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開会 午前 ９時２８分 

 

◎開会の宣告 

○議長（八代善行君） 皆様、おはようございます。 

  平成21年東伊豆町議会第１回定例会の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

  議員各位におかれましては、公私共に大変お忙しい中御出席を賜り、厚く御礼申し上げます。 

  昨年の世界的な金融危機に端を発した景気後退により、我が国の実体経済、国民生活は深刻な影響を受け、

国税・地方税の大幅な減収が見込まれるなど、地方財政はこれまでにない厳しい状況となっております。こ

のような状況の中、国の第一次補正予算、第二次補正予算による景気浮揚対策に期待をいたすところでござ

います。 

  さて、当町における平成21年度の予算編成に当たりましては、自主財源である税収等が昨年以上に低迷し

ている状況の中で、さらなる行政改革等を踏まえ、限られた財源でどこを優先すべきか、当局の皆さんは苦

慮されたことと思います。しかしながら、厳しい財政状況においてもさらなる住民サービスの向上を図る上

で、やらなければならない課題は山積しております。町民の皆様にも今まで以上に深い御理解と御協力を願

い、この苦境を乗り越えていきたいと考える次第でございます。 

  本定例会は、平成21年度一般会計予算及び６つの特別会計予算、水道事業会計予算が住民の意に沿い公平

かつ適切であるか、さらにはその費用対効果はどうかなどを主に審議する重要な議会であります。 

  議員各位におかれましては、施政方針を十分に御理解されまして、諸議案とともに慎重に御審議の上、円

滑に議事を進行されますよう切にお願い申し上げまして、開会のごあいさつといたします。 

  ただいまの出席議員は10名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成21年東伊豆町議会第１回定例会は成立いたしましたので、開会いたします。 

 

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

 

◎議会運営委員長の報告 

○議長（八代善行君） 議会運営委員長より報告を求めます。 

  ８番、鈴木議員。 

○８番（鈴木 勉君） 皆様、おはようございます。 

  議会運営委員会より平成21年第１回定例会の運営について御報告いたします。 

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



され、円滑に質疑・答弁がなされますよう御協力をお願いいたします。 

  なお、２番、飯田議員から平成21年３月８日に、議長あてで一般質問に関する順序変更願が提出され、議

長の諮問事項として議会運営委員会で協議した結果、本日１番目に登壇の２番、飯田議員が２日目の１番目

に、10番、山本議員が本日の１番目に、村木議員が本日の３番目にそれぞれ質問順序を変更することとなり

ましたので、御報告いたします。 

  本定例会の提出案件といたしましては、専決処分に関する承認案１件、条例の制定案１件、条例の一部改

正案７件、広域連合の数の減少及び市町村総合事務組合組織の規約の一部を変更する案件が３件、町道路線

の廃止等３件、指定金融機関の指定について１件、同意案１件、平成20年度一般会計ほか７つの特別会計の

補正予算案、さらに平成21年度の各会計の予算案がそれぞれ日程に組み込まれております。 

  なお、議案第４号と５号、議案第８号と９号、議案第11号から13号につきましては関連内容でありますの

で、それぞれ一括議題とし、討論・採決は案件ごとに行いますので、御留意願います。 

  また、条例の制定、一部改正案につきましては、当局からの説明を全文の朗読説明ではなく、新旧対照表

などにより簡潔でわかりやすい要点説明とし、補正予算の説明につきましてはおおむね100万円以上で説明

することが協議決定しましたので、当局の皆様もよろしくお願いいたします。 

  平成21年度予算案につきましては、一括上程後に町長の提案理由、担当課長の概要説明を受け、大綱質疑

を経た後に２つの特別委員会を設置し、付託案件の御審議をいただくことになります。２つの特別委員会の

委員構成は、お手元に配付してあります名簿のとおり、一般会計が総務経済常任委員会所属の委員、特別会

計は文教厚生常任委員会所属の委員となっております。 

  なお、予算の大綱質疑につきましては、一般会計予算審査特別委員会に所属の議員が７つの特別会計、特

別会計予算審査特別委員会に所属の議員が一般会計に関する通告書をそれぞれ提出していただき、内容は

款・項に関する大綱質疑にとどめ、持ち時間は１人30分以内で、質問回数は２回までとさせていただきます。

大綱質疑の通告用紙につきましては、既に議案とともに配付してあります。受付は本日午後１時より事務局

で行いますが、締め切りは３月12日の午後４時30分までとさせていただきます。また、３月13日の議会は午

後１時から開会し、大綱質疑を行う日程となっております。 

  陳情・要望書につきましては、本日の日程終了後、総務経済常任委員会にて審査をお願いすることになり

ますので、御承知願います。なお、この結果によっては、意見書案の審議も行いますので、御留意願います。 

  以上の内容を踏まえて、本定例会の会期につきましては予備日も含め、本日より３月26日までの17日間と

させていただきます。 

  最後になりますが、議会運営委員会の所管事務調査につきましては、議会運営に関すること、会議規則・

委員会条例に関すること、議長の諮問に関すること、以上３点を閉会中の継続審査といたしたいと思います



ので、よろしくお願いいたします。 

  議員各位には、平成21年度予算審議においては現在の財政状況などを勘案され、議決権を有する者として

責任感を抱き、慎重なる御審議と円滑な議会運営を切にお願い申し上げまして、議会運営委員会からの報告

といたします。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

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

 

◎開議の宣告 

○議長（八代善行君） 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（八代善行君） 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（八代善行君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により、議長において10番、山本議員、12番、居山議員を指

名いたします。 

 

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

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（八代善行君） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から３月26日までの17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（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、会期は17日間と決定いたしました。 

 

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

 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（八代善行君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

  伊豆東部総合病院の下田市移転に関しましては、昨年病院の存続を、茅ヶ崎市にある康心会本部へ要望し

たのに続き、去る１月14日には太田町長、産業団体連絡会会長とともに康心会本部を訪ね、病院の存続を要

望する伊豆東部総合病院の移転についての要望書を持参し、病院の必要性を訴えてまいりました。 

  また、３月４日には太田町長、区長会正副会長とともに、町民の皆様からの伊豆東部総合病院の存続を求

める署名9,392名余の嘆願書を康心会本部へ提出し、町民の声を伝えるとともに、再度病院の存続を強く要

望してまいりました。 

  ２月15日には静岡県町村議会議長会に出席し、平成21年度の事業計画並びに予算案についての審議を行い、

それぞれ承認されました。また、第二次補正予算関連法案の早期成立を求める緊急決議案、市町村議会議員

年金財政の長期的安定化に関する議決案が採択されました。関係書類は事務局に置いてありますので、ごら

んいただきたいと思います。 

  なお、付託案件であります陳情・要望書の審査につきましては、本日の日程終了後に開催することで、総

務経済常任委員長より報告を受けておりますので、議員の皆様はよろしくお願いいたします。 

  以上、諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第４ 施政方針 

○議長（八代善行君） 日程第４ 町長より施政方針をいたします。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 皆さん、おはようございます。 

  平成21年度第１回議会定例会の開会に当たり、一言ごあいさつを兼ねまして私の町政に関する所信を申し

上げ、議員各位を初め広く町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げる次第であります。 



  初めに、現在の我が国経済は100年に一度とも言われる未曾有の世界的規模の経済危機により、生産、輸

出、消費の低迷に歯どめがかからず、先行きの見通しが立たない状況にあります。企業の生産ライン縮減な

どによる雇用不安が急速に拡大し、今後も景気の下降局面が長期化・深刻化するおそれが高まっております。 

  このような状況下、国は平成20年度の第１次補正予算及び第２次補正予算で、緊急的な経済対策を実施し

ており、時限的な財政措置が講じられるため、新年度事業や財政状況を見ながら、平成22年度以降に予定し

ておりました事業を前倒しし、本年度予算で補正対応をし、繰越事業として21年度に実施することといたし

ました。 

  具体的に申し上げますと、国の第１次補正予算で稲取小学校体育館の耐震補強・大規模改修事業を、また、

第２次補正予算の地域活性化・生活対策臨時交付金を活用し、長年の懸案事項であります戸籍の電算化、熱

川小学校校舎屋上の防水改修工事、町営住宅雨漏り防水対策工事、図書館空調設備改修工事など、いずれも

繰越明許費として平成21年度に事業を実施することになります。したがいまして、本年度の補正予算対応と

なるこれらの事業につきましても、新年度事業に含めて説明申し上げますので、御理解をお願いいたします。 

  なお、本年の２月１日を基準日とし、65歳以上及び18歳以下の方に２万円、それ以外の方に１万2,000円

が支給される定額給付金、並びに小学校就学前の３年間の第２子以降の子１人当たりにつき３万6,000円が

支給される子育て応援特別手当も、第２次補正予算で緊急的に措置されておりますので、その円滑な実施に

努めてまいります。 

  新年度の予算案でありますが、私はその基本となる方針を、「活力ある東伊豆町の再生」、「次世代の育

成支援」、「安全・安心な環境整備」、「健やかで生き生きと暮らせるまちづくり」とし、特にプレミアム

つき地域商品券への助成や、経済対策資金利子補給などの緊急経済支援対策と、出産・子育て支援に意を注

いで編成したところであります。 

  それでは、予算規模につきまして申し上げます。 

  まず、一般会計の総額は43億8,000万円で、前年度当初予算額に比べ6,200万円、1.44％の増となっており

ます。国民健康保険、介護保険など６つの特別会計は合計で35億1,558万8,000円となり、前年度に比べ0.38％

の減となりました。水道事業会計は支出ベースで６億3,540万4,000円で、前年度比6.27％の増となっており

ます。 

  一般会計当初予算の内容について申し上げますと、初めに歳入でありますが、根幹となる町税収入では、

個人町民税が所得の落ち込みにより、また評価替えの年である固定資産税では地価の下落などによりいずれ

も減収が見込まれ、町税の総額は前年度よりも大幅な減となりました。さらに地方譲与税や地方消費税交付

金、自動車取得税交付金などの減も予測されるところであります。地方交付税については、国の生活防衛の

ための緊急対策に基づき、増額される見込みであります。 



  一方、歳出では、義務的経費において公債費が9.5％減少しているものの、扶助費は5.2％、また共済組合

納付金の増などにより人件費が率にして1.9％増加しております。行政内部の経常経費は極力圧縮に努めて

いるところであり、投資的経費については稲取小学校運動場の改良工事や耐震性貯水槽の設置、高規格救急

自動車の購入などで、前年度に比べ3.2％の増となりました。 

  なお、新年度予算では、予定しておりました大規模事業を本年度の補正予算で繰越措置したことなどによ

り、基金からの取り崩しをせずに予算を編成できました。しかし、深刻な経済状況により町税の伸びは見込

めず、地方交付税も今後一層縮減されることは確実であり、また社会保障関係経費の自然増などにより、今

後も非常に厳しい財政状況が続くことは必至であります。 

  そのため、歳出では事務事業の徹底した見直しによる抑制と重点化を進め、歳入面では財源確保における

重要な課題である町税の収納率向上を徹底していくとともに、自主財源の確保のため未利用地の売却なども

検討してまいりたいと考えております。 

  それでは、新年度の具体的な取り組みの大要を説明いたします。 

  初めに、「活力ある東伊豆町の再生」についてであります。 

  本年は町制施行50周年という節目の年に当たります。昭和34年５月３日の稲取町と城東村の合併以降、現

在の東伊豆町の礎を築かれた多数の先達の御苦労、御尽力に感謝の意を込め、記念式典を初め講演会などを

開催いたします。ＰＲ事業としましては、「満点の笑顔で迎える雛の町」、「満点の海・山・空は東伊豆」

という２点のキャッチフレーズ上り旗を、１月から町内の公共施設や伊豆急行の駅などに設置しております。

一昨年の11月に南伊豆地区１市５町の枠組みから離脱し、当面は単独での町政運営となりますが、町の活況

と魅力ある地域づくりが当町にとって最大の課題であると考えております。 

  現在、住民参画によるまちづくり協議会では、将来的なまちづくりについてさまざまな視点から検討・協

議していただいておりますので、御提言をいただき、今後の行政運営に積極的に取り入れるとともに、町民

１人１人の皆様の視点に立ったまちづくりへの決意を新たにしているところであります。 

  当町の主幹産業は観光であります。御案内のような経済状況であり、今後も国内消費の大幅な減退の中、

レジャー費用への支出削減が予想されるところであり、町内経済に対する影響ははかり知れないものがあり

ます。そのため、緊急的な経済支援対策を実施いたします。 

  まず、商工会と連携し、20％のプレミアムつき地域商品券を発行いたします。国が第二次補正予算で実施

する定額給付金の支給時期に合わせ、発行額は3,000万円とし、１世帯当たりの購入限度額を３万円とさせ

ていただきます。500円券12枚つづりを5,000円で6,000部発行し、プレミア分の600万円及び発行経費を町が

負担し、地元消費の拡大と家計の支援を目指します。 

  また、町内事業者の資金繰り支援のため新たに利子補給制度を創設いたします。国の緊急保証制度による



セーフティーネット５号申請者等を対象に上限を2,000万円とし、１％の利子補給を３年間行います。 

  観光関係では、景気悪化により今後ますます旅館・ホテル等の入り込み客の減少が想定されることから、

緊急誘客対策の事業費といたしまして、町観光協会補助金の増額予算措置をいたしました。 

  平成16年から実施しております住宅リフォーム振興事業補助につきましては、町内の建築関係振興の意味

合いもあり、また申請者も増えておりますので、前年度よりも増額の予算措置をいたしましたので、住宅の

増改築や修繕等に活用していただきたいと思います。 

  また、富士山静岡空港の開港が本年の６月に予定されておりますので、国内外からの観光客の誘致拡大を

図るため、県や他市町と連携し、当町の観光情報の発信やセールスプロモーションを積極的に進めるととも

に、受け入れ体制の充実を図ってまいります。 

  農業の振興につきましては、農業経営振興会など関係団体と連携しながら、新品種の導入育成や地産地消

などについて検討してまいります。また、鳥獣による農産物の食害等を防止するため、電気柵補助制度など

を引き続いて実施するほか、イノシシの捕獲おりを２基購入し、鳥獣害の防止対策に努めます。 

  中山間地域等直接支払制度につきましては、稲取地区７集落、奈良本地区４集落を対象に実施いたします。 

  水産業の振興につきましては、とる漁業からつくり育てる漁業を目標に、マダイの放流や伊勢海老、アワ

ビ等の種苗放流などの事業実施に助成するほか、重点事業として稲取キンメダイのブランド化に取り組んで

まいります。 

  また、県が事業実施しております稲取漁港整備事業につきましては、21年度には東防波堤のかさ上げと道

路についての実施設計が行われ、23年度までに道路工事に着手する予定ですので、漁業関係者や地元住民と

密接な協議を重ねてまいりたいと考えております。 

  次に、「次世代の育成支援」についてであります。 

  本年度、平成22年度から26年度までの次世代育成支援行動計画・後期計画を策定いたしました。将来を担

う子供たちが明るく健やかに成長する環境を整備するとともに、個々の家庭がしっかり子供たちと向き合い、

安心して子育てができるようサポートを続けてまいります。子育て支援につきましては、少子化が進む中に

あっても保育需要は増えつつあります。保育所への支援や保育ママ制度の運営、育児相談や育児サークルを

開催することにより、さまざまな保育ニーズにきめ細かく対応してまいります。 

  新年度におきましては、ゼロ歳児から幼稚園までを対象とした乳幼児医療費の助成や、放課後児童クラブ

を引き続いて開設するほか、新生児出生支援事業を新たに実施いたします。本年の４月から来年３月までの

新生児に１人当たり５万円を助成する内容で、子育て支援、少子化対策の一助として考えており、次年度以

降も継続して実施したいと考えております。 

  また、国の財政措置を受け、安心して子供を生み育てることができるようにするため、妊婦の方の公費負



担による健康診査を５回から14回に増やします。 

  本年度から始めました小中学校の児童生徒への給食費の補助につきましては、新年度も引き続き実施いた

します。原材料等の値上がりにより、昨年給食費を値上げさせていただきましたが、本年度も１人当たり月

500円の助成を行います。 

  さらに、新年度からブックスタート事業を開始いたします。６カ月健診時に図書館職員が絵本の読み聞か

せを行い、その後は母親に読み聞かせていただき、絵本を通じて言葉を語りかけることにより、親子の触れ

合いや赤ちゃんの情操を高めていただきたいと願っております。 

  学校教育につきましては、心の教育を基本に、生きる力をはぐくむ教育を推進してまいります。 

  初めに、教育施設の整備でありますが、稲取小学校体育館の耐震補強・大規模改修事業を国の時限的な財

政措置を受け本年度補正対応し、繰越事業として新年度に事業実施いたします。災害時には緊急避難先にも

なる学校施設の耐震化につきましては、これにより町内学校の耐震補強率はほぼ100％となります。なお、

熱川小学校の校舎屋上防水改修工事につきましても、平成21、22年度の２年間で１棟ずつ順次実施する予定

でありましたが、国の第二次補正予算による地域活性化・生活対策臨時交付金の適用を受け、南北２棟の工

事を実施いたします。 

  現在、外国語指導助手により小中学校や幼稚園で英語指導を行っていますが、学習指導要領が改正され、

平成23年度から英語が外国語活動として小学校５、６年生の必修教科になりますので、移行期間として週１

時間の英語教育支援事業を実施いたします。 

  また、特別な教育的支援を必要とする児童生徒への支援や、小学校低学年の特別支援員につきましても熱

意ある方々にお願いし、１人１人に目の行き届く教育に配意しているところであります。 

  また、教育委員会は地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、その権限に属する事務の管

理及び執行の状況について、自己点検・評価シートを作成し、自己点検及び第三者による評価を実施し、議

会に報告することになりました。これを機に、教育委員会活動の活性化を図っていきます。 

  次に、「安全・安心な環境整備」についてであります。 

  東海地震や神奈川県西部地震の発生による被害が想定される本町におきましては、地震対策は最優先課題

であります。消防・防災施設につきましては、県道稲取港線の拡幅工事に伴い、稲取小学校グラウンドの既

存貯水槽を撤去し、新たに100トンの耐震性貯水槽を設置するほか、白田の矢崎避難地に60トンの耐震性貯

水槽を新設いたします。また、自主防用消火器や備蓄用のサバイバルフーズ、毛布、非常簡易寝袋などを購

入し、大規模地震等の発生時に対応できるようにいたします。 

  同報無線では、災害時における避難命令や災害情報を直接住民に伝達できる手段として、常に良好な状態

を保つよう適切な維持管理に努めてまいります。 



  また、学校施設の耐震化を進めるほか、民間の建築物につきましては耐震診断や耐震補強に対し補助する

とともに、ブロック塀等の撤去改修に対しましても補助してまいります。 

  災害に対し被害を最小限に抑えるために、耐震補強などのハード整備だけでなく、町民１人１人の災害に

対する備えが必要となります。そのため、防災訓練や救命講習などを引き続き実施するとともに、自主防や

消防団との連携を強化し、地域防災力の向上に努めてまいります。 

  昨年、自主防災の役員及び民生児童委員の方々に御協力いただき、災害時要援護者台帳の作成をいたしま

した。要援護者台帳は毎年更新いたしますので、１人でも多くの方に登録いただき、ひとり暮らしの高齢者

や障害者、妊婦、乳幼児などのいわゆる災害弱者への支援や救助活動にスムーズに対応してまいりたいと考

えております。 

  救急体制につきましては、高規格救急車を更新いたします。現在の車両は導入後７年を経過し、また、年

間救急出動件数のうち４割以上が町外医療機関への搬送ということもあり、老朽化が著しいためであります。

自動体外式除細動器や輸液用資器材などの装備を含め更新し、救急医療体制の充実を図ってまいります。 

  交通体系の充実につきましては、災害時にも安心して通行できる道路環境を整備し、安全で快適な住環境

を確保するため、伊豆スカイラインの南進や伊豆縦貫自動車道の早期完成とそのアクセス道路などの整備に

向けて、関係市町と協議し連携し、要望活動等を行ってまいります。 

  また、通学、通院、買い物などの地域住民の日常生活を支える交通手段を確保するため、生活路線バスの

運行委託を行います。 

  一般町道等の整備につきましては、その実情を熟知している各区からの要望内容を把握した上で、緊急性、

事業効果などを考慮し事業実施しておりますが、財政状況等によりすべての要望におこたえすることができ

ないことに対し、町民の皆様には御理解をいただき、感謝申し上げております。今後も、拡幅・舗装、側溝・

路肩の改良を計画的に進めるとともに、道路の維持では、不良箇所の速やかな現地調査と緊急小工事による

迅速な対応に努めてまいります。 

  県道稲取港線の拡幅工事につきましては、県が事業主体でありますが、平成21年度は稲取小学校グラウン

ド付近の拡幅工事を実施予定であります。県からの土地売払収入や物件移転補償費を受け、グラウンドの改

良工事や防火貯水槽やフェンス、照明などの移転工事を行います。 

  交通安全につきましては、カーブミラー、ガードレール、街路灯などの交通安全施設の整備・充実に努め

るとともに、児童生徒に対する交通安全教育を徹底させ、交通事故の防止を図ってまいります。 

  ごみ処理につきましては、東伊豆町ごみ処理基本計画の素案を改定し、１月26日から２月27日まで町民の

皆様から御意見を募集したところであり、この基本計画にのっとり、今後も分別収集を徹底し、ごみの減量

化を推進してまいります。 



  上水道につきましては、白田浄水場を初めとする主要施設の老朽化による更新の必要性などにより、大き

な節目を迎えております。計画的な事業運営を図るため、（仮称）東伊豆町第２次水道事業基本計画を策定

し、総体的に見直し検討を加え、具体的な経営計画を進め、施設水準の向上及び経営基盤強化による安心・

安全な水の安定供給を図るための指針として活用したいと考えております。 

  医療関係につきましては、共立湊病院は平成23年３月までに、旧下田南高跡地に新病院を建設することを

骨子とした提言が昨年の11月に答申されており、運営形態は現在の指定管理者制度による公設民営化を維持

する方針であります。構成市町として十分な協議・検討を重ねてまいります。 

  一方、伊豆東部総合病院の存続につきましては、区長会が主体になりまして町民の皆様に署名をお願いし

たところですが、過日３月４日、茅ヶ崎市の病院本部に署名を持参し、お願いしてまいりました。現実的に

は厳しい状況とは思いますが、引き続き病院の存続について要望してまいりたいと考えております。 

  次に、「健やかで生き生きと暮らせるまちづくり」についてであります。 

  行政運営の最終的な目標は住民福祉の向上であり、町民の皆様１人１人が生き生きと安心して暮らせるま

ちづくりであります。 

  まず健康づくりであります。健康は町民が幸せになるための基本であり、活力あふれる充実した生活を営

むための最も大切な財産です。新年度もアスド会館体育館においての健康増進事業や食生活推進委員などの

強力を得て、健康づくり事業を進めてまいります。 

  生活習慣病予防事業では、町民の健康の保持・増進を図るため、各種がん検診、肝炎検査等を引き続き実

施するほか、各個人の状態に応じた生活習慣病の改善や、予防等に関する正しい知識の普及を図るため、健

康教育、総合健康相談等を実施してまいります。 

  本年度より生活習慣病に着目した特定健康診査が実施され、1,354人の方が受診され、目標受診率20％を

若干ではありますが上回ることができました。新年度につきましては31.25％の目標受診率となっておりま

すので、達成に向けた出前簡易健診や広報等で啓蒙・啓発を行い、受診率の向上を図ってまいります。 

  次に、生涯学習につきましては、新年度も各種教室を開催いたしますので、積極的に参加し、生きがいを

見つけ、充実した毎日を過ごしてほしいと思います。 

  文化面では、平成21年度に静岡県で第24回国民文化祭が開催されます。当町でも10月31日から11月３日ま

で稲取の町内体育センターで、雛のつるし飾りフェスティバル、また11月２日、３日には熱川温泉で全国演

芸博in熱川温泉を開催いたします。東伊豆町の魅力を全国発信することにより、来遊客の増加にもつながる

ものと期待いたしております。なお、町民文化祭につきましても、雛のつるし飾りフェスティバルと同日に

町立体育センターで開催されますので、町民の皆様にはお誘い合わせの上、御来場くださるようお願いいた

します。 



  本年度、県営事業及び県単の治山事業として、稲取ふれあいの森及びクロスカントリーコース周辺樹木の

間伐などを実施しましたが、新年度につきましてもグリーンバンク事業の継続事業として、コース内の芝張

りや桜の植樹などを行います。将来的には花の咲く丘公園を含めた一帯を整備することにより、町民の皆様

の憩いの場として、また観光資源として活用していきたいと考えております。 

  次に、福祉関係ですが、障害者福祉につきましては、障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指

し、障害者自立支援法に基づき、利用者が適正な福祉サービスを受けることができるよう努めてまいります。

重度身体障害者への医療費給付や住宅改造助成、日常生活用具の給付事業を行うほか、重度心身障害者に対

するタクシー等利用事業の助成を継続実施いたします。１、２級の方を対象に、タクシー代ないしガソリン

代の助成をする内容であります。 

  高齢者福祉につきましては、介護保険制度の適正な運営を図り、在宅重視の観点からきめ細かいサービス

を行うため、高齢者の生きがい活動の支援や予防給付サービス、地域支援事業などを実施いたします。食事

サービスやデイサービスなどを社会福祉協議会に委託して行うほか、ひとり暮らしのお年寄りの緊急通報シ

ステムの配布や、はり、きゅう、マッサージ治療費の助成を行います。 

  また、長寿者敬老祝金につきましては、厳しい財政事情ではありますが、地域社会への長年の御尽力に対

する感謝とお祝いの気持ちを込め、例年同様に75歳以上の方に3,000円、100歳で10万円の祝い金を、88歳の

方には記念品を贈呈させていただきたいと思います。 

  介護保険事業につきましては、当町でも今後も高齢化が進んでいく状況にあり、要介護者やサービスの利

用者の増加に伴い、保険料水準が年々上昇しております。さらに、平成21年度からの介護報酬改定により、

介護給付準備基金の全額取り崩しをしても、算出保険料は基準月額で月3,500円から4,430円に改定すること

になりますが、保険料の急激な上昇を抑制するため、国からの介護従事者処遇改善交付金を受け、基準月額

で60円引き下げ、３年間基準月額4,370円といたしますので、御理解と御協力をお願いいたします。 

  最後に、これらの施策を実施し、まちづくりを進めるための取り組みについて申し上げます。 

  まず、職員の人材育成であります。 

  地方分権により、職員には政策形成能力や経営管理能力が求められておりますので、計画的・効率的に職

員の育成を図ってまいります。職員研修の充実に努めるとともに、新年度は自主研究グループ活動への助成

を行います。 

  広報広聴の充実につきましては、「広報ひがしいず」や町のホームページ、各種メディア等を活用し、的

確でわかりやすい情報提供に努めていくほか、引き続き一日町長室を開催いたします。 

  効率的な行財政運営につきましては、長年の懸案事項であります戸籍の電算化を平成21年度と22年度の２

カ年で行います。平成23年４月１日に稼働予定であり、戸籍の届出書の記載や証明書の発行等の事務を電算



化することにより、事務の迅速性、正確性、住民サービスの向上をより一層図ってまいります。 

  行財政改革につきましては、事務事業は継続的な見直しと実施に努めており、町の単独補助金についても、

被交付団体とのヒアリングにより補助の妥当性などの精査をし、一律ではなくめり張りをつけた内容とした

ところであります。行政内部での事務事業の見直しだけに限らず、将来的には学校や消防の分団統合も検討

していかなければならないと考えております。 

  消防救急業務の広域化につきましては、県より平成24年度末を目標に、管轄人口100万人規模の東部・中

部・西部の３圏域体制の組み合わせが提示されており、他市町と協議・連携しながら広域化の推進に努めて

まいります。 

  また、市町の合併につきましては、伊豆全体での合併を模索する動きもありますので、合併への機運が高

まり次第、積極的に対応してまいりたいと考えております。 

  以上、諸施策の概要について申し上げましたが、私の政治信条であります「みんなが安心して暮らせる町、

笑顔があふれる町」を目指し、諸施策に全力で取り組んでまいりますので、議員各位を初め町民の皆様の御

支援、御協力をお願い申し上げまして、施政方針といたします。 

 

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

 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（八代善行君） 日程第５ 一般質問を行います。 

  一般質問には１問ごとに答弁いたします。なお、全問にわたって答弁を求めるか、１問ごとに答弁を求め

るかは質問者の意向としますので、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、御協力をお願いいたします。 

 

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

 

◇ 山 本 鉄太郎 君 

○議長（八代善行君） 10番、山本議員の第１問、町税についてを許します。 

  山本議員。 

（１０番 山本鉄太郎君登壇） 

○１０番（山本鉄太郎君） おはようございます。 

  急遽１番になりましたけれども、私、３問通告をいたしております。一問一答の御答弁でよろしくお願い



いたします。 

  １問目、町税について。 

  平成21年度予算について町税において、固定資産税ですけれども、償却資産税が前年より上回る根拠、こ

れはどのようなところにあるのかお伺いします。 

  ２点目に、町たばこ税における試算はどのようにして行ったか、御答弁をお願いします。 

  ３点目には、入湯税についてですけれども、町たばこ税と同様どのような試算に基づいて試算をしたのか、

よろしく御答弁をお願いします。 

○議長（八代善行君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山本議員の第１問の町税について、平成21年度予算についての１点目から３点目につ

いては関連がございますので、一括で答弁させていただきます。 

  まず１点目、町税において償却資産税が前年より上回る根拠はどのようなところにあるかについてお答え

いたします。 

  償却資産税の算出方法は、過去３カ年の課税標準額に３カ年の平均下落率を乗じ、さらに免税点を２％減

じて算出しております。なお、課税標準額算出時が当初予算編成時期の11月ということもあり、今後も課税

標準額に多少の差異が出てきます。 

  続きまして、２点目の町たばこ税における試算はどのようにして行いましたかについてお答えいたします。 

  町たばこ税の算出方法ですが、前年の１級品及び３級品の消費本数に推定下落率を乗じて算出しておりま

す。21年度当初予算の試算は、１級品について前年より3.1％減の3,921万6,000本、３級品は3.8％減の43

万9,000本、これにおのおのの単価を乗じて算出した内容であります。 

  続きまして、３点目の入湯税についても、前記に伺った試算についてお答えいたします。入湯税の算出方

法ですが、町たばこ税と同様に前年の入湯客数に推定下落率を乗じて算出しております。21年度当初予算の

試算は、前年対比２％減の105万人の入湯客を見込んでおりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 山本議員。 

（１０番 山本鉄太郎君登壇） 

○１０番（山本鉄太郎君） 試算はそれぞれの基礎資料的なものがあってやりますから、これは過大見積もり

をしないでいただければ私はありがたいなと思うし、これからもっともっと景気が悪くなるよというときに、

償却資産というのは要するに事業所とかそういうところの備品に対して課税するものですから、新しくでき

ればこれは増えてくると思うんですよ。でも、そういうものが減価償却でだんだんと下がっていくときに、



ちょっと増えるのはどうかなと。もうちょっと見込んだほうがよろしいのではないかなという感じがいたし

ました。 

  たばこと入湯税、たばこについてはこれはやめている方が多いので、当局側はいろいろと手を尽くしてや

っていると思いますけれども、歳入あっての歳出ですから、十分な留意をしていただきたい。 

  そして、関連でありますものでちょっとお聞きしたいんですけれども、できれば財政担当の総務課長から

御答弁願いたいんですけれども、予算案として説明を受けました。そのときには質問ができないもので、あ、

と思いましたけれども、今年度は繰越明許が７件もありますよね。これはわかります。施政方針で言われた

ように国の施策だという形で、３分の１が３分の２になれば、当然前倒しで平成20年の繰越明許でやりたい

よと、これは私どもも賛成です。これはいいんですけれども、定額給付金、これだけは国からのトンネルで

すーっと町民にそのまま行きますよね。ですから、この分についてはとやかく私は言わないですけれども、

そのほかの６本については、試算しましたら約３億4,000万円ですよ。それを今度は前年度当初予算の数字

に乗っけちゃうと、1.4％増でなくて約１割の増になるんですね。その辺、財政としてはどのような見方を

しているのか、ちょっと関連ですので、ないけれども、考え方があったらお聞かせ願えますか。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 山本議員が指摘するように、我々が予算を組むときに、歳入欠陥が一番困ることです

が、それは十分考慮した中で予算編成をしていることだけは御理解願いたいと思います。 

  基本的には歳入欠陥だけは絶対起こさないような方法で予算は組んでおります。詳しいことはまた担当課

のほうから説明させます。 

○議長（八代善行君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木忠一君） 繰越明許費の関係なんですけれども、国の第一次補正予算あるいは第二

次補正予算に乗っかりましたという理由につきましては、財源的に補助金がつく、あるいは起債も充当率が

90から100と、非常に有利な財政措置がありますもので、21年度に本当はやる予定でありました事業を、前

倒し予算として20年度の補正予算で計上して、繰越明許費とさせていただきました。非常に財政的な有利な

措置がつくということで、補正対応させていただきました。そういうことです。 

○議長（八代善行君） 税務課長。 

○税務課長（石原邦彦君） 償却資産の件について、町長の答弁に補足させていただきます。 

  とりあえず予算編成時期が11月ということもありまして、税の確定が４月ということで、毎年調定と当初

予算で出した金額と若干差異がございます。ちなみに16年度の予算編成時期には118億6,000万円でしたが、

20年度の予算編成時期が118億8,200万円と、若干上がっている内容でございます。４月の調定確定が19年度

は121億円、20年度が120億円と、こういう内容でございます。 



  以上です。 

○議長（八代善行君） 次に、第２問、稲取共同墓地にトイレ設置をについてを許します。 

  10番、山本議員。 

（１０番 山本鉄太郎君登壇） 

○１０番（山本鉄太郎君） ２問目として、稲取共同墓地にトイレの設置をという形で、これは読んで字のご

とくそのままなんですが、要するに相当数の方が永代供養として稲取共同墓地をお借りしていると。そして、

今高齢化が進む中、トイレの必要性が、私もちょっとわからなかったんですよね。一般の方に言われて、あ

あ、そうだなと。これだけの高齢化になったり、他県から来たりして墓参りをしていく、盆暮れには必ず来

るようなうちもありますし。 

  私が一番気がつかなかったのは、たしか指定器具で１階に水道を増設した経緯がありますよね。あのとき

に気づいていれば、あのときにやっていただければ本当に工事費が１割でも２割でも減ったんじゃないかな

なんて思いましたけれども、これを私が町長にお願いするよという形でお話ししたら、私言われました。つ

くってもらうのは結構だけど、管理をよくしてくれと。そういうことを言われたもんで、この件について前

向きに御答弁をお願いいたしたいと思います。 

○議長（八代善行君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山本議員の第２問、稲取共同墓地にトイレを設置していただきたいについてお答えい

たします。 

  町営稲取上野墓園は、1,810区画という近隣市町に類を見ない大きな墓園でありますが、御質問のとおり

トイレの整備がされておりません。お墓参りの人の中には、近くの民家やお寺にトイレの借用をお願いする

方もいると伺っております。 

  私としましてもトイレの整備の必要性は認識しておりますので、用地の選定等問題はありますが、前向き

に調査・検討していきたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 次に、第３問、白田浄水場の今後の計画についてを許します。 

  10番、山本議員。 

（１０番 山本鉄太郎君登壇） 

○１０番（山本鉄太郎君） ３問目の白田浄水場の今後の計画、施政方針でも町長はうたわれているように、

今後この計画をどういうふうにするのかと、今からだよという形の面も見えましたけれども、これは大体昭

和40年前後に、全国的に浄水場がすべて各自治体やったような経緯があるわけですよ。それで今みんな耐用



年数が過ぎてどうしようという、そういうような関係、具体的な計画がありましたらちょっとお聞かせ願え

ますか。 

○議長（八代善行君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 具体的と言いますと、まず山本議員の第３問、白田浄水場の今後の計画についてお答

えいたします。 

  白田浄水場の具体的な事業計画は、現在まだ定まっておりません。しかし、平成19年度に水道料金の改定

をお願いいたした際に、白田浄水場等の更新事業の必要性が料金改定の主な理由であり、使用者の皆さんに

は既に負担をいただいておりますので、施設の整備に向け検討いたしておりますが、専門的知識が必要な半

世紀に一度の大事業であります。 

  また、景気動向の悪化により給水戸数及び使用水量は減少傾向となり、事業実施の可能性を検討すべき事

態となっております。そのためにも、来年度に予定している基本計画は今後の水道事業を運営していく上で

重要な内容を含んでいると考えます。 

  いずれも大事業となることが予想され、やり直しのきかない施設となりますので、また多額の資金も必要

となることから、水道事業が次の段階に移行していくためには、企業全体的に総体的な見直しをし、検討を

図り、具体的な事業計画を定めていく必要性があり、来年度に基本計画の策定を予定したものであります。 

  基本計画を策定する上で、白田浄水場計画は大きな要因を占めることとなりますので、施設の建設のみで

はなく、施設完成後の運営などハード・ソフト両面にわたる調査・検討を考えていますので、基本計画の策

定後には計画内容をお示しし、議会の皆さんに相談し、さらに検討してまいりたいと考えておりますので、

御理解いただきたいと思います。 

○議長（八代善行君） 山本議員。 

（１０番 山本鉄太郎君登壇） 

○１０番（山本鉄太郎君） これからだという形のものですけれども、この間私、ＮＨＫを見ていたんですよ。

ＮＨＫを見ていたら、こういうときに要するに民営化、浄水場の民営化のことをやって、横浜だかどこかの

会社が出ていました。こういうのも一つの手ではないかなと。要するに行革の一つとして。私はそれをちょ

っとメモしたんですけれども、メモ用紙をどこかへやっちゃったもので、あれば一番、ここでこうだよとい

う形が言えたんですけれども、そういうような会社も存在しているという形の上で、今後またそういうよう

な方針というかそういう施策も一つの手じゃないかと思いますので、課長には申しわけないけども、調べて

もらって調査をするなり、それくらいのパンフレットをもらってくるなり、そういうような点からして、一

応皆さんで御検討してもらいたいと思うんですよ。 



  そうすれば、一つ水道事業会計がなくなれば、私はすごい行革になると思いますけれどもね。その辺、ど

うですか。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今山本議員の点、これから検討していかなければなと考えております。 

  以前公設民営の方法で、建物は町がやって業務のほうは委託しようかということもちょっと検討していま

す。そこが中途半端になっております。今度は民間が建てて民間が運営していく、そういうこともプロポー

ザル方式、これは共立湊病院がこの方式でやろうと考えています。またこれを見ながら、今後いろいろとそ

ういう方法で、経費のかからない方向で検討していきたいと考えております。一つの提言として真摯に受け

とめたいと考えております。 

○議長（八代善行君） 税務課長。 

○税務課長（石原邦彦君） 申しわけございません。１問目で償却資産の、調定と申しましたが、課税標準額

と訂正させていただきます。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 以上で、山本議員の一般質問を終結いたします。 

  この際、10時35分まで休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時２４分 

 

再開 午前１０時３３分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 

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

 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（八代善行君） 次に、１番、内山議員の第１問、医療及び介護についてを許します。 

  内山議員。 

（１番 内山愼一君登壇） 

○１番（内山愼一君） おはようございます。 

  私は今日、質問を４問通告どおりしてありますけれども、まず回答については一問一答でお願いいたしま



す。 

  第１点目、医療及び介護についてということですけれども、この問題については、まず第１点目は東部総

合病院の存続について。これをお願いしたいと思っています。いずれについても、存続のことについて町長

から答弁をお願いいたします。 

  それから、第２点目については、介護事業所及び介護福祉士あるいはヘルパー等の資格試験、そういうも

のに助成策をしていただけるかどうか、その２点をまず質問いたします。 

○議長（八代善行君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第１問、医療及び介護についてにお答えいたします。２点の質問からなっ

ておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の東部総合病院の存続についてお答えいたします。 

  内山議員の御質問内容につきましては、施政方針の中で一部述べさせていただきましたので、重複する点

があるかと思いますが、これまでの経過を申し上げます。 

  昨年７月１日に、伊豆東部総合病院の運営母体であります医療法人社団康心会の理事長ほか役員が来町し、

外来については現行の診療科目で診療を継続するが、入院については下田市に移転を計画しているとの話が

ありました。10月29日に議長に同行をお願いし、茅ヶ崎市の医療法人社団康心会の本部を訪ね、入院を含め

た病院継続を要望したことは、12月定例会の行政報告の中で申し上げたとおりでございます。 

  その後、町の産業団体連絡会から現行での病院継続について要望書が出されましたので、本年１月14日に

産業団体連絡会長と議長に同行をお願いし、康心会の本部を訪ね、現行のままでの病院継続について要望し

てまいりました。 

  さらに、病院の存続は町民にとって非常に切実な問題であるとして、区長会の御尽力により町民の皆様

9,392人からの嘆願書が提出されましたので、３月４日、区長会の正副会長と議長ともども康心会の本部を

訪ね、現行のままでの病院継続をお願いしてきたところでございます。地域医療を預かる行政といたしまし

ては、入院機能を含めた病院存続を引き続き要望してまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いい

たします。 

  次に、２点目の、介護事業所及び介護福祉士資格制度等への助成についてお答えいたします。 

  まず、介護事業所への助成ですが、現在既設事業所への国県の補助制度等はございません。介護事業所の

事業収入である介護給付費がサービス受給者から１割、残りの９割が保険者である町から支払われている現

状において、町単独で新たな助成が必要とは考えておりません。 



  次に、介護福祉士資格制度等への助成についてですが、国の離職者対策として介護福祉士等就学資金貸付

制度はありますが、一般の人への助成はありません。また、個人が資格を取得することに対して町が助成す

ることは考えておりませんので、御理解をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 内山議員。 

（１番 内山愼一君登壇） 

○１番（内山愼一君） まず第１点の病院の存続についてですけれども、前回私、一般質問で今まで町長と議

長だけで陳情といったものについて、でき得れば区長会だとかあるいは産業団体、そういう住民の全体の組

織で行ったらどうかということで、それについては今のお答えで十分わかりました。しかし、存続するに当

たっては、この手を緩めては決してならないと思うんですね。そういう中で、やっぱり東部総合病院につい

ては病院の科目が内科、外科で合わせて５種目、それから実際には救急についても毎年30％の人たちが運ば

れているわけですね。 

  そういう中で、この病院が下田へ行ったというようなことになると、大変に厳しいものになるし、医療の

過疎の町になりかねません。そういう中で、私はここに存続するための活動ということについては、この間

新聞にも載っていましたけれども、東部総合病院、康心会の下田に移転する条件、理由というようなことは、

建物が最新化されていないというようなこと、建て替えなきゃいけない。それから下田に看護専門学校があ

って、それに人を集合したい。それともう一つは、下田市に土地を買い求めた、そういう要件があったわけ

ですね。これを移転させないためには、この条件をのむような覚悟、そういうことがやっぱり絶対必要だと

思うんですよ。 

  そういう中で、建物の改築するところについても、町が応分のものを考えていくようなこと、それから存

続をしていくに当たっても、ほかのところでも赤字のあったら、病院の経営赤字になればそれなりの費用を

負担する。そういう条件を持っていかなければ、なかなかはいというようなことは言わないと思うんですね。

そういう覚悟があるかどうか、これから運動していく上で、そういう覚悟があるかどうかということをお聞

きします。 

  それから、第２点目の介護等については、介護事業所の支援も、あるいは資格試験等についても個人のこ

とだということのお話をして、考えていないということですけれども、実際に今の介護の受け取り方につい

ても、デイサービスだとかあるいは家族が同居している場合については、そういうものの適用が保険で受け

られない、ヘルパーが利用できない、そういうことを訴える人がたくさんいます。 

  それから、実際介護の事業所についても、経営は大変に厳しい状況といいますか、実際運営するのに、今

のはやりじゃないですけれども、人を切っていかなきゃやり切れない。そういう中で、介護の事業所で働い

ている方も低賃金で働いております。実際に平均のものを考えたら、約20万円だそうですね。ほかの全業種



の平均給与が月30万円、それから比べると重労働の割には相当低くなっております。 

  そういう点で、高齢化がこれからどんどん進んでくるわけですね。今私どもの町が高齢化率が約30％です

から、今介護を受けている方が606人、これが2015年ぐらいには1,000人を超すようなことも予測されるよう

なことを言っています。 

  そういう中で、私はやはり先ほどの資格試験というようなことについても、できるだけやっぱりそういう

人材は必要なわけですから、それに町が費用を出していくことは非常に大事だと思うんですね。東京の練馬

区あたりでは、もう実際に介護福祉士の資格試験についてその受講料を払って、それからそれに増して資格

を取得する間の研修の時期、約６カ月間のお金を支給しているようなぐあいもあります。ほかの市町村でも

そういうところがどんどん出てきているようなことも言われておりますから、改めてもう一度そういうこと

も御検討してみる余地があるのかなと思います。 

  そういうことで、もう一度申しわけないけれども、今の介護事業所については、本当に実際になかなか大

変なぐあいでやっているようなところがあります。そういう中で、できるだけそういうようなことを含めて、

もう一度御答弁をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点目の東部総合病院でございます。 

  これは基本的には、今の現状のままの形で継続していきたいというのが原則でございます。その中で、引

き続き現状の入院施設を含めた形の中で町は要望していきたいと、そういう考えでおります。そういう中で、

今内山議員が条件闘争という言い方はおかしいけれども、その辺をどうかと言いましたが、基本的にはこれ

は民間の事業ということだけ頭の中に入れておいてもらいたいと思います。 

  仮にその方向をとると仮定したといたしまして、これは当然町だけじゃなく、区長会、また皆さん方と相

談しながらやらなければならないことで、今基本的には私は、現状の東部総合病院を残してほしい、こうい

うことはまだ一切頭の中には入っておらないということが現状でございます。 

  そういう中で、この一民間事業に関しましてそういう助成、町が応分の負担をしていいかとなると、私は

ちょっと今の段階では疑問に思っている中で、また今後の課題としてそういう課題ができたならば、それは

また議会の皆さん、また区長会の皆さんに相談しながらやっていきたいと思いますので、今現状ではそうい

うことは一切考えてはおらない中で現状の東部総合病院を存続してほしい、そういう強い決意で臨んでいき

たいと考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

  次の２点目の介護事業に関しまして、先ほど介護会社に関しましては、私は一切そういう助成は考えてお

りません。基本的にはさっき言ったように、町は一応９割方の負担をしております。そういう中で介護事業

者は当然その中で、もうけとか利益を追求している中で、労働条件の悪さは我々の耳に入ってきますけれど



も、その辺は基本的には会社が自助努力していただいた中でやっていくのが基本じゃないかと自分自身は考

えておりますので、介護事業者に対する助成、これは今考えておりません。 

  さらに、介護福祉士の制度、これは今内山議員から、サービスを受けられない人がいると初めて聞きまし

た。そういうものの実情をちょっとどのようなものか調査していきたいと考えております。そういう中で、

財政大変厳しい折でございます。財政豊かになればある程度この辺のことを考えていいかなと思いますけれ

ども、今内山議員が練馬区のことを言いましたもので、この辺はちょっと調査させていただきたいと思いま

すけれども、現状ではさっき言ったように、一切今のところはそういう考えはありませんので、御理解願い

たいと思います。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 内山議員。 

（１番 内山愼一君登壇） 

○１番（内山愼一君） まず、病院の存続のことなんですけれども、やはり現状の中で運動ということについ

ては、やはりなかなか難しい点が出てくると思うんですよ。私はもう一歩進めて、先ほどの存続のためには、

区長会だとかあるいは産業団体連絡会、そういうものの組織を中心にした新しい組織といいますか、そうい

うものを構築して、広く町民に呼びかけして、例えば赤い羽根の募金をやっているわけですね。あるいはい

ろいろ集会も開いたりしながら皆さんの御理解を賜って、寄付については存続の目標額を決めて、１件に幾

らぐらいおおむね、そういうものをしていただくというようなことを、その組織で住民のほうへ流してやっ

ていく。 

  本来は町が中心になればいいんですけれども、町は町税をとっているわけですから、なかなかそういうも

のはいかない部分があると思うんですね。だから、そういう組織をフォローした中で、存続の運動をもう一

度展開していくようなことが必要なのかなと。 

  私、ついこの間老人の集まりのところへ行ったんですけれども、実際に東部総合病院が残していただいて、

例えば介護の施設等が考えることができれば、個人的にも1,000万円ぐらいのお金は十分寄付いたしますよ

と、そういう力強い声もあったんですよね。だから、そういうふうなことを、今私の言ったのはちょっと飛

躍していますけれども、今の病院存続だけじゃなくて、介護の施設も一応あるようなことがあればというこ

とですけれども、そういうことも含めて考えて、やっぱり自治体もそれから今の新しい組織みたいなものを

つくって、もう一度康心会に条件を満たすようなことを考えていきながら、こういう折衝をしてみていくこ

とをお願いしたいと思っています。 

  それから、第２点の介護の関係ですけれども、これは事業所についてのものはなかなかできかねるという

ことがありましたけれども、前回の質問のときに財政的に余裕が出てくればそういうものの勘案を考えます



よということの話もあったから、私も希望を持って今回お話ししたわけですけれども、実際に新しい人材を

育成しなきゃいけないんですね。そういう中で、介護事業所が運営が苦しくて倒産してしまったら困るわけ

ですから、そういうものの援助、そういう補助金が無理であれば何かしらの形で考えていただくというよう

なこと。 

  それから、もう一つの資格試験については、ぜひほかの、今練馬区のほうでもやっていますから、ちょっ

と中身を見ていただいてそういうものもできれば検討していただけるように、町長の御答弁が欲しいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、東部総合病院のほうで、３月４日に区長会の正副会長に行っていただきました。

嘆願書を出したときに、東部総合病院の理事長また事務局長、初めてだということで、こんな熱心なことは

初めてだと、これは真摯に受けとめるとはっきり言っておりました。やはりある程度町の熱意というものが

通じたかなと考えております。そういう中で、なるべくいい方向ということでいきたいと考えております。 

  今、募金ですか、そういうことが内山議員から提案されましたもので、これもまた今後考えていくべきか

な。しかし、今現在ではとりあえず今のままで、一切何もしないでできるだけ町民の熱意とかそういう方向

で、今の存続をしていきたいということで要望をしていきたいと考えております。東部総合病院は３月のと

きは大変びっくりしておりましたよ。その中で九千何百、六十何％の方が署名したということは、やっぱり

それだけ大きな問題かなということは再認識していただいたことは確信しております。今後も引き続きある

程度町を挙げた中で、この存続についてはやっていきたいと考えておりますので、そのときはまた議会の皆

様、町民の皆様にはまた御支援と御協力、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  次に、２点目のことに関しましては、介護事業者に関して、内山議員は先ほど、自分が財政がよくなれば

ある程度考えようかという、自分自身その記憶がないもので、介護事業者に関しましては、先ほど何度も言

ったように自助努力の中でやっていただきたい、そういう考えでおります。 

  さらに、資格制度に関しましては、先ほども言った財政厳しき今の状況ではとても無理だと考えています

が、先ほどの練馬に関してはちょっと検討させていただいた中で、また今後どのような方向でいこうかとは

考えております。現状ではそのことは考えておりません。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 次に、第２問、風車建設に伴う諸問題についてを許します。 

  内山議員。 

（１番 内山愼一君登壇） 

○１番（内山愼一君） 第２問の、風車建設に伴う諸問題ということで、第１点目については、奈良本の天目



山の風車の試験運転再開を、町はどういうふうに調整したのかどうか。この間じゅう、説明会等もあったよ

うなこともお聞きしました。そういう中で、具体的にどういう調整をしたのか、その辺のところをお伺いい

たします。 

  それから、第２点目については、同じ風車でも稲取地区にできるですね。そこには掲示板のところに、こ

れも毎度おなじみの写真の風景ですけれども、そこにできる稲取三筋山へ風車建設にて、その後どうなって

いるのか。これも皆さん住民の関心だと思うものですから、その辺の御答弁をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第２問の、風車建設に伴う諸問題については、２点からの質問になってい

ますので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の、奈良本天目山の風車の試運転再開を、町はどう調整したかについてお答えいたします。 

  奈良本の天目山の風車関係については、現在、奈良本三井・大林自治会及び片倉橋自治会の両自治会と、

ＣＥＦいず熱川ウインドファーム株式会社との調整を図るため、町が間に入り三者会議を継続して行ってい

るところであります。 

  この三者会議につきましては、昨年の１月10日に最初の会議が開かれました。当時、自治会と事業者側と

の間で工事差し止めの仮処分を求める訴訟が起こされており、抗争中であったので、話し合いの場がなかっ

た状況でした。こうした中で、自治会及び事業者から何とか両者の話し合いの場を開いてもらえないかとい

う申し入れがあり、開かれたのが三者会議の始まりであります。 

  この席上の冒頭で、町の立場について、今後町はどのような立場をとるのか質問をされ、町としては風車

本格稼働前までに共通ルールづくりを進め、同じテーブルについてもらうような調整を図りたいという旨を

答えております。この趣旨に沿って、以後13回の三者会議と２回の全体説明会を開いております。 

  御質問の、試験運転再開に向けてどう調整したかということですが、昨年の10月に入ってからの三者会議

の議題として、風車運転再開に向けての全体説明会の開催が話し合われたほか、12月21日の全体説明会で、

事故の報告、騒音に関すること、試験運転及び復旧方法についての説明がなされました。 

  その後、本年１月19日の三者会議では、全体説明会後の継続的な話し合いに関する確認や、事業者から試

験運転再開に向けての説明がなされました。また、自治会からの試験運転再開をする前に、再度の全体説明

会を開き、運転再開の方法とスケジュールについて説明をするよう要請がありました。この話し合いの内容

を踏まえまして、２月３日に２回目の全体説明会が開催され、事業者から自治会住民に対し、試験運転再開

に関する説明がなされました。 



  ２月19日の三者会議では、試験運転再開による騒音測定と低周波に関する測定を行い、そのデータを自治

会に提示することとされました。さらに、２月27日の三者会議では、風車復旧のスケジュールの変更につい

て及び騒音測定等の方法についての話し合いがなされました。 

  このように、町といたしましては随時三者会議を開催し、協議及び調整を行っております。この問題を解

決するためには両者が同じテーブルにつき、話し合いによって少しずつでも譲り合い、また理解し合うこと

以外には方法がないと思いますので、今後も三者会議を継続して行うことによって、問題の解決を図ってま

いりたいと考えております。 

  次に、２点目の、稲取三筋山への風車建設のその後の経過はについてお答えいたします。 

  三筋山周辺への風力発電所建設事業につきましては、事業者である東京電力株式会社及び株式会社ユーラ

スエナジージャパンの両社が、工事着手に向けてまずは搬入路建設に必要な許認可手続を実施中であるとの

ことであります。現在、林地開発許可のほかに、東京電力サイドの国有及び民有保安林指定解除等の手続に

ついても、関係各所と協議中だということであります。また、ユーラスエナジー社においては、既に風車基

礎設計のためのボーリング調査を実施済みであり、東京電力においては現在実施中です。 

  なお、関係地権者との契約、協定締結等に必要な事業面積確定のための用地測量をあわせて実施中である

とのことですが、事業着手に向けて諸手続を重ね、順調に進んでいるとのことでありますので御理解くださ

い。 

○議長（八代善行君） 内山議員。 

（１番 内山愼一君登壇） 

○１番（内山愼一君） まず、奈良本の関係ですけれども、これは2009年４月に落雷の事故で羽が破損して、

10基のうち２基が破損したわけですね。それで事業者のほうは10基がそろった時点で試運転を再開したいと

いうことで、今町長が述べられたようなことを何回かやって、そういう調整運転をちゃんとやっていく中で

はデータも出しますよというようなことの話をしていたわけですけれども、そういうものが実際に対策等を

含めて出してくれるのかどうか、それをまず一つ確認したいことと、それから、話し合いの中で、これは朝

日新聞の静岡版に２月５日に載っていたんですけれども、話し合いの中では同社が運転中の苦情を受け付け

るほか、騒音に耐えられない住民の避難先を町側が探すことを条件に運転を再開と、騒音調整を実施すると

いうようなことが書いてあったんですね。 

  もう一度言いますと、話し合いでは、同社が試験運転中の苦情を受け付けるほか、騒音に耐えられない住

民の避難先を町側が探すことを条件に、運転再開と騒音調整を実施するというようなことになったというよ

うなことですけれども、それが実際にそういう解釈してよろしいのかどうか、それをまず１点、伺います。 

  それから、２点目のほうの稲取の関係ですけれども、これは最終的に21基でしたかね、何基でしたか、こ



の間の中では風車については河津側に立てるということであったんですけれども、そのうちに稲取地区とい

いますか、東伊豆側に９月議会では町有地に３基、それから国有地に５基、そういうものが建設されるよう

な可能性があるというような回答ですね。３基と５基が建設する可能性があると。そのことについては実際

にまたそうなっているのか、事実関係をひとつ聞きたいです。 

  それから、これが順調にいっているということですけれども、建設が実行されたとき、町に入る固定資産

税、そういうものが幾ら見込めるのかどうか、その辺のところもおおむね幾らになるのかどうか伺いたいと

思っています。これは奈良本についてもまた後ほどの質問でしますけれども、同じように当然入ってくるわ

けですから、その辺のところも住民サイドにもわかるようにしてもらいたいと思っています。 

  それから、いずれにしても私は、稲取の三筋山保存の声ということは自然の貴重な財産ですから、できれ

ば今度そこに、今パネルがありますけれども、そこのところの景観に風車ができるようなことはなかなか、

まだまだ気持ちの中では賛成もなかなかできかねるところもあります。 

  奈良本の風車を見ても、白田の前川さんの付近から見ると、なかなか人工物が突然見えてちょっと異様な

感じがします。そういうことにできればならないように、ましてや住民の稲取の場合でも、一大観光地のゴ

ルフ場とかバイオパークがありますし、付近に住民も住んでいるところもあります。改めてまた東京電力だ

とか事業者に、どうせ立てるのであれば三筋山があって、もっと奥山に立てるようなことを、できれば行政

指導をしてほしいような気持ちもあります。なかなか実際に済んだものを壊すということは大変だと思って

いますけれども、そういうものを考えていただきたいということで思いますけれども、いかがですか。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） １点目の天目山につきましては、ほとんど課長が出ておりますので、私が答弁するよ

りも課長が答弁したほうがいいと思います。天目山につきましては、課長に答弁させます。 

  ２点目の稲取に関しましては、これがほとんど稲取の場合にはそういう厳しいことはありません。これは

河津です、はっきり言って。今言ったように、町にといっても３基か４基ぐらいなものです。そういう中で、

それもほとんど国有林の中の、基本的には一応町有地であっても国のそういうことで、ほとんどはもうただ

町だけではなく国の保安林なもので、もうほとんど国の名義という言い方はおかしいけれども、その中で町

有地があるというだけでありまして、厳しいことははっきり言いません。河津がもう積極的にこれをやろう

という中で、河津と東電さんは、これは想像ですけれども結構話をしている中で、今この東伊豆町の現状を

言った中で、一応言うことは言いますけれども、それは多分難しいかなということは今考えております。一

応議会からこういう要望がありましたよということは、それは河津町さんにも東電さんにもそういう旨のこ

とはお伝えいたします。 

  あともう１点、奥山にと、この辺は言いますよ、この辺はね。今内山議員が言ったようなことは河津町さ



んというか東電さんに、一応こういう提案が言われたけどと。その趣旨に沿ってもらいたいと言うけれども、

ここではっきりと東電さんがやりますと、そんなことは言わないと考えますもので、こういうことが言われ

ましたよということは、東電さんと河津町さんには言います。さらに、固定資産税の関係、まだ今言ったよ

うに測量図面ができなければ本当に何基かということもわかりませんもので、その辺がちょっと今、回答で

きないということは御理解願いたいと思います。 

○議長（八代善行君） 建設産業課長。 

○建設産業課長（上嶋智幸君） 私のほうから１点目の関係につきまして、答弁をさせていただきます。 

  まず１点目の対策をどうするかと、こういうのはどうなっているのかと、こういう御質問がありましたの

で、それに対してまず１つお答えしたいですが、私、昨年の４月にこの課へ参ったわけですけれども、そこ

から三者会議に出たと。こういうことの中で、当初は両者とも相入れないと、それぞれの考えを主張する単

なる三者会議は場であったと、こういうような状況であったわけでございます。 

  その後、10月ごろから何度か会議を続ける中で、ようやく話し合いの場ができてきたのかなと、こういう

ふうに思いました。その中で、業者としては何らかの手を打っていきたいと、こういう発言があったわけで

すけれども、住民側からは具体的なことを示せと、こういうような内容がございまして、業者のほうも検討

したようでございます。 

  年明けには業者のほうから、７号基、８号基、10号基のこの３基については出力の調整を行いたいと、初

めて具体的な内容が出てまいりました。これらを踏まえて１回目の説明会も開かれたわけでございますけれ

ども、現在そういうことの中で、対策というのは、７、８、10号基についての出力を40％落とすということ

で、これは毎日ではございませんけれども、強風が吹いたときの零時から午前４時までの４時間を制御する

と、こういうようなことで今やっております。今後それがどうなるかということについては、また三者会議

の中で話し合われるのかなと思っております。 

  それから、２点目の、運転の被害を受けていると言っている方々が、耐えられないと言っているような方々

の避難先の関係でございますが、私も新聞を見て、えーっと実は思ったんですけれども、私たちは町が探す

ということは言っておりません。それは業者にあくまでもお願いをして探してもらうわけでございますけれ

ども、新聞を見たとき町が探すというから、あれっと、言っていないのになと、こういうふうな感じを受け

ました。 

  それは別といたしまして、場所については実際に業者にうちのほうから指導をしまして、探せよと、こう

いうことの中で、奈良本のそこの場所から若干離れておりますところにアパートを探していただきました。

しかしながら、被害を受けているとおっしゃっている方々につきましてはなかなか、犬を飼っておりまして、

犬をほうっておいては行かれないと、こういうような事情がありまして、何とかほかの場所を探してくれと



いうようなこともありましたけれども、それについてはどこの場所を言っても、なかなか犬を入れてくれる

というアパートが見つからないと、こういうことでございました。 

  また、実際にひどくて役場へ電話があったときに、うちのほうの職員がそこへ移動して借りてあるからく

ださいよと、こういうような話をしてやりましたけれども、何かデマがありまして、そこのアパートを借り

ると、そこのアパートでは何か変なことがあって怖いというようなデマがありまして、嫌だという人まで出

てきまして、なかなかうまくいかなかったと。こういうことの中で、現在また別のところを探してくれと、

こういうような要請もしておりますので、そこは御理解いただきたいと思います。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今の避難先のアパートの件に関して、これは今課長が言ったように、町は一切あっせ

んしないということは確認していただきたいと思います。あくまでも事業者側がやったという話で。そうい

う中で、先ほどの一日町長室で、この件について来ました。やっぱり事業者があっせんしたアパートに関し

ては、あらぬうわさがあると。それを確認した中で、家主さんは絶対そんなことはないから、分譲地の方に

ちょっとその辺は強く抗議してほしいということは言われました。そういうことだけはあと１点申し上げて、

そういう中で、一日町長室が来ましたもので、その方には町がある程度空き店舗みたいなところがあるもの

で、こういうところがありますよということは言いました。町がやったのはそれだけです。一日町長室に来

た方に、今の事業者からあっせんした場所はあらぬうわさがあるもので、住めないということを言われた中

で、町がちょっとあっせんしてくれと言われたもので、その人に関しましては、町は空き店舗でこういうと

ころがありますよということは紹介しました。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 内山議員。 

（１番 内山愼一君登壇） 

○１番（内山愼一君） 奈良本の風車の関係は今、風を40％、零時から４時ごろまで落とすとか、それからも

う一つは、私は住民の避難先を町側が探すということは、非常に前へ進んだなと、そういうふうに考えたわ

けです。それで事実関係を今ただしたわけですけれども、これは業者にあっせん先を探させるということで

理解をいたしました。ぜひそういう調整は今後もしてもらいたいと思っています。 

  それで、やはり今、全国的に風車の立っているところの近所の住民の方から、頭痛だとかめまい、それか

ら体調不良を訴えていることが増えているわけですね。私どもの町だけでなくて、愛知県の田原市、それか

ら豊橋だとかあるいは兵庫県の淡路市、そういうところがそういうケースの報告を受けているような状況。

原因についてはまだ、何度もやりとりもして原因は究明されていないということですけれども、実際に風車

が建設された後にそういう現象が起こるということで、環境省が調査に乗り出したことが記事にありました。



これも朝日新聞の幾日かの記事だったわけですけれども、そういうことがあります。 

  そういう点で、私は毎度毎度言っていますけれども、町があらかじめ体調不良を起こした方の診療費の負

担を例えば若干してあげるとか、あるいはお医者さんを定期的な検査をしていくふうな状況をつくるとか、

あるいは実際に住んでいる方の中では別荘地が下落をして、実際にどこかへ引っ越したいんだけど、売るに

も売れない、地価が下がっているようなことも聞いております。そういう中で固定資産税の評価替えをして

いただいて、固定資産税を少しでも安くしてほしいというような、そういうものの要望も伺っております。

そういうことについて再度考えることができるのかどうか伺います。 

  先ほど、稲取の関係の風車の固定資産税もちょっと伺ってませんけれども、奈良本について実際にもう確

定をして風車が回っている、今試験運転ですけれども、そういう状況ですから、その固定資産税が幾ら入る

のか、私はそういうものを原資にして考えていく、原資にして先ほど言ったような保護政策をとっていくと

いいますか、そういうことが必要かと思います。 

  それと、たびたび申し上げているように、やっぱり事業者にも責任の一端があると思うんですよ。そうい

う中で、やはり業者にも基金だとかそういうものを積み立てをさせる、そういうものの要望を、また再度町

がしていく必要があるのかなと。それで実際にそれを使用しなかったら返せばいいんですから。そういう不

慮の事故に遭ったとき、そういうものの備えをぜひやってほしいと思いますけれども、その回答をお願いし

ます。 

  だから、固定資産税等のいろいろの減免だとかそういうものの再考、それから固定資産税、原資になると

思われる風車の固定資産税が幾ら見込めるのか。それから事業者にも責任がありますから、一端があるわけ

ですから、基金だとか不慮の事故の場合だとか、不測の事態に合わせた格好の中の基金を、もう一度積み立

てていただくようなこと。これで不測が起きなければまた返還するようなことでよろしいわけですから、そ

れをお願いします。 

  それから、稲取については町長のほうで、奥山のほうに行くようなことの指導も、実際には可能かどうか

ということは疑問があるにしても、河津の町長にもそれから事業者にもお話しするということであります。

そういう点で、できるだけ見苦しくないような格好で風車を建設をしていくような形になればいいのかどう

か。 

  先ほど質問の中で、回答が漏れたかと思いましたけれども、もう一度確認しますけれども、町有地３基で、

それから国有地に５基ができるのかどうか、その辺をもう一度確実にお話しをしてください。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず天目に関する、分譲地の方が仮に医者へ通院した場合の町の助成、これは考えて

おりません。それだけはここで明言しておきたいと思います。さらに、健康状態に関しましては、今、福祉



センターで月１回分譲地の方々が通っております。そういう中で、血圧とかいろんな面で分譲地の方々の健

康相談には乗っております。 

  それで、ちょっとやっぱり一番困るのは、保健師さんたちに誘導尋問的なことで、例えばなった場合、こ

れが風力の関係じゃないか、そういう誘導尋問的なことを言われますと困るもので、あくまでも基本的には

保健師さんには血圧とかそういう機械的なことで、ある程度原因は何だとかそういうことは聞かないでほし

いと思います。その点は、やはり保健師さんたちも大変苦慮しておりまして、町長、どのように対応したら

いいですかなんて言ってきますもので、あくまでも測定、それだけにしていただきたいと思います。これが

何の原因だとか、そういうことは一切聞いてもらうと保健師さんも困るので、その辺はまた健康診断に行く

方はある程度わかっていただきたいと。町といたしましては何もしていないではなくて、月１回福祉センタ

ーに来ていただきまして、分譲地の方々たちの健康診断、これはやっていることだけは理解していただきた

いと思います。 

  そして、２点目に関しましての固定資産税、これはまた担当課長よりいたさせます。 

  それと、稲取の景観、これは私は河津の町長と東電さんには言いますけれども、これをのんでもらうのは

厳しいかなということは今考えております。ただ、一応内山議員からこういう提案がありましたもので、少

し考えてくださいませんかということは言いますけれども、それが絶対ではないことだけは理解していただ

きたいと思います。 

  この間、内山議員がやっていただきましたこの絵ですか、これは当町の計画案なもので、これと多少また

違ってくるんじゃないかと自分自身は考えておりますもんで、また理解していただきたいと思います。 

  あと、担当課長より説明させます。 

○議長（八代善行君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（田村正幸君） それでは、固定資産税の関係につきましては、以前税務課長をしておりまし

たときに私のほうで調査をした関係がございますので、隣に税務課長おりますが、私のほうから御答弁をさ

せていただきます。 

  まず、現在の熱川地区の風車につきましては、１月１日現在が固定資産税の課税の時期ということになり

ますので、賦課期日ということでいきますと、まだ事業の用に供していなかったということで、21年度の課

税はできません。それで、１基当たりのおおむねの、低くこれは見積もった中でございますが、税額で200

万円ほど。ただ、これに機械、装置という償却資産としての原価償却をしていくことになる関係があります

ので、これに工事に要する、設備に要する費用が上乗せされる関係がありますので、申告がなされませんと

実際の理論上の簿価というものが明確には出てまいりませんが、おおむね200万円程度というように考えて

おります。 



  それから、あともう１点は三筋山周辺の関係につきまして、先ほど町有地、町有地というふうに議員おっ

しゃっておりますが、これは国有林内、東伊豆町の区域に入りますが、町有地ではなく、国有林内というふ

うに御理解いただきたいと思います。これは３基建設の計画が立っております。現在測量をしておりますの

で、その測量が確定しませんと、実際に河津町側に入るのか東伊豆町側に入るのかというものは、明確には

できてはまいりません。 

  三筋山の関係、ユーラスエナジーさんは、ほとんど10基が河津町側、東京電力さんにつきましては３基が

東伊豆町側で、あとが河津町側に入ろうかと思います。償却資産の関係につきましては２町にまたがる関係

がありますので、まだ明確には判明しませんが、場合によっては県知事配分ということも考えられますので、

御承知おきをいただきたいと考えております。 

○議長（八代善行君） 税務課長。 

○税務課長（石原邦彦君） 議員お尋ねの評価ですが、今年平成21年度が評価替えの年でありますが、不動産

鑑定士による土地の下落率を勘案いたしまして、固定資産税を算出いたします。ただ、土地、風が強いとか

公害認定されていない等の内容で、それによって減額ということはあり得ませんので、御理解をお願いいた

します。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） １点、固定資産税の減免という話ですけれども、これは町は一切考えておりません。

それだけ言っておきます。 

○議長（八代善行君） 第３問、経済対策についてを許します。 

  内山議員。 

（１番 内山愼一君登壇） 

○１番（内山愼一君） 第１点目は、次年度事業予算に見込んだものの経済効果といいますか、それをどう考

えるかどうか、それをお聞かせ願いたいと思っています。 

  第２点目は、城東地区の温泉場の状況がなかなか厳しいというか、そういう中で活性化のための支援を実

際できるのかどうか、その点をお聞きします。 

  それから、第３点目については、これからの経済対策をどう推し進めていくのか。未曾有の100年に一遍

の経済危機ですから、そういうもののやり方を町としてどういうふうに考えるのか、その辺をお伺いいたし

ます。 

○議長（八代善行君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 



○町長（太田長八君） 内山議員の第３問、緊急経済対策については、３点からの質問となっておりますので、

順次お答えいたします。 

  まず、１点目、次年度予算で見込んだ経済対策の効果をどう考えるかについてお答えいたします。 

  平成21年度の新たな経済対策として、経済対策資金利子補給制度の実施と商工会事業になりますが、特別

地域商品券の発行、さらに観光関係では町観光協会で緊急誘客対策事業を実施する予定をしております。こ

の３つの緊急経済対策の効果でありますが、まず経済対策利子補給制度では、経済の変動による経営環境の

悪化が予想される中小・零細企業等を支援するため、国の原材料価格高騰対応等保証、いわゆるセーフティ

ーネット貸付を利用された資金に対しての利子補給で、限度額2,000万円とし、１％の利子補給を３年間実

施するものであり、事業者には多少なりとも経営の安定化が図られるものと考えております。 

  次に、特別地域商品券についてですが、昨年はプレミアム分10％で実施いたしましたが、新年度につきま

しては定額給付金の支給時期に合わせ、プレミアム分20％で販売する計画をしております。500円の商品券

12枚を１冊とし、１冊5,000円で6,000冊を販売いたします。購入限度額は１世帯３万円とし、多くの町民が

購入できるよう考えておりますので、消費拡大や町内経済の活性化につながるものと考えております。 

  次に、町の観光協会が実施する緊急誘客対策事業ですが、総額1,000万円の緊急誘客対策ということで、

現在、町観光協会が事業内容の検討を進めております。効果につきましては、観光協会員が一丸となってこ

の事業に取り組むことにより、大きな効果が出るものと期待しているところであります。 

  次に、２点目の、城東地区の温泉場の活性化のための支援策を考えているかについてお答えいたします。 

  12月定例会でも内山議員の御質問にお答えをしておりますが、温泉場の活性化につきましては城東地区だ

けでなく、稲取地区においても全国総観光地化や、原油価格の不安定化、世界同時不況等により、経済状況

が大変厳しくなっていることは事実と考えております。 

  １点目でお答えしましたが、緊急的な誘客対策といたしましては、緊急誘客対策事業の実施により、町内

温泉場の活性化につながればと思っております。今後さらに観光関係者から誘客対策、誘客宣伝等について

提案がなされれば、検討をしていきたいと考えております。 

  次に、３点目、これからの経済対策をどのように進めるのかについてお答えいたします。 

  緊急経済対策では、１点目、２点目にお答えしたとおりでありますが、これからの経済対策につきまして

は、商工会や町の観光協会等の関係団体と協議を重ね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（八代善行君） 内山議員。 

（１番 内山愼一君登壇） 

○１番（内山愼一君） まず第１点目の経済効果ですね、その関係で、私は今、町長がお話ししたようなこと



には賛成をできると思います。前回、私の一般質問のことを全面的に取り入れてくださったことは、議員の

個人としてもありがたいことだし、住民の一人としても、このような緊急性に富むものをやってもらったこ

とについては十分感謝します。商品券の事業、それから利子補給の関係、それから誘客対策としての商品券、

そういうものをやっていただいたということで。 

  それで私、１つ難を言うと、利子補給のことについては、ちょっと前にも商工会等にもお話ししたんです

けれども、セーフティーネットの融資、これが約今23億円ぐらいの融資をしたそうです。各金融機関を当た

ってですね。それに１％の支給をすると、３年間ですね、約1,300万円、そういうお金になるわけですね。

私が難を言っているのは、今度の融資については、大半は実際各企業が従来のお金を借りている分の借りか

えと言いますかね。例えば政府の保証が20％保証されたから、800万円あった残高に200万円上乗せして1,000

万円借りたとか、あるいはもう少し上乗せして、300万円上乗せして、1,100万円にしたとか、そういう状況

がかなりあると思うんですね。 

  それで、私は手元にそこのものにみんなお金が入ってくるようなお金が、実際には借りかえの分の中で、

幾ら利子補給しなきゃならない分があるということはわかりません、確かにね。そういうことで、もう１つ、

運転資金になったというようなことのお話ですけれども、実際には借りかえですから、一部のお金が手元に

入るだけですから、そういうお金が実際運転資金として考えていたものが仕入れの資金に回らないとか、あ

るいは人件費に回らないというようなことがあったと思うんですね。そういうことも十分頭の中に入れてや

っていただければなということの考え方をしたわけですけれども、既存のものに全部やっていくのは果たし

てどうかなと。100％のものでなければ500万円程度で済んだのかなと。それで別のものを別の形で、町長の

ほうで施策的にやりたいものに対策を講じたほうがよかったのかな、そんなふうに受け取っています。まず

第１点目ですね。 

  それから、城東地区のほうについては、何度も私言っていますけれども、この間のいろんな問題になった

雛の歌は、永井裕子さんがやっているわけですけれども、キングレコードから話があったということで、こ

れもやった以上はみんなで協力していかなきゃいけないと思っています。しかし、私はいや、これは稲取地

区の応援歌に近いのかなと、そんなふうに受け取っているもので、やっぱり城東のほうが相当悪くなってい

るというようなことで、文化祭だとかそういうものと合わせて、そういうものにちなんだような格好で何か

施策がないのかどうか。協会だとか旅館組合とも話をして、できれば懇談会等を設けてそういうものをやっ

てもらいたいと思っています。 

  先ほどの誘客対策の宿泊券だとか商品券についても、当然熱川地区のほうにも回ってくると思いますから、

もう少し力を入れていただいたらというようなことで考えております。 

  それから、第３点目のこれからの経済対策をどう進めるかということですけれども、これは私、議会に立



つたびに言っているわけですけれども、やっぱりこれは町の産業団体連絡会、そういう組織があるわけです

から、そこらのものへ十分配慮していくことと、それからやっぱりもともとの各団体の組織、そういうもの

にいろいろ議論していただいて、そういう要望を産業団体連絡会、農協と漁協と観光協会、商工会で構成し

て、町がオブザーバーとして入っているわけですから、そういうものに絶えず持ち込んでくるルール、そう

いうものをつくっていくようなことだと思うんですよ。 

  それから産業団体には首長会議も事務局の会議もありますから、そういうところで取り上げて、各業界へ

いま一度取り上げてまとめたものをフィードバックして、各業界団体へやっていくようなこと、そういうも

のを機能を徹底することが必要だと思うんですね。今までなかなかその機能が動いていないというか、特に

この場合は幹部職員、商工会だとかあるいは役場の幹部職員について研修を十分させる、あるいは先進地を

視察させる、そういう人材も当然育成をしていかなきゃならないと思うんですね。そんなことで、その辺の

ところを取り上げる関係があるのかどうか。 

  それからもう１点は、私、前の町長のときだったんですけれども、今度未曾有の100年に一遍の経済危機

等に、あのときと同じように、前回は竹中さんの不良債権のとき、町がプロジェクトチームをつくって商工

会のほうと幹部と、それから町の幹部と、経済のプロジェクトチームをつくって、先ほど町長のほうで施策

をやっていただいた商品券の事業だとか、あるいは利子補給の関係、それから住宅のリフォームの制度、そ

ういうものを実際にそこでまとめ上げて、時の町長、現在は太田町長ですけれども、そういうもので実行し

ていただいている。そういうことがやっぱり必要だと思うんですね。産業団体あるいは危機が100年に一遍

ということですから、もう少し強力なものにするんであれば、具体的にしていくためにはそういうものをつ

くる。 

  それから、当然専門家等のアドバイスも必要ですから、専門家も入れた格好の中でそういうものを構築し

ていくようなつもりがあるかどうか、それをお聞きいたします。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、利子補給についてでございますが、内山議員も提案されました。基本的には町

だけではない、金融機関があるということだけは頭に入れてもらいたい。幾らやりたくても、金融機関のほ

うがノーと言えばそれまでですから。その辺だけは、一応そういうことも内山議員が言われたことも検討い

たしました。その中で、今回2,000万円の１％ですか、こういう利子補給をするということになっただけは

理解していただきたいと思いますし、やっぱり内山議員の言うようなことは一応検討したということだけは

理解していただきたいと思います。 

  そしてさらに、永井裕子は３月３日ミニコンサート、本当に町民の皆さんにも協力していただきまして、

本当に盛大にミニコンサートが開催されました。500名近くの方が来ていただきました。これは町民の方に



この場を借りて厚く御礼申し上げたいと思います。 

  そういう中で、今内山議員は、これは稲取がメーンじゃないかと言いましたけれども、確かに歌はそうで

すけれども、東伊豆６温泉郷を挙げてこの歌を歌っていこうということにしております。そういう中で熱川

温泉もこれを積極的に売りながらやっていこうという中で、基本的には一回提案されたのは静岡県の、東京

に出先機関があるんですよね、この観光に対する。それにこのやつも置いたらどうかということで、熱川温

泉からのそういう提案も受けております。望郷岬は基本的には東伊豆全体の歌ということは認識しておりま

すし、６温泉郷の方もそういうふうに考えておりますもので、その辺は理解していただきたいと思います。 

  ３点目の、今後の景気対策、そういう中で産業団体連絡協議会、これは私、大変重要なファクターになる

と考えております。と申しますのは、昨年11月に夢市場ですか、これは大変成功したと自分自身は考えてい

ます。また、今後そういう力を利用しながら、このまちづくりとか、そういう町の活性化についてはやって

いきたいと考えていますもので、その辺は内山議員と考えを同じにするものでございますし、職員の研修に

つきましても、これは先ほどの施政方針の中で申しました今回のそういう研修とかというようなことは、積

極的に行くような予算編成も多少はとったつもりでおりますもんで、その辺はやっていきたいと考えており

ます。 

  プロジェクトの関係でございますが、それは今後の対応といたしまして、今後ますますそういう景気、当

然景気低迷が見込まれる中で、さらに景気低迷、それは一つの考えとしてまた検討する余地は自分自身ある

と考えておりますもんで、それはちょっと検討させていただきたいと思います。 

○議長（八代善行君） 内山議員。 

（１番 内山愼一君登壇） 

○１番（内山愼一君） 経済効果については、いろいろお話がありました。 

  もう１つ私はこの緊急対策で、今町長のほうでせっかくやったことが述べられなかったこと、それをちょ

っとお話ししますと、公共事業、それが実際に前倒しされているわけですよ。これは国の臨時交付金といい

ますか、そういうもので、一次予算、二次予算の中でお金をいただいて、先ほど総務課長がお話ししたよう

に、80％、90％の補助率というか、そういうものでやっていくんですね。だから、稲小の体育館の簡易耐震

工事についても、熱川の防水工事、それから町営住宅、それから図書館の改修工事、こういうものについて

は、合計で３億1,940万円ですか、この工事高なんですね。それこそ今の不況の建設の関連業者は、神様が

与えてくれた景気対策なのかなと。それこそ町にもあるいは国県にもお礼を言っていると思います。 

  これを私は、あくまでも地元を最優先して、ここに支店登記をしないとかそういう皆さんについては、も

っと言えば、ここでは地元の町内の景気を大事にしなきゃいけないから、ちょっと遠慮してくれというぐら

いの、町内を優先するような形で、建設関連業者を応援していただけるようなことで、経済効果が、町とし



ての効果が出てくるのかなと。それをちょっとお伺いします。 

  それから、城東地区については、十分聞きましたから御返答は要りません。 

  それから、経済対策についても一応産業団体連絡会、それからプロジェクトについても御検討してくれる

ということですから、それについても御回答は要りません。 

  一番初めの関係の分だけちょっとお話をしてください。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、内山議員が言ったように、これは本当にこれも一つの緊急経済対策でございます。

そういう中で、これは国がこういう補正を組んだ中で、公共事業の前倒しということでやった中で、本当に

町は大変長年の懸案事項でありましたものが、これによってできたことは大変感謝するところでございます。 

  そういう中で地元企業ということ、基本的にはすべて仕事に関しましては地元企業優先、これは自分自身

考えは変わりません。しかし、法にのっとった中で、法でできないところはこれは地元の業者ができないと

ころは、やむを得ないかなと思っておりますけれども、原則的には地元業者を優先する、この考えは変わっ

ておりませんので御理解願いたいと思います。 

○議長（八代善行君） 次に、第４問、子育て支援及び労働者の支援についてを許します。 

  内山議員。 

（１番 内山愼一君登壇） 

○１番（内山愼一君） それでは第４問の、まず幼稚園への給食アンケートを実施したが、結果をどう考えて

いるのかどうか、その辺のことを御答弁を願います。 

  それから、第２点目は、幼稚園への給食調査の結果によって、給食の実施を再検討できないかどうか。 

  それから、もう１点は、失業者あるいは低所得者層への支援、そういうことを考えていることはないのか

どうか。実際に突然解雇されたりあるいは仕事が少なくなっているような状況があります。そういう人たち

の対応をどうしているのかどうか、それをお聞きいたします。 

○議長（八代善行君） 第４問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第４問、子育て支援及び労働者への支援については、３点からの質問にな

っております。１点目、２点目は幼稚園の給食関係なので、教育長に答弁させます。順不同になりますが、

３点目を答弁させていただきますので御承知ください。お願いいたします。 

  ３点目の、失業者や低所得者層への支援を考えることはできないかについてお答えいたします。 

  まず、失業者への支援策ですが、今のところの観光業や商工業等からの失業者は出ていないようでありま



すが、今後の景気後退に伴う雇用環境の悪化により失業者が出るようであれば、国の緊急雇用対策事業等を

活用した支援策を検討していきたいと考えております。 

  次に、低所得者への支援ですが、現行での主な支援制度には、生活が苦しく困っている方を支援する生活

保護制度、さらには児童生徒がいる世帯には義務教育を円滑に実施することができるよう、学用品や給食費

など一定の援助を行う要保護・準要保護児童生徒就学援助制度があります。また、国民健康保険の被保険者

並びに後期高齢者医療被保険者につきましても、低所得者層に対する保険税等の負担を軽減する制度等がご

ざいます。 

  このような低所得者に対する支援制度を利用して、少しでも生活安定を図っていきたいと考えております。

現時点での新たな支援策等は考えておりませんので、御理解をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 教育長。 

（教育長 飯田伊三男君登壇） 

○教育長（飯田伊三男君） １点目の、幼稚園への給食アンケートを実施したが、結果をどう考えているかに

ついてお答えします。 

  幼稚園保護者への給食アンケートは昨年の12月に実施し、217名の保護者のうち200名の方から御意見をい

ただきました。貴重な御意見が多数ありましたので、その中でも多かったものをまとめ、園児を通して保護

者にお返しいたしました。 

  弁当と幼稚園給食のよい点や心配な点の御意見の中には、我が子の健やかな成長を願うものが多く、親の

愛情の深さが伝わってきました。アンケートを精査した上からも、あえて幼稚園給食は実施しなくてもよい

と考えますので、御理解いただきたいと思います。 

  ２点目の、幼稚園への給食実施を検討できないかについてお答えいたします。 

  幼稚園給食につきましては、内山議員より平成20年の３月議会、６月議会、９月議会の３度にわたる御質

問があり、その都度、町長は愛情弁当にしたい旨を回答してきました。教育委員会としましても、今までど

おり親子の愛情・触れ合いを大切にする愛情弁当でいきたいと考えておりますので、御理解ください。 

○議長（八代善行君） 内山議員。 

（１番 内山愼一君登壇） 

○１番（内山愼一君） 幼稚園の給食アンケートの関係ですけれども、教育長の答弁は主観論というか主観的

な見方で客観性がないかなと、そんなふうに受け取れます。実際にこれは調査の方法が、給食に例えば具体

的にしてほしい、あるいは弁当を続けてほしい、そういう二者択一の回答にすれば、もっと鮮明にわかった

と思うんですよ。それが、保護者から複数の意見を求めて回答するようなことで、あいまいさが出ている。 

  しかし私は、この調査は、今の教育長の答弁と全く逆さまだと思うんですよ。というのは、この調査を分



析すれば、保護者の回答については217人のうちに稲取が94名、城東が106名で合計200名、92％の方が複数

回答で弁当のよい点あるいは心配な点、同じように給食のよい点、心配な点を記入していただいたわけです

ね。そういう中で主だったものを考えると、弁当のよい点については、合計で223の記入があったんですよ。

そのうちに主だったものですよ、愛情が与えられるということが69、それから好物を食べさせることができ

るが26、それから、食べるぐあいで健康状態がわかるが23、これが主だったものです。 

  それから、給食のよい点については357の記入があって、まず主だったものについては給食のバランスが

とれる、これが106、それから好き嫌いがなくなる84、それからいつも温かいものが食べられるが54、つく

る負担が減るが37、平等の食事がとれる29、早期に配膳を覚える22、そういう、弁当のよい点が223の記入

しかないのにかかわらず、実際に給食についてはよい点は357あるんですね。圧倒的に給食のほうのよい点

のほうがたくさんあると。それから、いろんなバラエティーに富んでバランスがとれているようなことの話

がありました。 

  それからまた反面、弁当の心配な点では、236の記入が重複回答であって、主だったものについては、栄

養のバランスが難しい、さっきと逆ですね。それから夏場の中毒が怖い、それが56、その辺が主だったもの

ですね。それからあと、給食の心配な点では、161の記入があったんですね。主だったものについては、品

質が不安であるが51、配膳時間がかかり触れ合いが短くなる、それが22、心配事の点では、弁当が236で、

給食についての161よりか圧倒的に少ないわけですよ。 

  ということは、今言ったようなことは、給食のほうのものを保護者が全面的に内容的にいい、そういうこ

とを認めているような結果だと思うんです。これはだから客観的に見て、教育長の見方もあるんだけれども、

私はいずれにしても、保護者とすればいろんな点からそれがいいかなというようなことを訴えているような

ことがあったと思います。 

  それから、２点目の給食云々については、そういう調査の結果で、町長、教育長が前から愛情弁当を目指

そうとか、あるいは弁当を食べて健康状態がわかるということについてのものは、そこで数字を見ると少数

意見なんですよ。そういうことを考えたときに、やっぱり私がたびたび言っているように、ほかの隣接の市

町村、下田市を初め松崎も、それからついこの間河津もそういう給食を取り上げたわけですから、せっかく

私どものところはそういう施設が立派なものがありますから、できればそういうことについても踏み出して

いくようなことを検討していくことができないのかなと。これはまた違う意味で、私はそういう考え方のも

との中で、もっと平等性だとか保護者がそういうことで考えているならば、素朴にやっていったほうがいい

のかなということで意見であります。 

  そういう点を踏まえて、また今後検討していただくようなことができるのかどうか、何でも先ほど教育長

のほうから、私毎回議会のたびにこのお話をしているわけですよ。結構いろいろ父兄の方から聞いているも



のですから、そういう中で、できるだけのことをまたお願いしたいと思っています。 

  それから、３点目の失業者の関係ですけれども、失業等の関係、私、この不況で実際に失業まで行かない

にしても、仕事が高度成長のときの例えば25日でやったのが、15日になったとか10日になった、そういう人

たちが各事業所の中にもかなりあると思うんですよ。そういう中で月給も月30万、40万円もらっていたもの

が、20万円から15万円、そうすると本当はもう生活保護を受けるような状況でもあるけれども、何とか生活

保護を受けないで頑張る、そういう人たちがかなりいるんですよね。そういうところの生活保護を受ける前

の、狭間の人たちの救済の方法を考えていくようなことができるのかどうか。 

  実際にその人たちの生活は、アパートの家賃を払って、それで健康保険だとか町県民税等を払うと、実際

食いぶち、生活費に困ると、そういうことも聞いているんです。そういうことについてもできるだけ援助し

ていただけるようなことができるのかどうか。 

  観光の下働きしている人たちなんかは特にそうなんですけれども、それから観光業でも華やかなところで

働いているように見える芸妓さんですか、そういう方も従来のかせぎ半分と言いましたかね。いろんな中身

の内容もあるんですけれども、今言ったようなことがなかなか生活苦になってくるような状況。 

  国県等の雇用対策の中でも今後できてくるようなことも私も聞いておりますけれども、できれば使い勝手

のいいように、家賃の一部の補助だとか、あるいは地域雇用を守るために、先ほど町長が言ったけど、町税

だとかそういうものの免除、あるいはずっと過年度分で固定資産税を払えないというようなことがあれば、

そういうものも応分に考えてあげる。私も固定資産税の運営委員会の会合の中でもいろんなそんな話もした

んですけれども、実際に払いたくても払えないというか、そういうものについては、若干の減免だとかそう

いうものも考えていただけるようなことをしていったらどうかと思います。一応そんなことで御答弁願いま

す。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、最初の失業者等の支援、これは今、町は考えておりません、何回も言ったよう

に。内山議員からそういう提案はありましたけれども、ことは重々承知しておりますけれども、結構厳しい

かなということを考えております。基本的には国県がまず動いてもらいまして、まずそういう中で町がどう

いうふうに対応するかということは考えていきますと、町独自のそういう人たちに対する助成とか、そうい

うのは考えていません。 

  雇用のことに関しましては、オランダ型と言われる、その８時間をうまくフルタイムとパートと臨時雇用

ですか、それをうまく使った中で、オランダ型は今この不況にもかかわらず２％の失業率ということで、そ

もそもこういう景気になりますと、雇用形態全体の見直しが必要になってくるんじゃないかと、テレビを見

た中で考えています。日本は12.7％の失業率、オランダは今２％ぐらいらしいです。そういう中で労働のや



つをうまく割り当てていく、これは町だけじゃなく国全体の中で考えていかなければならない問題かなと考

えています。 

  この景気が果たしてどのような方向でいくかということは大変心配しておりますし、そういうことが起き

ないよう町としても、なるべく町の活性化の中で、できるだけうちの町は観光で大きくきましたもので、で

きるだけ多くの人にこの町に来てもらうような施策をしていきたいと考えております。 

  そういう中で、できるだけそういう方が働く場が多くなりまして、今内山議員が言ったようにより多くの

賃金ですか、そういう給与をもらうような方向、そういうまちづくりをやっていきたい、そう考えておりま

すので、御理解願いたいと思います。 

  給食につきましては教育長のほうから答弁させます。 

○議長（八代善行君） 教育長。 

○教育長（飯田伊三男君） では、お答えいたします。 

  まず、アンケート作成につきましては、教育委員会の中でも何度か検討いたしました。いろいろな種類の

ものをつくりましてね。その中で、こういうふうに実際に実施した記述式のほうが、保護者の考え方がよく

わかるだろうということで、ああいう形でアンケートをとりました。なお、アンケートをとった結果につき

ましても教育委員会で検討しまして、それで今私が答弁したような形になっておりますので、御理解願いた

いと思います。 

○議長（八代善行君） 内山議員。 

（１番 内山愼一君登壇） 

○１番（内山愼一君） 教育長、アンケートの御理解くれというようなことだけど、実際に浮かび上がってく

るのは、やはり給食のよさというか、そういうものが実際に多いのかなというような感じはするんですよ。

どっちにしてもお弁当の心配の面はたくさんあって、逆に給食のほうのよい点があるようなこと。逆にその

反面、心配な点についてはお弁当のほうが多い、給食のほうが少ない、そういうことがそれに反映している

ことだと思うんですね。 

  だから、かたくなに私も町長が考えているようなこと、教育長が考えているようなことを否定するんじゃ

ないんですけれども、大勢の方がそういう思いを持っていらっしゃるということについては十分把握してい

ただいておいて、私が言うのは、いずれにしても立派な施設もあるわけですし、もう１点、この間も教育長、

私が質問した中で、またこんなお話をしちゃまずいんだけど、給食の委員会のときに、ある私の同級生の校

長先生から、「いや、内山、おまえそんなことは言っても、幼稚園がな、給食をするということは、なかな

かおまえ大変だろう。小学校の場合はぴかぴかの１年生のところに６年生が来て、それで給食の手伝いに来

るけども、今度は幼稚園がなったときには、父兄が給食当番のようなことになってやんなきゃいけないし、



それから、そんな小さい子供がよ、できることのほうが難しいじゃねえか」なんてことを、稲取弁で私も言

われたんですけれども、確かに考えてみるとそういうことも踏まえて、もし給食をやるとすれば、父兄の方

も給食当番だとかそういうものを含めた考え方をしながらやっていかないと、幼稚園の先生方も、いや、そ

れは自分のクラスの20人やそこらの子供さんに御飯を置かせるということがあったら、１時間やそこらかか

っちゃうわけですから。そういう点を踏まえて、保護者の方も十分お話をしてやっていただければと思いま

す。 

  それから、第３点目の関係になりますけれども、これはいずれにしても国県の制度ができてくるというよ

うなこともあります。しかし、私はこれからもっともっとそういう失業者とか苦しい立場の人が多くなって、

東伊豆町に派遣村ができるようなことになると困ると思うんですよね。だから、そういう意味で、事前にそ

ういうもののことを相談の窓口を設けて、実際人間というのは困っている形でも、受付窓口等があればそう

いうことも考えるだけども、ただ行くということは役場の敷居も高いと思うんですよ。 

  そういう中で今の失業をされたり仕事を半減されたり、そういうふうなことの相談窓口を担当課のほうに

設けたり、あるいは商工会なんかも同じようなことの仕事をしているわけですから、そういう窓口を設けて

もう一度実態を把握しながら、ここの地域の中で生きていけるような支援策、生活保護にいきなりなってい

くようなことがないような格好にしてあげることが大事だと思うので、ぜひその点をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今の内山議員から、支援、その中で相談窓口の提案が出されました。これは町は今設

置しておりません、その相談窓口。これから紹介等協議した中で、できれば相談窓口的なものはどちらかに

設置すれば、その方たちも相談に乗りやすいかなということで、これは前向きにちょっと検討していきたい

と思います。 

○議長（八代善行君） 以上で、内山議員の一般質問を終結いたします。 

  この際、午後１時まで休憩をいたします。 

 

休憩 午前１１時５５分 

 

再開 午後 ０時５８分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 

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



 

◇ 村 木   脩 君 

○議長（八代善行君） 次に、３番、村木議員の第１問、活力ある東伊豆町の再生についてを許します。 

  ３番、村木議員。 

（３番 村木 脩君登壇） 

○３番（村木 脩君） それでは、１問通告してございますので、活力ある東伊豆町の再生について御質問を

させていただきます。 

  今回の平成21年度の施政方針において、活力ある東伊豆町の再生について、これは非常に一言で言うと簡

単なことなんですが、ここに行政の一番の問題が潜んでいるところではないのかなというふうに思います。 

  まず１点目、行政的にはどのような活力ある町にしたいのか、町長のお考えをお聞きしたいと思います。 

  そして２点目、財政的にますます厳しくなる中での再生の見通しについての御見解をお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（八代善行君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 村木議員の第１問、活力ある東伊豆町の再生については２点からの質問になっており

ますので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の、行政的にはどのような魅力ある町にしたいのかについてお答えいたします。 

  当町の基幹産業は観光でありますが、観光形態の変化や全国総観光地化などにより、来遊客は年々減少し

ております。そして、御案内のとおりの経済状況の中、観光業を初めとした町内経済は、非常に厳しい局面

を迎えております。 

  そのため、平成21年度当初予算におきましては緊急的な経済対策を優先し、プレミアムつき地域商品券の

発行や資金繰り支援のための新たな利子補給制度を創設し、予算措置いたしたところであります。当然のこ

とながら、観光を初めとした農業・漁業・商工業など各産業の振興・発展により、町内経済を活性化させる

ことが最大の課題であると考えております。 

  まず観光ですが、雛のつるし飾りなどの伝統行事やキンメダイなどの特産品はもとより、当町の豊かな自

然環境を観光資源として活用することを検討してまいりたいと思います。農業や漁業においても地産地消を

推進するとともに、観光産業との連携を深めた上で活性化を図れるものと考えます。 

  バブル時には、全国の市町村が競うように観光施設や会館などを建設しましたが、その後の経済情勢によ

り維持管理費や地方債の償還金などが多大な負担となってきております。今後の当町の財政状況などを見据



えますと、ハード事業は必要不可欠なもの以外は極力抑制し、住民福祉の向上につながるようなソフト面で

の施策を充実させていきたいと考えております。 

  行政運営の最大目標は住民福祉の向上でありますので、行政側からの視点ではなく、町民の皆様の視点に

立ったまちづくりを進めていきたいと考えるところであります。そのためにはまちづくり協議会等での御提

言などを、今後の行政運営に積極的に取り入れてまいりたいと思いますが、その成果は一朝一夕に得られる

ものではないことを御理解お願いいたします。 

  次に、２点目の、財政的にますます厳しくなる中での再生の見通しについての見解はについてお答えいた

します。 

  施政方針でも触れましたが、少子高齢化社会が進展する中、歳入では町税の減収や地方交付税の縮減、歳

出では社会福祉関係経費の自然増などにより、今後も非常に厳しい財政状況が続くことは必至であります。 

  歳入の増が見込めない中で、扶助費などの社会福祉関係経費が歳出に占める割合は年々増加しており、政

策的な経費に使える予算は限られてきております。限られた財源の有効活用のため、事務事業の徹底的な見

直しはもとより、新規事業の実施に当たっては、緊急性や必要性、費用対効果などを十分に検討してまいり

たいと考えております。 

  しかしながら、厳しい財政状況とはいえ、町内経済の活性化と住民福祉の向上に努めてまいらねばなりま

せんので、今後は歳入に合わせた身の丈に合った予算内で、町民の生活レベルや地域レベルからの発想を生

かしたまちづくりを進めていきたいと考えております。 

  再生の見通しについての見解はとの御質問ですが、根本的な経済対策は国が実施するところでありますの

で、町としましては地域経済の活性化と生活者重視の観点に立った施策を的確に展開することが、当町の活

性化につながるものと考えるところであります。 

  そして、このような厳しい財政環境のもとでは、議会はもとより住民と行政の協働によるまちづくりの推

進が求められるところでありますので、御理解と御協力をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 村木議員。 

（３番 村木 脩君登壇） 

○３番（村木 脩君） 今、御答弁の中でいろいろな経済対策、農業振興、バブル時の多大な負担だとかいろ

いろ出てございましたが、活力ある東伊豆町の再生、なぜここまで地方が疲弊しているかと言いますと、や

はり人口の減ということが一番の、これは国の問題でもありますし、当然国政レベルの話になってくるかと

思います。そして少子化、これらにつきましても、国の力としては出生率が低いということは、当然国とし

ても何らかの手を打たなければいけないと。 

  そして、うちの町の問題点につきましては、その中間の若者が学校を出てから戻ってくる場所がない、こ



れがまず１つ一番大きな問題だろうと。ここが消防にしろ何にしろ一番足りないところでございます。そし

て、そういう中でここに手当する施策、これらが施政方針を読ませていただいても、ちょっと足りないので

はないのかなという気がいたします。 

  ここの人口が増えてくると、高齢化率も若干スピードが緩まると。私たちが65を過ぎますと、団塊の世代

が一気に高齢化率に拍車をかけていくようなところでございます。そして、ここの中間層をいかに若者をこ

の町へＵターンさせる、それにはやはりここのところを見ていますと、農業をやられているうちの後継者は、

割かし戻ってきているなという気もいたします。しかし、それらが農業従事者の方のすべてではないだろう

と思います。ですから、ここいらに何か、私は観光も必要でありますし、その前に１次産業が衰退していく

と観光も衰退していくんだろうなという考え方は持っています。これは先ほど町長が述べていたように、自

然環境を利用してということになりますと、こういった漁業も農業も一つの観光の、どちらかというと原資

であるというふうに考えております。町長さんも今、息子さんがイチゴをやったりいろいろそういった中で、

この後継者問題というのは大変関心のあるところだと思います。 

  そういった中で、これらの要因を分析して、１次産業の後継者に対する町の助成ですとか、または新しい

農業なりそういったものを手助けする政策、こういったものが非常に必要でないのかなという気がいたしま

す。そして、この施政方針を読ませていただくと、ここのところをまちづくり委員会で考えていただくと。

しかし、非常に厳しいなという気がいたします。これだけの町の根幹にかかわる問題、ここをこのまちづく

り委員会だけで検討していくというのは、かなり厳しいんだろうなと。そして、２年ということでございま

したが、会計年度独立の原則というか、そういう中で中間報告程度は今回欲しかったのかなと。そして、方

向だけでも示していただければ、またそれらも皆さんの関心を引くところではなかったかなと。 

  税収につきましても、やはりバブルの絶頂期から見ますと、20億円程度もう減収となっております。これ

らの中で再生していくということは、非常に厳しいかなと。そしてまた、この地の利というか半島の不便さ、

これらにつきましてもまたそこは厳しいものがあるのかなと。企業誘致にしてもなかなかこの出っ張った部

分の地の利というのは、非常に厳しいものがあると。 

  そういった中で、やっぱり育てていくのはそういった自然、１次産業、そして先ほど内山議員も言われて

いたように福祉の関係ですとか、今回東部がこの町を去るというときに、やはり雇用の場も一つなくなると。

そういったことも非常に問題が大きいのかなと。せっかく加森さんが来ていただいても、バイオパークで店

を出した方たちはみんな撤収させられたと。そういった問題等々ございます。 

  したがいまして、そういうところにも行政が積極的にむしろ入って、そういった企業の方にお願いをした

り、一緒に知恵を出し合って、何とか雇用の場を広げていくということが一番大事なことなんだろうなとい

うふうに思います。そういった中で、この人口の減少に対して町長はどのようなお考えをお持ちか、その辺



の一番の問題、ここいらの御認識、御見解、それらについて再度意見をお聞かせ願いたい。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 村木議員の、私もつねづねそれは考えております。そんな中で、やっぱり一日町長室

におきましても、雇用の場を求められます。そんな中、現状は今この東伊豆町において雇用の場がないこと

は再三言った中で、私は再三申し上げていますように、ここのまちづくりにおきましては少子化対策、やっ

ぱり若い者が住めるまちづくり、そのまちづくりをやっていきたいということは、再三再四この議会では言

っているところです。 

  企業誘致ができれば、それはそれなりに本当にいいことですけれども、現状におきましてはこの東伊豆町

におきまして企業誘致、大変厳しい問題がありますもので、自分は今後とも子育て支援、それをやって、若

者が住めるようなまちづくり、そういうことを推進していきたいと考えています。その中で給食費の補助と

か、放課後児童クラブ、さらにはブックスタート、いろんなもろもろのそういう若者に対する政策をある程

度充実していきたいな、そういう考えでございます。また御理解願いたいと思います。 

  さらに、１次産業、この後継者問題、これはこれからも大変重要な問題の中で、農協には一応後継者に対

するそういう協議会ですか、後継者の組織もあります。漁協のほうはちょっとあるかどうか確認してみたい

と思いますけれども、やっぱりこういう後継者の方々が集まって今後この町をどうしようかというか、そう

いう話し合いは積極的に支援していきたいと考えておりますし、私自身一番残念に思ったのは、今回東賀農

業祭が行われました。そういう中で農協青年部と熱川小学校の児童一緒に活動を行っていく中で、大変いい

ことなんですが、町としましてはそういういい事業に対しましてはある程度支援していきたいなと考えてい

る中で、これは基本的には河津も入っております。河津のほうは全然そういう農協青年部があるかわからな

いし、河津東小が対象になっているらしいんですけれども、そういういい事業をやっていないということは、

大変残念に思っております。 

  そういう中で東伊豆町は熱川小かつ稲取小、農協青年部が中心になって大変いい活動をしておりますもん

で、これは町としては支援していきたいなと考えております。その中で、小学校の子供たちが農業に対する

大切さということを学んでいけば、ある程度農業に対する関心が高まりまして、子供たち、この東伊豆町に

とってはいい方向に行くんじゃないかと考えております。 

  さらにあと、東部総合病院、加森観光企業の地元の雇用の関係でございますが、東部総合病院におきまし

ては、とりあえず現況の診療科目、これは残しておく、さらには入院部門だけは一応下田に移転するという

ことで、看護師さんがどれだけ働いているか、また今後調査いたしまして、その方たちの雇用の場は東部さ

んにはお願いしていきたい、そういう考えでおりますし、加森に関しましては、基本的には従業員はその場

で働いてもらうと。しかしながらその中に入っている商売関係、例えばよく言えばジュースを入れている人



ですか、そういうところは基本的にはやっぱり加森さんも企業でございますから、話し合いの中である程度

地元の方も企業努力して、多少、じゃ、お金を安くするとか、ある程度企業努力は必要だと思うんですよ。

そういう中で、努力した中でだめとなれば、それは我々も認めますけれども、果たしてそれだけ企業努力し

ているか。もう金額でこれでやっていこうという中で、考えもしないとなれば、やっぱり加森さんも企業で

すから、ある程度収益を上げなきゃならない、そう考える。 

  町といたしましては、もう加森さんにはできるだけ雇用の場の面でも、地元の人を雇用してほしいという

ことは再三再四言っているところでございますし、また、目に余ることがありましたら町といたしましては、

それは加森さんとかそういうところには言っていきたいと考えております。 

  あと、まちづくり協議会の中間報告、これは確かに本当に今回中間報告できれば、それがよかった、今何

にしても産業部会、この方たち22名いますけれども、本当に活発な意見を言ってくれています。それもとり

とめもないことを言っております。そういう中で果たしてこの町が、じゃ、どれを取り上げようかというこ

とは今、課のほうで検討している中で、年度末か年度始めあたり幹事会を開いた中で、その辺のことは発表

していきたいなと考えている中で、やっぱり一番自分が参加した中で、若者たちはきれいな町、ごみに対す

る関心が大変深いです。このごみに対して、新年度においては何かしら検討していかなければならないかな

と考えています。 

  １次産業と３次産業、この町切れないところもありますし、私がちょっとびっくりしたのは、１次産業と

３次産業を結びつける場ですよね。この場でつくったものをこの３次産業の方々が使ってもらう、そういう

ことがいかにしたらよいかということを考えている中で、いっときは農協とかそういうある種の団体の名前

が出てきた中で、なかなか厳しい面もありましたけれども、この前ちょっと聞いたところではＩＳＫさん、

稲取観光合同さんが、中間といたしまして１次産業と３次産業のまとめですか、ある程度そういうことをや

っていると聞いているもので、ある程度１次産業と３次産業が、今までよりもさらにちょっと使う方向が多

くなるかなということは期待しております。 

  さらに給食関係におきましても、なるべく地元のものを使うようにまた指示しておりますもので、やっぱ

り自分自身も１次産業の大切さは大変認識しておりますもので、また村木議員がいろんな御提言がありまし

たらば、いいものはどんどん取り入れていきたいと考えておりますもので、よろしくお願いいたしたいと思

います。 

○議長（八代善行君） 村木議員。 

（３番 村木 脩君登壇） 

○３番（村木 脩君） ただいま御答弁いただきました中で、いろいろ給食の補助、そういったものに対して

は、これは少子化対策、あくまで。じゃ、その少子化対策終わって、そこを卒業された方たちはどうするの



かと。その後の問題が一番大きいんだろうと。また少子化対策としてこういったものをやれば、少子化がと

まるかと言いましても、これもなかなか難しい問題であります。そういった中で、むしろ今現実に都会へ出

ていって、都会のほうが不況になって、こちらへ帰りたいという子供たちもいるのかわからない。こういっ

たときに、何らかの手を差し伸べてやれるような施策というものが、今日の施政方針の中では見られないと。 

  そして、東部の看護師さんというのは割かし派遣の看護師さんなんかも多いわけで、その中で事務で働い

ている方ですとか、何名かはこの町の方たちもいるわけでございます。ですから、私はそういった医療過疎

になっていくこともこれは大変な問題でございますし、一つにはやはり税収の問題ですとか、この町に住む

人たち、交付税の算定においてもこの人口の単位費用が一番大きい問題でございますので、これはやはりか

つての住民票のほうでいくと、全盛期より4,000人ぐらいもう減っているという中で、ここのところの歯ど

めを何とか図らないと、これはもう町の存続、これはもうみんな賀茂郡すべてそうなんだろうなと。 

  したがいまして、そういうところで合併という話が出てきていると。当然働く人口が減れば、それだけ税

収も減る。そしてまた、そこのところで例え賀茂郡が合併しても８万欠けるような市ができても、それも大

したことないなという気はするんですけれども。そして、消防のほうはもう全然大きな考え方になってきて、

これらが将来合併という、一つの大きな流れになっていくのかなという気もいたします。 

  そういう中での若者の雇用の場の創出というのは、これはもう本当に非常に難しいことだと思うんです。

むしろシルバー人材より、その若者の人材を求めたほうがいいのかなと。そして活力あるというのは、60

過ぎで退職された方々というのは、相当数今でもいるわけでございます。そういった中で、やっぱり他市町

村を見るとそういう子育ての終わった60過ぎの方が、託児所的な保育施設を皆さんでボランティア的な要素

で子供を見たり、子育ての相談を受けたり、そういった60から70の間の、ここの人材というのはかなりうち

の町もいるなという気もします。そして、昔の60過ぎと今の60過ぎでは大分違うんだろうなと。 

  ですから、活力あるということだけで言うんであれば、そういった人たちも利用したり知恵を借りたり、

そうしていけば、特にうちの町は女性の職場というのは割かしあるんですね、銀行なんかでも雇ってくれた

り。これが男の人が入行するといろんな場所へ転勤転勤で、かなり大変な部分もあるんだろうと。したがい

まして、そういった中で女性の力をお借りするという、これはまた居山さんがいつも言っていることでござ

いますけれども、そういった活力の出し方もあるだろうし、最終的にそういったものが軌道に乗っていけば、

若者がまたそこでやれる場所にも将来的にはつながっていくのかなというような気もいたします。 

  そして、まちづくり委員会のとりとめのないというそういう考え方も、発想を借りるという部分について

は非常にいいことかと思いますけれども、しかし、それを今度は実現したりしていくということは、またこ

れも大変なこと。そして、それを一つの形にするというのも大変なことでございます。そして、きれいな町

といっても、うちの町は非常に下水道をやっているわけではなく、合併浄化槽の進みぐあいも非常に遅い。



そういう中で、町を歩いていると異様なにおいがするという場所もございます。むしろこういうことをやる

んであれば、合併浄化槽などはもっと進めていくべきだろうと。むしろ新築家屋はもうこれは建築基準法で

当然決められていることだから、ここに補助を出すのではなくて、古いものをどんどん合併浄化槽にしてい

く方策で、もっと積極的に打っていくというような考え方もできるわけでございます。 

  そして、今、町長がおっしゃったように、1.5次産業、これも口で言うと非常に簡単なんですけれども、

産団連などでもこの1.5次産業ということは、ずっとやってきたことですけれども、確固たる形になったも

のというのはあまりないですよね。そして、いつしかあの花ユズなどもどこかへ消えてしまっている。です

から、そういうことも必要なんですけれども、商品開発ではなくて、そういう考え方、これらがこれからの

まちづくりには永遠のテーマ的な問題でやっていけばいいのかなと。 

  それと、この再生という言葉、これは余りもう使わないほうがいいんじゃないのかなと。むしろ時代に適

応した、時代に対応できるやはり足腰の強いまちづくりと。かつての60億円以上の予算を組んでいたときと

今の40億円、それでは全く違う時代の話ですから、むしろ東伊豆町の再生ではなくて、やはり時代に合った

新しい東伊豆町をつくっていかないと、これからの生き残りには難しいという気がいたします。それについ

て、町長のお考え方を。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 再生と身の丈に合ったつけ方、基本的には自分自身は、やっぱり予算規模が20億円違

います。当時の活力ある東伊豆町の再生、そういう意味で再生という言葉を使った中で、基本的には村木議

員と考え方は同じなんですよ。 

  しかし、ある程度東伊豆町としては昔みたいな元気さ、今はちょっと元気さが足りないもので、そのころ

の時代に戻りたいなということで、一応再生という言葉は使わせていただきました。それは御理解いただき

たい。 

  あと、町をきれいにする、これは一応浄化槽、下水道、これが一番根本的な問題で、それは考えています。

しかし、村木議員御存じのように、この下水道をやった場合、この町の財政どれだけかかるということは、

村木議員が一番よく承知していると思います。その中で、今町は合併浄化槽の設置に向けてシフトを変えま

した。その中で、合併浄化槽の補助に関しましても、新規とまた既存のやつの両方出しております。そうい

う中で、今年度はちょっと減ったのかな、その辺はまたちょっと確認してみますけれども、今村木議員が言

ったように、既存の浄化槽、これを合併浄化槽にしていくことによって、ある程度においのないまちづくり

をしていきたいなということは自分自身考えています。下水道に関しましては、現状では財政的に無理だと

いうことは、村木議員十分承知だと思います。その辺はわかっていただきたい。 

  そういう中で、まちづくり協議会の中で出てきたのは、ごみのないきれいな町にしましょう。やっぱりに



おいもあるでしょう、とにかくごみのないそういうきれいな町、そういう町をつくってほしいよということ

は、もう多くの委員から言われている中で、私がその出た中でできることはすぐ対応して、この若者たちが

考えている町をできるように、予算的にできるものはすぐ対応しております。 

  その中で、一番大きな問題はやっぱり観光に生きる町ですから、よそから来た人たちがこの町はきれいだ

なということを認識するということ、さらにまたあいさつのことも言いました。やっぱりこの町に来てあい

さつすることももてなしの心ですから、あいさつ運動と、かつごみのないきれいなまちづくりをしていきた

い、そういうことをまちづくり協議会ではある程度提言されておりますので、新年度におきましてはこのご

みのないきれいなまちづくり、議会のほうでもごみの条例化のことをいろいろ検討した中で、町としても今

度は新年度におきましては、それをある程度条例化とかそういうことをやっていきたいな、要綱をつくって

いきたいな、そういう考えであります。 

  かつ、村木議員が60歳以上の人たちの活用とか、女性を活用したらどうか、これは大変いい提言だと思い

ます。これは今後のまちづくりにおきましては、一応この人たちの活用とかそういうことを考えていきたい

なと考えております。 

  さらに、人口の歯どめをいかにかけるか、これは町にとっても年々、私が就任当時よりかはもう現在で

1,000人ぐらい減っているんですかね。私もホームページの中で人口が大変気になりますもんで、必ず今こ

の東伊豆町、どれだけ人口があるかなということは毎日常々気にかけているところでございます。そういう

中で１人でも減っていくということは、本当に胸の痛い思いで、いかにこの人口減少する歯どめをかけるか

というのが、ある程度私に求められている課題かなということは考えております。 

  その中でいろいろ村木議員も村木議員なりの、人口歯どめに関するいい案がありましたら、先ほど言った

ようにまた私どもに言ってくれれば、それは真摯に受けとめてまた検討していきたいと。やっぱり本当に一

日町長室をやった中で、親たちは何とかこの若者、自分の息子がこの町に帰ってくるような施策をしてほし

いよと、もう本当に切羽詰まった声で私に言ってきます。そういう中では本当に胸が痛む思いでございます

けれども、今の現状では、ごめんなさい、なかなかできないよということを言った中で、基本的には少子化

のほうで力を入れたい。 

  確かに村木議員が言ったように、果たして少子化対策、子供たちに力を入れても、その子供たちが戻って

くるかというとその可能性はありません。しかしながら、その子供たちがこの町でそういう恩恵を受けたと

いうことがある程度胸の中におさまれば、じゃ、大きくなったらこの町に住もうか、そういうことはある程

度期待している面もあります。基本的には雇用の場がないもので、この町で住んでいただきまして、雇用は

ほかに伊東とかそういうところへ求めてもらう、そういう方向しか今現状では考えられないと思いますもの

で、また村木議員にはいろんなことがありましたら提言していただければありがたいと思います。 



  以上です。 

○議長（八代善行君） 以上で、村木議員の一般質問を終結いたします。 

  この際、１時40分まで休憩をいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時２９分 

 

再開 午後 １時３７分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 

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

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（八代善行君） 次に、５番、藤井議員の第１問、アスド会館売却の問題についてを許します。 

  藤井議員。 

（５番 藤井廣明君登壇） 

○５番（藤井廣明君） それでは、通告しておきましたアスド会館売却問題について、４点にわたって質問し

ておりますので、一問一答でお願いしたいと思います。 

  売却と決めたいきさつは何であるかと、それから決定するまでの経緯、またどのような方法で売却するこ

ととしたか。 

  ２番としては、売却先を選定した基準、入札はしたのかどうか。それから提示されている金額、条件、用

途、そういったことについてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、売却先の資金計画というのはどうなっているか、お答えいただきたいと思います。 

  それから、町長が公約されているアスド会館売却後の代替施設について、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（八代善行君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第１問、アスド会館売却の問題について、４点の御質問に対しまして、通



告に基づき順次御答弁いたします。 

  答弁の前にお断りしておきたい点がございますが、まだ売却と決めたわけではなく、議会とも協議しなが

ら交渉を重ねている段階でございます。当該財産の処分につきましては、私の一存で売却できるものではな

いことは、当然御理解いただいていることと存じますが、東伊豆町議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に該当し、議会の議決を要します。 

  アスド会館売却の件は、アスド小委員会を構成し、議会からも２名の委員を選出いただいて、当局側の委

員を含め５名の委員で取得希望団体との交渉・協議を重ねております。売却先の選定や交渉経過につきまし

ても、再三にわたり議会全員協議会でも協議をいただいておりますことは、藤井議員もよく御理解されてい

ることと思います。決して当局側で先行して進めているものではございません。一方、議会は選出した２名

の委員に交渉・協議をゆだねているものと自分自身は受けとめております。したがって、一部を除き詳細に

つきましては、答弁を割愛させていただきます。 

  まず１点目の、売却を決めたいきさつは。決定するまでの経緯。また、どのような方法で売却するとした

かについてですが、平成14年度にユニティ伊豆より無償譲渡を受けて以来、その活用方法について検討を重

ねてまいりましたが、有効な活用方法を見出せない中で、体育館施設につきましては健康増進事業の拠点施

設として整備し、活用されております。 

  会館施設は未利用の遊休施設に位置づけられ、厳しい財政事情の中で維持管理費が増すため、東伊豆町行

政改革大綱の推進事項でも規定された処分可能財産として、しかるべき団体に有効活用を図っていただくこ

とで町の活力を生むものと考え、売却を検討するに至った次第であります。売却処分を決めたのも、売却交

渉団体を決めたのも、議会全員協議会で合意を得たものであり、藤井議員におきましても議会全員協議会に

は出席しておりますので、当時の資料等をよく御確認願います。 

  また、どのような方法で売却するのかですが、町民の貴重な財産を処分するわけですから、町に対しての

有益性や発展性に最も配慮すべきものと考えており、交渉相手を精査した中で、随意契約の方法で行いたい

と考えております。 

  ２点目の、売却先を選定した基準ですが、第三者を介さず直接交渉に出向いてきていること。情報最先端

教育を目指す点で、町への有益性、地域への貢献度などを勘案した場合、はかり知れないものと推察してお

ります。 

  現に、ユニティ伊豆などの運営時代においても、町民の労働の場の提供や物資の調達、町との交流等で活

況をもたらしていただきました。この点につきましても、アスド小委員会で検討し、交渉することを議会全

員協議会で合意していただいております。 

  次に、入札したのかどうかですが、競争入札では町民の貴重な財産をだれでも構わず高額入札者に売却を



図り、その後の利用で不利益をこうむるおそれもありますので、取りやめております。また、提示金額は交

渉段階で双方協議により設定した額であり、答弁では控えさせていただきます。条件については、契約書の

作成段階で協議することになります。用途につきましては、主たる教育関係施設並びに事務所と伺っており

ます。 

  ３点目の、売却先の資金計画はどうなっているかについてですが、まだ取得希望団体を売却先と決定した

ものではございませんが、一応説明を受けている限りでは、原資となる資金は海外の情報技術関連財団の委

託を受けて設立し、国内外の情報技術関連企業の寄附及び一般寄附により運営する方針を伺っており、正式

に売却を決定したものではないことから、現時点では詳細を提示願うものではないものと考えております。 

  ４点目の、町長公約のアスド会館売却後の代替施設について、お聞かせ願いたいについてですが、私の政

治公約に掲げた覚えはございませんので、よく御確認をください。しかしながら、昨年の春先ごろの議会全

員協議会で説明した内容かと思われますので、住民への周知を図る上からもお答えさせていただきます。 

  アスド会館の売却検討に際し、健康増進事業を実施している介護予防拠点施設、いわゆる体育館・プール

施設でございますが、売却せずに介護予防拠点施設の継続運営を図ることを決定いたしております。このこ

とは昨年12月並びに２月27日の議会全員協議会でもお示ししてありますし、藤井議員においても議会全員協

議会に出席しておりますので、詳細な答弁は割愛させていただきます。 

○議長（八代善行君） 藤井議員。 

（５番 藤井・明君登壇） 

○５番（藤井廣明君） これはなるほど、議会全員協議会で私どもも再三承っております。その際に、かなり

立ち入った私どもは資料をいただいているわけですが、もちろん売却を決定したというふうには、私自身も

そのように思っているわけではありません。今検討中であるということで進めているんだと。であるから、

むしろ私ども議員がわからないこと、あるいは一般町民も知らないことについていろいろお尋ねしているわ

けで、これは当然ながら議会の議決を要する案件だと思いますので、最終的には議会にも出てくるというふ

うに思っております。 

  そもそもこの議会に、全員協議会でこれまでも何回か討議しましたけれども、幾多の疑問等も寄せまして、

それについてもその都度答えていただいたり、あるいはまだその途中であるからということで、例えば先般

の２月27日ですか、その全員協議会では出された資料等も回収されたという経過もありまして、わからない

点も多々あるものですから、今日の質問に立ったものです。 

  これはもう私なんかが議会に入る前、平成18年ぐらいから進んでいる問題で、既にアスド会館の購入希望

というふうな募集をしたんだと思うんですが、こちらに示された資料によりますと、13件の応募がある。そ

の中から１件選ばれたというふうに、先ほど町長も将来の町の発展とかそういうものを考えて精査したと。



これは随意契約を考えているということであろうかと思います。今まで伺ったところは、契約金なんかに関

しても非常に明らかにされてきたわけで、初め町としては３億円の売却価格を希望しているけれども、初め

１億円ではどうかという話だったんですが、体育館、源泉、そういったものすべて含めてそれを5,000万円

として、全体で１億5,000万円で売却していただきたいと、要するに買いたいというふうに言って、進んで

いるかと思います。 

  現在は仮契約を結びたいんだという話できているようですが、その仮契約の内容は、手付金1,000万円を

払うと。それから本契約に至るまで３年間を待ってほしいというふうな話かと思いますが、これは町長が全

員に配った資料、そういった中からいろいろ発言しているわけですけれども。どうでしょう、これが町の希

望額とここに書いてあるわけですが、それから１億5,000万円になったという、この辺の金額がかなり、い

わば半額になって話を進めているということに関して、やはりちょっとこれはどうなのかなというふうに考

えるわけです。今読み上げている資料は、町が12月12日、全員協議会に配った資料でございますけれども。 

  次に、今言ったように半額になったのはなぜかという件と、資金の裏づけに関して先ほど明確な答えを得

ていないんですけれども、配られた資料の中には事業計画であるとか相手方の名前とか、それからアスド会

館の活用目的とか資金計画とか売却の時期とか、いろいろ書かれております。その中で、例えば資金計画に

関してはこのように書かれております。設立準備委員会においては現在100億円の出資を募集しており、約

50億円が集まったと。主な出資先は○○○○○○○社の○○○○○○氏が○億円（入金済み）というふうに

なっております。次に、○○○が○億円、それから○○、○○○などの電機メーカーというふうになってお

りますね。こういったふうなことに関して。 

（「議長、休憩を求めます」の声あり） 

○議長（八代善行君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時５０分 

 

再開 午後 ４時０９分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  お諮りいたします。本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめ延長いたしたいと思いますので、これ

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は延長することに決しました。会議



時間を延長いたします。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 今後全協に提出する資料等は、十分精査いたしまして提出いたしますので、よろしく

御理解願いたいと思います。また、議会を混乱させたこともおわび申し上げます。 

○議長（八代善行君） 議会運営委員長より報告を求めます。 

  議会運営委員長。 

○８番（鈴木 勉君） それでは、議長より諮問されました案件につきまして、議会運営委員会の協議の結果

を御報告申し上げます。 

  藤井議員の発言の中で個人名称及び企業名称の発言がありましたが、これにつきましては議会運営委員会

の協議の結果といたしまして、発言の取り消しを求めます。 

  以上でございます。 

○議長（八代善行君） ただいま５番、藤井議員から３月10日の会議における発言について、会議規則第64

条の規定によって、お手元に配りました発言取り消し申出書に記載した部分を取り消したいとの申し出があ

りました。 

  お諮りいたします。これを許可することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。したがって、５番、藤井議員からの発言取り消しの申し出を

許可することに決定しました。 

  引き続き一般質問を続けます。 

  藤井議員。 

（５番 藤井・明君登壇） 

○５番（藤井廣明君） それでは、引き続きアスド会館の売却について、この問題についてさらに質問させて

いただきます。 

  契約の相手先であるとか、そういったものは今の段階では出したくないと、金額とかということでござい

ますので、それは多少疑問は残りますが、町のそのような約束ということでございますので、それに差し支

えない範囲で質問を進めていきます。 

  私は、一切今まで出てきた資料に基づいて質問をしているわけなんですが、それでも固有名詞は出さない

でほしいということですので、それは構わないんですが、これまでの資金計画等で相手から出てきているか

と思うんですが、それに対して例えば銀行の残高証明であるとか預託証明であるとか、そういったものをや

はり確認しないと、これは本当の話なのかどうなのか、あるいは相手の法人名にしろ個人名にしろ、うかつ



に話を進めることができないんではないかというふうに思うんで、その辺、やはり信用するしないにかかわ

らず、大きな問題ですので、きちんとその辺は書類をとってあるのかどうか、確認されているかどうか、そ

の辺は１点伺っておきたいと思います。 

  これはまだまだこの先議会も通さなくてはならないし、幾つかのハードルがあるかと思うんですが、もち

ろん言われるような、この町にそういった教育施設ができるんであれば、これは本当にそのとおり、自分た

ちも町の活性化やら将来において賛成するにやぶさかではないのですが、幾多の疑問があり、これに関して

はうかつに契約ごとなんかしますと、後々これはこの先また３年間かかるというふうな話ですが、契約まで

という説明を受けたかと思うんですが、そういうことに関しても、やはり今までずっと３年間いろいろ交渉

ごとといいますか、やってきたと思うんですよ、募集したりそれを精査したりしてきて、今まで時間３年間

ぐらいかかってきたかと思うんですが、この先さらにまた３年ぐらいかかるというふうなことのようですの

で、それもまた町有地の売却の話としては、そうしますと６年ですか、それ以上になりますかね、というこ

とで、いかがなものかと。 

  と申しますのも、これはそもそも売却せねばならないということを申し上げていらっしゃるのは、年間

3,000万円くらいの、アスド会館はランニングコストがかかるんだというふうに言ってこられたかと思いま

す。したがって、それを軽減する、そしてまた売却によって町の不要な土地等の売却をして、町の財政もよ

くしたいんだということだったと思うんですが、そうしますと、この先もし３年先を待つとしますと、この

ランニングコスト、いわゆる維持管理等はかなりかかっていくわけで、こんなふうに時間のかかることでい

いのかなというふうに思いますので、その辺は少しスピーディーにやる必要があるのではないかというふう

に考えるわけです。 

  それと、契約の方法として先ほど町長が随意契約であるという点なんですが、これに関しても、現在は１

円でも高く売るために、これは町有地でございますので、私たちみんなの財産なわけです。したがって、個

人の資産の売却じゃありませんので、これはまだまだ間口を広げて、公明にわかりやすい形で売却をされた

ほうがいいんではないかと思うわけです。当然のことなんですが、そのようにはしていると思うんですが、

例えばその一つとして、ここに先日２月27日の新聞記事がございますが、現在はインターネットのオークシ

ョンを使って公有地の売却をしている。読売新聞とか日刊スポーツにも出ていましたが、ヤフーオークショ

ンで最高６億円の落札と。インターネット検索大手のヤフーが運営する国内最大のネットオークション、競

売ですね、で、和歌山県が売り出していた県有地が公有財産の出品では過去最高の６億3,300万円で、県内

の事業者に落札されたというような記事が載っております。 

  つまり、金額あるいは土地の形態がいろいろ違いますから、一概には言えないと思います。ただ、ここで

言えるのは、インターネットを含めて売却を考えている。しかもこの売った土地というのは公有地である。



この点で我が町も少しは参酌できるところがあるのではないかと思いますので申し上げたまでなんですが、

その辺含めて今後、もしもっといい条件なりもっと高く、あるいはどうでしょうか、町長が考えているよう

に町の発展に資するような会社があらわれた場合、これはまたその時点で考えられるのかどうか、その辺を

伺っておきたいというふうに思います。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） このアスド会館の売却につきましては、議会のほうから２名出ております。その中で、

我々当局３名、そして議会から２名、当然我々は議会の意思疎通もなっていると考えております。そういう

中で、藤井議員がこのような質問をすることは、当局にとって大変不愉快でございます。それでは何のため

に議会から２人出ているか。そういうことで、私は感じておりますので、その点は自分の気持ちは言わせて

いただきます。 

  その中で、売却の方法ですね。自分自身は壇上でも言ったように、確かに町民の貴重な財産、これは高く

売れれば売ると、それは結構なことですけれども、壇上でも申し上げました。要するに第三者を介さず直接

交渉に本人が出向いていること、さらには情報の最先端教育を目指す点で町への収益性、地域への貢献など

を勘案した場合、長い町100年の計を考えれば、私はこの団体さんが来ていただくことが、この町にとって

は100年の計を考えれば一番いいと考えておりますもので、今小委員会を通じましてこの団体と交渉してい

るのが現状でございます。 

  その中で、先ほどの全協でも話したように、我々はその辺は密室では絶対やりません。そういう中で、さ

きの全協の中で、一応町の仮契約ができたもので、議員の皆さんにこれでいいかと投げかける中で、町の原

案をさらに相手方に渡しまして、そういう中で双方お互いに、じゃ、この原案でいきましょうといった中で

再度全協を開催いたしまして、そのときは当時者も呼んで、さらにハイキャットさんも入れて全町民にわか

るようにやりますよということは、全協の席で言ったと思います。我々は絶対これを密室でやっていること

は考えられません。 

  そういう中で、議会で２名の方も出席していただきますもんで、その辺はまた藤井議員はわからなければ、

議会から選出されております２名の方にまた聞いていただければ、町はありがたいと思いますし、そういう

情報操作は町は一切しておりません。そこだけは理解していただきたいと思います。 

  さらに、契約の方法につきましては、担当課のほうから説明させます。 

○議長（八代善行君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（田村正幸君） それでは、地方公共団体の行う契約という一般論的な部分で、補足をさせて

いただきます。 

  まず、地方公共団体の契約は、地方公共団体の利益、公共の利益を守るための一定の制限と、会計規律を



維持するための一定の形式が必要とされております。これらを定めたものが地方自治法であり、地方自治法

の施行令、また会計規則ということになります。地方自治法におきましては、地方自治法第96条というもの

に議会の議決権というものが規定されていることは、藤井議員も十分御理解いただいているかと思います。 

  地方公共団体が結ぶ契約には、一般競争入札、さらに指名競争入札、随意契約また先ほど藤井議員がおっ

しゃっていたように、インターネット公売的な競り売りの方法というものがございます。一般競争入札が確

かに原則的に規定されておりますが、一定の事由の場合に指名競争入札、あるいは随意契約、競り売りによ

ることができるものと規定もされております。 

  そこで、では今回町が結ぼうとしている仮契約とはどういうものかというところでございますが、地方公

共団体が締結する契約のうち、議会の議決を要する契約について、議会の議決を得たときに契約、つまり本

契約を締結する旨の契約を申します。これには町長の壇上での答弁にもございましたように、東伊豆町の条

例に規定されておりますもので、土地にあっては5,000平米以上という明快な規定がされていることも御存

じかと思われます。 

  仮契約の法律上の性格は、予約であると解するべきであるということも御理解いただいているかと思いま

す。条例で定める重要な契約につきましては、先ほど申しましたように議会の議決を必要とするものであり

ますから、相手方と仮契約を締結する必要がございます。東伊豆町の議会の議決に付すべき重要な契約につ

いては条例で規定、東伊豆町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例、昭和39年東

伊豆町条例第85号の規定によるところでございますので、御理解をいただきたいと思います。したがいまし

て、議会の議決がなければ、仮契約を締結したといえども、本契約の締結には至らないということになりま

すので、あわせて御理解いただきたいと思います。 

○議長（八代善行君） 藤井議員。 

（５番 藤井・明君登壇） 

○５番（藤井廣明君） 課長にもるるお教えいただきまして、また印刷物等もいただきまして、ありがとうご

ざいます。 

  それで、議会から２人委員が出てるんで、それで議員のほうも全部知っているんではないかというふうな

ことで、そんなこと言われるのは不愉快だなんていうふうなことをまた言うわけですけれども、こういう感

情論は、町長、極力抑えて発言されたほうがよろしいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

  それと、町100年の計で、この今契約結ぼうとしているところがベストと考えているというふうなことか

と思うんですが、課長説明のように、契約ということで仮契約を結ぼうとしている。これは本契約の場合は

議会の議決を要するから、これはその点では大丈夫だというふうな意見もあるかと思うんですが、確かに仮

契約というのは売買の予約というふうに書かれているかと思いますし、私も売買予約だと今おっしゃられた



ような気がするんですが、違うければまたちょっとその辺は議論したいところですが。 

  そうしますと、この予約というふうなものが、これは売買の優先順位として一番といいますか、そこに売

買するといういわば口約束といいますか、そういうことで手付金を入れるというふうな形なんですが、とこ

ろが、一般にこれは私もいろいろ友人の司法書士あるいは弁護士等にも聞いてまいりました。そうしますと、

仮契約いわゆる売買予約をして、その地位の譲渡というんだと教えていただきましたけれども、予約しても

それを他人に譲渡することができるというふうな、そういうことがままあるのであるというふうに聞きまし

て、これは仮契約で例えば手付金1,000万円もらう。それを後で本契約が成立しなければ、町は返さなくて

いいような規定のようですけれども、その場合でも、今言ったように仮契約を結んで売買予約を結んだから

といっても、その予約の地位の譲渡とされますと、他に移ることがままある。そうしますと、本当に町は向

こう３年なら３年、これは売却することもできないし、いわば塩漬けというか、にっちもさっちも行かない

状態になるよということも教えてもらいました。 

  そういうことも含めて、非常に契約ごとは、単に1,000万円町に入るというふうなことではなくて、いろ

んな難癖つけてくることもあるかもわからないし、はたまたそのことだけではなくて、訴訟ごとに巻き込ま

れることもあり得るということも含めまして、十分にも注意の上にも注意しなくてはならないことではない

かというふうに考えているわけです。 

  そういったことから、先ほどの相手先の資金計画等は本当に大丈夫なのかとか等々についても尋ねている

わけで、それから町の財産でありますから、これは厳しい中に、本当に１円でも10円でも高く売るというこ

とがまた町の義務でもあるかと思いますので、その辺は町民にも不利益をこうむらないような確実な運営の

仕方、売却の仕方をしていただきたいということで質問しておりますので、ひとつよろしくお願いしたいと

思います。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 藤井議員、私は感情論で言っておりません。それだけは理解していただきたい。と申

しますのは、我々は全協の中で議会からお２人さんこの小委員会に入って、この団体と交渉してほしいとい

う中で、藤井議員もこの団体と交渉することは納得したんじゃないんですか。違うんですか。我々は当然そ

の中で議会から２人出た中で、この団体と交渉することはもう議会の皆さんも承知していると思っておりま

す。じゃなければこういうことはできませんよ。この議会から２人選ぶ中でも、この団体を売却先の交渉相

手としてやっていいですということをいただいたもので、アスド小委員会は当局から３名、議会から２名出

て、今この話を進めてるところは藤井議員もよく承知していると思います。私は別に感情論で言ったわけじ

ゃないことだけは理解してほしい。 

  そういう中で、売却の金額ですね。これは確かに高く売れればそれはいいと。私が先ほど言ったように、



この東伊豆町100年の計を考えた場合、果たして金額だけの問題かと自分自身は考えております。それは少

しでも高く売って、それがまたかつ100年の計の中でいけばいいんですが、この団体については大変将来性、

これがまとまれば将来性を私は感じています。この東伊豆町が発展するんじゃないかと自分自身は考えてお

ります。そういう中で、壇上で何回も言ったように、将来的なことを考えてこの団体を一応町は選んだ中で、

アスド小委員会の皆さんの中、当局から３人、議会から２人、この中で今この話を進めているのが現状でご

ざいます。 

  先ほど言ったように、わからなければ、議会から出ていますお２人さんから十分その話は聞いていただき

たいと思います。当然当局は、その議会から出ている２人の方から、わからないところは皆さん方が聞いて

いただいているものと自分自身が考えておりますもので、その点は了承していただきたいと思います。 

  仮契約の件でございますが、先ほども言ったように、これはとりあえずさきの全協で町の仮契約の案がで

きましたから、議会の皆さんに諮った中で、いろいろ議員の皆さんも言いました。しかしながら、我々は本

契約の資金計画の出た中で、我々はちょっと話ができないもので、双方仮契約の案が納得したときには、再

度全員協議会を開きまして本人も呼び、さらにハイキャットにも入っていただきまして、議員の皆様にはわ

からないところは、その交渉相手の方が来たときには十分聞いていただき納得していただく段階で、議員の

皆さんの過半数のものができれば、町といたしましては相手方と仮契約を結びたい、そういったつもりでご

ざいますもので、御理解願いたいと思います。 

  あとは担当課長から説明させます。 

○議長（八代善行君） 田村課長。 

○企画調整課長（田村正幸君） 予約という点につきましては、大変理解に苦しむところかと思われます。先

ほど藤井議員のおっしゃった予約の意味は、民法の556条の規定の売買の一方の予約というところにいくの

かなというふうに解釈をせざるを得ないと考えます。この民法の556条の規定は、売買の一方の予約は、相

手方が売買を完結する意思を表示したときから、売買の効力を生ずるというように規定してございます。 

  逆に、私が先ほど補足で御説明いたしました地方自治法上での仮契約、地方公共団体が行う仮契約という

ものは、契約の予約というように言ったつもりですけれども、私の言い方が誤解を招くということであれば、

訂正しておわびをしたいと思います。 

  そういった意味で、民民での売買予約と、それから地方公共団体が議会の議決を経て本契約を行うという

この仮契約の意味が若干違ってこようかと考えます。 

（何事か言う声あり） 

○議長（八代善行君） 暫時休憩します。 

 



休憩 午後 ４時３４分 

 

再開 午後 ４時３４分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  町長。 

○町長（太田長八君） いいところとか金額が高いところが来たら、インターネット、そういうことを藤井議

員提案されましたけれども、今町は考えておりません。そういう中で、この小委員会も基本的には来ている

団体との方向で話を進めてほしいということは、当局の中で、議会もある程度その辺は納得してもらってい

ると考えておりますので、現状では今のことをいきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 次に、第２問、再び試運転を開始した熱川の風車についてを許します。 

  藤井議員。 

（５番 藤井・明君登壇） 

○５番（藤井廣明君） それでは、第２問、再び試運転を開始した熱川の風車についてお尋ねいたします。 

  この２月に入ってから風車が回り始めて、付近住民の被害の状況はどうなっているか。またそれに対して

町はどのように対処をしているか。これについてお尋ねします。 

  それから２点目は、昨年４月８日の落雷、強風による事故、それによってブレードが落下したわけですけ

れども、その後の経過はどうなっているか。また、再開に当たっては事業者と住民の合意はなされたのかど

うか、こういったことをお尋ねしたいと思います。 

  ３番目としまして、今後万が一にも同じような事故が再発した場合に、町として運転差し止め等を要請す

る考えはあるのかどうかについてお尋ねしたいと思います。 

○議長（八代善行君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第２問の、再び試運転を開始した熱川の風車については３点からの質問と

なっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の、この２月に入って風車が回り始めてから、付近住民の被害の状況はどうか、またどのよう

に対処されているかについてお答えいたします。 

  ２月に入りまして風車が回り始めてから、20件の苦情が寄せられております。その都度担当課で電話にて



内容を聞き取るか、または現地に出向いて内容を聞いている現状であります。事業者には住民から苦情が寄

せられていることは連絡しておりますし、また現場事務所からも連絡が行われているものと思います。現在、

自治会と事業者及び役場が間に入り、三者会議を開いており、この騒音問題をいかに解決していくかという

ことが最大の課題となっております。 

  現状での対応として、７号基、８号基、10号基の３基については、午前零時から午後４時までの出力を60％

に落とす出力調整を行うことになっております。既に７号基と８号基につきましては、調整運転を開始して

おります。 

  また、最近になって騒音の測定方法について経済産業省からの指導があり、通常の状態で回転したときの

騒音と、全風車を停止したときの騒音調査を実施し、この調査結果を提出するよう求められております。そ

の調査結果については、自治会住民にも示すということでありますので、その結果を見守りたいと考えてお

ります。なお、この調査結果や調整運転の効果について、今後の三者会議において協議されることになりま

す。 

  次に、２点目の、昨年４月８日の事故後の経過は、再開に当たって事業者と住民の合意はなされたのかに

ついてお答えいたします。 

  事故の内容と経過については、６月、９月、12月の定例会で、藤井議員の一般質問に対し、その都度お答

えしてまいりました。このことについては十分御理解がなされていると思います。再度の御質問でございま

すのでお答えいたしますが、９月16日に受けた報告書に基づき、風車のブレード全部については超音波探傷

試験を実施し、11月19日に全ブレードの検査が終了しました。また、補修については報告書のスケジュール

では、全ブレードを地上におろして行い、12月には取りつけを完了するということでありましたが、メーカ

ーであるＬＭグラスファイバー社の準備等に時間がかかり、約１カ月程度補修がおくれたとのことです。 

  本年に入りまして、２月１日に８号基の運転が開始されたのを皮切りに、順次ブレードの取りつけが実施

され、現在すべての風車が運転を開始しております。再開に当たって、事業者と住民の合意はなされたのか

ということについてお答えしますが、特に住民の合意を必要とする根拠はありませんので、合意はされてお

りません。しかし、試験運転を再開するときには自治会住民に説明をするということは、両者共通の認識で

ありましたので、三者会議で運転再開に関する説明がなされるとともに、自治会からの要請に基づいて昨年

12月21日と本年２月３日に全体説明会を開催いたしました。 

  次に、３点目の、今後、万が一にも同じような事故が発生した場合、運転差し止めを要請するお考えはお

ありかについてお答えいたします。 

  さきの12月定例会において、藤井議員の一般質問で、再び事故を起こす可能性がないかの御質問があり、

次のとおりお答えいたしております。 



  発電用風車については、雷、台風等の厳しい自然にさらされる過酷な条件の中で運用することを前提に設

計・建設されておりますが、世の中のすべての機械や設備装置が100％安全であるということはあり得ず、

風車についても当然のことながらその例外ではありません。しかし、事業者が可能な範囲において、安全に

ついて万全を期すのは当然の義務であり、この改善策については国の原子力・安全保安院に提出し、受理さ

れているものであります。 

  町といたしましても、今後も引き続き改善策が確実に実行されるよう指導していきたいとお答えしており

ます。関係する自治体としては注意深く見守り、指導していくということは当然であると考えていますが、

藤井議員に理解していただきたいのは、この発電用風車については町の施設ではなく、民間企業の発電用風

車施設であります。また、法令等に抵触しているとか付近の住宅に対して直接被害を与えたとかいうもので

なければ、運転差し止めを要請することはできないものと考えております。 

○議長（八代善行君） 藤井議員。 

（５番 藤井・明君登壇） 

○５番（藤井廣明君） 回り始めてから20件の苦情があったということですが、昨年までですと１月からブレ

ードが落下するまでの間、80件以上の苦情があったかと思います。これはその後当然ながら風車は動かなか

ったわけで、苦情はないわけですね。ということは、やはりこれだけ風車が回り始めた途端にみんな眠れな

いとか頭痛がすると。あるいは犬猫がうちの中で駆け回るような状態になるというようなこと、町も業者の

ほうにシェルターと言いますか、別なところにひどいときは住むようにということで、アパート用意してい

るんだという段階かと思います。 

  これは、こういう万が一事故があったときはどうするんだという質問を、確か以前にもしたわけですが、

確かに100％、機械ものですから安全であるとは言えないというふうにおっしゃられたかと思うんですが、

しかしこれは、私たちは風車建設以前に、あそこは雷の通り道であると。非常に危ない場所だということも、

これは質問の中でも雷があったらどうするんだと。これは町営の風車もそれまでに落雷もあったものですか

ら、そのように指摘していたと思います。 

  現実には３月26日と４月８日という形で、このような事故になっているわけです。ですから、これはその

ように100％安全はあり得ないというんであれば、事前にも指摘していたわけですから、住民に対してこう

いう、安全性を100％と言えないものをすぐそばに立てるということはいかがなものかというふうに、私ど

もは考えるわけです。 

  それで、その再発防止策をドイツからも来まして修理をしたんですけれども、その修理の仕方も工場に持

っていってやるというものではなくて、地上におろしてグラスファイバーの物質を張りつけるというような

ことをしているわけですけれども、これは本当に完璧に直り得るものなのかどうか。それから、気象条件の



厳しい日本において、台風もある、そのほかプラスチックの持つそのものの強度が、現実に32基とも不良品

だったというふうな事実からいって、今後ともあり得ることは十分考えられるわけで、この点に関しては

100％の安全はあり得ないというふうなことだけでなくて、万が一あったら、強い指導をせざるを得ないん

ではないかというふうに思うわけです。 

  先ほどの被害の件に返りますけれども、町の一日町長室ですか、そういったところに住民の方が、また風

車が回り出して非常な被害が発生していると。自分たちは苦しくて大変だということを町長のほうに申し出

たかと思うんですが、そのときに町長は、被害はないと。苦情はあるけど被害はないというふうにおっしゃ

られたというので、皆さん大変憤慨しておりまして、苦しいから苦情を言うんであって、苦しいということ

は被害を受けているんだということではないかというふうに思うんですが、もし被害がないというふうにお

っしゃられるんでしたら、今あそこに住んでいる方が60世帯を超えるぐらいいらっしゃいますけれども、そ

の人たちが寄せている苦情というのが、うそをついているということになってしまうんじゃないかなと思う

んですよ。一体、被害がないというふうなことであれば、その人たちが集団でうそを言っているのか、どう

いう事態なんでしょうかね。その辺が、自分の町の、自分が治めている町民がそういうふうに言ってきたと

きに、被害がないというふうに切り捨てることに関しては、これは非常に問題であるというふうに私は考え

ます。 

  それから、住民との話し合い等もなされてきているということでございますけれども、住民が、今町長も

おっしゃられましたけれども、納得できないといいますか、説明だけされても再開に当たってはこうこうこ

ういう条件でしてほしいとか、もっとこうしてはどうだとかというふうな話し合いの最中に、もう既に事業

者は１月20日から風車は回しますということを言ってきているわけで、実際的には多少おくれて２月１日か

ら回り始めたわけですけれども、そのように住民との話し合いの途中にもう回すんだと。要するに、合意な

されないうちに、話し合い途中に営業である風車の再開ということだけを急ぐ、こういったことはまたこの

会社としても本当に誠意がないというふうに思いますし、そういったことに対して町も何らかの指導を、こ

れは行わざるを得ないんではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

  それから、風車をあちこちで今日本でも立っているわけですが、例えば私も視察をしてまいりましたけれ

ども、愛媛県の伊方町等では夜間４基はとめているんだというところまで行っているわけですが、今うちの

場合は、風が強ければという条件で、３基だけ夜中零時から４時までの４時間を停止させるという試験的な

ことをしているわけですが、これはもっともっと進めないと、さらに被害が拡大してくるわけです。何メー

トルの風で大丈夫かというふうに言っていると、業者は年間の平均の風速時で計算して、それを６メートル

として、これで大丈夫だというふうに言っているわけで、しかしそれ以上の風が吹く日というのは約40％、

日にちにして年間140日、６メートル以上の風が吹くわけです。そうしますと当然大丈夫じゃないわけで、



これは会社のほうのＣＥＦさんのほうの資料でも明らかなわけです。 

  こういうふうな国の騒音基準である夜間45デシベルというふうなものも、はるかに超えていると。ここに

示しましたけれども、あそこにあります地図の中で、この間の回り始めてからの夜間における騒音のデシベ

ルを示してあります。これは10分間平均で測定してあります。この一番右は会社側が言ってきている高さの、

ハブ高風車です。風車の風速です。これは測定点の風速です。ここの赤い線で引いたところ、これは夜間何

デシベル既に出たかと言いますと、見てください、軒並み全部40デシベルを超えているわけです。ひどいと

ころは79.9デシベルというようなデシベル数を示しております。これは環境省、国の基準である騒音基準を

はるかにオーバーしているわけで、このようなうるさいところで眠るということ自体が不可能になっている

わけです。これは低周波もその中に含まれているんですけれども、これは今のところまだ証明されていない

みたいなところがありまして、低周波ではなくて騒音だけでもはるかに国の基準を超えている。こういった

ふうなものを、この町に存在させているわけですから、これは住民がみんな苦しいと言い出す。 

  中には現在、眠れないので睡眠薬を使って寝ているということで、役場には例えば苦情が少ないな最近は、

なんて思っていると、みんなそういう状態で、何とかしのいでいるという状態になってきているわけで、こ

ういうふうなことを放置していいわけがないわけですから、幾ら町長がこれは民間の会社の事業であるとい

うふうに言いましても、自分の足元、奈良本の地にあり、町民はまさしく太田長八町長、あなたが治めてい

るこの町であるわけです。 

  その人たちに昨年１月11日に、風車の騒音がひどいからちょっと来てもらえないかと言われまして、町長、

お出かけになられましたよね。それはすばらしい行動だなというふうに私は前の議会でも称賛したような記

憶がございます。そのときに町長の言われたせりふが、これはすばらしいせりふじゃないかと思うんですが、

私は皆さんの味方ですというふうに言われた。本当にそれを聞いた被害を受けている住民の人たちは、ああ、

何て優しい町長なんだと。味方であるからには、これは文字どおり自分たちの立場に立って、事態の解決を

図ってくれるんではないかと安心したというふうなことを聞きました。 

  ところが一方、先ほどの話に戻りますと、住民相談会に来たら、被害はないんだというふうに言ったと。

苦情はあったけど被害はないというふうなことで切り捨てられたんで、非常に憤慨したというふうな話をし

ました。また、他の市町村から来られて、町長、被害はどうですかというふうに尋ねたときに、風車被害、

あると答えたんですか、ないと答えたんですか。その辺もそちらの市長さんから直接伺っていますので、差

し支えなければお知らせください。 

  今後、先ほど申したように、雷一つとっても、事故を起こす前からこの危険性は十分指摘しておいたにも

かかわらず、行政のほうも大丈夫だというふうに言って、これを町は事業費の６分の１を提供して許可した

わけです。で、実際は大丈夫でなかったと。こうしたことを行っているわけですから、今後事故を起こした



場合、町当局はやはり応分の責任は負わねばならないというふうに思うわけです。その際には、これは業者

に観光的にもあるいは住民の健康にも、それから町長がおっしゃるように安心・安全な環境をつくるという、

そういったテーマからも大きく逸脱していると思いますので、ぜひこれは風車の撤去等を迫るようにお願い

したいというふうに考えます。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点、町はアパートを、先ほども言ったようにあっせんはしておりません。基本

的には事業者があっせんしている中で、今回たまたま一日町長室にあっせんしたアパートは、ある嫌なうわ

さがあるものでということで来ました。そういう中で、町は、それでは基本的には空き店舗等ありますので、

稲取の空き店舗を紹介したというのが現状でありまして、このあるうわさというのも先ほど言ったように、

全然ないことを言った中で、その家主は大変憤慨しておりましたよ。我々は絶対そんなことはないと、この

際で言わせていただきます。やっぱりないことを言われますと町としても困りますし、自分自身もそういう

ことを知らなかったもので、確認した段階で、その家主さんは、そんなことは一切ありませんということは、

町はもらっております、そういう言葉。それもまた、住民の方も発言には十分注意していただきたいと私は

考えております。 

  そういう中で、工事におきましては100％、これはすべてのものに関しましては、100％安全だということ

はだれもが言えないと考えております。安全性を最大限100％に近づける努力、これはしなければならない

と考えています。現状におきましては、先ほども壇上で言いましたけれども、改善策につきましては国の原

子力や安全保安院の方がこのとおりやりなさいということの中で、安全は確保されると思います。そういう

中で、原子力とか安全保安院が提出したそのとおり工事が行われているかどうか、これは町は見ていくこと

は必要であると思うし、それを怠ってはいけないと自分自身は考えておりますもので、極力安全に対しまし

ては100％に近づけるような方法で、町は監視していきたいと考えております。 

  さらに、被害と苦情の考えでございます。一日町長室に、確かに一部町民が被害ということを言ってきま

した。やっぱり被害になれば、ある程度因果関係ですね。基本的には風力に対してこの症状が因果関係があ

れば、当然私も被害と認めますけれども、とりあえず今そういう因果関係ができていない状況で、一応苦情

ということを言わせていただきました。 

  例えば、私が一日町長室でこれは風力の被害ですと言えば、もう当然ブログとかいろんな面を使った中で、

東伊豆町町長、風力発電で被害を認めた、これは当然そういうことを言うと自分自身は思っていますし、あ

くまでも因果関係が出た段階で被害ということは言いますけれども、基本的には今のところ因果関係がわか

りませんもので、苦情ということで言わせていただきます。そういう状況でございます。 

  さらに、事故が起きた場合の町がそれ相当の工事に対する責任ですね、その責任に関しては、町は一切な



いと今感じております。あくまでも民間企業ですから、これは町の責任は一切ない、そういうふうに考えて

います。 

  さらに、伊豆市、多分公共団体が町に訪問して、来たのは伊豆市だけでございます。私はそのとき伊豆市

の市長とは一切面談しておりません。だから私が伊豆市長に何か言ったか、それは非公式な場かわかりませ

んけれども、公式の中で、一切そういうような発言はいたしておりません。 

  撤去を迫ってほしいということは、基本的には町は何回も言っているように、民間事業ですから、撤去に

関しましては言う考えはございません。 

○議長（八代善行君） 藤井議員。 

（５番 藤井・明君登壇） 

○５番（藤井廣明君） 非常に、公式的には自分は発言していないというふうなことなんですが、被害という

か苦情というか、その辺の私は言葉のやりとりではなくて、単なる言葉というんではなくて、現実に生身の

人間が、自分の町の町民がそういうことで苦しんでいると。それを認めるか認めないか、あるいは裁判とか

何かで因果関係が立証されなければというふうなことではなくて、その現実に起こっている事態に寄り添う

必要があるんではないかというふうに、それを申したいわけです。 

  例えば、こういった問題に関しては苦しいという内容が幾つかあるかと思うんですが、まだ低周波に関し

ては認められていないというのは、確かにこれは国の法律で。というのは、非常に環境基準も参照値という

形で、低周波に関しては92デジベルという非常に高いところに設定してありますもので、これはあくまでも

参考値なんですけれども、いつの間にかこれが基準値みたいになっちゃいまして、それをオーバーしていな

いから大丈夫だというふうなことで、なかなか認定されないところがあります。 

  しかし、これは、だから現実にはそこの被害者はいないんだということにはならないわけで、現実にいる

人間は否定できないわけで、ですから、これは医者が目の前に来た病人をいないんだ、病気じゃないんだと

言っているみたいなもので、こういうふうなことではいかんわけで、そこでの被害、そういうことに耳を傾

け、目をそむけず、何が起きているかということに関して実際上把握する必要があるんではないかと。 

  それで、これを認められるのは、例えば低周波とか何か認められるのは、これは例えば水俣病の例をとり

ましても、本当に半世紀もまだ完全解決がおぼつかないというようなこともあるわけで、水俣病であるとい

うふうにわかるまでは長い年月たくさんの人が犠牲になり、苦しんだわけです。ですから、そういう例は日

本そのほか、最近ですとアスベストの問題ですとか、血清肝炎の問題とか幾つかあるわけですけれども、何

しろ低周波に関しては風車自体が新しいだけに、低周波に関してはいわば新しい公害なわけです。これにつ

いては、まだ国に基準がないから、先ほど言ったような参照値が高いレベルにあるから、それを下回ってい

るから大丈夫というんではなくて、現実に起こっていることは起こっているわけですから。そのことを町と



いう機関を通して、測定する機械もあるわけです。県にもありますけれども、自治会なんかも購入してある。

それで低周波自体もきちんと測定することができます。これは科学的な世界ですね。 

  そうしてまた、現実にはそこで集団で人が住んでいるわけですから、それを調査しようと思えば、非常に

集団的なところがなかなかなくて、例えば外国の例だと広いところですから、風車の近くの１軒とか２軒と

か被害が出ますけれども、ここは何しろ350メートルの近さから別荘地にたくさん住んでいますので、現実

には被害が出てしまう。 

  こういったときに、これは逆に町として真剣に取り組んで、１人１人聞き取り調査をする、疫学的な調査

ですか、そういったものも行う。あるいはさっき言ったようにいろいろな測定機器ではかる。このデータを

積み重ねていけば、非常にこれは、やがて先ほど申した水俣病のようなことを先駆的に発見できるような、

いわば学術的にも非常にこれは有意義なことである。これは被害者には非常に気の毒なんですけれども、現

実にはそういうふうにあるわけですから。 

  また、あそこには小学生も住んでいる、小学生から80歳くらいの方も住んでいらっしゃるわけで、人数も

男女も、いろんな意味で集団でいらっしゃるということで、データとして非常にこれは貴重なものになり得

るわけです。今言ったように、疫学的な調査とかそういうデータを集めて、風車の公害は世界的にまだなか

なかたくさん認められているというところは少ないわけですから、今言ったようなことから言いますと、非

常に貴重なデータになる可能性もある。水俣病の解決に、熊本大学の医師がそれをいち早く認めたみたいな、

そういう例もあるわけで、同じように歴史的に学術的には大変高い評価に残るデータが得られるんではない

か。 

  また、よしんばそのことを事実として受け入れて、行政的にその人たちに寄り添って解決に尽力されたと

したら、これまた行政的には後々にも高い評価を得られるんではないかと。そういう意味で、情報公開ある

いは科学の現代の時代ですから、町の機関としてそういうのに取り組むお考えはないかどうか、その点、承

っておきたいと思います。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、町の姿勢は、壇上でも言いましたけれども、騒音の測定方法、事業者がやってお

ります。そういう中で、先ほど経済産業省というふうに一定時期全部とめる、そういう測定を見た中で、調

査結果の中でまた自治会住民にも示すということで今、見守っている状況でございます。だから町が何もし

ないということではなく、あくまでも仲介役といたしまして、事業者と分譲地の方がうまく話し合いできる

ような場を設けておりますもので、もう少しそれを待っていただきたいと思います。 

  その中で、一日町長室で、分譲地の方がこの本を持ってきました。私、読ませていただいて、その中に「聞

こえない音が人間を襲う」汐見さんの論文が載っております。これを十分私読ませていただきました中で、



また今後これがまだ全然わかりませんが、とりあえずは今やっている騒音測定、いろいろなもののデータを

見てみたいなということは今考えております。 

  そういう中で、今後町がやるかとなれば、今のところはそういう考えはございませんけれども、騒音測定

がどのような結果になるかということは、今注視しているところで、今町はそういう状態なもので、一応一

日町長室のときに来たやつは汐見さんの論文です。これは読まさせていただきました。今度は再度、一日町

長室に頼んだのは、汐見さん本人を私に会わせて、汐見さんの考えとかいろいろなことを聞かせてください

よと、今そういう状況なもので、また汐見さんが町に来れば、それは話を聞くのはやぶさかではありません

ので、御承知願いたいと思います。それでよろしいでしょうか。 

○議長（八代善行君） 次に、第３問、町道奈良本２号線の付け替え、貸し付けについてを許します。 

  藤井議員。 

（５番 藤井・明君登壇） 

○５番（藤井廣明君） それでは、第３問、町道奈良本２号線の付け替え、貸し付けについて質問いたします。 

  １番目に、事業者であるＣＥＦが町道上に風車のブレード、工作物がかかってしまうというふうな問題で、

これは以前にも質問はしたんですが、今回はそれについて町はどういう抗議なり謝罪要求をしたのかと。そ

の前提には、当然どちらに責任があるかというふうなことをこの前も聞いたものですから、お伺いします。 

  それから２点目に、町道の付け替えを指示し、かつまた旧道部分、今まで町道だった部分を事業者に貸し

付けているわけですけれども、その貸し付けに当たっての法的根拠、これについて承っておきたいと思いま

す。 

  それから３番目に、これまで道であった旧道部分が、今事業者が使っているわけですけれども、これはい

つ転用されたのか、事業用地として貸し付けたのか、その辺について承っておきたいと思います。 

○議長（八代善行君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第３問の、町道奈良本２号線の付け替え、貸し付けについては３点からの

質問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の、風力発電事業所ＣＥＦが、町道上に工作物がかかるように建設した問題で、町は抗議や謝

罪要求をしたのかについてお答えいたします。 

  町道の上空にブレードの一部がかかることが判明したのは、昨年の６月でした。町としては、道路法でい

う占有物には当たらないとしても、土地利用対策委員会での審査の中でこの内容の説明がなされていたなら

ば、道路の上空にブレードがかかるということは事前に防げたし、誤解を招くような状況は発生しなかった



として、事業者を役場に招聘し、抗議を行ったところであります。その結果として、風車のブレードが道路

の上空を侵さない区域に道路を付け替えるよう指導するとともに、経費については事業者が負担するよう指

示したところであります。 

  次に、２点目の町道の付け替えを指示し、かつまた旧道部分を事業者に貸し付けたが、その法的根拠は何

かについてお答えいたします。 

  町道の付け替えの指示については、特に法律的な根拠はありません。道路管理者としての判断によるもの

です。施工につきましては、道路法の24条により実施することになります。また、土地の貸し付けには特に

法的根拠はありません。 

  次の３点目の、これまで道であった旧道部分は事業者に使用させているが、いつ転用し、幾らで貸し付け

をしたのかについてお答えいたします。 

  12月の定例会で藤井議員からの一般質問で、付け替えて新しい道ができたときに、一体どちらの所有にな

るのか、それを貸すのか無償譲渡するのかという質問に対しまして、最終的にできた段階で正しい面積を出

して、それに合った面積を確定して契約をするという答弁をいたしました。その後調査したところ、当初の

土地貸付面積の中に、今回付け替えをした道路部分も含めて契約がなされておりました。なぜこの部分も含

めて契約したのか、事業者に説明を求めたところ、森林法による林地開発行為に関連して、静岡県と残地森

林に関する協定を締結したとのことであります。 

  この協定によって、道路から10メートルの範囲まで残地森林として区域に含むように指導されたため、土

地の貸付面積に含めたとのことであります。12月定例会の答弁については、誤りがあったことに対しまして

訂正をさせていただきます。 

○議長（八代善行君） 藤井議員。 

（５番 藤井・明君登壇） 

○５番（藤井廣明君） これは、町の東伊豆町有財産の取得管理及び処分に関する規則というふうなものには

基づかなくてよろしいんですか。その点はちょっと１点、38条に貸し付けの際の書面というふうなものも交

わさなくちゃならないとかというふうに、この前のときもそんなふうに質問したら、まだできていないとい

うふうな答えだったような気がするんですが。 

  また、規則の43条による契約の締結の義務、そこには貸し付けの目的とか期間、貸付料上の額とか、それ

を内容とした契約書を交わせというふうなことがあるんじゃないかと思うんですが、それはなくても、何ら

法的な根拠はなくても大丈夫というようなことなんですが、行政の行動として、何ら法的な根拠がないとい

うふうなことがあり得るのかどうか、ちょっとこの点は伺っておきたいと思います。 

  それから、貸し付けの時期でございますけれども、貸し付けの時期に関しては、町長、前の議会で全ブレ



ードの修復がすべて終了した段階で、付け替え工事にかかることとなりますと、このように言われているん

ですが、覚えておりますでしょうか。ところが実際には、この見ていただきたいんですが、これは旧道部分

で直しているわけです。風車の修理を行っております。ここが旧道部分、今までの町道奈良本２号線ですね。

付け替えを指示したという部分がこの道です。ですから、実際の道はこの道、ぐるっとこういうふうになっ

ているわけで、ここのところ、これが貸し付けたと言っているところですが、ここで現実にはブレードの修

理を行っている。 

  その下の写真は、写真を撮ろうとしたら、撮るな撮るなと言っているので、余りにもおもしろいんで、何

でそういう権限があるのかと。ＣＥＦの社員がこんなふうな妨害する権利があるのかどうか、町道の上で私

はただ風車を撮っているだけなんですが、景色も一緒、風車も一緒ではないかと思うんですが、こういうこ

とを禁止するようなことが、あそこの社員に権限があるのかどうか、これも不思議な話です。 

  何はともあれ、それは余談としましても、このブレードが旧町道上で直している、工事用地に使っている

というのは、町長がおっしゃるようにブレードの修復の前なんですよ。その証拠には、ここに後ろに風車が

見えますけど、全然ブレードはまだついていないし、直している最中なんです。これは見ていただくとわか

ります。故障中の風車がここで直されている。まだ付け替えを指示している前に使用されている。こういっ

たことが言えるわけで、そうしますと町長の議会でおっしゃっている、全ブレードの修復がすべて終了して

から付け替え工事にかかることになっていますというのと全然違っているわけで、これはどういうことなの

か明らかにしてほしい。 

  それから、そのことは明らかにしてほしいんですが、私が時々業者に便宜を図っているのではないかとい

うふうに申しますと、町長はそんなことないよというふうなことをおっしゃるわけですけれども、こういっ

たことが現実に行われるから、私どもはこれは少し業者に便宜図っている、あるいは町がやらせているんで

ないとすれば、業者が勝手にやっている、どちらかなわけで、いずれにしましても町道という町有地、それ

から管理者として、町長もこの辺をどういうふうに考えるのか伺っておきたいと思います。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） さきの12月定例会に、私が全ブレードができた段階で道路を付け替える、そういう発

言をしたならば、ここで訂正しておわび申し上げて、基本的には町は一刻も早く町道の復興というんですか、

なるべく一般の町民に対して不便をかけないようにやることがまず前提だと、自分は考えています。そうい

う中で、12月定例会において今言ったように全ブレードができた段階で町道の付け替えを、そのようなこと

を発言したならば、訂正しながらちょっとおわび申し上げたいと思います。 

  以下につきましては、担当課のほうからちょっと説明させますので、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。 



○議長（八代善行君） 建設産業課長。 

○建設産業課長（上嶋智幸君） 私のほうから説明させていただきますが、昨年の町長からの答弁がございま

したけれども、昨年の12月の定例会で、私のほうからその土地についての契約については、それらが済んで

から、まずはっきりした面積を出して契約をしたいよと、こういうような発言をいたしました。その後、当

然そこで藤井議員に対してお答えをしたものですから、業者を早速呼びまして、それについて話し合いをし

ました。 

  その話の中で、どうもぴんとこなかったというのは、相手がはいと言ったから、その面積がまだ借りてい

ない土地だから、相手も承知して契約をするものだと私は思い込んでいたわけでございますけれども、どう

も話をしていく中で話がかみ合わないということがありましたので、先般もこちらのほうへ業者を呼んで話

をしましたところ、実はその土地については既に前の時点からもうお借りをしてあったと。町の土地を借り

てあったと。 

  私も何でその土地を借りてあるんですかと疑問があったものですから、そこまでは藤井議員と同じような

考えで、そこから出たものについては契約をすべきだと、こういうふうに思っていたわけですけれども、よ

くよく調べていったらそうではなくて、町の指導というよりも、県のほうで林地開発、森林法の10条ですけ

れども、これに係る林地開発行為の許可を受けた案件で、この付帯の事務処理の中で、残地森林に関する協

定を結んでくださいという指導を受けたと。こういうことの中で、どうしても静岡県のほうから道路から10

メートルの部分まではその区域に含んでくださいと、こういうような指導があったものですから、その時点

でお借りをしたと、こういうようなことでございました。 

  私がもう一度全部処理関係を見てみましたけれども、やはりそこの部分が既に貸し付けてあった土地でご

ざいました。これについては私の調査不足で申しわけございませんでした。この場をお借りしまして訂正を

させていただきます。すみません。 

  そういうことでありますので、それから貸し付けのさっきのブレードの件ですけれども、私もその時点に

おきましては、ブレードが大体12月にはほぼ終わるという報告書の中の復旧の予定表を十分把握していまし

たので、通常でいけば12月には終わると、こういうようなことの中で考えておりましたので、そのように説

明をしたわけでございますけれども、実際にはＬＭグラスファイバー社のほうが都合がつかなくて、事情が

あっておくれたと、こういうようなことでおくれてきたものですから、さっき町長が言ったように一日も早

く、道路はつくって使い勝手のいい道路にしてもらったほうが町としてもいいし、安全の面から考えてもい

いと思ったので、24条が出たときに許可をした次第でございます。 

  以上でございます。 

○議長（八代善行君） 藤井議員。 



（５番 藤井・明君登壇） 

○５番（藤井廣明君） 契約に関しては、今の件でわかりました。 

  それにしても、町長の答弁なんかでも、こういうふうに時期前に自分の議会で発言している内容もちょっ

とそれとはそごがあるわけで、こういうことで業者が勝手にやりたいような形でやるということは、この町

は本当に無法地帯になるのではないかと。そもそも風車が町道の上にかかるという事案なわけですよね。謝

罪させたって、その次にはまた、ブレードが全部修復済んだら町道の付け替えをさせるんだといったものが、

いつの間にかもう、向こうはブレード修理のために、つまり修復する前に町道を使用しているわけですよ。

ここを格好の修理工場みたいな感じで使っていまして。ですから、こういうふうなことがこの町は許してい

ますと、まさに無法の町になってしまうんではないか。厳密に町の道路の管理、あるいは町有地の管理、そ

ういったものをしないと、業者につけ入られてしまうというふうに私は考えているわけです。 

  また、町長自身、この風車に関しては自分は責任ないんだと。前の疑問のときに言ったわけですけれども、

あくまでも６分の１の事業用地を提供しているわけですから、全く民間のやることで町が関係ないというふ

うなことは言えないわけで、現実にこんなふうに便宜が図って、事業者のいわば営業といいますか、そうい

うことに資しているわけですから、このことに関しては町も法令等を遵守させて、十二分に監督指導をお願

いしておきたいというふうに思います。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 私も監督不行き届き、最高責任者ですからそれは認めますけれども、この現状を私、

今初めて知りました。ごめんなさい。町道にこのような風車が置いてあるということは、知らないというこ

とは言えないんですが、最高責任者としては本当に申しわけなかったと。これは今後ともＣＥＦに対しては

十分注意していきたい、そう考えております。今日はこのようなことを教えていただきまして、ＣＥＦに対

しては道路占用とかそういうものを出さなければ、本当はいけないんではないかと考えておりますもので、

そういうような道路占用も出してあれば問題ないんですけれども、自分自身ちょっとその辺を認識していな

いもので、もし出していなければ、これはすぐにＣＥＦに抗議を申し上げますもので、御理解願いたいと思

います。 

○議長（八代善行君） 建設産業課長。 

○建設産業課長（上嶋智幸君） 一応手続的には道路法の24条の手続はして、私のほうでも許可を与えており

ます。付け替えについてです。 

 

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

 



◎散会の宣告 

○議長（八代善行君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ５時２２分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（八代善行君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は11名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成21年東伊豆町議会第１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。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○議長（八代善行君） これより直ちに本日の会議を開きます。 

  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（八代善行君） 日程第１ 昨日に引き続き一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 飯 田 桂 司 君 

○議長（八代善行君） ２番、飯田議員の第１問、町制50周年記念行事についてを許します。 

  飯田議員。 

（２番 飯田桂司君登壇） 

○２番（飯田桂司君） 皆さん、おはようございます。 

  冒頭、私ごとでちょっとおわびを申し上げたいなと。 

  昨日より開会をいたしました議会において、昨日欠席ということで、議員そして議会の皆様には大変御迷

惑をおかけしましたことを、この場をおかりいたしましておわびを申し上げたいなと思います。 



  さて、今年の冬、何か寒いのかな、暑いのかな、そんな感じがする中、河津桜も早々に満開を迎える中に

ぎわいを見せ、それと並行しまして、稲取のつるし飾りも同様ににぎわいを見せておったのではないかなと

私は感じます。 

  先週４日となりますけれども、大川小学校の生徒さんをおかりしましてホタルの放流を行いました。昨年

よりは2,000匹から3,000匹近いホタルの幼虫が多く採集をいたしました。子供たちの姿を見たときに、やは

り自然と親しむ、これが一番大切かなと感じました。 

  ホタルの観賞会となりますが、期間は６月５日より21日、17日間ということで決定をしております。町並

びに観光協会の多くの方々に御協力をいただき開催となるわけですが、宿泊につながるイベントとして御協

力・御指導をお願いしたいなと思います。 

  さて、今回２問を通告してございます。一問一答にてよろしくお願いします。 

  昨日も町長のほうからも御報告がありました、今年５月、町制50周年を迎えるに当たり、事業内容につい

てお伺いします。 

  １、内容規模など準備状況はどうなっているか。よろしくお願いします。 

○議長（八代善行君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） おはようございます。 

  飯田議員の第１問、町制50周年記念事業について、内容規模など準備状況はどうなっているかについてお

答えいたします。 

  昭和34年５月３日、稲取町と城東村の合併により東伊豆町が誕生し、本年５月３日に町制施行50年を迎え

ますので、各種記念事業を予定しております。 

  まず、啓発・ＰＲ事業として職員より募集したキャッチフレーズを掲載した、町制施行50周年の啓発のぼ

り旗を作成いたしました。１月から、公共施設や伊豆急行の町内５駅などに合計で50本ほど設置しておりま

す。 

  また、記念事業の一つとして、当町の雛のつるし飾りをテーマにした「望郷岬」を歌っております永井裕

子さんのコンサートを稲取小学校体育館で３月３日に開催したところであります。 

  記念式典は、町制施行日の５月３日に役場１階大会議室で開催します。招待者は、町議会議員の皆様、町

の表彰者、町内各種団体の代表者、行政各委員会の委員長及び町内の公共的機関の皆様など、約200名の方々

を予定しております。 

  なお、作文コンクールとして、町内の小学校高学年、中学生から作文を募集し、応募作品の中から優秀作



品を選考し、式典の中で表彰するとともに、作文の朗読発表を行っていただきます。現在、各学校から選考

され、町に提出された作品の中から優秀作品の選考を進めているところであります。 

  記念講演については、ＰＴＡや社会教育事業と連携し、記念式典とは別の日に、町内の中学生を主な対象

として行う予定であり、開催日程につきましては、講師のスケジュール等確認し、今後決定させていただき

ます。 

  また、記念植樹を予定しております。町内の保育園児・幼稚園児・小中学生を対象に、10月から11月の間

にクロカンコース内の適地に桜の苗木やスイセンの球根などを植えていただきます。 

  さらに、こども議会の開催や町の50年を振り返る写真の展示を予定しております。 

  なお、町制施行50周年記念号として、広報「ひがしいず」の臨時増刊号を発行し、町内各戸に配布いたし

ます。発行は５月の記念式典終了後を予定しており、現在、準備作業を進めているところであります。 

○議長（八代善行君） 飯田議員。 

（２番 飯田桂司君登壇） 

○２番（飯田桂司君） 今、町長のほうから、もう既に記念行事ということで開催をしておると、また、いろ

いろな開催内容が今報告があったわけですけれども、私ごとですけれども、時は33年ということで大変古く

なりますけれども、９月26日ですけれども、大変私忘れません。小学校５年生だったんですけれども、兄弟

４人で近くの家にとりあえずランドセルをしょって、その中に勉強道具を入れて避難をしたわけですけれど

も、子供ながらに何が起きるんだろうと一夜を不安げに過ごしました。 

  それは22号台風ということで、名前を狩野川台風、伊豆半島に上陸したわけですけれども、翌朝起きてみ

ますと、消防団の方々がたくさん多く出、片づけをしておりました。家は跡形もなく、親戚のうちに１年ほ

ど間借りをし、大変親たちは苦労したなと、そんな思い出があります。 

  そして、年が明け、やはり月日を同じくして９月26日、狩野川台風、多くの方々が亡くなられ、本当に忘

れることはできません。当時、稲取町と城東村の合併があったわけですけれども、合併前の33年、そして明

けて34年、当時の区長さん初め議員の方たち、大変御苦労があったと聞きます。なぜ、私、今回この質問を

させていただいたかと言いますと、30周年、前山田町長のときに行われたわけですけれども、やはり50周年

のほうが時として節目の年ではないかなと私は感じるわけですけれども、しかし、近隣の市町、やはり自粛

をしておることは確かなことかと思います。 

  30周年のときですけれども、議員の方でも御存じかと思いますが、何か町のために役に立つことはないか

なと、当時郵便局におりましたから、町から100万円をいただきまして、エコーはがき、今日持ってきまし

た、こんなはがきですけれども、当時行われていた石引きのデザインの当時の値段で40円のはがきです。こ

れを50万枚、町として郵便局で発売をしたわけですけれども、発売に当たり町の協会のはっぴを借り何カ所



かで宣伝をし、数日間で50万枚を販売をした、そんな記憶がございます。忘れもしません。 

  合併離脱後、議会として何をしていくのか、行政として何をしていくのか、また、町民の皆様には何を求

めているのかを確認をするこの50周年、よい時期ではないかと私は考えます。 

  今後、10年あるいは20年、東伊豆町という名前はあるか、ないか、私はわかりませんけれども、なくなっ

たとしても大半の方がここに住み、ともにまちづくりをしていくことは確かなことと思います。町民の声を

聞く、町長は一日町長室をやられ、御意見を、お話を聞かれていると思います。これも大事なことです。 

  50周年、この事業も長い時間をかけ、慎重に準備をされてきたと思います。昨日、町長からも施政方針で

お話があったようですけれども、その中に、活力ある東伊豆町の再生、これを町民の皆様とともにうたい、

２点のキャッチフレーズをぜひこの時期に、この機会に全国発信をする、そういうことでお願いをしたいな

と思います。 

  一つ、先般１月11日に行われた成人式、その中で、成人の代表の方が大変すばらしいことを言っておりま

した。成人の節目を機に何ができるか考えなければならないと、自分として、皆さんとともに、これはどう

いう意味で言っているのか、考えていただきたいなと思います。 

  今、町は、まちづくり協議会という大変すばらしい協議会を立ち上げ、いろいろな提言をお話しされてい

るかと思います。行政からもぜひいろいろな意見あるいは提案をしていただき、そして考えていただきたい

なと思いますけれども、やはりこれは、この50周年事業、１課だけではなくて課を挙げて、まずこの50周年

の事業を成功させていただきたいと思います。もし町長、これについての何か先ほどのお話と違ったことが

もしありましたら、ちょっとお答えいただきたいと思います。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に今年50周年ということで、これは本当に先輩たちのおかげで東伊豆町50周年を

迎えることができました。これは先達の人たちに感謝を申し上げたいと思います。 

  そういう中で、今飯田議員が、30周年のときは大変立派という言い方、お金をかけてやったという中で、

今回、50周年記念だからやっぱり時代も違っておりますし、できればそういうふうにやりたいですが、やっ

ぱり町の財政規模的なものも全然違いますもので、やっぱり身の丈が当然行財政改革という意味でもなるべ

く金のかからないことでやりましょうということで、その中で、やっぱり金をかけなくても町民を巻き込ん

だ50周年を皆さんとお祝いしたいというのが町の考えでありますし、さらに、本当に私も成人の日の言葉を

聞きまして大変感動いたしました。その中で、そういう人がいる限りこの町は、仮に東伊豆町という名前が

なくなったとしても、今飯田議員が言ったように、この町というかこの地区は未来永劫続きますもので、そ

ういう面で私は安心したところでございます。 

  今回、私は、記念行事などの講演会をちょっと企画しております。その中で、ＰＴＡさらには社会教育の



関係、皆さん方に御協力していただくなどすべて一本化した中でなるべくいい講師という言い方はおかしい

けれども、多少金をかけてでも今後の東伊豆町の人づくり、そういうその講演が非常に参考になるような講

師を迎えたいという中で、ＰＴＡさらに社会教育の関係者に協力願いまして、今年は一本化でやりたいとい

う中でその協力を得ましたもので、その方向でやっていきたい。 

  実は、私まだちょっと名前も、これからその人と交渉するんですけれども、基本的に、私は議長のときに

その人の講演を聞きました。その中で大変すばらしい人づくりとか、地域づくりのことを言った中で、やっ

ぱりこれは将来のある子供たちに聞かせてやりたいという中で、今回、熱中、稲中、全中学生を対象にした

中で、先ほど壇上で言いましたけれども、その人の講演を聞かせてやれば、１人でもいいですから人づくり

のことに感銘を受けていただければ、この講演をやる意義がありますもので、なるべくまた多くの町民の人

にこの講演を聞きにきていただければと考えています。必ずや、私はこの講演を聞いた人は感動するのでは

ないかとは自分自身は思っておりますので、議会のほうにもその辺のことはまた投げかけていきたいと考え

ております。 

  さらに、やっぱり50周年、役場の中でも総務課１課だけでなく関係する課とか、１課だけではなくてやっ

ぱりある程度の課を挙げてやっているということを御理解願いたいと思います。一応そういうことでよろし

いでしょうか。 

○議長（八代善行君） 次に、第２問、緊急経済対策についてを許します。 

  飯田議員。 

（２番 飯田桂司君登壇） 

○２番（飯田桂司君） 次に、２問目に移らせていただきます。 

  緊急経済対策について伺いますけれども、賀茂郡下市町ですけれども、21年度の当初予算が出そろったよ

うです。増もあれば減もある中で、新聞報道がされたわけですけれども、我が町も２月24日に報道されまし

た。 

  一般会計にて1.44％の増、43億8,000万円という案が出ました。収入財源となる譲与税、大幅な税収は余

り見込まれないのかな、そんな寂しい考えがあるわけですけれども、その中でもやはり一番気になる特別会

計ですけれども、介護保険については大変厳しい状況になっていくのではないかなと私は考えます。 

  そこで、３点についてお伺いいたします。 

  １、伊豆全体が観光不況となっている中、緊急観光対策はどのように考えているか。２、年間観光各種イ

ベントが開催されてきているが、開催内容はどのように把握し、また、補助金についての内容は。３、町内

の雇用状況、税収対策はどのように考えているかをお聞きしたいと思います。お願いします。 

○議長（八代善行君） 第２問の答弁を求めます。 



  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） すみません、ちょっと訂正していただければと。先ほど第１問の講演会の関係でＰＴ

Ａと社会教育と言いましたけれども、ＰＴＡと生涯学習の方と御理解願いたいということで、訂正をお願い

したいと思います。 

  それでは、飯田議員の第２問、緊急経済対策については３点からの質問となっておりますので、順次お答

えいたします。 

  まず、１点目の伊豆全体が観光不況になっている中、緊急観光対策をどのように考えているかについてお

答えいたします。 

  飯田議員も御承知のとおり、バブル崩壊後、全国総観光地化の中で、それぞれの観光地でも、花の里づく

り、温泉の有効利活用、ウオーキングコースの設置、地域観光資源の掘り起こし等それぞれ試行錯誤を重ね、

一人でも多くの観光客誘致のためのハード・ソフト事業に取り組んできたことは御案内のとおりであります。 

  しかしながら、これらが画期的な誘客に結びついた事例は全国で数例しかなく、ここ十数年以上、当町も

含め、伊豆全体の観光関連産業は非常に厳しい状況を強いられているのが現状であります。 

  また、このような厳しい状況に輪をかけたような原油価格の不安定化や世界同時不況等の影響により、

人々の観光意欲はさらに低下し、今後も観光立町として厳しい状況が続くことが予想されるところでありま

す。 

  景気の回復を待つのではなく、行政と観光関連産業等との協働により、現実に即した誘客対策事業を積極

的に推進し、この苦境を打開していくことが必要と考えております。 

  このような状況下において、県でも、「伊豆に泊まろう！大作戦」を３月１日から３月末までの土・日・

祝祭日及び３月20日から３月31日までの春休み期間中の毎日実施することが決定いたしました。 

  また、新年度予算には、本年６月４日富士山静岡空港の開港を踏まえ、４月29日から５月６日までのゴー

ルデンウイーク期間は毎日、６月末日までの土・日・祝祭日、24日間でございますが、における伊豆スカイ

ライン、修善寺道路等の通行料金の往路キャッシュバックの実施、さらに清水港から土肥港までの駿河湾カ

ーフェリー利用者へのキャッシュバック等に関する財源が計上されているところであります。 

  当町におきましては、新年度予算において、新たな緊急誘客対策事業費として町の観光協会補助金に500

万円の措置をいたしました。 

  町観光協会では、観光宣伝委託料を見直し300万円を拠出し、さらに災害等緊急対策基金を200万円繰り入

れ、総額1,000万円の緊急誘客対策事業を閑散期である６月・７月の２カ月間実施する予定をしております。 

  なお、具体的事業内容につきましては町の観光協会で進めているところであります。 



  以上が緊急誘客対策事業の概要でありますが、いずれにいたしましても予算が伴いますので、予算審議に

おいて御理解を賜りたいと存じます。 

  次に、２点目、年間各種観光イベントが開催されているが、開催内容をどのように把握し、また、補助金

についての内容はについてお答えいたします。 

  答弁が前後すると思いますが、飯田議員も御承知のとおり、当町の観光イベントとして、町の観光協会や

各地区の観光協会、さらに旅館組合等が事業主体のイベントがございます。 

  まず、町の観光協会のイベントではホタル観賞の夕べ、大川温泉観光協会では大川自然ヤブ椿観賞会、北

川温泉観光協会ではさかな祭り、熱川温泉観光協会では熱川海上花火大会、桜祭り、ちびっこフェスタ・魚

のつかみ取りバーベキュー大会、片瀬温泉観光協会では夏祭り炎艶火、稲取温泉観光協会ではどんつく祭り、

夏休み花火大会、ちびっこフェスタがございます。また、旅館組合等が事業主体のイベントとして、代表的

な雛のつるし飾り祭りがございます。 

  これらのイベントに対する行政支援として、熱川海上花火大会、稲取どんつく祭り、さらに夏休み花火大

会等の事業には、観光対策事業補助金として町が直接補助をしております。 

  また、片瀬温泉観光協会主催の夏祭り炎艶火、さらに北川温泉観光協会のさかな祭り等は、町の観光協会

の観光宣伝委託料から配分され、事業実施されているところであります。 

  そのほかには、町の観光協会の予算で実施されているホタル観賞の夕べがございます。 

  ただいま申し上げました事業には、町からの補助金や委託料が充てられていることから、毎年担当課にお

いて交付先の団体とヒアリングを行い、補助金の交付予定額を決定しておりますので、御理解をお願いいた

します。 

  次に、３点目、町内の雇用の状況及び税収対策はどのように考えているかについてお答えいたします。 

  景気後退に伴う雇用環境の悪化が全国的に進んでいる中、当町の基幹産業であります観光業等の事業所で

の雇用状況について観光協会や商工会に調査を依頼したところ、町内の事業所では解雇者は出ていないよう

であります。 

  また、税収対策についてですが、不安定な国内経済情勢の影響が徐々に出てきていることは否めない状況

ですが、収納率向上のため静岡地方税滞納整理機構への移管、文書催告、差押などの厳しい滞納整理を実施

していますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 飯田議員。 

（２番 飯田桂司君登壇） 

○２番（飯田桂司君） 今、町長より報告があり、いろいろ観光協会補助金あるいはイベント等の開催内容に

ついてもお話があったわけですけれども、昨年、大手企業の大変不況により100年に一度とも言われる危機、



昨年暮れより年が明けて、新聞あるいはテレビ等で報道がされ、大変寂しいなと、私たちには余り経験のな

いことですけれども、なるべくしてなったのかなということで、私も感じております。 

  １月22日、23日と東京日比谷公園のほうへ行ってきました。もう既にテントは壊され、私服刑事さんらし

き方がおり、交番等でお話を聞きますと、大変苦労があったというお話を聞いてきました。同僚議員、２日

半ほど現地へ行きボランティア活動をしてきたというお話を聞き、大変すばらしいことをしてきたなと私は

考えているわけですけれども、まだまだ町として、一町民として、まだ危機感がないのかなと私は感じます。 

  我が町ですが、またこの伊豆東海岸、特に観光産業が中心となっているわけでして、漁業・農業も連携を

して潤いをなしていることは確かなことと思います。今後もこれは変わることはないかと思います。 

  年間約2,000万人ほどの方が海外へ出かけるようです。その半分しか日本には外国人が来ておらないよう

です。そうしますと、約２兆円ほどの赤字といってはおかしいですが、お金が余分に出ていると、そんな話

も新聞に出ておりました。 

  昨年の12月29日より１月３日まで、年末年始の町内の宿泊状況を調べてみました。前年対比95.6％となっ

ているようです。期間中を見たときに、12月31日、１月１日に集中し、全体的に宿泊のお客さんは少なかっ

たようです。１月３日にはもう空き部屋があり、看板が出たようです。 

  そこで、これは議会事務局のほうにあった資料をちょっといただいてきたわけですけれども、平成19年度

の市町村別の温泉客入湯状況がベスト50ということで載っております。１位が神奈川県の箱根町642万人、

２位が北海道の札幌ですね。これは札幌だけでなく、近隣の温泉も入っているようですが、378万4,000人、

ちょっと端数は切りますけれども、３位が栃木の日光市330万7,000人、やっと静岡が出てきまして、熱海300

万人、５位が静岡の伊東市283万4,000人。これを見ますと、熱海、伊東、２つの温泉地を足しても箱根には

かなわないんです。 

  そこで気になる東伊豆町ですけれども、何位かと言いますと28位、106万9,000人ということで、ベスト50

が出ております。これより若干増えるのか、減るのかわかりませんけれども、大体このぐらいの数字ではな

いかなと私は考えます。 

  平成20年度の町からの観光協会予算が3,385万7,181円ということで組まれているわけですけれども、その

中で町の補助金2,660万円、これは多いか、少ないか、協会としてはもっとくれよというところが正直では

ないかと思います。年間でいろいろな会合を開く中で、いろいろイベント等が行われているわけですけれど

も、活性をしようということで我が町観光協会も頑張っているようです。 

  そこで、我が町「観光立町」と銘打っているわけですけれども、観光は観光だけ、漁業は漁業だけ、農業

は農業だけ、そんなことは観光だけでやればいいよと、観光業にすると、それは農業のやることだ、おれた

ちは関係ないよと、そんなことを言う人もないかと思いますけれども、こういうお話はやはりこれからはも



う避けて、やはり皆仲よくしていただかないとまずいと思います。その橋渡しをするのは、やはりこの町、

町長以下行政ではないかなと私は考えるわけです。 

  国は６年前、観光振興、少子高齢化時代の経済活性化ということで一つ設けたわけですけれども、観光立

国を宣言したわけです。そんな中で、立ち上がったのが国土交通省の関連機関を集めた観光庁、これは皆さ

んもう御存じかと思います。それに伴い、静岡県も昨年、産業部の中に観光局を設け、各地区の観光につい

ての情報の提供、大規模な会議、いろいろなコンベンションを誘致するなどの体制づくりを強化したわけで

すけれども、この観光局、局長も町長御存じ、知っているよと、お話をしているよ、これは町として大いに

利用していただきたいと思いますよ。 

  私も、先般、ちょっと情報を得るために産業部のほうへと、情報提供、いろいろなことでお話を聞くわけ

ですけれども、やはりもう皆さん各町、協会、いろいろな情報提供をいただいているようです。ぜひこの観

光局を利用する、そして国も観光庁ということでできておりますので、ぜひこれを利用していただきたいと

思います。 

  県は、１月６日、景気後退による県内雇用情勢の悪化に向けてということで緊急雇用経済対策費として３

億9,200万円の１月補正をしたわけですけれども、先ほど町長から何度となく、昨日もお話があったかと思

いますけれども、観光事業の一環として、伊豆スカイライン等の料金キャッシュバック、昨年から２月28

日ということで決めておったわけですけれども、大変好評だということで延長になったと聞きます。大変よ

い結果が出たようです。 

  ここで、町長あるいは課長にちょっとお聞きしたいですけれども、主に町、協会も、やはりできたこの観

光局にどのような対応をしているのか。町長、課長ともども大変日々お忙しいかと思いますけれども、ぜひ、

できた新しい観光局を利用していただきたいと思います。この点についてちょっともしわかりましたら、町

長、課長、ひとつ御答弁をお願いします。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１月に日比谷公園のテント村に飯田議員ほか同僚議員が行ったという中で、や

っぱり生で見てもらった中で、そのことはまた自分自身聞きたいと思いますもので、その辺のことを後でま

たお知らせ願えればありがたいと思います。そういう中で、その行為に対して敬意を表したいと思います。 

  そういう中で、今飯田議員、いろんなことを言いました。それで、やっぱり基本的には、３次産業が栄え

ても、それから前日に村木議員にも言ったように、やっぱりまたうちの町は１次産業と３次産業、これをど

のように結びつけるかということはやっぱり苦慮しているところでありまして、地産地消とかいろんな面で

やっぱり１次産業の方、３次産業の方、いろんな話し合いをしております。 

  そういう中で、どこが仲介をするかということが一番の問題でありまして、そういう中でやっぱり公共的



なものがいいのではないかという中で、昨日もちょっと言いました。稲取観光合同会社が多少なりともその

橋渡しをやっているようなことを聞きましたもので、一つその辺の実態をちょっとまた聞いた中で、なるべ

く連携をしてよりよい方向に行ければいいなという関係を持っております。 

  それと観光局の関係ですが、ある程度行けば、私は、関係あるときは観光局、やっぱりこれはそういう面

ができたもので、やっぱり国も県も観光に対する認識が大変高まっておりますもので、行けば、行きます。

そういう中で、去年の11月には、県議団の森先生が主体になって、この町で一応研修した中で、観光局の方

も来た中で、いろいろ話し合いを持ちました。 

  そういうふうに親密にしていきながら、やっぱり東伊豆町は観光関連産業が８割方を占める町ですから、

やっぱり観光で生きていかなければならないもので、行けたらば積極的に行きたいという中で、やっぱり今

回の永井さんが緊急啓発の一環といたしまして、キングレコード等がそれこそタイアップした「望郷岬」、

これをすべて県の知事、副知事、さらに観光局の主要局長、部長、すべてに渡しました。それだけだって、

県のほうもこれに対しましては大変興味を持っていただきまして、どのようになっているかということは考

えると思います。そういう何かしなければならないという東伊豆町の立場というんですか、そういうことを

評価して、県のほうも興味を持っているし、また評価してもらっているような状況でございます。 

  自分としては、一応基本的には観光局は重要視しなければならないかなと思っておりますし、県に行った

ら、これからはできるだけ観光局には顔を出そうという考えでおりますので、理解願いたいと思います。あ

とは、ちょっと担当課から一応説明させます。 

○議長（八代善行君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（鈴木好美君） それでは、私のほうから、観光局の新設された今の状況なんですが、今現在、

観光局のほうで力を入れておりますのは、富士山静岡空港の開港に合わせまして、先ほど飯田議員も言いま

したけれども、海外へ出る人は多いと、それとインバウンド、中へ入ってくる人は少ないという形の中で、

やはり富士山静岡空港の開港に合わせて、海外からの東アジアを中心に誘客を、今、力を入れて実施してい

るところであります。今年度につきましても、向こうの台湾もしくは上海、韓国のほうに、誘客のほうに行

くような形になります。 

  それから、国内でありますと、福岡、札幌、沖縄というところが就航先がもう決定しておりますから、そ

の辺を含めた中で、観光誘客のほうに力を入れておる状況であります。 

  それから、あとハード・ソフトの面はありますけれども、今までどおりに観光施設整備事業の補助とか、

あと伊豆への旅行商品の補助とか、いろいろ先ほどのキャッシュバックも含めた中で補助を対応しておりま

す。 

  以上でございます。 



○議長（八代善行君） 飯田議員。 

（２番 飯田桂司君登壇） 

○２番（飯田桂司君） 先ほども言いましたけれども、大変日々皆さん多忙なところですから、やはりやって

いることは本当に了解をし、見ておるわけですけれども、課長のほうからも今お話があったように、やはり

お客さんというのはここへ来て、東伊豆へ来て感動して帰る、そういう地域づくりを観光に携わる皆さんは

一生懸命頑張っておるわけですけれども、やはりそこに情報提供するのは、ここ行政ではないかなと私は考

えます。 

  ２点目についてちょっとお伺いするわけですけれども、私は、先ほどから何度となく観光のお話をしてい

るわけですけれども、私は、サービス業の仕事をしているわけではないんです。ここにも、議員の中に大変

プロの方が、大先輩がおるわけで、大変厚かましいなと思われますけれども、８年前より、地元大川の観光

協会の協会員として会費を払い、何か世話をしたいなと、何かお役に立てることはないかなということで参

加をさせていただいております。 

  そんな中で、平成15年より、町の主催等をさせていただいたホタル観賞の夕べなんですが、来園の数１万

人近い方の中で半数が宿泊をされる方、大変増えてきております。近隣の伊東市等の宿泊をされる方の状況

等はまだ人数は把握をしておりませんけれども、大型バスで会場まで乗り込むと、そんな状況になっており

ます。 

  今年１月31日より２月８日まで、地元ヤブ椿の観賞会が開催をされました。そんな中で２月７日の土曜日、

400名近いウオーキングの方が来園をしていただき、大変ありがたい御意見もいただけました。副町長、そ

して観光商工課の職員の皆さん、本当に御苦労さまでした。 

  聞きますと、つるし飾りにおいて職員がボランティアをしているよと、そんな話を初めて聞きました。い

や副町長、すばらしいなと、ぜひやってくれよと、私はお話をしました。なぜ、こんなお話をするかと言い

ますと、ここ行政にいるとなかなかわからないです。外へ出て、初めていろいろな声がお客さんから聞ける

んです。 

  ぜひ、その情報をしっかりと受けとめて、今年より来年、そしてイベントとしてやることを把握し、そし

てお客さんの御案内をする、こんなお話をするわけですけれども、ホタルとは別につるし飾りが始まるとき

に、シャトルバスというのが出るということを聞いたものですから、私、個人的に、協会を含めて協会の役

員さんに、ボランティアガイドを出したらどうだと、おれ、自分ではっぴをつくり、衣装をつくり、ボラン

ティアガイドをしたいよと提案をしたわけですけれども、まだバスのほうには一度しか乗ったことがないん

です。 

  しかし、何か聞きますと、ボランティアガイドも、今年はシャトルバスの運行も減ってきているようです。



大変寂しくなったかなと。できればこの町内の名所旧跡やあるいはつるし飾りの説明をして、ボランティア

ガイドをする、シャトルバスが走る、いいなと思っていたわけですけれども、それもちょっと難しくなった

のかなと思います。 

  先ほどからお話をしているホタル観賞の夕べについては、シャトルバスの中でホタルの生態の説明、静岡

水辺百選に選ばれておる竹が沢公園内の説明、ちょうちんウオークによるホタルの観賞、そして一番気にな

る地場産品を販売しておるおもてなし会場の御案内、これを当初私の大変美声ですね、どういう声だか、ち

ょっと声というより吹き込もうとしてテープに入れたわけですけれども、協会の女性の方から、飯田さん、

男性の声では色気がないよと、何だ、そんなことで女性の方に吹き込み直していただいたわけですけれども、

これがシャトルバスの中で流れます。 

  いろいろなイベントがあるわけですけれども、なぜ先ほどからこんなまたお話をしていますかと言います

と、昭和50年代、私は郵便局に勤めておったものですから、当時、大変民間の宅配便に小包の需要を奪われ

まして、これは危機だと、何とかせねばと何人かで考え、そこで思いついたのが地元にありますミカン、か

んきつですね、これを小包として販売できないのか、地元のミカンを何とかこれ全国に発送できないかとい

うことで、早速片瀬にありました選果場のほうへ、場長さんのほうにお伺いしました。 

  場長さん、悪いですけれども、期間中2,000箱ほど出したいんだけれども、ミカンを分けてくれないかと

お話をしましたところ、早々に、飯田さん、無理だよと。なぜですかとお話を聞いたわけですけれども、場

長のほうから、出荷先が決まっており、量も変動があって難しいよと。 

  これは素人だ、勉強不足だと私考えました。年間どのようなミカンがあり、出荷先はどこに行っているの

か、あるいは値段、生産者の状況などを生産者の方からいろいろ御指導いただき、勉強したわけですけれど

も、そこで、とりあえず生産者の方に直接ミカンを分けていただくことをお願いし、だんなさん、すみませ

んけれども、分けてくれるならミカンの箱の中にヒノキの葉を入れてくれないかと、５月ニューサマーの時

期に、悪いけれどもだんなさん、ミカンの花を入れてくれないかとお話をし、大変好評で、そこで失敗した

ことがあるわけですけれども、余りにも注文が多くてミカンの量が間に合わない。聞きますと、農協から御

指導があり、お話があり、ミカンの量がなくなってしまったんです。そうしますと、農協より、場長から郵

便局のほうへ電話がありまして、行ってみますと、ミカンはあるよと。何だねと。ミカンは出しますよとい

うことでお話をいただきました。 

  ここで思ったのは、しめた、これだと思いました。そこで、また私考えたわけですけれども、やはりミカ

ンの発送をするだけではだめだと。北川温泉、今日見えております西村さんのところに、悪いけれども、西

村さん、北川温泉のパンフレットを500部くれないかと。熱川温泉の協会の事務所に行き、熱川観光協会の

パンフレットを500部くださいと。これ１部送ると130円かかります。それをミカンの箱の中に入れたわけで



す。2,000近い箱を送りますから、大体この送料を含めるとわかると思います。 

  そして、もう一つ、郵便局ははがき無料なものですから、その中にアンケートはがきを入れたわけです。

はがきの内容ですけれども、ミカンの味はいかがですか、熱川温泉、北川温泉に泊まったことがありますか、

これから泊まる御予定はございますか。いろいろと御案内の中で返信のはがきを入れますと、ミカンが着く、

そして１週間もしないうちにその返信はがきが返ってくるんです。いろいろな御意見が入っております。初

めてこのミカンを食べたと、おいしいミカンだと、熱川温泉、北川温泉へ行ってみたいと、ぜひ行きたいと

いうことでアンケートを見たわけですけれども、そうしますと、郵便局の窓口へ、郵便局はそういう観光的

なことで御案内をしないわけですけれども、窓口へフリーのお客さんが見えるようになったわけです。 

  そして、窓口では対応できないものですから、駐車場へ回っていただいて、ホテル、料金等も含めて御案

内をするわけですけれども、これだなと。やはり農協だけ、観光だけでやっているのではだめだと、そんな

ことで体験をしたことがあります。景気のよいときほど何とかは締めろというように、よいときは黙ってい

てもお客さんは来ます。本当に来ます。昭和の黒船、伊豆急が開通し、テレビ番組等も放映される中、本当

に町がにぎわいを見せておったわけですけれども、平成に入り、黒船はまだ来ておらないのではないかなと

思います。 

  協会の方たちにもお話をするんですけれども、一生に１回来れば、飯田さん、いいよと、生きているうち

に１回来ればいいよと、１億3,000万人。しかし、そんな考えではだめだよと、最低３度、小学校の修学旅

行、中学の修学旅行、親に連れられての一度、そして成人し、結婚し、会社に入り、一度、二度、三度と。

そして、退職し、あるいは会社勤めが終わって、また伊豆へ、あるいは東伊豆へ来る、そういうお客さんづ

くりをしなければだめだよと、お話をしておるんですけれども、今稲取では、郵便局は民間になり２年、３

年過ぎたわけですけれども、こういう切手が、これはもう皆さん見て、窓口あるいは外で販売をしておりま

す。これは、一昨年、河津町が桜の切手をつくり、これは全国発信しますから、町の宣伝としては最高のこ

となんですよ。ぜひこういうものを近隣の町、熱川も含めて、ぜひこういうことで宣伝をしていただくよう

なこと、お願いをしたいと思います。ぜひ使ってくださいよ、郵便局も民間になったんですから、ぜひ使っ

てください。 

  ３点目のことについて、簡単にちょっとお話をしますけれども、雇用状況、それに対する税収ということ

ですけれども、これちょっと…… 

○議長（八代善行君） ちょっと飯田議員に注意します。 

  郵便局を使ってくださいというようなコメントは…… 

○２番（飯田桂司君） ああ、そうか、失礼しました。どうも失礼しました。大変やめたものですから、すぐ

に早速に。取り消しいたします。そういうことで、ひとつよろしくお願いします。 



  ３点目の雇用状況と税収ということですけれども、これ行政のほうは、何だ、飯田さん、雇用と税収はち

ょっと話が違うんではないかと、質問が違うではないかということであるわけですけれども、２月17日に第

６回伊豆半島の首長会議、伊豆サミットということで、町長も出席をされ、新聞あるいはお話を聞かせてい

ただきました。 

  昨年から、もらう、もらわないと話題になっている定額給付金についても、プレミアム宿泊券ということ

が提案をされているようです。まず町として、この定額給付金の総額はもう決まっておると思いますね。 

  今後、雇用の悪化ということで、これは担当の課にちょっとお聞きしたいですけれども、先ほど町長は、

解雇された方はいないよということでお話があったわけですけれども、私は個人的に観光業の方たちからお

話を聞く中で、飯田さん、困ったよと、息子が社会保険で、おれたち扶養家族で、解雇されたけれども国民

健康保険をどうやって払ったらいいんだよと。そんなお話を聞く中で、では役場に相談に行ってきなよとい

うことで御案内をしました。それについて、もし課長のほうから、差し支えなければ、その後の御指導等が

あれば、ちょっとお話を聞かせていただければいいかなと、無理のないところでお話を。 

  町の収入も自主財源と依存財源があるわけですけれども、そんな中で、町税の一番気になる固定資産税、

評価替えがあるようですけれども、これらが大変税収が減ってくるのではないかなと思います。無論解雇等

があれば、あるいは会社等が景気が悪くなれば税収が減ってきます。そういうことで、先ほどから町長、課

長さんも言っているように、職員皆さん忙しいです。ぜひ一層収納体制を強化していただきまして、町税が

大幅に上がるようなことをお願いしたいと思います。 

  何か取りとめがない話になりまして、そして、先ほどの郵便局のあれは大変失礼しました。おわびして訂

正いたします。 

  課長、もしあれば、差し支えなければ、お願いします。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず第１点、私びっくりしたのは、飯田議員と旅館の関係者ですか、その方が一度来

ればいいよなんて、そういう発言はちょっとびっくりしました。やっぱり基本的にはリピーターを増やさな

ければこの東伊豆町の温泉はだめなもので、そういう経営者がいたならば一喝してやりたいですよ。そうな

れば、やっぱり自分自身がリピーターを増やすようなそういう経営をしなければ、とてもでないけれどもこ

の東伊豆町ははっきり言ってつぶれてしまいますもので、そういう経営者がいたならば、それは間違いでは

ないかとはっきり言ってやりたいと思います。 

  さらにシャトルバスの関係につきましても、当初ガイドさんが乗っていましたよね。そういう中でだんだ

んあとはテープの案内をやっております。どのような方向でなくなったのか、その辺をちょっとまた調査し

ていきたいと思いますし、さらに郵便局の活用という言い方をされました。その中で、やっぱり局は民間に



なっております。やっぱりつるし飾りの最中でも開所前やったと今飯田議員が言っていたようなことをやっ

ている中で、やっぱり飯田議員が前の職のときにそういうことをやったという中で、やっぱりミカンの中に

観光パンフレットとかそれを入れる、大変いいことだと思いますもので、やっぱりこれからちょっと連携し

ながら、やっぱり１次産業、３次産業、民間になった局、その辺と連携した中でそれも一つの方法ですから、

ちょっとそれを検討させていただきたいと思います。 

  さらに、やっぱりもう１点、ボランティアといたしましては、また町民の方に知ってもらいたいのは、こ

れはつるし飾りの最中に、これは本当は私が言ったのではなくて、職員みずからが、福祉厚生会の事業、そ

の方から、基本的にはつるし飾りの最中、土曜、日曜日、街角に立って道案内ボランティアをやりたいよ、

これは自発的に職員が言ってくれました。これは私大変感動いたしまして、やっぱり職員の口から、そうい

う町に対する観光ボランティア、道案内をやりたい、そう自発的に言ってくれたもので、これはやっぱり大

変いいことなもので、やっぱり町民の方も職員１人１人がこのまちづくりについて考えているということを、

この場をかりて認識していただければ本当にありがたいと思います。 

  あとについては担当課のほうから説明させます。 

○議長（八代善行君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（鈴木好美君） 先ほど町長のほうの答弁でありました雇用の関係なんですが、当町で雇用の

今の状況は解雇とかという情報は入っていないと、この情報につきましては商工会とか観光協会、この両団

体に情報提供していただいた内容であります。それで個々の内容としまして、観光商工課のほうでは通年ハ

ローワーク等の相談の窓口として案内はさせていただいておりますけれども、ここのところ、個人的に解雇

されたという形の中で相談に訪れたことはないというのが観光課の今の状況であります。 

○議長（八代善行君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） 今飯田議員が言われた社会保険からやめて国保に来る方の把握等はしてご

ざいませんので、後ほど調べて、また提出させていただきたいと思います。 

  いずれにしましても、届け出はしなければならないものですから、それで国民健康保険に入らなければな

らないものですから、そこでまた相談に乗るような形で納付相談とか話し合いをしていきたいと思います。 

○議長（八代善行君） 以上で、飯田議員の一般質問を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

  この際、10時40分まで休憩とします。 

 

休憩 午前１０時２９分 

 



再開 午前１０時４０分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 

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

 

◇ 山 田 直 志 君 

○議長（八代善行君） 次に、14番、山田議員の第１問、急激な変化に対応する行政運営についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） ２問通告してありますけれども、各問ごとにお願いをしたいというふうに思います。 

  まず、第１問であります急激な変化に対応する行政運営についてでありますが、内容的には恐らく今まで、

昨日から先ほどの飯田議員までが質問されていた内容にかなり関係してくるかなというふうには思います

が、よろしくお願いをしたいと思います。 

  １点目に、町に対する経済的な変化をどう考えているのか、この点をまずお伺いをしたいと思います。 

  ２点目に、予算等について、そうした状況をどのように反映したのかという問題をお伺いをしたいと思い

ます。 

  そして３点目に、今後の状況においてどういう対応をとるかということについて、まず大ざっぱな点で町

の考え方をお伺いしたいと思います。 

○議長（八代善行君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第１問、急激な変化に対応する行政運営については３点からの質問になっ

ておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の町に対する経済変化をどう考えているかについてお答えいたします。 

  未曾有の経済危機により、日本経済は、昨年の10月から12月の経済成長率がマイナス成長12.7％を記録す

るなど戦後最悪の事態を迎えております。特に、これまで日本経済を牽引してきた自動車、電機などの製造

業が国内需要の伸び悩みや輸出の不振により企業収益を悪化させ、従業員の削減などにより雇用面での不安

が広がっているところであります。 

  国内需要は、生活者の消費と企業の設備投資等で支えられておりますが、雇用不安や収入減などにより、



今後一層生活者の消費が後退するものと考えております。 

  当町の主な産業は、農業、漁業などの第１次産業と観光を主とする第３次産業であり、主幹産業は観光で

あります。観光は、景気の動向に左右される業種で、景気回復時には回復するのが最後となり、反面、景気

が悪化し個人消費が低迷する際にはいち早く影響を受けるという産業構造であります。 

  各旅館やホテルの自助努力とともに、行政も観光協会などの関係機関と連携して、各種誘客対策を実施し

てきておりますが、観光形態の変化や全国総観光地化などの影響もあり、当町への宿泊客数は年々減少して

いるのが現状であります。 

  また、旅館やホテルは、その産業形態から従業員の削減は困難であり、厳しい経営環境に対応するため、

正社員からパートなどへの雇用形態の切りかえや給与面の抑制などで対応せざるを得ない場合もあると伺

っております。 

  農業や漁業なども、昨年の燃料高騰時に見られるようにその経営基盤は脆弱なものがあり、商業において

も、後継者難や近隣市町への大型店の進出などにより町内商業の空洞化が進んでいるという現状であります。 

  今回の不況により、観光を主とする町内経済は、非常に厳しい局面を迎えるものと心痛しており、今後、

産業団体連絡会などで、町内産業団体の関係者等と対応について協議・検討をしてまいりたいと考えており

ます。 

  次に、２点目の予算等はどう反映されているかについてお答えいたします。 

  今回の大不況に対しての根本的な施策は国に期待するところですが、町としましても、財政面での制約が

ある中ででき得る限りの対応をしたいと考えております。 

  まず、緊急的な経済支援対策として、地元消費の拡大と家計の支援のため、商工会と連携して20％のプレ

ミアムつき地域商品券を発行いたします。発行額は3,000万円で、町が負担するプレミアム分の600万円と発

行経費について、21年度当初予算において商工会への補助金に含めて予算計上したところであります。 

  また、町内事業者の資金繰り支援として、新たな利子補給制度を創設いたしました。上限を2,000万円と

して、１％の利子補給を３年間行う内容であります。 

  誘客対策としましては、町の観光協会補助金を増額し、緊急的な誘客対策を実施してまいります。具体的

な事業内容については、町観光協会で進めているところでありますが、総額で1,000万円の緊急誘客対策事

業を６月から７月までの２カ月間実施する予定であります。 

  不況により、雇用や収入の減など町民の皆様には生活面での不安が拡大しているところであり、町として

も何らかの施策を展開すべきとの御意見もあろうかと思いますが、まず町内各産業に対する緊急支援策を実

施することが結果的には雇用の維持につながるものと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、３点目の今後はどういう対応をとるのかについてお答えいたします。 



  平成21年度当初予算におきましては、緊急的な対応ということもあり、一時的で資金還元的な意味合いの

強い事業を主に予算措置をいたしました。 

  今後は、町内経済の現状をこれまで以上に的確に把握するとともに、商工会や観光協会などの関係団体と

の連携を一層強め、協議・検討を重ねてまいりたいと思いますので、御理解と御協力をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 昨日からの答弁とそう変わらないというふうには思うんです。町長の認識、12月の

ときもそうですし、今回の施政方針でも100年に一度の不況ということで、町長はちゃんと「みぞう」と読

みましたけれども、「みぞあり」と言わなかったので総理大臣よりはいいわけですけれども。そういう認識

の中で考えて、では当初予算と今後の町の状況はどうなるのかということになるんだと思うんですよ。ここ

に、今日、資料で出したのは、これは当然当局が配った予算の説明資料なんですよね。 

  一番問題は、やっぱり今町長が言ったように、観光産業がいいか、悪いかは別にして主要産業になってい

るということですね。ですから、東伊豆町の大きな特徴というのは、これは東伊豆町、観光立町という、観

光業だけではなくて、いわゆるリゾート地とかいろいろな面で考えると、ホテル・旅館を含めてリゾートマ

ンションや別荘地等のいわゆる固定資産税の状況が多いと。全体として、だからこの規模の町の中で60％ぐ

らいを町税が占め、その町税の中でも約60％は固定資産税が占める状況にある、こういう状況があるわけで

す。 

  脆弱さの一番の問題は、やっぱり私は何かというと、本来、普通の市町村で考えれば固定資産税というの

は地方財政上は一番安定的な財源なんです、これは。ですから、町の、例えば町税の内訳から見ましても、

例えば入湯税ですとか、利子割の交付金や自動車税の交付金等々のものだとかゴルフ場利用税だとかそうし

たものよりも、いわば個人町民税よりも本来は変動がなくて安定した税金というのが固定資産税なんですが、

東伊豆町の町税の状況は固定資産税が多いと。 

  それは、先ほど言ったように、ホテルや旅館の税金が大半を占めていると、また、リゾートマンションや

別荘地を投資目的で購入したけれども利用しないとか、都会の人の経済状況から未納や滞納が増える、こう

いう問題がやっぱり一番大きいわけですよ。ですから、税収上、自主財源が大きくて町税が約６割を占める

というのは賀茂郡ではないわけで、これはこれで、今までのまちづくりの中ではそういう状況を占めてきた。 

  しかし、今、町長が言われたような状況を考えたときに、22億3,000万円、この多分21年度の予算におけ

る町税の中で占める６割の固定資産税がどういう状況になるかということがやっぱり一番の心配事で、昨日

の山本議員や何かの質問もそういう趣旨だったんだろうと思うんですね。 

  これが、例えば現状、当初予算なんかのこれは内容にもかかわるんだけれども、全体としては５％ぐらい



の前年対比ないし20年度の、今後提案されます最終補正と当初予算の状況を見ると、対前年度比５％減ぐら

いですよね、減少状況というものが。この状況が本当に的確かどうかと。 

  御承知のように、湖西市で、法人事業税の関係から予算の提出をし直すというふうなことがありましたけ

れども、公債費なんかのように企業なんかが多いところではやっぱりこの法人町民税等が多いんでしょう。

例えば、あと葉山とか大磯ですとか逗子なんかへ行くと、逆に個人町民税のほうが大半を占めるとか、これ

は町の形態によって、ベッドタウンだとか住宅地であれば個人町民税のほうが大半を占めてかなり大きな比

率をとるし、工業地帯を抱えるところであれば法人事業税が多い。東伊豆町は、産業形態上、観光、ここが、

今のこれは恐らく推測値、今までの昨日来の答弁でも、状況を見た中での平均値等々というようなことで算

出をしているという点では、これは、やっぱり今後大きな穴があく危険性を持っているところではないのか

なと。 

  先ほど町長が言ったような点で、やっぱり観光のお客さんの減少というのは、ある面、危険水域なんでは

ないかと私は思うんですよ。190万人バブルのころあったお客さんが、去年の段階で106万人とかに落ちた。

落ちたということはそうなんだけれども、一般の製造業と違って、仕入れはお客さんが来たときだけでいい

んだけれども、経常的固定費がかかるわけですね、旅館というものは。お客さんが来れば当然水や電気も使

うと。お客さんが来ようが来まいが固定資産税は日々かかっていくわけで、その部分でいうと固定費がかか

るわけで、そうしますと、例えば、もうこの東伊豆町にとって、この100万人にならんとするような状況と

いうのはまさに危険水域にあるんではないか。 

  先ほどの質問でもあったように、飯田議員が言われたように、年末年始の減の状況というふうなものを考

えてみると、それはかなり危険水域だと。それは、昨年来、一昨年来で見れば、ホテル・旅館の廃業であっ

たり、経営譲渡であったり、競売であったり、こういうことがやっぱり既に町内には起こってきているわけ

ですよ。 

  ですから、通常の個人の固定資産税であればそんなに問題はないんですが、旅館さんの固定資産税という

点であれば100万円であったり、1,000万円であったりというものががくんと入らないということが起こり得

る危険性というものは、我が町の状況としてやっぱり持っていると。問題は、私は、そういうとき、そうい

う問題に対してどういうふうに町として対応をしなければいけないのかという問題があるんではないかな

と。その点では、災害に対して防災計画があるように、ある面で言えば町民生活を防衛するためのある面最

悪のシナリオというものを、町というものは考える必要性というものが私はあるんでないかなと。 

  この間、町長にも委員会協議会のときにも言いましたけれども、先ほど町長が言いました利子補給制度な

んかの問題でも既に政策金融公庫や銀行から融資を受けられないというホテル・旅館が出てきているわけで

すよ。だから、国が一生懸命政府保証をつけても銀行のほうでそれは貸さないんだと言われてしまえば、当



然銀行のほうも自己資本比率の問題がある、貸倒引当金を積まなければならないという問題があるから、危

ないところには貸せないと、こういう状況がある中ですから、深刻にそうしたとき何が必要なんだろうかと

いうことを考える時期ではないかな。 

  そうすると、例えば、町としたら減収が生じたときに何ができるのかと。３億円余の基金だけで一時的な

対応をしても、それで対応できるものではありませんし、現状やっている継続事業もありますから、３億円

もそのままつぎ込むということもなかなかできないでしょうし。これは、やっぱり考えていかなければなら

ない問題として大事な問題だと。 

  私は、町長、先ほどの飯田議員の質問で大変そういうことを考えていることがわかったんですが、お客さ

んのリピーターの問題ですよね。でも、私は、やっぱり町長のあいさつは、行政・施政方針を含めた中で、

このお客さんの問題に対する対応というのは出てこなかったですね。これ実はまた聞こうと思っていたの。

飯田議員が聞いてくれて、町長発言されたんだけれども、私、９月も12月もこの経済対策等々の問題を質問

しているんですけれども、県の観光計画でさえ入れ込みの人数を増やそうではなくて、静岡県へ来てくれる

お客さんの満足度を上げようというのが、先ほど来で言えば県の観光後期計画等の主要テーマ・目標ですよ。

そういう中で、観光業者からも今町長からもこういう問題・視点がほとんど出てこなかったと。私は、今日、

町長の先ほどの答弁で久々に聞いたと。 

  町の中でも、「一時おもてなし」だとか「満足度を上げよう」とかいう言葉というのが町全体の合い言葉

になったんですけれども、今は何か経済状況が本当に深刻なためにどんどん目先の財布というか足元に視線

がいってしまって、一番サービス業で大事なお客さんに対して本当に満足できるサービスを提供しているの

かという根本が見失われているんではないかという私は懸念を持っているわけです。 

  年末年始泊まったお客さん、または忘年会や何かで行かれたお客さん、町民の方からの声を聞いてもやっ

ぱり料理が落ちたなとか、サービスが悪かったという声は少なくないわけですし、旅行の取り扱いをしてお

りますインターネット等のサイトを見ましても、東伊豆町内の旅館のこういう不満、行ったらネットで見た

施設と全然違うではないかとか、料理はとんでもなかったと、こんなものをたくさん見るんですよ。やっぱ

り今そういうことをかけ声がないということの危険性、目先のお客さんだけに走っている危険性、これは本

当に町長がそう思っているんであれば、本当に深刻な問題として業界の方々には意見をしていかなければい

けない問題だと思います。 

  もう１つは、町長、観光の方々、そうはいっても中心ですから頑張ってもらう中で、その視点と、私この

間も町長に申し上げたように、本当に観光宣伝委託料ですよ、どうしても印刷費40万円、電波宣伝費40万と

か50万円とかつけて、確かに町長が言っているように上がってきたものは調査するんだけれども、これは委

託だから動かせないわけですよね。融通がきかないというお金の支出ですよ。 



  私は、そういう面では、こういう経済状況の中で、本当に経済の状況に合わせて機敏な対応ができるとい

う点では、支出項目というものを委託金でなくてやっぱり交付金みたいな形にして自由度を持たせるし、責

任を持たせるというふうな視点でのありようも一理あるのではないかと。やっぱり決められた形で電波宣伝、

印刷費とつけてしまうと、これでしかもう彼らは予算執行できないわけですから、こういう事態ではその辺

が必要なのではないかと。 

  町長が先ほど言われたように、緊急経済対策ということで多少の宣伝費をつけたということで６月、７月

と言いました。私は、12月のときにもやっぱり今現状で伺っても４月、５月からの入れ込みが、予約が本当

に悪いですから、６月、７月と言わず、間に合うものならできればぜひ５月、６月から、早くからやっぱり

イベントは進めていただく必要性があるのではないかというふうに思います。 

  ２つ目に町長、そういった点でもう一方の視点で考えてみると、これは委員会協議会のときも12月に私だ

けでなくほかの同僚議員からも出た協会等への支援策が十分ないと、なかなかこれは相手の事情もあると、

こういう話だったと思うんですが、そこでもやっぱり町長へも少し意見をしたという記憶があるんですが、

住民サイドのセーフティーネットもやっぱり必要だろうと思うんですね。先ほど町長が言ったような正社員

からパート化、そういう形になっていくと、例えば現実正社員でも日給・月給で社会保険が受けられたよう

な人でも、パートになると金額は目先の単価は上がったとしても、もう今度は日数が20日間来たものが15

日になり、10日になりと削減をされて、本当にある面生活できないような、それは先ほどの議論ではないん

だけれども、派遣村みたいなものはできないにはできないんですよ、それは自宅もあったりアパートもある

から。 

  でも、この間も言いましたように、２カ月、３カ月でおくれる旅館の給料や減らされる給料の中で結局ア

パートの家賃を払わないで追い出されて、また次へ行き、それからまた追い出されて次へ行くというふうな

人がいるのも事実だし、アパート等をもっていらっしゃる方に聞けば、何軒かアパート持っていれば、その

中で何軒かは滞納があって、もう飯を食べる金もないからアパート代を払えないとかこういう状況はもう町

内にはあるんですよ。だから、首切りはないとか何とか言ったって、実質的な給料の切り下げがあって、生

活できないような人たちがもう今町内にはかなり広く存在しているという状況をよく考える必要があるん

だと思うんですよ。 

  そういう点で、現在の中で町が今から制度を起こしたり、この間は労金とのタイアップはなかなか難しい

ということになると、今、町が持っている制度の中で考え得るのはやっぱり私は２つで、１つは昨日も出て

いました就学援助の問題ですよね。これも国が補助金事業から一般財源化をして、非常に財政支援というも

のは形が見えなくなってきているというものですけれども、例え親がそういう状況にあろうとも子供たちに

やっぱり影響を与えないという点では、ぜひ、首切りでなくてもいいんですよ、本当に離職とかいろんな状



況の中で大きな影響を受けた方に対してやっぱりしっかりサポートしてあげると。 

  これは基準が確か、前に聞いた基準でいくと、生活保護基準の1.1倍ぐらいが収入だということがあるん

ですが、そのときの収入だけではないんですよね。先ほど言ったように、首切りだけでなくて離職せざるを

得ない状況やいろんなパートをお母さんがやめたりとかいろんな状況があるわけですから、年収の区切りだ

けでなく、いろんなそういう親の生活状況の大きな変化というものも加味した中で、そういう問題を対応さ

れるということが必要ではないかという点は思います。 

  もう１つは、やっぱり社協の貸付金が今５万円程度でやっております。その上、県社協の制度のほうが30

万とか50万円という形あるんですが、審査が２カ月ぐらいかかるというふうな問題があるので、これはもう

少し増額をし、もう少し何らか対応できるものにならないのか、当然それに対して事務量とかチェックとか

いうものも出てくるので、単純でないということはありますが、今ある制度を活用して、町が何らか手を差

し伸べようとするとそういう問題を考えざるを得ない。先ほど飯田議員が言ったように、社会保険から国民

健康保険へ来る場合というのは、前年度所得にかかるという矛盾というものは非常にありまして、これらは

制度のはざまの問題で、本来首になったり、離職した人がそういうことで悩むというのはどうかなという面

はあるんですが、これはまた一つ、そういうセーフティーネットも含めて考えていかなければならない。 

  最悪のシナリオという点でいくと、一番心配なのは収入と生活の場所なんですよ。派遣村ではああいう形

でテント村ができたり、結局厚生労働省の会議室が使われたんですけれども、町内でも、特に観光の関係者

の皆さんで言えば、かなりの部分が寮なんかに入っていまして、万が一の事態がありますと寮を出されると

いうふうなことの懸念なんていうことがあるわけなんですけれども、うちの町でいえば、町営住宅なんかも

うすべてほとんど入っているわけですから余裕がないというふうなことがありまして、公的な施設で考える

と、例えば雇用促進住宅なんかだとちょっと退去をお願いした経過なんかあるので、今多少あいているよう

ですけれども、そういうものも含めて考えたりとかしていく状況をやっぱり覚悟しないと、本当に財政的な

歳入欠陥を生じるような事態と、当然それに関係して町民の皆さんがいろんな形で影響を受けるわけですか

ら、これらを考えていくというのがこれからどうしても私は重要になるのではないかというふうに考えてお

りますが、いかがですか。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然それは今後考えていかなければならない。ただ自分自身も考えた中で、まず予算

の町税の考え、やっぱりうちの町は、山田議員が言ったように企業がないもので、今回その影響というもの

は多少緩いかなと考えています。これがある程度は企業がありますと、企業に頼った中の法人税とかいろい

ろ大きければ、大変予算に対して苦慮するところでございます。今回は、そういう大きな企業がないという

ことで、うちの町は大してそういう影響は受けなかったかなということは考えております。 



  そういう中で、固定資産税の算入、見込みが甘いのではないかと言われましたけれども、とりあえず何回

も言ったように３カ年の平均の中で今回出したという、ある程度のペースでいくのではないかということで

歳入欠陥だけは起こさないような方向でそれはいかなければならないということは考えております。 

  それともう１点、利子補給の件でございますが、これも協議会のときにまた山田議員も指摘された中で、

１人１人もうできるだけ多くの方にということで、ある程度滞納とかそうしている人にも借りられるような

方向で要綱をつくったことは山田議員も御承知だと思います。それ以外のところは企業が貸さないとこれは

自助努力の中で、銀行が融資を出さないところは、基本的には町もどうしようもないというのが現状である

ということだけ山田議員にも理解していただきたいと思います。 

  さらにリピーターの関係、これ自分自身リピーターということで、ちょっとプライベートなことになりま

すけれども、息子がちょっと商売を始めた中で、基本的には息子にはもうリピーターを増やすような経営方

針でなければだめだということは言っております。そういう中で、そういう方向でやっていく中で基本的に

はリピーター、これはまた観光、旅館業者に対してはやっぱりそういう方向でやっていくということは再度

また言っていきたいと思いますし、やっぱり年末にきまして、自分もちょっと息子を手伝っている中で、年

末の宿泊代に関しましておもてなしとかいろんな経費がかかる中で、果たしてその金額を出しただけのおも

てなしがあるかということは自分自身もお客さんのほうから聞いております。その辺も今後旅館のほうにも

言わなければならないのかなということは考えておりますもので、理解していただきたいと思います。 

  そして、委託料の関係、これも協議会議員とか山田議員からも言われました。私も、それは十分自由に使

えるお金という中で考えておりますもので、今の現状の姿を後で担当課がどのような使い道をしているかを、

一応担当課のほうに説明させたいと思います。 

  さらにあと勤労者の関係ですが、これは委員会でやっています。53年のときは、この地域だけということ

でやりましたけれども、今回、日本的なものでちょっと勤労者の労金のことは使えないということは委員会

のときに言いました。そういう中で、今は就学援助と社協の貸付金のことを言われましたもので、社協のを

調べてありますもので、担当課のほうからちょっと言わせますし、就学援助はちょっと検討させていただき

たいと思います。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（鈴木好美君） 私のほうから観光宣伝委託料の関係なんですけれども、今現在、観光宣伝委

託料については、町の観光協会のほうに委託料としてお願いしているところであります。この委託料につき

ましては、町の観光協会から各地区の協会のほうに配分はされております。この内容については均等割とか

入湯客数によって配分はされておりますが、主な事業としましては、大川地区であればホタル観賞の夕べと



か、北川ではさかな祭りというような形の中のイベントの内容で使われているような状況であります。 

  以上です。 

（「社協の」の声あり） 

○議長（八代善行君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（鈴木好美君） それから、社会福祉協議会の小口資金の関係なんですが、今現在、これは社

会福祉協議会の予算の中で事業運営はされているという形のやつで、貸し付け限度額が５万円という形で、

それで１年間だけの貸し付けという形の中で、件数的には今ちょっとわからないですけれども、これが５万

円で、今山田議員のおっしゃった５万円だとあれですから10万円とかいろいろな金額になるとなると、また

協議会のほうで検討してもらわなければならないとは思いますので、今の段階ではこの程度しかできません。 

○議長（八代善行君） 山田議員。 

○１４番（山田直志君） 大体それはそういうことで検討していただくことが多いので、あと町長言われなか

ったですけれども、今年、この説明資料等を見まして、これをもらってちょっと気づいた一つが、今までだ

と大体行政改革の効果なんていって金額やいろんなものがあったんだけれども、今回なかったんですよ。恐

らく私はこれは考え方で、今回はこういうふうに出しておいて、経済状況が悪化したときに、隠し施策とし

て今回は隠してあるのかなというふうに考えたりもしたんですけれども、そういうものもここもずっとやっ

てきましたからなかなか絞って絞ってという悪代官みたいに百姓を絞って、絞り取るというふうなことまで

はなかなかいかない部分もあるんでしょうが、しかし、改革しなければならないことはあるだろうというふ

うに思っていますけれども、私の率直な心配で言えば、今のこの状況を考えたら最大の支出になっておりま

す職員の人件費に影響が本当に出ないでやっていけるのかなと、私はそう思っています。そういうところに

影響が出てほしくないんだけれども、今の観光業を中心とした状況を考えたときに、そういう事態が来るの

ではないのかという非常に私は心配、そういう点で心配しています。 

  私は、そういうところしかもう手がつけられないんではないかという心配もしています。そういう私は視

点に立って、町長もぜひそういう事態を起こさない、また、町民の皆さん、また一生懸命商売をやられてい

る皆さんが大変な思いをしなくていいような状況をぜひつくっていかなければいけないんだということだ

と思うんです。 

  町長、リピーターの問題は言うだけではだめなんですよ。一時あったように、観光業界に一生懸命お客さ

んも呼ぶぞと、お客さんにちゃんと満足して帰ってもらおうよと、合い言葉になるぐらい旅館の皆さんの魂

にしていかなければいけないんですよ、観光立町であるならば。それが目先のお客さんを呼ぶだけの商売を

やっているようなところになったら、町長が言ったような「観光の町の再生」なんていうものは絶対あり得

ないですよ、断言してもいいですね。そういう気持ちがなければ、自分の財布だけ見ているような経営者だ



ったら絶対この町は再生しませんから、そういう視点でお願いしたい。 

  非常に私、今回予算を見ていて、行政改革の云々はなかったんだけれども、私、過去言ってきたいろんな

問題を振り返ってみて、増収にしなければならないという問題で考えてみると、例えばインターネットのバ

ナー広告であったり、町の各種封筒の広告であったり、できることがいっぱいあるではありませんかという

ことなんかも今までも言ってきたですよね。 

（何事か言う声あり） 

○１４番（山田直志君） だから、そういうものも含めて、もっと町としてお金を本当に稼げる形というもの

が本当にないんだろうか、海岸空地の駐車場だったりいろんなものがあるんだろうと思うんですけれども、

ただ財産を切り売るというのは１回だけはそれでいいんですけれども、経常的にはもうけにはなりませんか

ら、いっときの水にはなっても今後の財政について見るといっときのものですから、もう少しその辺の努力

が本当にできないのかなという点を含めて、ぜひお願いをしたいと思いますし、あと、さっきの社協のやつ

はやっぱり原資としてあるものを町が言って社協に出したり、またその体制を、貸し出しだって当然焦げつ

くのではないかという心配あるわけですから、一定のそれは事務的な負担等に対するものもやらなければな

らないんだけれども、しかし一定の形でサポートしないと、今の段階ですぐにできる施策というのは、そう

今、町に切り札がないということを考えて対応していただきたいなというふうに思います。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 行革が確かに書いてありませんけれども、これ金額ちょっとみたいなものは書かなか

った。例えば、その辺はどのような項目があるかということだけ担当課から説明させる中で、最終的には職

員の人件費、これは自分自身も考えて、まずいろんなやつをやった中で我々三役を含めてやって、どうして

もだめならそれは自分自身も職員の人件費へいかなければならないかなということは重々考えてございま

す。できるだけそのような方向でいかない町政、町の運営、これをやっていきたいと考えております。基本

的には職員が一生懸命やらなければこの町がよくなりませんもので、やっぱり職員にはその負担をかけたく

ない、今はそういう状況でございますので、御理解を願いたいと思います。 

  さらにリピーターの関係、これは言葉だけではなくて、本当に真剣に強く関連業者ですか、それには強い

口調で言っていきたいと考えておりますので、また御理解願いたいと思います。 

  それと、社協に関しましては引き続き検討ということでよろしくお願いしたいと思います。 

（「封筒の広告」の声あり） 

○町長（太田長八君） あと封筒の町の収入源、これは基本的には横浜へ行ったり検討した中で町としてもや

っていますけれども、その後、来ないんですよね。やったとしても、こういう町で、それだけ企業が収益と

かそういう利益があるのかということでなかなか来ないもので、引き続きやっていきたいとは考えておりま



すもので、御理解願いたいと思います。 

○議長（八代善行君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木忠一君） 行政改革につきましては、議員がおっしゃるとおり、本年度の当初予算

の資料の中には掲載してございません。と言いますのは、これまで過去何年間、旅費の見直しとかあるいは

事務的な封筒の一括購入ですか、そういうふうに細かなところで行政改革を掲げておりましたもので、それ

を継続するということが今後の行政改革の一番の大きなことではないかと思うと同時に、今後、行政改革を

進めていきますには、町長が昨日施政方針の中で申し述べましたように、より大きなことで、例えば学校あ

るいは消防の広域化、この辺のところを進めることが一番の行政改革ではないかと考えております。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 次に、第２問、子供の携帯電話についてを許します。 

  山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 何かとこの子供の携帯電話というのは、大阪の橋下知事あたりが発言したことから

によりますけれども、しかし非常に私自身もそうですけれども、親として、やっぱり今子供の生活を見てい

る中で、携帯電話の問題というのは避けて通れない問題になっているのではないかというふうに考えており

まして、その点から質問をさせていただきたいと思います。 

  まず、子供たちの所有状況やその問題点について、もし教育委員会等で把握しているものがあれば教えて

いただきたいと思いますし、今後の対応について、教育委員会等どのように対応されていくのか、お聞かせ

いただきたいと思います。 

○議長（八代善行君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員の第２問は教育関係なので、教育長に答弁させます。 

○議長（八代善行君） 教育長。 

（教育長 飯田伊三男君登壇） 

○教育長（飯田伊三男君） 山田議員の第２問、子供の携帯電話については２点からの質問になっております

が、１点目と２点目は関連がありますので、順次お答えいたします。 

  １点目の所有状況とその問題点についてお答えします。 

  携帯電話の所有状況につきましては、現在、新聞やテレビで報道されているようなさまざまな問題の起こ

ることが予想されましたので、平成19年１月に町内の児童生徒全員について実態調査をしました。 

  その結果、小学生では744名中91名、12.2％が所有し、中学生では382名中219名、57.3％が所有している



ことがわかりました。 

  平成20年９月には、静岡県教育委員会が抽出調査を実施し、熱川小学校６年生では29％、熱川中学校２年

生では46％が所有していることがわかっています。 

  問題点につきましては、全国的には新聞やテレビ報道のとおりだろうと思いますが、当町におきましては

出会い系サイト云々のような被害は聞いておりません。余り報道されていない問題点としては、メールの返

事を出さなかったために仲間外れにされたとか、生意気だといじめられたというようなこともあるようです。

また、中間や期末テスト中にメールで答えを教え合う等のカンニングもあったということも他の市町から聞

いております。 

  また、当町での19年の調査でわかったことですが、１カ月の使用料が4,000円を超え、子供の小遣いでは

賄えないと考えられるような金額の児童生徒がいることも判明しました。このように問題点はまだまだたく

さんあるものと思っております。 

  ２点目の今後の対応についてお答えいたします。 

  現在、東伊豆町の小中学校では、学校の教育活動には必要ないものとして学校へ持ってこないように指導

しています。どうしても保護者との連絡等必要になり持ってきた児童生徒については、担任が下校時間まで

預かっているということです。 

  今後もこの方針でいきたいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（八代善行君） 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 所有状況は、想像よりちょっと少ないかなというふうに私は思いましたけれども、

自分も高校のＰＴＡをやるときにこの問題がありまして、結果として、今高校では、学校では使用はしない

けれども、どうしても高校ぐらいになりますと部活が遅くなるというようなこともありまして、あちこちで

かえってバスも電車もないというようなことでどうしても親を呼び出したりということから、今高校あたり

では携帯を持ってくること自体は禁止にはなっていないと。ただ、私もそこのところで終わってしまったも

のですから非常に心残りがありまして、というのは、今文部科学省とか橋下さんなんかが言われていること

なんかは、いわゆる学校裏サイトとか、今教育長が言われたようにネットでのいじめとか、対応が悪いとか

というような形があるということでしたよね。 

  確かにそれもあるんだと思うし、しかし、それ以上に私が思うのは、子供がネットというか、当然小中学

校だとやっぱり携帯電話なんですね、高校ぐらいになると当然携帯もあるしパソコンもあるので、ネット社

会に入っていくんだけれども、そうするとネットにはまっちゃうという、これも変な話が私自分の子供でも

そうなんですよ。出会い系で当然友達になったりとか、今のミクシィとかいろんな形で仲間をつくって、会



ったことはないんだけれども平気で仲間になる、非常に顔を見ないことで安心感を持つという傾向が、パソ

コン、携帯のネットというものにはあるわけですよ、メールとかね。 

  そこに問題点があるわけで、やっぱり社会として考えたときに、いじめや学校裏サイトの問題とかいう危

険性だけではなくて、情報社会の中で正しく生きていく、便利なものなんだけれども、便利なものと向き合

っていくことについて真剣な議論がされないといけないのではないかなというふうに私は思っています。 

  当然文科省が言うように、私は、文科省、あれがいいかどうかわかりませんけれども、塩谷大臣は小中学

校は要らないから持ってこなくていいと。それは、学校へ持ってこなくてもいいと、それは結構ですよ。し

かし、事実子供は持っていると。中学生になると、塾の送り迎えやいろんなことから必要になってくるよと

いうことになると当然親も持たせる、安心感もあるし。だけれども、それはそれで済まないことではないで

すか、問題というものは。 

  町内でも、4,000円というような言い方をしましたけれども、私が知っている限りでは中学生・高校生で

もう１万円、２万円を超えるような携帯の使用料を払って、それを子供ではなくて親が平気で払っていると

いう、ばかではないかと思うんですけれども、そういうケースあるんですよ。 

  中には、これは過去、ちょっと前の話ですけれども、稲取中学校の子供たちの中で、いわゆる着信の音楽

サイトがあって、ここへアクセスすると音楽がダウンロードできるよなんて言って、もらったアドレスを入

れて、行ったら、はい５万6,000円払ってくださいと、いわば振り込め詐欺ですよね。こういうことの被害

に町内の子供も遭っているんですよ、実際問題として。子供たちは平気で携帯で写真を撮って、物をオーク

ションで売って、取られたの、金が回収できないのとかいろんなことで子供たちが活用している。 

  ですから、教育長、どうでしょうか、今年の１月30日に文科省の初等中等教育局長さんが通知を出してい

まして、その中ではやっぱり各学校、地域の実情を踏まえて、これに対する対策を検討する必要があるとい

う中で、小中学校での持ち込みというふうな問題だけでなくて、学校における情報モラルの教育の取り組み、

ネット上のいじめ等に関する取り組みの徹底、また家庭や地域における働きかけについてと、こういう通知

が出ているんですよ。このことをしっかりやる必要が私はあるんではないかと思います。 

  先ほども所有している、していないという問題と金額だけの問題ではなくて、どういう使い方をしている

とか、どのくらい利用しているのかとか、そういうことも詳しくやっていくと、もっと保護者もまた先生方

も考えなければならないという状況が私はあるように思いますけれども、いかがですか。 

○議長（八代善行君） 教育長。 

○教育長（飯田伊三男君） まず、先ほどの山田議員の金額の問題ですけれども、19年１月のときに、それも

一緒に調べました。そうしますと、例えば中学生ですと4,000円以上という子が79％いたんです。一番高い

子は２万円以上使っているという、そういう子もいました。本当に家庭の問題だろうと思います。 



  そういう中で、まず家庭での約束事が大事なんだと思いまして、家庭でのそういう約束事があるのかとい

う調査も同時にしてあります。そうすると、金額の問題だとか、それからダウンロードしてはだめだとか、

そういう約束事をしている家庭もありますが、大部分が約束事がないようなところが現状です。 

  なお、携帯電話の使用については、文科省のほうからは「ちょっと待ってケータイ」と、こういうような

リーフレット、それから「子どもを守り育てる体制づくりのための有識者会議」ということでやはり携帯ネ

ットの利用安全化という、こういうものももう各家庭に配布されておりますので、またこれを使ったりして

指導をしていきたいなと思いますし、夏休みだとか冬休みの長期休業前には携帯電話の使用等についても指

導をしております。 

  それから、もう１点、私もそういうネットなどは使わないんですが、例えば二、三日前の朝のニュースで、

秋田県では、学校裏サイトを削除するように臨時職員を３人対応させるというような報道もされております。

この辺は警察との連携も必要ではないかなというふうに思いますし、とても東伊豆町だけで対応できる問題

ではありませんので、県の教育委員会のほうにも働きかけていくつもりですので、御理解願いたいと思いま

す。 

○議長（八代善行君） 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 教育長ね、そういうパンフレットまであるということは知っていますし、過去、党

が教育研究会とかいろんなＰＴＡの研修で群馬大学の下田先生をお呼びして、そういうお話を聞いたり、こ

の間、そういうものも少しずつやられているというふうには聞いています。 

  私も群馬大の下田教授のお話は一緒に聞いてきましたので存じ上げていますが、インターネットの問題で

は、ＮＰＯの皆さんなんかの指摘の中で非常に思うところがあるんですが、携帯電話、パソコンもそうなん

ですけれども、本来はビジネスツールでビジネスの道具だったんですけれども、売らんかなということでゲ

ームもやれるようになっちゃったりいろんな機能がついちゃって、子供のおもちゃにもなる。当然そんなこ

とからも所有者があるんだけれども、ＮＰＯの皆さんの中で非常に気になるのは、都会よりも地方に住んで

いる子供のほうがネットにはまりやすいと。小中高校生が集まる場所がなくて、さっき秋田の例が出ました

けれども、裏サイトなんかでは地方の学校の名前が目立つと、市内にゲーセンなど大きな商業施設など遊び

場が少ない地方都市の子供では、ネットにつながりを求める気持ちが強いのではないかという傾向があると

いうこと、また、これは警視庁あたりの報告の中でも、一部で利用頻度の高いほど触法行為を犯す頻度が高

くなる傾向があると。法律にぎりぎりのところまで行っちゃうということのようですよね。 

  先ほど、教育長がいみじくも言われたんだけれども、自分が持っていないからということで、親もそうな

んですよ、親が持っていないからということで危険性がわからない。親のほうからすると、ただ何か子供の



居場所とか安全性のためにということで、親はある面買って与えるんだけれども、子供は親の考えとは違う

ところで、親の安全性なんかではないんですよね、もう自分のつながりとか、いろんな興味を持ったことに

携帯電話、例えばパソコンでもそうなんですけれども、ネット社会へどんどん入っていって、親の考えと違

うところに子供が走っているという状況があるのはやっぱり今の状況で、これは別に学校が悪いということ

ではないんだけれども、そういう状況に今子供たちが置かれているということを考えたときに、やっぱり教

育委員会として考えるべき状況があるんではないかと。 

  それは、資料を、パンフレットを配布するというようなだけではなくて、本当に携帯を持っている持って

いないにかかわらず、父兄の方にも、また先生方にも、本当に今の怖い状況というものを、便利ではあるけ

れども危険がたくさんあるということについてしっかり話し合う。それは、現状でも、今言われたように金

額の問題でも大変な状況ですよと。もっと利用状況を把握すれば、裏サイトへ行ったことは、出会い系へ行

ったことがあるとか、そんなことまでやってみればもっと生々しくわかるんだと思う。もっとそういう点は、

先ほど文部科学省の通知もあるわけですから、ぜひまたごらんいただいて、実態に合ったものをやらなけれ

ばいけないと。 

  私は思うんですけれども、旧稲取村で、「教育は苗床である」と、「学校は苗床である」と、「苗床で育

てた苗を荒れた田んぼに放していいものか」と、これはもう明治39年の稲取村の助役さんが教育会報に載っ

けたことで、非常に私、心に残るんですが、やっぱり教育委員会、確かにある面社会といういろんな問題な

んだけれども、しかし、本当に先生方を含めて、親御さんを含めて、一生懸命育てる子供がそういう社会、

危険の中にもあるわけですから、それをどこで植えるかとなるとやっぱり教育委員会を中心にしまして、先

生方だけではないんですけれども、育成会を含め、ＰＴＡを含めて、すべてを動員して、この苗床で育った

子供が荒れた田んぼに植えられて枯れ果てることがないようなことをしなければならないと思うんですよ。

これやっぱり教育委員会として、私はぜひお願いをしたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（八代善行君） 教育長。 

○教育長（飯田伊三男君） すみません、私の言い方が悪かったのか、私も携帯電話は持っていますけれども、

自分でネットだとかそんな面倒くさいことはやらないということで御理解願いたいと思います。 

  それから、今まで教育委員会が取り組んできたこと、東伊豆町のね、携帯電話やパソコンに対するインタ

ーネットだとかそんなことで、私は、実態に合ったものとは考えていないと言われましたが、実態に合って

いると思いまして、今まで校長会それから園長会等でいろいろ校長先生方にお願いをしてきました。これ以

上のことが何か教育委員会としてできるのかと言いますと、もう保護者を集めて、教育委員会が乗り出して

いって説明するしかないと思います。先ほどの何か議員のお言葉です、実態に合っていないことを教育委員

会がやっているというふうに受け取りましたので、すみません、語調が強くなって申しわけなかったですが、



そういう面ではよく実態に合った指導をしていると、私は思っております。 

○議長（八代善行君） 以上で、14番、山田議員の一般質問を終結いたします。 

  この際、午後１時まで休憩をいたします。 

 

休憩 午前１１時３６分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 

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

 

◇ 居 山 信 子 君 

○議長（八代善行君） 次に、12番、居山議員の第１問、男女がともに輝く施策の実現についてを許します。 

  居山議員。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 皆様、こんにちは。 

  私は、平成21年３月定例会に１問の通告をさせていただきました。男女がともに輝く施策の実現について

お尋ねをしたいところでございます。 

  初めに、昨日からの皆様方の一般質問を町長とのやりとりの中で、当町におけるこの厳しい緊急的な状況

の中で、さまざまな議論が交わされてまいりました。今、私もこうして質問を１問に絞りましたけれども、

これは毎回同じ質問をしてもすべてに通ずる質問ではないかなと、男が女がだけでなく、老いも若きもみん

なそれぞれの皆さんが何らかの形で輝くような、そういう町になってほしいという観点から質問をさせてい

ただきましたので、状況によりましては、ちょっと１問に絞るのはどうかなというふうなこともあろうかと

思いますけれども、御了解をいただきたいというふうに思います。 

  さて、男女共同参画社会基本法が成立して10年となります。女性の意識やライフスタイルは大きく変化を

いたしました。昔は「玉のこし」とこういうふうにも言われましたけれども、今女性の中では両立と、家庭

もまた仕事も結婚もという非常にそういう観点でいる女性が多いのではないかということを昭和女子大の

坂東眞理子学長が女子学生の意識の変化を端的に表現をしておりました。また、マーケティングライターの

牛窪恵さんという方も、最近の20代の女性について、デートの費用を負担してくれるよりも親孝行をしてく



れる男性を信用し、また結婚後は、自分自身も家計の一部または半分を負担するつもりだというふうな分析

もされているようでございます。 

  この10年間、私もこの男女共同参画社会ということを叫び続けてまいりましたけれども、女性が政治や経

済活動、意思決定に参加できるかどうかをはかる一つの物差しがございます。これは、ジェンダーエンパワ

ーメント指数というものでございますが、測定可能な93カ国中、日本は54位に甘んじているというのが国連

開発計画の発表でございます。背景には、まだまだ女性の社会進出に対する拒否感、そういうものも根強く

残っているというふうに考えられるものでございます。 

  しかしですが、この性別、年齢など異なった価値観を持った人たちが社会参加をして初めて、時代は活力

を生むのではないでしょうか。「春の来ない時代はない」というどこかのキャッチコピーにございましたけ

れども、また、「冬は必ず春となる」というふうなことも言われます。必ず自然界の営みの中で、今厳寒の

冬に差しかかったところではございますけれども、この冬が何年続くかわかりませんが必ず春が来ると、そ

ういうふうに私たちは希望を持って進んでいきたいというふうに思います。 

  そして、近く離任をいたしました米国シェーファー駐日大使の指摘にこうございます。「日本にはまだま

だ未開拓のすばらしい人的資源があります。それは女性です」、このようにおっしゃっているところがござ

いました。何よりも世界的な金融危機で、ワーク・ライフ・バランス、「そんなことよりも今はまずワーク

でしょう」という言葉に変わっているかもしれません。実体経済の悪化は、せっかく根づき始めた男女共同

参画の動きを逆行させかねない点がございます。閉塞感の漂う時代だからこそ、天の半分を支える女性の力

をもっと生かす、女性力を生かす、そういう社会に変革していくことが急務なのではないでしょうか。 

  「21世紀は女性の世紀」と言われて久しいわけですが、男女を問わず１人１人の人間が尊重される平和で

豊かな社会を形成する前提として、何よりもまず社会的・文化的につくられた性別・役割にとらわれない、

これはジェンダーフリーということでございますけれども、それをやはりしっかりと確立していくというこ

とでございます。 

  しかし、実際には女性に対する偏見、それから慣習的な差別というものもいまだに社会の各方面で根強く

残っていることも事実でございます。私もこうして発言をさせていただいておりますけれども、やはりまだ

議会は男社会の中で、またそれぞれ地域社会の中におきましても先頭になって動いていくのは男性、また男

性がすべて動かしていくという、そういう現状は否めないわけでございます。 

  いずれにしましても、平和・福祉・環境・教育という、ある意味ソフトパワーによる地域の活性化という

ものが必要なわけですけれども、先ほど申し述べた偏見・差別というものを打ち破って、地域の女性がみず

みずしく女性力を発揮できるかどうかにかかっているわけでございます。非常に女性に対する不平等感また

差別感というものを私も感ずる次第でございます。 



  このことは、今、金融の不安、そしてまた経済の減速が急激に顕在化し始めたことから、まさに重みを増

していくに違いないと、女性力をいかに発揮していくか、また、女性の力を活用していくかということが急

激な少子社会、高齢化社会のその大きな力になっていくというふうに言っても過言ではない、その力が女性

力にあるのではないかというふうに考えるものでございます。 

  昨日の町長の施政方針でも、現在の我が国経済は、100年に一度と言われる未曾有の世界的規模の経済危

機により生産・輸出・消費の低迷に歯どめがかからず、先行きの見通しが立たない状況にあるというふうに

述べられておりました。そこで、厳しい時代の到来ゆえに、私は老若男女がともに輝くこの町の施策の実現

を強く望むものでございます。 

  以上の観点から、何点かにわたってお伺いをさせていただきます。 

  １点目につきまして、町長施政方針の中で、町制執行50周年の節目であるという本年から、活力ある東伊

豆町の再生についてるる述べられておられるわけですけれども、今経済の急激な減速によりまして、雇用情

勢も悪化し、仕事がなくなるという逆のワーク・ライフ・バランスの後退も懸念をされます。当町では、今

後いかに男女共同参画を推進なさるのか、お尋ねをさせていただきます。具体的かつ前向きな御答弁を伺い

たいところでございます。 

  ２点目といたしまして、私は、女性の健康が社会の元気に、この縮む社会の活性化、それはまさに女性力

の活用にあるというふうに考えるものでございます。 

  去る３月１日から８日は、女性の健康週間でございます。私ども公明党といたしましても女性の健康が社

会の元気につながるという思いで多くの健康支援に取り組み、女性専門外来の全国的な拡充に取り組んだり、

また、全国でかつては３カ所であったものが、今はこの女性専門外来が200というふうに増えております。

さらに、乳がんの早期発見に役立つマンモグラフィーの全国拡充、これも私も議場で訴えさせていただきま

して、着実に推進がされております。 

  また、今問題なのは、20代、30代の女性の間で子宮がんが急増しております。年間約7,000人がかかり、

約2,400人が亡くなっているというふうに言われているわけですけれども、他国では子宮頚がんは治ると。

なぜならば、ヒトパピローマウイルスの感染で発生するこの子宮頚がんというのにはワクチンが効くわけで

す。このワクチンというのは、世界各国で承認をされているわけですけれども、アジアでは日本と北朝鮮だ

けが未承認なわけです。 

  私ども公明党として、早速厚生労働省に質問をいたしました。総理に対しても、若い女性の命がかかった

問題なので早く承認をするようにというふうな質問もしております。また、即刻厚生労働省担当者から、総

理からの指示があって、最優先で子宮頚がんのワクチンの承認を進めるという回答もいただいているわけで

すけれども、女性の健康が社会の元気、そしてまた、世界的に見ますと、日本は残念ながら「女性の健康後



進国」というふうに言われるようでございます。 

  これは、ジェンダーギャップ指数というふうなことで、各国の男女間の格差を数値化したものなんですけ

れども、健康指数が全国で36位ということです。昨年の厚生労働省の調査では、各世代で多くの女性が健康

に不安を抱えているというふうに答えております。この不安を払拭するために、女性の一生を丸ごと支援を

していくというそういう観点から、私たち党としまして、女性サポートプランというものを作成しているわ

けですけれども、このたび町長に質問をします健康パスポートの導入、これもその一環ということで御理解

をいただきたいというふうに思います。その点から御回答をいただければというふうに思います。 

  ３点目といたしまして、お伺いをしたいところでございます14回の妊婦健診の無料化ということで、これ

は多くの子育て世代の朗報でございますけれども、里帰りの出産、また健診、助産師出産の適用についてど

ういうふうになっているのか、お伺いをしたいところでございます。当町の予測される人数、費用について

お尋ねをするところでございます。 

  この妊婦健診につきましても、先ほどお話をしました女性のサポートというふうなことで、私も、平成19

年までは２回だった健診を町長にも質問させていただく中で、本年は５回無料になっているかというふうに

思いますけれども、同時に、国としましても少子化対策というふうなことで、このたびの第２次補正予算の

中で予算が組まれているところでございます。しかしながら、危惧する点は、財政的な裏づけがある２年間

のうちはいいんですけれども、それ以降の対応をどういうふうにお考えになっているのかということをお伺

いをさせていただきたいというふうに思います。 

  ４点目でございますけれども、ブックスタート事業についてでございます。 

  このブックスタートにつきましては、何回か質問をさせていただきまして、前向きに町長も取り組んでく

ださるというか検討するというふうに御回答もいただいております。また、施政方針の中でも、さらに年頭

の町長のケーブルテレビでのインタビューの中でも、ブックスタートをやっていくというふうに明言をされ

ておりましたので、この事業につきまして詳しく御説明をいただきたいというふうに思います。 

○議長（八代善行君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 居山議員の第１問、男女がともに輝く施策の実現については４点からの質問になって

おりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の、経済の急激な減速により雇用情勢が悪化し、国が取り組むワーク・ライフ・バランスの後退が

懸念される。いかに男女共同参画を推進するのかについてお答えいたします。 

  ゆとりと生きがいを持ち、安定した生活で心豊かに人生を送るためには、仕事と生活の調和のとれたワー



ク・ライフ・バランスを推進していくことは大切なことだと思います。 

  昨年来の経済情勢の悪化でワーク・ライフ・バランスの後退が懸念される中、いかに男女共同参画を推進

するかでありますが、本年度は男女共同参画推進本部を役場内に設置し、会議を開催して、各課において推

進する役割を確認したところであります。また、賀茂地区社会教育協会研修会として、中央大学の広岡教授

が「支えよう子育てと自分育て」と題し、父親として男女共同参画を身をもって体験してきた講演会を行い、

好評を得ました。 

  今後、男性の子育てへの参加のための啓蒙や男女ともに共通の課題として心身の健康が大切ですので、健

康づくりの施策にも重点を置いていきたいと考えております。 

  ２点目の、今こそ女性力発揮が必要となります。不可欠となる女性の健康に多角的な支援を受けられる健

康パスポートの発行についての考えはについてお答えいたします。 

  予防接種や病歴、妊娠・出産、健康診断、アレルギーの有無などの記録を記載したものを保有することに

よって、女性特有の病気の予防や自身の健康管理に役立つとともに、医師が治療を施す際に参考になるもの

と認識しております。 

  国においては、21年度に女性の健康支援対策事業委託費を新設し、その事業内容の一つとして、居山議員

が言われる健康パスポートと同様のものかは不明ですが、女性のための健康手帳の作成・交付が盛り込まれ

ておりますので、今後、国県の動向を見ながら対応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。 

  ３点目、14回の妊婦健診の無料化は多くの子育て世代の朗報ですが、里帰り出産、助産師出産の適用につ

いてはいかがか。また、当町の予測される人数、費用についてお答えいたします。 

  今後の町の対応につきましては、再質問についてお答えいたします。 

  平成20年度の妊婦健診につきましては、町で５回の公費負担をしておりましたが、国の少子化対策の一環

として、平成21年４月から計14回の妊婦健診が無料となります。従来どおり５回分については町が負担し、

残りの９回のうち国が２分の１、町が２分の１を負担することで、計14回の妊婦健診が無料となることは御

案内のとおりでございます。 

  里帰り出産につきましては、安全な分娩と健康な子の出産のため、県が妊婦健康診査に係る協定書を静岡

県内すべての医療機関及び助産所と締結しましたので、公費負担による14回の無料妊婦健診が県内全域で適

用されることとなります。 

  なお、県外につきましては、町と医療機関及び助産所との間で委託契約を結ぶことができれば、公費負担

で受診することが可能となります。 

  21年度の妊婦健診の対象者は、転入を含め80人を見込んでおります。予算については、妊婦健康診査委託



料として729万6,000円を計上してありますので、御理解願いたいと思います。 

  ４点目のブックスタート事業の詳しい内容はについてお答えいたします。 

  ブックスタート事業については、平成21年度から実施いたします。 

  ブックスタートとは、本を通じて赤ちゃんと保護者が楽しいひとときを分かち合うことを応援する運動で

あります。絵本の内容も言葉もわからない赤ちゃんが、母親から絵本を通じ優しく語りかけてもらうことに

より自分が愛されていることを感じることは、成長の過程で大切なことであると言われております。 

  具体的な事業の内容ですが、町の６カ月健診の場所に図書館職員が出向き、赤ちゃん向けの絵本数冊の中

から２冊を選んでいただき、無料でプレゼントします。そして、赤ちゃんと本の時間を持つことの楽しさや

大切さ、さらに本の読み聞かせの方法について説明します。 

  これまで本に関心がなかったり、本について詳しく知る機会がなかった親子に対しても本の楽しさを伝え

られる点がブックスタートを行っていく上で大事なことであると考えております。 

○議長（八代善行君） 居山議員。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） それでは、御答弁いただいた中から、さらにお伺いをさせていただきたいというふ

うに思います。 

  １点目の町としていかに男女共同参画を推進していくのかということで伺った中でいただいた御答弁で

すけれども、今男女共同参画推進本部を設置したという、前に伺いましたときには、まだその要綱が案であ

るというふうに聞いておりました。さらに推進委員会もそのときには案というふうなことであったというふ

うに伺っておりますけれども、今この２つが具体的にどういうふうに動き出していくのか、組織の内容、そ

してまた今後の活動の方向性等を教育長にお伺いをさせていただきたいというふうに思います。 

  先般行われました賀茂地区の社会教育委員の皆さんの講演会なんですけれども、残念だったんですが、私

は共立湊病院組合の視察研修がありましたもので、それと重なってしまいまして講演会の内容を把握できな

かったわけですけれども、その内容について簡単で結構でございますので、何名ぐらいが参加をし、なおか

つ賀茂地区ということでありますので、当町では何名の方が出席をされたのか伺いたいというふうに思いま

す。 

  さらに、そのときに、ケーブルテレビの収録があったのか、あるいはまたその後の再放送等なされたのか

もしれませんが、私はまだ見ていないものですから、そこのところを確認をさせていただきたいというふう

に思います。 

  ２点目の女性力が必要になるということから健康について多角的な支援を受けられる健康パスポート、今

町長の御答弁によりますと、ちょっとまた名前は違うようではございますけれども、国のほうも健康手帳で



すか、そういうようなことで考えているようでございますし、実際に３億数千万円かの予算がもうつけられ

て、その中にそれが盛り込まれているというふうなことでもありますので、早速取り組んでいただけるもの

と期待をさせていただきたいというふうに思います。 

  私、ネットでちょっと調べましたら、今どういうものなのかというのも、産婦人科学会のほうで女性健康

手帳というのがもう既に発行をされておりまして、非常に中身の濃いものでもありますし、女性の健康状態

が全部網羅されて、この一冊ですべて、いつどういうところで受診をしてどうだったかということも含めて

健康手帳というものがありますもので、また担当のほうはそういうようなものも参考にしていただきながら、

あるいは国からのいろんな方向もあるかと思いますけれども、これは何か海外にいらした女性が大変困った

というふうなことで、海外ではもう既に実施をしていて、その手帳を見ると、その人のさまざまな健康状態

が即把握ができて対応できるということで、これは女性に限らず本当に男性にも当然必要なものでございま

すし、場合によりましたら男女ともに健康手帳というふうなことになっていくのではないかというふうに思

いますが、いずれにしても、今本当に皆さん関心の高い健康でございますけれども、心身ともの健康という

ふうなことでは非常にデリケートな心の問題も大変心配になる点でございますので、今後、そういう相談機

関の窓口みたいなものも、ぜひ町で何らかの形を整えていただくことができないものなのか、どうなのか。 

  もちろん、今保健師さんとかもいらして、特定健診を受けた方がそこで健康のアドバイスを、あるいはま

たそうでなくても相談に乗ってくださるのかもしれませんけれども、もう少し積極的に呼びかけをする相談

窓口というふうなことでアピールしていく、皆さんにＰＲをしていく、そういうお考えについてお尋ねをし

たいというふうに思います。 

  妊婦健診のことでございますけれども、14回の妊婦健診、これにつきましては過去何回か質問をさせてい

ただいて、２回が５回になって、そしてこのたびは14回と、本当に少子化対策の上では、この妊婦の14回の

健診の無料化というのはありがたい制度だというふうに思います。 

  これは、前期・後期で健診の仕方が違ってくるわけですし、また、35歳以上の場合には超音波ということ

で、また費用も特別にかかるわけでございます。そういうことからしまして、さまざま妊産婦が駆け込んで、

病院をたらい回しをされてというような事例も昨年は見られました。そういうことから国の対応もあったの

ではないかというふうに思いますし、それとまた緊急経済支援というふうなことでは、定額給付金とあわせ

てこういう形で経済を、言うならば女性のそういう健康維持ということだけでなく少子化対策の上から支え

ていくという、そういう施策になっているのではないかというふうに思います。 

  いずれにしましても、この14回の健診、ちょっと心配なのは、県内の場合はいいんですけれども、県外の

場合に、その医療機関と契約をしてそれで初めてということになりますと、では契約していないところには

かかっても費用が出ないのかという問題もあります。あと、償還払いの問題もございますので、その辺もあ



わせて御答弁をいただければというふうに思います。 

  あと４点目のことでございますけれども、子供に対する読書という問題、これは読書を推進していくとい

うふうなことで、学校等でも朝の読書運動等ずっと取り組みをしておりましたが、今これは非常に注目をさ

れている事業でございまして、ブックスタートというふうなことで、これは17年前にイギリスで始まったと

いうふうなことでございます。 

  私ももうちょっと早くこれを知っていたら、本当に大事な育児の子供とのひとときをもう少し持てたのに

とか思いながら今反省することしきりですけれども、本当に短い期間であります子供を育てていくそのとき

に、赤ちゃんわかるかしら、どうかしらというふうなことはあるかもしれませんが、わかるんですよね。何

がわかるかといったら、この読み聞かせをしてくれるお母さんやお父さんの温かさや、そして何ともぬくも

りのあるその優しさとかそういうものが赤ちゃんに伝わっていくということで、６カ月健診のときにこれを

実施していただくというふうなことでございますけれども、これＮＰＯの組織がございまして、ブックスタ

ートというふうにするのにはできたら２つの条件がありますよというふうなことで決められたこともござ

います。 

  それは、やはり一つのブックスタートの精神というものをきちんと把握して取り組んでいただかなければ、

単に絵本を読み聞かせすることがブックスタートなのか、あるいはプレゼントするだけがブックスタートな

のかということになってしまいますので、ネットで検索をしましてもかなり膨大な資料もありまして、この

一つ一つを見ていきましたときに、どういうブックスタートが当町に可能なものなのか、時には図書館の職

員だけではなくボランティアの皆さんの力をかりていくことも必要でして、あるところでは元気なお母さん

を募集して、ファイトママとか何かを募集して、もう50歳、60歳になる熟練のママさんなわけですけれども、

そういう方々にボランティアになっていただいて、その健診のときに１対１で赤ちゃんと向かい合って、そ

して孫がいない方もいるかもしれませんけれども、ボランティアでいった赤ちゃんに実際にそのボランティ

アの元気な熟練ママさんが本を読んであげるというようなボランティアとか、いろんな取り組みがなされて

いるようでございます。 

  町のほうでも、ボランティアの皆さん、さまざま活躍を今してくださっておりますけれども、あわせてこ

のブックスタートの事業もそのボランティアの皆さんの一つに入れていただけると非常に充実したものが

運営していけるんではないかというふうに思います。 

  何より、町長、このたびは出産手当をほかにないプラス５万円、当町ではしてくださるというふうに確か

おっしゃっておりましたですよね。国としましても、10月にはまたさらにその手当が増えてまいります。48

万円になるんでしたでしょうか。そうしますと、本当にほかにない非常に少子化に対する手厚い町だと、ま

た、町を挙げて子供たちを育てていこうと、その私たちの本来望む方向がここでようやく実現をしていくん



ではないかなというふうに思います。 

  すぐにはお金にならない施策かもしれませんけれども、やはり人を産み育てていく、そしてまた次の後継

者を育てるというふうなことで、「人づくりの町」、そして何よりも「人間尊重していく町」というふうな

ことで、かつて質問をいたしました男女共同参画のときに、「人権宣言の町」、お考えくださるということ

でしたので、その後、そこもあわせてどういうふうに検討していただけたかも伺いたいというふうに思いま

す。ちょっと前後して、恐縮でございますけれども、御答弁をいただきたいというふうに思います。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、第１点目の男女共同参画はほとんど教育委員会のほうなので、教育委員会のほ

うから答弁させます。 

  次に、２点目の居山議員が党のほうで健康パスポートと言っていますし、国のほうで今言った健康手帳、

どちらかですけれども、これは基本的にはぜひやらなければならないと考えております。そうなれば、居山

議員が言ったように女性ばっかりでなくてやっぱり男性のことも考えなければならないと考えております

もので、その辺は双方を考えながら推進していきたい、これはぜひともやっていきたい中で、やっぱり今子

宮がんとかそのことが出ました。 

  その中で、私はやっぱり身内を子宮がんで亡くした中で、隔年だったものを毎年検診するようなことをい

たしました。その中で、今居山議員が言ったワクチンとかそういうものが出れば、当然またそれも積極的に

取り入れた中で、そういう検診につきましては積極的にやっていきたいと考えておりますので、またその辺

は御理解願いたいと思います。 

  それと、あと今度は女性の相談窓口ですか、これに関しましても、ちょっと今保健センターのほうでいろ

いろ保健でもやっているし、役場内でも健康相談をやっているわけで、積極的にある程度今度は保健師さん

が家庭にですか、今もやっておりますけれども、またそ以上に積極的に家庭のほうに相談窓口を広げていき

たい、そういうことは今考えております。パスポートはそれで。 

  次は、妊婦健診、再質問の中で、将来的に町はどのようにするかという質問がありました、最初に。そう

なると、基本的にはやっぱりそこまでのことをやったならば、自分自身の考えですけれども、やった以上は

もうそれはある程度やらなければならない、例えば国の補助がなくなったとしても、それはやっぱり一たん

やったことは再度継続してやっていかなければならないのではないかなということは考えております。 

  あと契約等は事務的なことがありますもので、担当課のほうから説明させます。 

  さらに、ブックスタートの件でございます。 

  今居山議員からボランティアの活用ということを提案された中で、とりあえず今年は初年度なもので、先

ほど言ったような図書館の職員ということをまずやっていきたいと。図書館の人間は、本当にこのブックス



タートが始まるということで大変張り切っております。その中で一生懸命やろうという図書館員の方が一生

懸命やっていますもので、とりあえず初年度やってみた中で一応またボランティアも検討していきたい、今

そういう考えなものでよろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（八代善行君） 教育長。 

○教育長（飯田伊三男君） １点目の男女共同参画について、３点の御質問かなというふうに思いますので、

順次お答えいたします。 

  まず、推進本部につきましては制定をいたしました。そして各課長・局長を集めまして、担当のほうより、

どのように参画していくかということで説明をいたしました。 

  その結果、数日前の東伊豆町地域防災計画の見直しに当たりまして、自主防災活動の分野に男女共同参画

の視点を取り入れた防災体制の確立を図ったということも成果として一つあらわれております。これからは、

参画社会推進委員会のほうも制定して取り組んでいけたらなというふうに考えております。 

  それから、賀茂地区の社会教育研修会の内容ですけれども、まず、広岡教授の自分の子育てにかかわった

体験談から、すばらしい内容の話がございました。例えば奥さんとの関係とかいろいろな点で、それこそ目

からうろこが落ちるようなすばらしい講演だったと思います。 

  なお、内容につきましては、ハイキャットでは撮っておりませんけれども、ビデオで撮影してありますの

で、もし必要ならお申し出いただきたいと思います。 

  なお、この講演会への参加者ですが、全体で71名、プラス事務局が10名くらいおりました。東伊豆のほう

では18名が参加しております。よろしいでしょうか。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） ただいま県外の里帰り出産の償還払いの関係なんですけれども、医療機関

が委託契約を結んでもらえなければ当然14回分の妊婦健診料は償還払いで、領収書を持ってきていただけれ

ば、それで支給するような形になります。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 居山議員。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） それでは、さらに伺いたいというふうに思います。 

  今１点目で答弁をいただきました内容について、今、教育長からは講演会の内容、大変すばらしいものだ

ったということですけれども、どうしてケーブルテレビで収録をしていただけなかったのかということなん

ですけれども、やはり今こういう時代ですので、参加できなくてもテレビは見ますので、結構いろんなもの



が拾えるんですね。ぜひ今後はそういうことのないようにやはりちゃんと撮っていただいて、町だけの事業

ではないとは言いましても町でやった講演会でもありますので、さらに、そのビデオがケーブルテレビを通

して流せないのかどうなのか、私一人見せていただいてもいいんですけれども、それではもったいない気が

しますので、そこをもう一度御検討をいただきたいというふうに思います。 

  あと、男女共同参画の推進につきまして、今本部は立ち上げたというふうなことなんですけれども、委員

会についての立ち上げについて、立ち上げていきたいということですけれども、いつもそういう形で案がで

きたとか何かというふうには伺うんですが、ではいつそれが形になっていくのか、私が一番不満に思います

のは、せっかくつくられた東伊豆町男女共同参画のこの計画が、即その時点で推進本部、推進委員会という

ものが、もう計画ができた段階でスタートしていかなければならないわけですね。やはりもう２年も３年も

たってしまいますと、また若干時代の流れとともに、ほらほらワーク・ライフ・バランスなんていうような

ことも含めてさまざまな急激な変化がある中で、ではその計画に基づいてこれから推進していきましょうか

といったときに、もう計画から３年も５年もたっていたといったら当然見直しをしなければならなくなって

きてしまいます。 

  せっかくできたプランも、時間をかけ、お金もかけ、そしてまた今後のまちづくりの上で非常に大事な施

策であるというふうなことでつくり上げたものが、実際に、具体的に、では推進していこうか、ではどうい

うふうにしていこうかということが話し合われないまま、現実問題としてここにきているんではないかと。

個々にはやっていらっしゃるとはいうものの、一番の問題は、その推進本部と推進委員会ができないことが

問題です。 

  これはもうみんなで勉強をしていかなければならないほど担当も新しくなりますとゼロ発進ですので、新

しく勉強してもらわなければならない、そしてまたどんどん外に出ていろんな講演会も聞いたり、本も読ん

だりいろいろしてもらわなければならないというふうなことで現場は大変かと思いますけれども、ぜひ、本

年度中にどうでしょうか、推進委員会を立ち上げていただけるというふうに理解をしてよろしいでしょうか。

そこを教育長に伺いたいというふうに思います。 

  前後するかもしれませんけれども、妊婦健診等々今説明がありましたように、償還払いで県外の場合も大

丈夫だというふうなことでございますので、妊婦さんたち安心して妊婦健診をしていただくというふうなこ

とになるかというふうに思います。 

  実際、これ14回とはいうものの、子供を産んだ後、やはり１、２回の健診がありますので、本来ならば15

回とかというふうなことが望ましいわけでございますけれども、当面国の施策としてそういう方向になって

いるようでございますので、随分産みやすい、そういう状況にはなってきているかなというふうに思います。

経済情勢の厳しい中、本当にみんなが応援して、子供の誕生を待っているよと、そういうニュアンスが妊婦



さんたちに届くといいなというふうに思います。 

  あわせて、妊婦さんがさまざまな言うならば乗り物に乗って行く場合、あるいは何か町の中で行動する場

合も、時として妊婦であるということが理解をされなくて大変な場合もあるようでございます。場所により

ましてはマタニティマークという小さなバッジなんですけれども、赤ちゃんとお母さんのそういうかわいい

イラストのバッジを胸につけていますと、この人は妊婦さんだというふうなことでの配慮とかさまざまある

ようでございますし、また、商店街におきましては、妊婦に対するある意味応援的な何かサービスをすると

かそういうようなものも取り組んでいるところがございますので、ぜひそういう面での研究もしていただき

まして、あわせて子育て支援の町ということを大いにアピールをしてまいりたいというふうに思いますが、

その辺の御見解を伺いたいというふうに思います。 

  あと、ブックスタートの中で、私もずっとこの資料を読んでいて、本当にいろんな取り組み方があるんだ

なというふうに思いました。ただ、お金をかけてそれでよしとするのではなくて、本当にそこに魂を入れて

いくというふうなことは、それに携わってくださる方の取り組みのいかんによって随分違うと思うんです。

通り一遍にやったからそれでよしとはしないで、本当に今こういうときに貴重な予算を使ってこういう事業

をしていただくわけですので、どうぞ魂の入った、真心のこもった、そういう施策にしていただきたいとい

うことを念願する次第でございます。 

  いろいろいっぱい聞くこともまだまだあるかなというふうに思いますけれども、当面今日はここで質問を

終わります。町長からの御答弁をいただいて、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 推進委員会のほうはちょっと教育委員会のいる中で、妊婦さんに優しさ、マタニティ

マークというんですか、そういうことを検討した中でやっぱり今80人ぐらいの年間ですよね。そういえば、

そういうことをやるにも予算上かからなければ、それはやることも可能かなということで、ちょっとこれは

検討させていただきたいと。やっぱり基本的には、うちの町は、やっぱり何回も言っているように、子育て

支援の充実した、少子化対策を充実したまちづくりをやっていきたいということは、また居山議員も承知し

ていただきまして、そのような方向でまちづくりをやっていきたいと考えておりますので理解していただき

たい。 

  さらにブックスタート、やっぱりこれ魂が入っていなければ本当に何にもなりません。そういう中で、今

図書館の職員、本当にこれをやるんだと張り切っておりますし、さらに、この前、後援会の関係でちょっと

生涯学習の中に入った中で、読み聞かせですか、そういう人もこのブックスタートの中に入ってもいいんで

はないのという提案もありましたもので、いろいろまた検討させた中で、やっぱり魂の入ったこういうブッ

クスタート、これを町としてはやっていきたいと考えておりますので、理解願いたいと思います。 



○議長（八代善行君） 教育長。 

○教育長（飯田伊三男君） では、２点に質問があったと思いますけれども、まず１点目のなぜハイキャット

で撮らなかったかということにつきましては、私もちょっと確認してありませんので、また確認してお答え

したいと思います。 

  ただビデオに撮ってありますので、それが流せるかどうかという問題は、著作権の問題も今度は絡んでこ

ようかと思います。本人に、つまり講師をやられた先生に確認をして、しかもハイキャットのほうで放映時

間があるかどうかもわかりませんので、その辺を確認して、またできるものならやっていきたいなというふ

うに思います。 

  それから、２点目の推進委員会のほうを議員さんは本年度中というふうにおっしゃっていましたが、もう

３月も半分終わりましたので、来年度中ということでよろしいですか。なるべく立ち上げられるように努力

をしたいと思います。 

  ただ、男女共同参画社会の実現に向けての理念をまとめるとか、それから学校教育や社会教育の場で啓蒙

していくことは教育委員会でも可能なんですが、そこから先、こういう推進委員会を立ち上げて、地域社会

で推進していくということになりますと非常に多岐にわたりますので、教育委員会としてはとても荷が重い。

そういう面では、他の適切な部局があるのかもしれませんし、そういうことをも考えながら、ひとつよろし

くお願いしたいと思います。 

○１２番（居山信子君） 了解です。 

○議長（八代善行君） 以上で、12番、居山議員の一般質問を終結いたします。 

  この際、２時まで休憩をいたします。 

 

休憩 午後 １時４６分 

 

再開 午後 １時５９分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 

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

 

◎日程第２ 専決承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２０年 

              度東伊豆町一般会計補正予算（第４号）） 



○議長（八代善行君） 日程第２ 専決承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成20年度東伊

豆町一般会計補正予算（第４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 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 専決承認第１号の提案理由とその内容を説明申し上げます。 

  専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第179条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求めるものでございます。 

  この専決処分につきましては、国の第２次補正予算成立に伴い、定額給付金給付事務を実施するため、平

成20年度東伊豆町一般会計補正予算（第４号）を処分したものであります。 

  平成20年度東伊豆町一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによります。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ350万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ44億1,226万4,000円とする内容でございます。 

  ２項といたしましては、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。 

  第２条、地方自治法第213条第１項の規定により繰り越して使用することのできる経費は、「第２表繰越

明許費」によります。 

  内容につきましては、定額給付金の給付事務を実施することになりましたので、歳入では国庫補助金とし

て総務費補助金350万円を、また歳出では同額を定額給付金給付事業費に計上させていただきますので、よ

ろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 定額給付金の問題になってきたんですけれども、今回事務的な問題ということです

けれども、全体はこういうことでないわけで今年度のものかなと思うんですけれども、この定額給付金事業

にかかわる全体の経費と国庫の負担割合の状況と、今年度中のやっぱりどこまで作業が進むのかということ

も、町としての支給時期についてはどういう形で進んでいるのか、その辺を御説明いただきたいと思います。 

○議長（八代善行君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（田村正幸君） それでは、まず全体の経費ということでございますけれども、この補正第４

号で350万円の補正をした関係と、さらに補正第５号、後ほど上程されます一般会計の補正予算（第５号）



を合わせますと、全体経費、事務費として1,150万円を見込んでおります。国の試算でいきますと1,360万円

ほどが東伊豆町の事務費推計額というように示されておりますが、精査した内容の中では1,150万円、その

うちの350万円につきましては電算事務経費、システム開発費、さらには申請書等の印刷製本、さらには交

付決定の交付通知等々が含まれております。 

  東伊豆町といたしましては、今年度中におきましてはベンダー、要するに電算システム会社への委託を先

週済ませております。今年度におきましては、それらの事務をベンダー側で分担していただくことになりま

す。その申請通知、現時点での計画でいきますと、４月６日にこちらを発送する予定でおります。翌日の７

日以降から、地域を熱川支所、支所といいますか図書館等を考えておりますが、それと保健福祉センター、

本庁舎等で受付事務を開始する計画でおります。最終的に支払いにつきましては、原則口座振替を考えてお

ります。４月月末近くに第１回目の交付、給付を開始、連休明け、そして５月の中旬以降というような形で、

まだ確定という形ではないんですが、間もなく回覧等、新聞広告等を発する予定でおりますので、またごら

んいただきたいと思います。 

○議長（八代善行君） 14番。 

○１４番（山田直志君） 大体のスケジュールと事務的なものはわかりました。 

  ちょっとこれは外れるかもしれません。事務的な手続との関係でちょっと２点伺っておきたいのですが、

外れているようでしたらまた別の機会にしますけれども、１つは、今口座振替と言いましたけれども、中に

は今、貯金通帳とか本当に生活上ないというふうな近い人がいらっしゃいますね、現実ね。その辺の問題が

一つと、あと私、これは物すごく数は少ないと思うんですけれども、ホームレスの問題がちょっと国会でも

問題になりましたけれども、ただやっぱり観光地なものですから住民票等がここにないという方がそれなり

にいますよね。この辺の問題については、国との通知・対応との関係ではどういう内容になるんでしょうか。 

○議長（八代善行君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（田村正幸君） まず給付の関係からお答えさせていただきますが、原則は口座振替でござい

ますが、議員おっしゃるとおりに口座をお持ちでないような方も事実いらっしゃることは把握しております。

この方々につきましては、もちろん現金給付をさせていただくことになります。ただ、やはりデータ量がお

おむね6,400弱世帯ほどが東伊豆町になりますので、まずは口座振替を先行させていただいて、その事務手

続が完了した後、６月ごろになろうかと思いますが、できるだけ早い時期に給付を進めたいと思いますが、

現金で給付をするというように計画しております。 

  それから、住民票を置かない方、原則としてはやはり住民票がどこかにあると考えておりますが、そちら

を場合によって転出しているような方で住民票を居住するところに転入をしていない方は。できるだけ早く

に転入の住民票を起こしていただくという手続で対応していくということになります。ただし、給付につき



ましては若干６カ月間ぐらいの期間がありますので、その範囲内で事務手続が済めば給付が可能であるとい

うように考えております。 

○議長（八代善行君） 10番。 

○１０番（山本鉄太郎君） 今それぞれ課長から説明を受けましたけれども、これ基準にする日はいつですか。 

○議長（八代善行君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（田村正幸君） 基準日といたしましては、国が示す基準日が平成21年２月１日を基準として

おります。 

○議長（八代善行君） 10番。 

○１０番（山本鉄太郎君） 基準日が２月１日、そうして、要するに住民登録、要するに転出入の異動という

のは14日以内というふうに法で決められています。この辺のギャップというか、もしそのときに１月30日に

転出届をもらって２月14日に届け出ると、そうするとどちらのほうでもらえるんですか。 

○議長（八代善行君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（田村正幸君） それにつきましては、タイムラグが当然生じておりますけれども、転出の手

続をした市町で給付を受けるという形になります。 

○議長（八代善行君） 10番。 

○１０番（山本鉄太郎君） そうすると、転入ほかの人がやって、転出したところでもらえるでしょう。いち

いちまた戻ってこなければなりはしないか。逆ではないか。それはあれしているか。例えば、東伊豆町で１

月30日に転出届を出します。転出証明書をもらいました。２月13日に下田市へ転入しました。どちらかとい

うと、要するにその前だから、下田市にいるんだから、これがもし北海道だったら、北海道から稲取まで帰

ってきてもらわなければならなくなる。逆ではないの、今言った、課長。 

○議長（八代善行君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（田村正幸君） 例えば２月１日に転出をしたという形で考えますと、 

（「１月30日」の声あり） 

○企画調整課長（田村正幸君） １月30日でもよろしいんですけれども、１月30日には東伊豆町を転出してお

りますので、２月１日以後に手続をするようになりますから、その場合には転入の手続をした市町村での給

付でよろしいということになります。 

（「さっきと逆」の声あり） 

○企画調整課長（田村正幸君） 失礼しました。先ほどは逆でしたか。 

（何事か言う声あり） 

○企画調整課長（田村正幸君） 申しわけなかったです。 



○議長（八代善行君） 12番。 

○１２番（居山信子君） この事務につきましては、担当大変困難を極めるかなと、またさまざまな問題、心

配点等も考えられるわけですけれども、一つ私が心配になっておりますのは、今ホームレスのこともありま

したけれども、ＤＶに遭われている方々は自分の住民票をそこに置いていないというか、置いてあっても転

入をしていないとか、そんなにたくさんある例ではないんですけれども、そういう場合の対応をどういうふ

うにお考えになっているのか伺いたいと思います。 

○議長（八代善行君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（田村正幸君） 原則はやはり住民票を置いてある、つまり２月１日時点の住民票のある市町

の対応ということになりますが、そういったケース・バイ・ケースでの対応は考えられると思いますので、

それらにつきましては守秘義務の範囲の中で整理をしていく。ただ問題は世帯主の申請というところがかか

ってきますので、今ちょっと細かい国から示された手引き等を持ち合わせておりませんので、また後ほどお

示ししたいと思います。 

○議長（八代善行君） 12番。 

○１２番（居山信子君） ＤＶのことについてはいいんですけれども、今後、私たちも身近に町民の皆さんか

ら大変楽しみにしているよなんていうようなことから、どんなふうにしたらいいのとかと事細かくいろいろ

と今後聞かれるようなこともあろうかと思います。その場合に、担当の窓口のほう、問い合わせが殺到する

とかいうようなこととかいろいろ考えあわせて、大きな自治体の場合には専門の窓口を設けたりというよう

なこととかいろいろやっているようでございますけれども、そんなに大きな町ではない当町におきましては、

その辺のところをどのようにお考えなのか伺いたいと思います。 

○議長（八代善行君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（田村正幸君） 当町でも専門の窓口というものを１階の会議室を占有して一応対応に当たり

たいと考えております。ただ受付事務等につきましては、役場庁舎での受け付けはとりあえず当面７日から

一応開始を予定しておりますけれども、これは大会議室の後ろ側、第３会議室という間仕切りをした中で、

当初は土日も含めた中で対応をしてまいりたいと考えております。 

○議長（八代善行君） 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 



  これより専決承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成20年度東伊豆町一般会計補正予算

（第４号））を採決いたします。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。 

 

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

 

◎日程第３ 発議第１号 東伊豆町議会の議員の議員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（八代善行君） 日程第３ 発議第１号 東伊豆町議会の議員の議員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。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。 

  ８番、鈴木議員。 

（８番 鈴木 勉君登壇） 

○８番（鈴木 勉君） それでは、発議第１号 東伊豆町議会の議員の議員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、上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第14条の規

定により提出します。 

  平成21年３月10日提出。 

  東伊豆町議会議長 八代善行様。 

  提出者 東伊豆町議会議員 鈴木 勉。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 西村弘佐。 

  （提案理由） 

  議員報酬の額に係る期間停止を廃止するため。 

  １枚おめくりください。 

  東伊豆町条例第 号、平成 年 月 日。 

  東伊豆町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。 

  東伊豆町議会の議員の議員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。 



  附則（平成15年２月28日条例第３号）の改正附則第２項を削る。 

  附則 

  この条例は、平成21年４月１日から施行する。 

  １枚おめくりください。 

  新旧の対照表がございます。どうぞごらんになっていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  10番。 

○１０番（山本鉄太郎君） ただいま議運の委員長が説明したのは、ちょっと説明不足ではないかと思います。

これは６年前に我々は20％カットしたのをそのままずっと引き継ぐという形のもの、これをやっぱりちゃん

と町民にわかるように説明してください。 

（「10番、いいぞ」の声あり） 

○議長（八代善行君） 鈴木議員。 

（８番 鈴木 勉君登壇） 

○８番（鈴木 勉君） ただいまの山本議員の質問に答えたいと思います。 

  今山本議員の質問にありましたとおりに、私たち議員の議員定数とそれから議員の報酬の減額、削減とい

うものが行われたわけでございますけれども、そのときの減額の期間というものが時限立法という形で成っ

ておりました。 

  時限立法というのは、４年間という据え置きをして、その時点で自然復帰するか、または全員の審議によ

りまして延長するか、そこで時限立法を成立させるかという、そういう形の中で今回も第２回目として延長

されたわけでございますけれども、この期間が迫るに当たりまして、議員全員で協議した結果、それを私た

ち議会運営委員会に諮問されまして、その審議した結果といたしまして、この時限立法という枠を取り払い

まして、そのときの議員の諸氏によりまして協議した結果、この金額をもとにというのか、これから「もと

に」という言葉は使いません。増額するのか、減額するのか、そのときに決める、そういう条例にしたらい

かがかと、そういう結果でございます。 

  以上でございます。 

○議長（八代善行君） そのほか質疑ありますか。 

  12番。 

○１２番（居山信子君） 今の、すみません、委員長の説明はちょっと違うところがあったのではないでしょ

うか。上げるというんではなくて、もとに戻すというふうなことと私は理解をしておりますが、その辺、訂



正していただきたいと思います。 

○議長（八代善行君） 鈴木議員。 

（８番 鈴木 勉君登壇） 

○８番（鈴木 勉君） この議員報酬につきましては、もとの金額という定かなものはございません。その時

点で、この減額というのが正論でございまして、この金額を上下するということに関しましては、先ほどの

議員諸氏の協議によりまして、その結果といたしまして幾らの金額を上乗せするのか、増額するのか、もっ

と据え置くのか、これよりももっと減額するのかと、この３つの形を議論した結果という形がそこにあらわ

れてくるというのが今回の委員会の話でございます。 

（何事か言う声あり） 

○議長（八代善行君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時２０分 

 

再開 午後 ２時２４分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  鈴木議員。 

（８番 鈴木 勉君登壇） 

○８番（鈴木 勉君） ただいま発言した内容が非常に町民の皆様方にわかりにくいという指

摘がございまして、それを訂正しながら、もう少し説明をさせていただきたいと思います。 

  私たち議員の報酬につきましては、６年前に、21万円という報酬額が16万8,000円に減額す

ることになりました。そのときに、これは４年間の時限立法でいきましょうという話でござ

いました。それを４年たちましたときに、議員で話し合いまして、もう少し今の状況に合わ

せて議員報酬も16万8,000円を継続しましょうと、そういう結論に至ったわけでございます。 

  それがまた今現在におきまして、あと２年後にまた時限立法の期限が来る、そのときに今

の報酬をどうしようかとそういう議論をいたしまして、一応私たち議会運営委員会に諮問さ

れました。その委員会での話の結果といたしまして、この16万8,000円という今の報酬をその

まま継続していきましょうと。そのときにこの時限立法という枠を取り払いまして、いつで

も審議、金額についての話し合いもできるようにしましょうと。その結果において、議会議

員の議員報酬の審議会というのが別委員会として組織されておりますから、そちらのほうに



議員のほうから御意見を申し上げて議論していただくと、そういう形で議員の報酬の増額を

もしお願いするという形もできるようにしましょうと、そういう条例でございます。 

  ですから、私たちの現在の金額、この16万8,000円につきましては、これからは今のまま引

き続いて継続されていくと、そういう内容でございます。 

○議長（八代善行君） そのほか質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより発議第１号 東伊豆町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第４ 議案第１号 東伊豆町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定に 

            ついて 

○議長（八代善行君） 日程第４ 議案第１号 東伊豆町介護従事者処遇改善臨時特例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 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま提案されました議案第１号 東伊豆町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例

の制定について提案理由を申し上げます。 

  この条例につきましては、介護従事者の処遇改善を図る平成21年度の介護報酬の改定に伴う介護保険料の

急激な上昇を抑制するため、介護従事者処遇改善臨時特例交付金を基金に積み立て、今後３年間保険料に充



てるものであります。 

  詳細につきましては健康づくり課参事より説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（鳥澤 勇君） ただいま提案されました議案第１号 東伊豆町介護従事者処遇改善臨時

特例基金条例について、要約して説明させていただきます。 

  この条例は、介護従事者処遇改善を図る介護報酬改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するため、国

からの介護従事者処遇改善臨時特例交付金を受け入れる受け皿の基金条例として平成23年度末までの条例

になります。 

  次のページをお開きください。 

  設置の目的は、第１条にありますように、介護従事者の処遇改善を図る平成21年度の介護報酬の改定によ

る介護保険料の急激な上昇を軽減するためのものです。 

  ２条については基金の額を受け入れる臨時特例交付金額としています。 

  ３条から５条については基金の管理運用について定めるものです。 

  ６条第１号については基金を保険料の軽減に使うものと定めています。 

  ６条第２号により、介護保険料の軽減に係る広報啓発や電算システムの整備の財源に充てることができる

内容となっております。 

  次のページをお開きください。 

  附則については、平成24年３月31日にこの条例の執行が定められ、基金に残額がある場合には国庫に返納

することになっております。 

  以上です。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（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番。 

○１４番（山田直志君） 後に介護保険料との関係があるものですから伺っておきたいと思うんですけれども、

国のほうで、報道されているようにおおむね介護従事者の報酬の見直し３％というふうなことが言われてい

たかと思うんですが、平均だと思うんですけれども。そうしますと、この条例の問題もあるんですが、一体

その交付金というものは、我が町には幾らぐらい来て、どういう活用がされて、どういう効果を発揮するこ

とが可能なのか、今わかっている範囲のことをちょっと教えていただけませんか。 

○議長（八代善行君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（鳥澤 勇君） 交付金の額につきましては1,064万5,267円になります。これを介護保険

料に換算して、60円の金額ということになります。 



  以上です。 

○議長（八代善行君） 14番。 

○１４番（山田直志君） 例えば、単年度で考えますと、これから出される補正予算で見れば、介護保険会計

が10億8,000万円ですよね。10億8,000万円の３％というと3,000万円ではないですか。そうすると、これか

らこの後に出てくる介護保険料のやつでいけば、そこで値上げした部分というのは３年間分ぐらいになるわ

けですから、そうすると、多分3,000万円報酬の値上げだけ考えても、3,000万円で考えればもう３年間で

9,000万円という形になってしまう部分があるわけではないですか。そうすると、激減の緩和措置といって

も国からいただける交付金というのは、この1,064万円、それは来年当初だけそういうことで、再来年また

あるということはないんですか。金額に対して非常に低いということがあります。これは残った場合に返せ

という項目がありますから、そうすると、当然もらった金額は全額そういうふうに100％充てるというお考

えなのか、運用のあり方についてはいかがなんですか。 

○議長（八代善行君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（鳥澤 勇君） 実は、この金額については１号被保険者の介護保険料だけですので、３％

といっても保険料の給付費の全額を見るということではありません。それから、これは３年間でこの金額で

あります。 

  それから、もう１件ですね、報酬分だけですと972万4,867円、ほかに事務費とか電算とかのほうにかけら

れる金額が92万400円ということになります。 

  以上です。 

（「すみません、休憩」の声あり） 

○議長（八代善行君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３３分 

 

再開 午後 ２時３４分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（鳥澤 勇君） 実は、先ほどの改定分の３％で言いますと120円になります。激変緩和

ということでその半分を３年間にわたって出しますということで、３年間にならして60円、そういう形にな

ります。ですので、それで使い切るような形にはなります。 



  以上です。 

○議長（八代善行君） そのほか質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第１号 東伊豆町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第５ 議案第２号 東伊豆町介護保険条例の一部を改正する条例について 

○議長（八代善行君） 日程第５ 議案第２号 東伊豆町介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題

といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま提案されました議案第２号 東伊豆町介護保険条例の一部を改正する条例に

ついて提案理由を申し上げます。 

  今回の改正は、平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率を定めるものであります。 

  詳細につきましては健康づくり課参事より説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（鳥澤 勇君） それでは、ただいま提案されました議案第２号 東伊豆町介護保険条例

の一部を改正する条例について説明させていただきます。 

  この条例は、平成21年度から平成23年度までの保険料率について改正するものです。要約して説明とさせ

ていただきます。 



  次のページをお開きください。 

  介護保険条例第２条の改正により、平成21年度から平成23年度までの介護保険料率を所得水準により６段

階で定めます。この２条の改正により、基準月額は3,500円から4,430円の改定になります。 

  次の附則により、さきに説明をさせていただきました東伊豆町介護従事者処遇改善臨時特例基金からの繰

り入れにより３年間60円を軽減し、基準月額4,370円にするものです。 

  次のページに新旧対照表をつけてあります。 

  今回の介護保険料の改定については、930円の増額になりますが、国の60円の補てんにより870円の増額、

3,500円から4,370円、24.9％の増になります。給付費の伸びによる介護保険料の増加分について介護給付費

準備基金を全額取り崩すことにより極力抑えた数字となっております。 

  以上、簡単ですが、説明にかえさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時３８分 

 

再開 午後 ２時５０分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（鳥澤 勇君） 資料のほうを渡していなくて、どうも申しわけありませんでした。 

  資料を見ていただきますと、１ページのほうに、一番上の図面が、これが国のほうから提示された３年間

金額が変わるイメージです。次の下の図面がうちの町でこれからやろうとしている形です。介護報酬の改定

を含む保険料が4,430円、これ基準月額です。それから60円の軽減がありまして、4,370円になります。 

  次のページを開いていただきますと、21年度から23年度までの保険料の負担割合なんですけれども、うち

のほうの負担割合が上がる理由の説明の中の一部ということで見てもらえればと思います、まず調整交付金

の金額等でうちのほうの保険料が上がっていくという。 

  その次のページが、認定者数が増えてきますので、このような状況になっております。それから、その下

の図面ですけれども、下のは郡内の事業所の比較で、うちのほうの事業所が少ないわけではないという形に

なります。 

  次の４ページのほうが、給付準備基金のほうですけれども、うちのほうで取り崩すという予定をしており

ます基金の額が今一番下の金額になっております。あとは居宅とかそういうふうなものの推計ですね。その



辺になりますので、あとは参考にしていただけるかと思います。 

  以上でよろしいでしょうか。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番。 

○１４番（山田直志君） ３年ごとの改定で、基金の取り崩しを含めて努力しているということについてはよ

く理解はできるというふうには思いますが、実態の問題からしますと、先ほどの平均的な伸び率が24.9％と

いうことですから、これは２号被保険者等への影響を含めて考えますと、本当に給付金をもらっても右から

左で、この値上げで大半飛んでしまうなというのが本当に率直な思いで、それでも今年は１年間給付金もら

えるからいいけれども、来年以降どうしようかと本当に考える状況があるんではないかと思うんですね。 

  申しわけないんですけれども、ちょっともう少し流れが私は一応これでわかるんですけれども、住民説明

用ということで、議会でやる、例えば国民年金で暮らしている方というのは、月５万円ぐらいの年金で暮ら

しているということがあるではないですか。例えば15万円くらいだったらどうだろうかとかというやっぱり

少しわかりやすく説明をしていただくと非常にいいんではないかなということを思うんですけれども。それ

と、この辺資料でよくわかるように、やっぱり介護の事業所がいっぱいあるところというのは、例えば余り

ない河津みたいなところというのは、現実問題確かに介護保険料も安いんですよね。これは医療機関と同じ

で、病院が多いところのほうがやっぱり医療費が伸びてしまうというのは、これは介護保険も大体同じよう

に言われていますから、そういう傾向なんだろうというふうには思うんですけれども、これで例えばあれで

すかね、今回、見直しというのは３％というふうにおおむね言われていますけれども、東伊豆町で一つ課題

となっているのは、例えば特別養護老人ホームの増設であったり、老健施設の建設だとか、こういう問題と

いうのは今回改定をされて、今まで事業者のほうがなかなか実態に見合わないということで見合わせをして

きた経過があると思うんですけれども、こういう改定がされて、施設の整備というものが行われるような状

況に変わっていくんでしょうか。やっぱりこれは一方で値上げはあるんだけれども、一方で施設を待ってい

たり、非常に困っている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、この辺の問題についてはどういう状況

なんでしょうか。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員もある程度のことは理解している、本当にまず事業者の多いことも、これも

一つある。やっぱりこういう財政状況の中で、また町民に負担をかける、基本的には3,500円が4,370円にな

る。870円ですか、やっぱり率にして25％ぐらいの値上げになります。そういう中で、町民の負担は大変に

なるんだと思います。今回ここでやらなければやっぱり介護保険がつぶれてしまいます。それを町民の皆さ

んにも理解していただきまして、この4,370円というやつは理解してもらいたいと考えています。この経過



がわかりませんもので、いろいろハイキャットなんかへ職員を出しまして、この辺はちゃんと説明していき

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  それとあと施設の問題でございますが、基本的には施設をつくるということは、基本的にはやっぱり介護

保険のほうにまた関連してくるもので、いろいろ総体的に考えた中で今後やっていきたい、そういう考えで

ありますので御理解願いたいと思います。 

○議長（八代善行君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第２号 東伊豆町介護保険条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第６ 議案第３号 東伊豆町職員定数条例の一部を改正する条例について 

○議長（八代善行君） 日程第６ 議案第３号 東伊豆町職員定数条例の一部を改正する条例についてを議題

といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま提案されました議案第３号 東伊豆町職員定数条例の一部を改正する条例に

ついて提案理由を申し上げます。 

  地方自治法の改正に伴い、職員定数条例を改正するものであります。内容につきましては、普通地方公共

団体の吏員とその他の職員の区分を廃止し、普通地方公共団体の職員を含むものとされたことにより条文の

見直しを図るとともに、現行の職員数を基準に職員の定数を調整する内容でございます。 



  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お願いいたします。 

○議長（八代善行君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木忠一君） それでは、ただいま提案されました議案第３号 東伊豆町職員定数条例

の一部を改正する条例について御説明いたします。 

  今回の改正につきましては、地方自治法の改正に伴い、条例を改正する内容でございます。 

  それでは、新旧対照表のほうで、主な改正内容について説明させていただきます。 

  まず、第１条の改正ですが、定数を定める常勤の一般職員の機関として、消防及び水道事業を追加する内

容でございます。 

  続きまして、第２条の改正につきましては、地方自治法の改正により吏員とその他の職員の区分が廃止さ

れたこと、事務部局の順序統合などの調整、職員定数の変更、本来定数内である第８号の一部事務組合派遣

職員の削除などという内容でございます。 

  なお、職員定数につきましては現行職員数を基準に調整した内容でございます。 

  続きまして、次のページなんですけれども、第４条第１項の改正につきましては、定数外の職員について

の規定でございまして、平成15年に東伊豆町職員の公益法人等への派遣等に関する条例が制定され、公益法

人等への派遣が明確化されたことに伴い、定数外の職員として他の地方公共団体への派遣職員と公益法人等

への派遣職員を区分化するという改正内容でございます。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第３号 東伊豆町職員定数条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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



 

◎日程第７ 議案第４号 東伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を 

            改正する条例について 

◎日程第８ 議案第５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（八代善行君） 日程第７ 議案第４号 東伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例について、日程第８ 議案第５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

てを一括議題といたします。 

  町長より順次提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま一括上程されました議案第４号 東伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部を改正する条例について及び議案第５号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例について提案理由を申し上げます。 

  いずれも人事院の職員の勤務時間の改定に関する勧告を踏まえ、一般職の国家公務員の勤務時間が１週間

当たり40時間から38時間45分に改正されたことに準じて、当町職員の勤務時間を改正する内容でございます。

勤務時間の短縮に当たっては、これまでの行政サービスを維持しつつ行政コストの増加を招かないことが基

本でありますので、公務能率の一層の向上に努めてまいります。 

  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（八代善行君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木忠一君） それでは、ただいま一括上程されました議案第４号 東伊豆町職員の勤

務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について及び議案第５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、順次御説明いたします。 

  今回の条例改正につきましては、いずれも一般職の国家公務員の勤務時間の改定に準じ、当町職員の勤務

時間を平成21年４月１日から１週間当たり40時間から38時間45分に変更することに伴う改正でございます。 

  具体的に申しますと、１日の勤務時間が８時間から７時間45分になりますので、午前中の勤務時間を15

分短縮し、休憩時間を１時間とし、始業時間と終業時間は従来のとおりとする内容でございます。 

  また、関連しまして、育児短時間勤務職員、定年退職者等の再任用者で常勤者の再任用短時間勤務職員及

び育児短時間勤務職員の請求により並立して任用できます任期付短時間勤務職員の勤務時間等について改

正する内容でございます。 



  最初に、議案第４号 東伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてです

が、新旧対照表によりまして説明させていただきます。 

  改正箇所につきましては、アンダーラインが引かれている箇所でございます。 

  まず、第２条の改正につきましては、第１項では、１週間の勤務時間を40時間から38時間45分に改正する

内容であり、第３項につきましては、再任用短時間勤務職員の勤務時間を週２日勤務の場合を16時間から15

時間30分に、週４日勤務の場合を32時間から31時間に改正する内容でございます。また、第４項につきまし

ては、任期付短時間勤務職員の勤務時間について、４週間を超えない期間につき１週間当たり31時間、週４

日、１日７時間45分の範囲内と規定する内容でございます。 

  第３条及び第４条関係では、任期付短時間勤務職員の週休日及び勤務時間の割り振り規定を追加する内容

となってございます。 

  続きまして、第６条の改正につきましてですが、第６条の改正につきましては、第２条第１項の改正に伴

い、１日の休憩時間を１時間とする内容で、第２項は休憩時間を45分以上１時間未満に短縮することができ

る場合の１日の勤務時間を改正する内容でございます。 

  続きまして、第７条なんですけれども、第７条は、交代する勤務職員の休息時間について町長の定める基

準に従い、置くものとすることを規定し、第12条は、任期付短時間勤務職員の年次休暇規定を追加する内容

でございます。 

  次に、議案第５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でございますが、同

様に新旧対照表のほうで御説明いたします。 

  まず、第４条関係は、条項内容の見直しによる改正でございます。 

  第13条につきましては、勤務時間の短縮による再任用短時間勤務職員の時間外手当の規定を改正する内容

でございます。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより議案第４号 東伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について討論

に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第４号 東伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを採



決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続いて、議案第５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討論に入ります。

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第５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。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第９ 議案第６号 東伊豆町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す 

            る条例について 

○議長（八代善行君） 日程第９ 議案第６号 東伊豆町職員の育児休業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。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 議案第６号 東伊豆町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について

提案理由を申し上げます。 

  地方公務員の育児休業等に関する法律が平成20年12月26日に改正されましたので、これに準じた措置を講

ずるため、当町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するものであります。 

  主な内容は、勤務時間の改定による育児短時間勤務の形態の変更及び短時間勤務職員についての給与条例



の特例を定めたものでございます。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木忠一君） それでは、議案第６号 東伊豆町職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例について御説明いたします。 

  今回の改正につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、東伊豆町職員の育児休

業等に関する条例を改正する内容でございます。 

  主な内容につきましては、勤務時間の改定による育児短時間勤務の形態の変更、また育児短時間勤務職員

及び育児短時間勤務職員と並立任用できる任期付短時間勤務職員の給与条例の特例について規定した内容

でございます。 

  なお、育児のための短時間勤務についての改正の内容ですが、対象となります職員につきましては、小学

校就学の時期に達するまでの子を養育する常勤の職員でございます。 

  それでは、新旧対照表によりまして主な改正内容の説明をさせていただきます。 

  まず、第７条第２項につきましては、勤勉手当の基準日についての規定でありますが、基準日前６カ月以

内の期間において、勤務した期間の次に規則で定めるこれに相当する期間を追加する内容でございます。 

  第11条につきましては、今回の勤務時間の改定により育児休業法の規制の適用を受ける交代制等の育児短

時間勤務職員の勤務時間を変更する改定内容でございます。 

  第16条につきましては、育児短時間勤務職員についての給与条例の特例、第18条は、任期付育児短時間勤

務職員についての給与条例の特例を定めたものでございます。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第６号 東伊豆町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決い

たします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



○議長（八代善行君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１０ 議案第７号 東伊豆町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

○議長（八代善行君） 日程第10 議案第７号 東伊豆町手数料徴収条例の一部を改正する条例についてを議

題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第７号 東伊豆町手数料徴収条例の一部を改正する条例

について提案理由を申し上げます。 

  戸籍法の改正等により、東伊豆町手数料徴収条例の一部を改正するものです。 

  詳細につきましては住民福祉課長から説明させますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（山田和也君） ただいま町長から上程されました議案第７号について説明します。 

  東伊豆町手数料徴収条例（平成12年東伊豆町条例第25号）の一部を次のように改正する。 

  次に、添付の新旧対照表をごらんください。 

  第２条第５号の改正につきましては、平成19年５月１日施行の戸籍法改正により、戸籍法第117条と第120

条の間に２つの条文が加わったことによる条文の整理を遺漏していたことによる改正です。 

  次に、第７条、第９条の改正につきましては、平成17年３月16日付条例第５号東伊豆町手数料条例の一部

改正の際、号の削除により各号が１号ずつ繰り上げられたが、関連条項の第７条、第９条中の指し示す各号

の改正を遺漏していたので、今回改正させていただくものです。 

  改正のおくれにつきましては、おわび申し上げる次第です。 

  以上でございます。よろしく御審議お願いいたします。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 



（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第７号 東伊豆町手数料徴収条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１１ 議案第８号 静岡地方税滞納整理機構を組織する地方公共団体の数の減少につ

いて 

◎日程第１２ 議案第９号 静岡県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減

少について 

○議長（八代善行君） 日程第11 議案第８号 静岡地方税滞納整理機構を組織する地方公共団体の数の減少

について、日程第12 議案第９号 静岡県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少につ

いてを一括議題といたします。 

  町長より順次提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま提案されました議案第８号 静岡地方税滞納整理機構を組織する地方公共団

体の数の減少について提案理由を申し上げます。 

  静岡地方税滞納整理機構を組織する地方公共団体の数が減少していることについて、当機構を組織する関

係地方公共団体と協議するため、地方自治法第291条の11の規定により議決を求めるものでございます。 

  次に、議案第９号 静岡県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について提案理由

を申し上げます。 

  静岡県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数が減少していることについて、当広域連合を

組織する関係地方公共団体と協議するため、地方自治法第291条の11の規定により議決を求めるものでござ

います。 

  詳細につきましては、それぞれ担当課長より説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいたし



ます。 

○議長（八代善行君） 税務課長。 

○税務課長（石原邦彦君） ただいま提案されました議案第８号 静岡地方税滞納整理機構を組織する地方公

共団体の数の減少について説明させていただきます。 

  庵原郡由比町の静岡市への編入、庵原郡富士川町の富士市への編入、志太郡大井川町の焼津市への編入及

び志太郡岡部町の藤枝市への編入に伴い、地方公共団体の数が減少することについて議決を求めるものであ

ります。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） 引き続きまして、議案第９号 静岡県後期高齢者医療広域連合を組織する

地方公共団体の数の減少について説明させていただきます。 

  庵原郡由比町の静岡市への編入、庵原郡富士川町の富士市への編入、志太郡大井川町の焼津市への編入、

志太郡岡部町の藤枝市への編入に伴い、地方公共団体の数が減少することについて議決を求めるものであり

ます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより議案第８号 静岡地方税滞納整理機構を組織する地方公共団体の数の減少について討論に入り

ます。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第８号 静岡地方税滞納整理機構を組織する地方公共団体の数の減少についてを採決いた

します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続いて、議案第９号 静岡県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について討論に

入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 



  これより議案第９号 静岡県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少についてを採

決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１３ 議案第１０号 静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体 

              の数の減少及び規約変更について 

○議長（八代善行君） 日程第13 議案第10号 静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び規約変更についてを議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま提案されました議案第10号 静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び規約変更について提案理由を申し上げます。 

  静岡県市町総合事務組合の構成団体である田方地区交通災害共済組合及び桃沢少年自然の家組合が平成

21年３月31日をもって脱退することに伴い、規約を変更するものであります。 

  詳細につきましては総務課長より説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木忠一君） それでは、ただいま提案されました議案第10号 静岡県市町総合事務組

合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約変更について御説明いたします。 

  地方自治法第286条第１項の規定により、平成21年３月31日をもって静岡県市町総合事務組合から田方地

区交通災害共済組合及び桃沢少年自然の家組合が脱退するとともに、あわせて静岡県市町総合事務組合規約

を別紙のとおり変更したいので、同法第290条の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 

  以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 



○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第10号 静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約変更につい

てを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１４ 議案第１１号 東伊豆町道路線の廃止について 

◎日程第１５ 議案第１２号 東伊豆町道路線の変更について 

◎日程第１６ 議案第１３号 東伊豆町道路線の認定について 

○議長（八代善行君） 日程第14 議案第11号 東伊豆町道路線の廃止について、日程第15 議案第12号 東

伊豆町道路線の変更について、日程第16 議案第13号 東伊豆町道路線の認定についてを一括議題といたし

ます。 

  町長より順次提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま一括上程されました議案第11号 東伊豆町道路線の廃止について、議案第12

号 東伊豆町道路線の変更について、議案第13号 東伊豆町道路線の認定について提案理由を申し上げます。 

  現在、静岡県において実施されている稲取地区広域水産物供給基盤整備事業基本計画に基づく稲取漁港の

整備について、稲取漁港臨港道路の整備区域が当該町道の路線区域と重複するため、重複する路線の廃止及

び変更並びに認定を行うものであります。 

  詳細につきましては建設産業課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 建設産業課長。 

○建設産業課長（上嶋智幸君） それでは、ただいま提案されました議案第11号及び議案第12号並びに議案第



13号について順次説明をいたします。 

  まず、議案第11号 東伊豆町道路線の廃止について、道路法（昭和27年法津第180号）第10条第１項の規

定により、別紙の町道路線を廃止するものとする。 

  恐れ入りますが、次の別紙をごらんいただきたいと思います。 

  路線名、起点、終点、延長、幅員の順に読み上げます。 

  町道稲取浜線、東伊豆町稲取字東818番、東伊豆町稲取字東830番、92.8メートル、5.3メートル。町道東

海岸線、東伊豆町稲取字畑897番１、東伊豆町稲取字東832番、221.9メートル、5.4から7.0メートル。 

  恐れ入りますが、次のページの廃止路線図をごらんください。 

  路線の区域でございますが、町道稲取浜線につきましては、緑色で示した路線で、東町の山長さん前から

稲取造船所前までということになります。また、町道東海岸線につきましては、青色で示しました路線で、

東町のマリナーラさん前から東の内堤防稲取造船所横までということになります。 

  次に、議案第12号 東伊豆町道路線の変更について、道路法（昭和27年法津第180号）第10条第２項の規

定により、町道路線を別紙のように変更するものとする。 

  恐れ入りますが、次の別紙をごらんください。 

  路線名、区分、起点、終点、延長、幅員の順に読み上げます。 

  町道中央線、変更前、東伊豆町稲取字清水400番１、東伊豆町稲取字畑895番４、545.9メートル、3.6から

8.3メートル、変更後、東伊豆町稲取字清水400番１、東伊豆町稲取字下町763番１、152.3メートル、5.5か

ら5.7メートル。 

  恐れ入りますが、次のページの変更路線図をごらんいただきたいと思います。 

  路線の区域につきましては、変更前が茶色で示しました区域と黄色で示しました区域を合わせた区域で、

かっぱ食堂さん前から東町のマリナーラさん前までということになります。変更後につきましては、茶色で

示した区域で、かっぱ食堂さん前から西町の黒田電気さん前ということになります。 

  次に、議案第13号 東伊豆町道路線の認定について、道路法（昭和27年法津第180号）第８条第２項の規

定により、町道路線を別紙のように認定するものとする。 

  恐れ入りますが、次の別紙をごらんいただきたいと思います。 

  路線名、起点、終点、延長、幅員の順に読み上げます。 

  町道東中央線、東伊豆町稲取字下町810番１、東伊豆町稲取字畑894番６、215.6メートル、3.6から8.3メ

ートル。 

  恐れ入りますが、次のページの認定路線図をごらんいただきたいと思います。 

  路線の区域につきましては、茶色で示しました区域、東町の山長さん前から東町マリナーラさん前までで



ございます。 

  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。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより議案第11号 東伊豆町道路線の廃止について討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第11号 東伊豆町道路線の廃止についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続いて、議案第12号 東伊豆町道路線の変更について討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第12号 東伊豆町道路線の変更についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続いて、議案第13号 東伊豆町道路線の認定について討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第13号 東伊豆町道路線の認定についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 



（「暫時休憩」の声あり） 

○議長（八代善行君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時２６分 

 

再開 午後 ３時２７分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（八代善行君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時２７分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（八代善行君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成21年東伊豆町議会第１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。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○議長（八代善行君） 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１４号 平成２０年度東伊豆町一般会計補正予算（第５号） 

○議長（八代善行君） 日程第１ 議案第14号 平成20年度東伊豆町一般会計補正予算（第５号）を議題とい

たします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 皆さん、おはようございます。 

  議案第14号 平成20年度東伊豆町一般会計補正予算（第５号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に５億5,752万2,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算

の総額を49億6,978万6,000円とするものでございます。 

  歳入の主な内容を申し上げますと、国庫支出金においては、国の第１次補正予算による安全・安心な学校

づくり交付金、国の第２次補正予算による定額給付金給付事業費補助金及び地域活性化生活対策臨時交付金

であります。さらに耐震補強事業に充当する起債等を計上するものであります。 



  次に、歳出の主な内容を申し上げますと、定額給付金を初め稲取小学校屋内運動場耐震補強工事費や熱川

小学校校舎屋上防水工事費、さらに戸籍の電算化に伴うシステム導入委託料等であります。また、職員の勧

奨退職に伴う退職手当組合への特別負担金を計上させていただきました。必要な財源配分を行った後、財政

調整基金からの繰入金を計上させていただきましたので、御理解をお願いいたします。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木忠一君） それでは、ただいま提案されました議案第14号 平成20年度東伊豆町一

般会計補正予算（第５号）について概要を説明いたします。 

  平成20年度東伊豆町の一般会計補正予算（第５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 既定の歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ５億5,752万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ49億6,978万6,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  （繰越明許費） 

  第２条 地方自治法第213条第１項の規定により繰り越して使用することのできる経費は「第２表繰越明

許費」によります。 

  （債務負担行為の補正） 

  第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表債務負担行為補正」によります。 

  （地方債の補正） 

  第４条 既定の地方債の変更は、「第４表地方債補正」によります。 

   恐れ入りますが、10ページ、11ページをお開きください。 

   ２歳入、主な補正内容について説明いたします。 

   １款町税、１項町民税、１目個人、補正前の金額から460万円を減額し、５億3,856万円といたします。

１節現年課税分260万円の減及び２節滞納繰越分200万円の減は、ともに徴収実績に基づく減額内容でござい

ます。 

  ２目法人、補正前の金額に1,684万円を追加し、１億3,234万円といたします。１節現年課税分1,682万円

の増は、法人の予定納税の増に伴うものであります。 

  ２項固定資産税、１目固定資産税、補正前の金額から1,891万円を減額し、13億8,081万5,000円といたし

ます。１節現年課税分641万円の減及び２節滞納繰越分1,250万円の減は、それぞれ徴収実績に基づくもので



ございます。 

  ４項町たばこ税、１目町たばこ税、補正前の金額から350万円を減額し、１億3,054万8,000円といたしま

す。１節現年課税分350万円の減は、喫煙者の購入が自動販売機からコンビニエンスストアへの移行及び入

りこみ客数の減など、課税本数が減少したことによる減額補正であります。 

  ２款地方譲与税、１項自動車重量譲与税、１目自動車重量譲与税、補正前の金額から200万円を減額し、

4,800万円といたします。１節自動車重量譲与税200万円の減は、県から示されました最終予算額をもとに推

計した調整内容であります。なお、以下の譲与税及び各種交付金につきましても、同様に県の最終予算額を

もとに推計し措置した内容でございます。 

  恐れ入りますが、12ページ、13ページをお開きください。 

  ２項地方道路譲与税、１目地方道路譲与税、補正前の金額から200万円を減額し、1,500万円といたします。 

  ４款配当割交付金、１項配当割交付金、１目配当割交付金、補正前の金額から400万円を減額し、200万円

といたします。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金、１項株式等譲渡所得割交付金、１目株式等譲渡所得割交付金、補正前の金

額から350万円減額し、100万円といたします。 

  ６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金、１目地方消費税交付金、補正前の金額から1,600万円を

減額し、１億3,800万円といたします。 

  ７款ゴルフ場利用税交付金、１項ゴルフ場利用税交付金、１目ゴルフ場利用税交付金、補正前の金額から

250万円減額し、2,550万円といたします。 

  ９款自動車取得税交付金、１項自動車取得税交付金、１目自動車取得税交付金、補正前の金額から500万

円を減額し、3,800万円といたします。 

  14ページ、15ページをお開きください。 

  11款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税、補正前の金額に2,000万円を追加し、７億5,515万5,000

円といたします。１節地方交付税、細節２特別交付税2,000万円の増は、頑張る地方応援プログラムの交付

確定に伴い増額補正する内容でございます。 

  恐れ入りますが、16ページ、17ページをお開きください。 

  15款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、補正前の金額に349万4,000円を追加し、１億

980万円といたします。１節社会福祉費負担金、細節１保険基盤安定負担金152万5,000円の減は、交付金確

定に伴う調整でございます。細節２障害者自立支援給付費負担金609万円の増は、給付実績に基づく調整内

容であります。 

  18ページ、19ページをごらん願います。 



  ２項国庫補助金、１目衛生費国庫補助金、補正前の金額から140万8,000円を減額し、644万5,000円といた

します。２節環境衛生費補助金、細節１循環型社会形成推進交付金209万8,000円の減は、合併処理浄化槽設

置補助の事業費確定による減額措置であります。 

  ４目教育費国庫補助金、補正前の金額に１億5,060万4,000円を追加し、１億5,071万5,000円といたします。

２節安全・安心な学校づくり交付金１億4,544万円は、稲取小学校屋内運動場耐震補強事業を、有利な国の

１次補正により繰越明許事業として20年度予算において対応するものであります。３節地域活性化・緊急安

心実現総合対策交付金、細節１地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金514万3,000円も同様に事業採択を

受け、稲取小学校屋内運動場耐震補強事業へ充当するものであります。 

  ６目総務費国庫補助金、補正前の金額に２億9,517万2,000円を追加し、２億9,867万2,000円といたします。

１節総務費補助金、細節１地域活性化・生活対策臨時交付金6,020万4,000円は、国の２次補正により地方再

生戦略及び生活対策に対応した事業として、熱川小学校校舎屋上防水事業、町営住宅改修事業、戸籍電算化

事業に交付されることになり、繰越明許事業として20年度予算において対応するものであります。細節２定

額給付金給付事業費補助金２億2,696万8,000円、及び細節３定額給付金給付事務費補助金800万円は、国の

２次補正により定額給付金の給付事業を実施するものであります。 

  ７目民生費国庫補助金、補正前の金額に775万7,000円を追加し、775万7,000円といたします。１節社会福

祉費補助金、細節８地域生活支援事業費補助金131万3,000円は、国の補助採択を受け新たに計上するもので

あります。２節児童福祉費補助金、細節１子育て応援特別手当交付金612万円、及び細節２子育て応援特別

手当事務取扱交付金32万4,000円は、国の２次補正により定額給付金と同様に実施するものであります。 

  恐れ入りますが、20ページ、21ページをごらん願います。 

  16款県支出金、１項県負担金、１目民生費負担金、補正前の金額から630万1,000円減額し、１億821万円

といたします。１節社会福祉費負担金、細節４障害者自立支援給付費負担金349万5,000円の増は、給付実績

に基づいた増額措置であります。細節６国民健康保険基盤安定負担金849万9,000円の減は、負担金の確定に

よるものであります。 

  16款県支出金、２項県補助金、２目民生費県補助金、補正前の金額から259万円を減額し、3,821万9,000

円といたします。１節社会福祉費補助金、細節13地域生活支援事業補助金283万1,000円の減は、支援費対象

者の実績に基づいた減額の内容であります。 

  ３目衛生費県補助金、補正前の金額から54万6,000円を減額し、329万円といたします。１節環境衛生費補

助金、細節１生活排水改善対策推進事業費補助金92万6,000円の減は、さきにも触れましたとおり合併処理

浄化槽設置補助の事業費確定による減額措置であります。 

  恐れ入りますが、22ページ、23ページをごらん願います。 



  ３項委託金、１目総務費委託金、補正前の金額から247万7,000円を減額し、4,884万3,000円といたします。

１節徴税費委託金、細節１県税徴収委託金249万6,000円の減は、所得税の減税還付確定に伴う減額措置であ

ります。 

  17款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、補正前の金額に224万2,000円を追加し、7,626万

3,000円といたします。１節土地貸付収入、細節２町有地貸付料224万2,000円の増は、契約変更等に伴う増

額措置であります。 

  18款寄付金、１項寄付金、２目民生費寄付金、補正前の金額に20万円を追加し、107万4,000円といたしま

す。１節社会福祉費寄附金20万円は三島信用金庫様から10万円、稲取  田町地区の田村孟夫様から10万円

を寄せられました御浄財であります。 

  24ページ、25ページをごらん願います。 

  ３目教育費寄付金、補正前の金額に30万円を追加し、330万1,000円といたします。１節教育費寄付金30

万円の増は、白田地区の三浦音和様から寄せられました御浄財であります。 

  10目ふるさと納税寄付金、補正前の金額に10万円を追加し、40万円といたします。１節ふるさと納税寄付

金10万円の増は、東京都武蔵野市にお住まいの竹内幸夫様から寄せられました御浄財であります。 

  19款繰入金、２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、補正前の金額に3,620万円を追加し、6,550万円

といたします。１節財政調整基金3,620万円の増は、今回の補正におきまして歳入予算及び歳出予算調整後

の不足額を補てん措置いたした内容でございます。 

  恐れ入りますが、26、27ページをごらん願います。 

  22款町債、１項町債、１目農林水産業債、補正前の金額に250万円を追加し、5,320万円といたします。１

節農業債、細節１中山間地域総合整備事業100万円の減は、事業費の確定に基づく調整でございます。２節

水産業債、細節１稲取漁港整備事業350万円の増は、従来の充当率90％が負債額の拡大によりまして100％に

変更となったことによる増でございます。 

  28、29ページをごらん願います。 

  14目教育債、補正の前の金額に9,980万円を追加し、9,980万円といたします。３節小学校債務、細節１稲

取小学校屋内運動場耐震補強事業9,980万円は、さきにも触れましたが稲取小学校屋内運動場耐震補強事業

を有利な国の１次補正により、繰越明許事業として20年度予算において対応を図るものであります。 

  30、31ページをごらん願います。 

  次に歳出について、主な補正内容を説明いたします。 

  今回の補正予算に関するすべての款の人件費につきましては、最終調整を図った内容となっておりますの

で、御理解をお願いいたします。 



  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正前の金額に2,044万4,000円を追加し、４億3,962万

4,000円といたします。 

  32、33ページをごらん願います。 

  11職員共済事業、３節職員手当、細節16退職手当組合特別負担金2,210万5,000円は、本年３月31日付勧奨

退職予定者４名分の特別負担金であります。 

  36、37ページをごらん願います。 

  13目電算費、補正前の金額から195万5,000円を減額し、4,987万4,000円といたします。３情報系システム

管理事業、４節使用料及び賃借料、細節６機器使用料138万円の減は、契約差金による減額措置であります。 

  18目定額給付金給付事業費、補正前の金額に２億3,496万8,000円を追加し、２億3,846万8,000円といたし

ます。１定額給付金給付事業２億3,496万8,000円は、歳入でも触れましたように、国の臨時補正により定額

給付金の給付事業を実施する内容であります。 

  38、39ページをごらん願います。 

  ２項徴税費、１目税務総務費、補正前の金額から638万6,000円を減額し、8,780万2,000円といたします。

１税務総務事業、23節償還金利子及び割引料、細節３所得変動減税額還付金640万円の減は、所得税の減税

額確定に伴う減額措置であります。 

  ３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費、補正前の金額に2,093万4,000円を追加し、4,790万

6,000円といたします。 

  40、41ページをごらん願います。 

  ３戸籍電算化事業、13節委託料、細節１戸籍電算化システム導入委託料2,100万円は、歳入でも触れまし

たとおり、国の２次補正による繰越明許事業として20年予算において実施する内容でございます。 

  42、43ページをごらん願います。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、２目障害者福祉費、補正前の金額に2,552万6,000円を追加し、２億378万

6,000円といたします。１障害者（児）自立支援給付事業、20節扶助費、細節17自立支援給付費960万7,000

円の増は、給付実績に基づく調整内容でございます。23節償還金利子及び割引料、細節１身体障害者福祉事

業過年度返還金251万8,000円の増は、平成19年度自立支援給付費の決算確定により、国及び県へ負担金を返

還するものであります。３障害福祉団体支援事業、19節負担金補助及び交付金、細節18伊豆つくし会施設整

備償還金補助金131万5,000円の減は、施設整備に係る起債の償還金確定による減額措置であります。 

  恐れ入りますが、44、45ページをごらん願います。 

  ５自立支援医療事業、20節扶助費、細節４身体障害者更生医療費257万4,000円の増は、給付実績に基づく

ものであります。23節償還金利子及び割引料、細節１身体障害者福祉事業過年度返還金1,170万1,000円の増



は、平成19年度身体障害者更生医療費の決算確定により、国及び県への障害者自立支援給付費負担金を返還

する内容でございます。 

  ３目老人福祉費、補正前の金額から516万3,000円を減額し、２億2,087万円といたします。２養護老人ホ

ーム施設入所事業、20節扶助費、細節１老人保護措置費143万6,000円の減は、実績に基づく施設入所者の減

によるものであります。 

  46、47ページをごらん願います。 

  ７後期高齢者医療事務事業、19節負担金補助及び交付金、細節２後期高齢者事務費負担金168万7,000円の

減は、広域連合の決算見込みに基づき調整するものであります。 

  ７目国民健康保険費、補正前の金額から1,336万3,000円を減額し、9,233万7,000円といたします。１国民

健康保険特別会計支援事業、28節繰出金、細節１国民健康保険特別会計繰出金1,336万3,000円の減は、国保

基盤安定負担金確定に基づく減額措置であります。 

  ８目介護保険費、補正前の金額に565万6,000円を追加し、１億4,184万9,000円といたします。１介護保険

特別会計支援事業、28節繰出金、細節１介護保険特別会計繰出金605万5,000円の増は、これまでの介護給付

費の伸びと今後の見込みを推計した内容でございます。 

  ９目介護予防事業費、補正前の金額から150万円を減額し、1,374万3,000円といたします。１介護予防拠

点施設維持管理事業、48、49ページをごらん願います。 

  11節需用費、細節６燃料費107万2,000円の減は、これまでの実績に基づく減額措置であります。 

  ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、補正前の金額に678万6,000円を追加し、１億1,525万9,000円とい

たします。 

  なお、保育園事業、50ページ、51ページをごらん願います。 

  13節委託料、細節１保育所入所委託料190万円の増は、これまでの実績に基づく増額措置でございます。

９子育て応援特別手当交付事業644万4,000円は、歳入でも触れましたとおり、国の２次補正により定額給付

金給付事業と同様に、子育て応援特別手当交付事業を実施する内容でございます。 

  ２目児童措置費、補正前の金額から393万4,000円を減額し、8,405万8,000円といたします。１児童手当給

付事務事業、20節扶助費、細節３非被用者児童手当173万円の減及び細節５非被用者小学校修了前特例交付

金118万円の減は、それぞれ給付実績に基づく減額措置でございます。 

  恐れ入りますが、56、57ページをごらん願います。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、８目環境衛生費、補正前の金額から687万7,000円減額し、2,234万8,000

円といたします。４合併処理浄化槽補助事業、19節負担金補助及び交付金、細節２浄化槽設置整備事業費補

助金651万9,000円の減は、事業費確定に伴う減額措置であります。 



  恐れ入りますが、60、61ページをごらん願います。 

  ５款農林水産業費、１項農業費、５目農地費、補正前の金額から351万7,000円を減額し2,523万7,000円と

いたします。１中山間地域総合整備事業、17節公有財産購入費、細節２農地造成畑かん用井戸取得費104万

5,000円の減は、受益者負担分が増により町負担分が減となったことによる調整であります。19節負担金補

助及び交付金、細節４中山間地域総合整備事業負担金243万7,000円の減は、事業費確定に伴う減額措置でご

ざいます。 

  恐れ入りますが、64、65ページをごらん願います。 

  ７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、補正前の金額から189万6,000円減額し、4,490万円とい

たします。４境界確定事業、13節委託料、細節１測量登記委託料191万5,000円の減は、事業費確定に基づく

減であります。 

  66、67ページをごらん願います。 

  ５項住宅費、１目住宅管理費、補正前の金額に1,798万5,000円を追加し、2,490万5,000円といたします。

３町営住宅改修事業1,845万円は、歳入で触れましたとおり国の２次補正により、繰越明許事業として20年

度予算において実施するものであります。 

  恐れ入りますが、70、71ページをごらん願います。 

  ８款消防費、１項消防費、４目防災対策費、補正前の金額から263万1,000円を減額し、2,133万9,000円と

いたします。２災害対策本部事業、３節職員手当、細節６時間外手当100万円の減は、実績に基づく減額措

置であります。 

  恐れ入りますが、76、77ページをごらん願います。 

  ９款教育費、２項小学校費、３目学校建設費、補正前の金額に２億7,989万円を追加し、２億7,989万円と

いたします。１稲取小学校屋内運動場耐震補強事業２億5,414万円は、歳入でも触れさせていただいたとお

り、有利な国の１次補正により繰越明許事業として20年度予算において対応するものであります。２熱川小

学校校舎屋上防水事業2,575万円も国の２次補正により、繰越明許事業として20年度予算において対応をす

るものでございます。 

  恐れ入りますが、80、81ページをごらん願います。 

  ５項社会教育費、４目図書館費、補正前の金額に1,260万円を追加し、3,312万6,000円といたします。３

図書館改修事業1,260万円も国の２次補正により、繰越明許事業として20年度予算において対応するもので

あります。 

  恐れ入りますが、84、85ページをごらん願います。 

  11款公債費、１項公債費、２目利子、補正前の金額から660万1,000円を減額し、8,060万5,000円といたし



ます。１起債利子償還事業、23節償還金利子及び割引料、細節１公債利子660万1,000円の減は、地域借入分

の利率が低利による減でございます。 

  恐れ入りますが、５ページへお戻りください。 

  第２表繰越明許費の補正については、国の第１次及び第２次補正予算の財源措置により、定額給付金給付

事業ほか６事業を翌年度へ繰り越すもので、記載のとおりとなっておりますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

  ６ページをごらん願います。 

  第３表債務負担行為補正につきましては、今回の補正予算（第５号）においては、資源ごみ・可燃ごみ等

収集業務委託及び戸籍電算化システム導入委託料に伴う追加補正を、また、事務機器等リース料の契約締結

に伴う変更により債務負担行為を補正する内容でございます。 

  ７ページをごらん願います。 

  第４表地方債の補正でありますが、今回の補正予算（第５号）におきましては、事業費の確定及び充当率

の引き上げにより、中山間地域総合整備事業債で100万円の減、稲取漁港整備事業債で350万円の増でありま

す。さらに、国の第１次補正予算の財源措置により、稲取小学校屋内運動場耐震補強事業の9,980万円を追

加することといたしました。 

  なお、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでありますので、御確認願います。 

  ８、９ページをごらんください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書でただいま御説明いたしました内容を総括してございます。 

  まず、歳入ですが、補正前の額44億1,226万4,000円に５億5,752万2,000円を追加いたしまして、49億6,978

万6,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額44億1,226万4,000円に５億5,752万2,000円を追加いたしまして、49億6,978

万6,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源の国県支出金を４億4,257万7,000円の増、地方債を１億230万

円の増、その他財源を309万1,000円の減、一般財源を1,573万6,000円の増といたす内容でございます。 

  以上、簡単でありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  12番。 

○１２番（居山信子君） ２点ほど伺いたいと思います。 

  まず、39ページの定額給付金の関係でございますけれども、この準備の状況等を昨日のいろいろなやりと

りの中で簡単には伺いましたけれども、非常に複雑なものもございますし、また、町民の皆さんにとりまし



ては、いつ出るのだろうというふうなことで非常に期待の高まるところかなというふうにも思います。 

  ただ、この給付金に伴うところのプレミアムをつけた20％の当町の商品券でございますけれども、これに

ついては世帯でどれだけというような制限がありましたり、また、そのチェック等をどんなふうにしていく

のか。そして、また10年前の地域振興券等を考えましたときに、当時もそのような形で制限があったのかど

うなのか、詳しく御説明をいただきたいという点が１点。 

  さらに、51ページでございますけれども、子育て応援特別手当の関係でございます。これも非常にそれぞ

れの家庭が経済が逼迫する中で、昨日もＮＨＫの報道等を見ておりますと、やはり高校に行く授業料も払え

なくて、やむなく退学をする子供たちが急増をしているという報道を見て、これは本当に家庭の中は大変な

状況なんだなというふうなことを改めて感じた次第でございますけれども、まして小さなお子さんを抱えて

いる御家庭にとりましては、このたびの子育て応援特別手当というものがどんなにか家計の支えになるか、

十分とは当然言えませんけれども、この時期に当たって大変ありがたい施策かなというふうにも思うわけで

すけれども、この手当につきまして、住民の皆さんへの周知とか、また、それぞれどうしてうちはもらえな

いというようなこととか、非常に年齢制限がある関係で、それぞれにいろんな思いも残るところかなという

ふうに思いますので、この辺について世帯の人数等、また詳しい事業の説明をゆっくりわかるようにいただ

きたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時０２分 

 

再開 午前１０時０４分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  居山議員、プレミアムの関係は新年度予算ですので取り消していただきます。 

  企画調整課長。 

○企画調整課長（田村正幸君） それでは、定額給付金事務に係る進捗状況ということで、町民の皆さんも関

心が高いかと思われますので、概要につきまして私のほうから御説明をさせていただきます。 

  まず、定額給付金でございますけれども、基準となる日にちをことし2010年の２月１日において、その年

齢が何歳か。つまり18歳以下と65歳以上のその間につきましては、一定額の１万2,000円の支給というのは

皆さんも御案内のとおりでございます。 

  現在、電算会社におきまして、その申請通知、その他管理帳票等の電算システムの開発事務を行っていた



だいております。これにつきましては、補正４号の専決処分にて行わせていただきました。通知書の発送、

申請書の発送の時期を、東伊豆町におきましては４月６日ととりあえず予定とさせていただいております。

ただし、準備の都合で早まれば、その前に準備をしたいと思います。その４月７日から順次受付をさせてい

ただこうと考えております。 

  給付の時期につきましては、口座振替を基準とさせていただきます。申請書に口座を明記していただいい

て申請をしていただく。それによって、それを電算入力をする時間等が必要になりますので、４月の下旬を

予定しております。これは第１回目。数回に分けなければならない理由というのがございまして、全国銀行

協会がオンラインネットワークによって口座振替を実施しますので、１店当たりの最大件数3,000件という

ふうに規定がございますので、仮に当町を現在6,400弱の世帯数が考えられますので、それによりますと少

なくとも３回ほどに分けなければ、全員が口座振替という形で申請がきますとできないということになりま

すので、４月下旬、それから、第２回が５月の連休明け、そして、５月の中旬以降というおおむね３回に分

けようと考えております。 

  それから、中には口座をお持ちでないような方、あるいは特別な事情があって口座振替を希望されない、

現金支給を希望されるというような方がある場合、この方々につきましては現金支給、これは役場庁舎の会

計室を中心として現金給付を行う。これにつきましては、５月下旬ないし６月の上旬というように一応予定

をしております。ただし、この時期を事務の都合上といいますか、早めることができるようであれば、その

都度広報をしながら支給の時期を検討させていただこうと、今現在進めておりますのでよろしくお願いしま

す。 

○議長（八代善行君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時０８分 

 

再開 午前１０時０８分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  企画調整課長。 

○企画調整課長（田村正幸君） 大変申しわけございません。2010年というのは訂正させていただきます。む

しろ平成21年の２月１日という、大変申しわけございません。 

○議長（八代善行君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（山田和也君） 子育て応援特別手当につきましては、基準日等は定額給付金と同じ基準日で



平成21年２月１日を基準日としております。 

  それで申請書類の発送、受付も定額給付と同時期で申請書類発送が４月６日、受付は７日から受付を開始

します。支払いにつきましては、170名と対象者がなっておりますもので、受付終了後随時会計室の支払い

日に支払う予定となっております。支払いの方法につきましては、銀行振り込みになりますけれども、児童

手当支給者と同じ方々なので、口座番号等は全員が口座等は持っておりますもので、特別な事情がない限り

全部振り込みとなるかと思います。 

  それで、金額につきましては、１人３万6,000円ということです。対象になる子供につきましては、世帯

に属する３歳以上18歳以下の子、平成２年４月２日から平成17年４月１日生まれまでの子供ということで御

理解願います。 

○議長（八代善行君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１１分 

 

再開 午前１０時１１分 

 

○議長（八代善行君） 再開いたします。 

  住民福祉課長。 

○住民福祉課長（山田和也君） ４月１日生まれまでの子が２人以上おり、かつ特別手当支給基礎児童のうち

第２子以降である就学前３学年の子ということです。 

○議長（八代善行君） 12番、居山議員。 

○１２番（居山信子君） 非常に煩雑な事務で担当も大変かなというふうに思いますけれども、ぜひいろいろ

なミスとか行き違いとか、また住民の皆さんに説明が不十分なために誤解を与えるとか、そういうことのな

いように誠意のある、そういう事務事業に当たっていただきたいと思います。 

  そして、また当然、人間がやる仕事ですので、ミスなどがあったときはもう速やかに言っていただければ

いいことですので、どうぞこういう時代ですので、お互いにストレスをなくしていかなければいけませんの

で、精いっぱい担当はやってくださっているかと思いますが、国のさまざまな動きの中で、このたびの定額

給付金をもらいたくないという人もいたりとかいろいろするようでございますけれども、また、それは次の

いろいろな政策的なものもあろうかなというふうに思いますが、今お答えいただきました点につきましては、

４月６日に申請書が発送されるということのようでございますし、それに基づいて４月下旬には第１回の給

付、また、５月の中旬以降にはすべて終わるということになるんでしょうか。町民の皆さんの申請の仕方に



もよるかとも思いますし、回覧板等でいろいろお知らせもしてくださるというふうなことではありますけれ

ども、ただ、6,000世帯のうちの1,000世帯は回覧板が回っていないわけです。また、新聞も状況によっては

とっていないところもあったりとかすることもございますので、ケーブルテレビ等で詳しい説明をしていた

だくということで、先ほど課長、１万2,000円は聞いたんですけれども、それ以外の18歳以下、そして、ま

た65歳以上２万円というふうなことでございますので、当町におきましては２億2,000万ということでござ

いますので、その辺のところを皆さん期待をするところでございます。 

  また、今ちょっといろいろ見ましたら、全国的にも今年度中に申請書は約71％のところが発送をされると

いうふうなことで、これは総務省の調査ではございますけれども、給付につきましても、約48％が４月下旬

までには支給をされるというふうな情報も伺っておりますので、速やかなそういう取り組みと、また正確な

事務の執行をお願いをするところでございます。 

  子育て応援手当につきましては、了といたします。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 居山議員のおっしゃるとおり、迅速かつ正確には当然でございますけれども、やはり

居山議員が言ったように、人的にやるもので多少のミスはあろうかと思います。そういうときには早急に町

民の方に知らしめて、迅速かつ正確にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

  あと、事務的なことは、また担当のほうに説明させます。 

○議長（八代善行君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（田村正幸君） せっかくの御質問で住民の方々も議会をごらんいただいているかと思います

ので、この際、補足で御説明をさせていただきますけれども、まず、先ほど議員おっしゃったように、現金

の給付という中では全く間違いは許されない問題となります。したがいまして、私どもはその申請者の確認

をする必要性、それと口座振替を基準とさせていただきます。その関係で通帳のコピーを添付をしていただ

き、それが口座が誤りのないように事務処理を進めたいと考えておりますので、その点につきましても住民

に十分理解を求めていきたいと考えております。 

  役場に直接申請に来られた住民の方々につきましては、役場側のコピー機を用意してございますので、そ

ちらのほうを御利用していただくという方法をとらせていただきたいと考えております。その点につきまし

ても、住民の皆さんに十分守秘義務の範囲の中で十分秘密は守る体制をとらしていただきますので、御理解

と御協力を得たいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（八代善行君） 調整課長。 

○企画調整課長（田村正幸君） それから、広報の関係でございますけれども、今考えておりますのは新聞折



り込みが既に発送される段階にきております。それから、回覧、有線テレビを使いましての広報等、現在考

えておるのはこの３点は確実に実施する計画でおります。それ以外にも、また月末、あるいは申請書の発送

の中にも、当然ながら案内用の通知も同封させていただきますので、住民の方々、まだそれでもなかなか疑

問な点、御不明な点がございましたならば、電話等での対応に努めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○１２番（居山信子君） 了解です。 

○議長（八代善行君） 質疑ありませんか。 

  10番。  

○１０番（山本鉄太郎君） 私は１点お聞きしたいんですけれども、33ページに退職手当特別負担金2,200万

計上されていますけれども、これは恐らく説明によると４名の勧奨退職という形ですが、総務課長、もしよ

ければ勧奨に該当した年齢をお聞かせ願えますか。それができなければ……、それを１点、先にお伺いしま

す。 

○議長（八代善行君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木忠一君） ４名の方の分を今回補正予算で計上させていただきましたんですけれど

も、年齢的には58歳の方が２名、それからあと若いといいますか、54歳の方と52歳の方が２名という内容で

す。 

○議長（八代善行君） 10番。  

○１０番（山本鉄太郎君） これは町長も、日本の人口というか寿命も伸びているということですし、たとえ

これが人勧からの要するにこういう法律だよという形で55歳、要するに昇給ストップ、58歳、勧奨というの

が前のあれではなかったのかなというふうには私は認識しているんですけれども、これはもう60歳定年の方

法にしながら、勧奨というものをもう取り払っていくべきではないかと。時代の流れというのはありますの

で、やはりそれに即した給与体系、退職金の体系を整えたほうが、各自治体が私は持ちこたえるにはその辺

の裁量が必要ではないかと思うんです。その辺、数字的な根拠がありましたら、町長のほうからどうぞ。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 山本議員が言ったように、時代の流れで新年度から一応60歳ということをやろうかと

考えております。ただし、勧奨の制度は残しておきまして、あくまでも、当人の希望という言い方で、今ま

ではちょっと勧奨していましたけれども、とりあえず本人の希望という中で58歳でやめるか、または60歳ま

でいるか。これは新年度、21年度からはやりたい、そういうふうに考えておりますので御理解願いたいと思

います。 

○議長（八代善行君） 10番、山本議員。  



○１０番（山本鉄太郎君） 要するに新年度から60までと言ったら、やはり今までは58まで課長、違うところ

へやりましたけれども、55歳で昇給ストップですから、そのままの形で60まで課長をやれるような、そうい

うような配慮をしていただければと思いますけれども。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 言葉が短かったですけれども、今、山本議員が言ったような方向でやりたいと考えて

おりますので御理解ください。 

○議長（八代善行君） 14番、山田議員。  

○１４番（山田直志君） まず、今の山本議員の質問と関連して１点申し上げますと、今まで勧奨というもの

については、過去もう20年くらい前からの課長会での申し合わせというのがいわゆる皆さんの根拠にあった

わけですから、ですから、これは管理職会議で申し合わせというものは、もうないよという確認をしないと、

町長が言われたようなことにはならない。それを皆さん職員にすべて縛りを入れていたわけですから、当然、

それを後から来た人が納得したかどうかは別ですけれども、そういうことだろうというふうに思っておりま

す。 

  まず、２点目に35ページですけれども、まちづくり推進事業、ないしまた施政方針等では頑張る地方プロ

ジェクトというふうな形で言われてきた出会い創生事業等々については減額補正になっています。これにつ

いては昨年度も、今19年度も20年度も施政方針の中でこのことについては触れられているんだけれども、こ

の事業が一体どうだったのかなということについて、これから何を教訓としているのかということについて

は、行政報告等々でこの問題は一切出てきていないのではないかと思うんです。この点についてのお考えを

伺いたいというのが、まずあります。 

  次に、37ページですが、定額給付金の問題について伺いたいと思います。 

  これは町の事業というよりは国の施策ですから、事務的な内容というより、私は逆に政治的な内容という

ことでお伺いしておきたいと思います。 

  これは特に町長から、まずは１回目の問題では、町長自身としては、この定額給付金については、どのよ

うにお考えになっているのかというのを、１回目お伺いしておきます。あと２回目にそれぞれ言わせていた

だきます。 

  ３点目に41ページの戸籍の電算化事業ということで、これは行政目やいろんな形の中で言われています。

ただ、私はよく理解しておりませんけれども、当局としては懸案だったというふうなことの表現を使ってお

りますけれども、議員には、少なくとも私は22年議員やっていますけれども、こういう電算化が必要だとい

うふうなことが全員協議会等々で話されたという記憶はないんです。ですから、それは内部の皆さんの問題

だと思う。議会と、また住民に対して戸籍問題の電算化がこういう意味で必要で、そのことによってこうい



う業務の改善が図られるよという説明は、少なくとも私は受けた記憶が余りないんです。いつの全協でやっ

たかというのは記憶がないんです、本当に。皆さんは懸案だったという説明をされるんだけれども、何が改

善をされて、住民の皆さんに対してどういうサービスの向上が図られるのか、事務の改善が図られるのかと

いうことについては、明確にやはりされなければ、懸案だったからこれだけのお金を事業をやりますよ、や

りますよという通り一遍の説明では私は理解できないと思います。 

  次に、47ページの国民健康保険の繰出金の問題で、これは減額ということなんですけれども、町長、これ

も過去の経過から見ると、国民健康保険の繰出金については、過去は全員協議会等のコンセンサスの中で、

人工透析の負担分について50％程度は一般会計でみようではないかと、こんな議論もした経過があって、そ

ういうことが続いた時期があった。いや、これは定額ってわかっているから言っているんです。ただ、しか

し、現状そういうふうに財政状況もなってきた中で繰出金、減額で差し戻すということなわけではないです

か、ここは。ただ、そういう今まで負担をすべきだったけれども、財政事情から減らしてきた中で、確かに

これは安定基金部分が差し戻すということなんだけれども、国保会計の現状を考えると、基金もそんなに十

分持っていないという中では、運用の全体の流れの中であれば、何も繰り戻すのではなくて、そのまま置い

ていくという判断だって、これはできたんではなかろうかと。あとから値上げのときに、ぽっとお金を探し

たって出てこないわけですから、そういう運営が考えられたのではないかということで、町長の判断をお伺

いをしたいということでございます。 

  あと、すみません、２点あります。 

  次に、57ページの合併浄化槽の問題なんですが、これは一般質問でもこれに触れられた議論もありました

けれども、去年もここの間、国や何か補助の問題とかいろんな形の変動もあったんだけれども、町としても、

この間、町長が答弁されている内容も伺っていましたけれども、本当にこの合併処理を町民の皆さんに導入

してもらいたいというふうに私は伝わっているのかなと。予算としては計上するけれども、相当残ってくる

ではないですか、いつも。いや、それはやってもらいたい、予算枠がないのではなくて、予算をとっても昨

年度も、一昨年度も、ことしもこういう形で減額が多くなってくるではないですか。これは相手のあること

ですけれども、本当にこういう事業を進めようというふうなお考えで取り組んでいるんだろうかというふう

に思ってしまうものですから、今年度もまた予算を組んだんだけれども、また減額だということですので、

これらについてのお考えをお伺いしたいと思います。 

  最後に、77ページの稲取小学校の屋内運動場です。体育館ですけれども、これは内容、やるということに

ついては悪いということではない。問題は、この間も私は質問したんですけれども、中身としては十分精査

したり、対応した中身はどうなっているんだろうかと。きょうこの時点では図面等も当然見せていただけな

いんだろうと思うんですけれども、活用の面から十分活用されている住民の皆さん、とりわけ文化団体等々



の意見を、言えば中央公民館ホールみたいなものですから、稲取小学校体育館は。その辺でどの程度組み込

んだり、そういう対応をされたのか。そうした経過や内容がお聞かせいただければありがたいし、今後、も

し入札の段階では、どういうふうにリニューアルするんだよというふうな中身も図面等をつけて御説明いた

だけると、それはそのときはありがたいなと思いますので、お考えをお聞かせください。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 結構数点あるもので、もし答弁漏れがあったら言ってもらえばありがたい。 

  まず、勧奨のことです。この間も管理職会議で言いました。それだけは御承知おきください。そして、課

長さんたちもいろんな面で納得した中で新年度からやりたいということで、ある程度皆さん方、納得した中

でということは理解していただきたいと思います。 

  次に、出会い創出事業ですか、これに関しては、確かに行政報告では言っておりません。町内の中でやり

ますと、やはり相手が少ないもので、ことしも減額ということで、担当課には「どうするか、今年はやめよ

うか」と言いましたら、「もう１年やらしてくれ」というもので、また新年度でやる中で、やはり賀茂郡の

町長会の中で話を出しましたが、伊豆全体で１市５町、１市はともかく５町でそういう事業もいいのではな

いかということを言われましたもので、もしかしたら、また今度は５町の中でこの出会い創出、そういうこ

とも考えていきたいなということでございます。 

  確かに行政報告の中で結果ということを言わなかったのは、こちらの落ち度という言い方はおかしいけれ

ども、言わなかったのは申しわけないと言いたいと思いますし、今後は５町の中でやっていきたい、大きな

枠組みでやっていきたい、そういう方向で考えていますもので、理解を求めてよろしくお願いいたしたいと

思います。 

  次に、定額給付金につきまして、私の個人的なのは、最初はやはり個人にやっていいものかどうかという

ことで、自治体全体にやっていただいたほうが、町とか１個人にやるよりかいいのではないかと、当初は考

えておりました。 

  しかしながら、政府がこのように決めた中で、かつこういう方向で決まったもので、やはりこれは率先し

てやって、私はこの定額給付はもらいます。もらって、基本的にはどんどん使っていきたいと、そういう考

えでおりますもので、その点は理解していただきたいと思います。 

  さらに、電算化に関しましては、事務的なことは確かにこちらとしては懸案事項と言っています。議会の

方に対しましても説明はしなかったことは申しわけなかったと思います。そういう中で、電算化やってない

静岡県の自治体は賀茂郡だけでございます。ほかのところは全部電算化されております。そして、かつ今度

は１市３町ですか、この合併が決まれば電算化されない自治体はうちだけでございます。そういう中で、や

はり今回こういうやつができたもので、長年の懸案事項と言いましたのは、そういうわけでございまして、



事務的にはどういう便利になったかはちょっと担当課のほうから説明させたいと思います。 

  そして、さらに個々に関しまして、確かに山田議員が言うように、こっちに戻さないでそのまま置いてあ

るとか、これも一つの考えでありまして、今後の運用の仕方で、またこれはちょっと検討させていただきた

いと思います。確かに、山田議員が言っていることもありますもので、ちょっと検討させていただきたいと

思います。 

  そして、あと合併浄化槽、これは本当に町は言っております。そういう中で年々減少していくのはどうい

うわけだということ。事務者の考えの中で、一つは新築する、建築の住宅ですね。これがやはり伸びれば、

当然これは増えてきます。今義務づけ化されています。そういう中で住宅着工戸数ですか、それの確認がち

ょっと減っているのかということと、あと既存の住宅に関しましては、大工さんとかそういう工務店には結

構ＰＲしているつもりでいます。なおかつ、今度はハイキャットさんですか、このごろやっているのかな。

ハイキャットがやっていなければまたハイキャットなんかもやって、やはり町はやりたいと言いましても、

基本的には個人のお金を使うことなもので、その辺はちょっと苦慮しているところでございます。そういう

面で、やはり何回も言っているように、うちの町は公共下水道できない、財源的にも厳しいものですから、

合併浄化槽を推進していきたいという考えは変わりありません。 

  あと、体育館の屋内工事、これに関しましてはちゃんと入札できる前に皆さんに知らしめていきたいと考

えておりますし、基本的には文化協会との話し合いもやっていると思いますけれども、その辺の詳しいこと

は教育委員会のほうから答弁させたいと思います。 

○議長（八代善行君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（山田和也君） まず、戸籍の電算化による行政サービスの向上ということです。その内容と

しましては、相続なんかで戸籍謄本、除籍、改正原等を手続に必要なときに、お客さんを30分から１時間待

たせるということが多々あります。それが電算化によりますと、分単位で出てくるということです。 

  次に、情報処理の一元化ということで、戸籍事務に関しては国の事務なんですけれども、下田法務局管内

で１市５町で協議会があるわけです。その中で戸籍事務の一元化を図れば同じような事務は遂行して、副本

等を法務局に納める際も同じようなレベルでやっていきたいということです。 

  あと、戸籍事務は御存じのように、日本国の行政でやりとりをしながら事務を進めていくという中で、現

在もう80％以上の電算化による簡略された戸籍謄本で事務を処理しておりますもので、もう紙に書いたもの

は、それに携わった担当者であればわかりますけれども、年々新しい世代になってきますと、もう紙に書い

た従来の戸籍ではおぼつかない部分も出てくるかと思われます。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 教育委員会事務局長。 



○教育委員会事務局長（木田和芳君） 稲小の体育館の補強工事ということなんですけれども、今回の補正２

億5,000万準備させていただいたんですけれども、大体耐震補強が４割程度の事業費になろうかと思います。

それから、６割程度が大規模改修ということの内容になりますけれども、今、町長が言いましたように、文

化協会とか学校サイド、あと教育委員会の要望を取り入れて大規模改修の設計をしていただいたわけなんで

すけれども、基礎を残してほとんど取りかえになります。そういうことの中で、主なものについては身障ト

イレをつくったり、そういうことで工事を進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（八代善行君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（山田和也君） 先ほどの町長の浄化槽についての補足なんですけれども、毎年、平成19年が

61基の見積もりで、20年度が55基と。また、同じぐらいになろうかと思いますけれども、浄化槽につきまし

ては、最高の補助額が100万弱のものがあるわけです。それが１件、２件出てきますと200万円補助がつくよ

うな場面が出てきますので、お客さんに安定した補助をしたいという意味合いで、ちょっと甘めにとってあ

るところがあります。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） 国民健康保険の繰り出しの減額の関係なんですけれども、今回の減額につ

いては基盤安定の負担金の確定に伴う減で、国・県の絡みがありますので、その分についてはちょっと今回

は。山田議員のおっしゃるとおり厳しい国保運営ですから、減額されないで繰り入れしていただきたいと思

います。そういうことで御理解いただきたいと思います。 

○議長（八代善行君） 14番。  

○１４番（山田直志君） まず、最初の問題は役場というのはあれなのかなと思うんですけれども、町長が言

ったから決まるだけでなくて、管理職の申し合わせというものがとにかく私はなくすんだということ、なく

して初めて町長が言明して意味があるのではないかなと思う。残っている形は、やはりよくないんだろうと、

個人的な考えですから。 

  ２つ目の出会い系の問題なんですが、というのはやはり人がいないみたいで、実は私の息子も人がいない

からって駆り出されてやったと、大変人集めは大変だと。普通に見ておりますと、確かに若い人たちという

のは行く場がないということを言われまして、安い居酒屋１、２軒に行くしかない、あとカラオケぐらいだ

よということなんで、だから出会いの場がないんです。東京のようにおしゃれな飲み屋があるとか、バーと

かビリヤードだとか、ボーリング場があるとか、普通に都会にいればやれるような場所がないですから、た

だ飲み屋へ行くか、男の子供なんかを見ていると仲間でゴルフの打ちっ放しに行ったりとか、沼津や三島の

ほうへボーリングだ、ゲームだってそんな話で、極めてやはりかわいそうな生活なんだろうなと、これでは



ちょっと出会うあれがない。まして青年団とかいろんな社会的組織というものも枯渇しているというふうな

状況なもので、大事な事業なんだけれども、なかなか継続してやっていくにも難しい事業だし、ぜひ一生懸

命やってもらいたいと思うんです、対象者がおりますものですから。一生懸命やってもらいたいんですが、

なかなか難しいなという事業だということでございます。 

  次に、定額給付金の問題なんですけれども、やはり問題が幾つかあるんです。２つほど考えられるんです

けれども、１つは、この間、国がやったことですから、町長を責めるわけではないんです。国も定率減税を

廃止したり、医療改革や介護保険へどんどん医療費や保険料の負担が上がってくるよというふうなことで、

大体50兆円から60兆円ぐらい国民には税金の値上げがいっているわけです。特に、年金生活者なんていうの

は高齢者や控除がなくなって、住民税や国民健康保険がだだっと上がった。こんな経験がある中だから、そ

れは例えば高齢者だって２万円とか、僕だって１万2,000円、定額給付金も国会では私ども反対したけれど

も、くれるというものは拒まないですよ、それは。 

  ただ、問題は国民からすれば、ここから何十兆円もの負担があった中の２兆円というのは涙金だというこ

とだということなんです。あげくの果てに、この先３年後に消費税を上げるなんていうと、やはり毒まんじ

ゅうではないのかなと。悲しいことは、定額給付金をもらっても、プレミアム商品券や観光やなんかの消費

に役立つのかというと、きのうの議論もあったんだけれども、お年寄りの人にしてみても、２万円もらって

も１万2,000円はかなりの部分では介護保険の値上げに全部消えていくわけですから、消費には必ず効果が

ないわけで、非常に問題が厳しいのは、そういう住民負担がかなり世論調査でも福祉や介護や医療に使えば

いいよなという声、反対する意見の大半はそういう声でしたから、今回、町の予算編成を見ても、結局国が

介護保険等々何もしないから保険料は上がって、定額給付金もらったって右から左というようなおかしなこ

とになってしまうわけで、問題は、やはり今後消費税なんかが上がることによって、観光を中心とする町で

は、消費の冷え込みということが大きな経済的な問題になることが心配されてはいないかという点を、町長

はどのように考えているのか、これは伺っていきたいと思います。 

  次に、戸籍の問題ですけれども、戸籍の電算化の問題は、そういう説明をちゃんとやはりしていただきた

かったです、最初から。今までの戸籍事務で書類を探したりして、確かに待たされたんです。ですから、そ

ういう事務のスピードアップが図られて、サービスの向上ができますよということを、そういうために今必

要になっているということの説明を最初から本当は入れていただくことが大切ではなかったかと思います。 

  国民健康保険については、町長、検討するということのお考えでしたので、これは了解したいと思います。 

  次、合併浄化槽の問題で、確かに住民福祉課長が言われる点はそうなんですけれども、自分もやってみて

確かに既設のものをやると100万円からかかるという事態があって、でも、同時にもう一つこれは進まない

理由というのは、単年度の工事費の問題と毎年やはり管理費がかかるんです。例えば河津なんかの問題でい



うと、管理費を町が一元化して安くしていこうとかというふうなことなんかも、町の取り組みではやってい

るわけです。１回入れる、幾ら補助金があっても、毎年あれを浄化槽、機種によっては多少違いがあります

けれども、３回なり４回水質調査をして微生物を入れたりとかということをやっているんだけれども、その

管理費が１万円前後かかるんです。こういうところをやはり一括して町が管理して、例えば坂井村だとかや

っているところでは、町が一括して安くして出していくとかという形で、管理の面も含めてトータルで住民

にこれが低価格で導入しやすいような形というのも、やはり考えられているわけですから、ただ、やはり金

額でお願いするだけでなくて、トータルで住民の皆さんに町の制度を利用して、なおかつ、河川や海をきれ

いにしていくということに協力していただけるような理解を得ていただきたいなというふうに思います。 

  最後、体育館の問題はあれでしょうか。多少、文化協会やいろんなところからの意見で、例えばこういう

ものが少しつけ加わったり、普通の小学校の体育館からすると、身障者用のトイレがありましたけれども、

そんなことは何かほかにも一、二あるんでしょうか。ちょっと一、二点あれば、具体的な例としてお聞かせ

いただけるとありがたいと思います。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、出会い創出事業です。これは本当に職員一生懸命努力して、大変人数集めに苦

慮しているのが現状でございます。そういう中で山田議員が言った場ですよね。これを言われたのは、去年

ですか、大学生が夏休み、２人が勉強に来ました。そういう中で早稲田かどこかの講師が来た中で、夜、飲

みに行くおしゃれなショットバーというんですか、「そういうものはこの町にないの」なんて言われました。

やはり、そういう場がなければなかなか出会いは難しいのではないですかということは言われていますもの

で、いろいろ職員が一生懸命に考え、やったことだけは理解していただいて、また、新年度もやりたいとい

うことで新年度予算に盛り上げたもので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

  そうなると、先ほども言ったように、これは東伊豆町だけでやるとなかなか手詰まりになってしまうもの

で、５町の方にまたお願いして、そういう出会い創出の場をつくっていけたらなと、今、考えているもので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

  定額給付金、これは自分の考えはありますが、これは国会ではありませんもので、基本的には山田議員の

意見は意見として参考にして、やはり自分としては決まったら、それに沿っていくと、そういう心情でござ

いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  さらに、合併浄化槽に関しましては、管理まで含めたということ、なかなかこれが一つの  進む方向に

なるのかなと考えますもので、これは少し検討させていただきたいと思います。 

  体育館につきましては、教育委員会のほうから述べさせます。 

○議長（八代善行君） 教育委員会事務局長。 



○教育委員会事務局長（木田和芳君） 文化協会からの要望というのがあったのは、昇降式の照明にしてくれ

というようなことと、音響設備をもう少しよくしてくれというようなことがありましたので、それは全面的

にやっております。 

  それから、スロープのバリアフリーをしたり、さっき言いました身障トイレをつくったり、トイレについ

てもバリアフリー化したりというような、図書コーナーを設けたということもありました。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 質疑ありませんか。 

  ３番、村木議員。 

○３番（村木 脩君） 私はちょっと歳入のほうの１款から９款にかけて個々に聞くわけではないですけれど

も、その辺の見通しを何点か。 

  今回、この町民税、固定資産税、町税のほうです。いわゆる自主財源の譲与税いくまでの款でございます

が、ここらにつきましてすべて減額できているわけでございます。そして、譲与税関係もすべて９款まで減

額と。その町税のほうの減額については、これは景気の部分もあるんでしょうけれども、その辺のまず町税

の減額の理由、そして、譲与税のほうについては県の見込みだということでございますが、この譲与税の今

の見込みが当初のほうへ大体きているのかなという感じもいたします。そういう中で譲与税関係の県の見込

みの数値というのは、少し甘いのかなという気もいたします。 

  今回の場合には、この譲与税は日本の景気が下がり始めたのは10月ごろからなわけなんですけれども、前

半はまだこういった影響が出ていないような部分だったんですけれども、その数値が大体今補正のあれなん

ですけれども、新年度のほうへきているということは、この数値が町当局として甘いのか、辛いのか、その

辺の当局のお考えをまずお聞きしたいと思います。 

○議長（八代善行君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木忠一君） これらの交付金、譲与税につきましては、景気の動向に左右される部分

が多々ございます。当初予算の段階におきまして、県の見込額を参考にしまして、地方財政計画という国の

出した計画がございまして、その地方財政計画の数字によりまして、伸び率を勘案しまして当初予算のほう

に計上したんですが、ここにきまして、特に地方消費税交付金というのがございます。６款なんですけれど

も、これにつきましては、地方消費税は、消費税の１％が県と市町村に来るという交付金でございまして、

消費が低迷しますと、当然この交付金の配分も少なくなるということになりまして、基本的にはこれまでの

実績や県の試算等をもとに推計しておりまして、年間で幾らということの見込みで当初予算を計上したんで

すけれども、今回、景気の低迷がございまして、今回補正では一応減額という内容でございます。 

○議長（八代善行君） 税務課長。 



○税務課長（石原邦彦君） 町税の減額について答弁いたします。 

  確かに当初予算を計上したときと今現在との景気の動向が余りにも違い過ぎるという内容の中で、当初収

納率で見た数字が、さらに落ちてきているというのが実情でございます。法人町民税の現年分については増

額ということなんですが、あと町民税の現年課税分、滞繰分、固定資産税、軽自動車税、すべてが収納努力

はしているんですが、なかなか収納率の向上には上がってこないと。昨年から比べますと、債務通告も８倍

ぐらい余分に出していますし、差し押さえも11件から21件というような内容で徴収努力はしておりますが、

なかなかこの景気の関係で収納率のアップにはつながってこないというのが実情でございます。 

○議長（八代善行君） ３番、村木議員。 

○３番（村木 脩君） この法人税だけプラスになっているわけでございますが、この法人も来年は厳しいも

のになっていくんだろうという気がいたします。この歳入の１款から９款までを見ると、何か今の世相がす

べてここに網羅されているような感じがいたします。したがいまして、これに対してプレミアム商品券です

とか定額給付金、そういったものがここに数値としてあらわれてくるのかどうか。それも、また非常に難し

い問題であるなと。 

  したがいまして、この形が減額というより、こういった低い数値で歳入が推移していくというのが、まず

２年は続くんだろうと。今回の予算を見ても、これは繰り越しでみんなやっている異常な補正だと思います、

これだけ繰り越しのものが出てくるというのは。これは景気対策として今回国のほうがやっていくべきで、

本来当初に入ってくるべき事業がかなりここへ入ってきていると。したがいまして、この異常さが２年間続

くと、そして、今度は３年後に消費税の値上げなんていうことになってくると、都会のほうは２年ぐらいで

景気が上がっていく。その消費税のしわ寄せが今度は地方に来るとか、そういう少しちょっと長いスパンで

この景気を見ていかないと、地方の財政というのは物すごく逼迫してくると思うんです。ですから、各課の

課長さんたちも、ここの歳入の異常さを見て自分たちの事業も考えたり、そして、これから行政が今までの

形でいいのかどうかということももう一回検証しないと、非常に将来に対して行政そのものが厳しいものに

なっていくんだろうなと。ですから、その辺がいち早く皆さんで勉強会等を開いていただいて、将来の行政

のあり方というもの、今までのまた同じ仕事をいつまでもやって、事業そのものも検証して、やはり実績の

上がらないものは切るとか、そういったことを大胆にやっていかないと、ちょっともたないのかなという気

がいたします。そういった考え方、町長の考えをひとつお聞かせ願いたい。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） たしかこの補正、繰越分が大変多いです。やはり、これは国の施策がある程度、景気

対策でやっている中で、村木議員は御存じかと思います。その中で長年のなんかですと、懸案事項でありま

したことはできたことは、町にとっては大変ありがたい。少ない予算の中で一般財源が少ない中で、このよ



うな多くの事業、また長野県は７つですか、それができたことは本当に町にとっては大変ありがたいと感じ

ておるところでございます。 

  そういう中で世相が村木議員は２年と言いました。私はもう少し続くのかなと、こっちへ来るのには。や

はり東京あたりで２年、地方に来るのにはもう少し、３年かそのぐらい厳しいかなと考えております。そう

いう中で町の運営をどうするかということは、やはり根本的な見直し、これは大変必要だと思っていますし、

課長も十分その辺は承知しているところでございます。村木議員も基本的には役場の職員でありましたもの

で、もし提案がありましたら、ここでこういうことをやったらどうかと、提案をしていただければそれは検

討させていただきます。 

  ただ、我々は何とかひとつやっても、こっちは考えておりますけれども、議員さんたちもその対案という

ものをやっていただければ、こちらもそれに対することを十分考えさせてもらうので、ある程度こういうふ

うにやったらどうかとか、そういう提案をしていただければ我々もありがたいと思いますので、また、議員

の皆さんもそういうことをこの場で言っていただければ、当局は十分考えていいものはどんどん取り上げて

いきたいと考えております。 

  やはり、この不景気、本当に口で言ってはだめだけれども、村木議員は２年と言いましたけれども、私は

もっと地方は続くのではないかと考えておりますもので、基本的にはこの町の身の丈に合った予算ですか、

その中でやっております。絶対背伸びはしないつもりで堅実に、この町政を運営していきたいと考えており

ますので、御理解お願いいたしたいと思います。 

○議長（八代善行君） ３番、村木議員。 

○３番（村木 脩君） ２年というのは、２年ぐらいは国が経済対策をしてくるだろうということで、地方は

消費税が上がったり、また後が大変なんだろうという気がいたします。したがいまして、提案もそうですけ

れども、まず、やっていることの実績をしっかり検証していただきたい。そして、どっちの方向へ行くのか、

そこからが始まりだと思いますので、現在やっている仕事の検証、政策の検証、そういったものをまずやっ

て、それから、方向を見つけていくということが大事なのではないのかなという気がいたします。 

○議長（八代善行君） 質疑ありませんか。 

  ２番。 

○２番（飯田桂司君） 私は、歳出の教育費の関係で教育長のほうからちょっとお聞きしたいんですけれども、

先ほど村木議員のほうからも大変繰越明許が多いなということで、教育費のほうも大変多くなってきておる

わけですけれども、２億9,000万ほどの繰り越しが出る中で、ページ数でいきますと77ページあたり出てお

る中で、稲取、そして熱川小学校の耐震工事が前倒しをして行われる。稲取については、もう以前からもお

話がある中で、熱川小学校も屋上をやっていただき雨漏り等も直っていくのではないかということで、大変



ＰＴＡの方たち喜んでおるわけですけれども、それとは別に、先般から教育長あたりが耐震工事も、もう90％

以上耐震工事は終わったよと、そんなことでお話があるわけですけれども、小さい小学校でありますけれど

も、大川小学校の体育館というんですか、名前はちょっと私は正式にはわからないんですけれども、僕らは

式場校舎ということで呼んでいるわけですけれども、その建物が取り壊しをすると、そんな話がちまたで出

ているようです。そうしたところが、お金がないから取り壊しはやめたと、そんな話も出ているようですけ

れども、その現状についてちょっとお話しください。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、飯田議員は大川の式場教室ですか、これは５階でございます。基本的には、あと

耐震ができていないのはその大川の式場でございます。今の式場は基本的には直すと相当お金がかかるもの

で、それではそれを取り壊してプレハブでもつくろうか、どっちにしようか今検討している中で取り壊すと

いうことは絶対ありません。それだけは大川区民の皆さんに言ってもらって、その式場を直すのがいいのか、

それとも壊して新たに式場、プレハブでもいいんですが、安くつくったほうがいいのか、２点で今検討して

いる段階でございまして、今の式場の棟ですか、それは壊すことは絶対ありませんもので、現状で今のまま

では。やはり一番苦慮しているのは、その大川の跡の式場だけが耐震がちょっとまずいもので、それは何と

かしなければならないということは町は考えております。 

  そういう中で、どの方法が一番金がかからないでいいのかというのを検討しているもので、その辺ちょっ

と飯田議員も頭の中に入れておいてもらえばありがたいと思います。 

○議長（八代善行君） ８番、鈴木議員。 

○８番（鈴木 勉君） １点だけお聞きしたいわけでございますけれども、歳入におきます10ページ、こちら

に今、村木議員から全般的なお話があったわけですけれども、この歳入において、一番私は関心がございま

すのは町たばこ税、この減額という形があるわけでございますけれども、これについて少し説明をしていた

だきたいなと思っております。 

○議長（八代善行君） 税務課長。 

○税務課長（石原邦彦君） 総務経済常任委員会のときにちょっとお話しさせていただいたんですが、私はた

ばこの落ちた要因ということで、ちょっと上級官庁のほうからコンビニの販売が本部の販売という成績、本

部のあるところで税が落ちるという情報を得たもので、ちょっと委員会のときにお話しさせていただいたん

ですが、町長と協議いたしまして、気になりましたので今、たばこ株式会社のほうに調査を出しております。

調査を出して、それが所在市町村にたばこ税が落ちるのか、または本部に落ちるのか。その辺の絡みの中で、

また御報告させていただきたいと思うんですが、確かにこの禁煙が非常に進む、さらにはタスポの導入とい

うことの中でたばこの消費が落ち込んでいるのか。さらに、先ほどちょっと総務課長のほうから予算説明の



ときにございましたけれども、入湯客、うちの来遊客が落ちてきている。その辺の絡みの中でたばこ税が落

ちているのかなと推測しております。 

  以上でございます。 

○議長（八代善行君） ８番、鈴木議員。 

○８番（鈴木 勉君） このたばこ税の減額についての要因、一番の要因はたばこを吸わなくなった人が増え

ていますというとこだろうと思うわけですけれども、この町で、この人口で、この金額、１億3,400万とい

うたばこ税が入ってくるわけですけれども、その要因の中には、やはりこの町が観光業を中心として来遊客

が多い。そういう人たちの要因で増えてくるだろう、こういう金額が出てくるだろうと思うわけです。その

中ではホテル、旅館でお買いになった方たちの税金が町へ落ちると。今、課長の説明にありましたとおり、

全国世帯の中でのたばこの消費が落ちているんだと。しかしながら、コンビニでの今度のタスポの導入によ

って売り上げの増加、これがもう驚異的に伸びているんだと。そういう点でたばこの一元化というんですか、

一極集中型という形が数字に出ているわけです。それを今課長の説明の中で地元に在籍する市町村に落ちる

のか、本部会計で一括でいってしまうのか、この理論も私たちが一番関心のもとがあるわけです。地元のス

ーパーで買っても地元の人の消費するたばこの税金が町内に落ちないという。もし、そういう実態が完全に

あるならば、やはり私もこういう政治の世界に入る前に、昔の町長さんがたばこの税金は町の大切な税金で

あるから、旅行に行くときにはぜひ町内で買って持って行ってくれと、そのようなことを公言した町長もい

たような気がするんですけれども、今、課長が申し上げたとおりに、説明していただいたとおりに、もしコ

ンビニで買った町内の消費するたばこの税金がこの町に落ちないならば、やはりこれは全国どこでもコンビ

ニは普及しているわけです。だから、そういう一つの私は苦慮する点というんですか、町として困っている

点というのはあろうかと思うんです。これは町長に聞きたいわけですけれども、こういう事態を踏まえたと

きに、全国的に発信してスーパーで、コンビニでお買いになったたばこの消費をある何％か、全額とは言わ

なくても、それぞれの在籍する市町村に配分をしていただけるかどうかという、そういう広域的な全国運動

というものに展開していくようなお気持ちはございますかどうか、そこのところを聞きたいです。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 私はたばこ税、本当に町にとってはありがたいと思うんです。自分自身はたばこは反

対ですから、はっきり言って。今この状況の中でたばこを吸うのはいかがなものかと思っています、自分は。

しかし、たばこ税という大変な税がありますもので、これはやはり吸ってもらわなければいけないし、本当

に厳しいところです。 

  そういう中で、今、鈴木議員が言っていました基本的には調査中なもので、その結果を見た中で、今後ど

ういうふうに対応していくかということを考えていきたいと思います。まず、調査を待ってからということ



で御理解願いたいと思います。 

○議長（八代善行君） 質疑ありますか。 

  ２番。 

○２番（飯田桂司君） ちょっと２番ですけれども、先ほどお話をすればよかったんですけれども、歳入の関

係のほうで、寄付金の関係でふるさと納税ということで、大変最近静かになったわけですけれども、私は個

人的にある方から「飯田さん、ふるさと納税をしたいよ」ということでお勤めはここにいるんですけれども、

住所は東京に持っておりまして、したいよということで、したかどうかちょっとわかりませんけれども、そ

のふるさと納税の関係の御案内というか、どういう形で納税の関係をやっているか、ちょっとお聞きしたい

と思います。 

○議長（八代善行君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木忠一君） まず、町のホームページの中に現在掲載してございます。担当課は総務

課受付ということでつけております。 

○議長（八代善行君） 質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第14号 平成20年度東伊豆町一般会計補正予算（第５号）を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 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。 

  休憩いたします。11時20分までです。 

 

休憩 午前１１時０８分 

 

再開 午前１１時２０分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 



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

 

◎日程第２ 議案第１５号 平成２０年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

○議長（八代善行君） 日程第２ 議案第15号 平成20年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

を議題といたします。 

  町長より提案理由の説明をお願いします。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま提案されました議案第15号 平成20年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は既定の歳入歳出予算の総額から3,115万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ22億265万1,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では、国庫支出金の療養給付費等負担金の決定に伴う減額であります。 

  歳出においては、療養給付費の減額分を国庫支出金及び共同事業交付金の減額分に充て調整を図ったもの

であります。 

  詳細につきましては、健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） ただいま提案されました議案第15号 平成20年度東伊豆町国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）について概要を説明いたします。 

  平成20年度東伊豆町の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,115万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ22億265万1,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明をいたします。 

  ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、補正前の金額から1,372万2,000円を減額し、

４億7,026万7,000円といたします。１節現年度分、細節１療養給付費負担金757万9,000円の減は、交付決定

による減額でございます。細節２の老人保健医療費拠出金負担金246万3,000円の減は、老人保健医療費拠出



金の確定による減額でございます。細節４の後期高齢者医療支援金負担金368万円の減も、後期高齢者医療

費支援金の確定による減額でございます。 

  ４款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金、１目療養給付費交付金、補正前の金額に1,887万1,000

円を追加し、１億7,111万9,000円といたします。１節現年度分、細節１退職被保険者等療養給付費交付金

1,887万1,000円の増は、変更決定による増額でございます。 

  恐れ入りますが、７ページ、８ページをお開きください。 

  ７款共同事業交付金、１項共同事業交付金、１目共同事業交付金、補正前の金額から606万7,000円を減額

し、6,276万3,000円といたします。１節共同事業交付金、細節１の高額医療費共同事業交付金606万7,000

円の減は、交付確定による減額でございます。 

  ２目保険財政共同安定化事業交付金、補正前の金額から1,577万8,000円を減額し、２億384万7,000円とい

たします。１節保険財政共同安定化事業交付金、細節１の保険財政共同安定化事業交付金の1,577万8,000

円の減も交付確定による減額でございます。 

  ９款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正前の金額から1,336万3,000円を減額し、9,233

万7,000円といたします。１節保険基盤安定繰入金、細節１の保険基盤安定繰入金1,336万3,000円の減は、

保険基盤安定負担金の確定による減額でございます。 

  ９ページ、10ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明いたします。 

  ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、補正前の金額から3,475万6,000円を減額

し、11億7,665万3,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１の一般被保険者療養給付費保険

者負担金3,475万6,000円の減は、療養給付費が当初見込みより平成21年１月末現在で3.8％の減となってお

ります。この減となっている療養給付費分を療養給付費の負担金、共同事業交付金の減額分に充て調整を図

ったものでございます。 

  ２目退職被保険者等療養給付費、補正前の金額に696万3,000円を追加し、8,815万円といたします。19節

負担金補助及び交付金、細節１の退職被保険者等療養給付費保険者負担金696万3,000円の増は、退職療養給

付費の伸びと一般被保険者から退職被保険者の振りかえ分を見込んだものでございます。 

  ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、補正前の金額に312万円を追加し、１億3,046万4,000円

といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１の一般被保険者高額療養費保険者負担金312万円の増は、

一般高額療養費の伸びによる増額でございます。 

  ２目退職被保険者等高額療養費、補正前の金額に124万6,000円を追加し、890万7,000円といたします。19

節負担金補助及び交付金、細節１の退職被保険者等高額療養費保険者負担金124万6,000円の増も、退職高額



療養費の伸びによる増額でございます。 

  11ページ、12ページをお開きください。 

  ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業医療費拠出金、補正前の金額から286

万4,000円を減額し、6,596万6,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１の高額医療費共同

事業医療費拠出金286万4,000円の減は、拠出金の確定による減額でございます。 

  ３目保険財政共同安定化事業拠出金、補正前の金額から528万8,000円を減額し。２億1,433万7,000円とい

たします。19節負担金補助及び交付金、細節１の保険財政共同安定化事業拠出金528万8,000円の減も拠出金

の確定による減額でございます。 

  恐れ入りますが、３ページ、４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、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、歳入でございますが、合計で申し上げます。補正前の金額22億3,380万6,000円から3,115万5,000

円を減額いたしまして、22億265万1,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の金額223,380万6,000円から3,115万5,000円を減額いたしまして、22億265万

1,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳でございますが、特定財源では国庫支出金で1,481万8,000円の減、その他財源で

1,633万7,000円の減といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第15号 平成20年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 



◎日程第３ 議案第１６号 平成２０年度東伊豆町老人保健医療特別会計補正予算（第２号） 

○議長（八代善行君） 日程第３ 議案第16号 平成20年度東伊豆町老人保健医療特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま提案されました議案第16号 平成20年度東伊豆町老人保健医療特別会計補正

予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は既定の歳入歳出予算の総額から2,360万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ１億3,782万4,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では医療費の減少に伴う支払基金、国・県・町の定率負担分の減額であ

ります。 

  歳出においては、医療費推計による減額であります。 

  詳細につきましては、健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） ただいま提案されました議案第16号 平成20年度東伊豆町老人保健医療特

別会計補正予算（第２号）について概要を説明いたします。 

  平成20年度東伊豆町の老人保健医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,360万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１億3,782万4,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明をいたします。 

  １款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目医療費交付金、補正前の金額から1,799万2,000円を減額

し、6,883万1,000円といたします。１節現年度分、細節１の医療費交付金1,799万2,000円の減は、医療費推

計により、当初医療費の分に比べ約18％の減少しております。医療費の12分の６が支払基金の定率交付とな

りますので減額するものでございます。 

  ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目医療費負担金、補正前の金額から355万6,000円を減額し、4,046



万1,000円といたします。１節現年度分、細節１の医療費国庫負担金355万6,000円の減も医療費推計により、

医療費の12分の４が国庫の定率負担となりますので減額するものでございます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明をいたします。 

  １款医療諸費、１項医療諸費、１目医療給付費、補正前の金額から2,063万6,000円を減額し、１億2,577

万円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１の医療給付費2,063万6,000円の減は、医療推計によ

り、医療費見込み額に比べ約18％の減少しておりますので減額する内容でございます。 

  ２目医療支給費、補正前の金額から268万5,000円を減額し、373万1,000円といたします。19節負担金補助

及び交付金、細節１の医療支給費268万5,000円の減も医療支給費の推計による減額でございます。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を、歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。 

  補正前の金額１億6,143万1,000円から2,360万7,000円を減額いたしまして、１億3,782万4,000円といたし

ます。 

  次に、歳出ですが、補正前の金額１億6,143万1,000円から2,360万7,000円を減額いたしまして、１億3,782

万4,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源では国庫支出金で444万5,000円の減、その他の財源で1,827万

8,000円の減、一般財源で88万4,000円の減といたします。 

  以上、簡単ではありますが概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いします。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第16号 平成20年度東伊豆町老人保健医療特別会計補正予算（第２号）を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 



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

 

◎日程第４ 議案第１７号 平成２０年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

○議長（八代善行君） 日程第４ 議案第17号 平成20年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま提案されました議案第17号 平成20年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は既定の歳入歳出予算の総額から28万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

１億3,677万万3,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では、保険基盤安定負担金の確定に伴う一般会計繰入金の減額でありま

す。 

  歳出においては、歳入の一般会計繰入金の減額による後期高齢者広域連合への納付金の減額であります。 

  詳細につきましては、健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） ただいま提案されました議案第17号 平成20年度東伊豆町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）について概要を説明いたします。 

  平成20年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ28万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１億3,677万3,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明をいたします。 

  ３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正前の金額から32万3,000円を減額し、2,387

万7,000円といたします。１節保険基盤安定繰入金、細節１の保険基盤安定繰入金の32万3,000円の減は、保

険基盤安定負担金の確定による減額でございます。 



  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明をいたします。 

  １款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医療広域連合

納付金、補正前の金額から32万3,000円を減額し、１億3,672万2,000円といたします。19節負担金補助及び

交付金、細節１の後期高齢者医療広域連合納付金32万3,000円の減は、歳入の保険基盤安定繰入金の減によ

る減額でございます。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容は、歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。 

  補正前の金額１億3,705万6,000円から28万3,000円を減額いたしまして、１億3,677万3,000円といたしま

した。 

  次に、歳出ですが、補正前の金額１億3,705万6,000円から28万3,000円を減額いたしまして、１億3,677

万3,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、一般財源で28万3,000円の減額といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第17号 平成20年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第５ 議案第１８号 平成２０年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

○議長（八代善行君） 日程第５ 議案第18号 平成20年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第３号）を



議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま提案されました議案第18号 平成20年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算

（第３号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は既定の歳入歳出予算の総額に5,739万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を10億

8,016万3,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、介護保険給付費が前年対比7.72％の伸びを示したため、給付費の増額補正を

するもので、歳入では、法定負担率に応じて国県支払基金、一般会計繰入金を増額し、歳出においては、保

険給付費を増額するものであります。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（鳥澤 勇君） ただいま提案されました議案第18号 平成20年度東伊豆町介護保険特別

会計補正予算（第３号）について、概要を説明させていただきます。 

  平成20年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,739万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ10億8,016万3,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  まず、歳入ですが、１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料、補正前の金額から147万

5,000円を減じ、１億8,170万円といたします。１節現年度分保険料、細節１特別徴収保険料376万円の増、

細節２普通徴収保険料523万5,000円の減は、普通徴収から特別徴収にかわる分については、昨年度、年２回

の特別徴収補足が年４回の補足になり、補足された普通徴収から特別徴収にかわる期間が１年から半年に短

縮されたため、今年度の予測を上回る人が普通徴収から特別徴収になったものです。また、減額補正した147

万5,000円は、死亡や転入、転出などによるものです。 

  ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、補正前の金額に479万5,000円を加え、１億8,146

万5,000円といたします。１節現年度分負担金、細節１現年度分介護給付費負担金479万5,000円は、介護給



付費の増に伴い国の法定負担分を補正するものです。介護給付費が１月審査分で昨年同時期比較の7.72％増

となったことによります。 

  ２項国庫補助金、５目介護従事者処遇改善臨時特例交付金に1,064万6,000円を補正いたします。１節介護

従事者処遇改善臨時特例交付金、細節１介護従事者処遇改善臨時特例交付金1,064万6,000円は、介護従事者

処遇改善として新年度から行う介護報酬改定分の保険料の上昇を緩和するもので、本年度は介護従事者処遇

改善臨時特例基金にそのまま積み立てるものです。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、補正前の金額に1,367万9,000円を加

え、３億1,634万9,000円といたします。１節現年度分交付金、細節１第２号被保険者介護給付費交付金1,367

万9,000円は、介護給付費の増に伴い２号被保険者の法定負担分が増となるものです。 

  ５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金、補正前の金額に457万6,000円を加え、１億4,329

万5,000円といたします。１節現年度分負担金、細節１介護給付費県負担金457万6,000円は、介護給付費の

増に伴い県の負担分が増となるものです。 

  ７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金、補正前の金額に625万円を追加し、１億2,755

万3,000円といたします。１節現年度分繰入金、細節１介護給付費繰入金625万円は、介護給付費の増に伴う

一般会計の負担分です。 

  ９ページ、10ページをお開きください。 

  ７款繰入金、２項基金繰入金、１目介護保険給付費準備基金繰入金、補正前の金額に2,058万4,000円を追

加し、2,670万9,000円といたします。１節介護保険給付費準備基金繰入金、細節１介護保険給付費準備基金

繰入金2,058万4,000円は、介護給付費の増に伴う国県負担分や保険料の不足分を介護保険給付費準備基金か

ら繰り入れるものです。 

  11ページ、12ページをお開きください。 

  次に、歳出ですが、２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費、補正前の

金額に4,319万2,000円を加え、５億1,451万8,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１居宅

介護サービス給付費保険者負担金4,319万2,000円は、居宅介護サービス利用者の増によるものです。 

  ３目地域密着型介護サービス給付費、補正前の金額から135万7,000円を減じ、8,656万4,000円といたしま

す。 

  恐れ入りますが、13ページ、14ページをお開きください。 

  19節負担金補助及び交付金、細節１地域密着型介護サービス給付費保険者負担金135万7,000円は、他市町

の施設にみなしで入所していた人が年度途中に出たことによるものです。 



  ５目施設介護サービス給付費、補正前の金額に1,619万3,000円を加え、２億8,769万6,000円といたします。

19節負担金補助及び交付金、細節１施設介護サービス給付費保険者負担金1,619万3,000円は、施設介護サー

ビス利用者の増によるものです。 

  ８目居宅介護住宅改修費、補正前の金額から195万円を減じ、補正後の額を155万円といたします。19節負

担金補助及び交付金、細節１居宅介護住宅改修費保険者負担金195万円の減は、住宅改修において高額なト

イレ等の改修などが行き渡りつつあることによるものです。 

  ９目居宅介護サービス計画給付費、補正前の金額に280万を加え、5,137万6,000円といたします。19節負

担金補助及び交付金、細節１居宅介護サービス計画給付費保険者負担金280万円は、居宅介護サービス利用

者の伸びとともにサービス計画の策定がふえたことによるものです。 

  恐れ入りますが、15ページ、16ページをお開きください。 

  ２款保険給付費、２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス給付費、補正前の金額から811万

6,000円を減じ、2,420万1,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１介護予防サービス給付

費保険者負担金811万6,000円は、要支援認定者が減ったことによるものです。 

  恐れ入ります、17ページ、18ページをお開きください。 

  ２款保険給付費、４項高額サービス等諸費、１目高額介護サービス費、補正前の金額に120万5,000円を加

え、1,430万円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１高額介護サービス等保険者負担金120万

5,000円は、生活困窮者の増加によるものです。 

  恐れ入ります、19ページ、20ページをお開きください。 

  ５款地域支援事業費、１項介護予防事業費、１目介護予防特定高齢者施策事業費、補正前の金額から251

万4,000円を減じ、412万3,000円といたします。13節委託料、細節１介護予防特定高齢者施策事業費の生活

機能評価委託料の129万7,000円の減は、特定健診の受診者減によるものです。 

  恐れ入ります、21ページ、22ページをお開きください。 

  ５款地域支援事業費、２項包括的支援事業等費、４目任意事業費、補正前の金額から107万2,000円を減じ、

補正後の額を３万円といたします。20節扶助費、細節１任意事業費、成年後見人町長申立審査請求費107万

2,000円の減は、今年度から始まった成年後見人制度の該当者がなかったことによるものです。 

  恐れ入りますが、３ページ、４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、歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。 

  補正前の額10億2,276万7,000円に5,739万6,000円を追加し、10億8,016万3,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額10億2,276万7,000円に5,739万6,000円を追加し、10億8,016万3,000円とい



たします。 

  次に、補正額の財源内訳を申し上げますと、特定財源は国県支出金が1,930万1,000円の増、その他で1,293

万1,000円の増、一般財源で2,516万4,000円の増といたします。 

  以上、簡単ですが概要説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどをお願いします。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） ２点お伺いしたいと思います。 

  １点目は、12ページの関係になりますが、居宅介護サービスの増加の内容なんですが、これは１人当たり

のサービス料が増加しているのか、例えば人員自体の増加に要因があるのか、その内容についてお伺いした

い。 

  ２点目は、最後の22ページにありますが、成年後見人の申立、該当がなかったというふうなことで御答弁

されたんですが、私もちょっと後見人のことでかかわったことがありまして、かなり本来は認知症であった

り、介護度が重い方については施設契約であったり、保険給付の契約については本来は成年後見人なりで立

てないと、奥さんが本当は代筆して判こを押すのではいけないのではないのかというようなことは裁判所や

なんかでも言われまして、そうすると、本来ここの部分はかなり必要な状況があるのではないかというふう

に僕は認識をしていたんですけれども、この辺の取り組みはどうだったんでしょうか。 

○議長（八代善行君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（鳥澤 勇君） まず、第１点の居宅介護サービスのほうですけれども、給付の増加とい

うのではなく人数の増加、それから、次に、後見人の制度のほうですが、身寄りのない方の成年後見という

ことでありまして、家族等がある場合は、この成年後見には該当しないものと認識しております。 

  今回１件、それに近い状況がありましたんですが、家族のほうに連絡をとり、町外で余り交流のない家族

だったんですけれども、その辺に連絡をとったところ受けてくれるという内容もありましたので、今回なか

ったということです。よろしくお願いします。 

○議長（八代善行君） 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第18号 平成20年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第３号）を採決いたします。 



  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 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。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５５分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 

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

 

◎日程第６ 議案第１９号 平成２０年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（第１号） 

○議長（八代善行君） 日程第６ 議案第19号 平成20年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま提案されました議案第19号 平成20年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予

算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、天草収益の減に伴う配分金の減収により、歳入歳出予算の総額から１万円を減額して、

歳入歳出予算の総額を193万9,000円といたすものでございます。 

  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（八代善行君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（田村正幸君） それでは、ただいま提案されました議案第19号 平成20年度東伊豆町稲取財

産区特別会計補正予算（第１号）につきまして、概要を御説明させていただきます。 

  平成20年度東伊豆町の稲取財産区特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳



出それぞれ193万9,000といたします。 

  ２ 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。 

  なお、今回の補正予算につきましては、歳入において１款財産収入の天草収益配分金の確定によりまして

１万円を減額いたすものであり、同様に歳出において、一般会計繰出金が減額となるものでございます。 

  詳細につきましては、３ページ以降の歳入歳補正予算事項別明細書に明記してございますので、ごらんい

ただくことで説明にかえさせていただきたいと存じます。 

  以上、雑駁ではございますが、議案第19号の説明とさせていただきます。よろしく御審議願います。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第19号 平成20年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（第１号）を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   

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

 

◎日程第７ 議案第２０号 平成２０年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第３号） 

○議長（八代善行君） 日程第７ 議案第20号 平成20年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第３号）

を議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま提案されました議案第20号 平成20年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正

予算（第３号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から64万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を5,421



万7,000円とするものでございます。 

  主な補正内容ですが、歳入につきましては、年間発電量の減少により売電収入を472万3,000円減額いたし

ました。売電収入の減額により不足する財源を、風力発電事業基金より402万3,000円を繰り入れて補てんす

ることといたします。 

  歳出につきましては、売電収入の減額に伴い消費税額を70万円減額いたすものでございます。 

  なお、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（八代善行君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（田村正幸君） それでは、ただいま提案されました議案第20号 平成20年度東伊豆町風力発

電事業特別会計補正予算（第３号）につきまして、概要を御説明させていただきます。 

  平成20年度東伊豆町の風力発電事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ64万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ5,421万7,000円といたします。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入ります、３ページ、４ページ、お開きください。 

  歳入から御説明いたします。 

  １款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金は、風力発電事業基金の預金利子でございます。 

  ２款繰入金、１項基金繰入金、１目風力発電事業基金繰入金は、補正前の額に402万3,000円を追加し、補

正後の額を761万8,000円といたします。 

  ４款諸収入、１項収益事業収入、１目売電収入は、補正前の額に472万3,000円を減額し、補正後の額を4,427

万7,000円といたします。 

  売電収入の減の要因は、年間の発電量の減によるものでございますが、その財源補てんといたしまして基

金より繰り入れするものでございます。 

  ５ページ、６ページをお開きください。 

  歳出でございますが、売電収入の減に伴いまして消費税額が減となるものでございます。 

  恐れ入ります、２ページにお戻りください。 

  ただいま御説明いたしました内容を、歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してございます。 

  合計で申し上げます。 

  まず、歳入でございますが、補正前の額5,485万8,000円から64万1,000円を減額し、補正後の額を5,421



万7,000円といたします。 

  次に、歳出でございますが、補正前の額5,485万8,000円から64万1,000円を減額し、補正後の額を5,421

万7,000円といたします。 

  以上、雑駁ではございますが、議案第20号の説明にかえさせていただきます。よろしく御審議願います。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第20号 平成20年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第３号）を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   

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

 

◎日程第８ 議案第２１号 平成２０年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第２号） 

○議長（八代善行君） 日程第８ 議案第21号 平成20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。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 議案第21号 平成20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。 

  今回の補正予算は、支出予算のみの補正となっております。収益的支出で水道事業費用に39万円を追加し、

資本的支出では建設改良費で78万5,000円の減額措置をいたすものであります。 

  主な補正内容を申し上げます。 

  白田浄水場及び大川浄水場の電気料の追加、年度末にかけての突発的な修繕の対応措置、平成15年度を対



象とした不納欠損処分を量水で81件計上させていただきました。また、当初予定しておりました水道ビジョ

ンの策定については、来年度に予定しております基本計画を先行することとし減額いたしました。 

  なお、建設改良費の工事費に不用額が生じておりますが、修繕費と同様に施設の老朽化等による突発的事

故への対応用として留保させていただきましたので、御理解をいただきたいと思います。 

  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お願いいたします。 

○議長（八代善行君） 水道課長。 

○水道課長（吉野竹男君） ただいま提案されました水道事業会計補正予算案について説明をさせていただき

ます。 

  議案第21号 平成20年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第２号）。 

  （総則） 

  第１条 平成20年度東伊豆町水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

  （収益的収入及び支出） 

  第２条 平成20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する。 

  科目、第１款水道事業費用、既決予定額４億5,464万7,000円、補正予定額39万円、計４億5,503万7,000

円、第１項営業費用３億9,357万5,000円、262万3,000円減、３億9,095万2,000円、第２項営業外費用6,007

万1,000円、補正予定額169万6,000円、計6,176万7,000円、第３項特別損失、既決予定額1,000円、補正予定

額131万7,000円、計131万8,000円。 

  （資本的収入及び支出） 

  第３条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「１億4,407万1,000

円」を「１億4,328万6,000円」に、過年度分損益勘定留保資金「１億3,121万8,000円」を「１億1,043万3,000

円」に、減債積立金「1,000万円」を「3,000万円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

  第１款資本的支出、既決予定額１億4,407万3,000円、補正予定額78万5,000円減、計１億4,328万8,000円、

第１項建設改良費6,633万5,000円、78万5,000円減、6,555万円。 

  ２ページに移ります。 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

  第４条 予算第６条に定めた経費の金額を次のように改める。 

  科目、職員給与費、既決予定額9,113万1,000円、補正予定額10万6,000円、計9,123万7,000円。 

  （たな卸資産購入限度額） 

  第５条 予算第７条中「406万4,000円」を「291万9,000円」に改める。 



  ３ページに補正予算実施計画を示してありますが、説明は参考資料で行いたいと思いますので、７ページ

をお開きください。 

  最初に、収益的収入及び支出ですが、収入の補正はありませんので、支出から説明をさせていただきます。 

  １款水道事業費用の既決予定額に39万円を補正して、補正後の予算額を４億5,503万7,000円とさせていた

だきます。 

  １項営業費用の既決予定額から262万3,000円を減額し、補正後の予算額を３億9,095万2,000円といたしま

した。 

  主な補正内容を説明させていただきます。 

  ５目総係費の16節委託料の441万4,000円の減額は、地域水道ビジョンの策定費用ですが、平成21年度に策

定予定しております基本計画により、総体的な事務計画を定めることを先行し、計画内容をもとに水道ビジ

ョンへの発展移行を図ることとし減額をいたしました。 

  その他、年度末までの修繕費を補正したほか、最終調整が必要な項目に補正措置をさせていただきました。 

  次に、２項営業外費用の既決予定額に169万6,000円を追加し、補正後の予定額を6,176万7,000円といたし

ました。 

  ３目１節の消費税で調整額を統一いたしたものであります。 

  次に、３項の特別損失の既決予定額に131万7,000円を追加し、131万8,000円といたしました。 

  １目１節の過年度損益修正損に量水で81件、131万7,144円の不納欠損処分を実施いたしたものであります。 

  簡水では処分対象がありませんでした。 

  次に、資本的収入及び支出ですが、収入につきましては、補正事項はありませんので、支出について説明

をさせていただきます。 

  １款資本的支出の既決予定額から78万5,000円を減額し、補正後の予算額を１億4,328万8,000円といたし

ました。 

  １項建設改良費の既決予定額から78万5,000円を減額し、6,555万円といたしました。 

  ４目固定資産購入費の１節量水器購入費で納入価格との差額を減額いたしました。 

  なお、各工事費の不用額につきましては、年度末の突発的な事故等の保険適用として利用させていただき

ましたので、御理解をいただきたいと思います。 

  以上、簡単ですが説明とさせていただきます。 

  それから、一つ訂正をお願いしたいと思うんですが、１ページの減債積立金の括弧書きの中で1,000円の

表示が抜けておりましたので、訂正をお願いしたいと思います。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 



（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第21号 平成20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。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   

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

 

◎日程第９ 議案第２２号 平成２１年度東伊豆町一般会計予算 

○議長（八代善行君） 日程第９ 議案第22号 平成21年度東伊豆町一般会計予算を議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま提案されました議案第22号 平成21年度東伊豆町一般会計予算について、概

要と提案理由を申し上げます。 

  既に施政方針でも御説明をさせていただいておりますが、当初予算の規模は43億8,000万円となり、平成

20年度当初予算に対しまして6,200万円、1.44％の増とするものでございます。 

  まず、歳入予算の内容でありますが、自主財源は前年度に比べ1.0％の減、26億4,471万8,000円で、構成

比60.4％となります。構成比51.8％を占める町税のうち、個人町民税においては所得の落ち込みにより、ま

た、固定資産税においては評価替えに伴う地価の下落により、いずれも大幅な減収を見込んでおります。 

  財産収入及び諸収入は、県道稲取港線拡幅事業に伴う用地売払収入や補償金等により、大幅な増を見込ん

でおります。 

  次に、依存財源は前年度に比べ5.5％増の17億3,528万2,000円で、構成比は39.6％となります。そのうち

各種交付金、譲与税につきましては、地方財政計画による伸びを勘案し推計をいたしましたが、景気低迷等

の厳しい現状を踏まえ今のところ減となっております。特に、地方消費税交付金や自動車取得税交付金につ

きましては、大幅な減額措置となりました。また、地方交付税につきましては、国の生活防衛のための緊急



対策に基づき増額される見込みであります。 

  次に、国庫支出金につきましては、消防防災施設整備費補助金や障害者自立支援給付費負担金等の増によ

り、前年度対比3,351万6,000円の伸びとなりました。 

  県支出金につきましては、熱川駅ユニバーサルデザイン整備事業終了等により、前年度対比2,472万6,000

円の減となりました。 

  また、地方債につきましては、適債事業として新規事業及び継続事業への充当措置、さらに普通交付税の

財源不足を補てんする臨時財政対策債により３億5,200万円を見込んでおります。 

  次に、歳出でありますが、構成比48.4％を占める義務的経費は、人件費においては団塊の世代の大量退職

による人員減、定員適正化計画の推進等により減少傾向にあるものの、職員共済組合納付金の増により13

億3,869万2,000円で、前年度に比べ2,492万2,000円、1.9％の増となります。扶助費についても、高齢化社

会の進展及び障害者福祉費や医療費の伸び等により２億9,866万4,000円で、前年度に比べ1,467万6,000円、

5.2％の増となりました。 

  公債費については、大事業実施に伴う地方債借り入れの一部の償還終了により４億8,107万2,000円で、前

年度に比べ5,070万6,000円、9.5％減となり、年々減少傾向にあります。 

  物件費、維持補修費、補助費等は、行財政改革を踏まえ経費削減を図り、特に町単独事業補助金等の見直

しについては適正化を図りつつ、めり張りのある予算配分とし、さらに補助費等は県道稲取港線拡幅事業に

伴う移転補償費や経済対策のための利子補給等の増により、総体的には９億7,236万1,000円で、前年度に比

べ4,931万9,000円、5.3％の増となります。 

  繰出金については、３億4,443万7,000円で、前年度とほぼ同額になりました。 

  次に、投資的経費については、２億6,735万9,000円となり、前年度に比べ958万1,000円、3.2％の増であ

ります。補助事業としては、稲取小学校グラウンド及び白田矢崎避難地への耐震性貯水槽設置事業であり、

単独事業では稲取小学校グラウンド改良事業や高規格救急自動車の購入、さらに片瀬天城線改良事業等の増

によるものが主な要因であります。 

  今後は、当面、緊急を要する事業以外は実施計画に基づく計画的な投資額にとどまるものと考えます。 

  以上、平成21年度一般会計予算の概要説明及び提案理由とさせていただきますが、詳細につきましては、

総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木忠一君） それでは、ただいま提案されました議案第22号 平成21年度東伊豆町の

一般会計予算の主な内容を説明させていただきます。 

  １ページをお開きください。 



  平成21年度東伊豆町の一般会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ43億8,000万円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によります。 

  （債務負担行為） 

  第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額

は、「第２表債務負担行為」によります。 

  （地方債） 

  第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起すことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の

方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

  （一時借入金） 

  第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、７億円と定めます。 

  （歳出予算の流用） 

  第５条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することが

できる場合は、次のとおりと定める。 

  （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  次、款項の区分で概要説明をさせていただきますが、この予算の中で本年度と申し上げますのは平成21

年度であり、前年度とは平成平成20年度であります。 

  また、比較につきましては平成21年度当初予算と、平成20年度当初予算の内容で申し上げますので、御理

解をお願いいたします。 

  それでは、２ページをごらんください。 

  第１表 歳入歳出予算の歳入について申し上げます。 

  １款町税につきましては22億6,733万9,000円、前年対比１億2,514万4,000円、5.2％の減で、予算全体に

占める割合は51.8％でございます。 

  まず、１項町民税につきましては、個人町民税と法人町民税で６億2,568万円となり、前年対比5.3％の減

であります。 

  ２項固定資産税につきましては13億2,877万9,000円、前年対比5.9％の減となります。 

  ３項軽自動車税につきましては2,535万6,000円、前年対比1.6％の増となります。 

  ４項町たばこ税につきましては１億3,002万1,000円、前年対比３％の減となっております。 



  ５項特別土地保有税につきましては、科目存置であります。 

  ６項入湯税につきましては１億5,750万1,000円、前年対比1.9％の減で課税対象者を105万人と推計したも

のであります。 

  次に、２款地方譲与税につきましては6,000万円、前年対比700万円、10.4％の減で、予算全体に占める割

合は1.4％となっております。 

  １項自動車重量譲与税につきましては4,500万円、前年対比10％の減となっております。 

  ２項地方道路譲与税につきましては1,500万円、前年対比で11.8％の減となっております。 

  ３款利子割交付金につきましては800万円、前年度と同額を見込んでおります。 

  ４款配当割交付金につきましては200万円、前年対比66.7％の減となっております。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金につきましては100万円、前年対比77.8％の減となっております。 

  ６款地方消費税交付金につきましては１億3,000万円を計上いたしており、県からの交付金でありますの

で、県の予算をもとに推計したものであります。前年対比では2,400万円、15.6％の減となっております。

なお、予算全体に占める割合は３％であります。 

  次に、７款ゴルフ場利用税交付金につきましては2,500万円、前年対比300万円、10.7％の減で、予算全体

に占める割合は0.6％となっております。稲取ゴルフクラブの利用客数を一般が３万7,000人、薄暮等の不均

一が1,500人と推計し計上させていただきました。 

  ８款特別地方消費税交付金につきましては1,000円、当交付金は平成11年度で廃止になっておりますが、

滞納繰越分のみ交付されたときのため科目存置といたしました。 

  ９款自動車取得税交付金につきましては2,900万円で、前年対比32.6％の減でございます。 

  次に、10款地方特例交付金につきましては1,300万円で、前年対比320万円、19.8％の減で、予算全体に占

める割合は0.3％となっております。 

  １項地方特例交付金につきましては6,000万円、前年度と同額であります。 

  ２項特別交付金につきましても300万円で、前年度と同額であります。 

  ３項減収補てん特例交付金につきましては400万円で、前年対比320万円、44.4％の減であります。 

  11款地方交付税につきましては７億2,000万円、前年対比１億円、16.1％の増を見込み、予算全体に占め

る割合は16.4％となっております。国の生活防衛のための緊急対策に基づき普通交付税６億2,000万円、特

別交付税１億円を見込んでおります。 

  12款交通安全対策特別交付金につきましては200万円、前年対比20万円、9.1％の減を見込んでおります。 

  13款分担金及び負担金につきましては2,712万7,000円、前年対比74万2,000円、2.7％の減で、予算全体に

占める割合は0.6％となっております。 



  ３ページをごらんください。 

  14款使用料及び手数料につきましては5,517万5,000円、前年対比10万2,000円、0.2％の減で、予算全体に

占める割合は1.3％となっております。 

  １項使用料につきましては4,526万1,000円、前年対比2.1％の増であります。 

  ２項手数料につきましては991万4,000円、前年対比9.5％の減であります。 

  次に、15款国庫支出金につきましては１億5,605万9,000円、前年対比3,351万6,000円、27.4％の増で、予

算全体に占める割合は3.6％となっております。 

  １項国庫負担金につきましては１億1,657万4,000円、前年対比8.7％の増であります。 

  ２項国庫補助金につきましては2,478万円、前年対比141.8％の増で、共同防災施設整備費補助金によるも

のであります。 

  ３項委託金につきましては1,470万5,000円、前年対比191.3％の増で、衆議院議員総選挙委託金によるも

のであります。 

  16款県支出金につきましては２億3,722万2,000円、前年対比2,472万6,000円、9.4％の減で、予算全体に

占める割合は5.4％となっております。 

  １項県負担金につきましては１億1,227万5,000円、前年対比295万8,000円、2.6％の減であります。 

  ２項県補助金につきましては6,811万4,000円、前年対比2,058万円、23.2％の減で、伊豆急行熱川駅エレ

ベーター設置事業の皆減によるものであります。 

  ３項委託金につきましては5,683万3,000円、前年対比２％の減であります。 

  17款財産収入につきましては１億2,313万1,000円、前年対比4,743万4,000円、62.7％の増で、予算全体に

占める割合は2.8％となっております。 

  １項財産運用収入につきましては7,515万円、前年対比112万8,000円、1.5％の増で、土地建物貸付収入が

主な内容でございます。 

  ２項財産売払収入につきましては4,798万1,000円で、前年対比2,764.5％の大幅な増で、県道稲取港線拡

幅事業に伴う学校用地未払い収入によるものであります。 

  18款寄付金につきましては、3,000円の科目存置であります。 

  19款繰入金につきましては292万7,000円、前年対比2,989万9,000円、91.1％の減で、予算全体に占める割

合は0.57％となっております。 

  １項財産区繰入金につきましては61万5,000円、稲取財産区特別会計からの繰入金であります。 

  ２項特別会計繰入金につきましては、風力発電事業特別会計から231万2,000円を繰り入れ、太陽光発電シ

ステム設置費補助事業等に充当いたします。なお、本年度は財政調整基金からの繰り入れは10年ぶりに増で



あります。 

  20款繰越金につきましては、前年度予算執行状況などから実質収支額6,000万円を見込みましたが、その

うち地方自治法第233条の２の規定による基金繰入額を3,000万円といたしましたので、予算計上額は前年度

と同様の3,000万円となりました。予算全体に占める割合は0.7％となっております。 

  21款諸収入につきましては１億3,901万6,000円、前年対比8,076万3,000円、138.6％の増で、予算全体に

占める割合は3.2％となっております。 

  １項延滞金、加算金及び過料につきましては250万円で、町税の延滞金であります。 

  ２項町預金利子につきましては１万円を計上いたしました。 

  ３項貸付金元利収入につきましては391万8,000円、前年対比52.4％の減で、育英奨学貸付金の返還金であ

ります。 

  ４項雑入につきましては１億3,258万8,000円、前年対比179.1％の増で、県道稲取港線拡幅事業に伴う補

償金によるものであります。 

  最後に、22款町債につきましては３億5,200万円、前年対比3,980万円、12.7％の増となり、予算全体に占

める割合は8.0％となっております。 

  お手数ですが、７ページをお開きください。 

  本予算第３条に定めました第３表地方債の内容でございますが、限度額３億5,200万円で、起債の方法に

つきましては、証書借入れ又は証券発行といたします。利率につきましては５％以内とし、償還方法を定め

たものであります。 

  なお、地方債の現在高の見込みに関する調書につきましては、予算書223ページに記載されておりますの

で、ごらんの上、御理解をお願いいたします。 

  恐れ入りますが、４ページにお戻りください。 

  歳出につきましても款項の区分で申し上げます。 

  まず、第１款議会費につきましては6,354万8,000円、前年対比134万円、2.1％の減で、予算全体に占める

割合は1.5％となっております。内容につきましては、議員報酬、各常任委員会活動費及び職員３名の人件

費が主なものとなっております。 

  ２款総務費につきましては８億3,507万2,000円、前年対比365万4,000円、0.4％の増で、予算全体に占め

る割合は19.1％となっております。 

  １項総務管理費につきましては６億5,096万4,000円、前年対比1.6％の減であります。全般的な需用費、

町広報、庁舎維持管理費、アスド会館費、交通安全対策費、自治振興費、減債費などを計上いたしました。 

  ２項徴税費につきましては１億1,576万5,000円、前年対比2.1％の減となっております。 



  ３項戸籍住民基本台帳費につきましては2,811万6,000円、前年対比20.6％の減で、戸籍事務関係資料を計

上させていただきました。 

  ４項選挙費につきましては3,057万4,000円、前年対比296.9％の増で、衆議院議員総選挙、静岡県知事選

挙、東伊豆町長選挙関係経費によるものであります。 

  ５項統計調査費につきましては830万4,000円、前年対比13.7％の増となっております。 

  ６項監査委員費につきましては134万9,000円で監査事務諸費を計上いたしております。 

  次に、３款民生費につきましては９億8,970万2,000円、前年対比2,276万6,000円、2.4％の増で、予算全

体に占める割合は22.6％となっております。 

  １項社会福祉費につきましては７億8,291万6,000円、前年対比2.0％の増で、障害者福祉、後期高齢者医

療等の老人福祉費及び国民健康保険特別会計繰出金、介護保険特別会計繰出金、介護予防事業費等が計上さ

れております。 

  ２項児童福祉費につきましては２億165万7,000円、前年対比4.5％の増で、児童手当給付費等が計上され

ております。 

  ３項国民年金事務取扱費につきましては502万9,000円、前年対比21.3％の減で、国民年金事務費が計上さ

れております。 

  ４項災害救助費につきましては10万円で、前年度と同額を計上いたしました。 

  次に、４款衛生費につきましては６億7,957万1,000円、前年対比1,324万2,000円、2.0％の増で、予算全

体に占める割合は15.5％となっております。 

  １項保健衛生費につきましては２億1,350万8,000円、前年対比9.5％の増で、保健福祉センター維持管理

費、成人健康診査委託料及び担当職員人件費等が計上されております。 

  ２項清掃費につきましては４億6,606万3,000円、前年対比1.1％の減となっております。ごみ収集委託金

や東河環境センター分担金が主な内容でございます。 

  ５款農林水産業費につきましては9,830万7,000円、前年対比4,307万円、31.5％の減で、予算全体に占め

る割合は2.2％となっております。 

  １項農業費につきましては4,122万1,000円、49.6％の減であります。農業振興費補助金、中山間地域等直

接支払制度補助金等を予算措置いたしております。 

  ２項林業費につきましては2,585万9,000円、前年対比106.2％の増となっております。クロスカントリー

コース植栽工事、ふれあいの森及び花の咲く丘公園の維持管理委託料等を予算措置いたしました。 

  ３項水産業費につきましては3,122万7,000円、前年対比33.6％減となっております。漁業振興費補助金、

稲取漁港整備事業地元負担金等を計上してございます。 



  次に、６款商工費につきましては１億6,143万円、前年対比1,864万5,000円、10.4％の減で、予算全体に

占める割合は3.7％となっております。本年度は経済対策資金利子補給補助金や奈良本商店会街路灯整備事

業補助金等を計上してございます。 

  次に、７款土木費につきましては１億6,785万6,000円、前年対比4,302万9,000円、34.5％の増で、予算全

体に占める割合は3.8％となっております。 

  １項土木管理費につきましては3,145万6,000円、前年対比15.8％の減で、測量登記事務委託料及び担当職

員人件費が主な内容となっております。 

  ２項道路橋梁費につきましては１億715万4,000円、前年対比96.9％の増で、町道全般の補修工事や道路改

良事業では湯ケ岡赤川線ほか８路線分を計上いたしました。さらに、本年度は県道稲取港線拡幅工事に伴う

物件移転補償費や用地取得費を計上させていただきました。 

  ３項河川費につきましては904万7,000円、前年対比27.9％の減で、前河地矢崎水路維持補修工事等を計上

いたしました。 

  ４項都市計画費につきましては1,855万3,000円、前年対比19.6％の増で、都市公園管理委託料等を計上い

たしました。 

  ５項住宅費につきましては164万6,000円、前年対比67.2％の減で、町営住宅修繕料等を計上いたしました。 

  次に、８款消防費につきましては３億9,968万5,000円、前年対比5,525万6,000円、16.0％の増で、予算全

体に占める割合は9.1％となっております。今年度は耐震性貯水槽新設工事、高規格救急自動車購入費等を

計上してございます。 

  次に、９款教育費につきましては４億9,157万8,000円、前年対比3,744万2,000円、8.2％の増で、予算全

体に占める割合は11.2％となっております。 

  １項教育総務費につきましては１億1,826万7,000円、前年対比14.9％の増となっております。 

  ２項小学校費につきましては9,991万7,000円、前年対比81.4％の増で、県道稲取港線拡幅事業に伴う稲取

小学校運動場改良工事を計上してございます。 

  恐れ入りますが、５ページをごらんください。 

  ３項中学校費につきましては3,699万1,000円、前年対比1.9％の増となっております。 

  ４項幼稚園費につきましては１億2,223万7,000円、前年対比13.2％の減となっております。 

  ５項社会教育費につきましては3,241万5,000円、前年対比9.2％の増で、国民文化祭運営事業費を措置い

たしました。 

  ６項保健体育費につきましては7,783万3,000円、前年対比4.1％の減で、昨年に引き続き小中学校児童生

徒給食費補助金を計上いたしました。 



  ７項奨学金につきましては391万8,000円で、育英奨学基金への積立金を計上いたしております。 

  次に、10款災害復旧費につきましては209万3,000円になります。 

  １項において農林水産業施設災害復旧費、２項で公共土木施設災害復旧費として、災害に対する応急工事

費等を計上いたしております。 

  次に、11款公債費につきましては４億8,115万8,000円、前年対比5,073万4,000円、9.5％の減で、予算全

体に占める割合は11％となっております。内容は、元金償還金４億570万8,000円、公債利子7,229万5,000

円、一時借入金の利子306万9,000円を見込んだほか諸費としまして８万6,000円を計上した内容でございま

す。 

  最後に、12款予備費につきましては2,000万円で予算総額の0.2％を計上いたしました。 

  恐れ入りますが、６ページをお開きください。 

  第２表につきましては、債務負担行為として、平成21年度分を示してありますので、事項、期間、限度額

等をごらんの上、御理解をお願いしたいと思います。 

  なお、債務負担行為が翌年度以降にわたるものにつきましては、220ページのほうに掲載してございます。 

  ８ページをお開きください。 

  ただいま説明いたしました各款の歳入の内容につきましては、この事項別明細書総括表で前年度比較も加

え示されておりますので、ごらんの上、御理解をお願いしたいと思います。 

  ９ページをごらんください。 

  同様に、歳出の前年度比較及び財源内訳の総括表となっております。 

  歳出予算総額の特定財源内訳につきましては、国県支出金が３億9,328万1,000円、地方債が8,400万円、

その他財源が４億16万7,000円となっており、一般財源につきましては35億255万2,000円でございます。 

  以上、簡単ではありますが概要説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４７分 

 

再開 午後 ２時０９分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 

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



 

◎日程第１０ 議案第２３号 平成２１年度東伊豆町国民健康保険特別会予算 

◎日程第１１ 議案第２４号 平成２１年度東伊豆町老人保健医療特別会計予算 

◎日程第１２ 議案第２５号 平成２１年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算 

◎日程第１３ 議案第２６号 平成２１年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

◎日程第１４ 議案第２７号 平成２１年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

◎日程第１５ 議案第２８号 平成２１年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算 

◎日程第１６ 議案第２９号 平成２１年度東伊豆町水道事業会計予算 

○議長（八代善行君） 日程第10 議案第23号 平成21年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算、日程第11 

議案第24号 平成21年度東伊豆町老人保健医療特別会計予算、日程第12 議案第25号 平成21年度東伊豆町

後期高齢者医療特別会計予算、日程第13 議案第26号 平成21年度東伊豆町介護保険特別会計予算、日程第

14 議案第27号 平成21年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算、日程第15 議案第28号 平成21年度東伊豆

町風力発電事業特別会計予算、日程第16 議案第29号 平成21年度東伊豆町水道事業会計予算を一括議題と

いたします。 

  町長より順次提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 議案第23号 平成21年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算につきまして、概要を説

明申し上げ、提案理由といたします。 

  平成21年度の歳入歳出予算の総額はそれぞれ21億6,569万円で、前年度当初予算と比較いたしますと1,249

万8,000円の減となり、マイナス0.6％の伸び率となっております。 

  まず、歳入につきまして、主な内容を申し上げますと、国民健康保険税で５億9,770万8,000円を計上いた

しました。予算全体の27.6％を占めております。 

  国庫支出金で５億7,743万9,000円、療養給付費交付金5,401万1,000円、前期高齢者交付金４億3,263万

7,000円、県の支出金１億644万5,000円、共同事業交付金３億513万9,000円、一般会計繰入金9,148万9,000

円を計上いたしました。 

  次に、歳出について、主な内容を申し上げますと、総務費で事務的経費として1,169万5,000円、保険給付

費で14億2,972万2,000円、後期高齢者支援金で２億7,545万7,000円、介護納付金１億2,219万９円、共同事

業拠出金で３億5,014万1,000円を計上いたしました。 

  詳細につきましては、健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたします。 



  次に、議案第24号 平成21年度東伊豆町老人保健医療特別会計予算につきまして、概要を申し上げ、提案

理由といたします。 

  平成21年度の歳入歳出予算の総額はそれぞれ839万1,000円で、前年と比較いたしますと１億4,518万5,000

円の減額となっております。大幅な減額理由は、老人医療制度から後期高齢者医療制度への改正に伴うもの

であります。 

  まず、歳入の内容を申し上げますと、医療費遡及分の負担割合により支払基金交付金で420万円と国庫支

出金278万9,000円、県支出金69万8,000円、一般会計繰入金69万8,000円をそれぞれ計上した内容であります。 

  次に、歳出につきましては、医療諸費に838万1,000円を計上した内容となっております。 

  詳細につきましては、健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

  引き続き、議案第25号 平成21年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算につきまして、概要を申し上げ、

提案理由といたします。 

  平成21年度の歳入歳出予算の総額はそれぞれ１億3,653万1,000円であります。後期高齢者の皆様から保険

料を町で徴収し、静岡県後期高齢者医療広域連合へ納付する内容であります。 

  まず、歳入を申し上げますと、後期高齢者医療保険料で１億1,072万6,000円、一般会計繰入金2,575万3,000

円をそれぞれ計上した内容となっております。 

  歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金１億3,648万円を計上した内容であります。 

  詳細につきましては、健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

  次に、議案第26号 平成21年度東伊豆町介護保険特別会計予算につきまして、概要を申し上げ、提案理由

といたします。 

  平成21年度の介護保険特別会計歳入歳出予算の総額は11億5,613万9,000円で、前年度当初予算に比べ１億

5,029万1,000円、14.7％の増となっております。 

  まず、歳入の主な内容を申し上げますと、介護保険料が２億4,032万8,000円で、歳入総額の20.8％となっ

ております。 

  国庫支出金は２億5,872万7,000円で22.4％、支払基金交付金が３億3,433万6,000円で28.9％、県支出金が

１億6,398万7,000円で14.2％、一般会計繰入金が１億5,660万1,000円で13.5％となります。 

  次に、歳出の主な内容につきましては、保険給付費が11億612万6,000円で、前年度当初予算に比べ14.0％

の増で歳出総額の95.7％で、地域支援事業費は2,902万7,000円で2.5％となる内容でございます。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

  次に、議案第27号 平成21年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算について提案理由を申し上げます。 

  平成21年度の歳入歳出予算の総額は193万9,000円で、前年度当初予算に比べ１万円の減となります。 



  主な内容につきましては、天草事業からの配分金の見込みを過去の実績を勘案し、全年実績により減額と

したものであります。 

  詳細につきましては、企画調整課長より説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

  次に、議案第28号 平成21年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算について提案理由を申し上げます。 

  平成21年度の歳入歳出予算の総額は前年度当初予算と比較して265万円減額の4,965万円といたすもので

ございます。 

  まず、主な歳入は、基金からの繰入金200万円、前年度繰越金を50万円、売電収入を4,700万円、前年度対

比で200万円の減収となりますが、過去３カ年の発電量により推計いたしたものでございます。また、基金

繰入金の充当先といたしましては、太陽光発電システム設置費補助金交付事業及び環境教育として取り組ん

でおりますアース・キッズ事業の財源とするものです。 

  次に、歳出でございますが、風力発電施設の保守管理費用等の発電事業に関する必要経費を計上いたしま

した。風車運用開始から５年を経過する中で、部品関係の損耗が生じておりますので、計画的な部品の交換

等を予定しております。 

  なお、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。 

  引き続きまして、議案第29号 平成21年度東伊豆町水道事業会計予算について申し上げます。 

  最初に、収益的収入の水道事業収益は５億566万2,000円で、前年度対比1.3％の減であります。経営の基

礎となります水道料につきましては、上水で給水戸数及び使用水量の減少により、前年度対比1.9％減の４

億7,700万円としましたが、簡易水道は給水戸数の変動もなく、地区的に観光の影響が少ないこともあり、

前年度比7.0％増の2,300万円といたしました。 

  次に、水道事業費用は４億6,619万3,000円で、前年度比2.6％の伸びとなりました。厳しい状況となって

おります収入環境に配意し、営業費用全般に抑制努力を図ったところでありますが、動力費、薬品費、さら

には水質基準の強化による費用の増加が強いられてきます。また、白田浄水場を初めとする主要な施設が更

新時期を迎えるなど、水道事業は大きな節目の時期にあることから、計画的な事業運営を図るため、（仮称）

第２次水道事業基本計画を策定し、総体的な見直し検討により具体的な経営計画を定め、施設水準の向上及

び経営基盤強化を図り、安心、安全な水の安定供給への指針とするため策定費を措置いたしました。 

  次に、資本的支出は１億6,921万1,000円で、前年度対比18.0％の伸びとなりました。建設改良費に前年度

比38.9％増の9,115万5,000円を措置いたしましたが、その主な内容は、昨年７月の稲取向井地区での配水管

の老朽化による大規模な漏水発生への対応措置、県施工による県道稲取港線、町道湯ケ岡赤川線の関連工事

などを予定したものであります。 

  詳細につきましては、水道課長より説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。 



○議長（八代善行君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） ただいま提案されました議案第23号 平成21年度東伊豆町国民健康保険特

別会計予算について、概要を説明させていただきます。 

  224ページをごらんください。 

  平成21年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ21億6,569万円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によります。 

  （一時借入金） 

  第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000万円と定めま

す。 

  （歳出予算の流用） 

  第３条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することが

できる場合は、次のとおりと定めます。 

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の

間の流用。 

  それでは、225ページをお開きください。 

  なお、この第１表歳入歳出予算の説明の中で、先に申し上げる金額は平成21年度であり、前年度と申し上

げますのは平成20年度でございます。 

  また、比較につきましては、21年度当初予算に対して、平成20年度当初予算の内容で申し上げますので、

御理解をお願いいたします。 

  まず、歳入ですが、１款国民健康保険税は５億9,770万8,000円、前年対比574万5,000円、１％の減で、予

算全体の27.6％を占めております。主な内容を申し上げますと、一般被保険者国民健康保険税の現年課税分

は５億6,098万2,000円で、前年対比2,815万円の減で、その内訳を申し上げますと、特別徴収の開始に伴う

医療給付費分特別徴収現年課税分1,591万1,000円、医療給付費分普通徴収現年課税分３億5,561万8,000円、

介護納付金分現年課税分4,718万5,000円、後期高齢者支援分特別徴収現年課税分534万7,000円と後期高齢者

支援分普通徴収現年課税分9,984万8,000円の割合となっております。滞納繰越分では3,227万3,000円となっ

ております。また、退職被保険者等国民健康保険税は2,225万9,000円であります。 

  ２款使用料及び手数料につきましては50万3,000円で、前年対比142万9,000円、64.8％の減となっており

ます。特定健康診査の手数料が委託契約機関からの負担となったためが主な要因でございます。 



  ３款国庫支出金では５億7,743万9,000円、前年対比4,013万8,000円で、6.5％の減となっております。 

  １項国庫負担金では４億4,947万1,000円、前年対比2,844万9,000円の減であります。前期高齢者交付金の

交付に伴う減額の内容であります。 

  ２項国庫補助金では１億2,796万8,000円、前年対比1,168万9,000円、8.4％の減となっております。 

  次に、４款療養給付費交付金につきましては5,401万1,000円、前年対比1,487万5,000円、21.6％の減とな

っております。医療費減を見込んだことによる交付金の減が主な内容となります。 

  ５款前期高齢者交付金４億3,263万7,000円、予算全体の20％の割合となっております。社会保険支払基金

による前年度の給付費に基づく算定により増額となったものであります。 

  ６款県支出金は１億644万5,000円、前年対比386万円の減で、予算全体の2.9％の割合となっております。 

  ７款共同事業交付金については３億513万9,000円で、前年対比1,668万4,000円の増となり、予算全体の

14.1％の割合となっております。 

  次に、８款財産収入は2,000円を計上いたしました。 

  ９款繰入金につきましては9,148万9,000円で、前年対比1,421万2,000円の減となり、予算全体の4.2％と

なっております。 

  10款繰越金につきましては、前年と同額の2,000円を計上しました。 

  11款諸収入につきましても、前年と同額31万5,000円を計上いたしました。 

  226ページをごらんください。 

  次に、歳出につきましても款項の区分で申し上げます。 

  まず、１款総務費では1,169万5,000円で、前年対比62万3,000円の減で、予算全体に占める割合は0.5％と

なっております。 

  １項総務管理費では867万3,000円で、前年対比56万6,000円の減となっております。 

  ２項徴税費では267万9,000円で、前年対比３万4,000円の減であります。 

  ３項運営協議会費では21万8,000円で、前年対比1,000円の減であります。 

  ４項趣旨普及費では12万5,000円で、前年対比２万2,000円の減であります。 

  次に、２款保険給付費につきましては14億2,972万2,000円で、前年対比1,456万7,000円の増で、予算全体

の66％の割合となっております。 

  １項療養諸費では12億7,935万7,000円で、前年対比1,901万9,000円となっております。内訳につきまして

は、一般被保険者療養給付費保険者負担金12億554万3,000円と退職被保険者療養給付費保険者負担金6,658

万6,000円が主な内容であります。 

  ２項高額療養費では１億4,061万5,000円で、前年対比3,428万6,000円の増となっております。 



  ３項移送費では、前年と同額の15万円を計上いたしました。 

  ４項出産育児諸費では760万円で、前年対比10万円の減となっております。 

  ５項葬祭諸費では200万円で、前年対比60万円の減となっております。 

  次に、３款後期高齢者支援金につきましては２億7,545万7,000円で、前年対比2,741万8,000円の増となっ

ております。後期高齢者の支援金で国保連合会の試算を計上させていただきました。 

  次に、４款前期高齢者納付金につきましては38万2,000円、前年対比29万1,000円の増となっております。 

  次に、５款老人保健拠出金につきましては2,000円で、前年対比5,840万2,000円の減となっております。 

  ６款介護納付金につきましては１億2,219万9,000円で、前年対比1,580万1,000円の減でございます。 

  ７款共同事業拠出金は３億514万1,000円で、前年対比1,668万4,000円の増でございます。 

  ８款保健事業費につきましては1,468万4,000円で、前年対比336万8,000円の増となっております。これは

特定健康診査の事業費の増が主な内容となっております。 

  ９款基金積立金につきましては2,000円で、前年と同額でございます。 

  10款の公債費につきましても1,000円で、前年同額でございます。 

  11款の諸支出金につきましても140万5,000円で、前年と同額でございます。 

  最後に、12款の予備費につきましては500万円で、前年と同額でございます。 

  227ページをお開きください。 

  ただいま説明いたしました各款の歳入につきましては、この事項別明細書総括表で前年度比較を加え示し

てありますので、ごらんの上、御理解をお願いいたします。 

  228ページをごらんください。 

  歳出につきましても各款の前年度比較を加え示してありますので、ごらんの上、御理解をお願いいたしま

す。 

  次に、財源内訳でございますが、合計で申し上げます。国県支出金が６億8,388万4,000円、その他財源が

８億8,327万9,000円、一般財源が５億9,852万7,000円という内訳となっております。 

  以上、簡単ではありますが内容の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（八代善行君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） 引き続きまして、議案第24号 平成21年度東伊豆町老人保健医療特別会計

予算について概要説明を申し上げます。 

  259ページをお開きください。 

  平成21年度東伊豆町の老人保健医療特別会計予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 



  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ839万1,000円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によります。 

  それでは、260ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算、款項の区分で申し上げます。 

  なお、老人医療制度にかわり後期高齢者医療制度となるため、過誤調整、延滞分を計上してありますので、

御理解をお願いします。 

  まず、歳入ですが、１款支払基金交付金につきましては420万円、前年対比8,336万8,000円、95.2％の減

で、全体の50％の割合となっております。 

  ２款国庫支出金につきましては278万9,000円、前年対比4,121万2,000円の減で、予算全体の33.2％の割合

となっております。内容は国庫負担金であります。 

  ３款県支出金につきましては69万8,000円で、前年対比1,030万3,000円の減で、内容は県の負担金であり

ます。 

  ４款繰入金につきましては69万8,000円で、前年対比1,030万2,000円の減でございます。内容は、一般会

計からの繰り入れであります。 

  ５款繰越金につきましては1,000円で、前年と同額を計上させていただきました。 

  ６款諸収入につきましても5,000円で、前年と同額を計上させていただきました。 

  261ページをごらんください。 

  次に、歳出につきましても款項区分で申し上げます。 

  １款医療諸費につきましては838万1,000円で、前年対比１億4,518万5,000円、94.5％の減で、予算全体を

占める割合は100％となっております。内訳は、医療給付費825万3,000円、医療支給費が11万4,000円、審査

支払委託費１万4,000円。 

  ２款諸支出金につきましては１万円で、前年と同額を計上いたしました。 

  262ページをお開きください。 

  ただいま説明いたしました各款の歳入歳出の内容につきましては、この歳入歳出予算事項別明細書で前年

度比較を加え示してありますので、ごらんの上、御理解をお願いします。 

  次に、263ページの歳出の財源内訳を申し上げます。 

  国県支出金が348万5,000円、その他財源が419万8,000円、一般財源70万8,000円の内訳となっております。 

  以上、簡単ですが概要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。 

  引き続きまして議案第25号 平成21年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算について概要を説明申し

上げます。 



  平成21年度東伊豆町の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億3,653万1,000円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によります。 

  恐れ入りますが、273ページを開きください。 

  第１表歳入歳出予算の款項の区分で申し上げます。 

  なお、後期高齢者医療保険料を町で徴収し、静岡県後期高齢者医療広域連合へ納付する制度でありますの

で、御理解をお願いします。 

  まず、歳入ですが、１款後期高齢者医療保険料につきましては１億1,072万6,000円で、内容を申し上げま

すと、年金からの特別徴収が7,849万6,000円、普通徴収は3,195万9,000円であります。 

  ２款使用料及び手数料につきましては５万円で、督促手数料でございます。 

  ３款繰入金につきましては2,575万3,000円で、一般会計繰り入れで、基盤安定による保険料の軽減分でご

ざいます。 

  ４款諸収入につきましては2,000円で延滞金、加算金及び過料の内容でございます。 

  274ページの歳出につきましては、１款後期高齢者医療広域連合納付金１億3,648万円で、静岡県の広域連

合へ保険料を納付するものであります。 

  ２款諸支出金につきましては５万1,000円で、内訳は１項償還金及び還付加算金1,000円、２項繰出金５万

円となっております。繰出金については、督促手数料を一般会計へ繰り出す内容でございます。 

  275ページをお開きください。 

  ただいま説明いたしました内容につきましては、この歳入歳出予算事項別明細書に総括してありますので、

ごらんの上、御理解をお願いします。 

  276ページの歳出につきましても、ごらんの上、御理解をお願いいたします。 

  次に、財源内訳でございますが、合計で申し上げます。 

  一般財源で１億3,653万1,000円の内容となっております。 

  以上、簡単ではありますが、概要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します。 

○議長（八代善行君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（鳥澤 勇君） 続きまして、議案第26号 平成21年度東伊豆町介護保険特別会計予算に

つきまして、概要を説明させていただきます。 

  281ページをお開き願います。 

  平成21年度東伊豆町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによります。 



  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11億5,613万9,000円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によります。 

  （歳出予算の流用） 

  第２条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することが

できる場合は、次のとおりと定めます。 

  第１号 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費

の各項の間の流用。 

  それでは、282ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算の歳入を款項の区分で申し上げます。 

  なお、この予算の説明の中で先に申し上げます金額は平成21年度予算であり、前年度は20年度予算であり

ます。また、比較につきましては平成21年度当初予算に対し、平成20年度当初予算の内容で申し上げますの

で、御理解をお願いいたしします。 

  286ページをお開きください。 

  まず、歳入ですが、１款保険料につきましては２億4,032万8,000円で、前年対比5,715万3,000円、31.2％

の増額で、歳入全体の20.8％を占めております。内容を申し上げますと、第１号被保険者保険料の特別徴収

分は3,776人で２億252万6,000円、普通徴収分826人で3,538万1,000円を計上してあります。 

  ２款使用料及び手数料は11万で、前年と同額を見込んであります。普通徴収分の督促手数料でございます。 

  ３款国庫支出金は２億5,872万7,000円で、前年対比2,693万7,000円、11.6％の増額となります。主な内容

といたしましては、１項国庫負担金として２億72万3,000円で、前年対比2,405万3,000円、13.6％の増額と

なりました。保険給付費の増によるものであります。 

  ２項国庫補助金は5,800万4,000円で、前年対比288万4,000円、5.2％の増額で、保険給付費の増が主なも

のであります。 

  288ページをお開きください。 

  ４款支払基金交付金は３億3,433万6,000円で、前年対比3,133万6,000円、10.3％の増額となりました。歳

入全体では28.9％を占めております。保険給付費の増額によるものであります。 

  ５款県支出金は１億6,398万7,000円で、前年対比2,075万4,000円、14.5％の増額となっており、歳入全体

の14.2％を占めております。主な内容につきましては、１項県負担金は１億5,876万6,000円で、前年対比

2,004万7,000円、14.5％の増額となります。保険給付費の増によるものであります。 

  ２項県補助金は521万9,000円で、70万7,000円の増額となります。地域資源事業費の拡大によるものであ



ります。 

  ３項財政安定化基金支出金2,000円は、財政安定化基金交付金と財政安定化基金貸付金で科目存置でござ

います。 

  次のページをお開きください。 

  ６款財産収入は介護給付費準備基金の利息と、前年と同額の1,000円を科目存置といたしました。 

  ７款繰入金は総額で１億5,660万1,000円、前年対比1,561万1,000円、11.1％の増額となりました。歳入全

体では13.5％を占めております。 

  １項一般会計繰入金は１億5,312万3,000円で、1,825万8,000円、13.5％の増額となりました。保険給付費

の増により給付費繰入金が増額となったものであります。 

  ２項基金繰入金は347万8,000円で、43.2％の減額で、介護給付費準備基金は科目存置とし、介護従事者処

遇改善臨時特例基金より保険料軽減に充てるため基金を繰り入れるものであります。 

  次のページをお開きください。 

  ８款繰越金につきましては200万を見込みました。歳入全体に占める割合は0.2％となっております。 

  ９款諸収入につきましては４万9,000円で、前年と同額を見込んでおります。 

  294ページをお開きください。 

  歳出につきましても、款項の区分で申し上げます。 

  １款総務費では1,003万1,000円で、前年度より9.0％の増額となります。主な内容につきましては、１項

総務管理費が144万円で65万、82.3％の増額で、法改正対応システムの改修委託、保険料軽減のパンフレッ

ト等であります。 

  ２項徴収費139万9,000円、９万2,000円、7.0％の増額です。 

  296ページをごらん願います。 

  ３項介護認定審査会費は719万2,000円で、８万4,000円の増額となり、認定調査件数の増を見込んだもの

であります。 

  ２款保険給付費につきましては11億612万6,000円で、前年対比１億3,569万5,000円、14％の増額で、歳出

全体に占める割合は95.7％を占めております。 

  １項介護サービス等諸費は10億1,611万3,000円で、前年対比１億3,178万3,000円、14.9％の増額で、介護

報酬改定による３％の増と居宅介護サービス給付費及び施設介護サービス給付費、居宅介護サービス計画給

付費の増額によるものでございます。 

  300ページをお開きください。 

  ２項介護予防サービス費は3,387万5,000円で、前年対比263万3,000円、7.2％の減額で、要支援者の増加



等が見込めないものであります。 

  304ページをお開きください。 

  ３項その他諸費は123万7,000円で、14万8,000円の増額となります。居宅介護サービス等の伸びにより、

審査件数の増を見込みました。 

  ４項高額介護サービス等費は1,476万2,000円で、166万2,000円、12.7％の増額となります。給付対象者の

増により給付費の増を見込んだものであります。 

  次のページをお開きください。 

  ５項高額医療合算介護サービス費は６万円で、平成21年度より新たに始まるサービス費で、申請により医

療と介護の費用１年間分を合算し、限度額を超えた分を高額医療合算介護サービス費として給付するもので

す。 

  ６項特定入所者介護サービス等費は4,007万9,000円で、前年対比467万5,000円、13.2％の増額となります。

サービスの利用者と利用日数増を見込んだものであります。施設入所、短期入所サービスの居住費、食費に

なるものです。 

  ３款財政安定化基金拠出金につきましては、科目存置であります。 

  ４款基金積立金につきましては950万3,000円で、前年対比950万2,000円の増で、計画初年度でもあります

ので、保険料準備基金に積み立てるものであります。 

  次のページをお開きください。 

  ５款地域支援事業費は2,922万7,000円で、前年対比426万8,000円、17.1％の増額となります。主な内容と

しましては、１項介護予防事業が830万3,000円で、134万1,000円の増額となります。20年度に引き続き生活

機能評価を特定健診と同時に実施し、特定高齢者の把握を行うもので、受診者の増加を見込んだものと、新

たに一般高齢者事業として介護予防教室を２教室を開催することによる増額です。 

  ２項包括的支援事業等費は2,089万4,000円で、292万7,000円の増額になります。主な事業といたしまして

は、地域支援事業の枠が計画給付費の３％以内、介護予防事業費と包括支援事業等に各２％以内になったた

め、包括支援センターの人件費を全額算入したことによる増額であります。 

  314ページをごらん願います。 

  ６款諸支出金は１項償還金及び還付加算金で25万1,000円、前年と同額になります。 

  ７款予備費につきましては、前年と同額の100万を計上しております。 

  284ページをごらん願います。 

  ただいま説明いたしました各款の歳入歳出の内容につきましては、事項別明細書総括表で前年度比較を加

え示してありますので、ごらんの上、御理解をお願いいたします。 



  歳出の財源内訳を申し上げますと、特定財源は国県支出金が４億2,271万4,000円、その他の財源で３億

3,449万2,000円、一般財源で３億9,893万3,000円となります。 

  以上、簡単ですが概要説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどをお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時５１分 

 

再開 午後 ３時０８分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  企画調整課長。 

○企画調整課長（田村正幸君） それでは、ただいま上程されております議案第27号 

  平成21年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算につきまして概要を説明させていただきます。 

  恐れ入りますが、322ページをお開き願います。 

  平成21年度東伊豆町の稲取財産区特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ193万9,000円と定めます。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によります。 

  恐れ入りますが、327ページ、328ページをお開き願います。 

  この説明の中で本年度と申し上げますのは平成21年度、前年度と申し上げますのは平成20年度でございま

す。比較につきましては、本年度と前年度との金額の増減でございますので、御承知おき願います。 

  それでは、歳入から御説明いたします。 

  １款財産収入、１項財産運用収入､１目財産貸付収入、本年度予算額が193万3,000円、前年予算額が194

万3,000円で、比較１万円の減となります。１節その他普通財産貸付収入193万3,000円は財産区有地の土地

貸付料59万1,000円、天草収益の配分金14万2,000円及び天草干し場用地、稲取旅館組合への土地貸付料120

万円の内容となっております。減額となります主な内容につきましては、前年度実績を勘案して天草収益の

配分金の減額を見込んだものでございます。 

  ２款繰越金につきましては、前年度繰越金5,000円でございます。 

  ３款諸収入につきましては、普通預金利子を科目存置したものでございます。 

  次のページをおめくりください。 



  歳出でございますが、１款管理会費、１項管理会委員会費、１目管理会委員会費、本年度予算額が131万

9,000円、前年度予算額が131万9,000円で比較増減なしでございます。１節報酬11万9,000円につきましては、

管理会委員７名の報酬でございます。22節補償補てん及び賠償金120万円につきましては、天草干し場用地

使用補償料といたしまして、稲取旅館組合からの用地使用料を伊豆漁協稲取支所に補償するものでございま

す。 

  ２款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金61万5,000円は、前年実績に基づき推計いたしたもので

ございます。 

  恐れ入りますが、325ページ、326ページにお戻りください。 

  ただいま御説明いたしましたものを、歳入歳出予算事項別明細書に総括してございます。合計で申し上げ

ますと、歳入合計ですが、本年度予算額が193万9,000円、前年度予算額が194万9,000円で、比較１万円の減

額でございます。 

  続きまして、歳出合計ですが、本年度予算額193万9,000円、前年度予算額が194万9,000円、比較１万円の

減額となった内容でございます。 

  以上、雑駁ではございますが、議案第27号の説明とさせていただきます。よろしく御審議願います。 

  続きまして、議案第28号 平成21年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算につきまして概要を御説明させ

ていただきます。 

  恐れ入りますが、331ページをおめくりください。 

  平成21年度東伊豆町の風力発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,965万円と定めます。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によります。 

  恐れ入りますが、336ページ、337ページをおめくりください。 

  先ほどと同様、説明の中で本年度と申しますのは21年度、前年度と申しますのは20年度でございます。比

較につきましては、本年度と前年度の比較増減の金額でございますので、御理解ください。 

  それでは、歳入から御説明いたします。 

  １款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金15万円は、風力発電事業基金の預金利子でござい

ます。 

  ２款繰入金、１項基金繰入金、１目風力発電事業基金繰入金、本年度予算額200万円、前年度予算額が260

万円、比較60万円の減額といたします。 

  ３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金50万円は、前年度繰越金を見込んだものでございます。 



  ４款諸収入、１項収益事業収入、１目売電収入、本年度予算額が4,700万円、前年度予算額4,900万円、比

較200万円の減額につきましては、過去３年間の売電実績を勘案して推計いたしたものでございます。 

  恐れ入りますが、338ページ、339ページをおめくりください。 

  歳出でございますが、１款電気事業費、２項風力発電事業費、１目風力発電事業費、本年度予算額が2,211

万3,000円、前年度予算額が2,485万4,000円、比較274万1,000円の減額といたします。11節需用費342万6,000

円は細節４光熱水費及び細節５修繕料150万円が主な費用となります。13節委託料1,610万円は風力発電施設

の保安管理委託料でございます。27節公課費150万円は売電収入に係る消費税でございます。 

  恐れ入りますが、１枚おめくりください。 

  ２款公債費、１項公債費、１目元金及び２目利子につきましては、あわせて御説明いたします。 

  本年度予算額2,449万4,000円、前年度予算額2,449万4,000円、比較ゼロ円につきましては、電気事業債の

元金並びに利子の償還金でございます。元利均等償還でございますので、増減なしでございます。 

  ３款諸支出金、１項繰出金、１目繰出金、本年度予算額231万1,000円、前年度予算額220万円、比較11万

1,000円の増は、一般会計への繰出金で地球温暖化対策推進事業の住宅用太陽光発電システム設置費補助金、

並びに小学生を中心とするアース・キッズ事業負担金の財源とするものでございます。 

  恐れ入りますが、334ページ、335ページにお戻り願います。 

  ただいま御説明いたしました内容を、歳入歳出予算事項別明細書に総括してございます。合計で申し上げ

ますと、まず歳入でございますが、歳入合計、本年度予算額4,965万円、前年度予算額5,230万円、比較265

万円の減額となる内容でございます。 

  次に、歳出でございますが、歳出合計、本年度予算額4,965万円、前年度予算額5,230万円、比較、同じく

265万円の減となる内容でございます。 

  なお、本年度予算額の財源内訳でございますが、特定財源はその他の15万円、一般財源が4,950万円とな

る内容でございます。 

  さらに、342ページの地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高

の見込みに関する調書につきましては、ごらんいただくことで説明にかえさせていただきます。 

  以上、雑駁ではございますが、議案第28号の説明とさせていただきます。よろしく御審議願います。 

○議長（八代善行君） 水道課長。 

○水道課長（吉野竹男君） それでは、水道事業会計の平成21年度予算について説明をさせていただきたいと

思いますが、まことに申しわけございませんが、ミスプリを一つ訂正させていただきたいと思います。 

  １ページをお開きください。 

  第１条中、補正予算とありますが、これは予算ということで、補正ではございませんで、補正を削ってい



ただきたいと思います、総則の１条ですが。 

  それから、第３条の補正、これを削っていただきたいと思います。 

  それでは、議案第29号 平成21年度東伊豆町水道事業会計。 

  （総則） 

  第１条 平成21年度東伊豆町水道事業会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （業務の予定量） 

  第２条 業務の予定量は、次のとおりといたします。 

  （１）給水戸数 6,509戸。 

  （２）年間総給水量 358万立方メートル。 

  （３）１日平均給水量 9,808立方メートル。 

  （４）主な改良事業 県道稲取港線配水管布設がえ工事、それから町道稲取片瀬線配水管布設がえ工事ほ

かでございます。 

  次に、収益的収入及び支出ですが、第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  収入。 

  第１款 水道事業収益 ５億566万2,000円。 

  第１項 営業収益 ５億106万9,000円。 

  第２項 営業外収益 459万3,000円。 

  支出。 

  第１款 水道事業費用 ４億6,619万3,000円。 

  第１項 営業費用 ４億967万7,000円。 

  第２項 営業外費用 5,551万5,000円。 

  第３項 特別損失 1,000円。 

  第４項 予備費 100万円。 

  （資本的収入及び支出） 

  第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めます。（資本的収入額が資本的支出額に対し

て不足する額１億6,920万9,000円は、過年度分損益勘定留保資金１億6,920万9,000円で補てんするものとい

たします。） 

  収入。 

  第１款 資本的収入 2,000円。 

  第１項 分担金 1,000円。 



  第２項 寄付金 1,000円。 

  支出でございます。 

  第１款 資本的支出 １億6,921万1,000円。 

  第１項 建設改良費 9,115万5,000円。 

  第２項 企業債償還金 7,805万6,000円。 

  （債務負担行為） 

  第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は「第１表債務負担行為」による。 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

  第６条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費に流用し、又はそれ以外の経費

をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

  （１）職員給与費 9,032万円。 

  （たな卸資産の購入限度額） 

  第７条 たな卸資産の購入限度額は、550万9,000円といたします。 

  第１表債務負担行為ですが、事務機器等リース料、期間、平成22年より平成26年度まで、限度額は左記の

期間に係る事務機器等リース料として332万円以内の額ということでございます。 

  それでは、４ページの予算実施計画をごらんいただきたいと思います。 

  最初に、収益的収入及び支出の収入ですが、１款水道事業費用の予算額は５億566万2,000円で、前年度に

比べ1.3％の減といたしました。 

  １項営業収益は５億106万9,000円で、前年度比1.5％の減といたしました。主な内容を申し上げますと、

１目給水収益は上水で給水戸数の減少、これは前年度対比60戸ほど減っております。及び給水水量の減少懸

念があり、前年度比10.9％減の４億7,700万円といたしました。 

  ２目の簡易水道収益は給水戸数の変動もなく、地区的に観光による影響も少ないところですから、現年度

実績から前年度比７％増の2,300万円を見込んだところでございます。 

  次に、２項の営業外収益は459万3,000円で、前年度比28.4％の伸びでございます。 

  次に、支出ですが、１款水道事業費用は４億6,619万3,000円で、前年度比2.6％の増といたしました。 

  １項営業費用は４億967万7,000円で、前年度比4.2％の増となりました。全般的に電気料  による動力

費の増額を措置したほか、水質基準の強化による水質検査費用の増額、さらには予定しております建設改良

事業による資産減耗費の増加を推計いたしたものであります。 

  なお、５目総係費に基本計画策定料を措置いたしました。白田浄水場を初めとする主要施設が更新時期と

なるなど、水道事業は節目の時期を迎えているため、水道事業全体に総体的な検討を加え、ハード、ソフト



両面で具体的な事業計画を定め、今後の事業運営の指針といたしたいと考えています。なお、減価償却費は

1.7％減の１億7,476万4,000円を見込んでおります。 

  次に、２項営業外費用ですが、5,551万5,000円で、前年度比7.8％の減となりました。企業債利息の減の

ほか、給水収益を係数推計といたしましたが、一方では建設改良費が増加することなどによる消費税の減を

見込んだものでございます。 

  次に、３項特別損失は科目存置とさせていただきました。 

  次に、４項予備費では前年同額の100万円とさせていただきました。 

  続きまして、資本的収入及び支出に移らせていただきます。 

  １款資本的収入は特に収入予定がありませんので、前年度と同額の2,000円といたします。 

  １項分担金及び２項寄付金はそれぞれ科目存置いたしました。 

  次に、支出ですが、１款資本的支出は１億6,921万1,000円で、前年度対比18％の増といたしました。 

  １項建設改良費は9,115万5,000円で、前年度比38.9％の伸びとなりました。県施工による県道稲取港線及

び町道湯ケ岡熱川線への関連工事、昨年の稲取向井地区での漏水発生に伴う町道稲取片瀬線の配水管の布設

がえ工事など６件の工事を予定しております。 

  また、計量法に基づきます検点の貯水量が多い年となるため、量水器の購入費が増加しております。それ

から軽トラック１台の更新も予定してございます。 

  次に、２項企業債償還金は7,805万6,000円で、前年度比0.4％の増となりますが、これは償還計画に基づ

くものでございます。 

  恐れ入りますが、10ページに予定貸借対照表を調整いたしておりますので、ごらんをいただきたいと思い

ます。 

  その中で当年度純利益を3,509万円ほど見込んでございます。 

  以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 以上で、提案されました平成21年度の各会計への当初予算の概要説明を終了いたしま

す。 

  なお、大綱質疑の締め切りにつきましては、本定例会１日目に議会運営委員長から報告がありましたとお

り、本日の午後４時30分までに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（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、大綱質疑の締め切りを本日の午後４時30分といたし

ます。 

  なお、明日は午後１時から会議を開きますので御承知ください。 



 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（八代善行君） 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。 

 

散会 午後 ３時２８分 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平 成 ２ １ 年 第 １ 回 東 伊 豆 町 議 会 定 例 会 会 議 録  
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開議 午後 １時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（八代善行君） ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成21年東伊豆町議会第１回定例会第４日目は成立いたしましたので、開会いたします。 

 

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

 

◎発言訂正について 

○議長（八代善行君） 町長より、定例会初日での施政方針について一部訂正をしたいとの申し出がありまし

たので、これを許可いたします。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 定例会初日におきまして、施政方針で申し上げた内容の一部に誤りがありましたので、

訂正をお願いいたします。 

  「国民健康保険、介護保険など６つの特別会計は、合計で35億1,558万8,000円となり、前年度に比べ0.38％

と減となりました」について、６つの特別会計の合計を「35億1,834万」そして「0.3％の減」に訂正をお願

いいたします。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○議長（八代善行君） これより直ちに本日の会議を開きます。 

  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２２号 平成２１年度東伊豆町一般会計予算 

○議長（八代善行君） 日程第１ 議案第２２号 平成２１年度東伊豆町一般会計予算を議題といたします。 



  これより大綱質疑を行います。 

  大綱質疑については、質疑の回数は２回までとし、質疑と答弁を含め１人30分以内といたしたいと思いま

す。 

  10番、山本議員の大綱質疑を許します。 

  10番、山本議員。 

（１０番 山本鉄太郎君登壇） 

○１０番（山本鉄太郎君） 私は歳入と歳出それぞれ１点ずつ、大綱の質疑をさせていただきたいと思います。 

  １点目、歳入において、町税約１億2,500万円の減について、内容はどのような点が大きいのかをお伺い

します。また、地方交付税１億円の増の根拠をお聞かせください。 

  ２点目、歳出においては、行革という形の上で町は補助金の見直しをどのように行われたか、よろしくお

答えください。 

○議長（八代善行君） 順次答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） まず、山本議員の第１問の歳入について町税約１億2,500万円の減について、内容は

どのような点が大きいのか。また、地方交付税１億円の増の根拠をお聞かせくださいについてお答えいたし

ます。 

  歳入の根幹をなす町税におきましては、御承知のとおり100年に一度とも言われる未曾有の経済危機に直

面し、先行きの見通しの立たない大変厳しい状況に置かれていることは、施政方針でも申し述べたとおりで

ございます。 

  町税の１億2,514万4,000円、5.2％減の主な内容を申し上げますと、まず、個人町民税におきましては、

所得の落ち込みにより前年対比2,963万8,000円、5.4％の減を見込んでおります。また、固定資産税では評

価替えの年に当たり、地価の下落などにより家屋が6,380万1,000円、7.4％の減、さらに土地におきまして

は1,526万6,000円、4.4％の減を見込んでおります。 

  次に、地方交付税の１億円の増につきましては、国の平成21年度地方財政計画によれば、原資となる国税

５税の減少に伴い法定率分が11兆円台に落ち込む中、地方財政や地方経済がきわめて厳しい状況を配慮し、

地方交付税の増額に取り組むこととし、生活防衛のための緊急対策を踏まえ、既定の加算とは別枠で雇用創

出等のため地方交付税を１兆円、2.7％増額されることとなりました。当町におきましては、普通交付税の

当初予算額は６億2,000万円で、前年対比１億円、19.2％の増となりましたが、平成20年度決算ベースでの

比較によれば前年対比1,515万5,000円、2.4％の減となります。 



  いずれにいたしましても、地方交付税を取り巻く環境は平成16年度から三位一体改革以来、大変厳しい状

況にありますので、国・県の動向を注視しつつ的確な予算計上に努めておりますので、御理解をお願いいた

します。 

  次に、第２問の歳出において、町補助金の見直しはどのように行いましたかについてお答えいたします。 

  平成19年度決算において、各種補助金の効果等を検証し、抜本的な見直しを行うよう御指摘いただいたと

ころであります。 

  平成21年度の予算編成については、厳しい財政状況をかんがみ、各種施策や事業についてゼロベースの視

点に立って、内容や費用、事業効果等徹底的に見直した上で予算要求をするよう通達をいたしました。これ

らを踏まえ、被補助団体とヒアリングを行い、費用対効果や事業効果等を再検討し、予算措置をさせていた

だいたところであります。 

  平成21年度当初予算では、緊急経済対策及び地域産業等の活性化を図るため、商工会経営改善普及事業補

助金にプレミアム地域商品券分の660万円、新規事業として経済対策資金利子補給補助金で1,100万円、また、

町観光協会補助金が緊急誘客宣伝対策費として500万円を増額いたしておりますので、御理解をお願いいた

します。 

  補助金の額は、補助金的内容の委託料を含めて総額で１億5,691万7,000円となり、前年度予算に対し1,671

万1,000円、11.9％の増となっておりますが、さきにも触れたとおり、現下の経済危機への緊急経済対策と

して観光商工関係補助金の増額が大きな要因となっております。 

  山本議員には、昨年の大綱質疑におきましても御答弁しましたが、町の単独補助金には平年ベースの経常

的なものと臨時的な要因のものがあります。基本的には、経常的な補助金は精査し削減する方針であります

が、費用対効果が期待でき、地域産業への活性化が図れるような補助については財政状況を勘案しながら積

極的に支援したいと考えております。単に行政改革の視点だけで町の単独補助金を削減する考えは持ってお

りませんことを御理解願いたいと思います。 

○議長（八代善行君） 山本議員。 

（１０番 山本鉄太郎君登壇） 

○１０番（山本鉄太郎君） 大綱質疑ですので、款項という大まかな内容ですので、あとは要するに歳出につ

いては、やっぱり節まで入らないと、これは議論ができないという形で担当委員会のほうでよろしく精査を

していただきたいと私は思います。 

  前回も平成20年度予算でも、私問いただしたと思うんですよ、要するに交付税のうち特別交付税について

は、ここでちょっと今、コピー持ってきましたので、課長、よく読みますからね。すなわちその性格からし

て、当面、年度当初から多額の計上をしたり、前年実績を期待したい補正予算によける財源不足をこれによ



って補うこと等は、財政運営上非常に危険なことであるから、その点を十分留意されなければならないとい

う、こういうふうに書かれているわけですよ。それでまた、今回特別交付税を１億上げてありますよね。こ

れが大きいものか小さいものか、これはその人の見解によるという形で、解釈でよろしいかと思うけれども、

私はできれば特別交付税というのは、当初計上よりも決定したときに上げたほうがいいではないかというこ

とを再三再四言っているんですけれども、その辺の見解をお聞かせ願いますか。 

○議長（八代善行君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時０９分 

 

再開 午後 １時０９分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木忠一君） 山本議員のおっしゃるとおり、特別交付税につきましては普通交付税と

違いまして算定根拠が明確化されておりません。これにつきましては、12月と３月に交付されるということ

で交付されるまでもわからないという、不確定な交付税でございます。今年度当初予算では１億円計上して

ございます。この金額は前年度と同額の金額となっておりますが、ちなみに平成19年度決算におきましては

１億3,820万8,000円ですか、今年20年の一応決算見込みとしましても、１億2,000万円ほど見込んでござい

ます。と言いますのは、平成19年度から、頑張る地方応援プログラム分が特別交付税措置として2,000万円

ほど上乗せされてきております。これにつきます計上がありましたもので、こちらの当初予算では、前年同

様に１億円と計上させていただきましたが、本来でありましたら、財政運営上、特別交付税については過大

な見積もりをしない方向のほうが望ましいというふうには考えております。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 以上で、10番、山本議員の大綱質疑を終結いたします。 

  次に、12番、居山議員の大綱質疑を許します。 

  12番、居山議員。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 皆様、こんにちは。 

  私はこの21年度の一般会計におきまして、４点にわたって通告をさせていただきましたので、町長に大綱

的な観点での質疑をさせていただきたいと思います。 



  昨日より皆様方からの質問等に答えられて、町長もこの難しい行財政運営をどういうふうにしていくかと

いうこと、職員の皆様も大変予算編成に御苦労をされたということを、心から敬意を表したいと思います。 

  まず、１点目としてお伺いをしたい点でございますけれども、19年度決算の反省が予算にどう反映をされ

ているかという点について伺いたいと思います。 

  ２点目につきましては、予算編成の重点が何であったのか、第４次総合計画後期基本計画のいずれに合致

しているかどうかということをお伺いをしたいと思います。 

  ３点目には、行革の推進に伴い予算編成の上で留意された点は何かお伺いをしたいと思います。 

  ４点目といたしまして、町長の残された任期１年の中で、御自身の選挙公約がどう具体化されているかと

いうことについてお尋ねをしたいと思います。 

  恐れ入ります。御答弁、なるべくゆっくりいただきたいというふうに思います。 

○議長（八代善行君） 順次答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 居山議員の第１問の平成19年度決算の反省は予算にどう反映されているかについてお

答えいたします。 

  平成19年度の決算の反省はということですが、監査委員の決算審査意見書や昨年９月定例会での特別委員

会審査報告書の指摘事項について答弁させていただきます。 

  指摘されました事項は、まず、税の収納についてですが、安定した町政運営には町税の適正な課税と確実

な収納が不可欠であります。担当課の収納努力により収納率は年々向上してきており、また、静岡地方税滞

納整理機構への滞納処分の移管などにより収納率の向上に努めているところであります。 

  しかしながら、御案内のような経済状況ですので、平成21年度当初予算では景気悪化を勘案した町税収能

率にて試算してありますので御理解をお願いします。 

  次に、各種補助金の見直しについてでありますが、山本議員の御質問にもお答えいたしましたように、被

補助団体とのヒアリングを行い、費用対効果や事業効果等を再検討し予算措置をいたしました。なお、緊急

的な経済対策の一環として商工会及び町の観光協会への補助金額を前年度よりも増額いたしておりますこ

とを御理解願います。 

  非常に厳しい財政環境下、今後も決算審査等でいただいた御意見を次年度への予算編成に生かしてまいる

所存でありますので御理解をお願いいたします。 

  次に、第２問、予算編成の重点は何か、第４次総合計画後期基本計画に合致したものかについてお答えい

たします。 



  平成21年度当初予算では、プレミアムつき地域商品券の発行や経済対策資金利子補給などの町内経済活性

化事業、新生児出産祝い金や小中学校児童生徒給食費補助などの少子化対策事業、高規格救急自動車の購入

や耐震性貯水槽の新設などの安全・安心なまちづくり事業を重点事業として予算編成したところであります。 

  これらの事業が第４次総合計画後期基本計画に合致しているかとの御質問ですが、まず、緊急経済対策事

業については、現在の経済状況の中で地域経済活性化と家計支援のために緊急的に予算したものであります

ので、後期基本計画とは直接的な関連はありません。 

  少子化対策事業につきましては、後期基本計画の「健やかな子供・青少年の育成と支援」に該当する事業

であります。安心・安全なまちづくり事業につきましては、「暮らしを守る消防・防災・交通安全・防犯体

制の充実」に該当する事業であります。 

  後期基本計画は平成19年から23年度までの５年間のまちづくりの指針を定めたものであり、当然ながら、

この基本計画に即した予算編成をしているところであります。予算編成の前には各課から３年間の事業実施

計画書を提出させ、その事業内容と総合計画との整合性を検証し、緊急性や必要性により事業実施を検討し

ております。 

  今後も第４次総合計画の基本構想、基本計画に沿った予算編成、行政運営をしてまいりますので、御理解

と御協力をお願いいたします。 

  次に、第３問、行革の推進に伴い予算編成の上で留意した点は何かについてお答えします。 

  東伊豆町の行政改革の実施に当たりましては、平成18年に策定した東伊豆町行政改革大綱において、事務

事業の見直しや民間委託等の推進など７つの推進項目が上げられております。 

  厳しい財政状況の中、行政改革大綱に基づき組織・機構の見直し、適正な定員化への推進、事務事業の見

直しなどに取り組んでまいりました。職員手当の見直しや消耗品や公用車の集中管理、指定管理者制度の導

入、近隣市町への出張旅費の廃止などのほか、経費節減のため昼休みなどの消灯の徹底、不用紙の裏面活用

などを実施してまいりました。 

  平成21年度の当初予算編成に当たりましても、職員には事務事業についてはゼロベースを基本に原点から

洗い直し、事業の内容や費用、事業効果等を徹底的に見直した上で予算要求をするよう通知いたしました。

特に経常経費の削減になしには予算編成ができないという非常に厳しい財政状況下であり、需用費は原則と

して前年度対比90％以内とすること。町の単独補助金は決算審査での指摘のとおり、補助金の効果等を十分

検証し、抜本的な見直しを図ることを通知したところであります。 

  次に、第４問、町長に残された任期１年の中で、自身の選挙公約はどう具体化されているかについてお答

えいたします。 

  就任以来、一日町長室の設置や熱川幼稚園と双葉幼稚園の統合、放課後児童クラブの開設、給食費の一部



公費負担の実施、さらには出産祝い金制度を創設し、平成21年度当初予算に計上したところであります。そ

のほかにも雛のつるし飾りまつりや蛍鑑賞等の観光イベントへの助成や稲取キンメダイなどの特産品の開

発や地産地消についての検討、住宅リフォーム補助制度の継続や町入札方法の見直しなども実施しておりま

す。 

○議長（八代善行君） 居山議員。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 今、４点にわたり町長から御答弁をいただきました。 

  今この大変な経済情勢の中、いかに予算が編成されるかということは町民の皆様にも大変大きな影響を与

えることで、論ずるまでもありませんけれども、それに係る責任というのは非常に大きなものがあるわけで

ございます。そういう観点で皆さん方が予算の編成をしてくださったというふうに確認をいたします。 

  今、町長が４点にわたって御答弁をいただきました中で、特に１点目の反省点を踏まえた予算編成という

ことでございますが、先ほども山本議員の質問にありましたように、昨年私ども特別委員会のほうで19年度

の決算の附帯事項の中に、しっかり補助金の見直しをするようにというふうなことで附帯決議をしておりま

す。その点をしっかり踏まえてくださっていることと同時に、監査委員の意見書の中に網羅されておりまし

た点について、十分に検討をされた上での予算の編成をしてくださったというふうに理解をしてまいりたい

というふうに思います。 

  また、２点目のことにつきまして、第４次総合計画、この10年間の計画でございますけれども、今、私も

平成７年から議員活動させていただいておりますけれども、正直申し上げて、この総合計画というものがと

きにどういうふうになっているのかというふうにわからなくなることもありまして、折々に一般質問等で

前々町長ぐらいの時代のときにも質疑等をさせていただいているわけですけれども、今、町長お述べになっ

てくださった後期の計画、これはもう今、町長も丸々３年というふうなことで、いよいよ仕上げにも入られ

ているわけですけれども、この後期計画の中に網羅された点、今お延べなってくださいました何点か、それ

は実現をしたよというふうな御指摘でございます。 

  特に、このたびは緊急的なそういう対応から、その政策はこの計画にないものではあるけれども安全対策

の面とか、そしてまた、まちづくりに関して少子化とか安全な暮らしというようなことでの具体的な政策実

現をなさったという、そういうご報告でありましたので、その点しっかり総合計画の趣旨に反映された事業

展開をこれからなさるんだというふうに認識を新たにさせていただくところでございます。 

  さらに、３点目でお伺いをしました行革の点でございますけれども、これはもうインターネットでどなた

でも検索できる状況で情報も公開をされている中で、当町の集中改革実施計画書、そしてまた町の行政改革

大綱というふうなことで、これは平成18年１月に改訂版も出されております。私もいつも一般質問をすると



きに、これを見ながらその時々に課題になっていること、またこれがどこまで推進されているのかという観

点で一般質問をさせていただいておりまして、職員の意識改革というようなことも、この行政改革大綱の最

後には明確に書かれております。職員の自己申告制度とか、自己啓発とか、研修制度とかというふうなこと

で、それぞれの資質の向上に努めていくというふうなことでの行革の取り組み、これがあるわけでございま

す。 

  町長の施政方針でも、そしてまた皆様方への一般質問での御答弁の中にもそこを踏まえた上での御答弁が

なされている点がありましたので、理解をしたい点でございますけれども、ただ、この中の集中計画の中の

行政評価制度の導入について、これは平成18年度に一部の内部管理事務を除く全事務事業の評価を行い、評

価結果を公表するというふうなことでございました。この点について、予算の中でそれがどのように反映を

されているかという点につきまして、これは特別委員会のほうにゆだねたいというふうに思いますけれども、

特にその辺のところを私としては注目をさせていただいております。 

  最後に４点目、町長の残り１年の任期の中で、さらに振りかえって３年間御自分が積み重ねてこられまし

た町民の皆様へのお約束の１つ１つ述べられておりました。また、大きなお仕事としては、熱川幼稚園、そ

してまた双葉の統合というようなこととか、給食費の援助、そしてまた出産手当の補助等々、ベースにある

ものはやはり教育というふうなことをこれからも、今までも町長が目指していらっしゃるというふうな、そ

の誠実性は理解できるところでございます。 

  このたびは、観光というふうな緊急的な支援というふうなことで商工会初め観光協会への補助が予想外に

多くなっているというふうなことは、国のさまざまな１次、２次、また３次というふうなことの中での、そ

の補助金の活用で増加になっているというふうな御説明でございましたが、また細かな点については特別委

員会の皆さん方の審議にゆだねたいというふうに思いますけれども、いずれにしましても、着実に町長の言

われる笑顔のあふれる、そういうまちづくりのために、また今年度の予算編成におきましても町長みずから

先頭に立たれて範を示されております。私どもも景気の悪いときでございますので、せめてお金のかからな

い笑顔で皆さんに元気と勇気を与える、そういう１年にしていきたいというふうに考えるものでございます。 

  御答弁のほうをよろしくお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 基本的には行革の中での職員の評価ですね、これ今検討していなくて、まだ今年度予

算化しておりません。その上で、一般のヒアリングのときに、これはもう今後検討していかなければならな

いと考えておりますもんで、今年度は新年度でやります。再来年あたりも、もう松崎は既にある程度やって

いますもんで。 



（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） 行政評価のほうね、それだから、今検討しているという状況で今年度の予算には、新

年度予算に入っていないということだけ確認して、以上です。 

○議長（八代善行君） 以上で、12番、居山議員の大綱質疑を終結いたします。 

  以上をもって、平成21年度一般会計予算の大綱質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第22号 平成21年度東伊豆町一般会計予算につい

ては、６人の委員で構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 異議なしと認めます。よって、議案第22号については、６人の委員で構成する一般会

計予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計予算審査特別委員会の委員の選任については、委員

会条例第７条第１項の規定により、お手元に配りました名簿のとおり指名したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。したがって、一般会計予算審査特別委員会の委員は、お手元

に配りました名簿のとおり選任することに決定しました。 

  ただいま一般会計予算審査特別委員会に付託いたしました議案第22号については、会議規則第46条第１項

の規定により、来る３月25日までに審査を終え、報告できるよう期限をつけたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、一般会計予算審査特別委員会において来る３月25

日までに審査を終え、報告できるように期限をつけることに決定しました。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第２３号 平成２１年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算 

◎日程第３ 議案第２４号 平成２１年度東伊豆町老人保健医療特別会計予算 

◎日程第４ 議案第２５号 平成２１年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算 

◎日程第５ 議案第２６号 平成２１年度東伊豆町介護保険特別会計予算 



◎日程第６ 議案第２７号 平成２１年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

◎日程第７ 議案第２８号 平成２１年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算 

◎日程第８ 議案第２９号 平成２１年度東伊豆町水道事業会計予算 

○議長（八代善行君） 日程第２ 議案第23号 平成21年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算、日程第３ 

議案第24号 平成21年度東伊豆町老人保健医療特別会計予算、日程第４ 議案第25号 平成21年度東伊豆町

後期高齢者医療特別会計予算、日程第５ 議案第26号 平成21年度東伊豆町介護保険特別会計予算、日程第

６ 議案第27号 平成21年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算、日程第７ 議案第28号 平成21年度東伊豆

町風力発電事業特別会計予算、日程第８ 議案第29号 平成21年度東伊豆町水道事業会計予算を一括議題と

いたします。 

  これより大綱質疑に入ります。 

  14番、山田議員。 

  山田議員の大綱質疑を許します。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 大綱質疑につきましては、２点についてお伺いをしたいと思います。 

  まず、１点目は、議案第28号の風力発電事業特別会計でございます。その中で、１款の電気事業管理費の

中で町がいろんなセミナー等、また風力発電立地市町村協議会等参加するという経費が盛られているわけで

ありますが、風力発電についてどういう立場で参加されるのか、この点について、１点お伺いをしていきた

いと思います。 

  ２点目に、議案第29号 水道事業会計について、水道事業費用、営業費の中でとりわけ21年度中心的な課

題となります基本計画策定という事業、この調査内容についてはどういう内容となるのか、それに関連して

いるんですが、水道料金の改定審議会等で示されました浄水場の改修工事で36億、新設で49億というふうな

ことが今まで行政的にはありました。それぞれの事業が実施した場合、水道料金はどれくらいの値上げが見

込まれるのか、こういう点で、これは調査内容に関連してくるものですから、ぜひ内容をお聞かせいただき

たいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（八代善行君） 順次答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第１問の風力発電事業特別会計の電気事業管理費、風力発電について、ど

ういう立場で参加するのかにつきましてお答えいたします。 



  風力発電事業特別会計予算、１款電気事業費、１項電気事業管理費の１目一般管理費、19節負担金補助及

び交付金８万2,000円の予算計上をしてございますが、そのうち風力発電推進市町村全国協議会費２万円に

つきましては、地球規模での環境保全や地球温暖化問題に取り組む自治体として会員となっていることは御

案内のとおりでございます。 

  協議会の目的でありますエネルギー需要の増大と資源の枯渇問題に対応するため、再生可能なクリーンエ

ネルギーである風力発電の開発研究及び利用普及を総合的に促進し、地域環境と地域振興に寄与する目的が

ございます。 

  また、特に風力発電施設を有する自治体といたしましては、全国の自治体や研究開発機関との情報交換は

大変重要で意義あるものと受けとめております。 

  今や、日々マスコミ等でも報道されておりますように、地球環境を維持し保護に努めることは、現代人の

１人１人が何をすべきか何ができるのかを考え行動に移すことが重要なことと認識しております。 

  その他、シンポジウム等参加負担金６万2,000円につきましても、職員の知識の向上と情報ネットワーク

化による交流を図る目的で予算化しております。 

  このようなことから、自治体職員の意識改革を図る意義も含めて、今年度におきましても可能な限りにお

いて積極的に研修等に参加させてまいりたいと考えておりますので、議員各位の御理解を賜りたいと存じま

す。 

  次に、第２問、水道事業に対し２点の質問がされていますので、順次回答をいたします。 

  まず１点目、基本計画の調査内容はにお答えいたします。 

  基本計画の策定につきましては、山本議員の一般質問の中でも答弁したように、主要施設が更新期を迎え、

さらに景気動向の悪化により給水戸数及び使用水量は減少傾向となるなど、水道事業は節目の時期を迎えて

います。しかし、考えようによっては今後の企業経営を見直すには大変よい時期とも考えますので、水道事

業全般にハード、ソフト両面にわたり調査検討を実施し、水道事業が新たな段階に進むための指針とし、基

本計画の策定することといたしました。 

  したがって、調査内容は施設整備計画から経営分析など多岐にわたるものと考えますし、専門コンサルタ

ントによるものとなりますので、あらゆる疑問等について、専門家の知恵を活用していきたいと考えており

ます。基本計画の策定においては、白田浄水場の整備計画は大きなウエートを占めるものと考えます。半世

紀に一度の専門的知識の必要な大事業となりますので、原点に戻り施設の整備方法のみならず施設の管理運

営面などについて、さまざまなケースについて比較検討を実施したいと考えております。 

  次に、２点目、料金改定審議会に示され、改修36億円、新設49億円で、それぞれ事業が実施した場合、水

道料金はどれぐらいの値上げが見込まれるかについてお答えいたします。 



  山田議員には、料金改定審議会委員として御苦労をいただき、平成19年６月から18.8％の料金改定をいた

したところであり、審議会での経過はよく御存じのことと思います。審議会でも白田浄水場の整備が料金改

定に与える影響が大きいことから、さまざまな議論が交わされたことは承知しておりますので、細かな試算

値は申し上げる必要がないと考えます。委員会では、７億円規模の予算になると四、五年後には50から60％

値上げが必要になるとし、当面の赤字懸念の払拭と大規模事業への資金留保を目的とし、暫定的に18.8％の

料金改定にとどめたと理解しております。 

  これを踏まえ、施設改修36億円と施設新設49億円における推計をしたところ、改修で50％、新設で70％の

改定が必要と考えられます。当然、既に改定を実施した18.8％の改定内容を加味しての推計となっておりま

す。 

  いずれにいたしましても、使用者の皆さんに負担が及ぶ事業でありますので、負担の軽減を第一として考

えてまいりたいと考えております。 

  山本議員の一般質問でも申し上げた事業費抑制効果が望める設計・施工のプロポーザル方式の検討など、

多方面から調査検討を基本計画の一環として専門家の知恵をかりながら、よりよい方法を模索していきたい

と考えております。 

○議長（八代善行君） 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、まず風力発電の問題なんですが、私は今の点でいえば、多少不満な点がまず

ありますね。というのは、昨年の６月に町長とここの議場でのやりとりで、例えば今の町の風車ではそうい

う問題はなかったんだけれども、現状、熱川の中で、町長はそれは被害という言葉が適切かどうかというこ

とにはあれがあるようですけれども、しかし、住んでいる人たちがやっぱり体調に異変があって苦情が生ま

れるという事態があるということについてはそうだと思うんですね。これは新聞報道にもされているわけだ

から。そういうことも含めて町もやっぱり三者協議会等の場を持って話し合いの場を提供しているという経

過があるわけですね。 

  そのことから、町長はそのときも、やっぱり基本的に、僕もそれはそう思うんですけれども、騒音であっ

たり、低周波といわれるものについても、やっぱり実態が我々市町村ではどうしようもないものがあるわけ

ですよ。これは、やっぱり風力発電の市町村協議会等でも問題を提起をしたいよということを、６月のとき

にしているわけ。だから、やっぱりこれは、町長、先ほど言われたように、そういう全国のシンポジウムや

いろんな形の中で東伊豆町の今、役割として、当然売電収益が一定の町の財政に寄与している面や、それを

持ったことによって環境教育をしていたりとかいうメリット部分も主張されることは当然なんだけれども、

しかし同時に現状で解決されない問題があって、そういう問題を抱えていかないと、これを解消していかな



ければ、日本の風力発電自体、今後やっぱり普及をしていくということについては、いかないわけですから。 

  もし先ほどの答弁にあったように本当に風力全体を普及していこうということであれば、そういう市町全

体が、今東伊豆町で起こっているようなこと日本中で幾つか起きているわけですから。これは、この間やっ

ているとおり大型化による弊害があるわけですよ。だから、やらなきゃならない。 

  非常に町長、そういう中でこれは腹立たしい例ですが、経済産業省の外郭団体であります資源エネルギー

機構、いわゆるＮＥＤＯなんですが、2008年度に風力発電導入のガイドブックを改訂版を出したんですね。

一番問題は、この101ページというところに風力出力800キロワット、ハブ高50メートルで200メートルのと

ころが45デシベルだから、それ以外のところは影響ないよということを国がいまだにやっているんですよ。

国は今、1,000キロワットを下回るような風車なんて建設させていないんですよ。1,000キロワット、1,500

キロワットの風車を立てさせているわけです。片方でこういうことをやっている。 

  だから、我が町としてそれなりの実績を持っているわけだから、当然、町の風車であれ、町内にある民間

の風車であれ、メリットとして貢献しているものと、やっぱりそこに生じているデメリットの双方を的確に

こういう機会をとらえて情報交換をして、主張をし、また本当に利用促進をしようというんであれば、こう

いう問題において国が積極的な役割を果たすということを本当に訴えていかなければいけないということ

だと、私は認識をしておりますので、そういう角度からぜひ御検討をいただく必要があるんじゃないかと思

います。それを費用が足りないというんであれば、もっとつければいいということになるんだろうと思いま

すね。 

  ２つ目に、水道事業の問題なんですが、町長、先ほど触れられましたけれども、本当に前回の水道料金の

改定の審議会で本当に私も苦しい思いをしました。反省もしました。バブルであったということもあるんだ

けれども、安全な水道を確保しようということで５次拡張をやってきました。結果として、それがやっぱり

現状では過大な設備ということになり、減価償却等を引き上げて、ここの経費がやっぱり水道料金を大きく

値上げする要因であったと。当然、利用が減少したということもあるんですけれども、そういう点では本当

に勉強させられ、また反省をさせられた審議会だったんです。 

  そこでの問題が１つと、先ほど町長もちょっと触れられましたけれども、私、一方で湊病院で、この間、

町長同席の中で御報告もさせていただきましたけれども、自治体病院のコンサルタントなんというものが１

ベッド3,200万かかるよといって暗礁に乗り上げたような湊病院の問題も現在総務省の公営企業コンサルタ

ント等をしている、アドバイザー等をしている長さんや遠藤さんあたりがいらっしゃって、全く別の道を示

していただいて前進をしたと。こういうやっぱり２つの経験があるわけです。 

  そうしますと、まずやっぱり、町長、この使い方の中で、本当にコンサルタントを入れるとか、いろんな

調査会社を入れるというやり方が、調査の仕方として本当にいいのかどうかと。例えば、湊病院の問題なん



かもそうだったじゃないですか。コンサルタントを入れたからおかしくなっちゃったと。例えば、遠藤先生

なんかも、長先生もいらっしゃるかと思いますけれども、今度また湊病院の指定管理者の選考委員会等でま

た南伊豆へいらっしゃるわけですから、両方ともそういう公営企業のアドバイザーですから、率直にやっぱ

りそういう点では御意見をいただくと。そういう中で、例えばプロポーザルをやろうなんということが中心

に、例えばあれは何もコンサルタント会社に、例えば下水道何とか会社とか、何とか機構なんというところ

へ委託をしなくたって、そんな費用を使わなくたってやれるわけですよ。かえって、そのかわり町長であれ、

また職員であれ、また我々議員も新しいやり方について勉強しなきゃいけないけれども、そういうやっぱり

やり方が一つあるんだろうと。だから、調査の仕方もこれはどういう形が一番いいのかなという問題がある

わけですね。 

  ２つ目は、本当は関係ないと怒られるかなと思ったんですけれども、さっきの39億、45億の問題でいくと、

本当にやっぱり新設と改修とで料金の改定に大きな差が出てくるわけですから、ここの調査をして計画を決

めるこの段階で、できれば35億なんというんではなくて、もっと25億、20億とかという形に圧縮できれば、

50％の値上げを30％に抑えることができる。そのやり方はどうしたらできるのかと、こういうやっぱり問題

になってくるわけで、そうしますと、町長、昨年、国のほうですけれども国土交通省あたりは、先ほど町長

も言われましたプロポーザルみたいな設計、施工を一括発注というようなこともあるけれども、詳細設計つ

き施工発注方式だとか、本体設備一括発注方式、国の方もやっぱりこういう特殊な工事については多様な発

注について研究しなさいということを、各地方道路整備局等々に通達も出して多様なものがあるわけです。 

  今までのような、いえば県の積算表を使って通常の設計をして通常の入札をすれば36億だ40何億だとなる

もんですけれども、やっぱり全く別な形を含めて模索するというぐらいのことを今、考えていく時期なので、

今回のこの水道事業の調査をというのは、その仕方も内容も非常に重要でないかなと思いますし、そういう

点では、もし今までの県の積算表をやって通常の設計をやっていくならいいけれども、そうじゃない方向を

町長もお考えであるならば、例えばやっぱり議会でも一緒に特別委員会を設けたりなんていうことも含めて、

そんな必要性もあるのかなと私は考えたりするんですよ。 

  そういう点を町長の答弁も伺いたいわけですし、特別委員会等でも十分にこの点を御検討をして協議をし

ていただいて、一つの結論を出していただけると大変この時期重要ではないかというふうに、私は考えてお

りますがいかがでしょうか。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点目の風力の関係、前回、山田議員から指摘されました、これすぐに私はち

ょうどそのシンポジウム出席できなかったもんで、担当職員がこういうことがあったから、騒音に関してと

かいろんなことはどのようなことかということで、皆さんどのように対応するかと投げかけました。まだそ



の答え返ってきていませんけれども、また今年やるもんで、今年は私出席できるもんで、その各自治体の対

応についてはまた皆さん方に言えると思います。ただ一応、山田議員が言ったように、この風力の協議会、

そういう問題点、東伊豆町における問題点はもう投げかけてあることだけは御承知しておいてもらいたいと

思います。 

  次に、水道事業会計、これ本当、先ほど言ったように受益者に対する負担が一番軽い方法でやっぱり町と

してやらなきゃならないと、そういう中で、今プロポーザル、これも一つの方法でございます。現に今治市

なんかその方向でやっているようなことも聞いておりますもんで、いろいろ検討しながら、ひとつ町民に一

番負担のかからない方法、このような方法でやっていきたいと考えています。 

  そういう中で、また議会の皆さんと相談したり、一般の人も、それ含めた中でまた検討していきたいと考

え、自分の頭の中ではそういう考えでいますもんで、御理解願いたいと思います。 

○議長（八代善行君） 以上で、14番、山田議員の大綱質疑を終結いたします。 

  以上をもって、平成21年度特別会計予算の大綱質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。議案第23号 平成21年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算、議案第24号 平成21

年度東伊豆町老人保健医療特別会計予算、議案第25号 平成21年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、

議案第26号 平成21年度東伊豆町介護保険特別会計予算、議案第27号 平成21年度東伊豆町稲取財産区特別

会計予算、議案第28号 平成21年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算、議案第29号 平成21年度東伊豆町

水道事業会計予算は、６人の委員で構成する特別会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査を

することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、議案第23号、議案第24号、議案第25号、議案第26

号、議案第27号、議案第28号、議案第29号については、６人の委員で構成する特別会計予算審査特別委員会

を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

  お諮りいたします。ただいま設置されました特別会計予算審査特別委員会の委員の選任については、委員

会条例第７条第１項の規定によって、お手元に配りました名簿のとおり指名したいと思います。御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。したがって、特別会計予算審査特別委員会の委員はお手元に

配りました名簿のとおり選任することに決定しました。 

  ただいま特別会計予算審査特別委員会に付託いたしました議案第23号、議案第24号、議案第25号、議案第

26号、議案第27号、議案第28号、議案第29号については、会議規則第46条第１項の規定により、来る３月25



日までに審査を終え、報告できるよう期限をつけたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、特別会計予算審査特別委員会において、来る３月25

日までに審査を終え、報告できるように期限をつけることに決定しました。 

  なお、委員会室として、一般会計予算審査特別委員会には大会議室を、特別会計予算審査特別委員会には

第一委員会室をそれぞれ充ててあります。 

  お諮りします。特別委員会審査のため、３月14日から３月24日までの11日間を休会としたいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。したがって、３月14日から３月24日までの11日間を休会とす

ることに決定しました。 

  委員会を開き、付託案件の審査をお願いします。 

  来る３月25日には、午前９時30分から本会議を開き、委員長の報告を求め、質疑・討論並びに採決を行い

ます。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（八代善行君） 本日はこれにて散会いたします。 

 

散会 午後 １時５３分 
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開議 午前９時２９分 

 

◎開議の宣告 

○議長（八代善行君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成21年東伊豆町議会第１回定例会第16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。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○議長（八代善行君） 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２２号 平成２１年度東伊豆町一般会計予算 

○議長（八代善行君） 日程第１ 議案第22号 平成22年度東伊豆町一般会計予算を議題といたします。 

  一般会計予算審査特別委員長の報告を求めます。 

  １番、内山議員。 

（１番 内山愼一君登壇） 

○１番（内山愼一君） それでは、平成21年３月25日。東伊豆町議会議長八代善行様。一般会計予算審査特別

委員会委員長、内山愼一。 

  一般会計予算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したから会議規則第77条の規定により報告します。 

  事件の番号・件名、議案第22号 平成21年度東伊豆町一般会計予算。審査の結果、原案可決。 

  一般会計予算審査特別委員会に付託された、議案第22号 平成21年度東伊豆町一般会計予算 歳入歳出全

部について、審議の対象となったものを重点的に報告します。 

  会議等のものは省きます。３ページまで省きます。 

  第２、審査の要旨。 



  平成21年度東伊豆町一般会計予算。 

  概要について。 

  平成21年度の一般会計予算総額43億8,000万円は、平成20年度当初予算総額に比べ6,200万円（1.44％）の

増であり、歳入では自主財源が26億4,471万8,000円（60.4％）、依存財源が17億3,528万2,000円（39.6％）

である。歳出では人件費、扶助費、公債費の義務的経費が21億1,842万8,000円（48.4％）、物件費が５億9,617

万5,000円（13.6％）、維持補修費が2,802万9,000円（0.6％）、補助費等が９億7,236万1,000円（22.2％）

で経常的経費の総額は37億1,499万3,000円（84.8％）となっている。また、普通建設事業費、災害復旧費な

どの投資的経費は３億627万4,000円である。 

  施政方針でも、深刻な経済状況により町税の伸びは見込めず、今後も非常に厳しい財政状態が続くことは

必至であり、徹底した事務事業の見直しや財源確保が重要な課題であると述べているように、現状の財政等

を認識し、また住民にも御理解をいただき、この苦境を乗り越えるため、適切な予算執行を望むものである。 

  １、歳入。 

  １款町税。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①個人町民税の算出根拠は、個人総所得より算出しており、算出に当たっては現状の経済不況や団塊世代

の退職者の減少を勘案した中で予算計上した。 

  ②法人町県民税の算出根拠は、平成20年度から29社減となったことにより、税割額は経済状況を考慮し前

年度より163万9,000円の減としたが、均等割の８号法人が２社増えたことにより前年度より110万6,000円の

増となることも踏まえた予算計上とした。 

  ③固定資産税予算計上について、平成21年度は評価替えとなる。土地は、平成20年度の課税標準額255億

2,218万6,000円を見込み、過去３カ年の下落率の平均97.2％と税率を乗じた内容である。償却資産は、過去

３カ年の課税標準に下落率の平均99％と税率を乗じ、さらに免税点を減じて算出している。家屋は、評価替

えによる減価額と新築家屋分を考慮し算出した内容である。 

  ④固定資産税の大幅な減が想定される中での予算計上は、税務課で綿密な試算のもとで予算要求し、さら

に総計予算主義にのっとり、１年間に入る見込みの収納率を考慮した上で計上している。現下の経済環境で

は、大手旅館やホテル等の固定資産税が中心となるので、収納率が上がらない場合は、大変厳しい状況にな

る。反面、交付税においては、算定基準が収納率ではなく調定ベースでなされることにより、基準財政収入

額が減となるため、交付税は増の要因となる。いずれにしても、財政調整基金が３億数千万円程度では、大

幅な予算割れを補てんするには、大変厳しいことは否めない。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 



  ①歳入欠陥に影響を及ぼすような大きな滞納が生じた場合の収納対策について。 

  ２款から10款まで、特筆事項なし。 

  11款地方交付税。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①特別交付税の内容と近隣市町の状況は、交付税総額の６％が特別交付税として交付され、普通交付税で

措置されない個別、緊急の財源需要（地震、台風等自然災害による被害）さらに合併関係経費等に対する財

源不足額に見合いの額が算定され交付される。また、頑張る地方応援プログラムの3,000万円も同様に算定

項目となっており、予算額の１億円にその分を組み入れてある。算定に特殊要因はあるが、近隣市町におい

ても特別交付税の予算計上がなされているのが現状である。財政状況にもよるが、過大な計上を避けること

は必要である。 

  12款、13款、特筆事項なし。 

  14款使用料及び手数料。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①上野墓園永代使用料の内容及び管理は、１区画６万円で２区画分を計上しているが、年度途中に返還が

あった場合は、その都度補正していく。なお、管理料を徴収しての管理方法等は今後の検討課題である。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①会館等使用料の内容について。 

  ②道路使用料の内容について。 

  ③電算化に伴う戸籍住民手数料の改定について。 

  15款国庫支出金。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①妊婦健康診査支援事業費補助金の対象と負担割合は、妊婦健診９回分を補助対象とし、このうち国が２

分の１を平成22年度まで負担する。 

  16款県支出金。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①子育て支援拠点事業補助金の内容は、稲取保育園が、父母の子育て等に関する悩み事相談と児童の情操

教育としての農園事業等を実施している。 

  ②奈良本商店会街路灯整備事業補助金の内容は、県の「いきいき商店街づくり事業」の施設整備事業で、

総額1,386万2,000円を県・町・奈良本商店会がそれぞれ３分の１負担し、街路灯86基を整備するものである。

なお、今回の整備で「ＬＥＤ」電球を使用するため町及び地元商店会の電気代負担の減が見込まれる。 



  ③電源立地地域対策交付金の内容は、発電所所在地市町村に対する交付金である。該当地は、白田の東京

発電（株）の水力発電で、水路改修の財源となっている。平成21年度は、白田の矢崎水路の改修を計画して

いる。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①乳幼児医療費助成事業補助金の内容及び負担割合について。 

  ②放課後児童健全育成事業費等補助金の内容について。 

  17款財産収入。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①土地売払収入の内容は、県道稲取港線整備事業に伴う稲取小学校グラウンドの土地売払収入で、用地面

積は686.03平米である。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①加森観光貸付分の契約内容と前年対比について。 

  18款から20款まで、特筆事項なし。 

  21款諸収入。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①育英奨学金貸付返還金の内容は、対象者は21名である。なお、平成19年度より貸し付けは中止している。 

  ②観光宣伝ＣＤ売払収入の内容は、平成20年度に3,000枚購入し、その内2,000枚を販売している永井裕子

のＣＤで、現在の売上枚数は445枚で平成21年度も販売していくため計上している。 

  ③グリーンバンク事業助成金の内容とさくらテングス病及び松くい虫対策事業の今後の継続性は、クロス

カントリーコース植栽工事として桜の植栽を1,030万8,000円で行う。また優良景観樹木保全事業として、さ

くらテングス病害対策事業に事業費340万円の内２分の１の170万円を、松くい虫防除事業として、地上散布

を7.5ヘクタールに対し実施する事業193万3,000円の内２分の１の96万6,000円を助成する内容である。今後

も継続することとなる。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①県道稲取港線工事公共施設等弁償金の内容について。 

  ③建物等物件弁償金の内容について。 

  22款町債。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①固定資産税などの大幅な減など、ことし１年で状況が大きく変わっていくことが予想される中、新規事

業もよほどのもの以外は抑制していかなければならず、将来にわたる財政の硬直化の危険性は、繰越明許事



業を含めたことしの起債発行予定額４億5,180万円のうち、２億6,800万円は、交付税算入で100％ある臨時

財政対策債であり、その他の事業は、通常ベースでかなり減っている。今後は、歳入に応じた財政運営を図

っていく。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①平成21年度予算のように償還額よりも起債額のほうが小さくなる状況について。 

  ２、歳出。 

  １款、特筆事項なし。 

  ２款総務費。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①町制50周年記念事業の講師謝礼及び自動車等借上料の内容は、記念講演の日程は10月か11月を予定して

いるが、講師が未定であるため謝礼については、上限の金額として計上してある。また、自動車等借上料は、

クロスカントリーコース内の記念植樹のため、中学生を含めたバス５台分の借上料である。さらに、稲取中

学校で記念講演を開催するため、熱川中学校の送迎用バス４台分を計上している。なお、単価は１台につき、

７万3,500円である。 

  ②温泉井揚湯試験委託料の内容は、平成16年に土地開発基金で購入した土地の中に鉱泉地があり、将来的

な活用を考え、揚湯調査を依頼するための委託料である。 

  ③まちづくり推進事業の会議内容や協議結果等が公表されていない。町長は、実施可能なものから順次取

り入れていくと説明しているが、中間的報告や会議の一般公開は、１年間テーマに基づいて意見を求めてき

た。マスコミ報道や一般公開を行うと積極的な意見交換が図られないこともあり控えてきた。今年度からは、

紙面やホームページ等を利用し協議の概要を公表できる方法を検討していく。 

  ④一部事務組合が新規事業に備えるための基金積立措置の考えは、東河環境センターは決算余剰金を両町

に戻していたが、平成20年度からは財政調整基金へ積み立てるように予算措置している。また、剰余金を繰

り戻さずに基金を積み立てる方法が好ましいが、構成市町の考え方もあるので、その中で検討していく。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①職員研修実施事業のさらなる充実について。 

  ②細野高原維持管理事業補助金の内容と今後の取り扱いについて。 

  ③源泉揚湯管取替工事の内容について。 

  ④出会い創出事業の実施内容について。 

  ⑤住宅用太陽光発電システム設置費補助金の補助内容について。 

  ⑥町税過誤納還付金の内容について。 



  ⑦選挙開票事務のスピード化を踏まえた予算措置について。 

  ３款民生費。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①天竜厚生会浜名寮施設改築整備補助金の内容は、当町から１名入所している浜松市内の障害者支援施設

が、施設の老朽化により大規模改修を実施するための補助金である。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①ひとり暮らし老人緊急通報システム整備工事の設置数について。 

  ②シルバー人材センター運営費補助金の内容について。 

  ③いきいきセンター業務委託料の内容について。 

  ４款衛生費。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①妊婦健康診査委託料の内容は、国の財政措置を受け、安心して子供を産み育てることができるようにす

るため、健診14回80名分を計上している。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①合併処理浄化槽設置の進捗状況について。 

  ②資源ごみ回収謝礼と資源ごみ回収事業補助金の内容について。 

  ５款農林水産業費。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①漁業振興費補助金の内容と放流の効果は、稲取漁港分として、種苗放流事業124万円、青年部漁業再開

発事業50万円、置きジラ設置事業20万円、水産祭り補助金７万6,000円、磯根漁場管理事業６万3,000円、東

伊豆地区広域型増殖栽培漁業推進事業５万円、沿岸漁業漁場整備事業10万円、その他として大川地区におけ

るアマゴ放流事業及び禁止区域巡視事業40万円、内水面漁業整備事業144万4,000円、総額で407万3,000円と

なっている。アワビとイセエビの種苗放流による効果は、漁獲量からも効果があると考えている。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①産業関係舗装用生コン代の量について。 

  ６款商工費。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①観光宣伝用ＤＶＤ制作委託料の内容は、100枚作成し、観光ＰＲまたは視察団体や視察先に当町をＰＲ

するため活用する。 

  ②町観光協会補助金が増となった要因は、緊急誘客対策事業のために、500万円を増額補助するものであ



る。なお、この増額分に町観光協会の予算300万円と基金200万円を合わせ、総額1,000万円とし、緊急誘客

対策事業を計画している。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①町民ゴルフ大会運営委託料と利用税の整合性について。 

  ②誘客宣伝特別対策諸費の内容について。 

  ③電飾看板掲出委託料の設置場所について。 

  ④海浜プール補修工事の内容について。 

  ⑤静岡空港に対する誘客対策の予算計上について。 

  ７款土木費。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①町道全般維持補修工事の内容は、丸山線排水溝維持工事、稲取地区舗装補修工事、城東地区舗装補修工

事、ガードレール補修工事、新白田トンネル照明灯補修工事等を予定している。 

  ②湯ヶ岡赤川線改良工事の内容と今後の見通しは、現在、豊樹園病院の交差点前250メートルまで完了し

ている。道路新設工事は県で行うが舗装工事は町で行うことになるので、平成21年度は130メートル程度の

補修工事を予定している。今後の見通しは、現在、豊樹園病院入り口まで工事完了しているが、この進捗状

況では完了まで２年かかると予想される。さらに橋の建設が必要で事業が膨大になることから、県から現状

での延長を進めることが困難なため、現実的な対策として、大川区側より危険な箇所から改良していくこと

を検討している。 

  ③町営住宅維持管理事業の修繕料が増となった要因は、退去により空室となった部屋の使用状況が悪く、

悪臭等を取り除くための修繕である。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①修繕料の内容について。 

  ②道路管理委託料の内容について。 

  ③用地取得費の内容について。 

  ④藤三払１号線改良工事の内容について。 

  ８款消防費。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①高規格救急自動車の内容は、現在使用している高規格救急車が走行距離20万キロを超えており、救急搬

送に支障を来すことから新たに購入するものである。 

  ②行政無線等非常通信設備維持管理事業の移動系行政無線購入費の内容は、現在、使用している行政無線



の故障等による10台を買い換える内容である。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①消防団の現状と問題点について。 

  ②消防団員等公務災害補償掛金の内容について。 

  ③町道湯ヶ岡赤川線消火栓新設工事の内容について。 

  ④防災施設維持管理事業の短管パイプ等の内容について。 

  ９款教育費。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①雇人料の内容は、稲取小学校の特別支援員講師１名（普通学級）と英語教育支援員講師１名、熱川小学

校の特別支援員講師２名と英語教育支援員講師１名、臨時用務員１名が計上している。 

  ②旧幼稚園アスベスト含有調査手数料の内容は、平成22年に解体を予定してのアスベスト含有調査である。 

  ③稲取灯台おもいで話・東伊豆町のうたＣＤ化事業の内容は、町制50周年事業の一環として、昔から伝わ

る「稲取灯台おもいで話」と「東伊豆町のうた」がテープで保存されているため、それらをＣＤ化し、各100

枚作成する予定である。今後、訪問者に対する記念品として利用する。 

  ④基金積立金の内容は、平成21年度における育英奨学金貸付金返済対象者21名の返還金391万8,000円を育

英奨学基金へ積み立てるものである。なお、平成20年度末の基金残高は3,323万4,000円の見込みである。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①教育資金利子補給補助金の内容について。 

  ②児童交流補助金の内容について。 

  ③図書・資料等備品の内容について。 

  ④町立小中学校児童生徒給食費補助金の内容について。 

  ⑤幼稚園、小学校、中学校の冷暖房機の設置状況と今後の設置計画について。 

  10款、災害復旧費。 

  事項なし。 

  11款公債費。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①公債費の償還において低利への借り換えは、借り換えができるのは、利率6.0％以上の起債残高からで、

現在借り入れている起債は、359万9,000円（7.0％超）であるが、借り換えのメリットがないため実施して

いない。なお、起債残高の90％以上が借入利率2.5％以下の低利である。 

  12款予備費。 



  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①予備費の予算計上は、自治法上で必ず設けなければならないが、額についての細かな規定はなく、財政

規模を考慮し均衡を阻害しない金額を計上している。 

  以上のとおり、本委員会での主な質疑の対象となった事項と全会一致で原案を可決すべきものと決定した

ことを報告します。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） これより、一般会計予算審査特別委員長に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第22号 平成21年度東伊豆町一般会計予算を採決

いたします。 

  本案は一般会計予算審査特別委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、議案第22号 平成21年度東伊豆町一般会計予算は、

一般会計予算審査特別委員長の報告のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第２３号 平成２１年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算 

◎日程第３ 議案第２４号 平成２１年度東伊豆町老人保健医療特別会計予算 

◎日程第４ 議案第２５号 平成２１年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算 

◎日程第５ 議案第２６号 平成２１年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

◎日程第６ 議案第２７号 平成２１年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

◎日程第７ 議案第２８号 平成２１年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算 

◎日程第８ 議案第２９号 平成２１年度東伊豆町水道事業会計予算 

○議長（八代善行君） 日程第２ 議案第23号 平成21年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算、日程第３ 議

案第24号 平成21年度東伊豆町老人保健医療特別会計予算、日程第４ 議案第25 平成21年度東伊豆町後期



高齢者医療特別会計予算、日程第５ 議案第26号 平成21年度東伊豆町介護保険特別会計予算、日程第６ 

議案第27号 平成21年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算、日程第７ 議案第28号 平成21年度東伊豆町風

力発電事業特別会計予算、日程第８ 議案第29号 平成21年度東伊豆町水道事業会計予算を一括議題といた

します。 

  特別会計予算審査特別委員長の報告を求めます。 

  10番。 

（１０番 山本鉄太郎君登壇） 

○１０番（山本鉄太郎君） 朗読をもって報告とさせていただきます。 

  平成21年３月25日。東伊豆町議会議長、八代善行様。特別会計予算審査特別委員会委員長、山本鉄太郎。 

  特別会計予算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したから会議規則第77条の規定により報告します。 

  記。 

  事件の件名・番号、審査の結果の順に御報告します。 

  議案第23号 平成21年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算、原案可決。議案第24号 平成21年度東伊豆

町老人保健医療特別会計予算、原案可決。議案第25 平成21年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、原

案可決。議案第26号 平成21年度東伊豆町介護保険特別会計予算、原案可決。議案第27号 平成21年度東伊

豆町稲取財産区特別会計予算、原案可決。議案第28号 平成21年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算、原

案可決。議案第29号 平成21年度東伊豆町水道事業会計予算、原案可決。 

  特別会計予算審査特別委員会に付託された１、議案第23号 平成21年度東伊豆町国民健康保険特別会計予

算、２、議案第24号 平成21年度東伊豆町老人保健医療特別会計予算、３、議案第25号 平成21年度東伊豆

町後期高齢者医療特別会計予算、４、議案第26号 平成21年度東伊豆町介護保険特別会計予算、５、議案第

27号 平成21年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算、６、議案第28号 平成21年度東伊豆町風力発電事業特

別会計予算、７、議案第29号 

 平成21年度東伊豆町水道事業会計予算について、質疑の対象となった主な事項を重点的に報告します。 

  次の会議回数、月日、場所、出欠委員のところは省かせていただきます。 

  ３ページからお願いします。 

  第２、質疑の要旨。 

  １、平成21年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算。 

  （１）平成21年度東伊豆町健康保険特別会計予算概要について。 

  平成21年度東伊豆町国民健康保険特別会計の予算総額は、21億6,569万円（前年対比99.4％）で、平成20



年度当初予算に比べて1,249万8,000円（0.6％）の減となっている。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 

  ①国民健康保険税が前年度と比較し、減額となった理由は。 

  後期高齢者への移行分などを含め積算したが、所得が６月に確定するので本算定で正確な数値を把握がで

きると思います。 

  ②予算収入を積算する中で、収納率はどのように考えたのか。 

  過去３年間の収納実績をもとに収納率向上を見込み、一般現年度分を91％に、滞納繰越分を12％に、退職

現年度分を97％、退職滞納繰越分を15％で予算計上した。 

  ③特定健康診査負担金の内容は。 

  町では特定健康診査等実施計画書を作成し、目標数値を定めている。平成20年度は目標受診率20％であっ

たが、平成21年度は31.25％で4,385人を見込んでいるため負担金が増えている。 

  ④趣旨普及費は。 

  保険証交換時にパンフレットを配布して、国民健康保険制度を理解していただいている。 

  （３）その他質疑の対象となった事項。 

  ①保険税の滞納状況について。 

  ②事業主健診との連携について。 

  ③滞納整理機構の成果について。 

  ④脳ドックへの補助金の検討について。 

  ⑤住民の疾病状況について。 

  ⑥加入世帯、被保険者の現状について。 

  ⑦高額医療費の状況について。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と附帯決議を付し、全会一致で原案を可決すするものと決定

したことを報告します。 

  附帯決議。 

  １、特定健康診査の対象者に対し、町広報、ホームページ、出前講座等で周知を図っているが、今後は、

区長等を通じ各区総会等でも周知に努め、正しい生活習慣に関する普及啓発等を行い、受診率の向上を図る

こと。 

  以上、よろしく御審議ください。 

○議長（八代善行君） これより、特別会計予算審査特別委員長の報告に対する質疑を行います。 

  最初に、議案第23号 平成21年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算の質疑に入ります。質疑ありません



か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第23号 平成21年度東伊豆町国民健康保険特別会

計予算を採決いたします。 

  本案は特別会計予算審査特別委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、議案第23号 平成21年度東伊豆町国民健康保険特別

会計は、特別会計予算審査特別委員長の報告のとおり可決されました。 

  引き続き報告を求めます。 

  10番。 

（１０番 山本鉄太郎君登壇） 

○１０番（山本鉄太郎君） ２、平成21年度東伊豆町老人保健医療特別会計予算。 

  （１）平成21年度東伊豆町老人保健医療特別会計予算概要について。 

  平成21年度東伊豆町老人保健医療特別会計の予算総額は、839万1,000円（前年対比5.5％）で、平成21年

度当初予算に比べて１億4,518万5,000円（94.5％）の減となっている。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 

  ①医療費交付金が減額となった理由は。 

  平成20年３月診療分で実質的な老人保健医療制度は終了し、平成21年度に計上した医療費交付金等は、平

成20年３月以前診療分の過誤等の精算分を見込んで計上したため大きな減額となっている。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と全会一致で原案を可決すべきものと決定したことを報告い

たします。 

○議長（八代善行君） 次に、議案第24号 平成21年度東伊豆町老人保健医療特別会計予算の質疑に入ります。

質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 



（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第24号 平成21年度東伊豆町老人保健医療特別会

計予算を採決いたします。 

  本案は特別会計予算審査特別委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、議案第24号 平成21年度東伊豆町老人保健医療特別

会計予算は、特別会計予算審査特別委員長の報告のとおり可決されました。 

  引き続き報告を求めます。 

  10番。 

（１０番 山本鉄太郎君登壇） 

○１０番（山本鉄太郎君） ３、平成21年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算。 

  （１）平成21年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算概要について。 

  平成21年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計の予算総額は、１億3,653万1,000円（前年度対比99.6％）で、

平成20年度当初予算に比べて52万5,000円（0.4％）の減となっている。医療制度改革により、平成20年度よ

り75歳以上を対象とし新設された独立した医療制度である。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 

  ①保険料収入が増額となった理由。 

  静岡県後期高齢者医療広域連合によるもので、税率も２年間変更がないため、後期高齢者医療に移行する

被保険者数が多くなっていることが要因である。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と全会一致で原案を可決すべきものと決定したことを報告い

たします。 

○議長（八代善行君） 議案第25号 平成21年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算の質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第25号 平成21年度東伊豆町後期高齢者医療特別



会計予算を採決いたします。 

  本案は特別会計予算審査特別委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、議案第25号 平成21年度東伊豆町後期高齢者医療特

別会計予算は、特別会計予算審査特別委員長の報告のとおり可決されました。 

  引き続き報告を求めます。 

  山本議員。 

（１０番 山本鉄太郎君登壇） 

○１０番（山本鉄太郎君） ４、平成21年度東伊豆町介護保険特別会計予算。 

  （１）平成21年度東伊豆町介護保険特別会計予算概要について。 

  平成21年度東伊豆町介護保険特別会計の予算総額は、11億5,613万9,000円（前年対比114.9％）で、平成

20年度当初予算総額に比べ１億5,029万1,000円（14.9％）の増となっている。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 

  ①予算のもととなった介護保険料の収納率はどうなっているのか。 

  現年度については特別徴収で100％、普通徴収で90％を見込んでいる。 

  ②介護保険料の滞納状況及び滞納者対策は。 

  滞納者については無年金者、生活困窮者等が多く、少額ながら毎月の給料日等に臨宅徴収を実施し、徴収

している。 

  ③保険料推計時おいて被保険者の見込み人数と所得階層はどうか。また、新介護保険料の改定は。 

  特別徴収3,776人、普通徴収826人で、所得階層ごとの人数は、第１段階166人（3.6％）、第２段階668人

（14.5％）、第３段階544人（11.8％）、第４段階1,470人（32％）、第５段階1,243人（27％）、第６段階

511人（11.1％）を見込んでおり、基準月額で4,370円、年額５万2,400円となり、１万400円の増額となる。 

  ④地域支援事業交付金の内容については。 

  包括的支援事業・任意事業に対する県補助金で法定負担率20.25％で、地域包括支援センターの人件費及

び任意事業の成年後見人制度分が主なものである。 

  （３）その他質疑の対象となった事項。 

  ①地域包括支援センターについて。 

  ②特別養護老人ホームの待機者について。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と全会一致で原案を可決すべきものと決定したことを報告い

たします。 



○議長（八代善行君） 議案第26号 平成21年度東伊豆町介護保険特別会計予算の質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

  14番。 

○１４番（山田直志君） 委員長に２点お伺いをしたいと思います。 

  １点目は、本予算は、保険料の値上げを含む予算になっているというふうに思うんですけれども、その額

は大変大きい額だったと思います。その辺の問題について報告書の中には対応等を触れていないというふう

に思うんですが、その辺についてどういう審議等がなされておったのかということを１点お伺いしたい。 

  ２点目は、給付において14.9％、大幅な伸びがあって、これがやっぱり値上げの原因にもなってるわけな

んですが、この部分について報告書の中には質疑等された形跡がないんですが、これらの問題点については

どのような質疑等がなされていたのか、その点について報告書に記載がないもんですからお伺いをしたいと

思います。 

○議長（八代善行君） 10番、山本議員。 

（１０番 山本鉄太郎君登壇） 

○１０番（山本鉄太郎君） １点目の値上げについては、これは補正予算等じゃなくて条例改正のときに議員

等々議論し、そのためうちのほうの委員会では余り審議はされませんでした。 

  それで、２点目は、給付の件に関しましても、申し訳ございませんけれども質疑の対象とならなかったこ

とで、御理解お願いします。 

○議長（八代善行君） 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第26号 平成21年度東伊豆町介護保険特別会計予

算を採決いたします。 

  本案は特別会計予算審査特別委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、議案第26号 平成21年度東伊豆町介護保険特別会計

予算は、特別会計予算審査特別委員長の報告のとおり可決されました。 

  引き続き報告を求めます。 



  10番、山本議員。 

（１０番 山本鉄太郎君登壇） 

○１０番（山本鉄太郎君） ５、平成21年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算。 

  （１）平成21年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算概要について。 

  平成21年度東伊豆町稲取財産区特別会計の予算総額は、193万9,000円（前年対比99.5％）で、平成20年度

当初予算総額に比べ１万円（0.5％）の減となった。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 

  ①歳入の稲取旅館組合土地貸付料、歳出の天草用地使用補償料の今後の取り扱いについて。 

  漁協の天草干し場用地の一部を稲取旅館組合に貸し付けているもので、その用地の補償料として伊豆漁

協・稲取支所に支払うものである。３カ年契約で、ことしの10月までの契約となっており、契約についても

金額を含めて見直しを検討する。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と全会一致で原案を可決すべきものと決定したことを報告い

たします。 

○議長（八代善行君） 議案第27号 平成21年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算の質疑に入ります。質疑あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第27号 平成21年度東伊豆町稲取財産区特別会計

予算を採決いたします。 

  本案は特別会計予算審査特別委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、議案第27号 平成21年度東伊豆町稲取財産区特別会

計予算は、特別会計予算審査特別委員長の報告のとおり可決されました。 

  引き続き報告を求めます。 

  山本議員。 

（１０番 山本鉄太郎君登壇） 

○１０番（山本鉄太郎君） ６、平成21年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算。 



  （１）平成21年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算概要について。 

  平成21年度東伊豆町風力発電事業特別会計の予算総額は、4,965万円（前年対比94.9％）で、平成20年度

当初予算総額に比べて265万円（5.1％）の減となっている。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 

  ①売電収入が前年度に比べ200万円減少している。今後の推移をどのように考えているか。 

  当初から風況調査をもとに予算計上してきたが、発電開始から５カ年を経過しているので、過去３カ年の

実績をもとに推計した。 

  ②売電収入を過去３年の実績で推計したようだが、風車の故障などは特殊要因として考慮しているのか。 

  過去５カ年のうち、売電量の多かった年と少なかった年を除く３カ年の売電量の平均が4,716万円である

ため、計上額は妥当と思われる。 

  ③将来的に風車施設を取り壊す場合には、その費用は基金で賄うのか。 

  基金設置の目的は、取り壊し時の準備資金のためではないが、伊東市内の風力発電施設の取り壊し費用か

ら推計して１基当たり1,500万円と見ている。その時点の財源に不足を生じることとなるので、基金を取り

崩して充当することとなる。 

  （３）その他質疑の対象となった事項。 

  ①故障等による停止の影響について。 

  ②基金繰入金の減額について。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と全会一致で原案を可決すべきものと決定したことを報告い

たします。 

○議長（八代善行君） 議案第28号 平成21年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算の質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第28号 平成21年度東伊豆町風力発電事業特別会

計予算を採決いたします。 

  本案は特別会計予算審査特別委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、議案第28号 平成21年度東伊豆町風力発電事業特別

会計予算は、特別会計予算審査特別委員長の報告のとおり可決されました。 

  引き続き報告を求めます。 

  山本議員。 

（１０番 山本鉄太郎君登壇） 

○１０番（山本鉄太郎君） ７、平成21年度東伊豆町水道事業会計予算。 

  （１）平成21年度東伊豆町水道事業会計予算概要について。 

  平成21年度水道事業会計は、業務の予定量において、給水戸数を6,509戸とし、年間総吸水量を358万立方

と見込んだものである。また、主な改良事業は、県道稲取港線配水管布設替工事、町道稲取片瀬線配水管布

設替工事ほかを予定している。 

  （２）質疑の対象となった事項。 

  ①簡易水道の現状及び未給水区域の解消計画は。 

  簡易水道は、公営簡易水道が大川地区、民営簡易水道は７カ所ある。未給水区域については、来年度に予

定している「基本計画」の中で検討する。 

  ②給水収益で上水道は減の一方、簡易水道は増となっている要因は何か。 

  予算推計は前年度実績をもとにしているが、観光関連の不況等を見込んで新年度予算を推計した。簡易水

道については、大川地区が観光の影響が少なく、実績も伸びていることから推計している。 

  ③企業債の償還計画及び未収金の推計と対応について。 

  企業債の未償還額は、平成20年度末見込みで約16億8,000万円で元利償還金は、平成26年度まで毎年度約

１億2,000万円、平成27年度からは約１億1,300万円に推移する。未収金については、３月末が納期限となっ

ているため、再振替者等の関係で一時的に相当の額が未収金となるが、実質では例年並みの推計をしている。

景気動向により収納が難しくなっているが、「平等性の確保」の面からも停水措置を強化し滞納防止策を引

き続き実施している。 

  ④浄水場整備等に着手すると、現在の企業債残高にさらに上乗せとなり、償還金が予算を圧迫することと

なるが対応策は考えているか。 

  企業債の発行により元利償還金が発生する以外にも、減価償却費の発生問題もある。施設完成による減価

償却費の発生のみでなく、旧施設に解体撤去費を含んだ除却費用が必要となり、営業費用で償還利子と減価

償却費の影響が大いに懸念される。このような状況から、使用者の負担軽減を図るために、事業費軽減効果

が期待される「プロポーザル方式」の導入も一つの選択肢として検討していきたい。 

  （３）その他質疑の対象となった事項。 



  ①白田浄水場計画の具体化について。 

  ②受託収入、雑収益の増額要因について。 

  ③簡易水道設備費、配水及び給水設備整備費について。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と全会一致で原案を可決すべきものと決定したことを報告い

たします。 

○議長（八代善行君） 議案第29号 平成21年度東伊豆町水道事業会計予算の質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第29号 平成21年度東伊豆町水道事業会計予算を

採決いたします。 

  本案は特別会計予算審査特別委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、議案第29号 平成21年度東伊豆町水道事業会計予算

は、特別会計予算審査特別委員長の報告のとおり可決されました。 

  ここで、10時50分まで休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時３９分 

 

再開 午前１０時５２分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 

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

 

◎日程第９ 議案第３０号 指定金融機関の指定について 

○議長（八代善行君） 日程第９ 議案第30号 指定金融機関の指定についてを議題といたします。 



  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました、議案第30号 東伊豆町指定金融機関の指定について。 

  地方自治法第235条第２項及び同法施行令第168条第２項の規定により、金融機関を指定し、東伊豆町の公

金の収納及び支払い事務を執り行わせるものとする。 

  現在の東伊豆町の指定金融機関である伊豆太陽農業協同組合の指定期間が、平成21年５月31日をもって満

了となるため、継続の打診をしたところ了承を得たので、平成21年６月１日から１年間業務を継続し、当町

の指定金融機関として指定するものであります。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  次に討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。これより議案第30号 指定金融機関の指定についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１０ 同意案第１号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任につい て 

○議長（八代善行君） 日程第10 同意案第１号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任についての同

意を求める件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 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 同意案第１号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任について。 



  下記の者を東伊豆町固定資産評価審査委員会委員に選任することについて、地方税法第423条第３項の規

定により、議会の同意を求めるものであります。 

  住所、賀茂郡東伊豆町奈良本1020番地。 

  氏名、野﨑元廣。 

  生年月日、昭和21年５月８日。 

  提案理由を申し上げます。 

  前任者が平成21年３月31日をもって任期満了となるため、新たに固定資産評価審査委員会委員を選任する

ものであります。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより同意案第１号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任についての同意を求める件を採決

いたします。 

  本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 

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

 

◎日程第１１ 陳情・要望書等の審査について 

○議長（八代善行君） 日程第11 陳情・要望書等の審査についてを議題といたします。 

  本件について審査を付託した総務経済常任委員長の報告を求めます。 

  ７番、西村議員。 

（７番 西村弘佐君登壇） 

○７番（西村弘佐君） 平成21年３月25日。東伊豆町議会議長、八代善行様。総務経済常任委員会委員長、西

村弘佐。 



  陳情・要望書等審査報告書。 

  本委員会に付託された陳情・要望書等を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第１項

の規定により報告します。 

  受理番号、付託年月日、件名、審査の結果で報告いたします。 

  294、平成21年３月10日、伊豆中央道及び修善寺道路の無料化を求める意見書、審査の結果、採択。 

  305、平成21年３月10日、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特

別措置に関する法律」の延長に関する意見書、採択。 

  331、平成21年３月10日、要望書「雇用促進住宅の廃止計画の前倒しを見直し、強制的な退去をやめるよ

う求める意見書」、採択。 

○議長（八代善行君） ただいま総務経済常任委員長より報告のありました陳情・要望書等審査報告書につい

て質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより陳情・要望書等の審査について採決いたします。 

  本件に対する委員長報告は採決であります。陳情・要望書等の審査については委員長の報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、陳情・要望書等の審査については委員長報告のとお

りと決しました。 

 

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

 

◎日程第１２ 意見書案第１号 伊豆中央道及び修善寺道路の無料化を求める意見 

               書について 

◎日程第１３ 意見書案第２号 「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整  備事業に

係 る 国 の 財 政 上 の 特 別 措 置 に 関 す る 法 

               律」の延長に関する意見書について 



◎日程第１４ 意見書案第３号 雇用促進住宅の廃止計画の前倒しを見直し、強制 

               的な退去をやめるように求める意見書について 

○議長（八代善行君） 日程第12 意見書案第１号 伊豆中央道及び修善寺道路の無料化を求める意見書につ

いて、日程第13 意見書案第２号 「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政

上の特別措置に関する法律」の延長に関する意見書について、日程第14 意見書案第３号 雇用促進住宅の

廃止計画の前倒しを見直し、強制的な退去をやめるように求める意見書についてを一括議題とします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。 

  ７番、西村議員。 

（７番 西村弘佐君登壇） 

○７番（西村弘佐君） 意見書案第１号 伊豆中央道及び修善寺道路の無料化を求める意見書について。 

  地方自治法第99条の規定により、国会及び関係行政庁に対し、伊豆中央道及び修善寺道路の無料化を求め

る意見書を別紙のとおり提出する。 

  平成21年３月25日提出。 

  東伊豆町議会議長、八代善行様。 

  提出者、東伊豆町議会議員、西村弘佐。 

  賛成者、東伊豆町議会議員、藤井廣明。 

  伊豆中央道及び修善寺道路の無料化を求める意見書（案）。 

  伊豆半島の中央部を南北に貫く国道136号・414号は、半島全体に通じる背骨的な役割を果たす幹線道路と

して、地元住民のみならず観光産業道路としても重要路線である。そのため、交通量も増大し、要衝となる

箇所では、激しい交通渋滞が慢性的に起きる状態であった。 

  この交通渋滞を緩和すべく昭和60年４月に伊豆中央道（約３キロ）が、平成10年３月には修善寺道路（約

５キロ）が開通し、伊豆中部のバイパスとして形成された。しかし、有料道路のため利用者は伸びず、特に

地元住民の生活用道路としての利用は少なく、期待された渋滞が緩和されない状況にある。 

  地方が疲弊していく今、これからは「定住自律圏構想」や「広域地方計画」などの地域間連携の仕組みの

もとで、地域活性化の取り組みを推進し、中心市と周辺市町が協定に基づき役割を分担し、相互に連携して

いく必要がある。伊豆地域においても、市町ごとに生活に必要な機能を確保して、その連携を密にしていく

ためにも、両道路の役割は重要である。 

  伊豆地域は、富士山静岡空港の開港により交流人口の増加が期待でき、交流車両の増加も予想される。両

道路の無料化は、観光地である伊豆半島全体の交通網をスムーズにするとともに、住民の日常生活に利便性

が増すことにより、消費動向や地域間への交流も活発になる。さらに、住民が自然に親しむ機会もふえ、生



活環境の向上との双方にその効果を期待できる。 

  上記の点からも、伊豆中央道及び修善寺道路の通行料金の早期無料化を強く要望する。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成21年３月25日。 

  静岡県東伊豆町議会。 

  意見書送付先につきましては記載のとおりでございます。 

  意見書案第２号 「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に

関する法律」の延長に関する意見書について。 

  地方自治法第99条の規定により、国会及び関係行政庁に対し、地震財特法の延長に関する意見書を別紙の

とおり提出する。 

  平成21年３月25日提出。 

  東伊豆町議会議長、八代善行様。 

  提出者、東伊豆町議会議員、西村弘佐。 

  賛成者、東伊豆町議会議員、藤井廣明。 

  「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の延

長に関する意見書（案）。 

  予想される東海地震に備えて、地震防災対策強化地域の関係地方公共団体は、地震対策緊急整備事業計画

に基づき、各般にわたる地震対策を鋭意講じているところである。 

  この計画は平成21年度末で期限切れを迎えるが、限られた期間内に緊急に整備すべき必要最小限の事業を

もって策定されていることから、今後実施すべき事業が数多く残されている。 

  また、近年の国内外における大地震により得られた教訓を踏まえ、公共施設の耐震化、津波防災施設・避

難地・避難路の整備、各種防災機材の整備等をより一層推進する必要が生じている。 

  したがって、東海地震による災害から地域住民の生命と財産の安全を確保するためには、地震対策緊急整

備事業計画の充実と期間の延長を図り、これらの事業を迅速かつ的確に実施することにより、地震対策の一

層の充実に努めていかなければならない。 

  よって国においては、地震対策緊急整備事業計画の根拠となっている「地震防災対策強化地域における地

震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の延長について、特段の配慮を求めるよう

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21年３月25日。 



  静岡県東伊豆町議会。 

  送付先につきましては添付のとおりでございます。 

  意見書案第３号 雇用促進住宅の廃止計画の前倒しを見直し、強制的な退去をやめるように求める意見書

について。 

  地方自治法第99条の規定により、国会及び関係行政庁に対し、雇用促進住宅の廃止計画の前倒しを見直し、

強制的な退去をやめるように求める意見書を別紙のとおり提出する。 

  平成21年３月25日提出。 

  東伊豆町議会議長、八代善行様。 

  提出者、東伊豆町議会議員、西村弘佐。 

  賛成者、東伊豆町議会議員、藤井廣明。 

  雇用促進住宅の廃止計画の前倒しを見直し、強制的な退去をやめるように求める意見書（案）。 

  雇用促進住宅は、労働者の地域間移動の円滑化を図ることを目的に設置された勤労者向け住宅です。東伊

豆町にも熱川宿舎（入居戸数40戸）があります。 

  平成11年に政府は、行政改革の名のもとに雇用促進住宅を「おおむね30年後に事業の終了」を行うことを

決めました。ところが、平成19年には15年間で譲渡・廃止をする方針に変更し、一昨年の12月には平成23

年度までに全住宅数の半分を前倒しして廃止することを閣議決定しました。 

  このことは、入居者の声を聞かず、また、現に入居者がいることを全く無視した強引な決定です。このよ

うなやり方に、入居者は驚き戸惑い、不安と怒りが広がっています。 

  ２月に開かれた入居者への説明会では、熱川宿舎でも３月末までに退去すれば保証金を出すが、それ以降

の保証はないと説明されました。入居者には年金生活者や母子家庭も多く、簡単に民間アパートに引っ越し

できません。 

  このように計画を前倒しして今すぐ出ていけという退去の強制は、余りにも入居者を無視した乱暴な生存

権の否定です。 

  しかし、一方では、この間に派遣社員や期間社員などリストラに遭った人たちの生活の場として活用され、

雇用促進住宅は重要な役割を果たしています。 

  政府は、雇用促進住宅の廃止・前倒しや退去を強引に進めるべきではなく、雇用促進住宅のあり方を抜本

的に見直すべきであります。 

  よって、国におかれましては、下記事項を実現されますよう強く要望します。 

記 

  １、雇用促進住宅の廃止計画の前倒しの閣議決定を見直すこと。 



  ２、廃止を決定されている住宅でも退去手続きを中止し、新規入居、契約更新、再契約を再開・継続する

こと。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成21年３月25日。 

  静岡県東伊豆町議会。 

○議長（八代善行君） これより意見書案第１号 伊豆中央道及び修善寺道路の無料化を求める意見書につい

ての質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより意見書案第１号 伊豆中央道及び修善寺道路の無料化を求める意見書についてを採決いたしま

す。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続いて、意見書案第２号 「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業計画に係る国の財政上

の特別措置に関する法律」の延長に関する意見書についての質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  10番、山本議員。 

○１０番（山本鉄太郎君） 私は、これは今ある法律で延長するという形のもの、これは結構だと思うんです

よ。でも、これによると官僚ばっかですから、地元選出議員をこういうとき生かしたほうが私はいいと思っ

て、地元選出議員にもできれば出したらどうかなと思いますけれども、その辺の協議はしなかったですか。 

（７番 西村弘佐君登壇） 

○７番（西村弘佐君） その点につきましては協議の方面に入りませんでした。 

○議長（八代善行君） そのほか質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 



○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより意見書案第２号 「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特

別措置に関する法律」の延長に関する意見書についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続いて、意見書案第３号 雇用促進住宅の廃止計画の前倒しを見直し、強制的な退去をやめるように求め

る意見書についての質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより意見書案第３号 雇用促進住宅の廃止計画の前倒しを見直し、強制的な退去をやめるように求め

る意見書についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 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１５ 議会運営委員会所管事務調査について 

○議長（八代善行君） 日程第15 議会運営委員会所管事務調査についてを議題といたします。 

  内容としては、議会運営に関すること、会議規則・委員会条例に関すること、議長の諮問に関すること、

以上の３点です。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議会運営委員会所管事務調査については、議会運営委

員会にこれを付託し、平成21年第２回定例会までに調査することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。 

  議会運営委員会所管事務調査については、議会運営委員会にこれを付託し、調査することに決定しました。 



 

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

 

◎閉会の宣告 

○議長（八代善行君） お諮りします。本定例会に付議された案件の審議はすべて終了いたしました。したが

って、会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は、本日で閉会することに決定いたしました。これで本日の会議を閉じます。 

  平成21年第１回東伊豆町議会定例会を閉会します。 

  長い間御苦労さまでした。 

 

閉会 午前１１時１４分 
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