職予定者

２名となっております。平成14年度以降につきましては、平成14年度末優遇退職該当予定者２名。60歳定年退

職予定者１名。平成15年度末勧奨退職該当予定者１名。定年退職予定者１名。平成16年度末以降につきまして

は、団塊の世代で課長、課長補佐、係長と職階がさまざまで多数おりますので、平成15年度末までとさせていた

だきます。 

 次に、２点目の新しい時代の幹部職員をどう育てていくのかということでございますけれども、１点目の退職

見込み予定者のとおり、今後の管理職の入れかえが予想されます。今までにつきましては管理職に職員が出た場

合、年功序列型で次の者が管理職になりましたが、これからは本人の努力次第で適任者を管理職にと考えており

ます。今後管理職にも一般職員と同様に自治研修所等の研修の機会を与え、本人にも努力をしていただき、充実

した住民サービスの向上に努めたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○１４番（山田直志君） 総務課長、ちょっとやはり失礼じゃないですか。平成15年ぐらいで終わりということ

はないです。やはり僕はその下を聞きたかったんだから。そんなこと、この当面三、四年分ぐらいの人だけがも

う何かよすのが決まっている意味ではなくて、やはり見込みで言っているんだから。総務課長言われたように、

その制度の中で、そりゃ変わるかもしれません、これは。絶対数じゃないということはもう最初からわかってい

るわけだから、これ10年間ぐらい言ってください。まして、僕は団塊の世代があるということです。そのことが

この、僕、私の質問の中心なんであって、この二、三年の２人とか３人がよすかよさないかという問題は何も問

題にならないんです。だから平成15年以降、多いところがあるわけですから、そこをやはりはっきり答えてくだ

さい。そこがないと先へ進まないです、これ。 



○総務課長（渡辺 穣君） それでは、平成16年度以降の、これは質問者もおっしゃっていましたけれども、先

ほど私もお答えいたしましたけれども、課長もいれば係長もいれば補佐もいればということで、御理解をお願い

したいと思います。平成16年度以降につきましては、勧奨退職の該当になる予定者が６名、それから60歳定年

退職者が１名。平成17年度末でございますけれども、勧奨退職予定者11名、それから60歳定年予定者が１名。

平成18年度末勧奨退職該当予定者が６名、60歳定年退職者が１名。平成19年度が末でございますけれども、勧

奨退職予定者が８名、60歳定年退職予定者が２名となっております。以上、19年度までの数の報告をさせていた

だきます。 

 以上でございます。 

○１４番（山田直志君） 町長、別にこの数は今ある制度の中で考えてそうであって、これは今後制度も変わる

わけですから、必ずしもこの数があれするとは思いませんし、聞いている町民の皆さんがそのときはいっぱい採

用されるなんていうことはないわけですから、当然今職員の定数の抑制と、人件費を抑制するというふうなこと

も行政の課題の中で、これだけやめたからこれだけ採用できるなんていうことにないということを前提にしてお

話し申し上げるわけなんですが、そうすると町長、やはりこの６名とか10名とか８名とか、こういう時代が来る

と。そうすると変な話ですけれども、役場の課長さんというと３分の２ぐらい、半分ぐらいですか、変わるとい

うふうな事態じゃないですか。 

 全く６人、11人、６人、８人なんて、こういうふうに来ますと、三、四年の間で課長さんでいえばもうほとん

ど入れかわるような事態というのがこの数年先に来るということを念頭に置いた上で幹部職員政策というのは考

えなければならない。今、先ほどの総務課長の答弁では登用の仕方も見直すと。これも当然いろいろありますけ

れども、登用の仕方を変えていかなければならないですね。機構も改革していかなければならないし登用の仕方

も変わっていくんだろうと。問題はやはり研修という問題は、本当に県がやっているような研修とか、いろいろ

研修もありますけれども、それだけで足りているのかなという問題です。 

 それとやはりもう一つの問題はこの短期間に管理職が入れかわるということは、研修でやはり経験できないも

のがありますね。体験とか実際の係長としての仕事をこなしてくるとかという、こういう経験は圧倒的に不足す

る事態というのが生じてくるわけです。今の課長さんというのは大体、私、議員になったころまだ平だった人が

ほとんどですから、そういう点では課長、係長というのも５年とか６年やられて、課長さんとしてももうほとん

どの方が５年、６年やられているような方がもうほとんど大半になっているのではないかと思うんですけれども、

この５年先ぐらいの事態では係長を二、三年経験してすぐ課長になるとか、こういう状況がやはり想定できるわ

けです。 

 そうするとやはり経験不足、当然平の職員と係長とは経験する内容が全然同じ部署でも違うわけですし。こう

いう経験不足というものが行政能力を低下するという懸念というのもあると思います。それに同時に壇上からも

言いましたけれども、ＩＴの問題も含めて行政事務がどんどん複雑になったり変化していますね。そういう中で

例えば税務についてもそうですし、行政法や何かについてのちゃんとした能力、またまちづくりだとか、こうし

た能力を持った職員というのがこれから必要になっていくのではないかと思うんです。 

 町長、そういう点では、私はどういうふうに職員を育てるかという点では、どういうふうに経験を持った幹部

職員をつくるかという角度と、もう一つはやはり役場職員の中でも研修、研究会とかいうものをこれから30代の

後半ぐらいから40代あたりの人間がそういう研究会でもつくって、これからの町の税制の問題を一生懸命勉強し

てみるとか、行政法の問題を勉強してみるとかという研究会が必要ではないかと思うんです。少なくとも前町長

時代にあるように、職員がこぞってスポーツクラブをつくってやるなんていうことは、もうそんな時代じゃない。

一生懸命やっている人には申しわけないけれども、それはもうプライベートの問題でやってくださいと。役場の

職員としたら本当に研修し能力を磨くということが、今これ以上求められているときはないと思うんです。 

 残念ながら東伊豆町の中にはそういう組織はないです。案外国の機関の中にはいろんな研究会という中で職員



がいろんな研究をしたりして、当然これが本を出すという形もあって、彼は実益もあるんですけれども、国なん

かでもやはりそういう形のものもやっていますから、町がやってはいけないということはないと思うんです。経

験を持たせる。また、いろんな法律なり、またまちづくりなりという、専門的な能力を持った人間を育てる。こ

ういう角度でやっていかないと、５年先に職員が、幹部職員が入れかわるという事態に僕は対応できないのでは

ないかと、こんなふうに考えていますけれども、ぜひこれは今の段階では、先ほど総務課長が言ったのが今の状

況だと思うので、こういうことをぜひひとつお考えいただいて、今後の事態に備えていただくようなものをぜひ

当局の中でも御検討いただきたい。 

  今まで幹部職員なんていうものについて特に考えた  ──議会でも質問も、僕もこんな質問するの初めてなん

ですけれども、でも壇上で言いましたように、やはり役場の行政の能力、水準の１つ、どこが水準の決め手かと

言うと、やはり幹部職員の能力です。この幹部職員が本当に力があれば、この 200人からの職員が大きな力を発

揮して行政の目標を達成するに力強く前進できるわけですから。そういうことをやはり新しい時代に想定したも

のを考えていただきたいと思っておりますので、先ほどのちょっと僕は総務課長の答弁だけではちょっと不満で

すから。私、今言われたようなことも含めて、もう１回ひとつ大量の職員が入れかわるんだということを前提に

新しく御検討を始めていただきたいと思います。よろしく。 

○町長（田村又吉君） これだけ滞留しているということで、下田市よりも管理職が多いという異常事態でござ

いまして、先輩はどういうふうな考えでこういうことをやってきたのかなということで、私になってからは課長

職１名、係長２名しか昇任はさせることができない、そういう状態でございますし、それから、まだ平成15年ま

ではこういう状態が続くわけでございます。それで機構改革をしたくても課をつぶすと、だから現状でぐるぐる

回りというようなことになります。 

 それと、やはり改革はするのは、人を変えることがやはり改革になります。今までの視点でやっているのと、

自分で今度は人が変わっての課の運営というのは相当変わってくるわけで、それでそれが改革の目になっていく

ということも期待できるわけでございまして、また人事の面でもそういうふうな考えでやっていかないと変わっ

ていかないということでございます。だからもうこれはあれだけれども、平成16年度へいって、だから平成16

年度で６人といっても、これは平成17年度の初めにそういうふうに変わっていくわけですから、団塊の世代とい

うの、みんな今どこの会社もそうでございまして、団塊の世代が今まで引っ張ってきたけれども、これからはど

ういうふうになっていくかということで、会社あたりも、こう今リストラをやっているのはこのとこら辺をリス

トラをやっているということでございます。 

 そういうことですけれども、うちの方としたらまだ職員が20名以上多いわけです、類似町村からすると。そう

いうことで、この世代を通り越さないと適正配分の人間はできないということでございます。あと職員に言って

いることは、ずっとあれで、パソコンを１人１台というようなことで、ことしからそれに沿うように計画を、電

算室のマシンも新しくして、それでやっていきます。そういうことによって時間的には職員が自分での自己の研

修といいますか、することの時間というのは生まれてきます。そういうことでパソコン、そういうものを与えて、

それで仕事はどういうふうになっていくんだということで、職員には、自分はその空いた時間でこれからどうい

うふうに行政をやっていくかという、自分の本人の蓄積をするようにということを、職員とのフリートーキング

でもそういうふうなことを言っておりますから、そういうことでやっていかなければならないと思っております。 

 だから、経験不足というふうなことをおっしゃいますけれども、それよりも意欲を持ってやることの方が、町

の行政といいますか、は、よくなっていくのではないかなというふうな期待を私は持っております。 

○議長（山田力男君） 以上で、14番、山田直志君の一般質問を終わります。 

 10分間休憩いたします。 

                               （午後  ３時０９分） 

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



○議長（山田力男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

                               （午後  ３時２０分） 

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

         ◇ 居 山 信 子 君 

○議長（山田力男君） 次に、11番居山信子さんの第１問、住民生活の福祉・健康向上策について。第２問、男

とか女でなく人として共同で参画する町づくり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。午後最終ランナーで大変お疲れかと思いますけれども、いましばら

く御辛抱をお願いしたいと思います。 

 あの日、人類史を画する９月11日以来、３カ月の時が経過いたしましたが、この間の世界情勢の変化はかつて

ないものではなかったでしょうか。同時多発テロを通し、私は自身が地球市民として運命共同体の一員であるこ

とを思い知らされました。 

  さて、我が東伊豆の町民生活におきましても、社会不安、経済不安、健康不安が重なる中、今後どのような町

政運営がなされるのか、まことに困難な時代をともに生き抜いていかなければなりません。従来の価値観、発想

を大きく転換し、今こそ行政と町民が一体となって21世紀に生き抜いていけるまちづくりに全力投球していかね

ばならないと考えるものでございます。 

 これらを踏まえ、私は次の２問を通告させていただきました。 

 第１問、住民生活の福祉・健康向上策について。第２問、男とか女とかでなく人と人としてともに参画する町

づくりについて。ここに25回目の質問をさせていただきます。壇上で一括して行いますが、御答弁は一問一答で

お願いいたします。 

 それでは、第１問の住民生活の福祉・健康向上策についてお尋ねいたします。豊かな自然と未来が調和する町、

平成４年より10年間、第３次東伊豆町総合計画を通して目指してきたまちづくりですが、その取り組みもあと数

カ月となっております。そこで、かつての質問の中からこの視点で何点かお伺いいたします。 

 第１点として、この総合計画の中の第６章、住民参加で躍進する町の第１節、信頼される行政機構の充実の主

要施策として、職員の資質向上が挙げられ、職員の意識改革と研修制度の充実に努めますとあります。私は平成

９年第４回定例会でも職員の能力活用による行政の効率的運営、また適材適所の配置に自己申告制度の提案をさ

せていただき、それについては現在実施されていると伺っております。今こそ職員の皆様、また議員の私どもも

含めて、大いなる意識変革が求められております。 

 お金をかけずに町民サービスの向上を図る手だてのその１つは、今町で進めておりますあいさつ運動にあると

考えます。お互いに元気なあいさつでベストサービスを心がけていただくこと、さらに、ぎすぎすした時代状況

であるゆえに互いの人権を尊重し合うこと。特に町民への言葉づかいに人権を侵害することなど許されることで

はありません。あいさつ、人権意識の向上策について、どう取り組まれるのかお伺いいたします。 

 ２点目は介護保険についてお尋ねいたします。これにつきましては過去４回ほどの質問をさせていただいてお

りますが、この介護につきましては市町村行政の重要課題と言われております。介護保険がスタートし１年９カ

月が経過いたしましたが、当初心配していたことがもう既に現実のものとなっているのではないでしょうか。介

護保険料は支払っているのに受けたいサービスが受けられない。受けたいサービスがない。特養ホームの入所希

望も湯ケ岡の郷で 100名余の人々が待機している現状と聞いております。デイサービス、ホームヘルパー、ショ

ートスティのこのサービス基盤の不足等について、地域ケア会議を踏まえ、どのように現状が把握されているの

かお尋ねをいたします。 

 東伊豆介護保険事業計画「わしらもいきいき」に市町村に１カ所必要とされる基幹型在宅介護支援センター設



置がうたわれております。この計画の実効性はいかがでしょうか。さらにマンパワー充実のために２級ヘルパー

養成講座開催のお考えはありませんか、お伺いいたします。 

 次に、３点目として疾病予防、介護予防、医療費の軽減の視点から、突然襲ってくる脳卒中、これは脳出血、

脳梗塞、クモ膜下出血等がございますが、これを中心に脳腫瘍、痴呆などの脳の病気の早期発見と治療に効果が

期待される脳ドックに助成するお考えはありませんか。町におきましては、現在人間ドックへ平成 12 年度で約

60件助成をしております。私の知人にもこの助成を受け、胃がんが発見されましたが、早期のため入院期間も少

なく、５年経過する中で現在大変元気に過ごされ、この人間ドックの助成に感謝しておりました。 

 県におきましては脳卒中情報システム事業も行っておりますが、早期発見としての脳ドックでありますが、保

険診療適用外のため８万円程度の費用がかかります。私も約半年前、このドックを受けましたけれども、しかし

ＭＲＩのみですと簡易脳ドックの別名で呼ばれ、３万円以下の費用となっております。宮城県矢本町というとこ

ろでは、国保の加入者に 5,000円の個人負担で脳検診が受けられる制度をスタートさせ、 700人の受診があった

と聞いております。 

 1992 年に東北で初めて脳ドックを始めた仙台市の医療機関の調査によりますと、９年間の調査で受診した人 

9.3％に脳梗塞を発見。動脈瘤も 4.2％に見つかり、約 10％の人が手術を受け、発症を未然に防いでおります。

21世紀は予防医学の時代と言われています。町長が脳ドックへの理解を深め、費用の一部を助成していただくこ

とによって、多くの方が受診できるようにすべきと考えますが、非常に厳しい財政難とは思いますが、御検討を

いただきたいと思います。 

 ４点目、本年度国を挙げてのＩＴ講習会が行われましたが、当町の成果についてお伺いいたします。過去２回

の質問の際にもデジタルデバイド、情報格差の是正を求め、障害者の方にも講習会の機会を提案させていただき

ました。先日その講習会が開催され、参加された方々から喜びの声が寄せられております。障害者の社会的自立

と支援のため、日常生活用具の給付がなされており、平成12年度で盲人用の時計、音声体温計、点字図書ほか２

件で18万 3,910 円となっておりますが、重度身体障害者 204名からすると、決して多くの給付とは言えない現

状です。障害者福祉計画の上からも積極的な取り組みとしてＩＴの活用が求められます。障害者用パソコンソフ

トの助成制度について、いかがお考えかお伺いいたします。 

 第２問、男とか女でなく人として共同で参画する町づくりについて。これは男女共同参画社会のことでござい

ますが、男女が性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮する機会が確保されることにより、男女が社

会の対等な構成員として自分の判断で職場、学校、地域、家庭など、社会のあらゆる分野における活動に参画し、

ともに責任を担うことでございます。この男女共同参画基本法制定から２年が経過する中、我が町の取り組みに

ついてお伺いをいたします。 

 １点目としまして、女性の活動を大きくリードしてきた婦人会活動やその歴史が、東伊豆の町史にどう位置づ

けられているのでしょうか。２点目、昭和29年の文部省実験社会教育講座、婦人学級の歩みを原点とし、今後の

女性行政に生かすお考えはありませんか。３点目、男とか女でなく人としての意識への変革をどう進めていかれ

る方針か、お伺いします。４点目、各種審議会、委員会の女性の割合は約40委員会で24％と認識しております

が、改善策はどう進んだかお伺いします。５点目、県下の59市町村で13年度末女性行動計画が策定されますが、

当町の取り組みはいかがでしょうか、お尋ねいたします。 

 以上、壇上から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） 居山信子議員の第１問、住民生活の福祉・健康向上策について、４点にわたって質問が

なされておりますが、１点目、役場職員のあいさつ、人権意識向上策についての質問につきましては、総務課長



より答弁させます。２点目、デイ、ヘルパー、ショート、特養ホーム等サービスは不足していないか、基幹型在

宅介護支援センターを設置する目途は、２級ヘルパー養成講座の開催の考えは。３点目、脳ドック検診への補助

の考えは、の質問につきましては、福祉保険課長より答弁させます。４点目、ＩＴ講習会の成果は、身障者パソ

コンソフトの助成制度について、の質問につきましては社会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。 

○総務課長（渡辺 穣君） それでは、居山議員の第１点目、役場職員のあいさつ、人権意識の向上策について

お答えをさせていただきます。役場職員のあいさつにつきましては、職員１人１人が公務員として自覚し、日ご

ろ気をつけております。以前に比べ来客等へのあいさつや各窓口での対応は向上しておりますし、一般町民から

もそれなりの評価をいただいております。 

 それから、人権意識の向上策についてでございますが、人権とは簡単に言って、人が幸せになる、幸せに生き

るのに必要な固有権利、この権利は、自分と同じように他人も持ち合わせており、互いに尊重し合うことがさま

ざまな偏見や不合理な理由によって職場も地域社会など身近な生活の中で不当に侵されたり差別されないことと

思います。当町の職員にはそのようなことはないと思っております。今後は改めて１人１人がみずからの心の中

を点検し、それぞれの立場で不断の努力をしていくことが必要だと考えておりますので、よろしく御理解をお願

いいたします。 

○福祉保険課長（鈴木希美雄君） ２点目、介護保険における現下の課題をどう解決するかについてお答えいた

します。 

 東伊豆町内のサービス提供事業者は、居宅介護支援事業者が６事業者、訪問介護の業者、訪問入浴が１業者、

訪問看護３事業者、通所介護３事業者、通所リハビリ１業者等が訪問通所系のサービス提供を行っております。

10月現在 222名の要介護者等が何らかのサービス提供を受与されております。当町では介護保険事業開始以前か

ら事業者と連絡調整を図る上からサービス調整会議を定期的に開催しております。この会議を通じて研修や事業

者間の連携を図るとともにサービス向上に努めてまいりました。 

 最近ケアマネ等から訪問通所系サービス供給量が不足しつつある旨聞かされております。その状況は給付実績

から見ても静岡県全体として施設系サービスはほぼ横ばい状態である反面、訪問通所系サービス需給量は急激に

伸びてきており、各事業者へ人材確保と供給体制の整備をお願いしているところであります。 

 ヘルパー養成につきましては、平成12年度に開催いたしました養成講座には21名の方が受講し、２級ヘルパ

ーの資格を取得しており、大半の方が町内事業者等へ就職してホームヘルプ業務に従事しております。町といた

しましても養成講座開始の契約が結ばれておりますので、来年度、社会福祉協議会へ依頼し、ヘルパーの確保向

けて養成講座を開催していく予定であります。 

  また、高齢者保健福祉計画を着実に執行する必要性から、基幹型在宅介護支援センターを稲取地区に設置を予

定しており、在宅福祉の充実を図っていきたいと考えております。いずれにいたしましてもこれらの諸問題を含

めて、次期高齢者保健福祉計画並びに介護保険事業計画の見直しをし、作成に間もなく着手いたしますので、作

成委員会委員の御意見も拝聴しながら逐次対策を講じてまいりたいと思っております。 

 次に、３点目の介護予防のための脳卒中の予防が必要です。脳ドック検診へ補助金の考えは、との質問ですが、

現在国民健康保険事業において人間ドックを、国保被保険者を対象に申請に基づき受診していただいております。

平成12年度においては58名の方が受診して健康管理に努めているところであります。人間ドックの補助金は、

４万円かかった場合は３万円を限度として補助し、本人負担は１万円となります。特に検査項目を定めておりま

せんので、脳ドック検診にも補助は出ます。脳ドック検診を受けた場合は金額が若干多くなり、本人負担が１万

円を超える金額になりますので御承知をお願いいたします。 

○社会教育課長（加藤 悟君） それでは、第４点目のＩＴ講習会の成果は。身障者パソコン、ソフトの助成制

度について、お答えをいたします。 



 ＩＴ講習会についてでありますが、去る12月３日に一般のＩＴ講習会が終了しました。前期、後期合わせて補

助枠33講座 660名を募集いたしましたが、結果的に受講申し込み者数560 名で、応募率が85％。また受講者は 

474名、出席率85％という結果になりました。また社会福祉協議会との連携を図り、12月10日、11日の２日間、

身障者ＩＴ講習会を開催し、13名の応募がありましたけれども、９名の方々が受講されまして、幅広いＩＴ講習

会が開催できたと感じております。また、受講をされた方々より、ＩＴ講習会についてのアンケートを10項目に

わたりお願いしてありますので、その結果等につきましては、今後のＩＴ関連事業を推進する上で役立てていき

たいと考えております。 

 次に、身障者パソコン、ソフトの助成制度についてでありますが、基本的には町単独の補助は考えておりませ

ん。健常者よりハンディキャップを持った方々に対する配慮は必要とは考えますが、別な形での配慮はすること

ができると思います。例えば点字用テキストの貸し出しとか身障者プラン推進室へお願いし、トラックホール、

ラクラクマウス等の機材を借用し、利用していただく方法も考えられます。なお、ソフトにつきましては画面拡

大ソフトや画面読み取りソフトが開発されておりますけれども、これらについてもプライバシー等の問題もあり

ますけれども、身障者個人に購入していただくしかないと考えておりますので、御理解をお願いします。 

○１１番（居山信子君） 御答弁をいただきまして、第１点目につきまして役場職員のあいさつ、人権意識向上

策についてでございますが、これはおのおの努力をなさっているということでございますが、町民みずからがど

ういうふうな評価をするかという問題でございます。できましたら対話の箱などに率直な御意見を寄せていただ

くということで、客観的な判断ができるのではなかろうかと思います。 

 １点、私の耳に届いておりますのは、お名前も担当も申し上げませんけれども、心ない言葉で大変傷ついたと

いう、その一言を私は聞きましたもので、今回あえてこういうときでありますもので、どうぞ皆さんの言葉づか

いに本当に気をつけていただきたいな、こんな大変な社会状況のときに、言葉で人を傷つけることがどんなにか

その方に生涯の傷を残すかということは、再三自分も戒める意味でもここで発言をさせていただいております。

どうぞ人権尊重する豊かな、心豊かな町づくりというものを第４次総合計画では目指していかなければならない

のではなかろうかと考えるものでございます。 

 さらにあいさつでございますけれども、これは今町で取り組んでおりますが、子供たちにだけあいさつ、あい

さつというふうに言いますけれども、まず私たちが手本を示さなければならないと思うんです。男性方は朝起き

たときに、御自分の口から奥様や、あるいは子供たちにおはようというふうにおっしゃっているでしょうか。あ

るいは家庭の中で姑さんが嫁に、あるいは子供におはようと言っているでしょうか。目上だから、男だからこけ

んにかかわるみたいな、自分から言うことが何かそういう思いで勘違いをしている方も間々見受けられるように

私は思います。 

 あいさつというのはやはり自分自身の心をまず開いて、相手の心の懐に飛び込んでいくことだと思うんです。

ある意味、見つけた方が先にあいさつする。先手必勝なんです。このあいさつということによってどんなにか暮

らしやすい、また職場環境、家庭環境になるかということを、商人の皆さんをお手本にすればいいのではないか

と思いますけれども、あのサービス精神溢れる方々というのは、あいさつの後にまたプラスアルファが必ず、お

元気ですかとかさまざまな言葉かけをさせて、その方との心の交流を図るわけでございます。どうぞ私たちも１

つ職業を持ち、また皆さん方の手本となるべき立場にある私たちですので、あいさつの仕方もベストあいさつ、

ベストサービス、これを心がけて、東伊豆町の職員の皆さんの能力がなお一層開化されることを私は心から望む

次第でございます。 

 ２点目につきましては介護保険の問題、先ほど山田議員の方からさまざまな角度からの指摘もございまして、

私の方は現場のいろんな方のお話と、そしてまた介護をされている方々からの声から、これは心配していたこと

がもう既に来ているということを身をもって感じましたもので、やはり先ほどの質問にあわせて、今家庭で介護

をなさっている方々のそういう状況は、数字の上にあらわれてくるものというのは多少セーブされて、我慢をさ



せられるか、あるいはケアマネが調整をするか、数字に出てこない部分が多々あるかと思います。 

 もちろん１割負担の問題もございます。そしてこういう経済の状況の中では、極力家庭で介護をしようという

ふうに皆さんも思っていらっしゃるのかもしれませんけれども、いざ本当にサービスが受けたいといったときに

受け入れがない。あるいはデイサービスが、３回が２回しか行けない。あるいはホームヘルパーさんに２回来て

もらいたいんだけれども、いや１回しかできないというふうな現場での調整がなされているという、この現実を

見たときに、今この介護保険を通して見えてくるものがあるという指摘を私は読んで、なるほどなというふうに

思いました。 

 この介護保険施行で見えてきたものの、その１つとしては、保険者である基礎自治体の個性が見えてきた。ゴ

ールドプラン、新ゴールドプランの政策にそれぞれの自治体がどれだけ努力してきたか。首長が福祉介護こそみ

ずからの政治課題として具体的にどれだけ取り組んできたか。熱心に進めてきた自治体ほど介護保険の施行はス

ムーズで活気づいている。介護保険はまるで自治体の通信簿のようだ。こういう指摘でございます。いずれにし

ましても、この介護保険は地方分権の試金石と言われますように、非常に大きなキーワードがございます。自己

決定権なり行政への市民参画、そしてまた、情報公開という地域のそういう主体性を生かして自己決定する場を

得て、自治体職員は元気づいているという、こういう指摘がなされております。 

 今、私たち団塊の世代は支える側でございますが、やがて自分がどういう老いを迎えるのかということを、死

に方を今自分なりに決めております。そういう死に方をするために今何をしなければならないのかなというふう

に考えながら、そして今置かれたみずからの責任を精いっぱい果たさせていただこうと、こういう思いでござい

ますけれども、いずれにしてもこの介護の地獄というもの、老老介護というもの、そしてまた、１人でこれから

暮らすお年寄りがますますふえていく中で、私どもの取り組んでまいりましたさまざまな福祉の施策が、この５

年先、10年先に恐らく御近所にそれが見えてくるんだと思います。 

 そしてまた、町長がおっしゃいました東海地震への非常に緊迫感、さまざまな状況の中で、この災害の弱者と

言われる高齢者をどう守るかとか、さまざまな問題が山積をしていると考えます。どうか現場、現場で本当に知

恵を絞り出して、精いっぱいの知恵を出して国、県からの補助金も引き出して、そして必要なところは町長を説

得して、きちっとした介護保険のサービス基盤の整備をしていただかなければならないというふうに考えるもの

でございます。 

 ３点目、介護予防のために脳卒中の脳ドックということでの質問につきましては、もう既に私がちょっと認識

不足をしている間にこれをやっていただけたということで、大変ありがたく思います。人間ドックにあわせて希

望があれば脳ドックも受けられる、若干の負担はありますけれども、どうぞ町民の皆さん、節目、節目のときに、

理想とするのは２年に１回だそうですので、お互いに脳ドックも受けながら、本当に健康で日々暮らしていくと

いうことを心がけていかなければいけないのではないかと思いますので、その点については結構でございます。 

 ４点目、ＩＴ講習会の成果ということで、今数字を挙げて課長からの御報告を承りました。確かに当初出発の

時点と違いまして、ＩＴの普及なるものから、このような状況もあり、皆さん、よしやるぞと、よし時代が変わ

るのかなという期待感から、今そうでない状況が現実のものになっている中で、ＩＴ講習会の参加者というもの

が当初の予定、そして希望はしたけれども、いろんな都合で参加できなかった方もいらっしゃるというふうなこ

とでございますが、担当の御努力は非常に評価をしたいなというふうに思います。 

 また、この身体障害者の皆さんに対する講習も、ほかの地域にない講習をしていただきまして、９名の方が受

講をできたわけです。どうぞこれからもそういう、なかなか光の届かない、そういう方々にこそ光を当てていく

町の施策であっていただきたいというふうに考えます。アンケートの結果を注目をいたしまして、このＩＴ講習

会、今後生涯学習、あるいはまた次の段階でのステップを期待をしたいというふうに思います。 

 ありがとうございます。 

○議長（山田力男君） 第２問の答弁を求めます。 



○町長（田村又吉君） 居山信子議員の第２問、男とか女でなく人として共同参画する町づくりについて、５点

にわたって質問がなされておりますが、１点目、婦人会活動やその歴史が町史にどう位置づけられているか。２

点目、文部省実験社会教育講座、婦人学級を原点として今後の女性行政に生かす考えは。３点目、男とか女でな

く人としての意識への変革をどう進める方針か。４点目、各審議会、委員会の女性の割合の改善策はどう進んだ

か。５点目、平成13年度末に県下59町村で女性行動計画が作成されるが、当町の取り組みは、の質問につきま

しては、社会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。 

○社会教育課長（加藤 悟君） それでは、第２問目の１点目、女性の活動を大きくリードしてきた婦人会活動

や、その歴史が町史にどう位置づけされているか、についてお答えします。まず調査いたしましたけれども、町

で地縁的に作成した冊子、いわゆる町史的なものには、婦人会活動等が記録されておりません。しかしながら、

第２点目に関連しますけれども、昭和26年度に開始された稲取町の婦人学級が昭和29年に文部省社会教育課の

実験指定学級として歩み始め、その活動内容については町の歴史として昭和33年２月に発行され、現在も貴重な

資料として保存されております。 

 冒頭述べました町史的なものにも、本来ならその活動内容等がすべてでなくても掲載されても不思議ではあり

ませんが、別冊で保存されている観点から省略されたのではと考えております。しかしながら、その内容につい

ては貴重な調査、研究事項が多く、発行された町史等には抜粋されて利用されていることは事実であり、歴史的

に意義深いものと考えます。今後新しい町史等を発行するに当たっては、稲取婦人会だけでなく熱川婦人会につ

いても活動状況を調査し、歴史に活動内容等残すよう配慮したいと考えておりますので、御理解をお願いします。 

 次に、第２点目の昭和29年の文部省実験社会教育講座東伊豆婦人学級の歩みを原点とし、今後の女性行政に生

かすお考えについては、にお答えします。御質問は東伊豆婦人学級となっておりますが、町村合併以前ですので、

正式には稲取町婦人学級の歩みですので御理解をお願いします。 

  まず調査しましたが、当時は先生の話を聞く承り学習が主でありましたけれども、新しい学習方式として、小

さい12グループ、現在中止している稲取婦人会の支部の前提になるグループだと思います  ──での話し合いを

してきた話し合い学習をするようになり、話す、書く、考えるを基本に調査活動を行ったそうです。これは大人

の社会科勉強として、家庭の子供たちや父親たちも参加し、婦人学級が家族ぐるみの勉強になって広がっていっ

たそうであります。だれもがこの活動と冊子の作成に誇りを持つと同時に、より美しいあすに向かって手をつな

いで歩いていこうと、あとがきに記載されております。 

 御指摘の今後の女性行政に生かすお考えは、に関連するかどうかわかりませんが、一番苦慮しなければならな

いのは組織づくりと考えます。男女共同参画社会に向けた視線でとらえますと、女性エンパーメントへの支援施

策として、女性の地域リーダーの育成や養成等が挙げられておりますので、これらについても配慮した中で、新

しい現代にマッチした女性組織づくりについての意識改革の推進に努力したいと考えておりますので、御理解を

お願いします。 

 次に、第３点目の男とか女でなく人としての意識の変革をどう進めているか、方針についてお答えいたします。

既に男女共同参画基本法が制定されてから２年が経過しました。御指摘のように一番大切なことは、男性も女性

も男女共同参画の視点に立った意識の改革が必要なことと認識をしております。広報ひがしいずを利用しての啓

蒙普及や、県女性総合センターの事業参加の呼びかけや、あざれあ出前講座の誘致などが意識改革のための１つ

の施策と考えます。 

 そういったものを実施しながら、事業推進として家庭・地域より学校などにおける男女平等を推進する教育や

学習、さらには職場や社会活動での男女共同参画の推進、子供と子育てを支える地域環境づくりの推進、政策方

針の決定への女性の登用と参画の推進、東伊豆町男女共同参画行動計画策定等が考えられます。これらの具体的

な施策内容については今後個々に検討しなければなりませんが、順次推進を図ってまいりたいと考えております

ので、御理解をお願いいたします。 



 次に、第４点目の各種審議会、委員会の女性の割合は40委員会で24％と認識しているが、改善策はどう進ん

だか、についてお答えします。まず40委員会の内訳ですが、調査時点は平成13年３月31日現在で申し上げます。

内容は県に提出した報告であり、委員会等の名称については数が多いので省略させていただきます。分類につい

ては地方自治法第 180 条の５の執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければな

らないものは５つありまして、総委員数は30名で、その中には女性委員は１名も入っておりません。 

 次に、同じく地方自治法 202 条の３の普通地方公共団体の執行機関の附属機関として法律、もしくは規制で、

または条例の定めるところにより設置されているものが４つありまして、総委員数は56名で、これには６名の女

性の方に委員として就任をしていただいております。さらに地方自治法 202条の３以外の法律、条例等により設

置されている委員会、審議会等が31あり、総委員数は 586名で、これには 143名の女性の方々に委員として就

任していただいております。総体的に就任している女性の割合は22.2％となっているのが調査時点の数値であり

ます。御指摘の24％という数字は、地方自治法 202条の３以外の法律、条例等により設置されている委員会、審

議会等のみの比率で、正確には24.4％となっていると思いますので、御理解をお願いします。 

 改善策はどう進んでいるかについてでありますが、基本的には男女共同参画の社会に向けての視線での女性エ

ンパワーメントへの支援施策として、女性の地域リーダーの育成や養成等を推進することにより、１人でも多く

の女性の方々の人材活用に対処したいと思っておりますし当て職制度の見直し等が考えられますが、女性の就労

の機会の増、さらには意識改革がなされないことによる就任拒否、家庭や地域性の問題等があり、行政だけでは

対処することが厳しい面がありますので、御理解をお願いします。 

 最後になりますが、県下で59市町村で平成13年度末、女性行動計画が策定されるが、当町の取り組みはいか

がか、についてお答えいたします。これについては以前にも答弁させていただいておりますが、市町村は計画達

成の努力義務が明記されており、必要性については認識をしております。基本的には第４次総合計画に位置づけ

をし、推進を図っていくことになるものと考えます。担当課局の体制整備、庁内の推進体制の整備、策定委員会

の設置、外郭組織との連携を図った上で、当町に適合した行動計画の策定が重要と思っております。 

 御指摘の現下で59市町村で平成13年度末女性行動計画が策定されるとのことでございますけれども、私の手

持ちの資料では、現在策定済みの市町村が23、予定あり36、うち時期未定が７、予定なし15となっており、現

在郡下市町村では策定されているところはありませんので、参考までに申し上げます。よろしく御理解をお願い

します。 

 以上です。 

○１１番（居山信子君） この男女共同参画についての質問は、前町長時代に３回ですね、で、今回また３回目

をさせていただいて６回目となりますが、率直に申し上げて非常に男女共同参画という考え方そのものを、まだ

当局の皆さんは十分に認識していただけてないように私は思います。ただ国からの施策で何かやらなければなら

ないというふうなことで、頭ではわかっているけれども、実際のことを言って具体的な行動というものは見えて

こないのではないでしょうか。 

 この第１点目で、先ほど町長の御見解も栗田議員の質問の中で伺いましたけれども、だんだん人数が少なくな

ってきた婦人会、その婦人会の行政サービスへの貢献というものは余りなかったというような、そういう受けと

め方をされているようでございますけれども、それは近年でありまして、かつて私が嫁ぎました21年ほど前のと

きは、かなり大勢の人数で婦人会活動をさせていただきまして、行政のもとでは婦人会はなくてはならない、そ

ういう活動をしていたと思います。 

 稲取生まれの稲取育ちの方にとりましては、私がこの機会に改めて読ませていただいた、先ほども課長からお

話があった町の歴史、この婦人学級の歩みを改めてひもとかせていただいて、なおかつ前々からこれが16ミリの

フィルムになっている、有形文化財だ、何とか見れる方法ないのかなというふうに思いながら、ひょんなことか

らビデオになっているというのを聞いて、わー見たかったと。実はお借りして近所のお父さん方、声かけました



ら、何と元漁師の皆さんとか、それからまた年配のお母さん方は本当に懐かしく、その映画をごらんになってお

りました。 

 何せ最初、昔何か映画で、白黒映画なんですけれども、ばーんと映画会社のマークが、何とか映画株式会社と

か出ますですね、それが出まして、解説山村聰と、こうあるものですから、何か間違ったビデオを見ているのか

と思いましたら、いやいやそうではなくて、稲取の約三十数年前の風景がそこにとどめられておりました。本当

に私は新参者で20年なんですけれども、ここに生まれて育った70年、80年という方々にとりましては、本当に

心の中に大きな財産として、御自分がかつて婦人会長をしたとか、支部長をしたということを自分の人生の誇り

になさりながら、今、年を重ねていらっしゃるのかなというふうに思いました。 

 私もできましたら何年か後にはぜひ、そういう支部長さんとか会長さんとかやってみたいなと思いましたけれ

ども、終わってしまいまして、班長だけさせていただけたわけですけれども、でもこの歴史の一こまに自分自身

も存在させていただいたということは、大変な誇りでございます。 

 今こういう時代に何が誇りかと言うと、やはり先祖がどういう方だったかということ、またどういう家系に生

まれたかというのはかなり誇りになっていく部分かとも思いますし、そういう町に住まわせていただいている喜

びもございますので、改めて何を大切にして生きていかなければいけないのかということが、こういう時代にな

って初めて思い知らされている状況でございますが、どうかこの婦人会の多くの先輩方の活動、そして思い、ま

た町政への協力をした１つ１つのものは、この東伊豆の土地に紛れもなく刻まれているかと思いますので、改め

て私どもはその皆さん方に敬意を表したいと同時に、この後から続く若い女性のリーダーにその精神を受け継い

でいただいて、今この町の歴史を編集してくださった三井為友先生がいみじくもおっしゃった言葉を課長が御紹

介をしてくださいましたけれども、いろいろな困難を乗り越えながらここまで歩いてきた後を振り返って、私ど

もは深い感動を覚えます。そしてまた、今からより美しいあすに向かって手をつないで歩いていこうと思います

という、非常に私は感動をいたしました。 

 いずれにしても、どうかこの歴史を次の形に残すということで、当局の御支援もいただきながら、熱川婦人会

の皆さんが今後の方向を今、手さぐりでやっておりますけれども、皆さんで盛り立てて、熱川だけでなく東伊豆

町の女性の会というような形での方向づけができることが、多くの先輩の皆さん方に報いることではないかなと

いうふうに考えるものでございます。 

 いずれにしましても、このビデオについては、どうぞできましたら図書館などに置いていただいて、町民の皆

さんに自由に貸し出していただけるような方法をとっていただけませんでしょうか。その点を再質問をさせてい

ただきたいと思いますし、そしてまた、さまざまな催し物のときに、改めて皆さんでそれを見てみるということ

もいいのではないでしょうか。場合によったら成人式などもよろしいのではないでしょうか。若い人たちに、か

つてのお母さん方がこんなふうに一生懸命に勉強して、子供の教育のこと、それから家庭のこと、地域のことと

取り組んだ、その皆さん方を見ていただくということも、大きな町の財産になっていくではなかろうかなという

ふうに考えます。 

 ３点目の問題については、過去何回か質問をさせていただいたのと同じ答弁のような気がいたしますけれども、

課長、違いますでしょうか。たしか広報にも載せるというふうにも言ってくださって。あざれあの出前講座は桂

文也さんですね。昨年９月に開催をしていただきまして、約 300名ほどの皆さんが集まってさまざま、受けとめ

方は当然違って当たり前です、温度差も年代によって当然違うかと思いますけれども、その開催もなされました。

いずれにしても、その後広報ひがしいずに男女共同参画というふうに出たのかどうなのか、私がもしかして見落

としているかもしれませんけれども、課長がおっしゃってくださってからは出てこなかったように思いますし、

そしてこの点について順次推進をしていかなければならないというふうにお答えくださっておりますので、より

一層の取り組みをお願いをしたいというふうに思います。 

 ４点目の改善策、これは審議会ということでの数字の把握ですが、今まで何回か質問して、私の不勉強だった



ために非常にかみ合わなかったんですが、ようやくわかりまして、県としては今、女性の参画30％が目標で取り

組んでおります。平成14年度ということですので、うちの町は24.4％、ぜひ積極的な取り組みを。石原町長の

時代から充て職条例の改正をする、するというふうな答弁はたびたびいただいておりますので、またこのたびの

田村町長におきましても、その辺は伺ったように思いますが、一向に進んでおりません。おのずから委員会に女

性もだれも入っていない。女性の苦手な分野とかいろいろあるかと思いますけれども、いずれにしても、ある意

味、地位が人を育てるというか、その立場になれば皆さん勉強して力をつけるということもございますので、あ

る意味では、また沼津市が取り組んでおりますように、審議会の委員を公募するということもいかがお考えでし

ょうか。 

 そこまで私たちが育ってないと言われてしまえばそれまでなんですけれども、老人福祉計画、高齢者福祉計画、

これについての公募がなされているようでございますが、大変結構だと思います。ぜひ審議会等、委員会につい

ても公募制ということを、時代に即応して考えていただくということについて、町長から後ほど御答弁をいただ

きたいというふうに思います。 

 あと、一番大切な行動計画のところでございますけれども、この行動計画、実際に今できているのが35です。

課長が数字を幾つか申し上げてくださったんですが、私これ、県の先ほど、せんだってのあざれあ地域カレッジ

であざれあの所長からいただきましたデータでございますので、最新だというふうに思います。59ということで、

これは策定、または策定予定なんですが、残念なことに策定時期未定という７町村に東伊豆町が載っております。

東伊豆町、南伊豆町、西伊豆、大仁、森、豊岡、引佐と、こういう田舎が策定の時期がまだ未定だというふうな

ことでありますけれども、これはやはりもう町長の御認識、これによっていつやるかやらないかということを、

いつかやりますよではなくていつやると。 

 当初第４次総合計画の後、私はすぐにこの計画にかかるのかなというふうに思っていたんですけれども、議事

録をずっと読み返してみると、どうも何かあいまいな御答弁を課長がなさっていて、そうでもなさそうなので、

私の思い違いだったなというふうに思って、きょうは答弁を期待したんですが、時期について町長の腹一つとい

うふうなことで、改めてまたこれを町長にお答えをいただければなというふうに思います。 

 さっきも１問目でいろいろと福祉保険課長の積極的な取り組みがあってよかったなと思いながら、それをもう

１回確認すればよかったのに、言わずに座ってしまったんですけれども、２級のヘルパーの講座もやってくださ

ると。それと基幹型の在宅介護支援センターも稲取地区に設置してくださると。大変結構な前向きな御答弁だっ

たものですから終わってしまいましたが、ちょっとそこ１点言わせていただきたいというふうに思います。 

 それではすみません。再質問で、町長から御答弁をいただければと思います。 

○町長（田村又吉君） １の婦人会の行動についてでございますけれども、先ほどの御質問の方にもお答えしま

したけれども、歴史としたら大変よかったということでございますけれども、後を継ぐ人がその時代、その時代

に合った行動、変革をしていかなかったから女性から見放されたということだと思います。稲取で見ますと、会

長の候補を決めるのが古役というような制度がいまだに残って、それを改善しないというようなこと、また女性

会というふうに、結構そういうふうなことが、会というふうになっているわけですけれども、そういう変革をし

たら、ここからもとへ戻そうということで婦人会に戻させられたというような、古い体質から脱皮できなかった

ということが、婦人会がもたなかったということの方が大きいと思いますし、育てると言いますか、今小澤君の

論文によりまして、また見直されたりあれしたりしているという、二、三のことについて、そういうふうな中の

うちでも、その中でもやはり婦人会というものが出てきていますけれども、そういう伝統。 

 それから、このやったときの指導者としては八代会長ですか、お医者さんでもあるし、相当教養の高い方で、

引っ張っていたということの成果というものが出ているのではないかということを思っております。 

  また、ビデオの貸し出しについては、図書館と相談して検討していきたいと思っております。 

  それから変革の進め方  ──それは改善策。私も質問があったし、教育委員等選ぶときに女性の登用というこ



とを考えて交渉したんですが、みんな逃げられてしまった経緯があります。そういうことで、女性の方も消極的

な面がございまして、なかなか改善はされていかないというようなこと。それとあと公募ですか、公募はケース・

バイ・ケースでやっていけばいいのではないかなというふうに思っております。 

 それから５の行動計画でございますけれども、これはやはり総合計画が終わった後でも、来年度、あるいは再

来年度にやっていかなければならないという問題ではないかなというふうに思います。あざれあの講習会なんて

聞いていますと、やはり地域、あるいはその家庭のいい面まで殺してしまうような、突出したやり方を見た、こ

れはもう地域には定着しないなというふうに思ったりしていますけれども、それはそれなりに地域、地域への歴

史的、また、ものもあるということでやっていかなければならないということ。 

 私的のことになりますけれども、子供たちを見ているというと、そういう子育てとかそういうのは、やはり男

性と女性がお互いにかばい合ってやっていくというのが今の風潮で当たり前というような                            

（停電） 

○議長（山田力男君） 停電のため、休憩いたします。 

                               （午後  ４時１７分） 

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

○議長（山田力男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

                               （午後  ４時２０分） 

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

○町長（田村又吉君） 停電のためについてはこれを策定するような方向で進めたいと思っております。 

 以上でございます。 

○１１番（居山信子君） 条例の見直しということで、すみません。 

○町長（田村又吉君） 条例の見直しというより運用によってではないかと感じております。 

○１１番（居山信子君） 今、町長から行動計画について策定の方向でという、一番聞きたいお答えがいただけ

たものですから、来年ということで認識してよろしいでしょうか。ぜひその方向に向かって、おくれをとらない

ようにお願いをしたいなと。現実いろいろな役を頼んだときにみんな逃げてしまうというのは、やはり自分たち

にできるのかなということで引っ込んでしまわれるんですけれども、お１人お１人、やはりそういう立場が与え

られると本当に一生懸命なさって、代々の会長さんもそうなんですけれども、すごいなというふうなものがたく

さんあって、だからこそ今男女共同参画社会なんです。男性は認識不足。火事場のばか力は女性、意外に出すと

思います。 

 こういうときですので、どうぞ皆様方、女性のパワーを期待をしていただけたならば、こういう時代に明るい、

何かこう光が見えてくるのではないかなというふうに私は考えます。先ほどのちょっと町長がおっしゃっていた

点なんですけれども、家庭のいい面がやはりあざれあの講座や何かでちょっと心配になってしまう点があるとい

うふうなこともおっしゃっておりましたけれども、そういう点では定着がしないのではないかなという懸念でご

ざいますけれども、その家庭のいい面というものも、ある意味、男性側から見た都合のいい見方であると。私た

ちもそれでいいというふうに何の疑問も感じずに来た現実があります。 

 それはあざれあの地域カレッジ、この間参加させていただいて、改めて私たちの思い込み、これはもう女がや

ること、私たちがやることという思い込みに縛られて、その性別な役割分担ということによって、どんなにか１

人１人の持っている能力が発揮されないでいるのではないかな。男性の中も、意外に女性的なことが得意な方と

か好きな方っているわけですね。それを非常に、男はたくましくあらなければいけないと、女は女らしくという

ふうに私たちも育てられてきたことに何の疑問も感じなかったんですが、やはり時代とともに町長がおっしゃっ

たように、伝統も歴史も、時代にそぐわなくなってきたものは変革していかなければならないわけです。変革し

ていかなければ必ずそういうものは行き詰まってしまうということが１つ、先ほどのいろいろなやりとりの中で



論じられていたのではないかというふうに思います。 

 すみません、婦人会のことで、先ほど栗田議員の質問の中での行政面、行政サービスへの問題点として、私は

80過ぎているおばあちゃんから朝、声をかけられまして、居山さんよ、婦人会がなくなっちゃったら、このお盆

の精霊流しのときに私はごみのステーションのところに精霊様を持っていかなきゃならないというのが、もう何

とも悲しい、夫を戦争に送って、そしてまた今は幸せにはしているけれども、毎年その思いが自分の中に、夫に

対する思いがあって来たのに、その精霊様流しがなくなってしまったと、これを何とかしてもらえないかねとい

うふうに言われているんです。 

 それはかつていろいろな取り組みがあったかと思うんですけれども、地域によっての取り組みが当然違うと思

うんです。ですけれども、行政が当たり前として見てきた仕事の中に、やはり婦人会でなければできなかったこ

とがたくさんあったはずです。それをやはり十分にまだ認識していただいていなかったのではないかなというふ

うに私は思いますし、できたら、新しい女性の会なるものが、もしできたなら、そのおばあちゃんの思いを何と

か、かつてのような形での精霊様納めというものもしてあげる必要もあるのではないかなというふうに思いまし

て、その方が死なないうちに何とか実現をさせてあげたいなというふうにも考える次第です。 

 ぜひ町長には宿題を差し上げたいと思います。いっぱい幅広くいろいろ勉強なさることがあると思うので、こ

れは二の次、三の次になっていると思いますので、「男とか女じゃなくて人と人」というパンフレットと、「21世

紀はみんなが主役、男女共同参画基本法の考え方」というパンフレット、さまざまありますので、ぜひその私た

ち女性の思いを、まず受けとめていただきたいなというふうに思います。 

 それでは、行動計画来年度着手ということの御発言を私たちは期待をして、全町挙げて、この新しい時代の考

え方を取り入れて、そしてどうぞ活気のある、そしてまた元気なまちづくりのために男女がともに人と人として

参画をしていけるまちづくりの建設に邁進できますように期待申し上げまして、私、質問を終わらせていただき

ます。 

 ありがとうございます。 

○議長（山田力男君） 居山議員、先ほどの、これは３回目ですけれども、先ほどの答弁なし、今回も答弁なし

ということになると、一般質問で、質問で答弁をいただかないというとあれですので、やはり今後は独断的じゃ

なくて、やはり答弁をもらって、質問ですから、その質問に対して答弁をいかにＡかＢ、Ｃ、あるいはプラス、

マイナスということで、質問をたとえどれだけでもいただかないといったら一般質問というものの趣旨が違いま

すので、それを今後気をつけていただくか、今回答弁求めるかどっちかにお願いします。 

○１１番（居山信子君） 今回答弁求めます。今回答弁求めますので、答弁をよろしくお願いします。答弁を求

めますので、議長、よろしくお願いします。 

○町長（田村又吉君） 行動計画は２年にわたってというふうにあれして、そっちで受け取り方で来年からとい

うようなことでございますけれども、そこの点はちょっと誤解のないようにしていただきたいと思っております。 

 それからあと、本当に感想が多くて質問の焦点がどこにあるかということで、答弁に苦慮するわけでございま

すから、ぜひ焦点を絞って質問をしていただきたいと思っています。 

 以上でございます。 

○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わります。 

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

   ◎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  ４時２８分） 
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議 事 日 程 （第３日） 

日程第 １ 議案第６６号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ２ 議案第６７号 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の一部 

を改正する条例について 

日程第 ３ 議案第６８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 

日程第 ４ 議案第６９号 東伊豆町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第７０号 東伊豆町職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例 

について 



日程第 ６ 議案第７１号 東伊豆町非常勤消防団に係る退職報償金の支給に関する条例 

の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第７２号 東伊豆町介護保険給付費準備基金条例の制定について 

日程第 ８ 議案第７３号 平成１３年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）について 

追加日程第 １      会議録署名議員の変更 

日程第 ９ 議案第７４号 平成１３年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

について 

日程第１０ 議案第７５号 平成１３年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（第２号） 

について 

日程第１１ 議案第７６号 平成１３年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第２号）について 

日程第１２ 平成１３年度第一常任委員会の研修視察報告書について 

日程第１３ 意見書案第４号 地方交付税の削減反対に関する意見書の提出について 

日程第１４ 意見書案第５号 雇用確保に関する意見書の提出について 

日程第１５ 意見書案第６号 第二東名自動車道建設促進に係る意見書の提出について 

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４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０３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６６号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する 

条例について 

○議長（山田力男君） 日程第１ 議案第66号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

てを議題といたします。 

 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。きょうもよろしくお願いいたします。 

 議案第66号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について。 

 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例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。 

  本年度の人事院勧告に基づき、国家公務員の給与が11月21日の国会で承認されましたので、これに準拠し当

町職員に関する給与を改正するもので、改正の主な内容は期末手当の額を年間0.05カ月分減ずるものと、特例一

時金の新設であります。 

  詳細につきましては総務課長より説明させますので、よろしく御審議のほどをお願いします。 

○議長（山田力男君） 総務課長。 

○総務課長（渡辺  穣君） ただいま提案されました議案第66号  東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例について、朗読をもって説明させていただきます。 

  東伊豆町条例第 号、平成 年 月 日、東伊豆町職員の給与に関する条例（昭和40年東伊豆町条例第12号）

の一部を次のように改正する。 

 第15条の５、第２項中 100分の 160を 100分の 155に改める。この内容につきましては、期末手当の額は期

末手当基礎額に12月に支給する場合の 100分の 160を 100分の 155に改正するということでございます。 

  次に、特例一時金について説明をさせていただきます。 

  官民給与の格差が昨年よりさらに小さく配分にめり張りをつけた給料表の改正は困難であること。諸手当につ

いても、民間の支給状況と権衡しており、改定は不要であること。官民格差を埋めるために来年度以降生ずる官

民給与格差とあわせて、給料表や手当の改定等の措置をとることを前提に、その年額相当額を特例一時金として

支給することになりました。 

 特例一時金は、年額 3,756円でございます。月額 313円相当でございます。 

  附則に次の５項を加え、３項、当分の間、民間における賃金との権衡を考慮して講ずる特例措置として、各年

度（４月１日から翌年３月31日までをいう。以下この項及び次項第１号において同じ。）において、当該各年度

の３月１日（以下この項から附則第５項までにおいて「基準日」という。）に在職する職員に対し、基準日の属す



る月の規則で定める日において、特例一時金を支給する。この内容につきましては、特例一時金の趣旨、支給要

件及び支給日を定めた規定であります。 

 ４項特例一時金は、 3,756円とする。ただし、次の各号に定める職員については当該各号に定める額とする。 

 １号、基準日の属する年度の４月１日から基準日までの期間（次号及び次項において「基準期間」という。）に

おいて給料を支給しないこととされていた期間（在職しなかった期間を含む。以下この項及び次項において「無

給期間」という。）がある職員（次号に掲げる者を除く。） 3,756円を超えない範囲内で無給期間を考慮して規則

で定める額。 

  ２号、基準日において第４条の５の規定の適用を受ける職員である者 3,756円（基準期間において無給期間が

ある者については、前号の規定の例により得られる額）を超えない範囲内で規定で定める額。この内容につきま

しては特例一時金の額を定めた規定でございます。 

  ５項、基準日に地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 110号）第２条第１項の規定により育

児休業をしている職員については特例一時金を支給する。ただし、当該職員で基準期間の全期間が無給期間であ

るものについては、この限りではない。この内容につきましては、育児休業をしている職員に対する特例一時金

の支給について定めた規定でございます。 

 ６項、職員に特例一時金が支給される間、第２条第１項中「及び災害派遣手当」とあるのは「、災害派遣手当

及び特例一時金」と、第18条第２項及び第３項中「及び期末手当」とあるのは「、期末手当及び特例一時金」と、

同条第４項中「及び住居手当」とあるのは「、住居手当及び特例一時金」とする。この内容につきましては、特

例一時金制度の新設に伴いまして、給与に関する条例の読みかえについての規定でございます。 

 ７項、附則第３項から前項までに定めるもののほか、特例一時金の支給に関し必要な事項は規則で定める。こ

の内容につきましては、給与に関する規則への委任についての規定でございます。 

 附則といたしまして、（施行期日等）１項、この条例は公布の日から施行し、改正後の東伊豆町職員の給与に関

する条例（以下改正後の条例という。）の規定は平成13年４月１日から適用する。（期末手当の額の特例）２項、

平成13年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の条例第15条の５第２項の規定の適用については、同項中

「 100分の 155」とあるのは「 100分の 160」とする。３項、平成13年12月に期末手当の支給を受けた職員に

対して平成14年３月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第15条の５第２項の規定にかかわらず、第１号

に掲げる額から同号に掲げる額と第２号に掲げる額とのいずれか低い額を控除した額に相当する額とする。 

 １号、改正後の条例第15条の５第２項の規定を適用するものとした場合に平成14年３月に支給することとな

る期末手当の額。２号、平成13年12月に支給した期末手当の額と前項の規定を適用しないものとした場合にお

いて改正後の条例第15条の５第２項の規定により同月に支給すべきであった期末手当の額との差額。 

 ４項、平成13年12月２日以後に新たに改正後の条例の規定の適用を受けることがあった職員のうち、町長が

定める職員に対して平成14年３月に支給する期末手当の額については、改正後の条例第15条の５第２項の規定

にかかわらず、前項の規定により計算された額の期末手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して、町長が別に

定める。 

 ５項、附則前３項に掲げるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。 

 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） これから質疑を行います。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。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。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。これで討論を終わります。 

 これより議案第66号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 

  お諮りします。 

  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） 異議なしと認めます。したがって、議案第66号  東伊豆町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第２ 議案第６７号 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67号 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67号 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の一部を改正する

条例について。 

 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。 

 本年度の人事院勧告に基づく当町職員の期末手当改正に準拠し、期末手当の額を年間0.05カ月分減ずるもので

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） ただいま提案されました、議案第67号  東伊豆町特別職の職員で常勤の者の給料等

に関する条例の一部を改正する条例について、朗読をもって説明させていただきます。 

  東伊豆町条例第 号。平成 年 月 日、東伊豆町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例（昭和 43

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条第２項中「 100分の 215」を「 100分の 210」に改める。この内容につきましては、期末手当の額でご

ざいますけれども、12月に支給する場合の「 100分の 215」を「 100分の 210 」に改正するということでござ

います。 

  附則といたしまして、（施行期日等）１項、この条例は公布の日から施行し、平成13年４月１日から適用する。

（期末手当の額の特例）２項、平成13年 12月に改正前の条例第４条第２項の規定に基づいて支給された特別職

の職員で常勤の者の期末手当の額が、改正後の条例第４条第２項の規定に基づいて、その者が同月に支給される

こととなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第４条

第２項の規定にかかわらず、改正前の条例第４条第２項の規定により支給された額とする。 

 ３項、前項の規定の適用を受ける特別職の職員で常勤の者は平成14年３月に支給されることとなる期末手当の

額は、改正後の条例第４条第２項の規定にかかわらず、改正後の条例第４条第２項の規定に基づいて同月に支給

されることとなる期末手当の額から、平成13年12月に改正前の条例第４条第２項の規定に基づいて支給された

期末手当の額と、改正後の条例第４条第２項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減



じて得た額とする。 

 （期末手当の内払）４項改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された

期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の支給の措置払いとみなす。 

 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） これから質疑を行います。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。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。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。これで討論を終わります。 

 これより議案第 67 号 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の一部を改正する条例につい

てを採決いたします。 

  お諮りします。 

  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） 異議なしと認めます。したがって、議案第67号  東伊豆町特別職の職員で常勤の者の給

料等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第３ 議案第６８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３ 議案第68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68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定めるものとす

る。 

 提案理由を申し上げます。 

 本年度の人事院勧告に基づき当町職員の給与及び常勤特別職の期末手当を改正いたしますが、議会においても

自発的にこれに準拠した措置が願えるものであり、期末手当の額を年間0.05カ月分減ずるものであります。 

  詳細につきましては、総務課長より説明させますので、よろしく御審議のほどをお願いします。 

○議長（山田力男君） 総務課長。 

○総務課長（渡辺  穣君） ただいま提案されました、議案第68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（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４条第２項中、「 100分の 155」を「 100分の 150」に改める。この概要につきましては、期末手当の額で

ございますけれども、12月に支給する場合の「 100 分の 155」を「 100 分の 150」に改正するということでご



ざいます。 

  附則といたしまして、（施行期日等）１項、この条例は公布の日から施行し、平成13年４月１日から適用する。

（期末手当の額の特例）２項、平成13年 12月に改正前の条例第４条第２項の規定に基づいて支給された議長、

副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の期末手当の額が、改正後の条例第４条第２項の規定に基づいて、

その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の

額は、改正後の条例第４条第２項の規定にかかわらず、改正前の条例第４条第２項の規定により支給された額と

する。 

 ３項、前項の規定の適用を受ける議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が、平成14年３月に支

給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第４条第２項の規定にかかわらず、改正後の条例第４条第２

項の規定に基づいて、同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成13年 12月に改正前の条例第４条第

２項の規定に基づいて支給された期末手当の額と、改正後の条例第４条第２項の規定に基づいて支給されること

となる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。 

 （期末手当の内払）４項、改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給され

た期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。 

 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） これから質疑を行います。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。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。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。これで討論を終わります。 

 これより議案第 68 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。 

  お諮りします。 

  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） 異議なしと認めます。したがって、議案第68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は、原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第４ 議案第６９号 東伊豆町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条                

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４ 議案第69号 東伊豆町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

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69号 東伊豆町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す

る条例について。 

 東伊豆町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する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。 

 人事院の国家公務員給与に対する勧告内容に準じ、公営企業職員の給与改定を実施するため条例整備をいたす

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） 先ほど、議案66号  東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

て、総務課長より説明がありましたが、同様に今回提案されました議案第69号  東伊豆町公営企業職員の給与の

種類及び基準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、東伊豆町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す

る条例。東伊豆町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年東伊豆町条例第20号）の一部を

次のように改正する。 

  条例第20条で一般職の給与条例を基準とし、規定で定めることとされているため、金額等の表示がなく支給基

準のみとなる内容でございます。 

  附則に次の３項を加える。３項、当分の間、民間における賃金との権衡を考慮して講ずる特別措置として、各

年度（４月１日から翌年３月31日までをいう。以下、この項において同じ。）において、当該各年度の３月１日

（以下この項及び次項において「基準日」という｡)に在職する職員に対して特例一時金を支給する。４項、基準

日に地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 110号）第２条第１項の規定により育児休業をして

いる職員については、第17条の２の規定にかかわらず特例一時金を支給する。ただし、当該職員で基準日の属す

る年度の４月１日から基準日までの期間の全期間が給料を支給しないこととされていた期間（在職でなかった期

間を含む。）であるものについては、この限りでない。 

 ５項、職員に特例一時金が支給される間、第２条第３項中「及び災害派遣手当」とあるのは、「、災害派遣手当

及び特例一時金」とする。 

 附則、この条例は公布の日から施行し、改正後の東伊豆町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

規定は、平成13年４月１日から適用する。 

 以上、簡単ですが説明にかえさせていただきます。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（山田力男君） これから質疑を行います。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。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。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。これで討論を終わります。 

 これより議案第 69 号 東伊豆町公営企業職員の給与の種類及び基準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。 

  お諮りします。 

  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） 異議なしと認めます。したがって、議案第69号  東伊豆町公営企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第５ 議案第７０号 東伊豆町職員の再任用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５ 議案第70号 東伊豆町職員の再任用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70号 東伊豆町職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例について。 

 東伊豆町職員の再任用に関する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。 

 地方公務員等共済組合法の一部改正により、平成14年４月１日から特定警察職員等の定義を定める同法の規定

が改正されたものであります。 

  詳細につい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） ただいま提案されました議案70号  東伊豆町職員の再任用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、東伊豆町職員の再任用に関する条例。平成13年東伊豆町条例第４号の一部

を次のように改正する。附則２項中「第25条の２第１項第１号」を「第18条の２第１項第１号」に改める。こ

の内容につきましては、地方公務員共済組合法の一部改正によりまして、特定警察職員等の定義を定める規定が

改正されたためでございます。 

 特定警察職員等とは、当町では消防職員が該当いたします。 

 附則といたしまして、この条例は平成14年４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） これから質疑を行います。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。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。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。これで討論を終わります。 

 これより議案第70号 東伊豆町職員の再任用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。 

  お諮りします。 

  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） 異議なしと認めます。したがって、議案第70号  東伊豆町職員の再任用に関する条例の

一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第６ 議案第７１号 東伊豆町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給 

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６ 議案第71号 東伊豆町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

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71号 東伊豆町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改

正する条例について。 

 東伊豆町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する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。 

 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部が改正されたことにより、別表の改正をする

ものであります。 

 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71号  東伊豆町非常勤消防団員に係る退職

報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について、朗読をもって御説明申し上げます。 

  東伊豆町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和39年東伊豆町条例第92号）の一部を次

のように改正する。別表を次のように改めるということで、別表がございますが、次のページに参考資料を添付

してありますので、それをごらんになっていただきたいと思います。 

  まず、参考資料の別表の退職報償金支給額でございますけれども、左側に団長から団員までの階級欄がござい

ます。右側に勤務年数として４年以上、それぞれの区分を仕分けてございます。その中で４年以上５年未満、７

年以上10年未満、12年以上15年未満については今回は改正いたしません。 

  上段の金額が現行条例の金額でございます。中段の金額が今回改正しようとする金額でございます。下段の金

額がその差し引きということで、今回の引き上げ額となっております。５年以上７年未満、10年以上12年未満、

15年以上20年未満、20年以上25年未満、25年以上30年未満、30年以上勤務の、団長から以下団員まで一律に 

4,000円の退職報償金を引き上げるものでございます。 

  もとのページにお戻りください。 

  附則といたしまして､１項､この条例は公布の日から施行する。２項、改正後の非常勤消防団員に係る退職報償

金の支給に関する条例（以下「新条例」という。）別表の規定は、平成13年４月１日以後に退職した非常勤消防

団員（「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。）について適用し､同日前に退職した非常勤消防団員につ

いては､なお従前の例による。 

 ３項、平成13年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防

団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償

金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。 

 以上、簡単では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） これから質疑を行います。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。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。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。これで討論を終わります。 

 これより議案第 71 号 東伊豆町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給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。 



  お諮りします。 

  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） 異議なしと認めます。したがって、議案第71号  東伊豆町非常勤消防団員に係る退職報

償金の支給に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第７ 議案第７２号 東伊豆町介護保険給付費準備基金条例の制定について 

○議長（山田力男君） 日程第７ 議案第72号 東伊豆町介護保険給付費準備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72号 東伊豆町介護保険給付費準備基金条例の制定について。 

 東伊豆町介護保険給付費準備基金の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。 

 この条例については厚生労働省からの通知により、介護保険事業計画における３カ年の事業運営期間中の保険

給付に対する財政運営の健全化を図る上から、余剰金の一部を基金に積み立てるものであります。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72号  東伊豆町介護保険給付費準備費基金条

例の制定について、朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

  この条例は国に従えた準則に基づき制定するものであります。 

  東伊豆町条例第 号、平成年月日、東伊豆町介護保険給付費準備金基金条例。 

（設置） 

 第１条、介護保険法（平成９年法律第 123号）に基づく財政収支の均衡を図るとともに、介護保険財政の健全

な運営に資するため、東伊豆町介護保険給付費準備基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

 第２条、基金として積立てる額は、東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出予算（以下「介護保険特別会計予算」

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、基金の運用から生じる収益は、介護保険特別会計予算に計上して、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、確実な引き戻しの方法、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、基金は介護保険事業に要する経費（事務に要する経費を除く。）に充てるときに限り介護保険特別会計

予算に定めるところによりその全部または一部を処分することができる。 

（委任） 

 第７条、本条例に定めるもののほか、基金の管理等に関する必要な事項は、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。 

 以上、簡単ですが説明にかえさせていただきたいと思います。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） これから質疑を行います。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。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。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。これで討論を終わります。 

 これより議案第72号 東伊豆町介護保険給付費準備基金条例の制定についてを採決いたします。 

  お諮りします。 

  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） 異議なしと認めます。したがって、議案第72号  東伊豆町介護保険給付費準備基金条例

の制定については、原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第８ 議案第７３号 平成１３年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号） 

について 

○議長（山田力男君） 日程第８ 議案第73号 平成13年度東伊豆町一般会計補正予算（第３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73号 平成13年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）について提案理由を申

し上げます。 

 今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から 5,541万 4,000円を減額し、歳入歳出予算を51億 6,720

万 8,000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、長引く平成不況の回復の兆しもない現在、

町税の減収が余儀なくなり、特に固定資産税で本年４月に大手宿泊施設等の倒産や観光関連産業の不況が大きく

影響し、昨年を上回る収納に苦慮するところとなり、減額措置をさせていただくところであります。 

 また野島節子様、加藤文子様より浄財が寄せられましたので、それぞれの目的に沿って活用させていただくこ

とにいたしました。 

 次に、歳出の主な内容を申し上げますと、本年度の人事院勧告の内容及び人事異動により全般的に人件費の調

整を行いました。また、災害復旧費で町道熱川穴切線の査定が終了いたしましたので、災害復旧工事費を措置い

たしました。 

 なお、全般的に事業執行が完了した内容について精算措置させていただきました。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73号  平成 13年度東伊豆町一般会計補

正予算（第３号）について、概要を説明させていただきます。 

 平成13年度東伊豆町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによります。（歳入歳出予算の補正）



第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 5,541万4,000 円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ51億 6,720万 8,000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。 

（地方債の補正） 

 第２条、既定の町債の変更は、「第２表 地方債補正」によります。 

 恐れ入りますが９ページをお開きください。 

 まず、歳入でございますが、１款町税１項町民税１目個人、補正前の額に 820万円減額補正いたしまして４億 

6,436万 9,000円といたします。２節滞納繰越分 820万円減、細節１滞納繰越分。内容につきましては、現時点

での徴収額等を前年対比し、最終見込み額と現計予算額との差額を減額措置をさせていただきました。 

 ２目法人、補正前の額に 240 万円減額補正いたしまして１億 446 万 3,000円といたします。１節現年課税分 

240 万円減、細節１現年課税分。内容につきましては、税割額の申告状況から最終見込み額と現計予算額との差

額を減額措置させていただきました。 

 ２項固定資産税、１目固定資産税。補正前の額に１億 2,032 万 5,000円減額補正いたしまして、14億 4,976

万 2,000円といたします。１節現年課税分１億 1,128万 3,000円減。内容につきましては、景気回復の兆しも

見えず、昨年以上に収納に苦慮しているため減額措置をさせていただきました。 

 ２節滞納繰越分 904万 2,000円減、細節１滞納繰越分。これも内容的には同じでございます。 

 ４項町たばこ税、１目町たばこ税。補正減の額に 829万 3,000 円減額補正いたしまして１億 3,983 万 5,000

円といたします。１節現年課税分 829万 3,000円減、細節１現年課税分。内容につきましては、近年の健康ブー

ムから禁煙者が増加したため、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、５項特別土地保有税、１目特別土地保有税。補正前の額に 837万 3,000円減額補正いたしまして 1,783

万 4,000円といたします。１節現年課税分 837万 3,000円減、歳出うち保有分 1,501万 8,000円減。内容につ

きましては７件分の減額措置をさせていただきました。 

 細節２、取得分 664万 5,000円。５件分の増額措置をさせていただきました。 

 ６項入湯税、１目入湯税。補正前の額に 2,685万円減額補正いたしまして８億 8,315万 1,000 円といたしま

す。１節現年課税分 2,685万円減、１節現年課税分。内容につきましては、入湯客数の減に伴い 140万人を 122

万 1,000人に、27万 9,000人減をさせていただきました。 

  11款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金、補正前の額に 170万 6,000 円減額補正いたしまし

て 694万 1,000円といたします。１節社会福祉費負担金、 170万 6,000円減、主な内容につきましては細節１

老人ホーム入所者徴収金 173万 6,000円減。内容につきましては、入所者が21人から17名になったため減額措

置をさせていただきました。 

  12ページをお開きください。 

  13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金。補正前の額に 156 万 9,000円減額補正いたしま

して、 7,493 万 5,000 円といたします。１節被用者児童手当負担金 228 万 3,000円、細節１非被用者児童手当

負担金。 

  ２節特例給付児童手当負担金 211万円減。細節１特例給付児童手当負担金。 

  ３節非被用者児童手当負担金 111万 4,000円、細節１非被用者児童手当負担金。内容につきましては、６月の

法改正によりまして特例給付受給者が被用者、非被用者児童手当受給者に振り分けられたこと。また転入・転出・

出生等による増加も含まれております。 

 ４節社会福祉負担金 291万 6,000円減。細節２老人保護措置費負担金。内容につきましては措置者が21名か



ら17名に減になったためでございます。 

  ３目災害復旧費国庫負担金。補正前の額に 361万円補正いたしまして、 361万 2,000円といたします。 

  １節公共土木施設災害復旧費国庫負担金 361万円。細節２道路橋梁災害復旧費国庫負担金。内容につきまして

は、町道熱川穴切線災害復旧工事費負担金でございます。 

  13ページをごらんになっていただきたいと思います。 

  ５目土木費国庫補助金。補正前の額に 297万 9,000円減額補正いたしまして1,240万4,000円といたします。 

  ２節都市計画費補助金 297万 9,000円減、細節１合併処理浄化槽設置整備事業費補助金。内容につきましては、

当初99基を予定しておりましたけれども、90基に減額措置をさせていただきました。 

  14款県支出金、１項県負担金、２目民生費県負担金。補正前の額に 103万 3,000円減額補正いたしまして、 

3,058万 1,000円といたします。 

  １節社会福祉費負担金 145 万 8,000円減。細節４老人保護措置費負担金。内容につきましては、当事者が21

名から17名に減になったためでございます。 

  14ページをお開きください。 

 ２項県補助金、２目民生費県補助金。補正前の額に 262万 1,000円補正いたしまして5,886万 9,000円といた

します。１節社会福祉費補助金 262万 1,000円。主なものは財政普及重度心身障害者医療費補助金 183万 2,000

円でございます。内容につきましては、対象者の増及び入院等で１人当たりの医療費の増加によるものでござい

ます。 

 ５目商工費県補助金。補正前の額に 470万円減額補正いたしまして、 4,023万 4,000 円といたします。１節

観光費補助金 470万円減。細節１熱川湯の華ぱぁーく整備事業費補助金でございます。内容につきましては、県

補助制度が見直しにより減額措置をさせていただきました。 

  15ページをごらんください。 

  ８目教育費県補助金。補正前の額に 355万円減額補正いたしまして 7,601万 6,000 円といたします。１節教

育費補助金 355万円減。細節３国体市町村競技施設整備費補助金。内容につきましては勤労者体育館の事業費確

定により減額措置をさせていただきました。 

 ３項委託金、１目総務費委託金。補正前の額に 261万 7,000円減額補正いたしまして、2,162 万 8,000円と

いたします。３節選挙費委託金 249万 6,000円減。細節１静岡県知事選挙費委託金。内容につきましては、県知

事選挙委託金の確定により減額措置をさせていただきます。 

  16ページをお開きください。 

  16款寄付金、１項寄付金、３目民生費寄付金。補正前の額に10万 5,000円補正いたしまして、 125万 6,000

円といたします。１節社会福祉費寄付金10万 5,000円。内容につきましては、野島節子様より10万 5,000円社

会福祉基金としていただいたものでございます。４目教育費寄付金。補正前の額に50万円補正いたしまして、 180

万 1,000円といたします。１節教育費寄付金50万円。東伊豆町片瀬、加藤文子様より50万円、教育費寄付金と

していただいたものでございます。 

  17ページをごらんください。 

  17款繰入金、２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金。補正前の額に１億 5,900万円補正いたしまして、２

億 300万円といたします。１節財政調整基金繰入金１億 5,900万円。内容につきましては、財政調整基金繰入金

でございます。 

  19款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金、加算金及び過料。補正前の額に160 万円減額補正い

たしまして、 200万円といたします。１節延滞金 160万円減。細節１町税延滞金。内容につきましては当初見込

み額 360万円を最終見込み額 200万円として減額措置をさせていただきました。 

  18ページをお開きください。 



  ２款町債、１項町債、２目商工債。補正前の額に 550万円補正いたしまして、 4,150万円といたします。１節

観光施設整備事業債 550万円。細節１熱川湯の華ぱぁーく整備事業。内容につきましては、県補助制度見直しに

より補助金が減額になったためでございます。３目土木債。補正前の額に 2,520 万円減額補正いたしまして、 

7,390万円といたします。１節地方特定道路整備事業債 2,520万円減。細節１地方特定道路整備事業。内容につ

きましては、町道湯ケ岡赤川線、県代行道路事業でございますが、外郭が変更になったため減額措置をさせてい

ただきました。 

  19ページをごらんください。 

  ４目消防債。補正前の額に 1,190 万円減額補正いたしまして、 2,030 万円といたします。１節消防債 1,190

万円減。細節１耐震貯水槽整備事業細節４高規格救急自動車整備事業。内容につきましては、事業費が確定及び

起債解消事業費の減によるものでございます。５目減税補てん債。補正前の額に 410 万円補正いたしまして 

1,910万円といたします。１節減税補てん債 410万円。細節１減税補てん債。内容につきましては、所得割、法

人割、減収見込み額が増になったためでございます。 

 ６目臨時財政対策債。補正前の額に 140万円減額補正いたしまして 9,860万円といたします。１節臨時財政対

策債 140万円減。細節１臨時財政対策債。内容につきましては交付税の算定が終了し確定したため、減額措置を

させていただきました。９目災害復旧債 180万円補正いたしまして 180万円といたします。１節公共土木災害復

旧債 180万円。細節１公共土木施設現年発生補助災害復旧事業。内容につきましては、町道熱川穴切線災害復旧

工事費でございます。 

  20ページをお開きください。 

  次に、３の歳出でございますが各款にわたり人件費を計上してありますが、人事院勧告及び人事異動に伴うも

のと、職員手当等の異動分を含め精算した内容でございます。合計額を申し上げますと、給料で 309 万 9,000

円増。職員手当で 234万円減。共済費で72万 8,000円の増の措置をさせていただきました。その合計額は 148

万 7,000円の増となっております。したがいまして、各款に計上されております人件費の説明は省略をさせてい

ただきます。 

  21ページをごらんください。 

 ５目財産管理費。補正前の額に 320万円を補正いたしまして 6,463万 2,000円といたします。15節工事請負

費 320万円。内容につきましては、細節９熱川２号源泉補修工事でございます。 

 22ページをお開きください。 

  10目自治振興費。補正前の額に 141万 5,000円補正いたしまして 3,782万円といたします。13節委託料 142

万円。内容につきましては、細節１生活路線バス運行委託料でございます。 

  24ページをお開きいただきたいと思います。 

  ２項徴税費、３目賦課徴収費。補正前の額に 148万 8,000円減額補正いたしまして 3,254万 9,000円といた

します。８節報償費 148万 8,000円減。内容につきましては細節１固定資産税納期前納付報償金。細節２町県民

税納期前納付報償金。細節３入湯税納付報償金でございます。内容につきましては、それぞれ減額をさせていた

だきました。 

  28ページをお開きいただきたいと思います。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、２目身体障害者福祉費補正前の額に 387万円補正いたしまして 8,077万 2,000

円といたします。20節扶助費 392万 4,000円。細節１重度心身障害者医療費給付金 366万 4,000円。内容につ

きましては、前年度３月支払い分の不足額及び対象者の増でございます。 

  ３目老人福祉費。補正前の額に 301万 7,000円減額補正いたしまして１億 658万 4,000円といたします。20

節扶助費 756万 9,000円減。細節３老人保護措置費。内容につきましては措置者が21名から17名に減になった

ためでございます。 



  23節償還金利子及び割引料 488万 3,000円。細節１在宅福祉事業過年度返還金 481万 5,000 円。内容につき

ましては、前年度分の精算でございます。 

  29ページをごらんください。 

  ７目社会福祉基金費。補正前の額に10万 5,000円補正いたしまして 1,680万 5,000円といたします。25節積

立金10万 5,000円、財政寄付基金積立金。内容につきましては歳入の寄付金で申し上げましたが、野島節子様

よりの寄付金を基金に積み立てるものでございます。 

 ２項児童福祉費、２目児童措置費。補正前の額に 234万3,000円補正いたしまして、4,669万 7,000円といた

します。20節扶助費 218万円。主な内容につきましては、細節１被用者児童手当 253万 5,000円。細節２特例

給付児童手当 211万円減。細節３非被用者児童手当 167万円。細節４被用者就学前特例給付費40万円減。内容

につきましては、６月の法改正によりまして、特例給付受給者が被用者、非被用者、児童手当受給者に振り分け

られたこと及び転入・転出等による増でございます。 

 31ページをお開きいただきたいと思います。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費。補正前の額に 163万円 7,000円補正いたしまして 1,057万 3,000

円といたします。13節委託料 178万 9,000円。主な内容は改正後インフルエンザ予防接種委託料 176万 8,000

円。内容につきましては、高齢者に対する予防接種委託料の増でございます。 

  ６目保健事業費。補正前の額に 254万 2,000円補正いたしまして 2,408万 2,000円といたします。13節委託

料 254万 2,000円。細節１から次のページの細節６まででございますけれども、内容につきましてはそれぞれ各

種検診の受診者の増によるものでございます。 

 33ページをごらんいただきたいと思います。 

  ２項清掃費、２目塵芥処理費。補正前の額に 1,453万 3,000円減額補正いたしまして２億1,072 万 6,000円

といたします。13節委託料 648万 6,000 円減。主なものでございますけれども、細節３空きカン処理業務委託

料124万 2,000円減。細節６収集業務委託料 537万 4,000円減。内容につきましては、委託業務の確定により減

額措置をさせていただきました。 

  19節負担金補助及び交付金 875 万 6,000円減。細節２東河環境センター分担金。内容につきましては、塵芥

処理分担金が決定したことによるものでございます。 

 ４目し尿処理費。補正前の額に 127万 1,000円減額補正いたしまして 6,230万 4,000円といたします。19節

負担金補助及び交付金 127万 1,000円減。細節１東河環境センター分担金。内容につきましては、し尿処理分担

金決定によるものでございます。 

 35ページをお開きいただきたいと思います。 

  ５款農林水産業費、２項林業費、１目林業振興費。補正前の額に 191万 6,000 円補正いたしまして 1,265万

円といたします。13節委託料 189万円。内容につきましては細節３片瀬海防の松倒木防止緊急対策事業委託料で

ございます。 

 36ページをお開きください。 

  ６款商工費、１項商工費、３目観光費。補正前の額に89万円減額補正いたしまして、２億5,582万 1,000 円

といたします。 

  37ページをごらんになっていただきたいと思います。 

  19節負担金補助及び交付金11万 6,000円。主な内容につきましては、細節17北川露天風呂改修補助金80万

円。内容につきましては、９月17日に発生いたしました台風15号によりまして、被害を受けた露天風呂改修に

伴う補助金でございます。 

  38ページをごらんください。 

  ７款土木費、２項道路橋梁費、３目道路新設改良費。補正前の額で 2,672万 6,000円減額補正いたしまして１



億 1,998万 1,000円といたします。13節委託料 250万円の減。内容につきましては、細節１道路整備等調査委

託料でございます。 

  15節工事請負費、 2,722万 6,000円減。主な内容は細節２湯ケ岡赤川線改良工事 2,400万円減。内容につき

ましては、県のこの事業計画の変更によるためでございます。 

 39ページをごらんください。 

  ４項都市計画費、４目下水道費。補正前の額に 540万 3,000円減額補正といたしまして3,942 万 5,000円と

いたします。19節負担金補助及び交付金 541万 8,000 円減。細節２合併処理浄化槽設置補助金。内容につきま

しては、当初99基予定しておりましたが、90基に減額措置したものでございます。 

  40ページをお開きください。 

  ８款消防費、１項消防費、２目非常備消防費。補正前の額に 121万 3,000円補正いたしまして 6,144万 7,000

円といたします。１節報酬 172万 8,000円。内容につきましては、細節５警戒報酬、細節９出動報酬でございま

す。 

  41ページをごらんください。 

 ３目消防施設費。補正前の額に 762万 9,000円減額補正いたしまして、 5,277万 3,000円といたします。15

節工事請負費 163万 5,000円減。細節１耐震貯水槽新設工事。18節備品購入費 659万 4,000円。細節１から細

節９まででございますけれどもこの内容につきましては、事業費確定によるものでございます。 

  48ページをお開きください。 

  ９款教育費、６項保健体育費、３目国民体育大会準備費。補正前の額に 706万 2,000円減額補正いたしまして

１億 5,747万円といたします。10目工事請負費 706万 2,000円減。細節１東伊豆勤労者体育センター増改築工

事。内容につきましては、事業費確定によるものでございます。 

 ７項奨学金、２目育英奨学基金費。補正前の額に 5,000万円を補正いたしまして 279万 5,000 円といたしま

す。25節積立金50万円。財政寄付基金積立金。内容につきましては、歳入の寄付金で申し上げましたが、加藤

文子様よりの寄付金を基金に積み立てるものでございます。 

  49ページをごらんください。 

  １款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、１目道路橋梁災害復旧費。補正前の額に299 万 3,000円減額

補正いたしまして 700万 9,000円といたします。15節工事請負費 565万円。細節３町道赤川穴切線災害復旧工

事費。内容につきましては、災害査定が終了いたしましたので、計上させていただきました。 

 恐れ入りますが、６ページにお戻りいただきたいと思います。 

 次に、第２表  地方債補正でございますが、熱川湯の華ぱぁーく整備事業 550万円増。地方特定道路整備事業 

2,520 万円減。耐震貯水槽整備事業70万円減。高規格救急自動車整備事業 1,120 万円減。減税補てん債 410 万

円増。臨時財政対策債 140万円減。公共土木施設現年発生補助災害復旧事業 180 万円増で、計 2,710 万円の減

で３億 5,910万円といたします。なお、起債の方法、利率償還の方法は記載のとおりでございますので、ごらん

になっていただきたいと思います。 

 ７ページをごらん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ございます。まず歳入ですが

合計で申し上げます。補正前の額52億 2,262万 2,000円に、 5,541万4,000円減額補正いたしまして、補正後

の額を51億 6,720万 8,000円といたします。 

 ８ページをお開きください。 

 次に歳出ですが、合計で申し上げます。補正前の額52億 2,262万 2,000円に、 5,541万 4,000円減額補正い

たしまして、補正後の額を51億 6,720万 8,000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 1,066万 5,000円減。地方債 2,980万円減。その他 3,099万円



減。一般財源 1,604万 1,000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） 10分間休憩いたします。 

                               （午前１１時０８分） 

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

○議長（山田力男君） 休憩を閉じ、会議を開きます。 

                               （午前１１時１９分） 

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

○議長（山田力男君） これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ２番、鈴木勉君。 

○２番（鈴木 勉君） 33ページでございますけれども、４款衛生費、２項清掃費の減額についてお伺いしたい

と思います。 

  現在、東伊豆町における町内のごみ収集時間帯は、午前８時から正午にかけて行っていると認識をしておりま

すすが、我が東伊豆町の経済的比率を考えれば、観光サービス業が７割以上を占め、観光を主産業とした観光立

町と言ってもよいと思っております。 

 東伊豆町温泉郷に来ていただいております観光客の皆様は、我が町の自然や料理などいろいろのおもてなしに

満足して、心のいやしや体の疲れをとり、あすへの活力に満ちてお帰りになることと思っております。また、我

が町は町長提案により長年前田先生により、ホスピタリティカレッジによりおもてなしの心を学んでおります。

しかし、現状を見ますと町内のごみは収集場所に山積みされております。この現状は我が町の観光立町を目指し

ている環境整備に余りにも不足していると思います。 

 そこで、町長にお伺いしたいわけでございますけれども、 537万 4,000円の減額がされておりますが、このよ

うな金額を活用して夜間収集の実施などを検討する方向性はありませんかどうか、お伺いいたします。 

○議長（山田力男君） 先に、ちょっと町長の答弁の前に、２番鈴木 勉議員。一般質問とそれから議題以外に

ちょっとわたっていて、端的にここに対する質疑をよろしくお願いいたします。 

 町長。 

○町長（田村又吉君） 一般質問みたいなあれでございまして、予算の補正の一項目の減額のこれは、当初の金

額とそれで入札結果の差額でございます。 

 あと、御質問のような計画はございません。 

○２番（鈴木 勉君） 今、私の質問が、ちょっと長くて申しわけなかったんですけれども、そこで何が言いた

かったかという形の中では、やはりホスピタリティにありますように、この町のおもてなしとしては、観光立町

として非常にこのごみの山が、お帰りになる方たちにすごく失礼ではないのかなと、そういう観点を持ちまして

将来的な話として、そういうひとつのごみの処理について、前向きな姿勢を町長にお伺いしているわけでござい

ますから、余りにもありませんでなくて、何か一つ前向きな答えが欲しいなと思いますがよろしくお願いします。 

○議長（山田力男君） 暫時休憩いたします。 

                               （午前１１時２３分） 

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

○議長（山田力男君） 休憩を閉じ、会議を開きます。 

                               （午前１１時２４分） 

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



○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

 11番、居山信子さん。 

○１１番（居山信子君） 何点かお伺いをしたいと思います。 

 まず21ページ、２款２目11節の関係でございますけれども、これ町勢要覧企画立案委託料の減額についての

御説明をいただきたいというふうに思います。 

  さらに、22ページでございますけれども９目13節花の苗の減額についての御説明をいただきたいと思います。

これ 117万 5,000円の減額ということでございますけれども、お願いいたします。 

  もう１点、45ページ、９款教育費の関係でお尋ねをいたしたいと思います。 

 ３項２目13節、心の教室のこの減額についての御説明をいただきたいというふうに思います。 

  もう１点、恐縮でございますけれども前に戻りまして28ページでございますが、３目１節、高齢者保健福祉計

画委員報酬ということについての御説明を、再度お願いをしたいと思います。 

○議長（山田力男君） 総務課長。 

○総務課長（渡辺  穣君） １点目の町勢要覧の関係でございますけれども、企画立案委託料でございますけれ

ども、委託業者と契約が締結されましたので、減で契約が成立しましたので、減額をさせていただいたという内

容でございます。 

○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、私の方から企画費の花の苗育成委託料の減額の関係につい

て、お答えをいたします。 

 これにつきましては、当初予算で桜の木の苗木について、当初予算で処理をしていただきまして、苗木の育成

委託料ということで当初計上させていただきました。 

 当初の金額は 482万 8,000円委託料の中でございまして、見積もり徴収の結果、 365万 3,000 円で済みまし

た。その減額といたしまして 117万 5,000円の減額を措置した内容でございます。なおかつ、それにつきまして

は６節の花の木の植栽委託料ということで、桜の木の中でその分を今度各区とかクロカンコースの方に、苗木の

植栽を計画しましたので、その減額の中からそれを再計上させていただきまして、トータル的に委託料が 82 万 

8,000円の減額となったという内容でございます。 

  以上です。 

○議長（山田力男君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（村木  脩君） 心の教室の減額の理由でございますが、これは国の方の委託金の減額による内

容でございます。 

  当初91万 8,000円の見込みで計上させていただきましたが、確定が87万 4,000円ということで、４万 4,000

円の減額をさせていただきました。 

○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、高齢者保健福祉計画委員報酬の16万 5,000円の内容を申し上げ

ます。 

  まず、12年度報酬といたしました高齢者保健福祉計画が、15年に見直しがなされます。それにおきまして13

年度の１月と３月に委員を委嘱しまして、約２回ほど高齢者保健福祉計画についての勉強会をやります。その15

名分の２回分という形の報酬でございます。 

○１１番（居山信子君） 町勢要覧については了解をいたしました。 

 花の苗の件でございますけれども、これは桜の木の苗ということでございますが、大体の本数とかそういうよ

うなものがもしわかりましたら、お知らせをいただきたいというふうに思います。 

 さらに、教育費の心の教室についても了解をいたしました。その点で結構でございますので、再度お願いいた



します。 

○企画調整課長兼防災監（太田俊彦君） それでは、私の方から桜の木の本数の関係を答弁させていただきます。 

 これにつきましては、当初予算で 1,000本の桜の苗木の購入を予定して育成をして、現在委託しておるもので

ございます。内容につきましては、河津桜が 600本、それから熱川桜が400 本ということでございます。ちなみ

にこの苗木につきましては、それぞれ各区等に希望をとりまして、一応現段階では 1,000本すべて各区、並びに

教育委員会あるいは建設課の方で使用するということで、 1,000本の苗木がすべて移殖でき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） 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点ほどお聞きいたします。 

 34ページ。５款１項５目１節の細節１、農免農道推進委員報酬16万 5,000円の減額がありますが、この推進

委員の数及び農免農道がどこか。どのような内容を行ったのかお聞きいたします。 

 ２点目は、35ページの５款２項１目13節細節３の片瀬海防の松 189万円とありますが、この現状をちょっと

お願いいたします。 

  次に、38ページの７款２項３目15節細節２の湯ケ岡赤川線改良工事 2,400万円の減額がありますが、県の事

業計画の変更とありましたが、どのような変更かをちょっとお知らせ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） それでは、私の方からまず１点目の農地費の農免農道の

推進委員の報酬関係でございますが、平成14年度に第４期地区としての農免農道としての事業採択を受ける旨の

報告を今までした経緯があろうかと思いますが、まず国の構造改革によりまして、要するに新規枠が縮小された

ことがあります。今、現行農免農道等につきましては  ──３期工事の方が河津町地区になろうかと思いますが

──一応２期地区につきましては平成13年度の舗装工事をもって完了を見るわけでございますが、13年度がい

まだ未着工の部分がありますので、そういった継続事業分を早期完成をした後にということの事業採択、計画変

更になろうかと思います。それで、一応14年度事業採択が難しいということの中で、減額措置をさせていただき

たいと。 

  当初計画の推進委員の委員につきましては、５名を一応予定しております。 

 それから、片瀬の海防の松の内容でございますけれども、当初予算の中で、要するに自生診断等の診断予算を

計上させていただいた内容の中で、その調査結果に基づきまして２本の松が一つはコブ病、一つは要するに枝分

かれ等によって大分ひび割れがひどいということの中で、倒木防止の支柱を設置する工事内容で、一応計画させ

ていただいております。２本の工事施工という考え方です。 

 以上です。 

○議長（山田力男君） 建設課長。 

○建設課長（太田英明君） 町道湯ケ岡赤川線の工事費の減額でございますけれども、現在施工しております町

道湯ケ岡赤川線は、県が代行事業でやっておるわけですけれども、延長が730メートルほどあります。 

  計画でいきますと、平成13年度ですべて県の方は完了するという予定でおりまして、県が完了した後、舗装工

事のみ町が行うということになっております。それで今年度、県の方が13年度完了という予定であったものです

から、町の方も全面舗装をするということで、 730メートル分計上してあったんですけれども、公共事業費の縮

減といいますか、ということで県の方がちょっとことしじゅうには完了しないと。来年までかかるよということ

の中で、それではことし完了した分だけ、町の方は舗装しますということで、延長の減をしたために減額となっ

たわけです。 



○議長（山田力男君） 10番、太田長八君。 

○１０番（太田長八君） １点目の農免農道については了解いたしました。 

 ２点目の片瀬海防の松、これは多分はりつけの松だと思うんです。このはりつけの松は結構歴史とか由緒ある

松なもので、この維持管理を今後どのように考えいるかを、ちょっとお聞きしたいと思います。 

 ３点目の湯ケ岡赤川線改良工事、それでは新年度平成14年度に完成と思って、考えてよろしいのでしょうか。

その辺を。 

○議長（山田力男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（渡辺富夫君） まずうちの課、農林水産課ということの中で、松くい虫の感染源としてという

ことの中で、一応松くい虫の防除工事をやっておる内容でございます。 

  そうしたことの中で、うちの方で診断をしたりこの保護ということでございますが、当然財産権はうちの方に

あるものではないものですから、地元等の中で管理はしていただいておる内容でございます。ただ、松くい虫の

感染源にならないような防止対策だけは今後も講じていきたいというふうに考えております。 

  以上。 

○議長（山田力男君） 建設課長。 

○建設課長（太田英明君） 平成14年度にことし並みの予算がつけば完了ということで、一応県の方は完了する

予定でおります。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑はありませんか。 

  ７番、山本鉄太郎君。 

○７番（山本鉄太郎君）  農林水産課長にちょっとお伺いいたしますけれども、今この農免農道推進委員報酬16

万 5,000円、全額これは当初予算に計上したものが、全額の要するに減という形ですよね。これの要するに今後

のこれは計画とかそういうものがあるのかないのか。 

  そして、この関連する農地費の中に16万 5,000円の減額があって、15万 3,000円の普通旅費が増額になって

いるような、この内容と整合性があるのかないのか、その辺も関連があればある、なければないで結構ですけれ

ども、この内容的なものをちょっとお伺いさせてください。 

○議長（山田力男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（渡辺富夫君） まず、推進委員の報酬関係につきましては、一応今後平成15年度事業採択に向

けてのことで考えております。ですから、平成14年度もしくは15年度、事業採択がいつになるかというのは、

ちょっと不確定要素というのはありますけれども、そうした形の中で今後も推進委員の謝礼等については、事業

採択の見通しがついた時点で計上させていただく内容となっております。 

  それと旅費関係につきましては、実際にはこれとは直接関係はございません。 

○議長（山田力男君） ７番、山本鉄太郎君。 

○７番（山本鉄太郎君）  14年度か 15年度にやるという形のものがありましての、今度は町長にお伺いしたい

のですけれども、この農免農道というのは意外と必要性があるじゃないかなと私も思いますので、今後の方向性

というか農免農道について、町長のお考えをちょっとお伺いしたいと思いますけれども。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） 初めは、この４期の方も同時採択というようなことだったんですが、省庁の統合と、そ

れから国の財政事情といいますか、そういうことで延びております。 

 国へ陳情に行った際でも、やはり５年ぐらいで終わらないと効果ないよというようなこと、私も賛成ですよと

いうだけど、県の方は幾つか持っていまして、だから10年ぐらいの区間でやっているわけですけれども、これが

今度新規採用というのがなくなりまして、終わっていくのが16年ぐらいいくと相当出てくるんです。そのときが

チャンスではないかなというふうに思っております。これは農道、それから半島振興法の方ということでのバイ



パス的なことで、いろいろな名目をつけてつないでしまおうというやり方でございまして、今、湯ケ岡赤川線が

できていると。迂回路があると。それと河津からの今のごみ焼き場を通っての計画が、この農免農道でございま

して、これで先ほどの建設課から話をしました、湯ケ岡赤川線はそれの延長ということで、最終的には大川まで

という計画になっている。大変重要なものでございますけれども、今の経済情勢でいくとすぐにつくということ

でなくて、16年ごろでないとつかないかなというふうに思っております。 

○議長（山田力男君） ほかに。 

  17番、田村孟夫君。 

○１７番（田村孟夫君） １点ほどお聞かせを願います。 

 ページは16ページの15款財産収入の１目財産貸付収入の中で、土地貸付料、これ西馬道分ですが、金額は小

さいですが私は半年ほど前に相談された土地の場所のように思われますので、まず内容の方をお聞かせ願います。 

○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、ただいま御質問の土地貸付料につきましてお答えいたします。 

  金額的には２万 8,000円ですが、当初予算の関係のときには１台分があいておりまして、今回途中で使用した

いという方がございまして、８カ月分を今回補正をしたということの中で、２万 8,000円を計上させていただい

た内容でございます。 

○議長（山田力男君） 17番、田村孟夫君。 

○１７番（田村孟夫君） 今説明の中で、１台あいて途中からでということで、金額が小さいということであり

ますけれども、現在は何台になっているのか。 

 またこの駐車料は一律同じなのか、その辺と、そしてこの土地の関連問題ですが、町長ももうわかっていると

思いますけれども、一部の土地は地主との契約の件で現在どのようになっているか、あわせてお尋ねをいたしま

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） この土地の貸し付けの金額につきましては、１台 3,570円でございます。 

  現在、当初予算の資料、ちょっと今はないんですが。 

  それから、一部地主との関係ということですが、この入るところが一部上の人の土地の部分にかかるというこ

との中で、この土地を整地して駐車場にしたときに、そこから通ると。そのときにたまたま町有地、今あるその

駐車場になっているところを、その上の方も工事中に使うということの中で、私の方で聞いている話ではお互い

にそういうときに使っておるので、出入りについてもいいですよという形の中では聞き及んでおりますが、契約

等の条項はないと承知しておりますが、そういう形でのお話になっていると承知しております。 

○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１台 3,570円ですか、１台当たりはわかったけれども、総台数、現在何台か

それがちょっと答弁漏れがあったので、その辺もお尋ねします。 

  先ほど課長の方から答弁いただいたんですけれども、共有土地という  ──私現実はわからないんですけれど

も、担当課の方に一応報告したのだけれども、この地主の方の一部の土地を利用しているということで、これを

契約をぜひしていただきたいという要望があったんですけれども、ちょっと今歯車が合わないんですけれども、

それもちょっと再度確認をいたします。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） 田村さんを通じて、地主の田村さんから話があったそうですが、この購入先は田村さん

なんですよね。 

 そういうことで、購入したときにどうなっていたんだということを調べろというふうにして、今事務当局には

調べさせています。役場用地として購入というようなことでございまして、道のないところをどういう経緯で買



ったのか。そのことがよくわからないものですから、よく調べて、それで対処したいと思って今調査中でござい

ます。 

○議長（山田力男君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（太田俊彦君） 台数の面が答弁されておりませんでした。 

 今、一応12台でございます。 

○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４３分） 

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

○議長（山田力男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

                               （午後 １時０２分） 

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

○議長（山田力男君） 日程表が変わりましたので、御了承願います。 

 暫時休憩いたします。 

                               （午後 １時０３分） 

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

○議長（山田力男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

                               （午後 １時２２分） 

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

○議長（山田力男君） 会議を開きます。 

 会議録署名議員が午後から欠席いたしましたので、会議規則第 120条の規定により、５番、田村勤君を指名い

たします。 

 これより、議案審議を続行いたします。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 ８番、八代善行君。 

○８番（八代善行君） １点ほど伺います。 

 22 ページ、企画費委託料。花の苗育成委託料についてなんですけれども、これに数字が出ていますけれども、

以前僕はこの桜の苗 1,000本につきましては、河津桜を 1,000本買うということで、町長から、また企画課の方

から説明を受けました。 

  その内容については、河津桜 1,000本 275万円であると。これは、議事録に載っているわけであります。きょ

うのこの予算書を見る限りでは、それが 600本が河津桜であり、残り400 本が熱川桜になっている。これについ

てなんですけれども、これについて３点ほど伺います。 

 なぜ、どんな理由でこんなふうに変更されたのか。変更されたとしましたら、時期と１本単価の設定内容はど

うなっているのか。河津桜については幾らか、熱川桜については幾らか。また、植栽計画の提案者並び提言者は

だれであって、この公金受領についての責任者はだれであるか、それも伺います。 

 また、白田区の植栽計画の提案等につきましては、以前白田の議員からいろいろ町へ提案等ありましたが、そ

れについては当局としては一切受け入れないと、そういうこともやる気はないと。そうした中で、白田の有志が

桜の会をつくりまして、自分たちでお金を出し合い町内の何カ所かに植栽計画をしたということがあります。そ

うしたことも無視しながら、今になって各区に配分したと。その配分内容の河津桜また熱川桜について内容を見

ますと、河津桜については大川を初め教育委員会また建設課、白田区、田町、片瀬、奈良本等、大体600本が配

られておると。熱川桜については 400本、それが全部奈良本区にいってると。 

  これについてもどういう内容でどうなったのか、伺いたいと思います。 



  以上です。 

○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、ただいま八代議員さんの質問についてお答えをいたし

ます。 

 まず、変更したのかという御質問がございましたので、再度内容についてをお話をいたします。当初予算で 482

万 8,000円を計上いたしました。これにつきましては、花の会の、花の育成の関係でその分につきましてが含ま

れております。花の会の関係が 207万 8,000円、それから桜の苗木この 1,000本の関係が 275万円でございま

す。 

  ですので、変更ということではなく先ほどの居山議員さんの質問につきましては、委託料の総額の 482 万 

8,000 円ということでお答えをさせていただきましたので、内容的に細かく説明いたしますと、花の会の分と桜

の木の苗の分ということで、合計で 482万 8,000円ということになりまして、変更をしたわけではございません。 

  それから、公金受領とか何とかというような話ですが、別にうちの方では花の会並びに桜の苗木につきまして

も見積もり等をして予算計上いたしまてしおりますし、再度見積もりを徴したところ、昨年の苗木につきまして

は当初 275万円であったのが 157万 5,000円で済んだということで、今回 117万 5,000円を減額措置していた

だいた内容でございます。 

  それに基づきまして、教育委員会の方で 100本をクロカンコース等の方へ植えるということのお話がありまし

たので、その分を今回植える分につきましては、 100本で委託料が34万 7,000 円かかるということの中で、総

額で82万 8,000円の減額の措置をさせていただいた内容でございます。 

  それから、桜の苗木をそれぞれの区でどういう形でということでしたんですが、これにつきましては区長会の

方に依頼をいたしまして、各区で桜の苗木 1,000本を育成委託しているので、それらの希望があるかということ

の中で、区長会で一応提案をいたしまして希望をとったところでございます。その中でそれぞれ大川区、北川区、

奈良本区、片瀬区、田町区、白田区が希望がありまして、それぞれ配布する予定でございます。なおかつ教育委

員会で100 本、それから建設課関係で25本という中で、すべての本数が一応消化できたということでございま

す。 

 それから熱川桜の関係の 400本、奈良本区全部ということでありましたのは、これは奈良本区の希望というこ

とで、そういう形が出てきまして、ほかの区は希望がなかったということの中で、熱川桜という名称も含めた中

で、奈良本区さんが積極的に植えていただくということで、希望したというようにうちの方は理解しております。 

 だれがやるかというようなことなんですが、一応この苗木 1,000本の関係につきましては、熱川地区の有志の

方々がそれぞれ熱川桜の会ということの中でやっていまして、その方たちと契約ということで処理しております

ところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（山田力男君） 暫時休憩いたします。 

                               （午後 １時３０分） 

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

○議長（山田力男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

                               （午後 １時３４分） 

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

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） 契約はグループは８人で、代表者が太田鉄也さんになっています。 

 たしかそのときまで、早咲き桜ということで仮称でございますけれども、熱川桜というのがあって、それで熱

川の地区へとこれを広めたいというようなことで、それで調べてみましたら、河津桜よりちょっと開花が遅いと。



そして河津桜とソメイヨシノの中間というようなことで、この品種の方がいいなということで、それで河津桜を 

600本、それから仮称熱川桜を 400本ということで契約しました。 

  そしてこの熱川桜は目立つというか、将来見られるようということで、少なくても見えるところへと 100本ぐ

らいは、どうしても見えるところへと、外から見えるところというか、道の近くへと植えていただきたいという

ようなことでお話しました。そうしたところが、奈良本の区の方で全部、 400本全部をして熱川桜を熱川地区へ

植えたいということでございましたものですから、そういうふうにしました。 

  それであとの 600本を、教育委員会 100本ですか、あと希望をとったわけですけれども、そしたら各区であり

まして、それで白田区も 100本欲しいというようなことでございました。それで白田区のあれ、１番議員から質

問がありましたけれども、あれは都市計の中で植えろというようなことでございましたものですから、現在植え

てあるのを切るということはできないというふうなお答えをいたしました。 

 それから、あと白田区のは有志でそういうことを、花の会というようなものをつくったということは、うわさ

では聞いておりますけれども、直接に町へこういう団体をつくってこういう花の植栽計画があるというようなこ

とは、一切話がございませんでした。 

 それで今度の場合は、区として 100本を植えたいからということで、それをそっちの方へやりました。そのほ

かに建設課で、馬場公園へ河津桜を植えるという計画があるということで。 

  以上でございます。 

○８番（八代善行君） その河津桜の単価を教えてください。 

○議長（山田力男君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（太田俊彦君） 桜の木の単価の関係ですけれども、１本が 1,575円でございます。熱川桜も同

額でございます。 

○議長（山田力男君） ８番、八代善行君。 

○８番（八代善行君） 今、町長から言われましたこの熱川の７人のグループから提案されたと。その前に、１

番議員からも結構白田のことについては議会で町長に、提案の一つだと思います、それも。 

 それが場所が区画整理のところだったから、いろいろ当局の意見もあったと思いますけれども、そういう背景

の中で今町においても助成金や補助金がどんどんカットされている。そういう状況の中で、 275万円というもの

が７人の人から急に提案された。その前に白田の方からも桜についてはこういう事業をやりたいよという提案が

あった。それは白田の方が先だったと思います。 

  それで、町長のところへ正式に提案がなかったから、そういう話は議会でやっておったにもかかわらず提案が

なかったからといって、 275万円を出したと。それはこの大変な緊急時で、助成金補助金等のことを思えば、本

当のきゅうきゅうたる経済状態の中で、そういうことが平気でやられる。そんなことが許されていいですか。本

当に無計画ではないですか。だからその内容はここにも記載されているから、これはもう数字にしては動きよう

もありませんけれども、そういうことが黙って通ることはないと思うんですけれども。 

 だから、いつどこで苗を接ぎ木したのか。そういうことを全然明確に議会の方にも報告もされていないですよ。

ただ僕はそういうルールに反したことを、ましてこうやってお金が動く。提案というのは白田にしても熱川から

にしても出ているんです。だからそういう無計画だから、はっきり答弁ができない。 

 これからは、十分注意してやっていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） 予算をとったのは 275万円で、執行したのが 157万円ということで、きょうの予算とし

て出ているのは減額予算でございますから、無計画というのは心外でございます。それはその価格で委託して、

配分計画は各区でということでやっているわけですので、決して無計画とか、いいかげんなことを言っているわ



けではないことを御理解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。 

 ３番、栗田成一君。 

○３番（栗田成一君） 今回の補正でございますけれども、全体的には 5,541万 4,000円の減額と、こういう内

容になってございますが、内容的に言いますと町税が１億 7,444万 1,000円の減。 

  これについて繰入金で対応をしていると、こういうことになろうかと思いますけれども、この時期にこれだけ

の町税が見込みが立たないと、こういうような状況の中で、町の業務執行するということについて、支障がなか

ったのかどうか。そのことと、それからこれは収入役の方から恐らく資金計画、そういうものが町長の方に、進

言がされていたと思うんだけれども、その辺の状況はどうだったのかお聞きをします。 

 それから、やはり町税の関係で、入湯税が 2,685万円減額になっておりますけれども、これらについて目的税

という考え方の中で、その辺の措置、それから来年の３月まで何らかの措置があるのかどうか、そのこともお聞

きします。 

 それから、もっと小さいことでございますけれども、23ページに研修費参加負担金。これは電算費の関係でご

ざいますけれども、これの減額も既に当初予定した研修が終わって、減額ということだろうと思うけれども、昨

日も一般質問など聞いていますと、それぞれ幹部職員あるいは職員それぞれ研修をしたらどうかと、こんな提案

もある中で、やはりこれだけの金額をだた単に余ったということだけではなくて、研修というかそういう方法で

使うと、そういうようなことも考えられたのではなかろうかと、そんな気がいたしますが、いかがでしょうか。 

  それから、ちょっとページが前に戻りますけれども、21ページ。 

  公平委員会費。当初予算１万 4,000円が計上してございますけれども、これがそのまま減額になっていますけ

れども、これらの事情、どんな背景の中でこういうふうになったのか教え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） バランスのことについてお答えいたします。 

  税の減額が見込まれるということで、こういう減額というようなこと。入湯税のことは、また今ちょっとよく

なってきているんですけれども、ずっともうあれで約５％は減額になるなということで、減額をさせていただい

ております。 

 それであと、入札差金とか節約したものを全部集めて、それでもなお足りなくて、財調から足りない分を支出

したということでございます。 

 後は各ページに対しては、それぞれ事務当局から答えさせます。 

○議長（山田力男君） 収入役。 

○収入役（木村明良君） 減額になって新計画上事務に支障がないかと、こういうようなことでございます。 

 今回の予算で 5,500万円減額いたしまして、総体的には51億 6,000万円弱の予算になるわけですが、これと

現金とはイコールにならないわけでございまして、したがいまして毎年この時期になりますと、資金はマイナス

になります。 

  したがいまして、その時期時期によってですが今月も現金的には10億円ちょっと、すべての会計合わせて出る

ことになっております。資金不足は約２億円、資金不足が生じる予定でございます。20日に町長さんと相談しま

して、指定金融とも相談しておりますが、２億円一時借り入れをする予定でございます。 

 したがいまして、資金不足につきまして去年は一時借り入れはございませんでした。おととしは３億円借り入

れをしました。なぜそうなるかということは、予算あっても現金はそれぞれの税金ですと納期ごとに分かれてお

りますし、起債の関係はことしの予算でも補正後で３億 5,000万円ぐらいの起債がある。あるいは国庫県補助金

でも３億円ぐらいになるわけですが、これらの依存財源は基本的には来年の３月、４月、５月にならないと入ら

ないわけです。 



  したがいまして、この時期になりますとこれから１月、２月、３月ごろまでは毎月資金不足が生じる。その一

時しのぎが一時借り入れという制度でございまして、当面この20日に２億円を借り入れる予定で、業者には、あ

るいは町の支払いすべて、特に年末ですから、業者に迷惑がかからないように、各課には指示してございまして、

この25日に最終の支払いになりますが支障のないように準備はしてございます。 

○議長（山田力男君） 税務課長。 

○税務課長（鈴木英夫君） 入湯税の減額の内容を私の方から説明をさせていただきますけれども、当初予算計

上額では雛のつるし飾り祭り、あるいは河津町のバカテル公園の開園というものを見込みまして、 140万人を見

込んだわけなんですけれども、本年９月末日までの入湯客数は約70万 3,000人です。前年同月対比で94.3％と、

そういう内容ですので、今後の入湯客数を前年度の最終人数の約95％と見込みまして、そうしますと17万 9,000

人の減になります。その金額は 2,685万円のそういう内容でございます。 

○議長（山田力男君） 総務課長。 

○総務課長（渡辺  穣君） 入湯税の財源の充当先という御質問ですけれども、御質問者もおわかりのように、

消防、清掃、観光に充当させていただいております。 

  それから電算費の研修費の減額を使用したらどうかと。これも電算で研修の関係の計画を立てたものでござい

ます。一般管理費方にも職員の研修費がございます。ですから、一般管理費の研修費の方は通常の研修費には使

わせていただいております。電算費の方は計画したものが少しは縮小になりましたけれども、来年３月までの研

修の目安がつきましたので、この分を減額をさせていただております。 

 それから公平委員会の関係ですけれども、公費委員会の関係は今負担金も要らないわけです。県の方で対応し

ていただいておりますので、もう負担金はなしということで減額措置をさせていただいております。 

 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） それぞれ答弁をいただきましたけれども、基本的にこの予算のことについて、私が申し

上げたいのは町税のそれぞれの要因がある中では当然なんですけれども、これだけの経費が 7,400万円からの見

込み違い、言ってみれば。そういうふうな状況の中で、事業に支障はないのかという、こういう観点で質問をし

たつもりでございます。 

  それぞれ御意見、考え方があるんでひとつ聞かせていただきます。 

  それから入湯税についても、当然目的税という形の中で当初予算についてのそれだけの入湯税が入る、だから

こうだというようなことになっているわけですから、そういうものについて支障がないのか。最終的に予定した

ものがない、だけれども、それぞれ予算がそれに相当なものとして計上してあるはずだから、最終的に少し入湯

税が入らないからというようなことがあるのかどうかと、あったでは困るんだけれども、そういう観点から御質

問をいたしましたので、その辺のところかなりの数字ですから減額が。もちろん見込み、これからまたいろいろ

な状況があればまた減額というようなことがあるでしょうけれども、いずれにいたしましても、そういう背景の

中で支障はないのかどうか。あるいは変更というものが歳出の方でこれからあるのかどうかと。こういうことを

もう一度お聞きをします。 

 

○議長（山田力男君） 総務課長。 

○総務課長（渡辺  穣君） 入湯税の関係の御質問が主だと思いますけれども、特定財源で予算書を見ていただ

ければ、相当財源の中に充当されているわけですけれども、これだけ減額をされれば、それぞれ国県地方債を除

きまして一般財源とその他財源でやりくりをしなくてはならない。 

  ですから、３月までにまたそれがふえればふえたなりの財源措置をしなければならないというようなことでご

ざいますので、その辺は御理解をお願いしたいと思います。 



○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。 

 

 14番、山田直志君。 

○１４番（山田直志君） 私は町税の問題について質問をしたいと思いますが、総務課長も説明をされています

けれども、この時期のやつというのは大体例年の収納状況等、予算書との差額というもので見てくるのかなと思

いますけれども、それにしましても、個人町民税にしろ固定資産税にしても、減額は大きいというふうに思いま

すけれども、この要因についてどのように考えているのかというのが、１点お聞きしたい点です。 

 ２つ目に、こういう状況の中で町としてこれらの収納にどのような対策を今当てているのか、またこういう事

態は、来年度予算編成にも大きな影響を与える問題ではないかというふうに考えられますけれども、これらにつ

いてのお考えをまず伺いたいと思います。 

○議長（山田力男君） 税務課長。 

○税務課長（鈴木英夫君） 町税の関係で御質問ございましたので。 

 まず、１款町税の町民税の関係ですけれども、まず個人分で滞納繰越分を減額してございます。その内容を申

し上げますと、まず調定額では前年対比 1,160万 4,000円の増となりまして、１億 2,250万 1,000円の現在の

調定となっております。 

  本年10月末日の収納額を前年と対比しますと、収納額で 2,120万 9,000円の減収となっております。収納率

につきましても、前年対比2.27％の減となっている内容でございます。したがいまして、最終見込みを前年最終

収納率は 11.07％でしたので、2.27％をこれから引きまして、大体最終収納率は8.92％、それで訂正した内容が

差額の 820万円を減額補正した内容でございます。 

  次に、固定資産税の関係ですけれども、収納見込みは91.5％として予算計上いたしましたが、御承知のとおり

景気回復の兆しも見えず、昨年以上に収納に苦慮している状況であります。本年 10 月末現在の収納額は９億 

9,899万 9,000円、前年度に比べ、 1,033万 5,000円の減収となっております。また、本年４月倒産の宿泊施設

等の現年課税分約 2,300万円の徴収見込みもたたない状況でございます。 

 したがいまして、前年度の最終収納額から 2,300万円ですか、それを差し引きまして当初収入見込みより１億 

1,128万 3,000円を減額し今回の補正で対応した内容でございます。 

  また徴収の関係ですけれども、税収入の確保、特に累積の一途をたどる滞納分については自ら解決していくこ

とが、大前提でありますが、効果的な滞納処分を実施していくうえで、単独町レベルでは職員の能力や地元によ

る因果関係等により徴収が困難な状況下において、自治の原点である税収入の確保のための滞納整理を目的とし

た「一部事務組合」を近い将来の設置に向け、研究している現況を報告し、ご理解願うところです。 

○議長（山田力男君） 総務課長。 

○総務課長（渡辺  穣君） きのう町長の施政方針で申し上げましたけれども、平成14年度の補正予算の関係で

申し上げておりますけれども、歳入の太宗を占める町税の大幅な減は、国による地方交付税の見直し等により財

源不足は極めて深刻な状況にあるということです。十月下旬に町長から各課長に当初予算編成方針を通知をして

ございます事務事業の抜本的な見直し、事業費の３％カット、経常経費のより一層の節減などを、歳出を大幅に

絞り込まなくてはならない、この厳しい財政環境を周知徹底しております。 

  それから、単独補助金については、従前同様に被交付団体との細部にわたるヒヤリングの実施、補助効果等検

討して前年度予算の一律10％の削減を目標として、経常経費についても11月の下旬に平成16年までの事業実施

計画のヒヤリングの実施をしております。 

  それから、緊急性、必要性、有効かを十分に見極め事業を実施するようにということで、町長から指摘が出て

おります。そのような対応を図っていきたいと思っております。 

  以上でございます。 



○１４番（山田直志君） 理由、要因はそれぞれわかるわけですけれども、予算編成もきょうの状況の問題で考

えますと、やっぱりこれでは当初予算が組めないというのは、町税の収納方も確実にこの数字で見るならば90％

の、総合として90％を目標とした予算編成ができないのではないかと思うんです。そのことを考えたときに、そ

うしますと起債事業についても、やっぱり全部見直すぐらいの考え方が必要になるのではないでしょうか。 

  今年度の、それから来年度の予算の段階でその影響が出るか出ないかという問題があるでしょうけれども、起

債について当初予算の90％が大幅に下回る事態というのは、来年影響が出ないにしても再来年事業としては直接

的に影響が確実に出るのではないかと思うんです。そうしますと、これからの段階では起債事業といえども起債

が受けられない事態というものも、想定した見直しというものが、そこに出てくる必要性はないんでしょうか。 

  そのくらい深刻な問題ではないかなというふうに思うんですけれども、皆さんのところでは90％は決算の時点

でしなければいいというふうにお考えなのか、私は皆さんの考えがよくわからないんですけれども、しかしこの

時点で町税を１億数千万円減額するということは、町税全体の収入からしたらやっぱり約５％、６％ですかね。

金額を落とすわけですから、当然もうこの事態というのは起債の関係が出てくるということから、関連して考え

ないのでしょうか。非常にこれは深刻な問題だというふうに、僕は思っているんですね、その予算編成に。そう

いう面でのメスを入れないと、それは来年は結構かもしれませんけれども、再来年あたりで大変な問題にそこは

なるのではないでしょうか。 

 そういうことを、今現にやっている１億数千万円の町税というのも見たときに、来年回復が期待できない、再

来年はわからないということを考えると、そこの事態がやっぱりしっかりかじ取りしていかないと、起債の問題

は避けて通れない事態として真剣に研究、検討する部分がありはしないかなと。一般的なこの経費の削減だけに

とどまらないのではないかと。この数字を見たときに。考えていいのではないかと思うんですよ。 

 それと、前回９月に一般質問しましたけれども、税の収納についてどういうふうな手だてというものを今考え

ているのか。今一部事務組合の何か不良債権回収機構みたいなのものができて、それで回収がうまくできればい

いのかなというふうに思うんですけれども。また負担を見ればやっぱりこの間の一般質問でも、旅館等のクーポ

ンなんかどんどん抑えてしまうぐらいなことも必要なのではないでしょうか。ある程度そういう部分、ただ差し

押さえするよりはクーポンなり一定のものを抑えるぐらいのことも考えてもいいのではないかなと、私は思うん

ですけれども、そういうこと含めて今後の収納に対する特別な考え方というのはお持ちなんでしょうか。 

○議長（山田力男君） 町長。 

○町長（田村又吉君） この予算書を見たら、頭のいい人ならそういうことでも、これ破産状態かなというふう

に考えても至当かなというようなことというか、本当に重大に私は受けとめております。 

 今までは体面上といいますか、現年度90％以上の収納ということで組んできたわけですけれども、完全にこの

補正で情勢が変わらない限りは、90％割るということはわかると思います。それですから、それで悩んでいるわ

けでございまして、これで災害等があるということで、財政の余裕を見るということでの財調をしてきたわけで

すけれども、その３年間でやってきた財調がもう半分はこの補正でなくなったということで、来年度の予算を組

むというとき  ──組むときにはまだ決算が出ていないわけですけれども、決算が出た後どういうふうに財政指

導が来るかということはまだわかりませんし、去年の段階で90％あったらどうなるんですかというようなこと聞

いたけれども、今までそういう例がないからというようなことでしたけれども、どういうふうになってくるかと

いうことで、この予算というかある程度、皆さんが理解してくれての90％割れのないのでやっていただければと

いうことですけれども、そうでなかったら本当に全町一丸になって裸になってやらないと、大変なことになるな

ということを感じております。 

○議長（山田力男君） 14番、山田直志君。 

○１４番（山田直志君） きのう私も一般質問しましたが、経済的ないろいろな問題もあるし、この税の問題も

ありますから、産業団体なんかも含めていろいろなところでぜひこの深刻な状況について、よく説明もしてそれ



に対していろいろと大変だということは、それぞれの個人もそうだし業界もそうだと思うんですけれども、最大

限やっぱり知恵を出していただくということについてはここは頑張らないといけないというふうに思うんですが、

町長の答弁で僕一つの危機感は町長の今の言われた考えからいっても、やっぱり僕は来年度の起債事業というの

は本当にこれ大丈夫かなと。来年度、大体起債というのが予算書に載っけますけれども、大体起債を起こすのが

２月、３月の年度末に起こすわけです。そうすると決算を打った後にその状況をやっぱり県や国の方で、こう把

握された段階で起債を受けるということになるのでしょうけれども、そのことがやっぱり、ことしでも３月から

の起債を受けると。それが起債がもし万が一受けられないというふうな事態が生じるというふうなことがあった

りすると、これはもう大変なわけなんです。 

 ですから、その辺もやっぱり僕は問題からすると起債事業といえども、僕は来年度の段階から相当の見直しも

していかないと、今までは交付税参入がどうだとか、いろいろ言ってきましたけれども、もうそのこと事態も来

年度は抜本的にメスを入れないと、大変な事態になるのではないかという問題は、ちゃんとやっぱり考えてほし

いなと。 

 そうしないと、来年の年度を越せないというふうなね、また来年度の時点で年度閉めた段階で大赤字になると。

３億なんてものがもし起債が起こせないというならば、財調を取り崩したって穴埋めできないわけですから。も

うこの状況事態が前代未聞の状況なんですけれども、しかし、同時にやっぱり来年度の予算編成の中で、起債事

業といえどもしっかりとメスを入れたものをしませんと、大変な赤字になるというふうな、とんでもない事態を

つくってしまうという危険性もあるのではないかという心配もするものですから、この辺もぜひ、今後の予算編

成の中で十分検討して対応していただきたいと私は思っております。 

 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） 補正から来年度に飛び火しているわけでございますけれども、これを見て分析力のある

方だったら、本当に来年は大変だなということは御理解できると思いますし、また評論的なことではなくて議会

も議員の皆さんも一丸となって取り組んでいかないと、この町は基準財政需要額でうちの町は   38 億ぐらいの、

そのくらいの予算しか組めなくなる事態になってくると。 

  それは今の予算の十三、四億少ない枠組みでやらなければならないということを、評論的でなくて、十分御理

解  ──議員の皆様方も頭の中に入れて、これからの提言をしていただきたいと、ぜひお願いする次第でござい

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） それでは、私の方から３点ほど質問させていただきます。 

 まず、歳入１点、歳出２点について質問させていただきます。 

 11ページの使用料についておたずねいたします。 

  金額的には大した金額ではないんですけれども、上野墓園永代使用料これが20万 7,000円と削られておりま

すけれども、この内容について。 

  それから、歳出ですね、22ページ。 

  これは先ほど居山議員、八代議員からも質問ございましたけれども、先ほど課長からちょっと説明がありまし

たけれども、花木植栽委託料34万 7,000円、これもう一度説明していただきたいと思います。 

  それと次に、39ページ。 

  都市計画費で下水道費。合併処理浄化槽、金額が 541万 8,000円。この内容についてもう一度説明お願いした

いと思います。 

○議長（山田力男君） 健康衛生課長。 



○健康衛生課長（山田義弘君） それでは、11ページの12款使用料及び手数料の１項使用料の永代使用料の関

係でお説明させていただきます。 

 今回の補正で20万 7,000円の増の補正をさせていただきました。これ当初予算では旧墓地、稲取の上の方で

すけれども、これは１区画６万円という単価で、４区画計24万円で当初予算に計上させていただきました。その

後新しい墓地の方、要するに新墓地の方ですけれども１区画全面未使用のままで返還がされました。その返還さ

れた墓地を新たに販売といいますか、使用者を募りまして、そして販売する際には、その41万 5,000 円の２分

の１以内というふうに決められておりますもので、その２分の１、20万 7,000円という形で販売使用させたもの

ですから、今回20万 7,000円の補正増という形で上げさせていただきました。 

 そして39ページの４項都市計画費の中の４目下水道費の19節負担金補助及び交付金、合併処理浄化槽補助金、

この関係につきましては総務課長の方からも話がありましたけれども、年度当初99基で数字を見込みまして予算

を計上させていただきましたけれども、11月時点での実施からいくと99までは伸びないだろうという見込みの

中で、変更させていただいて、一応95基の見込みの形となりました。その４基減った分の補助額として、ここに

載っけております 541万 8,000円。これは金額が大きいのですけれども、この４基の減のうちに特に変更させて

もらったのは11人槽以上の１基当たりの単価、98万 1,000円、これが一応当初11基を見込みましたけれども、

これを５基というような形に変更しましたものですから、金額が大きく出ております。 

 以上です。 

○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、私の方から花木の植栽委託料について、34万 7,000 円の補正の内容

について御説明をいたします。 

 これにつきましては桜の木を 100本植栽する予定でございます。場所につきましては、クロスカントリーコー

ス並びにその周辺ということで、それぞれの桜の木 100本を植栽する委託料ということで、34万 7,000 円を計

上させていただきました。 

  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） 健康衛生課長さん、ちょっとこの20万 7,000 円、これは新墓地の使用差し戻しがあ

った中での計上ということでおっしゃいましたけれども、最近墓地を永代使用等の関係で、希望者が多いわけで

す。 

  そういう中で、私が伺っているところによりますと、希望者を募ってある程度旧墓地等があいたところがあれ

ば、それをある程度人間がそろれえばそれをくじ引きでやらせて    でございますけれども、今回その希望者、

募った希望者何人ぐらいあったのかどうなのか。それと、この新墓地だけの計上ではなくて、旧墓地の永代使用

料、町に入る使用料については、どのような内容で、件数あるいは金額があったのか。それでこの計上はどこに

いっているのか、旧墓地の永代使用料は。これらについて、まずお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、委託料なんですけれども、これについてはなぜ教育委員会だけに植栽委託を出すのはどうなのか。

それと区長会等にこの配布についてどのような責任がなされたのかどうなのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

  それから、都市計画費の下水道費、これについて今年度    またこれは法的には強制力があるのかどうなのか。

それからいわゆる奨励方法についてはどういうぐあいに奨励しているのかどうなのか。これらをお聞きしたいと

思います。 

○議長（山田力男君） 健康衛生課長。 

○健康衛生課長（山田義弘君） ただいまの御質問ですけれども、まず旧墓地の関係ですが、ことしの８月から

９月にかけて、それまで事前に申し込まれた方について通知を差し上げまして、現地を確認していただきました。



あいているところの箇所をすべて見ていただいた上で、改めて自分が希望するところを抽選でやっていただきま

した。 

 そして、先ほど申しました当初上げた１区画旧墓地は６万円なものですから、そのうちの６人の方がその墓地

を購入というか、使っていただきました。それでなおかつ新墓地の方が１区画明け渡しがあったものですから、

これもあわせて抽選にかけて販売したという内容であります。今現在でも、数人の申し込みは受け付けてはおり

ます。ただし、旧墓地でいいよと言って申し込まれた方でも、実際仏さんができた場合は、仏さんを入れるとこ

ろだから、できれば新墓地がいいというふうに希望がかわるというようなケースで、旧墓地の使用についてはし

り込みするというような方が、どちらかというと多いということです。 

 ですから、今現在は申し込まれている方も二、三はおります。 

 もう１点の使用料の計上科目というところですけれども、これは当初から、ここでいう12款の使用料及び手数

料の中で、旧墓地、新墓地問わずここへとあわせた形で、予算を計上させてもらっております。ですから旧墓地

の分、新墓地の分という計上方法はしておりません。 

  さらに、合併処理浄化槽の関係の奨励という形ですけれども、これはどちらかというと多いのは家を新築した

場合の方が、どちらかというとメーンになっております。そういう関係で、建設課の方の建築関係の申請窓口ま

たは地元の水道屋さん、そういう方たちを年１回ですがこれ集めて説明会とか、またはちゃんとした設置したも

のを、維持管理等についてはＰＲをしながら、協力をお願いしております。 

 以上です。 

○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、再度の質問でございますが、まず区長会への説明はどうだったかと

いうことの中ですが、従前より当初予算で桜の木の育成を植栽について予算計上等してございますので、従来よ

り区長会の方へは希望があればという話をしてございます。 

 最終的には、11月の区長会の方で追加等で希望であれば、要望として上げてくださいということの中で、区長

会には数回要望といいますか、依頼をして、その結果として要望が上がってきたということで、補助させていた

だくことになったことでございます。 

  それから、 100本の桜の木の関係でございますが、これ一応桜も河津桜ということで町の方で、どこか熱川地

区については区の方の関係も数多くありまして、要望がありましたのですが、稲取地区には田町区さん等はあっ

たんですが、その辺であるということの中で、我々の方で検討しながらその場所が適当であろうということの中

で、今回予算計上をさせていただいた内容でございます。 

○議長（山田力男君） 健康衛生課長。 

○健康衛生課長（山田義弘君） すみませんでした。１点説明漏れがありましたもので。 

 合併処理の法規制の関係でございますけれども、これは浄化槽法の中で制定されておりまして、今現在ですと

すべて小型合併処理浄化槽、昔使っていたただの単発の浄化槽ですか。これについてはすべて小型合併処理浄化

槽の中で、こういう中で基づいて設置使用、それで検査というのがされております。 

 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） 旧墓地、新墓地ということで、今回上げてあるその永代使用料については新墓地とい

う答弁でしたね。 

 それで、旧墓地が６件で36万円ではないんですか。違うんですか。それでもと二、三入っているわけですね。

この前抽選を行ったという件数ですね。何人抽選やったんですか。 

 私も応募した１人なんですね。それですから聞いているんですけれども。 

○議長（山田力男君） 15番議員、先ほど答弁これはしてあります。御理解願います。 



 15番、内山恒昭君。 

○１５番（内山恒昭君） それと、あと都市計画でも結構なんですけれども、企画課長、私聞いたのはなぜ 100

本の桜の木を植栽するのに、こういうふうにそのほか７件の各区の方々、あるいは建設課も含まれているんだけ

れども、なぜ教育委員会だけに植栽委託料を計上したのかということなんです。 

 私も一応配分方式等をお聞きしましたら、とにかくもともと東の別荘の前ですね、事欠くというそういう例も

ありますけれども、もらったはいいけれど、植栽するについて非常に管理するにお金がかかるということで断っ

たと。そういうことで決定を聞きましたものですから。なぜ、教育委員会だけに委託料計上したのかどうなのか、

その辺を１点お聞きして終わります。 

○議長（山田力男君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（太田俊彦君） 私の方で答弁漏れのような形で、申しわけございません。 

 この 1,000本の中で、当初数回、区長会等で希望のあれをとったんですが、確かに当初については、本数的に

は１回で全部 100本いったというわけではございません。数回に分けて希望をとり、最終的には11月のときに

希望をとったわけですが、その時点で一応私どもの方で、 100本ちょっと残が確かにございました。桜の会の皆

様方には、先ほど申し上げた金額の中で植栽まで含めてということで、契約してそういう形に育成契約になって

いるんですが、それにつきましてうちの方で 1,000本の委託をしている関係上、どこかないかということの中で、

区長会あるいはそれぞれ関係する課等にも希望調査をしたのですが、なかったものですから最終的に教育委員会

の方にお願いをして、クロスカントリーの周辺に植栽をしていただくということになった関係で、改めてこの熱

川の方で話をいたしましたところ、やはり風の関係とか形状の関係で委託してある形の金額ではできないという

ことの中で、再度見積もりをいただきまして添え木等をすべてやって、これ大体２メートルから２メートル 50

ぐらいの高さになっているものですから、それについてはそういう添え木等をしてやらなければ無理だというこ

との中で、改めていただいた中で、その分については追加ということの中で、委託料として内容を 34 万 7,000

円ということで、計上させていただいた内容でございます。 

○議長（山田力男君） ほかに質疑ありませんか。質疑なしと認めます。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。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。 

 これで討論を終わります。 

  これより議案第73号  平成13年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）を採決いたします。 

 お諮りします。 

 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） 異議なしと認めます。したがって、議案第73号  平成13年度東伊豆町一般会計補正予

算（第３号）は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎追加日程第１ 会議録署名議員の変更について 

○議長（山田力男君） 午後の冒頭会議録署名議員の指名について手落がありましたので、訂正いたします。 

 追加日程第１、会議録署名議員の６番、遠藤智之君が所用のため午後から欠席しましたので、よって会議規則

第 115条の規定により５番、田村勤君を指名いたします。 

 10分間休憩いたします。 



                               （午後 ２時２８分） 

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

○議長（山田力男君） 休憩を閉じ、会議を開きます。 

                               （午後 ２時４０分） 

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

   ◎日程第９ 議案第７４号 平成１３年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算 

（第２号）について 

○議長（山田力男君） 日程第９、議案第74号  平成 13年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第２号）を

議題といたします。 

 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74号  平成13年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第２号）について提案

理由を申し上げます。 

 今回の補正予算は既定の歳入歳出予算の総額に84万 5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を６億 2,118万 

8,000円とするものであります。 

 主な内容を申し上げますと、居宅介護サービス給付費で11月末までの支払い分で前年対比7,414 万 5,000円、 

113％の増と大幅な伸び率になっております。さらに、施設介護サービス給付費の対象人員の見込み減により、実

績値を算定し減額といたしました。 

  また、平成14年１月から制度改正で支給限度額が一本化され、今回関連する補正とあわせてお願いしたところ

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74号  平成13年度東伊豆町介護保険特別会

計補正予算（第２号）について概要を説明いたします。 

 平成13年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによります。 

 （歳入歳出予算の補正）第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ84万 5,000 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 2,118万 8,000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。 

 歳入ですが、３款国庫支出金、２項国庫補助金、２目事務費交付金42万円補正し、 329万3,000 円といたし

ます。この内容は在宅の新規認定者が増加に伴う認定調査等の増額であります。 

 ７款繰入金、２項基金繰入金、１目介護円滑導入基金繰入金に42万 5,000円を補正し、6,755 万 2,000円と

いたします。介護保険円滑導入基金繰入金42万 5,000円は、歳出の財源充当であります。 

 ４ページをお開きください。 

 次に歳出ですが、１款総務費、３項介護認定審査会費、２目認定調査等費84万 1,000円を補正し、 461万 3,000

円といたします。12節役務費、主治医意見書料56万 3,000円増は、申請者増に伴う伸び率を見込みまして、増

額といたしました。 

  13節委託料、認定調査委託料27万 8,000円の増も申請者増に伴う伸び率を見込みまして、増額といたしまし

た。 



 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費 7,580 万円補正し、２億 4,747 万 

4,000円といたします。居宅介護サービス給付費保険者負担金 7,580万円の増は、提案理由で申し上げましたが

11月末時点で前年対比 113％の増の大幅な伸びとなっており、この伸び率に基づきまして、増額といたしました。

２目特別委託介護サービス給付費から 500万円減額補正し、 958万円といたします。特例居宅介護サービス給付

費保険者負担金 500万の減は、ショートステイ振りかえ制度が14年１月から制度一本化に移行するための減と

いたしました。 

 ５ページをごらんください。 

 ３目施設介護サービス給付費から 6,530万円減額補正いたしまして、２億 2,395万円といたします。施設入所

者を90人程度見込んで計上いたしましたが、12月上旬で61名であるために、その人員の減といたした内容でご

ざいます。 

  ２項支援サービス等諸費、１目居宅支援サービス給付費から 550万円減額補正をいたしまして、 557万 8,000

円といたします。この内容も、当初見込み21人でありましたが、12月上旬時点で15人であるための減額でござ

います。 

 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総括してあります。まず歳入ですが

合計で申し上げますと、補正前の額６億 2,034万 3,000円に、84万5,000円補正いたしまして、補正後の額を６

億 2,118万 8,000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６億 2,034万 3,000円に 84万 5,000円を補正いたしまし

て、補正後の額を６億 2,118万 8,000円といたします。補正額の概要内訳ですが国県支出金42万円、その他財

源42万 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。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（山田力男君） これから質疑を行います。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。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。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。 

 これで討論を終わります。 

  これより議案第74号  平成13年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第２号）を採決いたします。 

 お諮りします。 

 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） 異議なしと認めます。したがって、議案第74号  平成13年度東伊豆町介護保険特別会

計補正予算（第２号）は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第１０ 議案第７５号 平成１３年度東伊豆町稲取財産区特別会計 

補正予算（第２号）について 

○議長（山田力男君） 日程第10、議案第75号  平成 13年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（第２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75号  平成13年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（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７万 9,000円を減額し、歳入歳出予算を63万 6,000円とす

るものであります。天草事業からの配分金の減収によるものであります。 

  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（太田俊彦君） それでは、私の方からただいま提案されました議案第75号平成13年度東伊豆

町稲取財産区特別会計補正予算（第２号）について、概要を説明いたします。 

 平成13年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（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７万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ63万 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ページをお開き願います。 

 歳入でございますが、第１款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入。補正前の額に７万 9,000円減

額補正をいたしまして、合計を57万 1,000円。１節のその他普通財産貸付収入が７万 9,000円の減でございま

す。 

 細節といたしましては、２の配分金が７万 9,000円の減ということで、当初予算が13万 2,000 円でしたのが、

天草の事業の終了によりまして、天草事業が収益が５万 3,000円ということの中で、７万 9,000円を減額させて

いただいた内容でございます。 

  ちなみに水揚げ高並びに売上料については、12年度、13年度はほぼ変わっておらないんですが、単価的に12

年度については１キロ当たりが 409円でしたのが、今年度は 375円 24銭ということで、約34円の減額というこ

との中で、配分金が減になったという内容でございます。 

 歳出。第２款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金。補正前の額に７万 9,000 円を減額いたしまして、

合計を40万 8,000 円といたします。一般財源が７万 9,000円の減でございます。28節の繰出金ということで、

細節といたしましては１節の一般会計繰出金が７万9,000円の減でございます。 

 以上、簡単でございますが説明とさせていただきますので、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） これから質疑を行います。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。 

 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。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。 

 これで討論を終わります。 

  これより議案第75号  平成13年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（第２号）を採決いたします。 

 お諮りいたします。 



 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） 異議なしと認めます。したがって、議案第75号  平成13年度東伊豆町稲取財産区特別

会計補正予算（第２号）は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第１１ 議案第７６号 平成１３年度東伊豆町水道事業会計補正予算 

（第２号）について 

○議長（山田力男君） 日程第11、議案第76号  平成13年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第２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76号  平成13年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第２号）について提案理由

を申し上げます。 

 支出内容の補正措置をいたしたもので、水道事業費用で既決予定額に 307万 2,000円を追加し、補正後の予算

額を４億 7,756万 2,000円といたします。共済組合負担金の追加費用及び給与改定に伴う調整等を措置いたしま

した。また、資本的支出で調査費に大川浄水場施設調査費及び稲取配水池のり面復旧調査費を計上させていただ

きましたが、第５次拡張事業の本年度予定事業の発注が完了しましたので、相互調整措置いたしました。 

 詳細につきましては水道課長より説明させますので、よろしく御審議のほどをお願いします。 

○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76号  平成13年度東伊豆町水道事業会計補正予算

（第２号）について、説明をさせていただきます。 

 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２号）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

定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正をいたします。 

 第１款水道事業費用、４億 7,449万円に 307万 2,000円追加補正いたしまして４億 7,756万 2,000円に。内

訳といたしまして、第１項営業費用４億 745万 3,000円に 307万 2,000円追加補正いたしまして４億 1,052万 

5,000 円といたします。次に、資本的収入及び支出第３条、予算第４条に定めた資本的支出の予定額を次のとお

り補正いたします。 

 次に、支出の第１款資本的支出１億 7,434万 1,000円に、増減はありませんが１億 7,434万 1,000円に。第

１項建設改良費１億 5,819万 9,000円に、増減はありませんが１億 5,819万 9,000円といたします。 

  内容といたしましては、第１項の建設改良費の既決予定額の中で、配分額の調整を実施させていただきました

内容でございます。議会の議決を得なければ流用することのできない経費でありますが、第４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 973万 6,000円に 300万 2,000円追加補正いたしまして、１億 1,273万 8,000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。 

 まず収益的支出ですが、既決予算額４億 7,449万円に 307万 2,000円を追加し、４億7,756万2,000円といた

します。第１項営業費用の既決予定額４億 7,445万 3,000円に 307万 2,000円を追加し、４億 1,052万 5,000

円といたします。人事院勧告に準拠し、給与改定を実施するため、１目原水及び浄水費で５万 3,000円の減。２



目配水及び給水費５万 3,000円の減。簡易水道事業費で１万 5,000円の減といたしました。総係費では９月補正

時に、４月異動者１名分の期末勤勉手当の調整漏れがありましたので、給与改定とあわせて調整を実施させてい

ただくこととし、２節手当で10万 5,000円の増額措置をいたしました。 

  また、法定福利費の 301万 8,000円の内容は給与改定で 1,000円の減。共済組合追加費用301万 9,000円を

措置したものであります。 

  なお、５節旅費で普通旅費を１万円。６節報償費で水道週間報償費の不用額１万円を減額し、11節通信運搬費

に郵便料７万円を補正させていただきました。 

 次に、資本的支出ですが第１項建設改良費の既決予定額の中で配分額の調整を実施させていただきました。１

目第５次拡張事業費で予定事業の発注が完了したため、４節工事請負費から 385万 8,000円を減額し、４目調査

費の１節委託料に大川浄水場施設及び稲取配水地裏ののり面復旧などの調査費用として 385 万 8,000 円を計上

させていただきました。 

  以上、概要を申し上げ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します。 

○議長（山田力男君） これから質疑を行います。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。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。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。 

 これで討論を終わります。 

  これより議案第76号  平成13年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第２号）を採決いたします。 

 お諮りします。 

 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） 異議なしと認めます。したがって、議案第76号  平成13年度東伊豆町水道事業会計補

正予算（第２号）は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第１２ 平成１３年度第一常任委員会の研修視察報告書について 

○議長（山田力男君） 日程第12、平成13年度第一常任委員会の研修視察報告書についてを議題とします。 

 報告書はお手元に配布いたしたとおりであります。 

○議長（山田力男君） これから質疑を行います。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。 

  これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております平成13年度第一常任委員会の研修視察報告書についてを採決いたします。 

 本件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） 異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。 

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



   ◎日程第１３ 意見書案第４号 地方交付税の削減反対に関する意見書の提出 

について 

○議長（山田力男君） 日程第13、意見書案第４号 地方交付税の削減反対に関する意見書の提出についてを議

題とします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 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） 朗読をもって説明とかえさせていただきます。 

 意見書案第４号、地方交付税の削減反対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、地方交付税の削減反対に関する意見書を、別紙

のとおり提出する。平成13年12月14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

本鉄太郎、賛成者、東伊豆町議会議員、関野博。 

 １ページをおめくりください。 

 地方交付税の削減反対に関する意見書（案）。 

 来年度の政府予算編成は、各省庁概算要求がまとめられた。これに関係して、地方交付税の削減が表明されて

いる。 

 また、６月21日に示された経済財政諮問会議の「基本方針」において、地方財政にかかわる「財源保障」を縮

小することが示されている。しかしながら、地方財政の現状は住民の行政需要増嵩と多様化が進む一方、景気の

低迷に伴う税収の慢性的な落ち込み、政府の経済対策による公債費の増加など、非常に厳しい状況にある。 

 こうした中、地方交付税総額の削減ありきの対応をとることは、住民サービスの維持に著しい障害とならざる

を得ない。地方交付税は、「地方公共団体の財源の不均衡を調整し、どの地域においても一定のサービスを提供で

きるよう財源を保障するための地方共有の固有財源」であり、「地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方公

共団体の独立性を強化するもの」である。地方交付税の削減は、地方自治の本旨を損なうものである。よって、

本町議会は国に対して次の事項を要望する。 

  記。 

 １、地方交付税総額の削減ありきの予算編成は行わないこと。 

 ２、政府の経済対策の多くを地方債の発行とその償還のための地方交付税措置に担わせる従来の方法を改め、

住民サービス充実のために十分な基準財政需要額の算定を行うよう見直すこと。 

 ３、地方交付税制度のあり方の検討に当たっては、国から地方への税源移譲と一体で論議すること。その際、

地方財源の充実は「地方消費税の拡大」など、新たな住民負担となる方法は避けること。 

 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12月14日、静岡県賀茂郡東伊豆町議会

議長、山田力男。 

 発送は次のページの小泉内閣ほか５名のところに意見書の送付あて先を参考として書いてありますので、よろ

しく御審議ください。 

○議長（山田力男君） これから質疑を行います。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。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。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。 



 これで討論を終わります。 

  これより意見書案第４号 地方交付税の削減反対に関する意見書の提出についてを採決いたします。 

 お諮りします。 

 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） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎日程第１４ 意見書案第５号 雇用確保に関する意見書の提出について 

   ◎日程第１５ 意見書案第６号 第二東名自動車道建設促進に係る意見書の提出 

について 

○議長（山田力男君） 日程第14、意見書案第５号 雇用確保に関する意見書の提出について、日程第15、意見

書案第６号 第二東名自動車道建設促進に係る意見書の提出についてを一括議題とします。 

 提出者から順次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） それでは、意見書案第５号と意見書案第６号を一括して、朗読をもって上程させてい

ただきたいと思います。 

 意見書案第５号 雇用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、雇用確保に関する意見書を別紙のとおり提出する。

平成13年12月 14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、田村勤。 

  １枚おめくりください。 

 雇用確保に関する意見書（案）。 

 総務省の調査では10月の完全失業率は史上最悪の 5.4％で、失業者数が 357万人、求職活動を断念して、統

計上が完全失業者とされない 420万人を合わせれば、実に 777万人が労働力人口の10人に１人以上が失業とい

う、深刻な状況である。 

  一方、大企業の「雇用削減計画」は熾烈を極め、これが断行されれば勤労者だけでなく、下請中小企業や地域

経済自治体の影響は計り知れず、到底看過できない。雇用を守ることは、企業と経営者の社会的責任であるが、

雇用の問題の解決を個々の企業での対応に任せるだけでは不十分である。よって、国においては解雇規制や労働

時間短縮などの法整備をはじめ、雇用を守る社会的ルールを確立し、実効ある早期対応をされるよう強く求める

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12月14日、静岡県東賀茂郡東伊豆町議

会議長、山田力男。 

  送付先については別紙のとおりでございます。 

 

  続いて、意見書案第６号 第二東名自動車道の建設促進に係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、第二東名自動車道の建設促進に係る意見書を別紙

のとおり提出する。平成13年12月14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、田村勤。 

  次をお開きください。 

 第二東名自動車道の建設促進に係る意見書（案）。 



 第二東名自動車道は、東名高速道路と機能を分担することによって慢性的な渋滞を解消し、快適で効率的な移

動を可能とするものであり、我が国の新たな基幹道路として、また東海地震等の災害時における社会経済への被

害を最小限に止めるたの代替道路として、極めて重要な役割が期待されている。 

 静岡県では、これまで地域を上げて用地取得や工事の進捗に協力した結果、既に90％の用地取得が完了し、本

体工事の75％が着手済みとなるなど、順調に工事が進捗している。第二東名自動車道は、我が国社会経済の発展

を図る上で重要である。 

 また、伊豆地域に位置し観光立町を掲げる当町にとっては、現在の起点となっている海老名から東京都内への

円滑な接続も強く切望されている。よって、国においては今後とも第二東名自動車道の建設を引き続き推進する

ための必要な財源を確保し、早期開通を実現するよう強く要望する。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成13年12月14日、静岡県賀茂郡東伊豆町議会

議長、山田力男。 

  ２つの意見書につきましては、ほぼ同様の意見書が県議会等で採択をされ提出されていることについて、申し

述べておきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（山田力男君） これから質疑を行います。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。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。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。 

 これで討論を終わります。 

  これより意見書案第５号 雇用確保に関する意見書の提出についてを採決いたします。 

 お諮りします。 

 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。 

 意見書案第６号 第二東名自動車道建設促進に係る意見書の提出についてを採決いたします。 

 お諮りします。 

 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１６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

○議長（山田力男君） 日程第16、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査についてを議題とします。 

 内容としては、議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問

に関する事項、以上の３点です。 

 お諮りします。 

 議会運営委員会所掌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14年第１会定例会まで調査す

ることにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 



         （「異議なし」の声あり） 

○議長（山田力男君） 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員会所掌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） お諮りします。 

 本定例会の会議に付された事件はすべて終了しました。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） 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４回東伊豆町議会定例会を閉会します。 

                               （午後 ３時１３分） 
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