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開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会の宣告 

○議長（八代善行君） 皆さん、おはようございます。 

  平成21年東伊豆町議会第３回定例会の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

  残暑も大分和らいで過ごしやすくなってまいりましたが、議員各位におかれましては、公

私ともに大変お忙しい中、ご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  さて、この夏の前半は、天候不順により梅雨明けが８月となり、また、九州や中国地方で

は、梅雨前線の影響で豪雨による大きな被害が発生いたしました。８月11日早朝には、駿

河湾で発生した最大震度６弱の地震が静岡県内に多くの被害をもたらしましたが、幸いにも

当町では住民生活に影響も出ず、安心したところでございます。今回の地震や、先週実施さ

れた防災訓練等を通じ、日ごろからの備えが大切であることを改めて認識した次第でありま

す。万が一の有事の際には日ごろの訓練等の教訓を生かし、防災体制に万全を期すよう願う

ものであります。 

  ８月30日に実施された国政選挙では、長年続いた自民党政権から民主党政権にかわりま

すが、国民の暮らしを初め当町の住民生活がよりよいものとなりますよう、期待をいたすと

ころでございます。 

  このような中、当町の活性化を期待する観光産業のこの夏の状況ですが、長雨などにより

来遊客が減少したと聞いております。依然として厳しい状況下ではありますが、これから本

格的な秋の観光シーズンを迎えるに当たり、誘客に期待をいたすところでございます。 

  さて、本定例会には、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく平成20年度東

伊豆町健全化判断比率及び資金不足比率の報告がございます。また、平成20年度一般会計

決算及び７つの特別会計決算につきましては、公平かつ適切に執行されたか、その成果はど

うであったかを審議し、後年度の予算編成や財政運営に役立てる重要な審査となります。 

  議員各位におかれましては、諸議案ともに十分御審議の上、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３回定例会は成立しましたので、開会いたします。 

 



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

 

◎議会運営委員長の報告 

○議長（八代善行君） 議会運営委員長より報告を求めます。 

  13番、定居さん。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 皆さん、おはようございます。 

  議会運営委員会より、平成21年第３回定例会の運営につきまして御報告いたします。 

  まず、本定例会には８名の議員の方より一般質問が通告されております。一般質問の趣旨

をよく御理解いただき、円滑な質疑、答弁がなされますよう御協力をお願いします。 

  本定例会の提出案件といたしましては、条例の一部改正案が３件、補正予算案５件、財産

の取得について、功労者表彰について、また財政健全化に関する平成20年度に係る健全化

判断比率及び資金不足比率の報告、さらには平成20年度一般会計決算認定及び特別会計決

算認定がそれぞれ日程に組み込まれております。 

  平成20年度各決算認定につきましては、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。 

  なお、２つの特別委員会の委員構成は、お手元に配付してございます名簿のとおり、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。 

  決算の大綱質疑につきましては一括上程後に町長より提案理由の説明を受け、会計管理者

並びに担当課長の概要説明が終了した後、一般会計決算審査特別委員会に所属の委員が７つ

の特別委員会に、特別会計決算審査特別委員会に所属の委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、質問は１問につき２回までとさせていただきます。 

  大綱質疑の通告用紙は、既に皆様に議案とともに配付してございます。受け付けは本日午

後１時より事務局で行いますが、締め切りは９月11日午後４時30分までとさせていただき

ます。 

  また、９月14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。

さらに、常任委員会所管事務調査の報告、各常任委員会の研修計画についての御審議も日程

に組み入れられる予定であります。 



  以上の内容を踏まえまして、本定例会の会期につきましては、予備日を含め、本日から９

月29日までの21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点は閉会中の継

続調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、活発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。 

  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１番、内山議員、14番、

山田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。定例会の会期は、予備日を含め本日から９月29日までの21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21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。 

  去る７月16日、伊豆横断道路建設促進期成同盟会の総会が伊豆市で開催され、平成20年

度事業報告及び収支決算、平成21年度事業計画及び収支予算がそれぞれ承認されました。

また、この総会では、新たに西伊豆町が当期成同盟会に加盟することとなりました。 

  ７月18日には、第32回静岡県消防操法大会が袋井市の小笠山総合運動公園で開催され、

文教厚生常任委員の飯田議員、村木議員とともに応援に行ってまいりました。当町の第３分

団が賀茂支部代表としてポンプ車操法の部に出場し、日ごろの訓練を披露されました。 

  ７月27日には、東駿河湾環状道路の一部、沼津岡宮インターチェンジから三島塚原イン

ターチェンジ間の開通式式典に出席いたしました。総延長の３分の２に当たる約10キロメ

ートル区間の工事が終了し、新たな伊豆の玄関口の一部完成を関係者とともに祝いました。 

  以上、諸般の報告といたします。 

 

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

 

◎日程第４ 行政報告 

○議長（八代善行君） 日程第４ 町長より行政報告をいたします。 

  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年第３回議会定例会を招集申し上げたところ、議員各位には何かとお忙しい中御



出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  定例会の開会に当たり、ごあいさつを兼ねまして行政諸般の報告をさせていただき、議員

各位並びに町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  新型インフルエンザの感染、特に学校や社会福祉施設での集団感染が急速に拡大しており

ます。県の教育委員会は、集団発生時の学級閉鎖について最長閉鎖期間を７日とし、Ａ型イ

ンフルエンザと見られる症状で欠席した児童生徒の割合が学級人数の10％を超えた段階で、

学校設置者は学級閉鎖を検討するという判断基準を示しております。町といたしましても、

「インフルエンザ対応マニュアル」を作成し、町内の幼稚園、小中学校に配布し、また、各

学校を通して園児、児童生徒のいる全家庭に新型インフルエンザ対策のパンフレットを配布

したところであります。 

  ここで、まことに申しわけありませんが、皆様方の行政報告には記載してありませんが、

行政報告を皆様方に配付した後に事が起こりまして、ちょっと報告させていただきます。 

  ９月１日より幼稚園、小中学校の欠席状況を毎朝教育委員会で取りまとめておりますが、

８日現在では、町内の小学校で２名の罹患者が確認され、この児童は現在自宅療養をしてお

ります。今後、秋から冬にかけまして本格的に流行し、さらに感染が拡大することが懸念さ

れますので、町民の皆様には冷静な対応や手洗い、うがいの励行など、予防や感染拡大の防

止策を徹底してくださるようお願いいたします。 

  ８月11日の早朝５時７分に、駿河湾を震源とするマグニチュード6.5の地震が発生し、県

内では最大震度６弱、当町でも震度５強の揺れを観測いたしました。職員を緊急配備体制に

より、本庁、保健福祉センター、図書館、消防署に参集させ、５時50分に災害対策本部を

立ち上げ、被害状況や道路、交通機関の情報把握に努めたところであます。 

  幸いなことに、当町では町道や林道の一部崩土や落石はありましたが、人的な被害はあり

ませんでした。県内では死者１名、負傷者が170名を超えたほか、家屋の損壊や水道、電気

などのライフラインへの影響、また、大動脈の東名高速道の一時全線通行どめ、新幹線も線

路点検のため東京名古屋間で運転を見合わせるなど、道路、交通網に大きな乱れがありま

した。 

  今回の地震について、気象庁は地震の規模、発生のメカニズムから想定される東海地震に

結びつくものはないとの判断を示しておりますが、想定震源域付近で起きただけに、今後も

十分な警戒が必要なところであります。 

  町民の皆様には、日ごろからの防災意識、地震発生時においての防災対応を常に念頭に置



くとともに、家具の固定化や食料飲料水の備蓄など、「自分の命は自分で守る」という意

識のもと、もう一度身の回りの防災対策を見直していただきたいと思います。 

  それでは、行政諸般の報告をさせていただきます。 

  歳入の根幹である町税の平成20年度決算における収納状況は、現年分が96.38％で前年対

比0.47％の減、現年分と滞納繰り越し分を合わせた収納率は80.89％となりましたが、依然

として全国レベルでは低い収納率であります。平成20年度から静岡地方税滞納整理機構の

業務が開始され、当町では10件移管し、うち６件分で726万7,293円の徴収結果が出ており

ます。 

  100年に一度とも言われる経済危機の中、町内外の経済状況は依然として非常に厳しい状

況が続いておりますが、町税の収納率向上が財政運営上の最大課題と考えますので、今後も

滞納整理機構を十分に活用した上で、収納率の向上を図ってまいりたいと考えております。 

  次に、町民と行政並びに産業団体等が協働で進めておりますまちづくり協議会については、

設置から１年が経過し、多くの提言がなされてまいりました。 

  住民生活部会では、行政や産業に関する諸情報の伝達方法、子育て支援策、環境対策への

住民活動等、また、産業振興部会では、地場産品の加工品開発や地産地消による食の場の提

供など、まちづくりの基本とも言える地域連携による体制の整備や観光産業だけにとらわれ

ることのない産業振興整備など、将来のまちづくりに対しての貴重な提言をいただいており

ます。 

  今後は、両部会とも幹事会委員を交えて実現性に配慮しつつ検討を重ね、まちづくりに向

けての体制が確立できるよう報告書に取りまとめたいと思いますので、御理解を賜りたいと

存じます。 

  次に、８月19日の議会全員協議会でも御報告いたしましたアスド会館の売却協議につき

ましては、議会代表と当局とで小委員会を構成し、１団体に絞った中で売却協議を進めてま

いりました。７月28日に準備委員会の事務局長が来町し、協議をいたしましたところ、今

年の４月から学長予定者が専属スタッフに加わり計画が見直されて、アスド会館を本拠地と

せず、都内を本拠地として学校法人の設立申請を行い、２年後の開学に向けて準備を進めて

いるとのことでありました。 

  しかしながら、アスド会館の取得を断念したわけではなく、開学後に学校法人として取得

し、大学院の研修所として使用したいとの意向が示され、二、三年の猶予期間をいただきた

い旨の申し出がありました。 



  町といたしましては、世界的に注目される情報技術の最先端教育機関の進出にまちづくり

を重ね合わせて協議を進めてまいりましたが、新たな計画案につきましてはやむを得ない事

情であるとの判断に立ち、今までの協議を双方が中断することといたしました。即座に他の

買い受け希望団体等との売却協議は行わず、数年の猶予期間を設けて動静を見守りたいと思

いますので、引き続き御理解と御協力をお願いいたします。 

  次に、共立湊病院につきましては、下田市の医療法人社団聖勝会が６月28日の新病院指

定管理者選定委員会で指定管理者候補に選定され、８月17日に開催した組合議会臨時会で

指定管理者として指定されたところであります。指定期間は平成23年４月１日から平成33

年３月31日までの10年間で、下田南高跡地での平成23年４月の開院を目指しております。 

  今回の指定管理者の選定については、構成１市５町の首長による運営会議でも協議したと

ころであり、首長間には若干の温度差がありますが、聖マリアンナ医科大学の支援内容、賀

茂医師会の協力体制、病院運営の今後の財政見通しなどについて確証が持てれば、聖勝会を

指定管理者とした平成23年の開院に向けて協力していくことはやぶさかではないと考えて

おります。 

  次に、風力発電関係では、７月８日から10日までの３日間、鳥取県北栄町で開催された

風力発電推進市町村全国協議会において、当町として低周波や騒音に関する法整備を国に求

める提言を行ったところであります。 

  次に、平成21年度の功労者、有功者、善行者表彰につきましては、町内の各種団体から

推薦をいただきました候補者の方々を表彰審査委員会での慎重審査の結果、功労者には嶋田

 稔氏の答申をいただきましたので、今定例会に議案として提案させていただいております

ので、御理解を賜りたいと思います。なお、有功者としましては、社会福祉有功として故高

橋度勝氏が決定しましたので、御報告申し上げます。 

  次に、国土交通省主催の若者の地方体験交流支援事業、地域づくりインターンＩＮ東伊豆

町につきましては、本年度も２名の女子大生を迎え、８月６日から19日までの14日間、産

業団体などの協力のもとに町内各地で開催された夏場のイベントにスタッフの一員として体

験をしていただきました。８月19日の体験発表会では、昨年同様に大学生の年代の視点で

とらえた貴重な意見や指摘がなされ、観光面を含めたまちづくりに向けての取り組みに新た

な視野が開けた感がございます。 

  本事業につきましては、２カ年の事業として取り組んでまいりましたが、本年度をもって

終了となります。２カ年にわたり各産業団体関係者におかれましては、温かく迎え入れてい



ただき、また、御多忙にもかかわらず御指導、御協力を賜り、感謝を申し上げます。 

  次に、姉妹都市交流についてでありますが、８月５日に岡谷市から小学校五、六年生66

名と中学生15名が稲取小学校５年生の児童たちとの交流を目的に１泊２日の日程で当町を

訪れました。残念ながら、２日目は雨天のため予定していた磯遊びや風車見学は中止となり

ましたが、出会いや交流のすばらしさを体験できたことと思います。 

  なお、例年８月13日と14日に開催される岡谷太鼓祭りへの御招待をいただいておりまし

たが、８月11日の地震と台風９号の接近により、観光客の安全確保などを考慮し、訪問を

急遽取りやめさせていただきました。今井市長からは町民の安否をお気遣いいただき、当日

早朝よりお見舞いの電話をいただきましたことを御報告申し上げます。 

  次に、観光商工関係ですが、本年６月までの入湯客の入り込み状況は前年対比で6.3％の

減、さらに７月、８月の入り込み客の状況は、町観光協会の調べによると、８月16日のお

盆までで宿泊客は対前年比95％であり、観光関連産業においては引き続き大変厳しい状況

が続いております。 

  今年は平年よりも２週間おくれの８月３日に梅雨が明けるなど降雨の日が多く、また、お

盆前の観光書き入れどきに今回の地震が発生し、伊豆東海岸は大きな被害を受けなかったに

もかかわらず、その後、予約客からのキャンセルが相次いでおります。景気の悪化に加え、

高速道路のＥＴＣ割引制度の影響、さらには地震の風評や新型インフルエンザの流行により、

今後、来遊客が減少することが懸念されるところであります。 

  ８月14日に、川勝県知事が就任後初めて伊豆入りし、観光関係者と懇談をした際に、伊

豆スカイラインの通行料金を年内にも一律200円としたいとの考えを明らかにし、さらに、

地震による風評被害対策やキャッシュバック事業の９月以降の継続実施も確約いたしており

ます。 

  これらを踏まえ、秋以降の観光シーズンに向けて、誘客増を図る施策について観光関係者

と協議し、早急に緊急誘客対策について検討をしてまいりたいと考えておりますので、御理

解と御協力をお願い申し上げます。 

  観光イベント関係では、７月22日、23日の両日行われた熱川温泉の海上花火大会は、天

候不順もあり、花火の打ち上げは行ったものの、宿泊客については対前年比97.4％、人数

で99人と若干の減となりました。 

  ７月25日から27日の３日間、稲取温泉夏休み花火大会が開催され、25日の潮風よさこい

コンテストには、県内外から過去最多の34チーム、総勢1,000名が参加し、躍動感あふれる



演舞が実施され、26日、27日には近隣の市町から５つの太鼓連が集まり、潮風太鼓祭りと

花火の打ち上げが行われました。 

  イベントについても、開催時期や運営方法などマンネリ化を防止し、新たな視点で運営を

していくことも必要であると感じておりますので、関係者と検討をしてまいりたいと思いま

す。 

  次に、商工関係でありますが、町内の中小企業者の資金繰り支援として実施しております

経済対策資金利子補給補助金につきましては、申請は７月31日で締め切られましたが、99

件と多くの申請があり、町内事業者の経営基盤の強化支援には大変有効に活用されているも

のと思います。 

  商工会と連携し、緊急経済対策として追加発行した第２段の20％プレミアム付地域商品

券につきましては、８月４日の販売に向け、７月27日から予約受付を行いましたが、予約

の段階では完売には至りませんでした。新聞折り込みやハイキャットなどでＰＲいたしまし

たところ、８月24日の予約受付日には午前中で予約が完了し、31日には完売いたしました

ので、御報告申し上げます。 

  住宅リフォーム振興事業補助制度につきましては、町民や町内建設関連事業者に対する

ＰＲが浸透してきたこともあり、制度の利用者が多くなり、20年度の利用件数24件に対し、

本年度は８月末現在、既に17件の利用者があり、今後も申請件数が増えることが予想され

ますので、今定例会で150万円の補正措置をさせていただきましたので、よろしく御審議を

お願いいたします。 

  次に、防災関係ですが、７月23日に東京都大島町との間で災害時の相互応援に関する協

定を締結いたしました。協定内容は、被災者の一時収容のための施設の提供や救出救助、救

援に必要な資機材や生活物資の提供など、災害発生時や発生のおそれがある場合、互いに応

援し合うことを約束した内容であります。 

  想定される東海地震や神奈川西部地震、集中豪雨などの大災害時に道路が寸断された際、

海路での避難も検討されることから、藤井大島町長に災害時の相互応援について打診いたし

ましたところ、快く応諾していただき、協定を締結することができました。今後も大島町と

の交流を一層深め、協定に基づいた相互応援の実現に向け協議、連携をしていきたいと考え

ております。 

  福祉避難所の確保のための災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定につきまし

ては、平成15年に湯ケ岡の郷と締結いたしておりますが、町内の３介護事業所との間で協



議が調い、８月18日に稲取のさくら介護、奈良本のグループホーム熱川と、８月31日に白

田のつわぶきデイサービスと協定を締結することができました。 

  また、大川区自主防災会が９月３日に、防災担当大臣から防災功労者として表彰されまし

たことを御報告いたします。地域の地理的特性や住民生活形態など実情を考慮しながら、防

災委員、消防団、住民、婦人団体等、地区内の関係機関が連携し、自主防災活動に取り組ん

でいることが評価されたものであります。 

  次に、例年、夏休み期間中に開催しております風力発電施設見学会には、天候不順や台風

の通過にもかかわらず、県内外から480人を超える申し込みをいただき実施いたしました。

子供よりも成人の方からの申し込みが多く、地球温暖化に関する意識が年々高まっているも

のと推察されるところでございます。 

  また、地球環境の悪化が懸念される中で、エコ対策の一環として庁舎２階、３階の通路と

２階ロビーの蛍光灯を省エネ型の照明器具に切りかえることとし、補正予算にその費用を計

上させていただきました。従来の照明器具１基当たり２本の蛍光管を１本にして電力消費を

抑え、反射板を取り付けることで従来の明るさ以上を確保できるもので、蛍光管の寿命も延

びることになり、省エネ化と経費の節減を兼ねるものです。省エネ型照明で十分な明るさが

確保できれば、事務フロア内にも取り入れてまいりたいと思いますので、御理解をお願いい

たします。 

  次に、建設産業関係ですが、懸案となっております県道稲取港線改良事業につきましては、

稲取小学校の用地補償及び施設補償も終わり、８月上旬からグラウンドの一部を削り、改良

工事に着手したところであります。これに伴いグラウンドが手狭になりますが、交通混雑の

解消と歩行者の安全が確保されるものと考えております。 

  一方、公共用地以外の用地取得状況につきましては、本年度予定分の７件のうち、一部残

地の補償及び取得を除き、既に５件の用地取得契約及び物件移転補償契約を締結したところ

であり、残り２件についても現在交渉中であります。 

  今後も交渉を継続的に実施し、早期完成を図るため努力をしてまいる所存であります。 

  また、６月議会の行政報告の中で、町道湯ケ岡赤川線改良事業の状況につきまして御報告

をさせていただきましたが、平成22年度から大川地区６工区の事業着手を図るため、今回

の補正予算に測量設計委託費を計上させていただきましたので、よろしく御審議をお願いい

たします。 

  産業関連では、梅雨の長雨や８月11日の地震の影響もあり、林道１路線２カ所、ワサビ



田２カ所が被災いたしました。現在、関係機関との現地調査を実施するなど、早期復旧に向

け事務を進めているところであります。 

  次に、平成20年度限りの予算措置として、小学校就学前３年間に該当する第２子以降の

子供１人につき３万6,000円が支給される子育て応援特別交付金につきましては、当町の対

象者は147名で、支給期限は10月７日までとなっておりましたが、期限を待たずに対象者全

員に支給することができました。 

  なお、経済危機対策の一環として、幼児教育期の子育て負担を軽減するため、本年度に限

り子育て応援特別手当が支給されることになりました。小学校就学前３学年のお子さん全員

が支給対象となります。 

  次に、健康づくり関係では、本年度初めての試みとして、出前健康相談をヤオハン稲取店

舗内において開催し、多数の町民の方に御利用いただきました。内容につきましては、無採

血血流チェック、血圧測定、健康相談、特定健診啓蒙パンフレットの配布などを行いました。

好評であったため、今後も計画的に行えるよう体制を整えてまいりたいと思います。 

  保健予防関係では、特定健診を７月に５日間、熱川地区の公民館、保健センター等におい

て実施し、535人の方が受診されました。本年度も年代別完全予約制で実施したことにより、

受診者の皆様からは待ち時間が少なくなったと好評を得たところでございます。 

  次に、国民健康保険関係では、平成20年度の診療費が16億4,513万6,303円となり、一人

当たりの費用額は約27万2,509円で、前年度と比べ約4.9％の増となっております。「自らの

健康は自ら守る」を基本に、特定健診や各種健診に一人でも多くの町民の皆様が受診され、

あわせて医療費の抑制につながることを願うものであります。 

  また、国の緊急少子化対策として、現行38万円の出産育児一時金が、本年10月から23年

３月までの間、４万円引き上げられ、42万円の支給となり、出産費用の負担の軽減を図っ

てまいります。今定例会に議案を上程してございますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

  介護保険では、在宅サービスを中心にサービス利用が拡大し、自宅で自立した日常生活を

営める制度として介護制度の利用が行き渡ってきました。本年度から３カ年の第４期介護保

険事業計画により算出された介護保険料については、広報ひがしいず、東伊豆有線テレビ放

送など、メディアを通じて広報を行い、御理解を求めたところであります。 

  次に、教育関係ですが、効果的な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責任を

果たしていく観点から、法律の一部改正が行われ、教育委員会は学識経験者の知見を活用し



つつ、教育長に委任する事務も含め、教育委員会が事務の管理、執行状況について点検評価

を行い、議会に提出するとともに公表することとなりました。このことを受け、平成20年

度自己点検評価報告書を作成し、議会に提出させていただきます。 

  施設関係では、熱川小学校では数年前から雨漏りがひどい状態でありましたので、部分的

な改修を行っておりましたが、根本的な解決には至っていませんでしたので、今回、国の2

0年度補正である経済対策交付金を受け、屋上防水工事を実施いたしました。 

  次に、消防関係につきましては、消防団の静岡県消防査閲大会が去る７月18日、袋井の

静岡スタジアムエコパで開催され、当町の第３分団が大型ポンプ操法の部に出場いたしまし

たが、惜しくも入賞を果たせませんでした。団員を初め、応援をしてくださいました関係各

位の皆様には厚くお礼申し上げます。 

  消防団の日ごろの訓練は、有事のときに生命財産を守るという消防本来の任務を遂行する

ための基本となるべきものであり、今後も訓練を重ね有事に備えることを期待するところで

あります。 

  なお、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）や応急手当処置等の講習受講者が年々増加し、町内

において救命の輪が広がってきております。これも町民や各種団体の御理解のたまものであ

ると感謝を申し上げる次第であります。 

  次に、水道事業では、使用水量に減少傾向が続き苦慮しているところであり、さらに、先

般の地震による影響も懸念されます。しかしながら、現段階で今後の動向を推測するのは難

しいため、今回の補正予算措置は見送らせていただきましたので、御承知を願いたいと思い

ます。 

  主要施設の経年劣化が進んでおり、７月25日に白田浄水場の取水ポンプ、ろ過施設等の

自動制御がダウンし、夏の使用量増加時期を迎え施設運転を懸念いたしましたが、何とか手

動により対応を図っている状況であります。浄水の生産部門に当たる浄水場の心臓部ですが、

今後の浄水場改善計画などにも配慮し、当面の復旧費を補正措置させていただきました。 

  また、熱川系送水管は現在、白田川河床を横断し、民有地を経由した送水管路となってい

ますが、40年余りを経過し老朽化により、過去に白田川の河川内で漏水が発生したことも

あることから、近い将来にはルートの変更が必要と考えておりましたが、送水管路の土地所

有者より、管路付近を含んだ土地の利用計画があるため、送水管を移設してほしいとの話が

ございました。 

  このように、複合的な要因も発生したため、この際、ルートを町道湯ケ岡赤川線に変更す



ることとし、１工区として片瀬側を計画し、発注済み工事の差金等の活用をさせていただく

ことといたしましたが、不足する事業費を補正措置させていただきました。また、次年度以

降の施工を予定しております湯ケ岡赤川橋を利用した白田川横断に関連し、橋梁への荷重負

荷を検討するための調査費をも補正措置させていただきましたので、御理解をお願いいたし

ます。 

  なお、今定例会には平成20年度の各会計にわたりましての決算認定、補正予算のほか、

条例改正などについて御審議していただくことになっておりますので、よろしくお願い申し

上げます。 

  最後になりましたが、朝夕は過ごしやすくなったとはいえ、まだまだ残暑は続きますので、

町民の皆様並びに議員各位におかれましては健康に十分留意の上、ますます御活躍されます

よう心から念願いたしまして、行政諸般の報告とさせていただきます。 

 

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

 

◎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。 

  この場合、質問には１問ごとに答弁いたします。なお、全問にわたって質問をするか、全

問にわたって答弁を求めるかは、質問者の意向によるものといたしますので、あらかじめ議

長に申し出てください。 

  なお、持ち時間は質問、答弁を含め90分以内で、質問回数は１問につき３回までとなっ

ておりますので、御協力をお願いいたします。 

 

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

 

◇ 飯 田 桂 司 君 

○議長（八代善行君） ２番、飯田議員の第１問、産業振興についてを許します。 

  ２番、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。 

  先ほど来から、町長のほうからも行政報告ありましたけれども、今年の夏は梅雨明けが遅



く、８月の１週を過ぎたころ夏の本番を迎えたこともありまして、観光産業と誘客数はどう

なっているのかなと、大変心配をしてきたところです。また、８月９日には震度６弱という

地震があり、台風と重なり、滞在客のお帰りの対応について御苦労があったと聞きます。行

政も協会との連携を密にしていただいて、お客様への対応を本当にこう敏速にしていただき

たいなと思います。私も９日の日は朝早く区長さんとともに区内巡視をしましたけれども、

被害がそれほど大きくなくて安心をしたところでございます。 

  各種産業が長くこう低迷をしている中で、以前私も観光緊急対策について質問をさせてい

ただいたわけですが、今年は特に、先ほど来からお話をしているように長雨が続き、そして、

その影響により野菜、あるいは観光産業冷え込み、産業対策は万全かとは思いますが、再度

観光対策等を含めて、産業振興についてを伺います。選挙も終わり、国も県も真剣に取り組

む姿勢を示しており、町もいち早い対応が必要かと考えます。よろしく御答弁のほどをお願

いをいたします。 

  １、一次産業の現状と今後の対応について。２．観光緊急対策について。 

  ２点をひとつ御答弁をお願いいたします。 

○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） 飯田議員の第１問、産業振興については、２点からの質問となってお

りますので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の、一次産業の現状と今後の対応についてお答えいたします。 

  御質問の一次産業の現状と今後の対応ということですが、静岡農林水産統計年報によりま

すと、当町における平成15年の専兼別農家戸数は、専業農家が91戸、第一種兼業農家が64

戸、第二種兼業農家が160戸で、総農家戸数は315戸でしたが、平成20年には専業農家が74

戸、第一種兼業農家が55戸、第二種兼業農家が135戸で、総農家戸数は264戸となっており

ます。 

  この５年間に専業農家が17戸の減、率にして18.7％の減となっております。また、第一

種兼業農家は９戸減の14.1％減、第二種兼業農家は25戸減の15.6％減となっており、かつ

て言われていた兼業化が進んでいるという状況から、農家戸数が専業、兼業を問わずして減

少している状況下にあると言えます。 

  もう一方で、水産業の状況を見ますと、平成15年に公表された第11次漁業センサスによ



りますと、年間海上作業従事日数が30日未満の個人経営体を除く経営体数は94でしたが、

統計情報協会が行っている平成19年度の稼働量調査によると、わずか４年間で経営体数が7

2で22の減、率で24.4％の減となっております。 

  いずれにいたしましても、農業では生産物の価格低迷や出荷量の減少、漁業では漁獲高の

減少等、また、農水産業全体における高齢化の進展など、一次産業を取り巻く環境は年々厳

しくなっております。 

  このような状況を改善するため、町はソフト事業として、農業や漁業関係団体に対し産業

振興を図るための助成事業や、構造改善を図るための国県による補助事業の導入などを推

進してまいりました。また、ハード事業として作業効率の向上や省力化を進め、魅力ある産

業づくりを推進するため、農地造成や圃場整備等の面的整備を初め農道や農業用水路、畑地

かんがい事業等の基盤整備の充実を図ってまいりました。さらには、意欲のある農林漁業者

の育成を図るための近代化資金等の利子補給事業の導入や認定農家の育成にも努めてまいり

ました。 

  また一方では、経営の安定化を図るため、産業団体連絡会を通じまして、地産地消を基軸

として他の産業とも連携強化を進め、農水産物のブランド化や特産品化を進めてまいりまし

たが、十分な成果を上げていない現状ですので、引き続き事業の継続を図ってまいりたいと

考えております。 

  今後も一次産業の安定化を図るため、農業においては経営基盤対策としての経営耕地の規

模拡大や農家所得の向上を図るための新品種導入やブランド化を進め、農業経営の安定化を

図ってまいりたいと考えております。 

  また、漁業におきましても、とる漁業から育てる漁業の推進もあわせて、体質強化を図る

ための新規事業の導入や各種団体に対する従来の助成制度の費用対効果も検討し、めり張り

のある支援体制の確立により、足腰の強い一次産業の構築を図ってまいりたいと考えており

ますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の観光緊急対策についてについてお答えいたします。 

  景気の下落は底を打ったとは言われるものの、いまだに先行きが見えない不況の中で、観

光関連産業においては引き続き大変厳しい状況が強いられております。今年度に入り宿泊客

の減少が著しく、町の観光協会による緊急誘客対策事業として、ゴールデンウイークから６

月30日まで実施しました「商品総額800万円が当たる 泊まって得々旅のスピードくじ」

キャンペーンや、県が事業主体の「伊豆に泊まろうキャッシュバック大作戦」に同調した伊



豆スカイラインの復路無料券発行事業により、宿泊客の減少幅拡大の食いとめには一定の効

果があったと認識をしておりますが、高速道路ＥＴＣ割引制度の実施により観光客等の流れ

が大きく変化し、関東圏からの来遊客の減が大きな要因と思われます。 

  また、夏期の観光客は遅い梅雨明け、不安定な天候に加え、台風、駿河湾沖地震が大きく

影響し、観光客数が前年度を下回る厳しい状況となっております。 

  ８月14日に川勝県知事が伊豆入りした際に、地元観光関係者との懇談の中で、県として

伊豆スカイラインの通行料を年内にも一律200円とする考えや、地震による伊豆全体の交通

に大きな支障のないことを認識し、安心して伊豆においでくださいをＰＲしていくとともに、

風評被害対策やキャッシュバック大作戦の９月以降の継続も実施する方針を明らかにいたし

ました。 

  また、８月27日から28日の２日間、静岡県、県の観光協会、伊豆推進協議会主催で、首

都圏を中心に緊急の伊豆観光キャンペーンとして、各地のミスや旅館のおかみ等による街頭

キャンペーンやメディア訪問、エージェント訪問を展開いたしました。これらを踏まえ、町

といたしましても今後の観光シーズンに向けて集客を図る施策について観光関係者と協議し、

緊急誘客対策の実施について検討をしているところでありますので、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、町長のほうから報告があって、大変こう詳しく専業、あるいは兼

業農家についての数字等も報告があったわけですけれども、私が言うべきかなというところ

を町長が報告したわけですけれども、それとは別に１市３町の合併問題が、何かこのところ

話題として取り上げられなくなったというところがあるわけですけれども、それとは別に道

州制問題が再浮上をしてきておるのではないかなと、私考えます。 

  先般も報道がありました、高橋はるみ北海道知事ほか８名の知事が名乗りを上げ、道州制

基本法を１年以内に設置し、2017年をめどに導入をするという話が出てきております。我

が静岡県川勝新知事もその中の一人として賛同しておるようです。合併が進もうと、道州制

が導入されようと、我が町東伊豆町は残るわけでして、住民意識としてこの町に住みたくな

いとか、あるいは子育てがしにくいなどという考えを持たないまちづくりですね。今年も、

この秋ですか、青少年主張発表、また町制50周年の行事として今年はこども議会が開催を

されると聞いております。聞くだけの町でなく、しっかりと子供たちのお話にも答え、実現



をしていく考えの中で、次世代につなぐことが大切かなと思います。 

  新聞では、次世代のため、今こそ考えよう伊豆の課題として新聞報道がされております。

合併が消えた今、限界集落、またある地域では５年から10年を考えると消滅集落、こうい

うことが考えられるのかなと思うこの４字ですね、文字が頭に浮かんでくると言っています。 

  先ほど町長からのお話もありましたけれども、下田市に新病院が建設をされようとしてお

ります。建設後、町長も含めて行政、しっかりとした対応をしていかない限り、この病院の

存続も難しくなってくるのではないかと思います。衆議院議員の選挙も終了しまして、今年

10月25日には参議院議員の補欠選挙もあるようです。今年から来年にかけて選挙が多い年

になるわけですけれども、政府も政権公約を出し、いろいろと変化のある政治が行われるか

と思います。 

  さて、本題の１問目の一次産業、農業、林業、漁業とある中で、１市５町の総面積が584.6

5平方キロメートルある中で、我が町が77.83、郡下で最も狭い面積となっているわけです

けれども、しかし、可住地面積を調べてみますと19.51、少ないわけですけれども、農協等

の資料を見ますと、生産量、出荷量はほかの町には負けてはおりません。今、政府は、この

衆議院選挙の中でも出てきましたけれども、日米自由貿易協定、ＦＴＡというもので推進を

し、農作物をアメリカより大量に輸入をしようと、自由化をしようという話が出てきている

わけですけれども、農業にもこれは普及してくるのではないかなと、私個人的に考えます。

しっかりとした、農協さん等も含めた中でしっかりとした生産向上を図るべきではないかな

と私は思います。 

  まず第１番目の農業について取り上げたわけですけれども、その前に申し上げたいことは、

今回一次産業、そして三次産業の観光対策と質問させていただくわけですけれども、何だ、

議員は二次産業の質問はしないのかと、そういう話がこの定例会の前にちょっと聞きまして、

次回の定例会等でまた質問させていただきますよということでお話しをしております。私も

農業経験はないわけですけれども、今、町長より専業農家、あるいは兼業農家についての数

字、詳しくお話をいただきました。漁業関係についてもお話をいただきました。 

  そこで、担当課にちょっとお聞きしたいわけですけれども、先般、営林署に勤める方にち

ょっとこうお話を聞いたわけですけれども、飯田さん、大変この天城山がおかしくなってい

るよと。山の状況がおかしくなっているよと。何だねと聞いたところ、鳥獣、シカやイノシ

シ、そういうもので山の樹木含めてクマザサ等がなくなってきているよと、大変な状況にな

ってきているよとお話をいただきました。これ、鳥獣の関係については前にちょっと質問を



させていただいたことがあるわけですけれども、大川、北川、あるいは奈良本地区等の住民

の方に聞きますと、猿による住宅への侵入被害が大分こう出てきているようです。北川あた

りの地区に聞きますと、入らないうちのほうが少ないなと。商店も含めて、被害等は報告は

されていないかと思いますけれども、こういう点についてちょっとどういう状況になってお

るのか、また対策等はどのように考えているのか、ちょっと課長さんにこう聞いて、できれ

ばその伊豆天城の関係のシカ、あるいはイノシシ、鳥獣の関係の被害等がもし出て、報告等

がされておりましたら、それ等の対策もちょっとお聞きしたいなと思います。 

  そんな中で、先般伊豆新聞等にも載りましたけれども、この伊豆半島には今道の駅、ある

いは旅の駅等ができてにぎわいを見せる中で、野菜等の生鮮、あるいは食品等が販売されて

きております。我が町にはないわけですけれども、農業従事者、専業農家も含めて６割は6

5歳以上の高齢者と聞きます。そして、半数以上の農家に後継者がない。先進国の中でも最

低の食料自給率となっておるようです。生産農家の増加を目的とした施策を考えていかなけ

ればならないことと思いますけれども、農協等は朝市等をやっているわけですが、生産者の

出荷についても、生産者みずからなかなか販売をする場所が少ない、生産者も甘えていては

いけないかと思いますけれども、そんな中で、生産者の中でも、今日はちょっとホテルへパ

ートに行ってくるよ、ちょっとお仕事に行ってくるよとお話を聞きます。私、ひとつ考える

のは、なぜこの状況になったのかなということを皆さんとともに考えたいわけですけれども、

３つが考えられるのではないかなと思うんです、３点が。というのは、つくる、あるいはと

る生産者、そしてそれを販売をする商店、スーパー、一番の問題は、それを消費する消費者、

この３点がどうもこうおかしくなってきているのではないかなと考えます。どこで買っても

いいよと、どこから仕入れてもいいよと、安ければいいよと。また、どこへ売ってもいいよ

と、そういう考えがもしあるようでしたら、これを考えない限り、この一次産業、昔の、も

とってことはないですけれども、おかしな状況になっていくことは確かなことかと思います。

町民の皆様にちょっとお話をしたいわけですけれども、先般から高齢化比率等、話が出てお

りますけれども、31％ぐらいを超えているのかな、そのはっきりした数字はまだよくわか

りませんけれども、出生率についても県下ワーストワンになっていくのではないかなと思い

ます。 

  限界集落、先ほどからお話をしておりますけれども、そんな中で新過疎法という法がある

わけですけれども、それも切れるようです。これも延長しない限り、限界集落、そういうも

のがちょっとおかしくなっていくのではないかなと考えます。 



  ちょっと話が長くなりましたけれども、３点ほど天城山、あるいは鳥獣の被害、それから

できればかんきつ野菜等の出荷状況、これがわかりましたら、課長のほうから御答弁をお

願いしたいと思います。 

  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） それでは、飯田議員に対して答弁させていただきます。 

  まず、今政権がかわりました中で、自分が危惧しているのは、民主党は自由化のことを言

っております。そういう中で、この自由化によりまして一次産業衰退すること、基本的には

一次産業の自給率がなければ国が滅びるもので、その辺民主党さんの政権がどのような対応

をするかと、今後また見守っていきたいと考えておりますし、また、民主党さんの政権がい

いほうに行けばいいと思いますし、また、ちょっと農家さんに対してどうかなと思って、あ

る程度意見書とか、いろんなことでまた町としても対応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。 

  その中で、合併のことも出ました、前置きですが。前々から言っているように合併は避け

て通れない道と自分も考えておりますもので、合併したとしても、何回も言ったようにこの

町は生き続けていかなければならないもので、この地域が生き続ける方向で、このまちづく

りを今後も進め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。 

  また、道州制の問題も出た中で、自民党のときは道州制を進めていくような方向を自分自

身も考えておりましたけれども、また政権がかわった中で、どのような方向でいくかという

ことで、やはりこの町としても今後、この国の動向を見守っていきたい。そういう考えでい

ますので、御理解願いたいと思います。 

  そういうことで、猿の状況、実は飯田議員も行って、私もちょっと北川に寄った中で、北

川の人から猿の被害を聞きました。それにおいては、数週間前に東河野猿対策をやった中で、

猿の被害ということはあるけれども、そのような苦情が、今、飯田議員が言ったようにシカ

の被害のほうがひどいよということを伺っております。そういう中で、今言ったようにこれ

はどうするかという、山の状況が大分変わっていく中で、東河野猿対策の中でも、猿だけで

はなく今後はシカの対策も必要ではないのかなということも言われていましたもので、今後

は東河野猿対策、猿だけでなくシカの対策、そういうこともやっていくということは確認し

ております。細かいことはちょっとわかりません、また担当課にもわかる範囲で課長に説明

させます。 



  さらに、一次産業の販売元、自分自身も議員の言う道の駅、これ大変重要さがわかったも

ので、私も当時議員として一般質問させていただきました。やはりこの町には道の駅という

ものが必要ではないかという中で、その中で場所がなかなかないですよね。そういう場所が

あれば、町といたしましてもそのような方向で、道の駅ということは観光振興にもつながり

ますし、飯田議員が言った一次産業販売元にもなりますもので、その場所さえ選定あれば、

町としてもそれは推進していきたい、そういう考えでいますので、御理解願いたいと思いま

す。 

  さらにあと、つくる生産者、販売者、消費者、飯田議員の言うとおりであると思います。

その中で今、食の安全性ということが求められていますもので、消費者に関しましては何で

も安ければいいよというのではなくて、やはりよりよいものをつくって食の安全性さえ確認

されれば、消費者は現状ではそのほうでいくのではないかというもので、つくる側の人もそ

のような食の安全性をやれば、消費者はついてくると思います。 

  あと、販売者のほうも、やはりいいものはいいということで売っていただければ、この三

位一体となった中でやっていくのが一番いいのではないかと自分自身は考えておりますので、

御理解を願いたいと思います。 

  あと、事務的なことはわかる範囲で担当課長より説明させます。 

○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、天城山における鳥獣の被害ぐあいにつきましては、

ただいま町長が申し上げましたから、私のほうからは控えさせていただきますが、天城山に

おける特にシカの被害ですけれども、これは確かに天城山もひどいんですが、東部、中部、

西部に至る全県下で今非常に問題になっていると。県もかなり力を入れていろんな対策を考

えているようでございますが、県の立てた駆除計画によりますと、約１万頭ぐらいを減少さ

せるための対策をやっているようですが、事実１年間を通してやってみると4,000頭ばかり、

実態が要するに計画に対してそこまでいっていないと、こういうような状況でございます。 

  確かに、今言ったように猿の問題もございますけれども、今、異常にこの賀茂地区でも問

題になっているのはシカの問題がひどくて、みんな作物をもちろん荒らしますけれども、木

の芽からなにから、最近では大きな大木の幹までかじって枯らしてしまう。それが新たな災

害を生むための呼び水となってくると、こういうようなことの悪循環がどうも始まっている

ようだと、こういうことの中でこれといった対策は特に今打てないんですけれども、今、頼

りの綱となっているのが猟友会による駆除ですけれども、これも、猟友会とても高齢化が始



まっておりまして、この駆除をしてくれる方が年々減少しているわけでございます。一部の

方の中には、役場の職員もそういうのを奨励したらどうかなんていう意見もございましたけ

れども、そうでもしないと今後対応がとれないのかなというような感じを持っております。

１町だけではなかなかこの問題は解決しませんので、今言ったような猟友会、あるいは野猿

対策協議会の組織もございますので、こういう会を通じて今後どうしていくか、また県に呼

びかけるものは呼びかけて何とか対策を、強化を図ってもらうような施策を考えてもらうと

いうことも進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  ちょっと細かい数字については、今持ち合わせがないものですから、すみません。 

○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、それから課長のほうからも報告があって、了解をしている

わけですけれども、やはりこういう鳥獣被害等の対策というのは、これはここだけではなく、

日本全国どこもそうなのかなと。特にこう山等を持つ、田畑を持つところについては、大変

こう苦慮しているところではないかなと思います。狩猟者の、要するに猟友会等についても

高齢化ということで、地元の会の方たちにも聞きますと、あと十何年ぐらいすると、もうシ

カやシシが、猿が信号を渡って、道路を渡って歩いているよと、そんな冗談の話も出ます。 

  そんな中で、農業の関係についてですけれども、ちょっと数字がまた古くなるわけですけ

れども、農協さんが出しておる特産物、管内の主要農産物についての報告がありますけれど

も、３点、かんきつ、あるいは花卉、それから野菜等の平成15年から19年度の報告がされ

ております。生産者、専業農家、あるいは兼業農家がある中で、漁業についても働く方たち

が減ってきている、それと並行して主要農産物、あるいは魚介類等の出荷量も、こう数字を

見ますと大変減ってきております。 

  これはまた農協、あるいは商工会等での御報告があろうかと思いますけれども、それはさ

ておき、２点目の観光対策についてちょっと触れてみたいと思います。 

  生産、所得状況、愛知県、あるいは神奈川県、大都市を含めた中で、そういう県の生産所

得が多くなっています。静岡県もいい位置にいるわけですけれども、その中で、この伊豆半

島、大変こう個人所得が落ちております。伊豆のすそ野、あるいは御殿場、三島等は高いわ

けですけれども、賀茂郡下は平均で落ちております。県の平均の0.67、これ18年度の集計

が出ているわけですけれども、これより悪くなっているのではないかなと私は思います。企

業が少ない、生産年齢人口15歳から64歳までの働く若者がここに住まない、観光産業の落



ち込み等ある中で、大変こう税収も含めた中で落ち込んでおると。東伊豆町の宿泊状況も、

20年度で119万4,113人、平成13年度と比べると20万人近い方がここに来なくなっている、

減少しているということです。 

  そこで働く人たちも、給料等に影響が出てきておるのではないかなと思います。無論、町

の税収にも、先ほどから言っているように響いております。そして、これが一番よくわかる

のは、先般もお話がありましたけれどもエコセンター、焼却場のごみの量が増えるのではな

く減ってきていると。これがいいのか、悪いのかわかりませんけれども、この町、観光の町

として、お客さんが来て何ぼやと私は考えます。先般も、あるホテルの社長さんに、従業員

の確保はどうなっているんですかと聞きますと、社長さん、派遣社員が多くなっているので

はないですかと。いや、そうだよ、パートさんが多いよと。そして、飯田さん、高校卒業生

の皆さんに就職、あるいは会社説明会の御案内をしても勤めないよと、ここで働かないよと

社長さんからお話がありました。１学期も終わり、夏休みが終わり、そして２学期に入り、

生徒さんにちょっと立ち話で、就職決まったかと、進路決まったかと聞きますと、学校のほ

うからとりあえず短大行けと、少し遊んでこいと、そんな話をされたと。はあ、なるほどね

と。後で考えるとなるほどな、その学校の進路決定を早くさせるための学校の方針かなと、

私もそんな感じがしました。もし、この町内の就職状況、北校、あるいは伊東高校からのあ

れを含めて、稲校も含めて、この町内へどのぐらいの就職状況に、今年じゃなくても結構で

す、もしそんなことがありましたからちょっと教えていただきたいと思います。 

  なぜ、一次、二次、三次産業が一つになれないのかなといつもこう思うわけですけれども、

観光のイベント、今年も観光のイベントとして花火を上げる協賛を募り、一晩で、あるいは

二晩で上げてしまう。しかし、農業祭や漁業祭に行ってみますと、それらしき観光としての

タイアップがない。なぜ一つになれないんだと。農業、漁業の方々に、だれかお客さんがい

たら紹介してくれないかなと、そんな話もしておるのかなと。農業の方に、うちでとれた野

菜、あるいは魚を使ってくれないかなとお話をしているのかなと。何も観光や農業、漁業の

方に、なんだよ、おまえらにお世話になるかと、必要ないよと、もし考えがありましたら、

そこで町長、あるいは担当課にお願いをするわけですけれども、先ほど来からまちづくり委

員会等でいろいろなこう提案をされて、いい話が出ているようですけれども、再度聞くわけ

ですけれども、本当に綿密なる一次産業の中で、あるいは三次産業の中、二次産業の中で農

業、漁業、観光、一つになってこう町を盛り上げていく、そういう橋渡しが行政としてでき

ないか。観光にしろ、農業にしろ、みんな一生懸命やっているわけですよ。特に生産者は弱



い。立場は大変こう弱い立場にある。なかなか自分から言えない。先ほど、町長、平成20

年度、21年度の国の臨時交付金が出て、小学校校舎、あるいは体育館の工事を行うよと報

告があったわけですけれども、これは政府が緊急経済対策として考えたことであり、全国ど

こでも同じことやっているわけですよ。これが終わった後、大変それの反動が来るのではな

いかなと、そんなことを私個人的に考えております。 

  議員もただ言うだけで、何だ、あの飯田議員、言っているだけで何も行動が伴っていない

よと、そんなことも言われますけれども、言うがやすし、言っただけで行動も伴わない、本

当にこう議員としてもまずいことだなと、私も考えます。 

  先般、国保、それから介護保険について担当課の健康づくり課課長を含めて、職員の方に

大変こう忙しいところをお世話になりました。介護保険の勉強をさせていただきました。 

  話は飛んでいますけれども、ぜひこういう問題についても、町民の方に早く周知をしてい

ただく、そうして、これから一年、二年、あるいは料金の増額、介護保険等の問題が出てく

ると思いますので、ぜひ多くの場所で周知をしていただくことをお願いしたいと思います。 

  今、観光として対策は何をしていかなければならないかということで考えるわけですけれ

ども、入湯客も109万98人ということで端数まで出て、入湯税が１億6,351万4,700円という

ことで入湯税が入っております。ただ単にこの数字だけで処理されてよいものかと考えるわ

けですけれども、県には観光局ができた今、それは協会の仕事だよと、行政のやる仕事だよ

と、そういうことも言われる中で、ぜひこれを早目にこう情報をキャッチしていただいて、

各単協に流していただく。そして、協会の方たちもこれについて早く対応していく、そうい

うことをぜひお願いしたいなと思います。 

  それから、観光課の課長にちょっとひとつお聞きしたいんですけれども、今年10月末か

ら11月初め、静岡県が国民文化祭ということで、もうポスター等も張られておるわけです

けれども、その中で、観光課担当、熱川温泉の全国演芸博ということでイベントを開催をす

る、今、熱川温泉も一生懸命それに対しての施策をしております。近隣の単協の方たちにも

応援等をお願いするようでございますけれども、その後、今年一年で終わるのか、これを契

機にイベントとして名前は変わったとしても、この観光を基盤に次年度、来年、再来年と、

これ引き続いていくのか、そういう考えがもしあるようでしたらお聞かせ願いたい。 

  それからもう一点、今年に入って町として町長が大変こう力を入れてきた、観光対策の一

環として出した永井裕子ですね、ＣＤ、これの販売状況、要するに今どうなっているのか、

そしてどのぐらいの効果が、それについてはなかなか難しいところがあろうかと思いますけ



れども、その点について一点をお願いします。 

  昭和61年９月の大島の地震で、大変こう大島町、この町にお世話になったということで

全国発信をし、すばらしい町だなとあったわけですけれども、町長、先ほど行政報告の中で

も、23日の日に大島町との防災の協定を結んだよと、大変いいことだなと、私もできれば

大島町長さんに、悪いけれども東伊豆町と合併してくれないかと、そんな冗談も言ったとこ

ろがあります。日々お世話になっておるわけですけれども、そんな中で、この東伊豆町の旅

館、観光等の従業員数が約2,000名ほどいるようです。日々お客様の対応についておもてな

しをする中で御苦労されているようです。伊豆急がとまる、道路が通行どめとなる、何をな

すべきか。今回の８月９日の対応については大変こう早い対応であったようで、大変いいこ

とだと思います。 

  それとは別に、新型インフルエンザが新聞報道、あるいはテレビで報道されています。賀

茂の総合庁舎の中にあります局長さんに先般もお話をしましたけれども、地震が来るのでは

ないかなと、５月ちょっと行ったときに聞いたところ、いや違うよ、インフルエンザの対策

もするんだよということでしておった中、９日の日に地震が来てびっくりしたわけですけれ

ども、そういうことも含めて、ぜひこの観光については観光協会、あるいは商工会、農協も

含めた中で、どうしたらここにお客さんが一人でも多く来るか、そういうことを、綿密なる

計画を練っていただいて、まずこの伊豆半島にお客さんが来なくなるような、少なくなるよ

うな状況を早くこう感じていただいて、対応をしていただきたいなと思います。 

  ちょっと、話があちらこちらと飛んでしまいましたけれども、４点ほど、町内の就職状況、

それから産業振興の橋渡し、国民文化祭の終わった後にどのような対応をしていくのか、そ

れから４点目の永井裕子のＣＤの販売状況等について、４点ほど質問させていただいて私の

答弁を終わります。 

○議長（八代善行君） 飯田議員、答弁ではありません、質問です。 

  町長。 

○町長（太田長八君） まず、飯田議員はそんな自分を卑下することはないと思います。飯田

議員は飯田議員で立派な議員活動をしていると私は思っておりますし、そういう提言とか、

町の市政に対して言ってくれると大変ありがたいと考えておりますので、飯田議員は飯田議

員で立派な議員活動をしていると思いますので、そういう自分を卑下しないようにしていた

だきたいと思います。 

  そういう中で、まず学校の就職状況でございますが、今、飯田議員が、学校関係者が遊ん



でもいいから大学に行ったほうがいいんじゃないか、そういうことを聞きました。それは自

分としては本当にそういうことを言ったとしたら遺憾に思います。人生勉強で大学に行けば

いいと思うけれども、遊ぶ、そういう言葉を果たして本当に学校関係が言ったのか、ちょっ

と疑問に思います。もしそれが事実ならばその学校に対して遺憾の意を表したいと思います

し、なぜ子供たちが旅館関係ですか、そこに就職しないかということをいろいろまた検討し

ていかなければならないと考えております。また、今の若者たちがどういう気持ちでいるか

ということもいろいろ考えた中で、できるだけそういう若者たちがこの町に就職できるよう

な、そういう状況を、今後まちづくりで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。 

  学校の就職状況は、今ちょっと手元にないもので、また後で調べた中で飯田議員に報告し

たいと思います。 

  さらに、一次産業、三次産業の関連、これはもう町としても、自分がなってから、議員の

ときから町は地産地消という関係で、いろんな面でやっている中で、今、そういうものが多

少効果が出てきたのはカーネーションを一部の農家が旅館に卸しているとか、そういう面で

多少、少しでも前進しているかなという考えがあります。さらに、その辺はまた推進してい

きたいと思いますし、そういう中、産業団体連絡協議会というのがこの町にあります。行政、

観光、農協、漁協、商工会、すべての団体が入っていますもので、これが一つの橋渡しにな

って、いいまちづくりを進めていきたいと思います。今、そういう中で、夢市広場という、

そういう町全体を挙げての中でこの産業団体連絡協議会やっていますもので、一応産業団体

連絡協議会は橋渡しになるもので、その中でいろんなことを推進しながらまちづくりを進め

ていきたいと考えております。 

  情報のキャッチ、これは大変重要なことでございますし、やはり町としてもいろんな面、

国県の動向の中でアンテナを張り巡らして、この町によい情報を早くキャッチして、それ

を各単協に流していきたい、これは飯田議員の言うとおりでございますもので、それはその

ような方向でやっていきたいと考えております。 

  さらに、国文祭に関しましては、この11月２日、３日、熱川温泉を中心に、飯田議員が

言ったように全国演芸博をやります。そういう中で、また一般の町民の方もこの放送を聞い

ていたならば熱川温泉に足を運んでいただければありがたいと思います。そういう中で、自

分自身の考えは、一年限りで終わらせるのではなく、これを契機として継続しながら、熱川

温泉はこういうことがあるよという中で、また全国的にこの熱川温泉の名を広めていただけ



ればありがたいと考えておりますもので、自分自身としては継続してやっていただきたい、

そういう考えでございます。 

  さらに、永井裕子に関しましては、販売枚数、これはちょっと担当課のほうからさせます

けれども、今、現状自分自身が把握する中では、相当ＣＤの枚数が残っているではないかと

いうことはちょっと聞いたんです。どのぐらい残っているかというのは担当課に説明いたさ

せます。 

  そういう中で、そういう反省点もございます。しかしながら、この費用対効果というのは

なかなか出ない中で、この永井裕子が全国で公演をやっております。その中で、この歌を歌

うときに東伊豆町稲取にお越しくださいということを言っていただいておりますもので、こ

れが一つの私は東伊豆町を全国的にＰＲする中の一環かなということで、インターネットを

よく見る中で、永井裕子さんのインターネットの中で、この望郷岬で初めてこの東伊豆町稲

取ということを知った、そういうこともインターネットで書かれておりましたもので、いろ

いろＣＤの販売枚数が残っているかはわかりませんけれども、そういう費用対効果など、ち

ょっとその辺は、枚数が売れないということは反省ですけれども、やはり目に見えない費用

対効果があるのではないかと、自分自身は考えております。 

  最後の新型インフルエンザに関しましては、飯田議員が懸念するように、早急に観光協会

の町の正副会長、さらに事務局長を呼びまして、その対応は一応観光協会とはやりました。

そういう中で、今後どのように、対応はしたけれども、ではお客をどのように呼び込むかと

いうことは、これからお互いに話す中で、当初、10月、11月、これ大変危険なお客の状況

が悪くなるのではないかという考えの中で、先ほど言ったように正副町の協会長を呼んだ中

で、とにかく対応を考えてくれということで、今、この11月、12月にどのような対応をし

ていくかと考えているのが現状でございまして、また、そういう中で費用ができれば、また

12月補正のあたりでまた皆さん方にお願いしたいと考えています。 

  だから、一応観光のほうは、今、現状、この秋をどのように乗り切ろうかということを町

のほうから投げかけて、今、観光協会で考えてもらう現状でございますので、御理解をお願

いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（稲葉彰一君） 永井裕子のＣＤの販売枚数につきましては、平成20年度523

枚、21年度につきましては、現在まで56枚で、計579枚ほど売れております。残が1,421枚、



この1,421枚につきましては、今後の町内の観光客が来られるイベント等について、景品と

しても販売していきたいということを考えております。全国の販売総枚数ですけれども、キ

ングレコードによりますと、約３万5,000枚ほど販売をされているということでございます。 

  それから、事務所によりますと、永井裕子さんは大川栄作公演に出演しておりまして、そ

の都度この望郷岬等を歌うときには、町内の観光大使になっておりますので、ＰＲをしてく

れているそうでございます。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 以上で、２番、飯田議員の一般質問を終結いたします。 

  この際、11時５分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５２分 

 

再開 午前１１時０４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） １番、内山議員の第１問、子育て支援及び医療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） 私は、今回４問通告してありますけれども、答弁については一問一答

でお願いいたします。 

  第１問ですけれども、子育て支援及び医療問題についてということでお願いします。 

  まず、第１点目については新型インフルエンザですね、この対策がどうなっているかどう

か。これらについては、先ほど冒頭町長からもお話がありましたけれども、新学期になって

急速に、あらゆるところでインフルエンザがはやっている。そういう中で、学校の関係も保

育所、あるいは幼稚園の中で、学校の実際に休校、あるいは学校、学級の閉鎖というような



ことが出ております。今日の新聞あたり見ますと、全国42都道府県で772校ですか、それが

休校になっているということで、私は今回の質問の中で、当町の感染状況ですね、これ学校

のみではなくて含めたもの、その関係で、それが状況がどうなっているか、それを把握して

いるかどうかということをまず一点お聞きすることと、それから学校については、先ほど２

件というようなことをお聞きしましたからその必要はありませんけれども、その対策、今後

基準、10人が発生したときに学級閉鎖するということがありましたけれども、それ以上の

ことがあればまた教えてもらいたいし、その対策についてどう取り組んでいるかというよう

なことについて質問いたします。 

  それから、第２点目については、子育て医療費の助成の現状と、その拡充を考えているか

どうか。これは今幼児教育の関係だけですけれども、ほかの市町村では高学年までそういう

助成策が講じられている、その辺のところをまずお聞きします。 

  それから、第３点目は、伊豆東部総合病院の存続についてということですけれども、まず

私は１点目で述べたように、新型インフルエンザが随分はやっているわけです。そういう中

で、この秋から本格的に流行が叫ばれています。そういう中で、伊豆東部総合病院、その病

院が、入院をする施設が一つなくなってくるようなことになると大変な形になるのかなと、

改めて非常に、減ることについては心細いというようなことを考えております。 

  それから、その中で、存続の運動はどう続けているのかどうか、その後のことがまず一点。 

  それから、12月議会で、あるいは６月議会で私が何度か存続の組織の育成と、それから

町としての基金づくりですね、町としての基金づくり。 

  それから、もう一点は町民からの募金の活動を考えていく、そういうことについて検討し

ていくというようなことを、ちょっと答弁もしてもらっているんです。そこらの状況がどう

なっているのかどうか、その３点をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 第一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、子育て支援及び医療問題については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、新型インフルエンザ対策についてお答えいたします。 

  内山議員の御質問につきましては、行政報告でも一部述べさせていただき、重複する点が

ありますが、新型インフルエンザにつきましては８月上旬から急速に国内感染が拡大してき



ております。静岡県内では、８月末現在で391人の方の感染が確認されており、今後、秋冬

にかけてさらに感染の拡大が懸念されております。 

  新型インフルエンザ対策といたしましては、町民の皆様にハイキャット等を通じて手洗い、

うがいの励行、医療機関への受診の際のマスクの着用をお願いしているところであります。

また、役場庁舎や出先機関には手の消毒液を設置し、職員はもちろんのこと、出入りする町

民の皆様にも手洗いの励行をお願いしているところでございます。 

  学校関係では、各幼稚園及び小中学校に手の消毒液を設置し、手洗いの励行を指示したと

ころですが、新型インフルエンザの蔓延を最小限に食いとめるため、新型インフルエンザ対

策マニュアルを作成し、幼小中学校の校長、教頭、養護教諭、園長による対策会議を開きま

した。この対策会議では、園児、児童生徒への新型インフルエンザ対策に対する確認事項を

まとめるとともに、さらには各家庭に新型インフルエンザ対策のお知らせを配布し、保護者

にも我が子の健康観察や体調不良等に十分注意していただくなど、さまざまな対応を図って

いるところでございます。 

  なお、幼稚園、小中学校から９月１日より、毎朝の欠席状況を教育委員会で取りまとめて

おりますが、８日現在、町内の小学校で２名の罹患者が確認され、この児童は現在自宅療養

をしております。 

  今後、国県からの新型インフルエンザに対する情報等を町民の皆様に迅速に提供すると

ともに、役場の関係する課局や関係団体による連絡会を開催し、引き続き新型インフルエン

ザ対策を図ってまいりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の子育て医療費助成の現状とその拡充を考えているかについてお答えいたし

ます。 

  乳幼児医療費助成制度につきましては、子育て家庭の経済負担を軽減し、安心して子育て

ができる環境を整備するための重要な施策の一つとして考えております。 

  当町では、平成20年４月１日から、ゼロ歳から就学前の乳幼児医療費の自己負担分をな

くし、子育て家庭の経済負担の軽減を図ってきましたが、それでも、まだまだ子育て家庭は

相当な経済負担を強いられていることを私も認識しておりますので、子育て支援、少子化対

策の一環として、今後乳幼児医療費助成の拡充を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。 

  次に、３点目の伊豆東部総合病院の存続についてお答えいたします。 

  伊豆東部総合病院の存続につきましては、６月の定例議会でも答弁しておりますが、これ



までの経過を申し上げますと、昨年、７月１日に東部総合病院の運営母体である医療法人社

団康心会から下田への病院移転について検討しているとの意向を受け、10月29日に議長に

同行をお願いし、神奈川県茅ケ崎市の医療法人社団康心会本部を訪ね、当町での病院継続を

要望いたしました。このことは12月議会の行政報告の中で議員の皆様に報告したところで

ございます。 

  その後、当町の産業団体連絡会から病院継続の要望が町に提出され、本年１月14日議長

と産業団体連絡会長ともども康心会の本部を訪ね、当町での病院存続をお願いしてきました。 

  さらに、３月４日、町民にとっては非常に切実な問題であり、病院存続を求める声が多い

ことで、9,392人の町民の皆様から現行の病院存続を求める嘆願書が提出され、町民の代表

である区長会長、副会長、議長ともども康心会の本部を訪ね、現行の病院存続をお願いして

きました。その後、去る８月26日、健康づくり課長、消防本部庶務係長を同行させ、康心

会の本部を訪ね、病院移転の再考をお願いしてまいりましたが、前回の訪問したときと考え

は変わらず、下田市に施設の集約を図り、計画どおり実施していくとのことでありました。 

  地域医療を預かる行政といたしましては、今後も粘り強く病院移転の再考をお願いしてい

きたいと思いますので、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点目のインフルエンザの関係ですけれども、これは実際、

差支えなかったら教えていただきたいんですけれども、どこの学校の子供さんがなったとい

うようなことなのかどうか。それと、あと、町として庁舎内に新型インフルエンザの対策室、

そういうものを設けているのかどうか。ないのであれば、設置するようなつもりがあるのか

どうか。 

  それともう一点、医療関係との受け入れの相談だとか、そういうものはしているのかどう

か。医療関係との受け入れの相談をしているのかどうか。その辺のところをお聞きしていき

たいと思っています。 

  それから、第２点目の医療の助成ですけれども、これは、一つは、町長前向きにというこ

とですけれども、いつ拡充するのかどうか。またそれの時期を教えてもらいたいと思ってい

ます。 

  それから、少子化が全国で進んで、これは出生率だとかそういうものを向上させるために

もやっている制度なわけですけれども、今度の衆議院選挙でも子育て支援というか、そうい



うものが重点の施策になっておりました。そういう点で、この中で各地域の、各市町村とも

乳幼児の医療費を中学校３年程度までに皆さん上げているんですよね。そういう点で、駿東

だとか北駿地域では、ほとんどのところが中学校３年生まで、そういう乳幼児ではなくて３

年生まで医療費の負担をしているような状況。それで、伊豆のほうは対応がおくれているわ

けですけれども、西伊豆は新しい藤井町長が選挙公約で実際に中学校３年までの生徒を今年

の10月から、通院、入院についてもやっていく、そういうことが出ております。それから、

松崎町のほうでも来年の10月をめどに、中学校３年までの無料化を固めた。それから、今

日の、皆さん新聞を見たと思うんですけれども、河津の町長のほうも、来年の10月から中

３まですると、そういうことを出してあるんですね。 

  だから、今度やっていないところになると、東伊豆町と南伊豆と西伊豆、ごめんなさい、

そういうことになってしまうと思うんですよ。だから、そういうものの努力、だから、いつ

ごろまで町長としては目安としてやるのかどうか。実際に乳幼児の関係のものについても、

これ全部町の費用だけではありませんね、実際に県のほうから、入院の場合は半分出て、そ

れから通院の場合は３分の２が出ているような状況だと思うんです。担当課のほうに聞きま

したら、実際には511人の、延べですね、そのぐらいの皆さんが使って、実際に1,700万円

程度のお金を使っているというわけですけれども、その中で、そのうち県費が出ていると思

うんです。そういう点で、私も一番子供さんたちのことを考えると、実際20年３月の統計

で見ると、出生の数はうちの町が64人、それから河津が58人、南伊豆町が60人、松崎が49

人、西伊豆が51人ですね。それで、賀茂地区の中で一番私どもの町の率が低いんですよ。

そういう点を考えると、一番初めにやらなければいけないのかなと、そんなふうに思うもの

ですから、十分また時期的なものも含めてお話を願いたいと思っています。 

  それから、３点目の伊豆東部総合病院の関係ですけれども、これはできるだけ、何度も町

長も言っているように、粘り強くやっていくことが大事であって、できれば、町の積極的な

姿勢を見せる上でも、基金づくりだとか、あるいは募金を始めるようなことも、そういう動

きを実際に見せてもらいたいということで、再度これについても伺います。 

  それから、蛇足でありますけれども、下田の湊病院ですね、新しい病院ができるような建

設の議決が８月27日に、首長さん方でしたようなことを聞いております。しかし、その中

で建設の先送りを考えているような市長さん方もあるような情報もあります。ぜひ当町とし

ても、伊豆総合病院がもし移転した場合に、それに今度相まって、実際湊病院が下田に移転

できない、建設ができないというようなことになると医療の過疎地になります。そういう点



で、ぜひ私どものところの町長については、建設の促進の一員として、基本的な考え方のス

タンスを持って、病院がなくなるということについては、相当の地域については痛手ですか

ら、その辺のことについてお聞きいたします。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 内山議員の、まず学校関係でございます。 

  この学校の校名を言ってくれと言いましても、これやりましたと言うと混乱するもので、

その学校名だけはちょっと勘弁していただきたいと考えております。 

  さらに、対策室の関係ですけれども、既にもう夏休み、８月末時点で健康づくり、さらに

消防、さらに地域防災係、寄って話し合いました。そうなれば、これを充実していく中で、

とりあえずは学校関係とかの観光協会、いろんな面の情報は防災担当が一応その担当に当た

ると。しかしながら、全体に今後蔓延していけば、対策室とか考えなければならないと考え

ていますけれども、そういう場合は、基本的には健康づくりが対策室の中心になるのかなと

考えております。現状では、とりあえず消防、防災、そして健康づくり課の中で話し合いを

進めておりますので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  また、さらに今度は医療関係でございます。この乳幼児を早急にやりたい中で、今、西伊

豆とか河津、松崎言いました、その中で人口規模とかいろいろありますもので、また、財政

の占める割合、これはうちの町が一番多くなると考えていますので、そういう中で、今、担

当のほうがやるとしたらどれぐらい、小学校、さらには中学校まで延長した場合、どれぐら

いかかるかということを、今、資料を大体持っていますもので、その辺はまた担当課のほう

から説明させます。 

  そういう中で、前回県知事と伊豆の修善寺、伊豆市で話した中で、知事のほうもその乳幼

児に対しては大変まだ固まっておりません。選挙公約の中で乳幼児も中学生まで無料と言っ

ておりましたけれども、我々町長会の中ではまだ具体的にちゃんと決まっていないという中

で、財政のいいところの市町には負担しないとか、その辺のことを言っています。やはり町

長会としては税の公平化という中で、財政の優劣にかかわらず、各町に一律の負担をお願い

したい中で、県知事は、財政のいいところには負担をしない。そして財政の悪いところには

多く負担したい。しかし、その中で自助努力は必要だということを言ったりしたもので、ま

だ県知事は一応公約の中でそう言いましても、固まっていないというのが現状でありまして、

町としてはできるだけ早く負担したいと考えている。時期となりますと明言はちょっとでき

ないもので、やはり財政というようなことがありますもので、その辺はできるだけ早くやり



たいと、こういう考えでいますもので、その辺はまた御理解願いたいと思います。 

  さらに、東部総合病院に関しましては、何しろ粘り強くこの町にいてくれという中で、時

期が来れば、また内山議員が提案したようなことも、東部総合病院さんには言っていくこと

も必要かなと考えておりますけれども、今の現状では、何としてでも存続ということでお願

いしているのが現状でございますので、その辺御理解願いたいと思います。 

  さらに、質問にはありませんでしたが、湊病院に関してちょっと言わせていただきますと、

皆さん誤解していると思います。やはり湊病院が欲しいということは、１市５町の首長たち、

みんな同じ考えでございます。そういう中で、よりよい湊病院をつくりたいということで、

一部自分を含めた中で話しております。この建設の先送りという言い方はちょっといかがか

なと思う中で、なるべく早い時期にこれはつくってほしいということは、１市５町すべての

首長は同じ考えでございますもので、その辺は御理解願いたいと思います。湊病院の建設に

反対しているのではないということだけは御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 町長、新型インフルエンザ対策についての受け入れ態勢についての答

弁をよろしくお願いします。 

○町長（太田長八君） この新型インフルエンザの受け入れ態勢といいますと、基本的には、

もう新型インフルエンザはＡ型でもすべてこの新型インフルエンザと扱うもので、新型イン

フルエンザとＡ型インフルエンザ、２つあるんですけれども、何にしてももうＡ型でも新型

ということで、これはなかなか見極めが厳しいという中で、受け入れ態勢につきましては、

もう消防署の救急車もどんと使う。以前は救急車の使い方もありましたけれども、さらに病

院の指定もありましたけれども、現在の国県の姿勢は、どこの病院でも受け入れてくださ

いという考えなもので、一応すべての病院に、そこは受け入れ態勢がございます。そういう

ことでございます。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（山田和也君） 乳幼児医療費助成の拡充に伴う試算ですが、現在の乳幼児医

療費助成は就学前の幼児が対象で、平成20年度実績では対象者数511名で、助成金額が1,48

0万円です。一人当たりの医療費負担額は年間２万9,000円となりました。単純な試算であ

りますが、小学校までを助成しますと全体の小学生数670名ですので、1,943万円の増とな

り、総額で3,423万円の助成額となります。さらに中学３年生までの助成となりますと、中



学生徒数376名ですので、1,090万4,000円の増となり、総額で4,517万円の助成額となりま

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） 一応、新型インフルエンザについては十分わかりました。 

  それから、２点目の医療費については、また十分やっていただくようなことでお願いいた

します。 

  それから、３点目の伊豆総合病院に基づいて、蛇足があったけれども、私も町長が反対を

しているというようなことではなくて、そういう先送りのような言葉のものが新聞紙上にち

ょっと載ったもので、できれば推進派の一員として、早急に、問題もいろいろあると思いま

すけれども、解決してはっきりしたものにしてもらいたいということです。 

  以上です。答弁要りません。 

○議長（八代善行君） 次に、第２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） 経済対策の中で、第１点目は住宅耐震補強制度の利用と、町で助成策

の充実を考えているのかどうか、そこらについて御質問させてもらいます。 

  それから、２点目の緊急融資の利子補給制度及び伊豆スカイラインキャッシュバックの結

果と、それから今後継続するか、その辺のところをお聞きしていきたいと思っています。 

  これについては、先ほど町長からもお話があったように、知事がかわりまして、県のほう

はキャッシュバックの継続をする、それから12月をめどに200円に、県の持つ有料道路を20

0円にするということがありますけれども、うちの町がどうするのかどうか、そこらをお聞

きしていきたいと思っています。 

  よろしくお願いします。 

○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） 内山議員の第２問の経済対策については２点からの質問となっており

ますので、順次お答えいたします。 



  まず１点目の、住宅耐震補強制度の利用と、町で助成策やその充実を考えているかについ

てお答えいたします。 

  御質問の木造住宅耐震補強制度につきましては、県から１件につき30万円の補助金を受

け、木造住宅の耐震化をする制度がございます。また、この制度には高齢者に対する優遇制

度があり、市町が独自に10万円の助成金をつけた場合には県も同額の10万円を上乗せし、

基本額の30万円に優遇分の20万円を追加した50万円を上限とする助成制度となっておりま

す。 

  当町におきましては、独自に10万円の上乗せ基準を設け、平成17年６月20日から運用し

ております。しかし、現在までは利用されていない状況です。 

  利用されない理由といたしましては、木造住宅の耐震補強を行うためには多額の事業費が

必要となり、助成制度はあるものの多額の個人負担が生じてまいります。このことが利用さ

れない一つの要因ではないかと考えています。 

  そこで、町といたしましては、観光商工課で実施している経済対策事業の一つであります

住宅リフォーム振興事業補助金10万円とリンクして利用すれば、最高60万円までの助成を

受けることができるため、相談に来た方々には併用して利用するよう説明等を行っておりま

す。しかし、それでも利用がないというのが実態であります。 

  もう一つ、利用されない理由として考えられるのが、専門家に設計等を依頼しないと補助

対象とならないということがあり、また、耐震補強申請と住宅リフォーム申請と２つの申請

を提出しなければならないという点で、手続が複雑であるということもあるのではないかと

考えます。 

  今後、町の財政が厳しい中で、単独で多額の補助金を補てんしていくということは難しい

ので、県に補助金の増額ができないか要望していくとともに、手続の簡素化が図れないか担

当課に研究をさせたいと思いますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の緊急融資の利子補給制度及び伊豆スカイラインキャッシュバックの結果と

今後継続するかについてお答えいたします。 

  経済対策資金利子補給金制度についてでありますが、この制度における交付対象者は町内

事業者で、町で中小企業者の認定申請を受け、民間金融機関及び政府系金融機関と昨年10

月31日から今年の６月30日までに借用証書を取り交わし、７月31日までに東伊豆町商工会

に利子補給の申請書類を提出した者が対象となることは既に御承知のことと思います。 

  この制度の利活用状況については、６月定例会でも御報告させていただいたとおり、その



時点では34件と少ない状況でありましたが、その後、商工会において該当者と思われる事

業者へのダイレクトメール、各金融機関における利活用指導、広報ひがしいず、ハイキャッ

トのＰＲにより、７月31日の締め切り日までにセーフティーネット借り入れ者126事業者の

うち99件、全体の78.6％となりました。 

  その結果、21年度の利子補給総額も約1,250万円で、中小企業者の経営基盤の強化支援に

貢献された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、伊豆スカイラインキャッシュバックの結果と今後継続するかについてですが、県が

事業主体で現在も継続している「伊豆に泊まろうキャッシュバック大作戦」に同調した、８

月31日までの伊豆スカイライン復路無料券発行事業につきましては、宿泊客の減少幅拡大

の食いとめには一定の効果があったと認識をしております。 

  静岡県道路公社の統計によりますと、伊豆スカイライン月別利用台数は、８月の状況はま

だ把握できていませんが、４月が前年対比99.7％でしたが、５月が102.5％、６月が103.

2％と前年を上回っており、７月は天候不順が続き97.6％と少し減少している状況です。町

の観光協会調べでは、当町の復路キャッシュバック事業のゴールデンウイークから６月30

日までの利用券発行471台に対し、７月は525台と利用券発行が多く、８月もかなりの利用

券の発行がされているとのことであります。 

  今後の継続についてでありますが、８月14日に川勝県知事が、９月以降も伊豆スカイラ

インのキャッシュバックを含めた「伊豆に泊まろう！！大作戦」を継続し、さらに、伊豆ス

カイラインの通行料金を年内中に一律200円とするとの考えを明らかにしていますので、こ

れが確実に執行されることを望むものであります。 

  町としても、県の動向を注視しながら対応を図ってまいりますが、復路の無料通行券交付

事業につきましては、一応８月末日までとすることで町の観光協会と調整をさせていただき

ましたので、御理解をお願いいたします。 

○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、一番初めの耐震の関係ですけれども、これは今、町長言われた

ように、相当厚い部分があると思うんですよ。一つのＰＲ不足でもあると思うし、それから、

今、私もちょっとわからなかったわけですけれども、設計書を書く、そういう、できればそ

の辺の負担をしてあげるようなことをすることによって、もっと多く最大限に住宅のリフォ

ームの制度を含めた格好で考えれば最大60万円ということですから、そこらについては、



できれば、財政的なものもありますけれども、いきなり補強の分のお金がなかなか大変で、

できれば県のほうでお願いしたいということがあります。そういう点で、町は設計書につい

て、素人の人は難しくて書けないし、それからそういうものの費用も含めて考えてあげたら

いかがかと思います。 

  それから、緊急融資とキャッシュバックにいては、これが一つの、利子補給については十

分役割が果たせたのかなと。当初は私も、前回のとき心配して、実際に使われるのかなと。

実際緊急融資というのはなかなか経営が厳しいところが使うものですから、その条件にはま

らないようなことがあってお金が無駄になってくるのかなと感じましたけれども、その辺を

お聞きしてまず安心しました。 

  スカイラインについては県のほうがやるけれども、その町が財政的に問題があって、観光

協会と話をして打ち切りするようなお話も今聞きました。私は、そういうものの話がなけれ

ば別ですけれども、今、観光協会のほうも納得していれば、そのような方向でいいのかなと。

近い将来には、12月になれば有料道路が200円ですか、そういうことも決まって、ほぼ議会

を通らなければいけませんけれども、県のほうも。それで一応了解いたしました。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まずは１点目の耐震補強、内山議員の言った、今手続を内山議員はこ

ちらが負担すればいいんではないかと言いました。 

（「設計費用です」の声あり） 

○町長（太田長八君） 設計代をね。それぞれ、今手続の簡素化ということで、その辺を何と

かできないかということを研究していますもので、その辺は了承していただきたいと思いま

す。 

  さらに、これ筋交いと耐震、相当な費用がかかります。何十万とか、何百万の単位ではな

く、大きくは1,000万円ぐらいいくかもわかりません。そういうのはやはり個人の方の負担

も相当なものですから、その辺でまた言ったように、そういう制度があってもなかなか活用

できないのかなということは、自分は考えております。その手続の簡素化、これはちょっと

今検討していまして、さらに検討を進めていきたいと考えております。 

  次に、利子補給、これは本当、当初30の件の中で、今多くの77.6％の方々がこの利子補

給制度を利用していただいたということで、町としてもやったかいがあるかなということの

中で、内山議員が言ったような、その懸念した中で、これだけのことがあったということは、



町としてもやってよかったなと考えております。 

  さらには、スカイラインに関しましては、今、内山議員は12月と言いました。一応、こ

の前の県知事の、さっき言った修善寺の中で、当然これは県議会を通らなければいけない。

一応11月１日にやっていきたい、そういうことの報告を受けております。その中で、今後

また200円の中で一応、これがさらに町の観光に対して有効であるならば、今後のことをま

た観光客といろいろ相談しながらやっていきたい中で、とりあえず、さっき言ったようにこ

の町の助成は８月いっぱいですよと。ただ、観光協会と話はできているということだけは理

解いただきたいと思います。 

  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） ちょこっとだけ、耐震の関係で、町長は今、何百万、何千万というよ

うなお話がありましたけれども、今日ちょっと私資料を持ってこなかったんだけれども、新

しい会社がありまして、そこでやると本当に完璧にできるようなことを書いてあるのがあり

ましたよ。またその辺の資料また提供しますけれども、そういうもんであれば、100万円程

度のものでできるかということもあると思うので、またその辺は資料提供いたします。 

  あと、２番目の２点目については十分わかりましたから結構です。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） その耐震補強に関しまして、ちょっと私も誤解した中で、一般的な家

庭とと考えた中で、この私道の中でうまく対象を受けようという中で、平均的には167万と、

そう考えております。そういう認識はまた改めたいと思いますので、よろしくお願いいたし

たいと思います。 

○議長（八代善行君） 次に、第３問、風車建設の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） この点については、毎回のように質問をさせてもらっているわけです

けれども、やはり住民の困窮しているものを見ると、どうしても心情的にもまたやっていか

なければいけないかなと、そんなふうに思っています。 

  まず、第１点目は奈良本の天目山の風車の状況と、今、とまっているわけですけれども、

その今後の方向がどうなるのか、付近の住民が被害を訴えているが、その対策についてどう



いう継続をしてやっていらっしゃるのか、その辺のところをもう一度伺います。 

  それから、第２点目の、稲取の三筋山の建設計画のある風車の進捗状況、それから、付近

の皆さんに影響があると思いますけれども、その辺の調査をどうしてあるのかどうか。それ

から、その対策についてどうなっているのか、その辺の２点、お聞きいたします。 

○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問の風車建設の諸問題については２点からの質問とな

っておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の奈良本天目山の風車の状況と今後の方向は、付近の住民が被害を訴えてい

るが、その対策はどうされるのかについてお答えいたします。 

  まず、奈良本天目山の風車の状況と今後の方向ということですが、５月28日の低気圧に

よる強風により、ＣＥＦ伊豆熱川ウインドファーム株式会社の８号機のブレードが折れる事

故が発生いたしました。現在、事故原因究明のための調査が行われており、風車が停止して

いる状況となっております。また、国等の関係機関に対しまして事故報告がなされておりま

すが、現時点では原因の特定には至っていないとのことであります。 

  これらの状況も踏まえ、８月24日に開催いたしました三者会議におきましては、事業者

から自治会の代表者に現状での調査状況の報告がありましたが、今後の安全運転を確保する

ため、全ブレードの取りかえを実施したいとの説明がありました。 

  なお、事業者からブレードの運搬については、９月10日から16日間でブレードの搬入を

行い、９月中に運搬を終了し、10月の中旬には試験運転を始めたい旨の説明がありました

が、町といたしましては、事故を起こした際に事業者に対し事故の徹底した究明を行うこと

や、国県等関係機関の指導事項を町に報告することなど４項目の要請をしておりますので、

国県等関係機関に報告書が受理され、その報告書が町に提出されなければ運転は認めない

旨を伝えたところであります。 

  また、付近の住民が被害を訴えているが、その対策についてはどうされるのかということ

ですが、この内容につきましては６月定例議会での内山議員の一般質問で、付近住民が騒音

や低周波の影響と思われる体調不良を訴えているが、その対応はという質問に対しまして、

一日町長室や直接町に苦情を訴える方や、別荘住民代表者の皆様からの情報により、十数名

の体調不良者がいることにつきましては承知している旨答弁をしております。 



  また、事業者が体調不良者のお宅を訪問し、直接話を聞き、今後の対策について話し合い

をするよう要請したところであり、事業者はこの要請に基づき体調不良者のお宅への戸別訪

問を実施したところであります。事業者が直接住民と話をし、実情を知ることは非常に大事

なことでありますので、今後も継続して実施するよう指導をしていきたいとお答えしており

ます。 

  さらに、緊急的に避難をする避難所の確保について、事業者が奈良本地内に確保したが、

生活をするための諸条件が不足していたために利用がされなかったということですが、三者

会議での自治会からの申し出もあり、必要最小限の生活諸条件は整えたとのことにつきまし

てもお答えをしております。 

  これらについてお答えをしたわけですが、この中で特に重要であると思いますのが、体調

不良を訴えている方々のお宅を訪問して直接話を聞き、状況を理解することが必要であると

考えております。体調不良を訴えている方が、それぞれ風車からの距離や家の構造や地形、

その他諸条件によって訴えている内容も異なることが推測されます。それぞれの状況を把握

した上で戸別にどのような対応がとれるのか、また、戸別での対応が困難であるならば、ど

のような対応がとれるのか判断していくことも必要ではないかと思いますので、事業者に対

し今後も体調不良者の戸別訪問を行うよう指導したいと思います。 

  いずれにいたしましても、全体的な観点から問題を解決していくためには、事業者と自治

会住民との話し合いが必要であると考えますので、今後も三者会議を継続していきたいと考

えております。 

  次に、２点目の稲取三筋山への建設計画のある風車の進捗状況と、付近への影響調査やそ

の対策を考えているのかについてお答えいたします。 

  稲取三筋山への建設計画につきましては、事業者である東京電力株式会社による個別の予

備協議を経て、町の土地利用対策委員会に対し、事業計画審査願が平成21年８月３日に提

出され、８月20日に土地利用対策委員会が開催されました。現在、委員会で審査中となっ

ております。 

  御案内のとおり、本計画につきましては三筋山から北側の稜線沿いに、天城方面に向かい

建設されるもので、行政区域は当町及び河津町の２町にまたがる計画となっており、建設さ

れる風車は11基となっております。このうち、当町の行政区域内に建設される風車は２基

で、両町にまたがる風車が３基となっております。 

  付近への環境調査やその対策を考えているのかということですが、この事業計画そのもの



は県のガイドラインの適用となっておりませんが、事業者が自主的に環境影響評価を実施し、

参考としてではありますが県の関係部署に提出されております。また、現在、土地利用の審

査中であり、環境への影響等も含め総合的な指導がなされるものと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） 内山議員。 

（１番 内山愼一君登壇） 

○１番（内山愼一君） まず、第１点目の奈良本の風車の関係ですけれども、これは町長言っ

ているように、なかなか風速60メートルでも崩壊しないようなことがありましたけれども、

実際には風速の22メートルで羽根が壊れて、今回羽根も全部取りかえるようなことの話も

聞いております。しかし、この間、今の第三者会議でやった資料を見ますと長さ37メート

ル、重さが５トンですか、その風車の羽根が、実際、最大500メートルの範囲に飛び散って

いるんですよね、ここに書いてあるわけですけれども。それから、もう一点は胴体部分とい

うか、そういうところにも相当破損があるようなことで、またそういうようなことが起こら

なければいいなというようなことの考え方はしているわけですけれども、県国の許可がし

っかりしなければやらないということになるわけですけれども、私、もう一つ気になったの

は、従来は付近の住民が被害を訴えたような格好だったわけですけれども、今度要望が、当

初風車のことを推進してきた奈良本区、奈良本区が実際推進したと思うんですよ。だけれど

も、今の現状を見て、今度は奈良本区自身が町のほうにも風車を何とかしてほしいというよ

うなことで要望を出している、そんなことがあるものですから、できるだけこのことについ

ては、今の皆さんのところにお聞きすると、できれば全体的に奥へ持っていってほしいだと

か、あるいはいっそ中止してくれということがありますけれども、かなうならそういうこと

も必要だと思いますけれども、もう一点は、そういう奈良本区あたりからもそういうお話が

ありますから、私は議会のほうとしても関係部署に意見書を、要望書を出してあるわけです

ね。そういう点で、町とも一緒になって、県だとか、あるいは関係機関にも陳情活動なり、

当局と議会が両輪でいくようなことも考えていくようなことが必要なのかなと。できれば、

被害を受けている人たちのことを考えれば、ルールの、規制の強化、それからあと、その住

民の救済の方法ですね、それから、それについては資金援助等とか、そういうものについて

を関係機関に訴えていくようなことも必要だと思いますけれども、その辺町として考えるこ

とができるかどうか。それを教えてもらいたいと思っています。 

  稲取については、今お聞きした格好で前回と同じですけれども、今度、相当な面積の森林



の伐採といいますか、そういうものがなされるというようなことを聞いております。うちの

ほうの町の中ではどうなっているのか、あるいは河津町中心にやるのかどうか、そこらも含

めて教えていただきたいと思っています。 

  私が何度も心配するように、付近は観光施設もありますし、それから貴重な動植物の宝庫

ですから、そこらの点で一つと、それでもう一つは、近くにもやはり住民の方がいらっしゃ

るんですね。だから、そういう点で情報の提供をしてあげたり、町が奈良本と同じように、

そういうところの協議会的なものをこれからつくっていくような努力をしてもらいたいと思

いますけれども、いかがなものですか。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、奈良本の関係でございます。 

  これには大変、住民の方も、また付近の奈良本のもともとの土地の人、言い方おかしいか

もしれませんが、要するに風車が、ブレードが運ばれてすぐ運転するのでは、大切ではない

かということでもう再三私のところに言ってきております。これは、あくまで先ほど言った

ように、この国県の報告書が受理されなければ、一切町は風車を動かしてはいけないこと

をＣＥＦに言っておりますもので、その辺は分庁室の方、さらにはあの一帯、奈良本区の４

人の、４軒の方たち、その方に安心していいですよ、風車は現状では回りませんから、たと

えブレードが運ばれたといたしましても、町としては回らない方向でやっておりますので、

その辺は安心してくださいということは言っております。そういう中で、今言われた、いろ

いろな規制とか、町からということの中で、先ほど行政報告で言いましたけれども、６月に

鳥取でやった全国の市町村の風車の協議会、この中で町の現状を言ってきました。その中で、

そのときの内容といたしましては、この９月か10月ごろに低周波とかそういうことに対す

る研究会を設けるもので、それでもう少し待ってくれということを言われました。そういう

中で、しかしながらこういう低周波とか、全国市町村の風車会の中で問題が多く起きている

のは、特にうちの町がほとんどでして、田原町が少しありましたけれども、ほかの風車のあ

るところに関しましては、いや、うちの町はそういうことは一切ないよという中で、町とし

ては大変危惧しているもので取り上げていただきたいという中で、わかりました、では９月

か10月だかにまたやるもので、その中で低周波の会議ですか、それを一応立ち上げていき

たいと報告を受けておりますもので、またその辺の状況は、また議会の方にも町民の方にも

知らしめていきたいと思います。 

  その中で、私が一番ありがたいなと思った、その低周波に対する考えを持っている、ある



のではないかという―名前なんていいましたっけ、奈良本の。ちょっと暫時休憩してくだ

さい。 

○議長（八代善行君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時５１分 

 

再開 午前１１時５１分 

 

○議長（八代善行君） 再開いたします。 

○町長（太田長八君） その席で汐見先生も呼んだ中で、そういう研究も立ち上げたいと言っ

ていますもので、それ相当のある程度の結果が出るんではないかと私は期待しておりますも

ので、その辺はまた、何度も言うようにまた議会とか町民の方に知らしめていきたいと考え

ております。 

  それと、町がその辺の助成とか、そういうことはなかなかできないもので、その辺は理解

していただきたいと思います。 

  奈良本はそんなもんでいいですか。また、答弁漏れがあったら言ってください。 

  あと、稲取に関しましては、基本的には11基のうち10基はもう全部かかるわけなんです

よね。先ほど言ったように、東電さんの２基がうちの町で、あと３基が両町にまたがるとい

う中で、基本的には国の保有林ですか、そういう中で、これに対しては町は一切、ただこの

土地があるというだけで、あくまでも国県の許認可になっていきますもので、その辺はや

はり国県が出した中でやはり町もいいではないかということは言っていきたいと考えてお

ります。 

  それから面積的なことは事務的なことなもので、課長のほうに説明させます。 

○議長（八代善行君） 建設産業課長。 

○建設産業課長（上嶋智幸君） 面積の関係でございますが、全体の面積で71万1,245平米で、

当町にかかる面積が12万2,688平米ということになっております。このうちのケース変更す

る部分につきましては、今ちょっと詳細なものを持っていませんので、後で示しておきたい

と思いますが、全体計画、さっき町長が申しましたように、11基のうちの当町にかかる分

は２基で、あとの２基が半分かかるという状況ですので、推察していただければ大体12万2,

000平米のうちのどれぐらいかということは御判断願えるかと思います。 



  詳しくは後で示しておきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（八代善行君） 内山議員。 

（１番 内山愼一君登壇） 

○１番（内山愼一君） 奈良本の関係も、先ほど町長言ったように研究会を設けて、ルールづ

くりというようなことについても全国的な規模で進めていくということですから、できるだ

けその辺のところ早急にお願いをしたいと思っています。答弁は要りません。 

  それから、稲取の関係ですけれども、これは森林の伐採の面積が相当の面積ですから、河

津のほうにも申し入れて、できるだけ災害の起こらないような格好で、県にも申入れを両町

でしていくようなことも考えていただきたいと思っています。 

  よろしくお願いします。答弁は結構です。 

○議長（八代善行君） ただいま、１番、内山議員の一般質問中ですが、議事の都合により午

後１時まで休憩したいと思います。 

 

休憩 午前１１時５５分 

 

再開 午後 ０時５９分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  質問に入ります前に、町長より、インフルエンザ関係について報告がありますので、よろ

しくお願いします。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 朝の段階で、行政報告並びに内山議員の新型インフルエンザ対策につ

きまして、現在町では２名のインフルエンザの罹患者があると言いましたけれども、先ほど、

12時半、学校のほうから報告がありまして、その２名の方は現在登校しているということ

で、現在、この町にはインフルエンザ関係の方はゼロということで、町民の皆様方御理解願

いたいと思います。 

  それで、何回も言っているように、予防という意味で手洗い、並びにうがい、さらには人

込みに出るときにはマスク着用、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 午前に引き続き、１番、内山議員の一般質問を行います。 



  第４問、町長の政治姿勢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４問の関係ですけれども、町長の政治姿勢を問うわけですけれども、

これは、第１点目は選挙の公約の達成度と、それから未達成の公約の責任についてはどうお

とりになるのかどうか、そこら辺を伺います。 

  この問題については、私前回の町長選挙のときの公約といいますか、それがここにありま

す。町長のほうで選挙の公約の目玉にしたのは、一つは一日町長室ですね、このことと、そ

れからもう一点は子育て支援の中の学校給食費の半額負担、それから、近い将来的には無料

化をする、そういうものや、このほかに新聞広告でも実際に出しているわけです。 

  一日町長室については、月に１日の時間を調整することによって、現在開催しているわけ

ですけれども、これは実現したことになると思います。 

  給食費の半額負担については、昨年から給食費については小学生が１カ月4,180円、それ

から、中学校で4,880円、こういうものの中で一人500円負担をしているようなぐあいです。

年間で考えてみますと、これが569万3,000円ですか、そういうようなお金が助成されてい

るようなぐあいです。これは、給食費全体の5,099万円と比較すると11％、１割ちょっと超

えた形です。それから、選挙公約の半額負担ということで考えてみましても2,549万5,000

円ですか、そういう中で22％ぐらいのものなんですね。ということは、半額にはまだ遠く

及ばないようなことでありますけれども、あと半年の任期の中でこれが実現できるのかどう

か。公約でうたったわけですから、その辺のことを伺います。 

  それから、また公約の中にはスローガンだけではなくて、抽象的なまちづくりを、みんな

で安心するまちづくりだとか、そういうスローガン的なものもありましたけれども、もっと

具体的に、例えば観光振興については研究機関と、それから商工会と協力して旅館の経営の

体質の改善を図る、あるいは強力に支援していく、そういうことで、それからあと経済の対

策についてはユニバーサルデザイン、そういうまちづくり、それから商店街づくりを積極的

にやっていくような形、それからサービス展開と協調して宅配サービスの研究支援をする。

そういう具体的なものも掲げてあったわけですけれども、今言ったようなことについてはほ

とんど手をつけていない状態であるわけです。実際、公約の中でできないことを羅列したと

いうようなことでもないと思います。しかし、実際、そういうことを一歩も踏み出していな

いわけですけれども、その辺のところはなぜ踏み出すことができなかったのかどうか、その



辺について伺います。 

  それで、この４年間で、今、指導というか、そういうことができなかったことによって、

これは町長だけ、あるいは観光協会の責任だけではありませんけれども、実際に旅館の倒産

だとか、あるいは内部整理、そういうものが何件もあったことについては御存じのとおりだ

と思うんですね。それから商店街についても、実際にシャッターを閉めた商店が増加をして

いる。これからの高齢化社会、そういうものに向けた優しくてユニバーサルな商店街という

ようなことについても一歩も踏み込んでいるようなことが見受けられません。そういう点で、

ほかにるる公約の中身がありますけれども、それを今云々とかいうことはありませんけれど

も、町長自身が今お考えの中で、選挙の公約について達成した度合いといいますか、パーセ

ンテージでも構いませんけれども、それがどのぐらいあったのか。それで、未達成のものは、

どういうふうなことが未達成になっているのか、その辺のところを伺いたいと思いますし、

それから、できない分についての公約の責任といいますか、そういうこと、いろんな事情が

ありますけれども、できないことについてはどういうふうなお考え方をするのかどうか、そ

の辺をまず伺います。 

  それから、２点目のアスド会館については、アスド会館の売却の姿勢といいますか、その

辺についてお伺いいたしたいと思っています。よろしくお願いします。 

○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、町長の政治姿勢については２点からの質問となっ

ておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の選挙公約の達成度と未達成の公約の責任はどうなるのかについてお答えいたしま

す。 

  平成18年３月26日に町長に就任し、３年余りが過ぎましたが、就任以来今日に至るまで

「みんなが安心してくらせる町、笑顔があふれる町」を政治信条として、行政運営に取り組

んでまいりました。町民の声がいつでも届く町政、人づくりまちづくり支援、景観の保全及

び環境対策、少子高齢化福祉社会への対応、産業の振興発展、市町合併への対応という６

つの基本姿勢のもとに、事務事業の緊急性や必要性、費用対効果等をさまざまな角度から検

討し実施してきておりますので、選挙公約イコールよりよいまちづくりに向けての施策の推

進ということで理解願います。 



  施策の推進に当たり、特に少子化対策としての子育て支援や観光を初めとした地域産業の

振興発展等に重点を置いて取り組んでまいりました。 

  達成度と未達成公約の責任はという御質問でございますが、地方分権社会の進展により行

政需要は年々多様化し、複雑化してきておりますし、非常に厳しい財政事情という制約の中、

施策のすべてを実施することは困難でありますが、施策の推進に全力を傾注しておりますの

で、御理解と御協力をお願いいたします。 

  次に、２点目のアスド会館の売却の姿勢についてにお答えいたします。 

  アスド会館の売却協議につきましては、議会全員協議会で協議、検討を諮った中で、売却

先を一団体に絞り、アスド小委員会を中心に交渉、協議を重ね、その都度議会全員協議会で

協議を重ねてまいりましたことは御案内のとおりでございます。 

  今年２月27日開催の議会全員協議会での御意見を踏まえ、顧問弁護士の御指導のもと、

仮契約書案を作成して設立準備委員会に契約書規定内容の協議を申し出ておりました。設立

準備委員会では、４月から学長予定者が専属スタッフに加わり、設立計画が見直された中で、

都内に拠点を構えて開学することとなり、２年後に向けて大学院大学の設立、開学を目指す

こととなった旨のおわびと報告を受けました。 

  しかしながら、アスド会館の取得を断念したわけではなく、税金等の対策を含めて開学後

に学校法人として取得したいこと、開学後とすることから、取得の時期については二、三年

の猶予期間を設けていただきたいこと、さらに、利用形態は天城高原にある世界的コンピュ

ーターメーカーの研修所形式で、宿泊施設を備えた研修研究施設としたいとの意向が示さ

れました。 

  アスド小委員会との協議では、アスド会館を大学院大学の所在地としないこと、取得を放

棄したわけではなく、少々の猶予期間を与えるべきこと、新計画では仮契約書の締結を急ぐ

必要はないこと、学校法人で取得の意向が示されたならば、改めて協議すべきとの意見がご

ざいました。これらの意見を踏まえ、本大学院大学が計画する世界的高度情報工学の教育機

関を目指す中で、行政、大学、産業が連携したまちづくりの協働体制や、伊豆地域の教育研

修など、さまざまな場面への協力が得られるものと確信する中で、町として開学後の取得希

望に対しまして猶予期間に係る取り扱いの協定書を交わしたいと考えております。 

○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） 第１点目の、選挙の公約のことについてですけれども、今の町長の答



弁だと抽象的でよくわからないですよね。だから、私は主観でなくて、客観的に見て、それ

が今ここで何でもかんでも責めるということではありません。未達成の分がどのぐらいなの

か、それから、自分がこれだけやりましたといったことのパーセンテージとか、そういうも

ので考えられればと思っています。 

  それで、選挙の公約は選挙を戦うためのスローガンではないと思うんですよね。だから、

あくまでも掲げたまちづくりに対するもの、その中で具体的なものがあると思うんですよ。

私、先ほど言ったようなことを、またもう一回説明しますけれども、４年間の中でそういう

ものをどう構築して、どう実現していくか、その辺のところが本来はなければいけなかった

と思うんですね。だから、先ほど言ったように、本町の旅館、観光業が衰退しているという

ことについても、実際には団体型の観光地からグループだとか家族客、そういうふうな形に

形態が変わってきたわけですよ。そうすると、そういう観光地づくりに転換をすることの努

力、そういうものをしてきたかどうかということの問題だと思うんです。ちょっと難しく言

えば、私は歓楽的な観光地からいやしの観光地づくりというようなことについてを訴えてき

たわけですけれども、その構造的な変換ができなかった、そういうことではないかと思うん

ですよね。 

  そこの中で、一方で旅館は、バブルのときにいろいろな設備投資、それからたび重なる災

害等で過剰に借金をしてきたわけです。そういうことの中で、どっちにしても、今お客さん

が団体からグループだとか、家族客になれば、お客さんの数が少なくなるに決まっているん

ですよ。そういうことを私も商工会にいたときも提言してきたわけですけれども、その中で、

旅館のほうも平成13年当時に比べると売り上げが半分になってしまっているわけですね。

そういう格好のことを救済をするということは、前々から私持論で言っていますけれども、

例えば、先ほど言ったここの中に金融機関の商工会と協力して、そういうものを解消してい

きたいということは、具体的に言うと旅館の借金が多いわけですから、今までの売り上げ半

分になってしまったから、では金融機関に対しても返済期間を２倍にするとか、３倍にする、

そういうもののことをなぜやってこなかったということなんですね。 

  それから、町のほうとすれば、不退転の気持ちを持って、前から私ちょっと言っています

けれども、例えば滞納している固定資産税等が９億もあるわけですけれども、毎年入ってく

るお金というのは二、三千万円ですよね。そういうものを町とすれば一部減免をするから、

固定資産税等を減免するから、金融機関、あんた方も借金を棒引きにしなさいよ、あるいは

返済期間を長くする、そういうことを考えていかなければやはり旅館の救済はできなかった



と思うんですね。確かに、旅館の経営の診断はしたんです。それ以上の格好のことが、実際

どこに大きな問題があったのかなと。 

  それから、ユニバーサルデザインのまちづくりということについても、これも私商工会に

いたときに提唱して、それからこういうものの書き物を実際に商工会にも残してあるんです。

それから、この次に、これは全部、例えば業種別に旅館だとか、あるいは飲食店の問題、商

店街、商店、それから一般住宅等についてもどうしたらいいかということを専門家と交えて

書き物にして提案をしてきたわけです。そして、その次に、今町長が選挙公約でうたってい

るような商店街づくりについても、これはある一つの商店街の固有名詞、それから一軒一軒

のものを、そういう提案をしてあるんです。提案をしてあって、これを実際に県だとか、国

の補助金を合わせてまちづくりというか、商店街づくりというようなことの考え方を当然し

ていたわけです。ほかのことについても、やっていないことについてはそういうものが多々

あると思うんです。というのは、町長自身が全部この公約について御理解していただいたの

かどうかということについては、当時選挙の応援した商工会に近い位置にいる一部の支援者

だとか応援者が書いたような形だと思うんですよね。だから、いずれにしても、町長を全部

これを納得して、得心して書いたものかなということについては、逆にお察し申し上げると

ころがあるんですね。確かに無理があったのかなと。しかし、このことについて、こういう

ものがあるということも実際に商工会にも訪ねてみればわかったわけだし、そういう点でそ

ういう指示も出せば、商工会等もやっていくことができたと思うし、職員のほうもみずから

そういうことを考えていくことができたのかなと。 

  だから、私いずれにしても、できていないこともかなりありますよということの話を今し

ているようなぐあいで、これは結果的な格好ですから、当初は考えたものはこういうふうに

やりたいということがあったかもわかりません。だけれども、今言ったようなことで、実際

客観的に考えて、どの程度の達成率があったのかどうか。 

  それから、もう一点は、やはり給食が目玉の、町長室は開設したんですけれども、目玉の

給食の半額のことについては、大きな目玉の公約だと思うんですよね。やはりこれについて

は、今後、あと任期が少なくなりましたけれども、どういう格好でできるのか、その辺はお

手並みを拝見をしていかなければいけないと思うんですけれども、もしこのこと一つでもで

きない場合、どういう形で責任を感じられるのかどうか、それについてもう一度お聞きいた

します。 

  それから、第２点目のアスド会館については、町長答弁したようなことについては新聞紙



上にも載っていますけれども、私は、アスド会館についてはもう一度自治体として、いろん

な考え方もありますよ、役割として最低限の調査というか、そういうことがまず役割だと思

うんですよ。それには、前から言っているようなその残高、１億円の出資がしてあるという

ことであれば、残高証明を提出させるだとか、あるいは学校法人が、設立の発起人が前の皆

さんとちょっと変わっている部分があるんですね。だから、そういう点ももう一度確認をす

るといいますか、実際にそういう人たちが参加をするということについて、職員が行くなり、

あるいは今の場合はパソコンで検索すればそういう人たちのお名前も出てくると思うんです

ね。だから、内容証明を送りつけて確認するとか、そういう手続をとっていくことがまず必

要なのかなと思います。 

  これらについてやっていくことができるのかどうか、それで、そういうことを含めた中で、

私はアスド会館の大きな売却の目的というのは、年間3,000万円維持費がかかる、そういう

中で早くに売却したいというようなこと、財政的な負担を軽くしたいということがあったと

思うんですね。そういうことで考えれば、今の交渉先といいますか、そこの者の考え方とい

うか、そういうものが二転三転しているような状況だと思うんですよ。だから、そんな中で、

今お話ししたような格好でやはり確認をして、それが不透明な部分があれば、ある程度別に

確実な売却先、そういうものを考えてみたらどうか。そこだけに固執しないでやっていくこ

と、例えば隣接するところに東海大学の敷地があるということもちょっと聞いております。

例えばそういうところについて正式に買収の打診があれば、そういうことの門戸を広げるこ

とができるのかどうか、その辺のことも伺いたいと思っています。 

  それから、一応だから体育館等の問題がありますけれども、私は今言ったような格好で、

門戸を広げていくようなことの考え方をできるかどうか、その辺の点について伺います。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点の選挙公約の達成度、これは先ほど言ったように、これは伊

豆新聞の一部でございます。ということで、私がやった公約はほとんどこの中に書いてあり

ます。その中の一部が伊豆新聞で報道されたと。まず第一にこの選挙公約の中でも、町の信

頼回復、これがまず第一でございました。そういう中で全力を挙げて町の信頼回復をやって

きました。そういうわけで、ある程度その辺のことも多少できたなという自負はあります。

その中で、今、伊豆新聞の中で１点目と４、５、これは達成したと思っています。 

  とりあえず給食費の関係は、まず私は確かに全額負担、さらに半額負担したいと言いまし

た。そういう中で、いざ町長になった段階で財政のほうはこれは無理ですよとはっきり言わ



れました。しかしながら、私はやりたいという中で、少しでもいいからやりましょうという

中で500円の給食補助費をやったのが現状でございます。選挙公約では一応そう言いました

けれども、いざ町長になった段階、財政のほうからは大変財政状況が厳しいから、給食費の

補助はちょっとやめたほうがいいんではないですかと言われました。そういう中で、あくま

で選挙公約だから少しでもいいからやっていきたい、そういう中でとりあえず500円補助と

いう考えでやってきました。そういうわけで、あと半年余りで町長の任期が切れますもので、

その中で果たしてやれと言われれば、これはっきり言ってできません。あくまでもこの３月

任期いっぱいをこの500円で町民の方々には許してもらいたいと、そういう考えでございま

す。 

  それで観光関係におきましても、地産地消とかいろいろな面でやった中で、金融機関との

関係、これ言われた中で、現状やりたくても、基本的には民間の旅館自体の大変厳しい財政

状況の中で、なかなか金融機関、そういうところが乗ってきてくれません。観光、旅館が財

政がよくて、またある程度やれば、まず銀行が大変厳しいということを言われた中で、減免

ということも内山議員が言いました。先ほど、この秋に向けまして観光協会との話し合いの

中で、その減免を何とかしてほしいということも言われております。しかしながら、この減

免することによって、町の交付税とかいろいろな面で、それに対する町の負担は、果たして

それをやったためにこの町がなりゆく財政的にできるかとなると、それは厳しいもので、は

っきり減免はできませんよということは言いました。ただし、口で言うのは簡単です。そう

いう減免をやってほしいとか、それは聞こえがいいんですが、現実問題といたしまして、こ

の税に対する減免、これは難しい、これだけは認識していただきたいと考えております。 

  さらに、温泉街の散策路、これもある程度、自分では今稲取文化公園から海岸線、あれを

何とかそういう情緒あるまちづくりしたいなと考えた中で、基本的にはあそこはそういうま

ちづくりをするためには、車とかそういう車両は一切通行しない方向でやりたい中で、そう

いう中で検討したので、やはり道路に関する用地の関係もあります。一応検討した中でこれ

はできなかったということは御理解願いたいと思います。 

  さらに、商工会関係におきましては、まず地元商店、これをまず使う、今までは選挙公約

の中で地元商店を使うという中で、町長に就任するまではいいことを言ったけれども、町長

に就任したらそんなことは一切関係なく、もうほかの業者を使うよということを言われた中

で、とりあえず地元商店の人に対しましては、公約どおりちゃんと地元の商店使ってもらっ

てありがたいよということを言われております。そういう中で、庁舎内の品物、これに関し



ても多少高くてもいいから、町内の業者を使いなさいよと、そういうことは言っております。

そういう面で、やはり基本的にはこういう経済情勢なので、できるだけ町内のものを使いま

しょうという中で、また入札におきましても、町内と町外の間には多少の差をつけながら、

そういう入札の執行をしている状況でございますので、地域経済に関しましては、こういう

状況なのでなるべく地元を使いたいと、そういう考えでございます。 

  さらに、達成度といいますと、これでいうと５点のうち２点、はっきり言ってやっていな

いこともあります。しかしながら、全体的なトータルの中で、私が公約した中では５割以上

はできているんではないかということは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。選挙公約の達成度はその辺にいたします。 

  アスド会館におきましては、全協でも言いました中で、今度とにかく学校法人を立ち上げ

てから交渉したいと言われました。今まで全協の中で、皆さん方、ある議員の方は法人を立

ち上げる前にやるのはおかしいのではないかということを言われた中で、今度は学校法人を

立ち上げた中で交渉していくという中で、これは多少前進したから、議員の皆さん方もある

程度その辺は理解してくれたかなと考えております。それで、全協の席で内山議員が、期間

を決めるべきではないかと言われたもので、今、それに向けましてある程度期間を決めて、

この期間内にできなければこの約束はありませんという協定書を今つくっている段階でござ

います。 

  さらに、そうした門戸を広げるということに関しましては、二、三日前のハイキャットさ

んのインタビューの中で、全協のときにはたしか一定待っていくと新聞記者に言いました中

で、やはりいろんな方からアドバイスを受けました。そんなかたくなになるんじゃないよと

言われた中で、やはりいいことがありましたら、それはその辺は引き受けていきたいと考え

ています。門戸を広げることに関しましては、今の状況ではそれは否定はしませんし、しか

しながら、東海大学の話をしましたけれども、直接東海大学が来たからではなく、間接的な

方から、一応東海大学はいかがですかということを、そういう報告を受けておりますもので、

東海大学自体の本当の大学の施設係とか、そういうところが来たならば、また考える余地は

あると思いますけれども、今の現状では、仲介人が入っている段階ではそういうことを考え

る気持ちはございません。 

  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） 第１問の選挙の公約についてですけれども、町長が、実際私もこの中

からより出して、やっていないものを述べたわけだけれども、実際に全体的なことについて

は50％は完成しているというようなことの話をしています。そういう中で、私は、だから

いずれにしても目玉で挙げたような格好のことについては、ほかのことは別にしてももう少

し、給食費についてはそれだけ意気込みを持ってやったんだから、１割程度ではなくて、半

額で考えると意味があるわけですけれども、そこらについては相当町の子供さんを持つお母

さん方、お父さん方、期待していたのかな。それが今の御答弁で、はっきりできないと、5

00円のままということのものについては、逆に今、テレビの放送等を見ている方について

も、そういう財政事情とか、ほかのこともあってできないということの話がありました。そ

ういうことで、これについてはわかりました。 

  それから、やはり企業を救うについては、私は減免というのは、日本の国でもバブルの崩

壊した後、竹中さんのとき、あの辺のときに銀行に公的資金をやったとか、大手の企業に公

的資金を投入するとか、そういうことをやってきているわけですね。それで減税のことにつ

いても、伊豆市あたりが合併をするときに、固定資産税等の減免を果たしたようなことにつ

いてお聞きしたもので、私もそういうことの中でやはり町のほうで痛みを感じなければ、経

営負担等についても実際そういうことが、自分のところの借金を棒引きするだとか、あるい

は返済期間を２倍、３倍に延ばすということができないということでありますけれども、企

業を救済するということは、一つは経済的に考えるとそういうことだと思うんですよ。 

  そんなことで御理解をまた、逆に伺いたいと思っています。できれば、そういうものにつ

いても、またご健闘してもらいたいと考えます。 

  それから、あと商店等については、町長が申し上げているように、あるいは建設事業につ

いても相当地元を優先してやっていただいているようなことですから、それについては私が

云々ありません。 

  それから、第２点目のアスドについては、今、最終的に町長のほうで門戸を広げるという

ことの答えをもらいましたから、そこまで今度は言いませんけれども、私は何しろ交渉先が、

いろんな条件が二、三回ね、何回も変わっているようなことに若干不安を持っているわけで

すよ。だから、そういうものについてはやはり最低限町として調査の機能を伸ばして、残高

証明が１億円資金があるところであれば、そういうものの調査をしてみて、確実なのかどう

か、それから、発起人等についても当初と随分違っているんですよ。だから、そういうもの

については、この次の全員協議会でも構いませんけれども、実際にこういうことだというこ



とについてのものが、あかしが見られる格好になれば一番いいのかと思うんですね。そうい

うことで、いずれにしても体育館の問題等があって、売却についてもそんな簡単にいくこと

ではないと思うんですよね。昨日、ちょうどテレビを２チャンネルにひねったら、町長の先

ほどの答弁と同じようなことが載っていました。そういうことで、我々も、議員の皆さんも、

それから町民の一部についても、相当このことについては御心配をしているんですよ。だか

ら、そういうことを肝に銘じて、アスド会館の売却については進めてもらいたいと思います

けれども。 

  また、もう一点、一つの話として、何度も私、伊豆東部総合病院の存続についてのことを

お話ししますけれども、例えば、今のアスド会館を伊豆東部総合病院に、例えばしていくよ

うなことができれば、それも一つの案だと思うんですよ。看護学校もこっちへ来ていただい

たり、それから病院本体も、今までのところが耐震が無理であれば、今のアスド会館に来て

もらうとか、そういう格好のことも考えてみたらいかがかと思うんですね。これは、何か一

つの情報として、今、伊豆東部総合病院のほうの下田へ移転の場所は、道路の関係が、そこ

の敷地まで行く道路の許可が県の公安から出ないようなことの情報もちょっとお聞きしまし

た。そういうことが実際本当なのかどうかということは確認をしていかなければいけないと

思うんですけれども、もしそういうものが確実であれば、そういう打診をしていくことも、

伊豆東部総合病院を存続させるための一つの方法になるのかなと、そういうふうに考えてい

ますので、ぜひその辺も含めて御検討を願いたいと思っています。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） １点目、その旅館の大変厳しいことはわかった中で、町としても何と

かしてやりたいということは考えております。そういう中で、多少旅館の形態に対しては何

か優遇措置をやっているみたいなもので、それに対しては税務課長から答弁させたいと思い

ます。 

  それから、アスド会館の活用の仕方、確かにこの町の姿勢が二転三転した中で、町民に対

しては不安感、そういうのを与えたことは申しわけないと考えております。そういう中で、

先ほど事務局長が来た段階で、はっきりと自分が来た２年後には法人を立ち上げるというこ

とを言われましたもので、全協でも言ったように２年間のうちにその法人が立ち上がらなけ

れば、もうこの話は完全に白紙ということ、またそういう協定書をつくっている状況だとい

うことはまた理解願いたいと思います。 



  さらに、今内山議員から、そのアスド会館の跡地に東部さんということがございました。

これは一つの提案、提言として受けとめておきます。そういう中で、去る８月26日に行っ

た段階でも、基本的にはもう看護学校を向こうにつくったもので、企業だとか集約したいと

いう中で向こうへ、下田へ来た。今、アスド会館に対してそういう看護学校だとか、昔は考

えていたけれども、今はもう下田へつくったもので、一切そういう考えはないということは

言われました。さらにその道路の関係ですか、これ私もそのようなうわさを聞いたもので、

下田警察の交通課に聞いた中で、一切そういう打ち合わせはまだしていないということを言

われましたもので、それはあくまで道路の関係に対しましては、そういう正確な打ち合わせ

はしていないというそういう現状でございますもので、また御理解願いたいと思います。基

本的にはアスド会館に関してはある程度柔軟な姿勢で臨んでいきたいという、そういう考え

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。 

  いずれにいたしましても、担当課長から説明させます。 

○議長（八代善行君） 税務課長。 

○税務課長（石原邦彦君） ただいまの議員の御質問のとおり、減免はできませんが、軽減措

置として、国際観光ホテルの関係で、固定資産税の税率を軽減してございます。その関係で、

やはり税の公平性から見て、たとえ旅館であろうと納税はしていただくという内容で、今現

在も徴収に励んでおりますので、その辺は御理解をお願いします。 

○議長（八代善行君） 以上で、１番、内山議員の一般質問を終結いたします。 

  この際、１時45分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時３５分 

 

再開 午後 １時４５分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 

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

 

 

◇ 西 村 弘 佐 君 



○議長（八代善行君） 次に、７番、西村議員の第１問、観光産業の推進についてを許します。 

  ７番、西村議員。 

（７番 西村弘佐君登壇） 

○７番（西村弘佐君） 午後になりまして、ちょうど質問のチャンスをいただきましたので、

これから皆さんにいろいろと聞いていただきたいと思っております。 

  定例会の時期に入り、郡下、各町の質問案件を新聞紙上等で拝見させていただきますと、

今回は観光に関する質問案件が多く見えます。各町議会も、主要産業の振興に多大な注意が

払われ、それぞれの立場から議員発言が提示されているものと、産業への重大さを覚える次

第でございます。確かに、ちょうど１年前、一企業といえど国際的大企業のアメリカのリー

マンブラザーズ社の破綻による世界経済の影響は、今にして言えば大げさなと言われます

が、そのときは不況の波が私どもの産業にどう映るか気になりましたが、来遊客に大きく及

ぶことなく、ほっとできたのが実感です。 

  こんな大きなことより、高速道どこまで走っても1,000円とか、長雨など、身近な事柄で

受ける影響の大きさのほうが懸念されます。先般の駿河湾沖地震より、過去の伊豆群発地震

のほうが何倍も影響を受けましたことは、皆様も実感できるのかと思います。 

  今回、私が質問の要点とさせていただきますのは、全国観光地化の中、地域間競争として

守るなら、伊豆は一体であると発信していくべきであり、そこまで一気は無理というなら、

せめて東海岸から一体化を示していただきたいと思う次第です。市町首長が多い中、判断、

影響力にそれぞれ温度差はあるでしょうが、一堂に会するときにはぜひ当町から一体化の音

頭取りをお願いいたしたい。こういうことが根底にある私の考えをまず申し上げまして、質

問の要綱に入らせていただきます。 

  観光産業の推進について、市町単位での観光客増大は限られます。地域一体で誘客体制を

図っていただくために、総合組織としてどのようなものがあり、運営参加の資格はどのよう

になっておりますか。 

  当町の経済対策から伺います。スーパー地域商品券について結果を知りたい。伊豆スカイ

ライン復路無料化の効果は。 

  これらを含めまして、主要産業推進について次の案を望み、御検討願いたいと思います。 

  町外、今のような一本化。町内の今のようなスーパー、スカイライン、このような発信、

反省として、産業推進を検討する、または進言をしていただくような組織の創設はいかがか。

これについていただきたいと思います。 



○議長（八代善行君） 第一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） 西村議員の第１問、観光産業の推進については３点からの御質問とな

っておりますので、順次お答えいたします。 

  まず１点目、総合組織としてどのようなものがあり、運営参加の資格はについてですが、

広域の組織といたしましては、伊豆の13市町の観光関係団体から成る伊豆観光推進協議会

があります。この協議会の誘客宣伝につきましては、首都圏や北関東方面を中心にＪＲ東日

本、ＪＲ東海とのタイアップ宣伝を初め、県及び県観光協会が実施する広域宣伝の観光キャ

ンペーンや観光展等に参加して的確な情報提供を図り、伊豆地域への誘客とイメージアップ

に努めています。この伊豆観光推進協議会の会長には当町の赤尾観光協会長が就任しており

ますので、当町も町の観光協会とともに積極的に観光キャンペーンや観光展に参加して東伊

豆町のＰＲを行っております。 

  また、東海岸の３市２町の観光関係団体と商工関係団体で構成されている、伊豆東海岸国

際観光モデル地区整備推進協議会があります。これは、外客受け入れ態勢の整備を推進し、

国際観光の振興を図ることを目的としており、今年６月の富士山静岡空港開港に伴い、外客

の接遇研修、案内充実事業はもとより、今年は外国人観光客誘致推進事業として、10月に

韓国で行われる2009インチョン世界都市祝典に当協議会として参加をし、当町は雛のつる

し飾りの展示やパンフレットの配布など、誘客宣伝を行います。そのほかにも神奈川県、山

梨県、静岡県の自治体や観光協会で組織する富士箱根伊豆国際観光テーマ地区の協議会にも

加盟しております。これからは、広域観光圏での観光誘客宣伝等が必要と思いますので、広

域の観光宣伝事業には積極的に参加をしていきたいと思いますので、御理解をお願いいたし

ます。 

  次に、２点目の当町の経済対策からスーパー地域商品券について結果を知りたい、伊豆ス

カイライン復路無料化の効果はについてお答えいたします。 

  ５月販売の第１弾スーパー地域商品券の実施結果につきましては、さきの定例会で内山議

員の質問でお答えいたしましたが、購入世帯は1,053世帯で、８月末現在で既に80％が使用

されております。８月４日販売の第２弾スーパー地域商品券の販売実績は、販売告知が町民

に行き届かず、７日の販売終了時点で5,000冊のうち3,413冊が残りましたが、８月16日の

新聞折り込みやハイキャットでの広報、店頭広告により追加販売告知をし、24日の予約受



付時には午前中で予約が完了し、31日にはすべてが完売いたしました。第２弾では1,070世

帯が購入し、第１弾、第２弾合わせて購入世帯は2,123世帯となり、第２弾も既に８月末現

在で11％が使用されております。町内消費低迷の中、地域商品券の利用されている取扱店

も広範囲の業種に及び、町内経済活性化に大変貢献していると思いますので、御理解をお願

いいたします。 

  次に、伊豆スカイライン復路無料化の効果はについてですが、内山議員の質問でお答えし

ておりますが、町の観光協会による緊急誘客対策事業として、県が事業主体で現在も継続し

ている伊豆に泊まろうキャッシュバック大作戦に同調した８月末日までの伊豆スカイライン

復路無料券発行事業により、宿泊客の減少幅拡大の食いとめには一定の効果があったと認識

しておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、３点目の主産業推進に次の案を望み御検討願いたい、町外、町内の発信、反省とし

て産業推進を検討する、または進言する組織の創設はいかがですかについてお答えいたしま

す。 

  町外、町内者からの当町における主要産業の推進に対する意見交換会等につきましては、

昨年、稲取温泉観光協会事務局長全国公募最終選考決定者と国土交通省の地域づくりインタ

ーン事業生を交え、東伊豆町観光関係者との意見交換会を行い、観光立町として現在にマッ

チし、観光客のニーズに応じた観光地づくりを図るべく、参加者の方々より情報の提供や生

の御意見をいただき、観光関係者としてはとても参考になったと思います。また、今年度も

引き続き国土交通省の地域づくりインターン事業で当町を訪れていた２名の大学生が体験報

告会を開き、若い女性の視点から町への提言をしていただき、町内産業の推進によいアイデ

アを提案していただきました。 

  産業推進に対する意見交換組織の創設ですが、現在、行政、観光、農業、漁業、商業の５

団体から成る産業団体連絡会や、昨年度より町内の若者を中心としたメンバーで意見提言を

行うまちづくり協議会など、産業推進にも機能しておりますので、新たな組織の創設は今の

ところ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） 西村議員。 

（７番 西村弘佐君登壇） 

○７番（西村弘佐君） やはり、長のお立場からいけば、どうしてもただいまのような御回答

をいただくわけでございます。私は絶えず申し上げておりますけれども、私どもの町、全体

で言えば伊豆は全部、やはりお客様が来て初めて商売が成り立ちます。そのお客様がぐんぐ



ん減っていけば、幾ら考えてもなかなかいきません。だから、何とかしてお客さんを誘致し

たいと、こちらのほうに向けていただきたいと、このように思っているときに、ちょうど1,

000円で高速道路どこまでもということになりました。御存じのとおり、東名と名神、ずっ

と続けば鹿児島まで1,000円で行けるわけです。伊豆半島に入ってくるにはほんの少ししか

ないから、ましてや首都圏から来るにはこの1,000円の効果はありません。しかし、逆に考

えてみますと、これは皆さんどうだったかと思うんですが、非常に今年の夏は、今まで見た

ことのないナンバーが随分来ておりました。徳島ナンバー、これは四国の何街道ですか、こ

れを通って来たりしたんだろうと思います。私の見ている範囲の中では、やはり宮崎ナンバ

ーなんかもおりました。青森ナンバーもおりました。これはやはり、言いかえれば、向こう

の方にとって伊豆というのは魅力のある商品なんですね。ですから、そういうのがあったら

行こうと、こういうふうになってくるときに、こういうことについて調べている機関がある

んでしょうか。当町だけがこういうことをやったってしようがないんですね。ただ、具体的

にはそれぞれ違った方向から来た方が宿泊していたら、宿帳があるから、その宿帳から、例

えば全然来なかったような地域、どういうところから来ているだろうかと、こう調べること

はできると思います。これは私が第３問の地域のことで言います中の一つでございます。 

  それから、伊豆スカイラインについてでございますが、伊豆スカイラインはおかげさまで

いろいろな方の議会質問でもう皆さん知ってのとおりでございます。新知事が200円でと、

こういうふうに出てきました。これは合理的ですよね。その場で第１回の入り口で200円払

えば、どこで降りても200円だから、これはもう非常に人件費も少なくなるだろうし、運営

も楽になってきます。そこで私は、ちょっとこの200円というのは確かにいいんだけれども、

あの尾根を走ってしょっちゅう来たくないよという首都圏のために、やはり中京関西地区か

ら、今申し上げたような方々がお見えいただくとき沼津から入ってきます。どのように来ら

れるか見まして、東駿河湾道路をちょっと自分で行ってみました。まず、熱海から十国峠ま

では、みんな熱海から何キロ、熱海から何キロって左側にくいが打ってあって十国峠に行き

ます。十国峠から８キロで箱根峠行きます。箱根峠から下って13キロで東駿河湾道路と一

致します。今度は逆に言いますと、東駿河湾道路から今まで皆さんが来るようにルート136

へ向かうと４キロ行くんです。この間信号は七、八カ所ありまして、結構渋滞します。しか

し、逆に箱根峠へ向かう車は１カ所山中峠あたりのところに三島のほうから来る道と合致す

るせいか、一つ信号があるだけで、上り坂ですけれども全然ありません。これは快適に走れ

ます。そして、箱根峠のところに行ったら、スカイラインと出ているからこれは大したもん



だと思って見たら、芦ノ湖スカイラインという表示があります。ターンパイクがありました。

しかし、全然伊豆スカイラインなんかのことはないんですね。あそこに伊豆スカイラインと

いうのがあったら、関西、あちらから来る方はやはり観光が目的ですから、あの尾根を通り

ながら東に西にと、海を眺めて駿河湾、相模湾を見ながら来たら、そして信号が全然ありま

せんから快適なんです。こういうことは、やはり何らかの組織があって、どんどん調べてＰ

Ｒしていかなければならないんではないかなと思います。今のような、急速に発展している

時代に、後からああそうかと。これは多分旅館の中には一部そんなことを考えついている人

いるかもしれません。しかし、個人企業で考えついたら個人だけ、何とかうちへ早くお客さ

んがこうやって来ればいいんだというふうになるかもしれません。これは暴言でございます

けれども、やはりこういうものがありますと、やがて何ていいますか函南まで来て中央道と

ドッキングしましても、やはりコースの一つとしてはこれは行けるわけです。 

  ですから、これは私どもだけではないんですよ。亀石峠からさっと下りれば伊東温泉はま

ず楽です。それから、終点まで参りますれば私ども、伊豆高原もちょっとあるかもしれませ

ん。そして、135号線を行けば河津だって、下田だって、みんな有利なんですよね。ただ、

スカイラインについては、これからも触れてまいりますけれども、ほとんど私どもの町が一

生懸命言っているみたいな形になっておりますけれども、こういうことが耳に入ってこない

んですね、スカイラインがこうなったら助かるよなとか、そういうのが入ってこないんです。

このスカイラインの200円でも、蛇足かもしれませんけれども、私どもの議会で山田直志議

員が４年ぐらい前に、せめてスカイライン半額ぐらいにならないかと言ったら、そのときは

やはり私どもの町のものでございませんから、県の御見解もあってとか、このようなお答え

で終わっておりましたけれども、やはりそれがだんだんこうなってきました。私がこういう

ことを申し上げたい中の一つ、つまり伊豆は一つで、何とか根底にある私の考えをというの

は、例えばこの快速電車です。踊り子号はほとんど空で走っております。スーパービュー踊

り子号は、これは観光電車だからよろしいんですけれども、古く言うならば伊豆号だの、天

城号だのと、名前は変わっても全部特急型で来ているわけですね。お客様にすれば、熱海か

ら下田まではそれほど特急じゃないんですよね。ですから、ただ追い越しもしないからねと、

こうなってまいりますので。そうすると、これをもし快速電車、今走っておられますああい

うのを快速に直していただいて、特急券が要らなくなるようになれば、気楽に使えるんじゃ

ないかなと。そして、西伊豆町とか、松崎とか、南伊豆のほうの方は、どうもそこにお気づ

きいただかないようですけれども、今はレンタカーに合わせてカーシェアリングなんていう



ものが随分出てきております。ですから、そちらのほうの旅館組合がカーシェアリング制度

を利用して、車のかぎを持っていれば、そしてだれか１人担当を合わせておいてやれば、何

となくこういうものの利用ができるかもしれません。これを第３問で言った、何ていうんで

しょうか、主要産業の観光推進の中で検討していただくような材料ですよと、こう申し上げ

たいわけでございます。いずれにいたしましても、何とかしてお客様に来ていただいて初め

てよくなるものですから、ぜひお願いしたいと思います。 

  それで、先般、この1,000円で来ることについて新聞に出ておりました。1,000円でも明

暗くっきりという中で、静岡として伊豆はやや影響を受けていると、こういうふうな形でご

ざいまして、極端なのは石和温泉でしたね。これは大変な打撃であると。考えてみればそう

なんですね。中央道って真っすぐ行ってしまうやつの中ですから影響を受けます。私ども伊

豆は、伊豆へ行きたいというお客様、曲がりますから何とかなるわけです。ここで伊豆一帯

をぜひお願いして、そういう方面で活躍をお願いしたいなと思っているわけです。 

  今、御回答でどういう方が出られているかと聞いたのは、書いてありませんでしたけれど

も、恐らく物事によっては観光課長が出たり、企画課長が出たりするのかな、最終的には町

長がお出かけになるわけです。そこで、私は町長が幾らこう自分でいろいろなものお考えに

なっても、これだけの町政の中やっているとわかりませんから、やはりここについて今度こ

ういう会合があるけれども、伊豆全体でやるんだけれども、観光に関する会議はどういうも

のが問題かなと、こんなふうにありましたら、今私が申し上げたような快速電車にしていた

だけると大変助かるとか、それはそうしろと言うんではないですよ、そこの中で考えていた

だければいいんですが、そういうものをつくっていただければ。特にこの快速電車につきま

しては、こちらのほうから賀茂郡下に限らず伊東方面からもそうですが、東京方面に出て車

を駐車場に入れるほど難しいことはないと思います。地下鉄も発達しております。ですから、

気楽に電車で出ていけることになれば、観光だけではなくて、町民の、何ていいましょうか、

確かな経済効果にもなるわけでございます。こんなものも高度にいろいろと御検討いただけ

たらいいなと思っております。 

  そこで、２番目に申し上げておりますスーパー経済対策と、これは質問しておりますので

申し上げなければいけないんですが、このチラシが新聞に入ってきたんですね。そのときに

どうなっているかと。第１弾、第２弾の購入の方もお申込みできますと書いてあるんで、変

だな、第３弾になってしまったのかなと。ちょっと伺いましたら、第２弾の売れ行きが余り

よくなかったからと。あのとき町長は、やはりこういう経済対策だし、有利なものだから努



めて役場の職員には買わないようにお願いしていると言った。そういうふうにしてみんなで

協力していても、これが価値的に行かないということはどういうことかと言ったら、宣伝を

していないわけですよ。その後で何かＰＲしたと言うんですが、そうではないんですね。２

割が果たして生きるか死ぬかと、こういうことになってくれば、まずあのとき、第１弾が出

たときに、たった１回だけ、これは言えませんですけれども、裏表で２店違う店が、このス

ーパー地域商品券を使うと有利ですというような意味合いのチラシを入れておりましたけれ

ども、その後全然見受けないんです。細かいことではございますけれども、電気店でいうな

らば、それぞれパナソニックの代理店、ソニーの代理店、東芝の代理店等いろいろとござい

ますでしょうけれども、そこはそこになってしまうからというんではなくて、まずディスカ

ウント店、または大型店行って、自分のいいものを見て、それで、その中で電気店だってか

なり安くしているわけですから、それと２割と合わせて、それは高額になってくれば２割が、

６万円になれば１割になってしまうんですけれども、私どもは、こういう点ではすぐアフタ

ーサービスで修理、その他に伺えますというようなことが初めて地域の生きる道ではないか

と思いますが、こういうことについてはやはり検討なされていないのかなと、ちょっと思う

んです。 

  それから、スカイラインの復路の件なんです。 

  いろいろと、町長もお立場上こういうものに補助金、いろいろなものを出せばすぐたたか

れていたりなんかする、しかし経済効果のもの、その他について考えて出してくるわけです

けれども、これを運用するときに私はちょっと疑問があったわけです。これは、そんな細か

いことは言いません。イベントやって何でも成功するなら、毎日イベントやったら客は来る

わけですから。そうはいきませんのが、やはりイベントの未知数の効果なんですね。 

  この伊豆スカイラインの復路無料券、これはどうやって出したのかなと思っているんです。

例えば、お客様がフロントに言ったらすぐ出したのか。それから、これは勉強不足だといえ

ば勉強不足かもしれませんけれども、知らないから言うんですが。それで、この件は、どう

も見ておりますと、天城から箱根峠までの全区間のコースなんです。お客さん果たして全区

間乗っているんだろうか。途中で降りてしまったらこの利用券はどうするんだ。こう考えて

まいりますと、やはりその途中で、例えば亀石で折れてしまって向こうに行ってしまった。

中央道に入るにはここから行ってしまったほうがいいよとかといった場合、亀石から向こう

までいわば町が無料で提供したことになるわけです。こういうときは、やはり高価でござい

ますから、やはり貴重な町民のお金も使うわけでございますからね、やはり道路公社と検討



すべきだったかなと思っております。実は、こういうことをやるのは東伊豆町だけなんです

が、このときはうちでしかやらないから、こういう私どもで発行する券を持たせますから後

で精算させてくださいますかと、そういうふうに言ったらいかがかと思います。もし一企業

でこういうものを無造作にやったりしたら、それこそ大変ですよ。ばかやろう、社長がおま

えら何やっているんだ、どうなってるってやられます。また、向こうも県の道路公社ですか

ら、こちらからお願いに行ったら、面倒くさければ、いやそんなことしなくてもいいですよ

と言うかもしれません。道路公社ですから。営業体ではありませんからね。何台走ろうと、

これは熱海のビーチラインとは全然違いますから。ビーチラインは三井ですから、何とかあ

そこへお客さんを走らせようと思って懸命になっておりますけれども。そんなことはいろい

ろありますから、やはり反省するものは反省し、伸ばすものは伸ばしていただきたいという

ことで、あえて苦言として申し上げるわけでございますけれども、先ほども申し上げました

とおり、200円にしてくれたらこれ大変助かりますよ。関西からのお客様には有効にいきま

す。しかし関西にどのようにＰＲしているかということになったら、これは全然なっていな

いわけでございます。 

  こういうものを含めて、それから、実を言いますと私どもの主要産業であります観光は、

やがて宿泊ばかりではなくて、日帰り観光客も随分増えてくると思いますね。ですから、電

車なんかも、かえって車で往復行ってくると疲れるけれども、電車ならいいやというふうな

ぐあいで来るかもしれないので、今申し上げたように言っているわけですけれども。どうし

ても夏場お客様が少なかったりということは、この町はちょうど今年50周年を迎えていま

す。ちょうど私どもの東伊豆町が台頭したころ、稲取の各旅館が海辺のほうに出られました。

それから、北川温泉というのができてきたわけです。この50年の間には、いわゆるお客様

があふれてくると、こういう状態はありました。これは確かにあったんですが、そのうちに

だんだん、先ほど申し上げたとおり、全国総観光地化にされまして、だんだん伊豆のほうへ

は。ですから、首都圏から来られる方は、例えば海で泳ぎたいとか、そういうふうに来るわ

けです。具体的にはいろいろなことを申し上げても議会でございますからあれですが、例え

ば１泊目と、当時は２泊しても、３泊しても旅館の料理を十分存じ上げて、喜んで召し上が

っていただいたんですが、いろんなレストランが、しかも東京のほうでばんばんできてしま

いますと、この料理は食べ飽きてしまうわというようなことになるわけですから、どうして

も夏場なんかでしたら、第１泊目はやはりきちっとした料理を出しますと。２泊目は料金を

素泊まり、または朝食づきぐらいの泊まりにしておきますから、好きなものをこの中からお



選びくださいと、ファミレスやその他かなりのところで使っていますが、写真入りのものを

出して、そういうものを召し上がっていただければ、やはり売り上げのほうもそちらでいけ

るわけですが、やはり２泊目の料金を下げてしまうと、この売り上げ計画の中から変わって

いってしまうわけですけれども、それを売り込んでいくのがやはり、何ていいますかね、感

謝を初め店員の仕事だと思います。 

  最後に、ちょっと一言、言いにくいことを言わせていただくわけですけれども、旅館業、

宿泊業ですね、宿泊も、それから私どもはいわゆる観光業も全部日帰りに応対している観光

業も、一部の会社を除きましてほとんど家族経営、家内工業的なニュアンスが強いわけです。

日本の中で、私は余りこういう表現力が下手ですから、これちょっと、こう書いたのをファ

イルして持ってきたんです。国際海洋法裁判所の判事、ですから全然こういう観光とか、そ

ういうものに影響していない方が、やはり我が国が驚くほどしにせが多いと、そして家族企

業は代々のれんを受け継いでいるんだ。資産等を受け継いで、一見楽な仕事に見えるが、実

はその継続に大変な知恵と苦労を要していると。これは非常に、やはりさすがにこういうコ

ラムなどにお書きになる方は、到底私なんか追いつかないいいものを持っているなと思うん

ですが、そして、創業者が子孫にうまく帝王学を授けるか、またはよい番頭に引き継いで事

業を継続させ、時代の変化に対応できれば続くが、そうでない場合は倒産すると、このよう

に書かれているわけです。 

  ここで、私が申し上げたのは、先ほど御回答の中にも、国交省から大学生が２人来たと。

この大学生２人が、何も教えなくてもちゃんと私どもに効果ある提言をしてくださっている

わけです。そういうのから見ますと、やはりこの、何ていうんでしょうか、人材は力ですか

ら、やはりこの人材を育て上げるということに力を入れていかないと、私どもの主力産業で

あります宿泊観光産業は衰えていくのではないかなと。なかなかこれは難しいです。自分と

同格の力を持っている者が来てくれればいいけれども、そこには少しの嫉妬も出まして、か

えって意見がもつれていく。こんなのはベンチャー企業を見ていると十分出てきていること

でございますから。そういう点からいきますと、例えば、先ほど創設のことはございません

と、町長からは承りました。これは私の提案が下手だったのかもしれません。これは、私は、

いいんです、今の組織の中でもなんでもいいんですが、やはり経営主体の方だけが集まって

いろんなことを考えると、どうしても現場しか、そして現実しか見ないわけですね。やはり

第三者的な方がいて、グローバルに物を見て、物はなかなか聞きにくいです。部下から聞い

て素直にやるような上司なんていうのは少ないかもしれません。しかし、その上司がちょっ



とほかの方から言われると、ああ、そうかなとなります。先ほど、別問題ですが、町長もい

ろいろな方から言われまして、こういうふうに考えておられますと言いましたけれども、他

人から聞くことは案外通るわけですが、社内の中ではなかなかいきません。そこで、こうい

うところで見ていて、これは熱海も伊東も、そして我が町もそうですけれども、経営がちょ

っと後退されている方を見ますと、後継者がちょっといなくなって、もうやる気がなくなる

というところでくるわけですが、その間にやはり従業員も多くいらしたでしょうし、それか

らやはりいろんなアドバイスをしてくれる方もいたと思いますが、社員とオーナーとの間で

はなかなか、ずばりこうですというふうなことを言える度胸はないと思います。ですから、

こういうものをつくっておいて、そして私どもの町、特によその町もそうでしょうけれども、

やはり地方では地方なりのいいところがあるわけですね。やはりファミリーですから、親戚

の方がいたり、何なり。そういう方がちょっとしたことを聞いたらこういうことがあるけれ

ども、ちょっとそっちから言っていただけないかなと。そして、例えばこういう能力のある

人がいるんだけれども、その人がアドバイザーとして使えたら、こういう人を使って、まず

は一つ社員の中のイメージを変えていただくとか、そういうふうにできないかなと。そうい

うものをこれからも検討の中に入れていかないと、産業がどんどん。確かに町だけで見てい

れば、やはり名前が変わっても、昔こういう名前だったといっても、名前が変わっても経営

者が来ておりますから商売はしていかれますが、一番つらいのは、名があって、ある程度そ

れを継続できるところはいいけれども、そうでない中間層のところは、ちょっと店を閉める

とそのまま閉めておかなければならないわけです。これが私の一番の懸念です。ですから、

この間も伊豆新聞のコラムに出ておりましたけれども、やはり年配になって、年とっている

方が、なかなか個人で営業していても、コンピューターその他ができないから、そういうの

を親切に、つぶさに教えていかなければだめだよというようなことを西伊豆のほうでやって

いたと。ちょっと商業その辺あたりに出ておりましたけれども、これは私がるる申し上げる

までもなく、聡明な皆様でしたら、会合を開けばすぐわかってくることだと思います。です

けれども、やはり同業者同士で集まってきますと、あなた小さいところでそんなこと言うな

よとは言えないので、やはり、あ、その御意見も一つですねというふうになってくるわけで

す。かつてこの町ができましたときは、カリスマ性の者がおれについてこいでやってきたわ

けですけれども、今はそういうふうな時代ではないわけですから、素直に耳を傾けられるよ

うな組織をつくっておいていただけたらいいなということで、二つ、三つ例を挙げながら、

最終的にはそういうものの創設を望んでいたわけでございます。 



○議長（八代善行君） 一般質問は、議員の考えを述べる場所ではありませんから、簡明に願

いたいと思います。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 確かに西村議員のその観光に対するスペシャリスト、本当、大変参考

になりました。その中で、一、二点、まず観光を一つの町ではなくて、伊豆全体として考え

なければならない、これは当然そのとおりだと考えておりますし、町の観光協会とか、いろ

んな面も、伊豆は一つで観光をやらなければ生き延びられないよということは言っています。

そういう中で、1,000円の高速道割引、これは確かに我々は首都圏から見てマイナスと考え

ております中で、今、西村議員が言ったように関西圏とか中部圏、そちらのほうの客にとれ

ば、伊豆半島にとってはプラスになると。その辺のことをまた、では1,000になってどれぐ

らいの中部、関西から来ているか、その辺のデータを今度は収集しているかどうか、把握し

ていませんもので、この辺観光協会に対して把握しているかどうかも聞いていきたいと考え

ております。そして、案内板の設置におきましても、確かにスカイラインといえば芦ノ湖ス

カイライン、伊豆スカイラインの知名度は低いです。そういう中で、基本的には、一番のあ

れは高速道路が1,000円になった中で、前回も村木議員が言ったように、この伊豆半島に入

ってきた中でこの有料道路が大きいこと、これ大変デメリットだと考えておりますもので、

さきに言った伊豆観光推進協議会の席に出席いたしまして、その中に県会議員の先生方が多

数出席しておりました。そういう中で、先ほど言ったように山梨、神奈川、静岡の３つの県

から成る協議会がありますもので、そこで今度は有料道路の無料化、これも皆さん方検討し

てほしいということは要望してまいりました。そういう中で、高速道路の1,000円に対する

メリット、デメリットは大変ありますが、とりあえず入ってからの有料道路の無料化、これ

は提言し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。 

  さらに、快速電車、これも確かに自分自身も昔は伊豆急にあれしても、自分が若かったと

きは無料だったですよね。そういう中で今お金を取っていくとは、どういう、経営の面だと

思うんですけれども、これは積極的に推進して、なるべく、国鉄はともかくとして伊豆急に

入ったときには特急券の無料化、特急券なしで乗らせていただきたいということは、また社

長のほうには言っていきたいと考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

  次、２点目の地域商品券、これはたしか２弾目はＰＲ不足がありました。それはもう町も

反省している中で、さらにやった中で、さっき言ったように午前中に完売したということで

ございます。そして、第１弾におきましては、西村議員が言ったように、一部の商店街とい



うか、そういったものによりましては、自社の広告の中にこの地域商品券が使えるというこ

とを明記したようなチラシも見ました。やはりその辺は、各商店、商店の主導の中でそうや

っていただければ、町内の経済、また商店もよくなるのではないかと思っていますもので、

この辺はまた紹介とか、そういうときはこういうことをやったほうがいいのではないかとい

うことは提言していきたいと思います。 

  それと、スカイラインの運用、この町からと言っています。当然町とスカイラインの道路

公社、これは当然話し合いがあったと自分は考えており、それの詳しいことは担当課長より

説明させたいと思います。 

  さらに、やはり何をやったとしても人なんですね。西村議員が言ったように人材の育成、

これが一番重要なことはわかっています。だけれども、それをいかにして人材育成をするか

ということは、これはなかなか厳しい面ということはもう認識しています。その辺はまた西

村議員にもわかっていただいて、また、そういう組織、今西村議員が言った、そういう自由

に物が言えて、また対等な立場、そういう組織も必要ではないかと考えていたもので、それ

は少し検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（稲葉彰一君） それでは、スカイラインの復路無料券の件につきましてです

けれども、これは県の道路公社と協議をいたしまして、天城高原から熱海峠までの960円の

回数券を、これ２割引きで購入をしております。現在、天城高原から利用されて熱海峠で降

りるかどうかは、これは確認はできません。ですけれども、フロントで聞きますと、無料で

すから熱海峠まで行きますというお客さんのほうがかなり多いそうです。ゴールデンウイー

クから６月30日までの利用台数につきましては468台が利用されております。その中で、券

を持っていかれた方が471台配布中の468台ですので、３台の方が利用はされなかったとい

うことです。７月、８月につきましてはまだ集計ができておりません。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 西村議員。 

（７番 西村弘佐君登壇） 

○７番（西村弘佐君） 少し、るる説明し過ぎたかもしれませんけれども、やはり難しい問題

かなと、先ほども申し上げました、表現力が弱いので、つい説得のほうでお話しいたしまし

たことについて、議長の譴責を十分注意させていただきたいと思います。 

  また、町長のお話を伺いましたので、できるだけその方面で御活躍いただけますようお願



いして、私の質問は終わらせていただきます。 

○議長（八代善行君） 以上で、７番、西村議員の一般質問を終結いたします。 

  この際、２時35分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時２３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。 

 

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

 

◇ 村 木   脩 君 

○議長（八代善行君） 次に、３番、村木議員の第１問、行政における危機管理についてを許

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、私は本定例会に２問の質問を通告してございます。答弁に

つきましては一問一答でお願いをいたします。 

  近年、神戸の震災以降、危機管理という言葉をよく耳にします。このことは民間企業等で

は経営に関する危機や情報管理などに使われております。行政的には、町でも、国でも、災

害や今回のインフルエンザなど、住民の生命や財産などが危険にさらされたときなどに危機

管理をするということだと思いますが、まずこの点について町長のお考えをお聞かせくださ

い。 

  さらには、危機管理の考え方を、政策の選択などに利用できるかをお聞きします。 

○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） 村木議員の第１問、行政における基金管理について、行政において政

策を企画立案するときに危機管理をどのようにお考えかについてお答えいたします。 



  危機管理とは危機をモデル化することで、対応を標準化しようとするものであり、迅速な

情報収集と対応漏れのない初動確保が重要であると認識しております。 

  御承知のとおり、県は今年の４月に防災局を危機管理局とし、地震や風水害のほか、新型

インフルエンザなどの感染症、食の安全、国民保護事案など危機事案が発生し、もしくは発

生するおそれのある場合には、危機管理監がすべての危機事案を一元的に統括、調整する危

機管理体制を構築しております。 

  事務事業などの施策を企画立案する際には、当然ながら、費用対効果や緊急性、必要性な

どを十分に検討しておりますが、リスクを考慮する危機管理よりもベストを求める通常管理

を優先しがちなことは否めないところであります。 

  しかしながら、行政ニーズが複雑化、多様化している現在、想定される個別状況は極めて

多く、また費用対効果の面からもリスクを考慮した危機管理の意識を持ち、事前に対応策を

検討してゆくことが必要である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） 村木議員。 

（３番 村木 脩君登壇） 

○３番（村木 脩君） ただいま、町長が言われたことが、行政のほうのいわゆる危機管理と

いうことで、通常の仕事においても行政効果、こういったものが求められるわけでございま

す。 

  そういった中で、今、見ていますと、奈良本の風車、こういったものも一つには当時、土

地利用対策委員会の中で当然危機管理をした問題だと思います。そしてまた、通常の業務の

中で、道路の問題、中に訴訟を起こされたり、そういったものも出てきております。 

  そして、学校で学校の管理、これは生徒さん、児童さんたちがけがをしたりしないように

というようなことで、通常のこういった行政の仕事の中に、そういった管理をしていかなけ

ればならない部分というのはかなりございます。 

  そして、私こう見ていますと、一般質問等を聞いていますと、かなりそこの部分の一般質

問というものが多いわけでございます。したがいまして、事業を執行していく通常の、平時

のときでも、その部分というのは当然行政効果のメリット部分は考えるわけでございますが、

そこに発生する今度影の部分、デメリット、ここいらもやはりきちんと管理していかなけれ

ばいけないというふうに思っております。 

  そして、こういった状況の中で、例えば観光が、今お客が来ないと。ここからちょっと質

問になります。そういった中で、今、観光という分野を見てみると、今は危機なんだと。そ



して、医療分野などを見れば、また今危機だと。そして、湊の病院のそういう問題も発生し

てくると。そういった通常の政策を立案していくときの、当然順位づけ、あれもこれもとい

う時代が終わりまして、今はその中でも選んでやっていかなければいけない時代、当然町も

財政的な危機でございます。そういった中での事業選択となってきますので、そういった中

で、いろいろな分野で今何が危機なんだろうと、そこのところにこの私の質問は、こういっ

たものが使えないのか、通常のベースでゼロだとして、マイナスへ行く部分は多分危機だと

いう考え方で、今こう町の中を見てみればわかるかと思うんですけれども、一次産業もしか

り、当然そういったものが、皆さん議員さんが質問してくる部分でもありますし、だからそ

ういったところで当然基本計画の順位づけ、そういったものもそこに入ってくると。そうい

ったことを町長さんに、使えるのか、使えないのか、その辺について町長のお考え方をお聞

きしたいということでございます。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） とりあえず、村木議員は役場の職員であります。その辺のことは十分

承知していると思います。まず、事業をやる場合におきましてはメリット、デメリットを普

通は必ず考えます。そういう中で、やはりメリットが多いほうに関しまして、これは町はや

っていこうという考えであることは十分承知していただきたいと思います。その中で、デメ

リットということは当然マイナスの危機のほうでございます。なるべくそれを、極力少ない

方向でやっていこうと思います。それは机上でやるのと現場でやるのは違うということは、

その辺はまた承知していただきたいと思います。さらに、その優先順位とか、今村木議員が

言ったようにこの財政状況の中で、優先順位を決めた中でやっていくということもまた理解

していただきたいと考えております。 

  そういう中で、奈良本の風車が今いろいろと話題になった中で、当時におきましてはメリ

ットのほうが大きいのではないかという中でやりました。そういう中で、当然デメリットも、

そういう中でいろいろなこと、今、現在起きているデメリット、危機の中で、今それに対応

しているのがということで、奈良本の風車に関して考えておいてもらいたいと思うし、その

道路の訴訟に関しても、当然道路をつくるときにその辺のことも当然考慮しながらやらなけ

ればならない。今、現状において道路の訴訟問題ということは、町のほうがちょっと考えら

れないもので、それはちょっとまた、どういうところがあるか、あるならば教えて示してい

ただければありがたいと思います。 

  そして、学校の管理、これも当然危機管理やっていると思います。これでちょっと教育長



のほうから、どのようなことをやっているかということは教育長のほうから答弁させますの

で、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（八代善行君） 教育長。 

○教育長（飯田伊三男君） 教育行政によっての危機管理というふうに受け取らせていただき

ますけれども、この間の地震のような自然災害、それから流行性の、今度のようなインフル

エンザにおいて、それから、児童生徒の生徒指導面とか学習指導面などにも危機管理という

考え方は当然出てこようかと思います。それ以外に、教職員の人事面とか、それから学校管

理といいますと、ハード的な面で校舎とか運動場、それから教材教本、そういうものでの危

機管理も当然考えております。これらはもう、ある面では複合している問題ではないかなと

いうふうに思います。教育行政関係では、そういうふうに私は思っております。 

  以上です。 

○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） そういったいろいろな個々の考え方で行政は進められておるわけでご

ざいますけれども、そういったことを基本構想の中でそれぞれが基本計画として、これから

11月に向けて予算のそういった獲得をしていくわけでございますが、そういうものに対し

て、今度はそれを財政のほうが、要らないものは切るとか、そういった作業が進んでいくだ

ろうということでございますが、そういった中で、やはり切る、切らないという権限は町長

さんのほうにあるわけで、そういった中で、そういった順位、ここのところにやはりひとつ

こういった考え方を取り入れてみたらどうか。 

  そして、今回インフルエンザなんかも、これらは本当に直接の対応とすれば、それは保険

ですとか、そういったところで対応すればいいわけでございますが、そういった中に当然、

特に観光などはそういった風評に弱いということがありますから、そういったものを同時に

考えていくと。ということは、インフルエンザはおれらの係ではないよと、おれらの課では

ないよということではなくて、すべてに対してやはり出たときには、うちの課にはどういう

影響があるんだろうかとか、そういうことを皆さんが考えていただくと。そして、そういっ

た中でさまざまな政策が考えられていくんだろうということでございます。 

  そういった全体的な危機管理というもの、実際の、実務上の本当の危機管理というのは、

そういった防災面、これらも本当に訓練だけで、大きなものが来たときには対応できるかど

うかという、その怖さも十分あると思うんです。駿河湾の地震、では相模湾のほうも一緒に



来たらどうなんだろうとか、いろいろなケースがあるでしょうから、そういったときに対応

ができるのかどうか、ここはもう本当のシミュレーションで危機管理はしていかなければい

けない部分なんですけれども、そういった面と違って、私は通常の仕事の中でのそういった

危機管理という、そして危機の、先ほど町長が言ったように、情報の収集、これもふだんの

仕事の中での住民の声の情報の収集、そしてそれを今度分析をする。分析をしてそういった

ものが分析をした中でどういう危機になっているか。行政報告の中で５％の落ち、でも、各

旅館を個々に見てみると、10％以上落ちているところですとか、上がっているところもあ

るでしょう。そういった中で、またきめ細やかな対応が当然求められる。そういった、個々、

そういう見方、情報の分析、そういったものをぜひ私は行政の中に活用できたらということ

で、今回の質問をさせていただきました。 

  この点について、町長の考え方をもう一度お聞かせ願いたい。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に村木議員には、いい提言をしていただいたと思いましたし、取

り入れるところは取り入れていきたいと思います。そういう中でも予算面、これは最終的に

は私が優先順位を決めるのは当然でございます。というのは、その費用対効果といいますか、

メリット、デメリット考えた中で、やはりこれは一番最優先しなければならないということ

で、それは私が判断した中で、自分自身責任を持つつもりでございます。 

  さらに、観光の風評、これは本当に一番、今後新型インフルエンザに対して困ることであ

りまして、そういう中で、川勝県知事が伊豆半島における風評被害を最小限に食いとめると、

そういう方針を打ち出してくれているもので、これは町としても大変ありがたいと考えてお

ります。それは早急に観光、とりあえずインフルエンザやなんかのそういう患者さんが出た

場合は、すぐ、いろいろな意味で対応してほしいということは言っておりますし、今後、経

済景気をどのようにするかということは、今後またよく煮詰めていきたいと考えております。 

  さらに、災害での対応、これは東海地震、さらには相模湾、本当に同時に起きたら一番最

悪でございますが、そういう中で、私が町長になる前は、すべての町長が、地震災害のとき

はこの役場に集まるということになっておりましたけれども、私になって、とりあえず私は

城東、奈良本の向こうに住んでいるもので、稲取地区におきましては本部は副町長に任せる

と。そういう中で、私は熱川方面、城東地区の方面をとると。全体的な親方は私でございま

すけれども、地区を分けまして、現実的に私来られないもので、とりあえずは稲取地区は副

町長、城東地区は私が指揮をとる、そういう形でやっておりますし、また、それ以上によい



案がございましたら、また提言していただければありがたいと思います。 

  さらに、またいろいろな面の分析、これも大変重要なことでございます。確かに観光の入

り込みが大変厳しい、各旅館の入り込み状況ははっきり言って確認しておりません。どこの

旅館が何％減とか、それは確認しておりませんが、総体的にはしているということで認識し

ており、どのような方法が一番いい方法かということは、この８月の段階で大変厳しいこと

がわかったもので、先ほど内山議員か、だれかのときに、一応観光協会正副会長を呼んで、

この秋に対してどのようなことをやったらいいかというのは投げかけております。そういう

中で、今、観光協会のそれを検討しておりますもので、そのことがまた出てきましたら、議

会側に対応して諮っていきながら、当然そこにまた資金的な面、財政的な面も出てくると思

いますので、その辺はまた議会の方に相談しながら、観光が生き抜く手段でやっていただく

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。 

○議長（八代善行君） 次に、第２問、まちづくり政策についてを許します。 

  村木議員。 

（３番 村木 脩君登壇） 

○３番（村木 脩君） 続きまして、第２問、まちづくり政策についての質問をさせていただ

きます。 

  現在、２年間にわたりまちづくり協議会の皆様が大変御苦労をされて、構想を練っていた

だいているかと思います。その進捗状況についてお伺いをしたいと。そして、この行政報告

の中に、これが進捗状況か、中間報告になるのかわかりませんけれども、ここに住民生活部

会では行政や産業にという諸情報の伝達方法、こういったことが個々書いてございますが、

具体的なものは余りありませんけれども、こういったものが一つには構想として、構想をつ

くっているのですから、個々具体的なものがあるのか、ないのかちょっとわかりませんが、

その辺について町長に最初の質問とさせていただきます。 

○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） 村木議員の第２問、まちづくり政策について、現在、まちづくり委員

会の皆様が構想を練っていただいているかと思いますが、その進捗状況について伺いますに

お答えいたします。 

  まちづくり協議会につきましては、町民、産業界の代表並びに行政が一体でまちづくりに



取り組む場として２カ年計画で進めており、来年３月には、まちづくりに関する基本的事項

を取りまとめることとしていることは御案内のとおりでございます。 

  協議会は、各産業界の代表、地域住民の代表と行政、議会の代表で構成する幹事会と、住

民生活部会、産業振興部会の活動部会を構成して協議検討を図ってきております。 

  特に、まちづくり協議会が目指すものは、住民生活における基本的事項であり、まちづく

りの実施主体を住民に位置づけて推進し、地域を核とした小集団活動でさらに発展を進めた

いと考えます。 

  産業振興面では、住民や来遊客の目線に立ち、事業従事者の意見も取り込みながら農業、

漁業、商業、観光の共存共栄でまちづくりを進めるとともに、将来に向けて連絡調整を図っ

ていけるよう協議してまいりました。 

  町が発展する要因の一つには人口の増加が必要不可欠でありますが、人口増加への取り組

み案や目線を少し下げることで多くの改善案が提言されてきております。 

  協議会から発せられた提言内容には、行政主導で取り組むべき課題、地域が自主的に活動

していく課題や、産業界が関係団体と連携して取り組む課題があり、それぞれが目的と役割

を担って取り組むことで、古き時代から学ぶ共同参画社会の形成が重要であることを認識さ

れております。 

  進捗状況でございますが、おおむね１年間の協議、検討を重ねた中で、各部会を中心に意

見を取りまとめて、両部会での調整を行う段階に来ております。これらの調整が整いまして

から幹事会を交えて最終的調整を図ることになります。また、今年度の作業の中間には、先

進的自治体の視察研修も計画されており、各部会での意見調整を先進地視察によって検証し

ていただくことも重要であろうと考えております。 

  いずれにいたしましても、まちづくり協議会の基本事案がまとまり次第、議会にもお示し

いたしますので、いましばらくのお時間をいただきたいと思います。 

○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） 今、町長の御説明を聞くと、相当大変な協議会だなというふうに思い

ます。行政全般、町の中のすべてのことと言ってもいいぐらいの問題を協議していただいて

いるわけでございます。そして、私はこの２年間、これが今、本当に、何というか、時代の

節目というか、あのリーマンショックによる100年に一度の経済危機とか、そして、つい８

月30日には今度は政権交代と、この町の行政的にも、この先はどういうふうになっていく



のか、ちょっと見えない今の状況ではございますが、そういった中で２年間にわたりこうい

った協議をして、これをまた、今まで御苦労されたものを、こういった世相の中で修正もし

なければいけないものも出てくるのかなと。そして、そういう時代に合わなくなるとかいう

可能性もあるわけですが、まず、町長にお聞きしたいのは、このまちづくりのコンセンサス

というか、町長の考え方、どういう方向へ町を持っていきたいのか、この辺について当然協

議会へ町長のお考えをお示しして、そしてそれを皆様が当然協議していく。何もないものか

らただああだ、こうだやっているわけではないようですから、そういったその、まずコンセ

ンサス。このコンセンサスということが、うちの町は割かしこの観光なんかで見ていても、

この温泉地はどういう温泉場にしたいんだとか、何かそういうものが、その地域の人たちか

らも見えない。ここが一番、私も何十年か行政マンをやっていて、そういったことが非常に

見えたというか、よし、熱川はこういう温泉場でいこう、ここに何か建物もそれぞれ、何か

いろいろ出てくる。これが、今はやっている温泉場などを見ると、一つの温泉場のつくり方

というのがあるようでございますが、したがいまして、このコンセンサスということが、何

か一つの方向へ向かっていくのには一番大事な部分ではないのかなというふうに思いますの

で、このコンセンサスについて町長のお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まちづくりでございます。うちの町は、御存じの通り町民の就業人口

の８割方観光立町です。そういう中でやはり基本的にはまちづくりの中であいさつ運動をし

ましょうよ、そして町民全体でそういう方をお迎えしましょう、そういうおもてなしの心の

まちづくり、そういうまちづくりをしていきたい、そういうことを言いました。 

  そういう中で、今、先ほど言ったように、産業部会と住民部会ですか、一応１年間の事業

をまとめたこういう冊子を当局がつくりまして、この中で一点一点検討しております。そう

いう中で、できるものはすぐ町の中でやっておりますし、町のホームページの中に今回提案

された、ＹｏｕＴｕｂｅを使って町をＰＲしたらどうかという中で、または町のホームペー

ジを見ていただければ、一番下にＹｏｕＴｕｂｅということができまして、それをクリック

すれば、稲取のどんつく祭りやよさこい、そういうことが発信されております。それも一つ

はこの産業部会の若い方が提言された内容です。 

  これに沿って、今やっている中で、この10月に伊豆市に視察に行きます。この視察の目

的は、とりあえず今問題になっている少子化対策、それが基本になるのではないかと伺って

おりますので、また、この10月になりましたら、両部会のほうが伊豆市を視察して少子化



対策をやっていきたい。この町の問題はやはり少子化対策が一つの重要なテーマと考えてお

ります。さらに、ごみのないきれいなまちづくり、あいさつ運動、いろいろ提案されており

ますもので、その一つずつ、うまくいけば二つになりますか、わかりませんけれども、その

辺の報告をしておくか、そういうことができれば自分はいいなと考えております。基本的に

は町のコンセンサスとは、あいさつ運動を中心とした町民全体のおもてなしの心、こういう

ことだと思っております。 

  以上です。 

○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） そういったあいさつ運動、おもてなしの心、これは精神的な面のコン

センサスということでございます。 

  そういった中で、ごみのないまちづくり、ごみがないのはちょっとあれなんですけれども、

当然私が申し上げたいのは、国立公園の中のこういった観光地だと。この辺を模索していく

と、やはりきれいな町というのが一つには出てくると思うんです。そういったときに、観光

も、住む人も、両方が満足できるきれいなまちづくりということをやっていただければな。

ごみのないまちづくりをきれいなまちづくりということで、そういった国立公園の中のまち

づくりの一つには条例をつくったりして、たばこのポイ捨ては禁止するとか、歩きたばこは

禁止するとか、当然私にとってはつらい話なんですけれども、そういうやはり具体的なもの

を出していく、そして今、湊の港湾道路をつくる、つくったときに、では中の堤防に合わせ

たコンセプトで、それに合ったような道路にしてくれとか、この道路が１本開くというのは、

ここの道路をつくったとき以来、本当に何年ぶりの稲取の町が動くという状況でございます

ので、そういったときにはそういうことをどんどん県に提言していくとか。そして、小学校

の横のあそこには、歩道のほうに、逆に今度は校庭に木を植えられないから、逆に外へ木を

植える場所をつくってくれと。そういった、まず駅から、稲取のことばかりで申しわけない

ですが、温泉場まで行く間にはまず緑がないとか、そういったところで、そういうひとつ景

観的なコンセンサスもつくっていただいたり、私が申し上げたいのは、熱川にしても当然北

川のそういった景観ですとか、これらはぜひ国立公園にふさわしい、国立公園の中の温泉地

だ、私たちは国立公園に住んでいるんだというような、住民も満足できるようなコンセプト、

８割が観光関係に勤めているとか、そういうことではなくて、当然住民が満足できる町であ

れば、当然あいさつもするでしょうし、そういった中で、ぜひそういったきれいなまちづく



り、そこいらをコンセンサスにしていただきたいなというふうに思います。 

  町長のお考え、もう一度聞いて、これで終わります。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、村木議員からいろいろ言われました。 

  それでは、まず稲取地区におきまして、駅から温泉場までの緑がない、これは確かにそう

いう中で、静岡銀行の支店長からもその辺を、稲取駅から温泉場まで行く道づくり、町の景

観、これは支店長からもそういう提案を受けておりますもので、これは考えていきたいと思

います。 

  今言ったまちづくりにおきまして、この中に、拾えば町が好きになるとこう提案されてお

ります。見ていただきたいと思います。そういう中で、まちづくりは住民みずからの手で、

清潔感は観光地の必須条件、ポイ捨てしない大人を育てる、一つの提案として月１回家族ご

み拾いの日を制定したらどうか。毎月第１日曜日の午前８時から自宅の周りの公共空間でご

みを拾いましょう。こういう提案もされています。当然その中でポイ捨ての条例などもどう

かとか、いろいろあります。そういう提案されておりますもので、その中からやはりいいや

つは町が取り入れてまちづりをしていきたいという中で、また、この小冊子はとりあえず中

間ですから、これはまた議員の皆さん方に出してもいいあれですから、一応こういう中を１

年間かけて一応これをつくりました。今、それで、これを報告書をまとめている段階でござ

いますので、この資料はまた議員の皆様に配付していきたいと考えておりますもので、よろ

しくお願いいたしたいと思いますし、また、村木議員におかれましては、いろいろな提言が

ありましたらどんどん言っ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、３番、村木議員の一般質問を終結いたします。 

 

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

 

◇ 鈴 木   勉 君 

○議長（八代善行君） 次に、８番、鈴木議員の第１問、キンメダイを町の魚に制定してはを

許します。 

  ８番、鈴木議員。 

（８番 鈴木 勉君登壇） 



○８番（鈴木 勉君） 皆さんもお疲れになっておりますけれども、私が一番最後の一般質問

の形になろうかと思いますけれども、これから私、一般質問もいたしますけれども、私は、

今、この町民の皆様が納めてくださいました税金が、この町でいかに、どのように使われて

いるのかを調べる監査議員という形を仰せつかっております。今までの慣例でいきますと、

この監査議員は一般質問を控えると、そういう形がありましたけれども、その点を踏まえま

して、今回質問をさせていただきたいと思っております。ですから、もし私が質問をしては

いけない部分まで踏み込むような形がありましたら、議長のほうから注意をしていただけれ

ばありがたいと思っております。 

  私は２問通告してありますが、答弁は各１問ずつお願いしたいと思います。 

  第１問、キンメダイを町の魚に制定しては。 

  平成21年は、町制施行50周年の節目であります。稲取キンメダイは、古くから築地市場

を初め、全国的にもおいしい魚として名声をいただいてきております。地産地消のブームは

全国津々浦々までわき上がり、特産品を地域おこしに活用しております。東伊豆町でも、キ

ンメダイのブランド化を検討しておりますので、励みにもなると思います。 

  全国で一番先になろうかと思います東伊豆町のこのキンメダイの制定については、いかが

でございましょうかを、町長の考え方でお伺いしていきたいと思います。 

○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） 鈴木議員の第１問、キンメダイを町の魚に制定してはについて、町制

施行50周年の節目であり、キンメダイの地域ブランド化を推進する中で、全国で一番先に

東伊豆町が制定してはいかがかについてお答えいたします。 

  御案内のように、この2009年は城東村と稲取町が合併して東伊豆町となり、町制施行50

周年という節目の年に当たります。町では、町民向けの広報誌などに町制50周年のロゴマ

ークを掲載して、町民への周知、啓蒙を図っているところでございます。 

  こうした節目の年に、キンメダイを町の魚に制定してはいかがかのご提言をいただきまし

たことに喜びを感じております。特に、漁業が盛んな当町では、めでたい席には欠かせない

魚として振る舞われてまいりました。漁業従事者が多く、キンメダイの水揚げが多かった数

年前までは、東京築地市場には稲取キンメの特設コーナーまで設けられていたほど、良質で

希少な鮮魚として取り扱われておりましたが、近年漁業者が減少するとともに水揚げ量も減



少してきており、築地特設コーナーが姿を消したようです。昨年度、産業団体連絡会を中心

にキンメブランド化チームで築地市場を訪れた際にも、市場関係者の間では、今でも稲取キ

ンメはブランド商品である旨の激励を受けたと聞いております。 

  このようなことから、伊豆漁協、稲取支所を中心にブランド化に向けた取り組みを推進し

ておりますが、地産地消となると、安定した漁獲量とコストの問題や地域の飲食店やホテル、

旅館の協力が相互に関連してまいりますので、まだまだ解決しなければならない難題が数多

く見受けられるように思われます。 

  ところで、「キメンダイを町の魚に制定しては」でございますが、記憶の中では初めての

御提案ではなかろうかと想像いたします。ブランド化の推進や地産地消の取り組みの一助と

しても大変意義深く、まちづくりの面からも貴重な取り組みであり、前向きに検討したいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○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） ちょっと、本題に入る前に、いろいろと言葉がございますもので、ち

ょっとそこのところを説明させていただきたいと思います。 

  商品の商標という言葉があるんですけれども、この商標というのは、事業者がおのれの扱

う商品を他人の商品と区別するために使うのが商標というんだそうでございますけれども、

また、よく使われているこのブランド、これは物と物とを区別するためのあらゆる概念であ

って、いろいろあるんですけれども、結果として、消費者の中で、その物に対してでき上が

るイメージの総体、そういうものであって、一般的に使われるブランド等は、ファッション

界で高級品のイメージがついた商品のことを言うそうでございます。今、扱われているこの

地場産品を地域ブランドとして宣伝、販売しているのは、そのようなイメージの中に乗っか

りまして、消費者に高級品ですよという、そういう意味合いを抱かせる販売方法としてよく

使われているのが、このブランドという言葉だそうでございます。 

  今、私が今回質問をしようかと思っています「制定」という、この制定という言葉の中に

は、法律や規則などを定めるという、そういう意味を持っているんだそうでございます。で

すから、この３つの言葉の違いというものをわかっていただき、それを踏まえて質問をして

いきたいと思っておりますもので、よろしくお願いします。 

  今、私のこの手元にあります「東伊豆町50年の歩み」と「東伊豆町制施行50周年記念式

典」という、この間式典のときにいただいた資料があるわけですけれども、これを見ますと、



町の木、これは早咲きの桜、これ制定日が48年３月１日、これが施行15周年、町の花のイ

ソブキを制定しましたのが59年１月10日、町民憲章も59年１月10日、これは何の節目かな

というと、東伊豆の庁舎の落成という、そういう節目でございます。それから、町の歌、こ

れが64年、平成元年につくられたわけですけれども、この東伊豆の、これが30周年という

節目でございます。この何年かごとの記念すべき節目のこの年に、花や、木や、町民憲章や、

町の歌が制定されております。そのことを説明したいなと思って、今挙げさせてもらったわ

けですけれども、この稲取のキンメダイにつきましては、今、町長の答弁にもありましたよ

うに、昔からこの町の経済を支え、町の発展に大きな影響力を持ってきたわけでございます。 

  また、この東伊豆町におきましても、数年前から産業団体連絡会が、この稲取のキンメダ

イのブランド化を図り、地域おこしに活用しようと、現在も続いているわけなんですけれど

も。そういう、今、キンメダイの活用という形の中では、皆さんも非常にこの稲取のキンメ

ダイというものに取り組んでいきたいと思われているのが現実でございます。 

  町長の説明の中にもあったんですけれども、本当に稲取のキンメダイの漁獲高の減少とい

うのは、非常にあらわれておるわけですよね、大きく。本当に落ち込んできているのか、乱

獲という形の中での落ち込みなのか、海域とのいろいろな影響があって落ち込んでいるのか、

ちょっとわかりませんけれども、水揚げという意味では非常に少なくなってきております。

ですから、その分だけやはり稲取のキンメダイというのは、日本で一番おいしいという折り

紙つきの、築地の市場でもそれなりのグレードの高さというものがあって、お値段が高いと

いう、そういう位置づけがあるわけですけれども、そういう中で、それをこの地域のために

活用していくというのには、それなりの問題点というものがあることは私も知っております。 

  しかし、この、どこでも認めていただけるこの稲取キンメダイという、これを町の魚とし

てもし制定したならば、どういう利点があるのかなと。そういうものを考えたときには、や

はりこの東伊豆町というものが外からこう見たときに、ああ、あそこの町はキンメダイの町

なんだと、おいしいキンメダイの町、東伊豆町温泉郷なんだと、そういう観光の一つの誘客

に使えるような、そういうイメージにもならないのかなという思いもあるわけですよね。 

  キンメダイの話をすると、本当に胃の中を５年、６年でいつもこう調べていくと、いつ何

どき何を食べるとか、いろいろあるんですけれども、キンメの大使ではないけれども、本当

にキンメの話すると、先ほどみたいにこう長く自分の思いがあるからやめておきますけれど

も、今、このキンメダイについては、稲取はもちろん古くからやっているという有名なとこ

ろなんですけれども、漁獲高が少なくなった。しかしながら、我が隣のまちの下田、これは



まだ、いまだに全国でもキンメダイの集積地として、非常に漁獲高としてもナンバー１、ナ

ンバー２というぐらいまでこう位置しているわけなんですけれども。今、その下田のまちが

どのように下田のキンメを活用してまちおこしをしているか、この点もやはり注目しておく

必要があるのではないかなと思っておりますよね。 

  現在、下田へ行くと、下田のキンメコロッケ、これが結構有名ではないかなと思うんです

けれども。それから、キンメダイあめ、キンメサブレ、本当にあるんですけれどもね、今、

私がちょっとこう目について、これもそうだよねと思っているのは、下田市認定のしゃぶし

ゃぶという、そういう言葉で下田のキンメを今お客さんにＰＲしているんですよね。だから、

そういう点では、やはり伊東もそうですけれども、もちろん千葉県に行ったらもっと違うん

です。今、一番房総のほうが、生のキンメに関しては漁獲高が一番だろうと思っていますけ

れども、そういう中でもキンメを大事にしていこうというものはどこのまちでも問題はある

わけですよね。しかしながら、私は、ごめんなさい、私が調べたことが間違っていたらごめ

んなさいですけれども、まだそこの下田の市でもキンメダイを自分の市の魚としては制定し

ていないんだろうかと思いますよね。だから、今回、この町が50周年という節目、これを

いいチャンスと思って、東伊豆町がこのキンメダイを町の魚に制定していただいたらいいん

じゃないかなと思って、今回質問しているわけですけれども。 

  今、この稲取のキンメダイというのは、お客さんが初めて食べる前までは…… 

○議長（八代善行君） 鈴木議員、質問に入ってください。 

○８番（鈴木 勉君） え。 

○議長（八代善行君） 説明でなくて、質問をお願いします。 

○８番（鈴木 勉君） 制定したらという質問では聞こえませんか。 

○議長（八代善行君） 話が切れないから、答弁のしようがないと思います。 

○８番（鈴木 勉君） いやいや、制定する思いについて、なぜ制定してもらいたいかという

話をしているだけの話ですけれども。 

○議長（八代善行君） もう少し簡明にお願いします。 

○８番（鈴木 勉君） 今、何でその制定をしていかなければならないかという、ただ、今議

長から説明をされたわけですけれども、町の花も、木も、今前例にしているわけですけれど

も、このときに制定を思いついた人たちはそれなりにこの木と花に思いがあって制定したと

思うんですよね。ですから、私はこのキンメダイに対する思い、この思いの重さを町長にわ

かっていただいて、制定しようか、しないかという、そのときの物差しにしてもらいたいと



思って頑張っているわけなんですけれども。 

  それで、話進めましょう。そのキンメダイの、今このブランド化を推進している人たちに

も、やはりこのキンメダイというものを町がこれだけ大事にしているんだと、そういうもの

の励みになるんじゃないかと思っているわけですよね。ですから、このキンメダイを町の5

0周年の節目に、町の魚として制定したらいかがかと。多くの関係者がいますから、私、今

ここで即決しろとは言いませんけれども、多くの方たちと協議して、ぜひ検討していただき

たいなと思って、１問目の質問を終わります。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、鈴木議員のキンメに対する思い、十分こちらにも気持伝わりまし

た。そういう中で、このキンメに対するいろいろなことを下田もやっていますし、千葉のほ

うでも。そういう中で、町民の方からひとつではキンメも、やはり稲取はキンメだから、た

いやき君ではないけれども、キンメ君という言い方はおかしいけれども、そういうふうな形

の売り込みも稲取のキンメの町としてはどうかと、そういう提言も受けております。やはり

たいやき君に対して、稲取ではキンメやき君というんですか、そういうこともいろいろ提案

を受けております。やはり稲取の町はキンメということはもうどこに行っても言われますし、

どこに行っても稲取のキンメはおいしいですねということは、私が行く先々で一応キンメの

ことは言われますもので、その辺はやはり制定、これは本当に積極的に、さっきは前向きと

言いましたけれども、自分自身はもう積極的に検討していきたいと考えています。そういう

中で、また、先ほど鈴木議員が言ったように、いろいろな問題点とか、そういうこともちょ

っと検討しなければならないもので、そういう検討のことをいただいたわけで、積極的に推

進していきたい。 

  ただ、やはり一番いいのは、これはお金がかからないんですよ、基本的には。条例制定と

か、そういうことをやれば、町の市政を通して制定できるもので、町の魚を制定したところ

が全国でないならば、それは東伊豆町としてはもう積極的にやっていきたい、そういう考え

でありますもので、御理解願いたいと思います。 

○議長（八代善行君） 次に、第２問、町長の政治姿勢についてを許します。 

  鈴木議員。 

（８番 鈴木 勉君登壇） 

○８番（鈴木 勉君） それでは、第２問、町長の政治姿勢についてお伺いします。 

  これからのまちづくりにおいて、町民生活にどう取り組んでいくのか多くの課題がありま



すが、特に今回は子育て支援についてお伺いをしていきたいと思います。 

○議長（八代善行君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 鈴木議員の第２問、町長の政治姿勢についての１点目、これからのま

ちづくりにおいて、町民生活にどう取り組んでいくのか多くの課題がありますが、特に子育

て支援についてお伺いしますについてお答えいたします。 

  私にとりまして、子供は地域の財産であり、東伊豆町の未来でもあります。東伊豆町で生

まれた子供が健全に成長していく姿を目の当たりにすることが、私の最も望むところであり

ます。 

  初めに、乳幼児医療費助成制度につきましては、子育て家庭の経済負担を軽減し、安心し

て子育てできる環境を整備するための重要な施策の一つとして考えております。当町におき

ましては、平成20年４月１日をもってゼロ歳から就学前の乳幼児医療費の自己負担分をな

くし、子育て家庭の経済負担の軽減を図りました。今後の乳幼児医療費助成につきましては、

段階的に拡充を図っていきたいと考えております。 

  次に、出産祝金でございますが、平成21年度から子育て支援の一環として東伊豆町出産

祝金制度を創設し、出産児一人につき５万円の支給を開始しました。また、今年10月１日

より、健康保険法の改正により出産育児一時金が国民健康保険で38万円から42万円に引き

上げられ、出産に際し、合わせて47万円が支給されることとなりました。 

  次に、平成20年度から実施いたしました小中学校の給食費の一部を補助することなどで

子育て家庭の経済負担が軽減されたことや、放課後児童クラブの開設、保育ママ事業の開始

等により、親が安心して働けるようになったと考えております。 

  次に、認可保育園（稲取保育園）における育児支援及び地域子育て支援センターの活動状

況等についてですが、保育園では、子供たちの心身の健全な発育を図るとともに、一時保育

など地域のニーズに沿った保育サービスの提供に努めていることを初め、子育て家庭を対象

に育児相談や指導等を行っているところでございます。現在、ゼロ歳から１歳の幼児を持つ

親から保育の要望が非常に多い状況ですが、現状の認可保育園の施設の規模ですと定員の増

はできないとのことで、最近、認可保育園から増築の要望書及び計画書が提出されたところ

です。認可保育園の増築には町の負担が新たに生じますが、私といたしましては、要望の多

いゼロ歳から１歳児の保育の受け入れ態勢の整備につながりますので、増築の要望を受け入



れたいと考えております。 

  いずれにいたしましても、子供を持つ親が安心して働くことができ、安心感を持って子育

てができるよう、支援策の一層の充実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。 

○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） 今、町長の答弁をいただいて、子育て支援だけでも非常に私は多くの

施策を実施してきたなと。午前中の一般質問をされた議員の内容だとか町長の答弁を聞いて

も、経済対策も頑張ってやってきたし、町長の先ほどの答弁の中にあったみたいに、今の町

長は、当初はやはり信頼回復という形の中で私は頑張ってきたと思っております。そういう

中においても、それなりに100とは言いませんよ、それなりにですよ、頑張って施策をやっ

てきていただいたと、私はそういう気持ちでいるんですけれども。今、町長の答弁をいただ

いた子育てという形の中、今、こういうことをやってきて、こういうこともやっているんだ、

これからやっていくんだという話あったんですけれども、これ伊豆新聞の資料ですけれども、

この伊豆の課題という形の中、この中には財政豊かな町は中学３年生まで通院とか入院は無

料にしている、これは千差万別あるんですけれども、それが一番伊豆地区における、静岡県

の東部地区における一番子育て支援を大事にしているところの形です。 

  町長の朝からの答弁を聞いていても、やはり財政事情の厳しい我が町では、そこまで持っ

ていくのは大変難儀なことなんだと、そういう形にも私は理解をしていきたいわけですけれ

ども、やはり町民の皆様方からすれば、やはり医療格差という、これが地域の格差であって

はならないと、やはり同じように私たちも中学を卒業するまでは無料にしていただきたいな

と思うのは、これはまた町民の願いでもあろうかと思うわけですよね。 

  それで、もう一つの出生率というのが、先ほどの伊豆の課題の中にあるんですけれども、

これも市と町があるんですけれども、東伊豆町は東部で最下位だそうでございます。人口１

万4,545人、今、これが平成19年４月１日から20年３月31日までのデータでございます。そ

の中で、生まれた子供が64人だそうでございます。これを1,000人当たりにすると4.4人、

この数字は静岡県の東部地区では一番最下位だそうでございますけれども。こういう出生率

の対策もしていかなければならないと私思うわけですよね。それについては、やはり重複す

る点もいっぱいあります。先ほどの議員の方たちも言っておりましたんですけれども、やは

り私もこの町の将来を考えますと、東伊豆町に住んで、安心して子供を産んで育てるという



環境づくり、この町の若い夫婦がこの町に住んでいけるだけのものも大事ですけれども、も

っと大事なことは、よそからこの町に、その若い世代が移り住んできて、この町で子供を育

てたいなという、そういう環境づくりも、私は努力すべきではないかなと思うわけですよね。 

  西伊豆でも、南伊豆、先ほどの内山君の話の中にありました河津の町も、何とか中学３年

までこの医療費を無料化に持っていきたいという努力を、方向性を行きたいと、町長も頑張

ってそちらに向かっていきたいんだという気持ちがあるわけですよね。ですから、そういう

点も町長にも、私はお願いをしていきたいと思いますし、また、先ほどの出生率のためにも、

この若い世代の定住化対策、こういうものも早期に取り組んでいただきたいなと、これ要望

で、お願いですけれども。 

  本当に、太田町長はこの４年間、私頑張ってきたと、褒めてあげたいなと思っているんで

すけれども、しかし、まだまだ残された課題は山積みされているわけです。私から言わせる

と業半ば、４年間に近く頑張ってきたんだけれども、やられた結果は本当に業半ばではない

のかと、道半ばではないのかと。半ばまで行けば大したもんだなと思っているわけですけれ

ども、そういう点で、今、この東伊豆町の中には、この町政に対して自分たちの満足が足り

ない、不満や不安がこう募るわけですよね。どうしたのかな、何で私たちのためにやってく

れないのかな、こういうストレスがたまってくると、それが町民の閉塞感になるわけですよ

ね。この閉塞感を町民の方たちがどこにぶつけて発散するのかといえば、やはり時の為政者

に対して、この責任を求めていく、これはいつの時代でも同じではないかなと思っておりま

す。 

  その閉塞感の原因、これはさまざまあるんですけれども、そういうものの一つ一つの追求

よりも、やはりこの町の為政者である、責任者である町長に、その不満をぶつけていくとい

うのが、この閉塞感というひとつのストレスの解消を求めていくときに、やはりこの町政に

対する批判と、太田町長に対する不満というものがここに募るわけです。これを解決するの

は本当に難儀なことだろうと思うんですけれども、私がこういういろいろと、表現だけをさ

らりと質問しながら町長に聞きたいのは、本当にこれからがまちづくりの正念場だと思いま

すよ。本当に、太田町政の真価が問われるのはこれからだと思うんです。 

  先ほども言われたみたいに、残された課題は山積みされているわけなんですよね。この山

積みされたものをどうしていくのかと。そこで町長にお伺いしたいのは、町長が４年前に掲

げました笑顔あふれる町、住んでよかった町、ちょっとロゴが違ったらごめんなさいね。そ

ういう町に向けていきたいという、第１番目のスローガンだろうと僕は思っておるわけなん



ですけれども、そういう町にはまだ至っていないわけですよ。だから、私はこれから先に太

田町長として、残された者に対してどういう責任と自分の考え方を持っているのかをお聞き

したいなと思うわけです。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、乳幼児の医療計画、これは先ほど内山議員が言ったように、段

階的にやっていきたいと、そういう答弁をしております。そういう中で、自分、ほら吹くこ

とはできません。ほらという言い方おかしいか、過大広告というんですか、そういう中で段

階的にやっていきたいと言っておることでありまして、これが一気にできれば、それはやっ

ていきたいと考えております。それは、先ほど言ったように、中学までやれば4,500万円近

くの経費がかかります。そういう中で、できるかどうかとなれば、一どきに中学３年までで

きるかなということは今検討している段階でございますので、基本的には、それはできれば

中学３年までいっときに無料化していきたい、そういう考えでございます。 

  そういう中で、先ほど言ったように、県の川勝知事におきましては、もう中３までの無料

化、これは公約で掲げても、現在考慮中だということを言っておりますもので、それは当然

県の意向を見ながら、その辺はや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。 

  さらに、その若い人たちの環境づくり、これに関しましては、今度議会の文教厚生委員会

ですか、これの視察が下条村といいまして、このことが、大分若者たちが定住しているよう

なことを聞いておりますし、また、その村長の講演、私聞きました。そういう中で、大変す

ばらしいまちづくりをしているなと思ったのは、町営住宅とかにおきましては、入る者の意

見を聞いた中で、このまちづくりに対する意見、これが大変その入居に対する割合が高いと

聞いております。そういうのがいろいろまた委員会のほうで勉強していただいてもらいまし

て、その辺のことはまた言っていただければありがたいと思います。 

  そういう中で、私３年前、一応笑顔があふれるまちづくりということで、これを第１目的

にやってきました。そういう中で、今、私の気持ちはもう来年３月に一応町長選挙がありま

す。そんなことで今、自分自身の気持ちは、やはりやり残した課題、多数ございます。その

中で、先ほど言った内山議員、さらに村木議員の質問、さらに今言った子育て、もろもろの

ものがまだまだ、やらなければならないことはまだいっぱいあると考えておりますもので、

その中で、この半年間でその大部分はできないと自分は考えております。そういう中で、こ

れから一応後援会の方と相談しながら、自分自身はある程度まだ、町民の負託を受ければ、



さらに４年間また町民のために頑張っていきたいなという気持でございます。しかしながら、

まだ任期が半年間ありますもので、それに全身を向けて、今取り組んでいこうという、そう

いう気持ちでございますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（八代善行君） ８番、鈴木議員。 

（８番 鈴木 勉君登壇） 

○８番（鈴木 勉君） 町長、私もあと残されたこのわずかな時間に、そういうすべてのもの

をやれと、そういう形で聞いたのではなくして、やはり、やり残したものに対する責任をど

う感じるのかと、そういう町長の、今私は気持を聞いたわけですよね。だから、今町長が言

われたみたいに、次期町長選にも、もし負託が受けられたら頑張って遂行していきたいと、

そういう私は解釈をさせてもらうわけですけれども、ぜひそういう形が来たときには頑張っ

て、やり残した仕事を遂行していただければ、私も十分満足させていただけるわけでござい

ますけれども、ぜひ頑張ってください。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） やり残したこと等々、この半年間ですべてやることは、私はできない

と考えておりますし、やはり自分の責任としてある程度これはやらなければならないかなと

いうことは今考えております。そうでなくて、これは私自身の気持ちだけでいくことはでき

ないもので、先ほど言ったように、後援会の方と相談しながら、また町民の負託を受けるこ

とができましたならば、あとの４年間で、また全身全霊を傾けて、そういう笑顔があふれる

まちづくりに向けてまた邁進したい、そういう気持ちでございます。そして、また残された

任期の半年間、これは一生懸命町民のために頑張っていきたい、またそういう気持ちなもの

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） 以上で８番、鈴木議員の一般質問を終結いたします。 

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

◎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。 

  どうも、皆さん御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時３８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。 

  開会前に御報告いたします。14番、山田議員より、一般質問でノートパソコン、アンプ、

コード、騒音計等を使用し、風車音を再生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。 

  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３回定例会第２日目は成立いたしましたので、開会い

たします。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎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。 

 

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

 

◎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。 

 

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

 

◇ 山 田 直 志 君 

○議長（八代善行君） 14番、山田議員の第１問い、政治姿勢についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 



○１４番（山田直志君） おはようございます。 

  ３問通告をしてございますが、１問ごと行いますので、よろしくお願いいたします。 

  まず、第１問、政治姿勢について質問をいたします。 

  第１点目は、共立湊病院組合での対応についてであります。 

  本来、一部事務組合の件については、一般質問になじまないものであると考えております。

しかし、私がは今回質問しようとすることは、組合の所管事務や権限に属することでなく、

東伊豆町の町長の対応を問うものでありますので、この点をあらかじめ御理解をいただきた

いと思います。 

  共立湊病院組合では、平成23年４月以降の新病院の運営を任せる指定管理者の議決に際

して、責任を持って地域医療を守るかどうかという点で、各市町長の対応が大きく異なりま

した。その点で、私は太田町長の立ち位置について少し疑問を感じましたので、この点につ

いて質問するものであります。 

  町長は、今回の新病院構想全般について、救急医療の充実や産婦人科の確保等、期待でき

る面もあると。しかしながら、いろいろ懸念や疑問もある、こういうことを再三表明してい

たかなというふうに私は感じております。その町長のお考えと私の考えや判断が一致してい

るかどうかは別として、町長のお考えというものは、私はそのとおりに率直に受けとめたい

と思っております。 

  しかし、私がここで問題にしたいのは、町長がこれまでこの問題でとられてきた対応であ

ります。病院組合では、市町長で構成する運営会議がありながら、町長は他の３人の町長た

ちと集まり、協議、相談をするということが重ねて行われていたのではないか。私は、こう

いう一部の町長方と協議を重ねていくという対応については、適切ではないのかではないか

と私は考えております。この点を私は今後は見直していただきたいと考えておりますので、

お考えを伺いたいと思います。 

  第２点目は、議会事務局職員の配置の問題であります。 

  私も議員としては期数は重ねてまいりました。その中で、当初18人だった議員も今は12

名。議会だよりを毎月発行していた時代から、現在、年４回の状況と。議会の仕事も大きく

変わってきただろう。しかし、変わらないのは何かというと、議会事務局の職員を３名を配

置している。従前は、議員の人数もさることながら、議会だよりの発行等々、他の町でやっ

ていない仕事がある。そうしたやっぱり負担というものがあるんだということがずっと事務

局職員が３名必要だということの理由として説明されてきた。しかし、現状では、もうそう



いう状況はないわけですね。しかし、議会事務局は３名いる。 

  役場の各セクションを見ましても、大分人数がどの課でも減ってきた。恐らく健康づくり

課の健康に関するところを除いたりすると、各セクションみんな人員は削減されていると思

いますよね、この間。そういう中でのやっぱり議会の職員の配置を町長としては本当、どう

考えているのかなと。この点について、私は３人体制というのは見直してしかるべきではな

いかと考えておりますが、その点についてのお考えを伺いたいと思います。 

○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） おはようございます。 

  山田議員の第１問、政治姿勢については、２点からの質問となっておりますので、順次お

答えいたします。 

  まず、１点目の共立湊病院組合の対応で、４人の町長で集まり協議していることは見直す

べきではについてお答えいたします。 

  行政報告でも申し述べましたが、私といたしましては、聖マリアンナ大学の支援内容、賀

茂医師会の協力体制、病院運営の今後の財政見通しなどに確信が得られれば、聖勝会を指定

管理者にすることに異議はありません。 

  しかし、行政運営を預かる立場として、他の首長とさまざまな視点から慎重に協議するこ

とも必要ではないかと思いますが、今後、４人の町長で協議することはないと考えますので、

御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の議会事務局に３人職員を配置していることを見直すべきではについてお答

えいたします。 

  現在、議会事務局に３人の職員を出向させておりますが、議会からの要望に基づいたもの

でありますので、議会の総意で見直しについての申し入れがありましたら、検討したいと思

いますので、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） 見直されるということで、私はこれは当然だと思うんです。という

のは、この間のやっぱり温度差ができたというふうなことを町長も言われておりましたし、

一昨日、河津の議会を傍聴しましたけれども、櫻井町長もそのようなことを言われていまし

た。その原因がやっぱりどこにあるのかということで考えると、やっぱり６人の市長、町長



しかいない中で、４人で一方的な情報を共有するということが行われていれば、話はまとま

っていかないんですよね。これは政治的に言えば分派行動ですよ。学校でいえばいじめです

よね。６人のうち２人を外して、４人だけで物事を決めて、私たちの要求をのみなさいとい

うの、これは学校でいえばいじめみたいなことなんです。これはやっぱり問題を解決してい

くという上では、いい手段ではない。 

  それと、私、町長ね、本当に町長にこれ、お願いしたいのは、こういう行動をとられるこ

とも問題なんだけれども、町長とはっきりと私はほかの３人の町長と考え方が大分違ってい

るということは理解しているんですよ。その中で、やっぱり町長、本当に気をつけていただ

きたいのは、公募というですよ、地方自治法上もいわゆる入札に位置づけられる正規の手続

をとりながら、現在になって私は公募はけしからんと、そんなもん納得していないというこ

との発言をされた方もいらっしゃいますし、この間の８月12日の議会では、私ども町では

余り使ってないから、指定管理者決まらなければ、病院も閉めたっていいんではなかとか、

あろうことか公募にも応じなかった現在の指定管理者にそのままやらせればいいとか、こう

いう発言をされている方がいらっしゃったわけですよ。これは、同じ土俵の上でこれは話し

合うもう前提を欠いている議論で、大変私は不誠実で、無責任な方だなという印象を私は持

ちました。 

  さらに、問題なのは、その３人の中で、子供を現在の指定管理者が運営する施設に働かせ

ている、こういう方もいらっしゃるんですよ。いらっしゃるんです。そのことは極めて大事

なもの。これ、便宜供与に当たるようなことを平然とやられている方がいらっしゃる。 

  さらに、町長に注意を喚起したいことは、こういう方がインターネットのブログでこうい

うものがあるといって掲げたその情報が、現在の指定管理者が運営する病院の医師が発信す

るようなものを使って、指定管理者に決まったところを攻撃すると。こういうやっぱりこと

がある面、行われているわけですよ。 

  ですから、公募という入札が適正に行われていても、それをよしとしない、それを場合に

よってはそのまま現在の指定管理者にやらせようというふうな意図を持って、町長はそうで

はないんだけれども、ある人たちはそういう意図を持って、現在の指定管理者から情報を得

て、資料を得て、今回新たに決まった指定管理者を攻撃するようなことがもしあるとするな

らば、これは入札妨害等、いろいろな問題を引き起こすんです。 

  私は、町長のお考えというものは先ほど述べたとおりだと思っていますので、ぜひそうい

う業者と癒着をして、よこしまな考えを私は持っていらっしゃるのかなというふうな判断し



かできないんですけれども、残りの方のそれぞれの中に。そういう人たちと協議を重ねてい

くということは、適切では本当にないと思います。 

  しかし、確かに、町長がそういう行動をとらなければならなかったある面、一面はありま

して、それは現在の病院の管理者が十分にやっぱり運営会議等を開いて、皆さんからの会議

を開くというふうなことについて対応したのかなと。こういう点も確かにあると思いますよ。

これは厳しく管理者が問われなければならないものはあると思っていますが、しかし、４人

で行動するということについては、私は町長のお考えとほかの方々がそれぞれ持たれている

お考えが余りにも違い過ぎるし、余りにも危ない道だということを町長にはお伝えしたい。

その道はぜひ避けていただいて、ぜひ本当に懸念がある点は、やっぱりこれ、前へ進めなが

ら、一つずつ解決をして、解消をして、ぜひ町民の皆さんが安心できるような形をやっぱり

つくっていかなければならないと思っていますので、ぜひそのことを肝に命じて対応してい

ただきたいと思います。 

  町長、議会からということだと、私、全員協議会で言ったんですけれども、私以外賛成者

はいないんでした。だけれども、おかしいんですよ。賀茂郡で３人いるというのは東伊豆町

だけなんですよ。幾ら給料を減らした、費用弁償を減らした、何を減らしたといったって、

余分に１人分給料を使っていたら何もならないと私は思うんですよ。 

  これは鶏が先か卵が先かという議論があって、議員もやっぱりもっと勉強して、努力をし

なければいけないということは本当にそのとおりだと思っています。だから、私は事務局が

３人いることが、やっぱり議員がもっともっとやっぱり汗をかくということがどうしてもで

きない原因になっているんではないかな。だから、私はこの際、３人を２人にしていただく

ことが、そのことによって議会のやっぱりあり方、議会の改革も進めていくべきではないか

なというふうに考えているんですよ。 

  やっぱり今まで３人置いていく理由と、今、３人置かなければならない理由というのは存

在してないと思いますよ。もしそれはそういうことが必要であるならば、では１年間の間そ

ういうことを改革をしてやっていくというやり方もあるんではないかな。 

  ほかの賀茂郡をとってみたって、通常の議会の関係のほかに監査をやり、これはうちもそ

うですよ。しかし、さらに選管まで職務をやっているというふうな市町がある中で、東伊豆

町だけが３人ということの優遇をされて議会活動をやるというのは、私はいかがなものかな。

この点考えてみても、極めて是正すべき点があるんではないか。 

  また、職員の皆さんがいろいろなセクションの中でやっぱり人数も減ってきて、大変なひ



ずみも生じているんではないかなというふうに思いますし、そういう点では、やっぱり議会

だけが特別視されてはいけないんではないかなというふうに考えますけれども、いかがです

か。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、湊病院の関係です。 

  これ、誤解してもらっては困るんだけれども、４人の町長とも、とりあえず安心してでき

る病院を建設していただきたい。この建設に反対していることではないことだけ理解してい

ただきたいと思います。 

  その中で、壇上でも言いましたが、４人の町長の温度差あります。しかしながら、自分自

身は、さっき壇上で言ったこの３点さえクリアできれば、もう聖勝会が指定管理者になるこ

とは、もう大変いいことですから、その方向で今、組合議会の方もやっていることは承知し

ております。 

  そういう中で、公募がけしからんということを言っているどこかの首長がいるという山田

議員が言いましたけれども、その辺は、私は４人の協議の中でそういう話を聞いたことはあ

りませんもんで、あくまでも公募はもう重大なことですから、これは守っていかなければな

らないということはもうその４人の中でも、集まりの中でも、それは言っておりますし、さ

らにブログを使っての悪質なあれですか、そういうことも今、山田議員から聞いて初めて知

りましたし、確かに４人の協議の中で、どこかの首長とは言いませんけれども、その辺はあ

る程度の情報は集まっているなと言ってくれますけれども、自分自身は、あくまでもそのこ

とはもう除外視しまして、とりあえずいい病院をつくってほしいということだけ念頭に置い

てやっておりますので、その辺は理解してもらいたいと思います。 

  壇上で言いました、今後はとりあえず４人が集まって協議することはないということだけ

は言っておきたいと思います。 

  さらには、管理者のことを言いました。私も管理者に対しては大変不満を持っています。

と申しますのは、９月２日に聖マリアンナへ行きましたよね。そういう中で、翌日か、やっ

ぱり伊豆市で川勝知事を挟む市長、首長の会合がありました。多分、次の日か次の次だった

と思います。そういう中で、管理者に聖マリアンナへ行った報告を運営会議を開いて報告し

てほしいと言いました。しかし、まだ今、今日になってもそういう話は一切ございません。 

  と申すのは、議会中でありましても、夜会えば、別に時間的に問題ないもんで、そういう

ことを伝えた中でも、まだ管理者はやっておりません。そういう中で、やっぱり果たして管



理者も、自分自身は、自分の意見ですけれども、考えですけれども、本当にちゃんとつくっ

ていくことができるかと考えております。 

  伊豆新聞の中でも、いろいろ聖マリアンナへ言った報告を聞いた中で、とりあえず聖マリ

アンナさんの支援病院へとなれないとか、また協力はするけれども確立にはちょっととか聞

いております。 

  そういう中でやっぱり我々は医師の確保が一番だと考えていますもんで、とりあえず聖勝

会は、最低10人の医師を確保してほしいということを今度運営会議が開かれた場合、最低

10人の医師、リストを挙げてくれということは自分自身は言うつもりでおります。やっぱ

り医師の確保が一番大事ですから、やっぱり一歩一歩その辺を、私はこの３つが最低条件と

考えておりますもんで、とりあえず一歩一歩着実にやった中で、最低条件をクリアすれば、

ほかの首長がどう考えるかわかりませんけれども、私はもう聖勝会に指定管理者を任せるべ

と考えておりますので、その辺、また御理解願いたいと思います。 

  また、山田議員も組合のほうで頑張っていただければありがたいと思います。 

  ２点目の議会事務局、これ、壇上で言いましたけれども、あくまでも議会のことですから、

やっぱり議会のほうからそのように話していただけば、当局も検討していきたい、そういう

考えでおりますので、御理解願いたいと思います。 

○議長（八代善行君） 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） まず、湊病院の問題ですけれども、本当に今、町長が言われたこと

が本当だとすると、私も２日は同行しました。その結果については、管理者にも早急に電話

であっても伝えてほしいよということは申し伝えたんです。だから、本当に、私、町長にも

再三言っているんだ。本当にこの間の湊病院でのいろいろな問題のやっぱり一番の根源は、

やっぱり管理者の南の町長さんが本当に皆さんを配慮もし、ちゃんとやっぱり情報もお伝え

をして、運営していくということが本当に適切なのかな。私は個人的には、本当にもうこの

間の責任とってかわれと、そういうことまで言いましたけれども、結局、これ、規約で全部

規定をされているということなので、組合での規約の改正から各市町の改正と、また県の認

可というふうなことをすべての手続が要るというふうなことらしいですよね。私も本当にそ

の点は管理者の責任が非常に大きいなというものは感じております。 

  ただ、町長言われた点でいいますと、伊豆新聞の報道、ちょっと残念な部分が幾つかあり

ます。記事の紙面の問題もあると思います。今言われた点でいうと、教育関連病院について



は、あれはすぐなれないと言ったんです。それは、申請の申込書にも、聖勝会のあれにもあ

ったように、３年間のやっぱり実績を積んで、初めて理事会等にかけて、教育関連病院にな

れるんですよと。ですから、今すぐ関連病院だということの太鼓判を押してくれて、派遣す

るよとかということは、それはできないんですよ。それはもう聖マリアンナ医科大学のルー

ルとしてできませんということの話があったんです。 

  ただ、伊豆新聞にはなかった話でいえば、寄付講座というのは何なのかなという、皆さ

んもお思いのところがあったではないですか。それは、ただ2,000万円とか幾らかお金を出

して、寄付講座を聖マリアンナ大学に開講する。そこの中に先生を配置する。当然、お医

者さんの中では、教授レースからはみだす方もいらっしゃって、そういう方が大学を離れ

ると…… 

（「議長、暫時休憩願います」の声あり） 

○議長（八代善行君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時５１分 

 

再開 午前 ９時５３分 

 

○議長（八代善行君） 再開いたします。 

  山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長との答弁とやりとりの中だったもんですから、私、そのまま答

えましたけれども、多少組合の内容に踏み込む点があるということですので、その流れにつ

いて、私、機会があれば、また聖マリアンナ大学の明石理事長とのお話の内容については、

また別の機会で町長にはお話をしたいと思いますし、また関心を持たれれている町民の皆さ

んにも、また別の機会に説明はさせていただきたいと思っています。 

  やっぱり町長、本当に深刻なのは、先ほど言いましたように、どなたかここでは言いませ

んが、そういうやっぱり自分の子供を就職をさせるとかいう癒着をしているそういう方が再

三病院に来て、病院の院長や理事長と面会をしたり、そういうことがやっぱり事実としてあ

るわけですね。ですから、ましてやそういう方がですよ、万が一、こういう問題が決まって

いかなければ、23年の４月以降は現在の協会にそのままやってもらえばいいなんていうこ



とを平気で言っているわけですから、この枠組みがあるということは大変危険なことですか、

こういう人には少なくとも病院のことでは近づかないということが私は適切な対応ではない

かな。巻き込まれてしまうということがありますからね。ぜひそういう問題として対応して

いただきたいと思います。その点だけ。 

  議会事務局の点については、一面、議会の問題だってあるということですけれども、しか

し、３人いることによって、やっぱり明らかに議員が報告書やいろいろなことをやっぱり職

員任せにし過ぎているという点はやっぱり指摘されなければならない点、あると思っていま

す。だから、一定の経過期間を置いたとしても、議会みずからも汗を流すという形をしない

と、ほかの町よりも明らかにその点では優遇され過ぎていると私は思っています。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、湊病院の関係です。 

  今、山田議員が少し伊豆新聞のことを触れていただきました。それは本当は運営会議を開

いて、管理者が我々５人に言うのが筋だと思うんですよ。そういう面で、さっきは管理者対

して、不満を持っているというのはそのあたり。そうすれば、私も行った方々と共有できて、

ああ、そうかということはわかりますもんで、そういう中で、あくまで新聞だけの報道でし

たもんで、早く運営会議を開いた中で、この５人の首長さん、本当にやってくれればありが

たいなと思うもんで、再三また、この前も松崎の町長も運営会議を開いてくれということを

申し入れました。だから、そういう中で、やっぱり管理者に対してはまた早急に運営会議を

開いてもらいたいということは申し入れていきたいと考えております。 

  そして、さらにどこかの首長さんの子供が別の仕事で何か関係する人が病院に勤めている

と。そういう点、初めて知りましたし、地域医療ということに関しましては、私、基本的に

は公募してこなかったですからね、頭の中に入っておりません。自分の頭の中。幾らほかの

首長がそういうことを言ったといたしましても、私の頭の中には、とりあえずその聖勝会と

いうものしか頭にありませんもんですから、その辺は御理解願いたいと思います。 

  それで、２点目の議会事務局、３人の職員、これは山田議員、よくわりますけれども、再

三再四、これはあくまでも議会のことですから、議会のほうから提案で、では１年間ちょっ

と２名にしたらどう、様子を見てみようか、そういう提案がありましたならば、それは検討

していきたいと思いますので、あくまでも議会からの提案ということでよろしくお願いいた

したいと思います。 

  以上です。 



○議長（八代善行君） 次に、第２問、職員の資質向上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） 第２問の職員の資質向上について質問をいたします。 

  昨今は地方分権というものが進展をしてきたということ、また国の財政も大変厳しいとい

うことで、国の地方への支援のあり方というのも大きく変わってきたのかなと。それは、今

までのような補助金制度を創設をして、お金ができたら、それを何年間の間に整備しなさい、

そういう形の中で、当然町も保健センターをつくったり、いきいきセンターをつくったとか、

いろいろな経過があった。図書館なんかも、基本の制度はずっとあったんだけれども、バブ

ルのころお金があったから図書館、手をかける。いずれにしても、基本的には、この補助金

制度という形の枠組みで地方の支援というものが行われてきたのかな。 

  しかし、最近の問題というのは、やっぱり財政的なものもあると思うし、分権という考え

方もあるんで、やっぱり交付金という考え方でやっぱり地方を財政支援するという形もかな

り行われてきたんではないか。これは、民主党さんが政権交代をしても、恐らくそのような

形のことを言っていますので、今までのように補助金でやるということではないんだろうと

いうふうに思うんですね。 

  そうしてみますと、平成20年度予算の後、補正予算、また21年度の予算、国の当初予算、

補正予算等々見ても、医療なんかも中心もそうですし、雇用対策もそう、みんな交付金。特

例交付金や交付金という名前だったですね。これはやっぱり今までと違って、規模や面積を

決めてハードな審査をするというものから、かなり実効性や効果をやっぱり国も判断材料と

して見ると。いわゆるソフト面の審査というものがこれからどんどん重きを置かれてるとい

う内容だというふうに思うんですね。そうしますと、非常に申請をして決定をして実施する

ということは、物すごくスピードを要求されるような時代になってきたのかな。 

  やっぱりそうしますと、私は職員が絶えずいろりろな分野の問題について、国や県の動向

を見て、やっぱり自分たちの実務にも精通し、そうした中から、絶えず戦略的に仕事をとら

えて対応していないと、やっぱり仕事についていけないのかな。今までは国が補助金の制度

をつくり、それを都道府県に説明をして、都道府県が市町村に説明をして、その説明を待っ

て動き出せばよかったんです。しかし、こういうことをしていたら、枠もあって、時間も限

られているということの中では、なかなかそれに対応していけないんではないか。今、そう

いう時代になってきているんだろうと思うんです。そういう点では、やっぱり職員の資質向



上というのが行政改革とともに不断に取り組まれなければならない課題に私はなってきてい

るという認識を持っています。 

  そこで、お伺いしたいのが、まず１点は、人材を育成する計画というもの、また町の戦略

というものはどのようにあるのかということであります。 

  ２点目に、昨年、消防署において、第１分団の機具置き場でいろいろ問題もありました。

その後、その問題に対して具体的にどのように職員と対応したのか、その点、２点について

お聞かせを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 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第２問、職員の資質向上については、２点からの質問にな

っておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の人材を育成する計画や戦略はありますかについてお答えいたします。 

  地方分権が進展する中、町民の立場に立った質の高い行政サービスを推進するためには、

計画的、効率的に職員の育成を図ることが必要であります。そのため、昨年３月に今後の職

員像を明確にし、職員の育成に関する基本的な方針と具体的な方策を示した東伊豆町人材育

成基本方針を策定いたしたところであります。 

  分権時代に求められる職員像は、将来の東伊豆町を見据えた適切な情報分析のもとに、み

ずから考え、みずから実行できる職員であります。そのため、職員研修などを通じて政策形

成能力や経営管理能力などの必要な知識を修得させるとともに、職員の意識改革を図り、資

質を向上させていきたいと考えております。 

  人材育成の基本は、職員の主体的な自己啓発であり、数多くの研修を実施したところで、

それを学ぼうという意欲が職員になければ、効果は期待できませんので、自己啓発や研修に

取り組みやすい職場環境づくりをするとともに、本年度より職員の自主研修に対する補助制

度を導入しております。また、職員同士や町民とのコミュニケーション活性化のため、職員

には常々あいさつの励行を促しているところであります。 

  次に、２点目の昨年の消防署ににおける第１分団器具置き場はその後、どのように対処し

ましたかについてお答えいたします。 

  御指摘のように、第１分団器具置き場の新築工事につきましては、事務的な不手際もあり、

担当委員会並びに議員各位の御理解のもと、昨年の12月定例会で補正措置をさせていただ



きました。消防長や担当職員からは詳細な報告を受けておりますが、早急な対応に追われま

して、検証が十分ではなかったと考えております。 

  職員を信頼し、職務を任せている以上、職員個々の問題ではなく、役場組織全体の問題と

してとらえ、今後このようなことがないよう、検討協議してまいりたいと考えております

ので、御理解をお願いいたします。 

○議長（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、そうしますと、やっぱり今、大枠はそういうことだろうと思

うんですよ。問題は、やっぱり町長が言われたように、政策能力を向上したり、やっぱり経

営能力を高めたりという、ではそれを例えばどういう形でやっていくのかですね。それは、

例えば自治大学校を活用するとか、アカデミーを活用する、言えばそういうことがやっぱり

具体的な問題としてあるんではないかと思うんですね。 

  やっぱり今までみたいに係長や管理職になって、県の町村会ですかね、そういうところの

県の研修といったって、もう県の中に町というのがもう幾つもないというふうな段階になっ

てくると、なかなかやっぱりそれは十分なものとは言えないでしょうし、今言ったように、

これからはそういう面では情報との関係でスピードですよね。全国の町と競争するというこ

とが求められるわけですから、私は自治大学校だとかアカデミーのいろいろなメニューにや

はり管理職がどんどん行く。 

  でも、あれは何か職員の、私は議員のやつで行きましたけれども、職員のやつは、いろい

ろなデスクワーク討論をやったり、いろいろなことをやったやつというのは、役場に返って

くるそうですね、成績とかいろいろなものが。 

  ですから、やっぱり皆さんの前でやっている仕事と、やっぱりそういう場所で客観的にや

ったときに、客観的な判断として、この職員はどういう能力、どういう特徴があるよ、また

どういうところがちょっと弱いよとかという判断もやっぱりある程度していただけるような

話も聞きますし、やっぱりそういうこれから全国のそれぞれの市町と競争をしていかなけれ

ば、場合によっては補助金なんていうのは、県が言ってくると、降ってわいてくるなんてい

うことではないし、まして交付金が多投の形で増えたとしても、やっぱりまちづくりの中で

本当にそれを生かす道というのは、やっぱり職員が本当にそういう意味で、みずからの地域

の実情にやっぱり即した政策能力、また経営能力というものを持っていなかったら、これ、

何にもやっぱりね、お金だけ持っていたって何の力にもならないわけですから、その間に入



る職員を本当に戦力なるように、今までと時代が変わってきた。合併全体がうまくいかなか

ったというのもあるけれども、しかし、国の政策が、地方に対する環境が変わってきた中で、

東伊豆町が当然生き残っていくためには、この職員というところにおいて、大きな飛躍が見

られなければ、大変厳しいのではないか。 

  これは、振り返ってみれば、我々議員もそうなんですね。だから、職員が一生懸命やろう

と、いろいろな時代を先取りしてやろうとしていることについて、議員がやっぱり勉強不足

から足を引っ張ってはいけないという面も、これはある面で私たちもその意味では本当にそ

ういう競争に取り残されないように、私たちもやっぱり勉強をしていかなければいけないと

いうことをあわせてそうなんですけれども、やっぱり職員、そういうやっぱりレベル、今の

ある計画というのを見たことないんですけれども、係長とか課長レベルになったときに、ま

たその前の段階ね、10年とかと考えると、今、40代ぐらいの職員の皆さんが管理職になっ

ていく過程をどういうふうにつくるかということだと思うんですよ。その段階で、そういう

職員に皆さんがどういう、では毎年は行けないだろう、予算もあるから。しかし、では40

から45ぐらいの人間が、ではその５年間の中にこういう研修は受けさせようとか、また係

長になってきたんだから、では係長としてこういう研修を幾つかの中でやっぱり受けさせよ

う、また専門性を発揮していきたいという職員であれば、専門のこういうマネジメントをや

っぱり、ちゃんと勉強させようというものなんかも戦力的に入っているのかなと。見てない

もんですから、もしよかったら後でいただきたいと思いますけれども、やはりそういうこと

で職員をやっぱりどんどん質的に向上させていくということがないとやっぱりいけないだろ

うと思いまして、そういう面では、やっぱり今、そういう言い方をすると職員のみんなに申

しわけないかもしれませんけれども、やはり今、団塊の世代の皆さんというのは、10年ぐ

らい課長さんでいられる方がたくさんいまして、質問する我々のほうが怖いぐらいだったん

ですけれども、最近はやっぱり本当になかなか昇格できなかったということから、最近、本

当に係長から補佐になり、課長になってきたということで、まだ課長としてまだ本当に２年、

３年とか、そういう方が増えたではないですか。全体がそうなんですよね。そういう方が１

人、２人いるというんではなくて、団塊の世代というのがまとまっていたもんですから、そ

ういう中では、特にやっぱりそういうことが必要だという私は感じをしておりますので、や

っぱりそういう考え方の中で人を育てていただきたい。そうしなければ、やっぱり地域は生

き残れないんだというふうに私は思っています。 

  消防の問題は、別に消防長をいじめようということではないんですよ。起きていますか。



やっぱり簡単なことができなかったというのは、消防長一人の問題だけではないと思うんで

すよ、組織として。町長、報告書はとったんだと。僕は、やっぱり報告書をとるとか、あと

町長が、副町長が注意するということと、あと役場というのは、何かその間なくて、その先

というのは、もう懲罰で訓告だ、戒告だとかみたいなしかないではないですか。やっぱり今

の職員の皆さんに対してはそういうことはいけないと思うんですよ。もし、やっぱり足らざ

るものがあれば、どういう形で組織としてやっぱりそれを補うのか。フォローして、再びそ

ういう失敗がないようにするのかという問題が、そういうことに取り組まれないといけない

問題だと思って、私は今回質問したんです。 

  だから、もしそれは、例えば遅刻や、そんなことばかりやっているということになると、

これは町長や副町長がいろいろな形、組織としてフォローはできない個人の問題なんですよ。

しかし、組織として大きなやっぱり行き違いもあったりして、そういうものが重なって、昨

年の大きな補正予算を組まなければならなかったという事態が起きたわけですよ。では、一

体どこでだれが本来の仕事が不十分だったのか、そういうことのやっぱり検証をして、その

ことのやっぱりしっかりとした反省をしないと、再びこれは同じようなことをやる。それは

管理職の立場にある人もそうだし、その間にある人、またその下で仕事をした人、それぞれ

がどこかしらやっぱり本来の果たすべき仕事をしてなかったんだろうと、私はそう思ってい

るんですね。 

  ですから、そういう意味で、消防署の問題は、これ、本当いい例だなと思ったのが、そう

いう意味で、私は何か処罰しろというふうなことを求めているわけではないんです。職員の

資質を向上するためには、注意をすると。町長、これ、昨年の12月なんかでも注意もした

と。報告もとったと。私は報告でとめてほしくないんです。しっかりと消防署が、消防長以

下、何でそういうことを起こしたんだろう、消防長が、私がこの点がいけませんでしたと、

今日の段階でははっきり言いませんが、そういうことがちゃんとやっぱり私はこの点間違え

たから、今回こういう問題を起こしたんですと、この点はもう二度とそういうことをしない

ようにしますよと、やっぱりそういうところにまでやっぱりちゃんと指導して、わからせて、

二度とそういうことがないんだというようにしっかり組織というものを皆さん把握、掌握さ

れて、消防署の中でどんな状況だったのか、皆さんの職員の意見をよく聞いて、やっぱり指

導をしていかなければいけない問題だと思うんですよ。 

  私は、あくまでもそれは氷山の一角ではないかと思っているんですよ。簡単なことができ

ないということは、もっと大きな問題ができてないのかもしれないなと。これは昨年の12



月に言ったんですよ。簡単なことで連絡ができてないということは、もっと大きなことに落

ち度もある可能性だってあるわけですから、今回ちょっと申しわけないですけれども、消防

の問題なんていうものを、私はそういう問題として、ちゃんと職員を間違えたところ、わか

らなかったことを正して、絶対に再びああいうことが起きないようにするような指導を、例

えばこれは町長がやるといったって無理でしょうから、副町長あたりが中心となって、何人

かでよく意見も聞いて、やっぱり報告のみ、意見も聞いて、ちゃんと指導し、消防長の管理

責任もあるだろうし、消防署全体の組織のあり方もチェックをして、是正させるということ

をやってほしいなと思っております。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） いろいろ山田議員の提言を伺って職員の資質向上、これは全く山田議

員と考えは同じでございまして、自分自身も基本的にはいろいろな決裁する研修の案内があ

ります。その中で、できるだけこの機会いいから、もう行ったらどうかということは積極的

に投げかけておりますし、山田議員が行った研修にもうちの職員も行ったことも聞いており

ますし、やっぱり職員の資質向上ということは、基本的には自分自身になります。町全体の

ためになりますもんで、これはもう積極的に職員には行くようなことを言っております。 

  しかし、予算もありますし、そういうところもクリアしなければならない中で、今回は職

員が自主的な研修ということで予算をつけました。その中で、もう既に３名の方がもうその

ことを使いまして自主研修をやっていますもんで、将来的には、ある程度職員の資質にはな

っていくと考えておりますし、あとのまたこの東伊豆の人材育成、これ、山田議員にも渡し

たいうと思います。 

  そうなると、やっぱり人材をつくるということは、やっぱりこの町の将来的には合併しな

ければならない。それまで独立した道を選ばなければならないもんで、そのためには、やっ

ぱり職員の資質向上が絶対必要だと考えておりますので、その辺はまた御理解願いたいと思

う。基本的には山田議員と同じ考えで、これはやっぱりそういうところに行きますと、やっ

ぱり情報収集もできますし、余分なこともできますもんで、もう幅広くその知識を身につけ

ていただきたいと考えております。 

  そして、２点目の消防署、これ、本当、こちらの事務的不手際もあった中で、もう今後は

このような事故は一切起こしてはならないという中で、今、確かに十分検証してなかった、

これは反省している中で、基本的には、今、山田議員が言ったようなことも必要だと考えて

います。 



  今後、検討していきたいと考えております中で、基本的には、やっぱりこういう技術的な

ことにはりますと、やっぱり技術者がちょっと建築関係は１人なもんで、基本的には、今、

町は建築技士を募集していますけれども、なかなか集まってこないのが現状でございます。

今、１人でやっている中で、やっぱり大変厳しいかなというので、やっぱりなるべく早く建

築技士とか、そういうことも入ってくると、多少違ってくるではないかと考えておりますし、

何しろ氷山の一角はわかります。いろいろな消防署だけではなくて、全体的な課を通じた中

でまた検証していきたい、そういうふうに考えておりますので、よろしお願いいたしたいと

思います。 

○議長（八代善行君） 次に、第３問、風力発電問題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） 第３問、風力発電問題について質問をいたします。 

  先ほど議長の許可をいただきましたので、風車の騒音について、少しパソコンに入ってお

りますＤＶＤから音を出させていただきます。 

  しばらくの間、御協力を申したいと思います。 

  すみません。御協力ありがとうございました。 

  町長、今流した音というのは、町長のところあたりで大体53デシベルぐらいです。騒音

計ではかりました。これは、あくまで53というのは、よく言われているように10分間の平

均である。ですから、高い音というのは70デシベルぐらいの音が聞こえているかと思いま

す。低い音というのは45から50ぐらいの間で、その間ということであります。 

  町長、風車の羽根が２度目が折れまして３カ月余りがたったということになります。この

間、やっぱり私は非常に大きな変化が幾つも出てきたんではないかというふうに私は考えて

います。といいますのは、８月17日に資源エネルギー庁の課長さんが熱川にも見えられて、

自治会の役員の皆さんとも面談をし、また被害の調査報告書もそのままいろいろ説明を受け

たけれども、持ち帰られたというふうに聞いております。また、静岡県においても、自治会

のほうから送りました被害調査報告書について、問い合わせがあり、環境省のほうにも提出

したいけれども、提出してよろしいかという問い合わせもあったと。これは、今まで経済産

業省、資源エネルギー庁がとっても、それは特定の業者の問題でしょうと。あなた方の中で

話をしなさいというふうなことがずっと言われてきたことからすると、本当に国のほうも今

年の３月にはいろいろ情報収集をやるというふうなこもありましたけれども、少しずつこれ



は変わってきたんですよ、国も県も。町長御承知のように、奈良本でもいろいろ、地域の皆

さんの中でもいろいろ関心事になって、要望書が出てくると、こういう状況になりました。 

  私、最近ではびっくりしたのは、８月末にコンビニに行きまして、コンビニに小さな、今

日ちょっと持ってこなかったんですけれども、エネルギーを取り上げた冊子、本があったん

です。500円ぐらいなもんですから、ちょっと購入をして、読んでいたんですけれども、そ

うしますと、風力発電の項目に東伊豆町の名前が出てくるんです。東伊豆町では、これは昨

年の４月にＣＥＦが運営している風車の羽根が折れるなど問題が起きていると書いてあるん

ですね。その次に、やっぱり騒音などの住民への被害が出ていると。こういうことが本でも

書かれるようになってきた。 

  非常に東伊豆町でこういうことが２回、事業者の羽根が折れるというふうなことが、こう

いう事実がいろいろ広がってきているということ、そのことが大きく国や県でもその問題を

やっぱり今まで以上に取り上げるような感じになってきたのかなという状況だと思うんです。 

  また、事業者のほうも、これは反響は大変だと思うんですね。例えば、補助金を申請をし

ていた千葉県の南安房の千倉を初め、幾つものところで、この補助金の、ＣＥＦの補助金の

申請が許可にならない。また、地域の住民の理解や同意が得られないということで、新潟や

福井などでも事業が進展していない。こういうふうに、業者にとっても大変この状況は厳し

い状況が生まれているんだろうと思います。 

  今回、しかし、そういう状況があるんだけれども、町長、昨日の行政報告でも言ったよう

に、羽根を取りかえますということの中で、今日からですかね、羽根を全部取りかえるとい

うことで、羽根をまた上に上げるのではないかというふうに思っておりますが、町長、私は

今、本当に国や県の対応も変わってきた、また地域の皆さんの関心も高まっている。会社と

しても、今の状況で放置していくというわけにはいけない問題だと思うんですよ。そういう

点では、本当に今が一番この問題を解決していく正念場ではないかな。本当に地域の皆さん、

これから本当にまた回り出して、あの苦しみをまた味わうのかなという心配もされているも

んですから、私はそういう角度から町長に質問をしているわけなんですが、まず町長、第１

点目として、今の音を聞いての町長の感想なり、またこの間、土地利用から、いろいろ町長

とも何回か質問もしてきましたけれども、率直に感想を伺いたいというのが１点目でありま

す。 

  ２点目は、やっぱり今後、国県、事業者への働きかけというのをどのように町長は考え

ているのかな。 



  ３点目として、町として、やっぱりこの住民の生活被害をやっぱり解決するという提案と

いうものをやっぱりしていくべきではないかと私は考えておりますが、その３点についてお

考えを伺わせてください。 

○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） 山田議員の第３問の風力発電問題については、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点目の騒音を聞いての感想はについてお答えします。 

  53デシベルの音、確かに騒音でございます。しかしながら、これ、国のレベルで平均53

デシベルということが決まっておりますもんで、国で設計段階でこの音を下げてもらえば、

これは大変ありがたい。 

  53、今の音、確かにここで聞く限りは、うるさいということは感じております。しかし

ながら、設計図面の中で、その53デシベル、平均53デシベルというのが一つの基準となっ

ておりますもんで、これは法を整備していただかなければいかんともしがたいと事業者は考

えておりますので、御理解願いたいと思います。 

  次に、２点目の今後、国県業者への働きかけはについてお答えいたします。 

  行政報告の中で申し上げましたが、鳥取県北栄町で７月８日から３日間開催されました風

力発電推進市町村全国協議会におきまして、当町の風力発電に関する状況を踏まえ、国や県

に対して法整備を求める必要制を提言いたしました。このことについては、今後、これらの

組織を通じて法整備や基準づくりを求める活動がなされるものと考えております。 

  次に、３点目の町として住民の生活被害を解決する提案をしたらどうか。 

  現在、事業者と別荘自治会及び町の三者による話し合いが続けられております。この話し

合いの中で、事業者と別荘自治会との合意点を見つけるため、協議が進められてまいりまし

た。 

  事業者は当初、騒音に関する訴えについて、具体的な対策は考えていないとのことでした

が、話し合いを続けることにより、10基のうち３基について、夜間の出力調整を実施する

ことになりました。しかし、３基だけの調整では効果がないということで、次に５基の風車

に対して出力調整が行われました。このように、話し合いを続けていることにより、少しず

つではありますが、改善に向けての対策が図られておりますが、別荘住民からすれば満足で



きる状況にはなっていないというのが実情であります。 

  しかしながら、問題解決には両者の話し合いが必要であり、今後も続けていかなければな

らないと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） 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、法整備が必要だって、全くそのとおりですが、ちょっと町長

違ったのは、53というのは、あくまでもこれは夜間に53聞けたので、町内の基準でいくと、

昼が55、夜が45デシベルの基準値ですから、これはあくまで業者が別荘住民から苦情をい

ただいて、はかりに行ったとき、業者がはかった最大の音が53だと言われている。しかし

別荘の住民の皆さんが測定した、10分間計測で見れば、60デシベルを超えるような音があ

る。最高でいえば91とか、そういう音が記録されているわけで、これは僕は町長、法整備

の前にやっぱり土地利用を含めて、今までやっぱり説明してきたことが、大丈夫だと彼らは

言ってきたわけだから、それがやっぱり違うということが今、当初は業者もそうではない、

ああではない言ってたけれども、今、町長が言ったように、それは事業者のほうもそこはや

っぱりわかってきたわけです。認めざるを得ないという状況に今、来たと思うんですね、あ

る程度ね。 

  その点でいうと、やっぱり法整備もそうだけれども、まず町としたら、本当に大変いかん

なことが起きているわけで、このことに対しては、強いやっぱり私は怒りを感じていただい

てもいいんではないかなというふうに思っています。 

  町長、２つ目の問題で、確かに電源立地のやつはいいんですが、しかし、場合によっては

これも国のまだ基準がない中で、ではいろいろな形で国がやっていくとしても、ではそれが

１年かかるのか、２年かかるのかという問題も出てくる。 

  そうすると、では熱川の問題に限って見れば、もう羽根を取りかえるということが、いや、

結果がね、それは町長が言われたように、保安院の結果が出ればということだろうけれども、

取りかえていくということもあるわけではないですか。 

  調査報告を見ると、どういう理由か、羽根がタワーに激突をして折れたという、インド製

の羽を全部取りかえて、中国製にすると。インド製がだめで、中国製が安心できるかどうか

わかりませんが、原子力安全保安院がどういう判断をされるかわかりませんが、彼らも、

しかし、お金をそうやってかけてやっているわけだから、そのままやりたいんだろうから、

保安院の判断、結果によっては、やっぱりまた再稼動って出てくるわけではないですか。そ



うすると、法整備の時期なんかがどこの時期になるのかわからないけれども、ただ、通常の

考え方からいくと、行政的に考えると、法整備というものがされても、法整備が施行されて

から事業を実施するところというのは対象になるけれども、それ前に着工されたものという

のは対象にならないというのが通常多いではないですか、行政的には。ということは、検討

されるということは大事なことだし、重要なことだけれども、今、熱川の問題の解決という

のは、それではなかなかはかれないものがある。 

  だけれども、業者も、地域住民の皆さんに羽根をまた運ぶという話の中では、「あんた大

丈夫かね」って。「いや、今度折れたら会社が飛びますよ」と言っていたという話ですけれ

ども、でもそれはそうだと思うんですよ。40億円からの事業で、まだ補助金もらってない

わけですよ。借金でいろいろ、手持ち資金があったかどうかわからないけれども、やってい

て、満足に仕事をしてないわけだから、壊れてはとめて、修理をして、また直したと思った

ら、ちっと動いて、また壊れてということで、会社だってこんな状況で、この熱川の問題も

そうだけれども、熱川でそんなことやっているもんだから、全国的にそういう状況で、彼ら

の事業については、地域住民の皆さんの理解が得られてこないわけですから、やっぱり会社

にしても、熱川の問題をちゃんと解決するということは、会社にとったってメリットがある

話なんですよ、メリットがある話。だから、これをやっぱり考えていく必要があると思うん

ですよ。 

  私は、いろいろ御意見があると思いますが、幾つか考えられることは、やっぱり皆さんの

御意見を聞いていますと、上のほうにある１号機、２号機、３号機、４号機外して、５号機

ぐらいか。上のほうの５基ぐらいというのは、やっぱり特に別荘の皆さんの影響が大きいと

ころなんですよね。ここの部分というのは、僕は例えばやっぱり伊東でやっているような、

夜間のやっぱり風力が、風速７メートルを超えるような段階でのやっぱり制限運転というも

のが考えられるのではないか。そのことによって影響を削減する、軽減できる、ほとんどで

きるんだろうと思うんですね。 

  逆に、その下のところですけれども、その下の３基なり４基というものについては、私は

夜間ということだけではなくて、例えば個人名を出すとあれかもだけれども、ノナカさんと

ころなんか、ハウスで仕事をしているとか、家の中で生活、仕事をしている人たちがあの下

のほうの中にいらっしゃるんですよね。そうしますと、夜とめただけでは解決しない問題が

あるんです。そうすると、この辺は、やっぱり西側に二、三百メートル移設すると、こうい

うことを考えると、大分影響というものは軽減してくるんではないかなと。 



  当然、今のところが大体稜線に立っているわけですから、４号機はちょっと違うんですよ

ね。４号機というのは、別荘地から見てもタワー全体が見えないんです。高いところへ行っ

て、やっとナセルが見えるというふうな状況で、やっぱり西側に動くことによって、大分距

離の問題もそうなんだけれども、やっぱり稜線を挟むということでも含めて、やっぱり騒音

や、また低周波などと言われるような影響というものが緩和できる私は可能性があるんでは

ないか。そうすると、やっぱり奈良本の区民の皆さんであれ、別荘の住んでいる皆さんであ

れ、ある程度騒音基準等々を下回って、生活環境というのが整うんではないかというふうに

私は考える。 

  ですから、これはぜひ、たしか町長が言ったように、保健センターで血圧の測定もやって

いる、そういうデータもあるわけですから、一定の因果関係というのは、やっぱり統計上出

せるわけだし、どういう対応をしていただきたいのかという要望もちゃんと集約をしていく

と、私はそういうことがあるんではないか。 

  それと、そこで国県にお願いしていく必要があるのは、私、法整備もあるんだけれども、

今、熱川の問題は、まだ補助金が出てないの。事業が終結してない事業なんですよ。ここが

やっぱりポイントで、政権交代しても、民主党さんあたりも、この間、鳩山代表が90年比

25％のＣＯ2削減だということなんですよね。これはもう自民党さんより当然多いわけなん

ですけれども、政府より大きいわけなんで、当然、そうすると、では今の熱川の風車がなく

なるということが一番理想だと考えている人もいらっしゃるでしょうけれども、なかなかそ

ういうふうにはいかないだろうと。そうして考えてみますと、やっぱり、ではこれを稼動さ

せることができる環境と条件はどこにあるのかといったら、やっぱり私は移設や何かを含め

て、事業を見直していただいて、その見直し他事業に対してかかる経費を一定分、やっぱり

国が補助するということしかないと思うんですよ。事業が完結してないんですから。 

  まして、先ほど町長も言ったように、基準がおかしい中で、国やなんかが補助金をつけた

わけですから、やっぱりこれだけの状況の中では、国がやっぱり計画、事業の変更をやっぱ

り認めて、やっぱり応援をするということがなかったら、この風車は動かせない状況なんだ

ろうと思うんです。 

  ですから、私は政権がかわっても、ＣＯ2削減をしなければならないということがあると

するならば、そこには一定の整合性があって、解決をしなければならない要因があると思う

んで、ですから住民の皆さんの要望も聞いて、何とか寝られる、また昼間でも、ハウスで仕

事をしても、家の中で仕事をしても、生活できる環境を整えるということは、大まかに言え



ば、恐らくそんなことしかないのかな。ですから、ぜひ、そういうことがいいかどうかわか

りません。よくちゃんと皆さんはチャンネルを持っているわけですから、住民の皆さんから

の意見を集約をして、そういうことをもって、やっぱり国や県のほうにもこの対応を協力し

ていただくような要請をしていくということが私は必要ではないかというふうに思っておる

んですよ。 

  国あたりは、本当に国がそういうものを認めたことによって、東伊豆町がこういう、また

町民が被害を受けているわけですから、ぜひ国のほうへは一度だけでなく二度、三度行って

もいいと思うんで、ぜひそういう機会を設けてこの解決をするということを案外やっていた

だきたい。 

  それはやっぱり、ある面、町長が３年半前ぐらいに町長になって、１つの仕事としてやっ

た。しかし、こういう問題が出た。やっぱりそれをきちっとほころびはやっぱり修復をして

やっぱりいかなければ私はいけないというふうに思いますので、ぜひそういう取り組みをし

ていただきたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、山田議員からいろいろな提言とかいただきました。当然そういう

ことも考えていかなければならない、今後はね、と思っておる中で、昨日、村木議員に聞か

れた危機管理の中でメリット、デメリット、やっぱりこの風力に関してはメリットが大きか

ったからやったという中で、やっぱりデメリットの中で今、こういう問題が起きています。

やっぱりこれは真摯に解決していかなければならないと、そういうことは考えおりますので、

また理解願いたいと思います。 

  先ほど国の基準がおかしいと言ったのは間違いで、基本的には、あくまで国の基準であっ

て、この基準のうちのレベルを下げてほしということで御理解願いたいと思いますし、また

事業者から、騒音の測定の方法が間違っているということは、我々のほう、町のほうには言

ってきておりません。あくまで事業者はこの設計ですか、対する計算は間違っていないとい

うことは言っていると考えておりますもんで、事業者のほうからは、設計に対しての間違い

ということは、町のほうには、私のほうには入ってきておりませんので、そのように理解願

いたいと思います。 

  そういう中で、熱川に関しましては、経済産業省、環境省、いろいろなところから調査に

入っております。やっぱりこれによってある程度法整備が進むと思いますし、さらにまた、

さっき言った鳥取県の風力所在地のをやれば、さらにまた強い力となりまして、この整備が



進むと私は確信しておりますもんで、いろいろな面でまた風力の協議会のほうから呼ばれて

いけば、私は率先してこういう問題で困っているからお願いしますよということは、またそ

の中で言っていきたいと考えており、やっぱり東伊豆町だけではなく、風力の協議会があり

ますもんで、それを通じた中でこの問題提起して、解決していきたいと考えております。 

  そういう中で、昨日も言いましたけれども、風力の協議会の中ではこういう問題は一切な

いということ、東伊豆町と、あと田原市ですか、が特に問題がありまして、ほかの理事会で

すね、町、市におきましては、いや、そういう問題はないよということは言った中で、これ

は強く提言してまいりました。そういう中で、この秋ごろに、昨日言いましたけれども、低

周波とか、そういういろいろな研究会を設けるということを聞いておりますので、この辺は

また風力協議会のほうに、いつごろ立ち上げるのかということを確認していきたいと考えて

おります。 

  今、やっぱり町は基本的には今、三者会談やっておりますから、これを重要視しながら、

問題解決に向けていきたいと考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

○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、あれですね。レベルの問題、でもね、資源エネルギー庁の課

長さんであれ、県の課長さんであれ、自治会の方がまとめた資料、それを持っていかれた。

その資料は手元にありますから、町長、お渡ししてもいいんですけれども、そのことの持っ

ている意味は何なのかな。単なる苦情やなんかの羅列ではないということなんですよ。 

  何か私も専門的なことはわかりませんけれども、いろいろなデータ、計測をした内容につ

いて、質問のやりとりもあったようですけれども、これはいただいてきますということで持

っていかれたということですから、専門家が見て、別に何にも問題がないんではなくて、や

っぱりむしろそういう主張のほうが通っているわけですから、ということは、やっぱり６月

の議会でも意見書を上げたように、やっぱり会社としての設計段階で、95.6とか、最大の

音が104デシベル出る、そういうところの根本的な違いがこういう問題になっているんです

よというのが内容ですから、そのことがやっぱり資源エネルギー庁であれ、県のほうであれ、

やっぱりある面認識をされているということが私は非常に重要な点ではなかろうかと。ただ

単なる、いや、私は頭がうるさいんだから、被害何とかしろとかと書いた要望書を持ってい

ったということと全然意味と価値が違うんですね。そのことをあれしていただきたい。 

  それと、町長も言われているように、そのときに資源エネルギー庁の方もひとり言的に言



われたのは、ＣＥＦの風車に問題があるかなという、だってそう言いたくなるわけなんです、

今の町長言われたようなことから。田原も私も５月に課長さんとお会いして、いろいろとお

話をしたんですけれども、田原もやっぱりある。だけれども、本当にあと東伊豆町と、ＣＥ

Ｆの風車のやっぱり問題というものもあって、やっぱり資源エネルギー庁の課長さんも、や

っぱりＣＥＦということになると、やっぱり協議会で動いていくということは、すごく日本

全体の問題にとっては大事な動きだと思いますが、やっぱり再び風車が動くことについて心

配をしている町民の皆さんのことを考えると、それを待ってではやっぱり遅過ぎると思うん

ですよ。 

  もしかして、資源エネルギー庁のほうでも、ＣＥＦの風車自体に何か問題があるのかなと。

もし問題意識があるとすれば、やっぱりＣＥＦの皆さんのこの個別の対応をちゃんとしない

と、やはり法整備を待っていてもできないよと。同じような問題ですから、もしかしたら個

別の問題かもしれない。この会社のこの風車の問題点もあるわけですから、法律整備では解

決できない問題になるわけです。ほかのところのやつをいろいろ調べたら、ほかでは問題が

なかったから、ありませんということになったら、大変なことなんですよね、今の状況でい

えば。 

  だから、やっぱり日本でこれから環境対策として新エネルギーに注目をされ、今回の総選

挙でどの党もやっぱりこういうことは言っていました。民主党さんが今回政権をとられて、

ＣＯ2を25％削減しよう、こういう方向でも行くんでしょう。ですから、この風車も否定さ

れるものではないんだろうと思う。しかし、こういう問題が起きていることについては、事

実としてはやっぱり認識されていくわけで、この問題の解決は、町長言われるように、風力

の立地の市町村の皆さんと一緒にやっていくということは、恐らく大きな意味では、日本の

将来にとって非常に大きな役割を果たしていると思うけれども、熱川の問題が実は解決でき

なかったら、東伊豆町にとっては何のあれ意味もないんですね。やっぱり、また会社にとっ

たってそういうことだと思いますよ。会社も本当に存亡の危機になってくるんだろう。ＣＥ

Ｆの風車って何でそんなに問題が大きいのよと。あちこちで今、下手すると、ＣＥＦだけで

はなくて、日本じゅうのこれから風車が立とうというところに対して、ＣＥＦさんがこうい

う問題を起こして、解決をしないということは、やっぱりそういう問題にもなるわけではな

いですか。 

  ですから、やっぱり会社にとっても、本当に社会的責任として、やっぱり対応を求めてい

かなければいけないし、町として、その点では継続をして、確かに３基とめたり、５基とめ



たり、いろいろやっているということの継続もあるんだけれども、やっぱり住民の皆さんか

ら本当に不安というものが高まっている中ですから、ぜひいろいろな意見を集約をして、今

後は会社とも、事業者とも積極的に果たしてこの解決の道というものをやっぱり探っていか

ないとやっぱりいけないと思うし、私は今回の事業がまだ国が、先ほど言ったように、補助

金を支給してないということですから、事業はまだ継続中ですから、補助金の問題を含めて、

国は財政支援をするという根拠というものはあるんではないかと思っています。 

  ですから、そういう形で、国県の力もかりて、ぜひこれ、解決するということが日本の、

熱川に住んでいらっしゃる皆さんの問題を解決することだけれども、同時に、やっぱり日本

の環境問題に対して重要な役割を果たす問題だということですから、町長に責任ある対応を

していただきたい。 

  実は、今日お許しをいただいたんであれですけれども、これ、同意するときの区長さんが

嶋田前区長で、嶋田さんも６月の議会をテレビを見て、議員の皆さんから風車で被害出てい

るということを知って、大変驚いたということで、被害を受けている方々に心からのおわび

というか、そういうお手紙を出していまして、やっぱり当然熱川として、奈良本として、道

を整備してほしかった。しかし、会社のほうからは、風車として影響がないよと。国の基準

どおりやっているから大丈夫だということで同意したけれども、本当に被害が出ているとい

うことを聞いて、大変驚いているし、大変遺憾なことだと。できる限りのことをしていきた

いんだということで、丁寧なあれをして、やっぱり区民さん自体も、前区長も、やっぱりそ

ういう会社のことについて信用してきたけれども、そのことが十分でなかったということを

やっぱり今、大変驚いてあれしていると同時に、本当に地域住民を守るために、何とか自分

もできることをしたいというお考えもお持ちのようですから、町長もこれはぜひそういうこ

とではないかなと思うんですよ。地域でも大変大きな話題にもなっているわけですから、そ

の点も含めて、責任ある態度をお聞かせ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） この問題が起きてから、私はもう地域のことですから、地域住民の立

場に立ってやるということは明言しております。 

  その中で、今、再三再四、今度は10月ごろ風力が回るんではないかということで言って

おりますね。その中で、自治会からも要望来ていますし、また、今言った４名の方からも、

さらに昨日は風車を考える会からも、おとといですか、要望書をもらっております。そうい

う中で、町の施設は、昨日言った４点の中で、このやつが守られなければ、もう風車は回さ



ないということを明言しておりますもんで、その辺は御理解願いたいと思いますし、現状で

は10月に試運転できるとか、町は一切考えていません。それはできないではないかという

ことは考えています。 

  そこで回ったら、町は遺憾の意を表明しますし、何だということは抗議しながらやってい

きたいと考えておりますので、町は10月の試運転は絶対間に合わないと考えております。

それで間に合ったらいかがなもんかと思います。 

  そういう中で、やっぱり三者会談が、やっぱり時間はかかるかわかりませんけれども、そ

ういう中ではいい方向を見つけていく中で、最終的な落としどころの中で、今、山田議員が

提案されました。そこに行くかどうかわかりませんけれども、いろいろな面で、二者、分譲

地、また地域住民の方と企業者の話し合いの中で、当然自治会の代表の中で、その中、さっ

き意見も入ってくると思いますもんで、その二者、三者会談の中で、いい方向で解決できれ

ば一番いいかなと考えております。 

  その中で、今、10月に風車が回ることも住民たちが心配していることに関しましては、

町はもう10月には回らないということは、回ってはいかがなもんかと考えておる。その辺、

住民の方々も安心していただければ私はいいのではないかと考えております。 

  何しても、これに関しましては、本当、真摯に受けとめまして、たしか町もやっていく中

で、104デシベルと言いました。そうなれば、やっぱり設計の仕方が、平均と最高とをとる

かという、そこでもう見解の相違があるわけですね。その辺もまたちゃんと法整備で最高レ

ベルを設計基準にしていかなければ、また再三こういう問題が起きてくると思いますもんで、

またこれを一つの教訓といたしまして、国のほうも設計するときの騒音の基準値というもの

をしっかりやっていただければありがたいと考えておりますもんで、何しろいい方向で解決

していきたいと町は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。 

○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、11時まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時４７分 

 

再開 午前１１時００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、稲小校庭の樹木の伐採についてを許

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第１問、稲取小学校校庭の樹木の伐採

について質問したいと思います。 

  私は、現在、工事が進められておりますので、皆さんも目にするんではないかと思うんで

すけれども、かなり大規模なちょっと工事になっているように見受けます。 

○議長（八代善行君） 藤井議員、２問質問がありますけれども、一問一答で…… 

○５番（藤井廣明君） 一問一答でひとつよろしくお願いします。 

  小学校の校庭ということは、これ、全国的に見ましても、日本国じゅう、小学校なんてい

うのは一番いい場所に建てられてきたようなふうに自分は思います。明治６年の学制改革、

学制が指定されまして、制定されまして、その後、小学校令というのが明治19年に制定さ

れております。そして、日本は急速に近代化に歩み入ったその大きな理由の一つは、やはり

教育の充実ということではなかったかと思います。これは、わずか１世紀半ぐらいにして近

代諸国に負けない、おくれて出発した割には、急速な近代化をなし遂げて現在に至っている。

これはとりもなおさず教育の力が大きかったのではないかと、このように思うわけです。 

  確かに田舎のほうに行きましても、小学校というのはあります。少子化といえども、かな

りの面積を占めて、いわば村の中心とか、いい場所に建っているのが学校ではないかという

ふうに考えているわけです。 

  私自身も、30数年前にこの町に参りましたときに子供がおりました。どこに住もうかな

なんていうふうにちょっと伊豆半島が気に入っていましたもんですから、あちこち見たとき

に、稲取のまちに入りまして、小学校を見学させていただきました。この学校の敷地、この

ありさまといいますか、たたずまいを見まして、ここなら自分の子供を育てられるんではな

いかというふうに考えまして、移住を決意したような経過がございます。 

  そうしますと、今回、稲取の小学校が下のグラウンドですね、これがかなり大きく削除さ



れてしまった。これは委員会のときに、私、図面見せられまして、こんなふうになるという

ことでしたので、ちょっと驚いて、「えっ、そんなことあるんですか。グラウンドを削るな

んていうことは考えられない」というふうに発言しましたら、「藤井さん、反対しないでく

ださい。もうこれは藤井さんが議員になるずっと前から決まっていましたので、また県の仕

事ですから、今になって反対しないでほしい」というふうなことを言われまして、私も「え

えっ」と、納得はできなかったんですが、見過ごしてしまったような経過がございます。 

  この前、消極的なそれを認めてしまったような経過があるんですが、いよいよ工事が始ま

りまして、驚きました。下のグラウンドの樹木が一本もなく切られてしまったわけです。こ

れに関しては、自分たちは道路をつくるということを聞いていたんですが、なぜあんなに一

切の樹木を切ってしまったのか。その必要があったのかどうか。本当に心痛める事例でござ

いました。 

  それで、この樹木の伐採については、もう済んだことだからいいというようなことではな

くて、どうしてこういったものがあったのか、この辺についての検証を十分に行っていただ

かないと、再びこういった問題が起こりかねないということで、私は質問させていただきた

いというふうに思っているわけです。 

  １番目としましては、県道稲取港線の拡幅工事により、稲取小学校の校庭はどの程度狭く

なったのかということを具体的に知りたいと思います。 

  ２番目としましては、工事に伴う樹木の伐採は、最小限にとどめるべきではないかという

ふうに思うわけですけれども、全部を切ってしまった。その切る必要があったのかどうか、

この必要性についてお伺いしたいと思います。 

  ３番目については、これは県の工事であるというふうに申されているわけですけれども、

県の工事について、町としてはどのように意見を反映させることができるのかどうか、この

点についてお伺いしたいというふうに思います。 

  それから、これはもう前後策になりますが、その後の植樹など、どんなふうにお考えにな

っているか、これについてお伺いし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） 藤井議員の第１問、稲小校庭の樹木の伐採については、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点目の県道稲取港線の拡幅工事により、稲取小学校の校庭はどの程度狭くなったのかに

ついてお答えします。 

  県道稲取港線の拡幅工事につきましては、県は平成21年度から稲取小学校のグラウンド

部分の延長120メートルについて、工事施工を始めました。道路幅員は、車道７メートル、

歩道が両側に2.5メートルずつ設置され、総幅員が12メートルとなります。これに伴い、グ

ラウンドは狭いところで４メートル、広いところで８メートル、平均で約６メートル、面積

において686平方メートル、全体の面積より約12％狭くなります。このことによりグラウン

ドは手狭になりますが、交通の混雑解消と歩行者の安全確保が図られるものと考えておりま

す。また、コースの配置を工夫し、従来の１周135メートルのコースは確保できますので、

体育の授業や運動会等には不便を生じないものと考えております。 

  次に、２点目の工事に伴う樹木の伐採は最小限にとどめるべきと思うが、全部を切る必要

があったのかについてお答えいたします。 

  樹木の伐採につきましては、グラウンドの削られる部分については伐採せざるを得ません

でした。東側の桜の木については残す予定でありましたが、新規にフェンスや防球ネットを

設置することを考えると、施工上支障を来すことや、大木があるためにグラウンドが手狭に

なり、広く活用することができなくなることなどから、学校と協議の上、伐採をさせていた

だきましたので、御理解をお願いいたします。 

  次に、３点目の県の工事の場合、町としての意見は反映されているのかについてお答えい

たします。 

  町といたしましては、本年度、稲取小学校体育館の耐震補強工事を実施する関係がありま

したので、体育の授業や子供たちのことを考えると、本年度中のグラウンド工事は避けたか

ったわけですが、土木事務所や建設産業課との協議いより、道路の安全を早期に図る必要と、

住民の長年の懸案事項でありましたこの道路を進めてほしいとの要望もあり、実施させてい

ただきましたので、御理解をお願いいたします。 

  御質問の県の工事の場合、町としての意見は反映されるかということですが、県の工事で

あっても、必要に応じ土木事務所とは協議いたしますが、意見の反映については、内容によ

るものと考えております。 

  次に、４点目の植樹などの善後策は考えているのかについてお答えいたします。 

  グラウンドの機能のことを考えると、植栽をすることが適切なのかどうかわかりませんが、

県道に面している部分の植栽は、工事終了後どのようにするか学校と協議することとなって



おります。しかし、東側につきましては、民家もあることから、グラウンドの土ぼこりを防

ぐ効果を考えまして、桜の木の植栽をしていきたいと考えております。 

○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） ただいまお答えいただいたわけですけれども、これは幅員12メート

ルになる。車道が７メートル、両側に２メートル50、２メートル50の歩道がつくというこ

とかと思うんですが、これはちょっとそんなに大きな必要性があったのかどうか。もう少し、

これは町として、必要最小限のところにとどめるにはどうしたらいいかをもう少し精査され

たほうがよかったんではないかというふうに１つは考えるわけです。 

  それから、安全確保というふうにおっしゃりましたけれども、信号からずっと来て、ヤオ

ハンさんに入るところの道まではわかります。これは確かに渋滞等も経験しております。し

かしながら、そこから先に関しては、これは具体的なお名前ですとピープルさんのところ、

あそこまで広げても、余り意味がないんではないか。つまり、一方通行にするのであればと

もかくとして、ヤオハンの前の大きな通りは、まだ拡幅する可能性もありますし、例えば一

番きつい喜久多さんのところにおりるところのカーブなどは、これは少し手直しすれば、バ

ス２台なんかは交差できるという道になっていると思います。そういう意味から、このよう

な広い道が果たして必要であったのかどうか。 

  また、交通安全という角度から見ますと、急に広い道が来て、しかし、町中に入るところ

からは、もうかなり狭くなってしまうということによって、かえってこれは知らない人なん

かがひゅっと入ってくることが、交通事故の多発とか、そういうことにもつながるわけで、

しかも町中を拡幅するなんていうことは、これは恐らく30年、50年にはちょっとできない

ことではないかと思うんで、そうしますと、グラウンドを削ったところまでは余り意味をな

さなかったような工事というふうに私には考えられるわけです。 

  その面積等も、686平方メートルですか、大したことないといえば大したことないんです

が、少子化だから、別に狭くしていいということではなかったとは思いますけれども、こう

いった狭くすることのもう一つのデメリットは、ここは避難所にもなっているわけですよ。

第一避難所、大きな災害があったときのかなり重要な、小学校グラウンドというのは、その

集まる場所だと思うんで、こういうところはやっぱり大きなふうにすることはあっても、小

さくする必要はなかったんではないかというふうに思うんですけれども、その辺はいかがか

なというふうに思います。 



  それでは、具体的に今度は樹木の伐採に関しては、何本切ったのかということだと思いま

すけれども、これは私もちょっと数えたりはしましたけれども、具体的に何本ほど切ったの

か。それから、切った樹木の中には、クロマツとかビャクスギというような、今はもうほと

んどこの辺ではあれだけの大木は手に入らないような大きな木があったと思います。 

  特に、ビャクスギに関しては、これはこの辺ではもうほとんど見かけないような大木にな

っていた。いわば町の文化財に指定してもいいほどの私はものだったんではないかというふ

うに思っています。これに関しては、指定されていない文化財といいますか、本来的には指

定すべきではなかったのかと思うような貴重な杉だったのではないか。それが無残にも切り

倒されてしまったことに関して、非常に残念に思っております。 

  また、それの利用価値等に関して、まだまだあったんではないかと思うんで、一説には、

ちょっと欲しいという方があったんで、それを多少有料でお分けしたみたいな話もちょっと

伝わってきたんですが、その辺もちょっと承っておきたいと思います。それは具体的にはど

うだったのか。 

  以上、お願いいたします。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） とりあえず道路構造につきましては、ちょっと建設課長のほうから説

明させたいたいと思います。 

  そして、意味がないと藤井議員は言います。これ、先ほど藤井議員が当初議員になったと

き、委員会の中で言った中で、もう一点、長年の懸案事項でありますこの道路ということを

言ったと私は考えておる。 

  この件に関しては、長年の懸案事項の中で、稲取の住民の方から、稲取中学校からとりあ

えず小学校グラウンドのピープルさんのところまでは拡幅してほしいよという要望は、もう

私の前からもう出ております。そういう中で、あの委員会のときに、長年の懸案事項であり

ますので、よろしくお願いしたいということは藤井議員にお願いしたことは、今、脳裏によ

みがえってまいりました。 

  そういう中で、なぜ小学校グラウンドのほうまで必要ないではないかという中で、当然、

ヤオハンに行くときに、老人の方とか、段差があるもんで、あそこを何とか歩道をちゃんと

したものをつくってほしいという要望がありました。その中で、今回、ＰＴＡとかいろいろ

な方に審議した中で、御協力を得られたもんで、ヤオハンへ行く人の歩道、安全確保という

中で、稲取小学校のグラウンドを確保させていただいたことも一つの案件でございます。 



  確かに道路構造からいって、ピープルさんまで行って急に狭くなるのは危ないではないか、

これは御指摘のとおりでございます。これは、今後も、できるかどうかはわかりませんけれ

ども、一応計画といたしましては、今の道路をずっと拡幅して、そこの信号までですか、一

応拡幅の計画がありますもんで、これはできるできないはともかく、町といたしましては、

そのとおり計画をしていきたいという中で、今回、稲取中学校の下からピープルさんの手前

まで拡幅するようになった次第でございます。その辺はまた理解してもらいたいと思います。 

  避難所といたしましては、確かに狭くなりました中で、今までグラウンドの中に貯水槽が

ありました。当然、いざという場合、稲取小学校のグラウンドの中に入って消防署がその貯

水槽を使うようなことで、今回、この計画の中では、グラウンドの中に入らないでその貯水

槽が使用できる、そういうメリットもありますもんで、一概に避難所が狭くなったからいか

がなものかという中で、やっぱり総合的に考えた中で、ある程度このぐらい狭くなったとし

ても、避難所はこの稲取小学校のグラウンド１カ所だけではないもんで、ほかにもあるもん

で、そういう中で、総合的な判断の中でこれやったということをまた理解願いたいと思いま

す。 

  あと、具体的なこと、樹木の伐採とかそういうこと、ちょっと教育委員会のほうから答弁

させますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（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、道路の幅員が、その広い道路がどういうふうに決

まったのかと、こういうことでございますけれども、一応我々が道路をつくったりする場合

について、基本になるのは道路構造令というものがありまして、１つの道路をつくるための

基準が示されているわけです。これは国土交通省からですけれども、これに従ってやってい

くと。私も、これを決めたときにはおりませんから、どうして12メートル、はっきりとそ

うしたのかということについてはわかりませんが、推測されるのは、道路構造令に従ってや

ったんだろうと思っています。 

  それから、既に私が来る前にもう用地買収がかなり進んでおりまして、もうその道路は

12メートルということで進んでまいりましたので、部分的に狭くしたり、広くしたり、狭

くしたりと、こういうのは道ではございませんので、やはり歩道を入れて、住民が安全に通

行してもらうと、こういうことで恐らく計画がなされて、そのとおり進めてきたんだろうと

考えています。 

  それから、町長も申されましたけれども、ピープルの前で狭くなっているというのがあっ



て、意味がないではないかという、こういう質問がございましたけれども、これにつきまし

ては、確かにそこで終わってしまえば、そういうことも言われるだろうなという気はいたし

ます。 

  この前も７日に土木事務所と実は私たちと協議をしまして、その１つの中に、今後、その

道をどうしていくかという問題が１つございます。将来的にはやはり、やるやらないは別と

しても、計画はきちんとしなくてはいけないと。やはり今の道をぐるっと回って、信号機で

すね、役場のこの前の信号機のところまでは広くしなくてはいけないだろうなと、そういう

計画を当然すべきだという１つの考え方はございますけれども、すぐするしないは別といた

しまして、そういう考えは１つ持っております。 

  それから、ではそれができるまでに何もしなくてもいいのかと、そういうことについても

話をしまして、できるかぎり道路が狭い中であっても、車に気をつけてもらうために、町の

中をカラー舗装の歩道化を進めたらどうなのかなと、こういうこともあわせて今、話し合っ

ている最中でございますので、一応私たちとしてはそこまでという考えは持っておりません。

トータル的にやっぱり道というものが考えていくべきだ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） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（木田和芳君） まず、何本切ったかということなんですけれども、低

木も入れまして118本、要するに削られる部分については、低木も含めまして118本ありま

したので、それから東側、すなわち削られない部分につきましては27本ございまして、そ

のうち16本が桜ということであります。 

  それから、ビャク杉とか黒杉なんか、貴重な樹木があったのではないかというお話だった

んですけれども、削られる部分でしたので、切らざるを得なかったというのが実情でありま

す。 

  それから、切った木をだれかに譲ったというか、差し上げたのではないかというお話があ

ったんですけれども、多分小学校のほうで板にして数枚いただいたというようなお話は聞い

ておりますけれども、それ以外のことはちょっと聞いておりません。 

  以上です。 

○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） これについては、多くの町民がちょっと胸を痛めていることではない



かと思うわけなんですが、こういう過程を見ますと、やはり今までもＰＴＡからもこれは反

対の声が上がりまして、一、二度、これが立ち消えになったような経過もあるわけなんです。

ですから、今、また再びこれをやるということなんですが、確かに町の観光活性化というこ

とにおいては、大きなバスが入ってくればいいんではないかと思うんですが、以前のように

大きなバスが何台も列をなして入ってくるという時代ではないと思うんですよ。また、確か

に雛のつるし飾りの期間、この期間にはバスの方もお見えになります。しかし、昔から比べ

ますと、大分バスの通行なんかは少なくなっておりまして、いわば自動車、普通の車のほう

が多いような状態であるから、それをですね、果たして時期的にはどうだったのかというこ

とが１つです。 

  それから、これを行う場合に当たって、ＰＴＡにもお諮りした、学校長とも相談したと言

うんですけれども、果たして例えば区長さんたちの会であるとか、あるいはＰＴＡの本当に

会員の皆さん全部に聞いたのか、あるいは父兄の皆さんに伺ったのか、もっと言えば、一番

そこで毎日、日々生活している小学校の皆さんにも、これは小学生にも聞いてみるくらいの、

未来の住民です。そういうような、少子高齢化であるとかいうふうなことに対応するという

ふうなことであれば、やはり一番重要なそこの主人公である子供たちにすらも意見を聞くよ

うな必要はなかったのかどうか。 

  あるいは、周りの人が、木を切られたことによって、やはり、工事中のこともありますけ

れども、砂が飛んできて困るというようなことも苦情をいただいておりますので、そういっ

たことも周りの方にも諮ったのかどうか。 

  また、周りの方は、今までもあの周りを清掃したり、小学校の中をやはり自分たちの生活

圏として大切にしてきた経過があるわけです。そういった方たちにもやはり断りなく、今回、

一切の日陰をなくしてしまって、いわば道路に関係のない東方の桜、これは27本、そのう

ちの桜は16本ですが、切ってしまったということに関しては、道路といわば本来的には関

係のないものを切ってしまっているわけで、これに関しては、先ほど言いましたように、も

う少し住民なり、そこで生活する人たち全体からのこの問題を考える必要があったんではな

いかと。 

  それと、もう一つは、広げるに当たっては、必ずしもグラウンドでなくて、いわば町の文

化公園のほうですね、こちらのほうに張り出すというふうな考えはなかったのか。そうしま

すと、確かに一見ちょっと交渉しにくいとかいうふうな話を委員会か何かでちょっと耳にし

たことがございますけれども、にもかかわらず、やはり十分に説得するようなことは、時間



をかけて説得するようなことは、これはこういった問題を行うことの常道ではないかと思う

んですが、その辺は時間をかけて、もう少しいろいろな角度からいろいろな方の協力をえな

がら、時間がかかっても説得していくような、そうしますと、１軒もし応じてくれれば、か

なりグラウンドの面積も削らないで済んだようなことがあります。そういったことをやはり

努力なされたかどうか。 

  今後、こういった桜を切ったこと、あるいは必要のない部分に関して、先ほど申したよう

な、東方のほうは27本という本数、それから16本の桜という中には、皆さん、卒業記念に

植えていったというような木もあったというふうに伺っておりますので、そのような思い入

れのある大木に育っている木を、こんなにいとも簡単に切るようなことのないように、もっ

と自然と調和した、緑を残すというようなことを今後ともお願いしたいというふうに思って、

質問を終わりたいと思います。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今言ったように、道路拡幅につきましては、反対も十分協議いたしま

した。そういう中で、今一番の最善策として、あのグラウンドを削らせていただいたという

中でございます。 

  当然、ＰＴＡとは話し合った中で、私、総会を開いた中で、ある程度同意は得たというこ

とは聞いております。これは二、三年前のＰＴＡですかね。その辺はちょっとわかりません

けれども、当初やっぱりＰＴＡの方々は、グラウンドに対する反対ということは聞いている

中で、ＰＴＡの役員さんが行って職員も当然同席した中で、総会を開いて、確認を得たとい

うことは私は聞いておりますけれども、その辺、ちょっとまた再度確認させていただきたい

と思います。 

  そして、この道、観光だけではなく、確かに観光がメーンでございます。そういう中で、

現状でも東海バスが通ったときに、一般の車両がもうこれ、すれ違うの、すごい困難でござ

います。一番顕著なのが、ちょうど文化公園のところの手前、民家等ありますね。ちょうど

グラウンドが曲がって、そこと、小学校のグラウンド、そのちょうど曲がり角のところ、あ

そこ大変危なくて、私も事故を起こしそうになったことがあります。基本的に、バスが突っ

込んできて、私も突っ込んだ中、すれ違いができなくて、渋滞を起こしたこともありますの

で、この道路は、あくまでも観光だけでなく、一般生活におきましても拡幅が必要ではない

かと考えておりますので、また御理解願いたいと思います。 

  さらに、東側の木に関しましては、本当に藤井議員から御指摘したように、これはあくま



で学校側とだけの協議でございました。それは反省すべきかなということは私自身、考えて

おります。基本的には、教育委員会のことは、委員会の中におきましても、教育委員会は独

立行政だから、なるべく当局は差し入らないほうがいいなんていうことも御指摘されました

もんで、私はできるだけ教育委員会のことは口を挟むことはいたしませんでした。しかしな

がら、今回このような問題が起きたので、多少、一応危機管理という意味でも、多少、ある

程度教育委員会のほうにも一応言ってきた人があると。ここはどうしたらどうだということ

は意見は言っていきたいと考えておりまして、ひとつこれを教訓にしていきたいと考えてお

ります。 

  ただ、反省点といたしましては、学校だけではなく、やっぱり隣の方々の意見も聞けば、

今、よかったんではないかなと考えております。 

  そういう中で、先ほど壇上で言いましたように、切った後に桜の木を植えて、また10年、

何年先になるかわからないんですけれども、東側に関しては、今のような風情、景観になっ

ていただけばということで、桜の木を植えてやっていきたい、そういう考えでございますの

で、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（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） 協議の関係なんですけれども、平成18年度に県の主

催によるまず説明会ということで、ＰＴＡとか学校、それから教育委員会、建設課もその当

時出ていただきまして、いろいろ協議しまして、その後にも、学校、ＰＴＡ、教育委員会と

何回か協議をしておりまして、東側の桜については、いろいろ調べたんですけれども、要す

るに記念植樹ではないと。正面の海側の桜については、何本か記念植樹があるということで、

そういうことで伺っております。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 次に、第２問、三筋山風力発電計画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） 第２問の、これは三筋山の風力発電問題については、何か町中にもも

う既に解決したんではないか、あれは一体どうなっているんだというふうな声も寄せられま

すので、私の疑問とするところをあえて質問させていただきます。 

  現実には、これは入谷区の反対の経過がありまして、そのときも町が、これは１戸でも反



対であればやらないんだという明快なお答えをいただきまして、それも町長の新聞発表があ

りました。にもかかわらず、間髪入れずといいますか、隣町の町長が、これはうちの町に全

部引き受けるからやってもよろしいという、いわば誘致発言がありまして、いわば一度消え

るかに見えた風力発電問題が、河津町を中心に進むということになったかと思います。また、

それを受けて、我が町のほうでも、では河津町のほうに行って、いずれ立つんであるから、

これは我が町のほうにも少し、場合によってはこっちに来てもやむを得ないんではないかと

いいますか、そういったことで、当町においても賛成したという経過があるかというふうに

思います。 

  再びこの風車問題は進行しているわけですけれども、現在、東京電力が三筋山から天城山

のほうにかけて11基、それから当局電力の子会社であるユーラスエネジー社、これが三筋

山から大池高原、河津方向に向かって、これが10基という計画が進んでいるようです。道

路は、すべて河津側から搬入路をつくっていくというふうな説明がされているかというふう

に思います。 

  私たちが心配しているのは、やはりこれは自分たちのところから大峰が４つなくなりまし

て、これは少し人家から離れたのはよかったかなというふうには思っているわけですが、基

本的には、山の景観であるとか、それから水源地に係る問題であるとかいうことに関しては、

何ら問題は変わっていないということで、昨日の内山議員の質問にも、我が町にも２つ、そ

れから我が町と隣町の境界になるところに３つというふうにかかって建設されると。また、

建設に関しての面積は、全面積が事業地が71万平方メートルですか。我が町では、その６

分の１ほどに相当する12万平方メートルというふうな数字が申されたかと思うんですけれ

ども、その辺のことに関して、具体的には今、林地開発、このような時期になっているかと

思うんですが、それに当たって、これは、この町ではなくて、県に権限があることは重々承

知しておりますけれども、にもかかわらず、県が林地開発を許可するときに、これはこの町

にも、あるいはもちろん東伊豆町だけではなくて、当然隣町にも同意、関係者の同意という

ことで、同意がされているではないかと思いますけれども、そこで具体的に、その面積、同

意を求められている林地開発の申請がなされた面積はどのくらいだったのか。 

  それから、２番目に、林地開発申請が出されている森林面積はまたどのくらいで、そのう

ち改変される、いわゆる伐採等を伴う面積はどのくらいであるか、これをお知らせいただき

たい。 

  また、県の林地開発許可というふうなものが、ただいま申したように、出されていたかと



思うんですが、それに対して町は同意をされたかどうか、この点について伺っておきたいと

思います。 

  また、次に、この林地開発の中で、事業用地の中の水源涵養保安林という部分がかかって

いるわけですけれども、それを伐採の必要から、この保安林の解除の申請というものが間も

なく出されるんではないかというふうに思うわけですが、それについてはどのようにお考え

になるか、この点について伺っておきます。 

  それでまた、現在は風力発電に対する、先ほど来町長もメリット、デメリットの部分あり

まして、デメリットの部分が少しずつ明らかになってきているのではないかというふうに言

われている中で、今から、まさにこれから建設されようとしている当町にまたがる三筋山、

細野高原上の風力発電21基に関しては、自然保護とか景観の保護、観光地の保全、あるい

は水源地の保全等々の意味から、見直しというふうなことを事業者に申し入れるべきではな

いかと、私はそのように考えるんですが、町長はいかがお考えかお願いしたいと思います。 

○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問の三筋山風力発電計画については、５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点目の全事業用地と当町に係る面積はについてお答えいたします。 

  全事業面積は71万1,245平米で、当町に係る面積は12万2,688平米です。 

  次に、２点目の心理開発申請が出されている森林面積はどのぐらいで、そのうちの改変さ

れている森林はどのぐらいになるのかについてお答えいたします。 

  まず、本計画につきましては、当町と河津町の両町にまたがる計画となっており、東京電

力株式会社のほか、株式会社ユーラスエナジー東伊豆との一体の計画として申請がなされて

おりますことを御理解願いたいと思います。 

  事業区域面積は37万2,863平米で、事業区域内の森林面積は28万8,849平米、形質変更さ

れる森林面積は13万9,243平米です。このうち、当町に係る面積は、残地森林の８万5,414

平米で、土地の形質変更、つまり開発行為は行われません。形質変更する森林面積13万

9,243平米すべてが河津町の行政区域であります。 

  次に、３点目の県の林地開発許可に対して、町は同意を出したのかについてお答えいたし

ます。 



  町は同意を出しておりません。 

  次に、４点目の水源涵養保安林の解除は慎重であるべきだが、どう考えるかについてお答

えいたします。 

  当計画地には、水源涵養保安林として、国有保安林と同じく、民有保安林が存在しており

ます。保安林の解除につきましては、町には一切の許認可権はありません。国有保安林の解

除は農林水産大臣で、民有保安林は県知事権限となっております。 

  なお、県知事権限となっている民有保安林につきましても、農林水産大臣との協議が必要

とされておりますので、今後、国や県によって厳しく審査が行われることとなると考えてい

ます。 

  次に、５点目の風力発電のマイナス面が認識されてきた今、事業者に計画の見直しを申し

入れるべきではないかについてお答えいたします。 

  本計画につきましては、見直しを求めることは考えておりませんので、御理解願いたいと

思います。 

○議長（八代善行君） 藤井議員。 

（５番 藤井廣明君登壇） 

○５番（藤井廣明君） 森林法によりまして、これは１ヘクタール以上の改変については、当

然許可が必要だというふうなことでございますけれども、したがって、こんな大きな、全体

では37万何がしかの平米数、ヘクタールも一緒ですけれども、それで13万9,243平方メート

ルの改変を伴うということは、改変ということは、簡単に言えば、大体伐採ですね、いうこ

となんですが、奈良本においても、11万平方メートルの森林伐採があったということで、

今回は我が町ではないけれども、13万平方メートルの森林を破壊するということかと思い

ます。であれば、これが我が町の係る12万2,680平方の中にも、これはやはり必ずしも森林

改変というんではないけれども、例えばあそこには両町で運営している天城遊歩道というの

もあります。そういうことも含めて、それから下にはゴルフ場がある、たくさんの人が行く

絶好のロケーションになっている細野高原のほうにも、これは景観的には非常に大きなダメ

ージを与えるんではないかというふうに考えるわけです。 

  この示されている計画図等々を見ますと、当初言っていた東京電力の出力、大きさが

1,500キロワットというふうに言われていたんですが、現実には1,670キロワットというふ

うな出力、ちょっと大きくなっているかなというふうに思います。それが、メーカーなんか

もわかったわけですけれども、エコテクニアリニューアブルエナジー製という、ちょっと下



をかみそうな、これはスペイン製だそうですけれども、ブレードの直径が74メートル、高

さが60から70メートルというような大きなものでございます。当然、高さは100メートルを

超えるものがこれは林立していくわけで、河津町のほうでは、一番近いところ等では、人家

から1.5キロぐらいのところに風車が設置されるわけです。ですから、これは隣町だからい

いんではないかというようなことではなくて、やはり大きな影響あるものに我が町も加担す

るということになる次第です。 

  水源地に関して言いますと、これは我が町の主水源になっている白田川の上流、これは水

の透過率というふうなことで、かつて常葉大学の教授が見えまして、説明を受けたことがご

ざいます。しかし、全くこれだけの自然改変をして、今までと一緒ということはちょっとあ

り得ないわけで、どうでしょうか、隣の河津町の場合ですと、水源地は上佐ヶ野地区が、町

の水道ではなくて、直接上流の水を使っているようなことがございます。それから、田尻川

の上流にもありますので、こちらからは取水はしている。それから、先ほど申したように、

我が町としては、白田川の上流に位置するということで、この大きな71万平方メートルと

いう事業用地を使って行う風力発電の建設に関しては、これは多少景観が損なうとか、人に

よっては観光資源になるのではないかなどという甘い話ではなくて、実に大きな影響をもた

らすというふうに考えなくてはならないと。 

  そこで、水源涵養保安林に関して、その前に出された林地開発許可に関して、先ほど我が

町は合意は出していないというふうにはっきりおっしゃられたわけですけれども、林地法に

よりまして、県の森林審議会にかけて、そこで森林審議会は関係者から意見を聞くというふ

うな手続になっているわけです。その森林審議会の中から、たしか当町にも意見の問い合わ

せがあったかなというふうに思うんですが、それに関しては同意はしてないということです

ので、引き続き安易な同意等は与えないようにお願いしておきたいと思います。 

  また、同時に、いわんやその中にあります資源涵養保安林、これは文字どおり水源涵養で

す。自分たちの飲み水である水源を涵養するため、保全するための保安林でございますから、

これを事業者が、今、公益上の理由である電気を起こすというようなことのために、これを

解除してほしいというふうに言ってきているわけです。 

  しかし、現在、風力発電をここの山の上に立てても、それほどの電気を賄うほどの量では

ない。ＣＯ2削減効果とか、いろいろ事業者は言っているようですけれども、それも非常に

効率よく回った場合の話でありまして、現実には風によるダメージ、雷等による故障等も想

定されるわけで、これが車でいえば、最高に出力出した場合にはこれこれですよというふう



に書いてあるわけですけれども、現実には、25％の利用率を見ている。いわゆる設備利用

率が20％台ということは、余り効率のいいものではないし、また17年間の耐用年数からい

いますと、これはＣＯ2削減には非常に疑問であると。それをつくる過程、それから運搬し

ていく過程、それから故障したときなんかのメンテナンス、それからまた最後には耐用年数

を過ぎたときの撤去はどうするのか。こういったことを総体的に考えますと、かなりのＣＯ

2を排出することになる。 

  また、建設のために森林を失うということは、ＣＯ2を吸収する森林の役目というのがあ

るわけです。これは、京都議定書なんかですと3.8％に設定されたわけですけれども、現実

にはまだ2.8％しか達していない。そうしますと、森林というのは、置いておけば、これは

永久といいますか、もうＣＯ2を吸収していくわけですけれども、にもかかわらず、それを

伐採していくという時代に逆行するような形になるわけです。そして、余り便りにならない

風任せのこの風力発電でそれを代替えするということはちょっと考えられないわけで、いわ

ば一時的にはそれもいいかなというふうな時代もあったかもわかりませんけれども、今、風

力発電に対しては、確かにさまざまなデメリットがわかってきた。先ほどの山田議員の質問

の中でも、たくさんのデメリットの部分も指摘されたかと思いますけれども、そういう中で

も、補助金等も一部、以前はたくさんの風力発電についていたものが、今年の場合ですと、

第１次の審査では275件ですか、その中の風力発電が37件です。いわば１割いかないような

状態になってきているわけですね。あと、ほとんどが太陽光のほうに補助金もシフトしてき

ているということで、これは今や補助金に関してもそのように国のほうでも認識して、なか

なか風力発電に関しては厳しい時代になってきていると。そのデメリットが次第に認識され

てきている時代ではないかというふうに思うわけです。 

  また、デメリットのさまざまな部分を考えますと、これは長い目で見て、これを山に放置

するようなことにならないような計画にしなければならないわけですけれども、今からやる

開発行為に対して、やはりこれは少し考え直すというようなことも当然選択肢にあるわけで、

ひとつ事業者にも慎重な対応をお願いしたいというふうに町のほうからも言っていだく。 

  また、県等からも、１万平方メートル以上の改変については、森林でも規定されている届

け出があるわけですけれども、さらに水源涵養保安林等に関しては、５ヘクタール以上、い

わゆる５万平方メートル以上の大きな改変であるから、これは当然国とも協議しなくてはな

らないという農林水産省との協議の中でも決定しなくてはならないわけで、そういう重要な

案件ですので、これは町としても、いわば当事者ですけれども、当然ながらこういうことに



留意してほしい。 

  それから、水源等に関しては、一旦壊れますと、これは大変な、いわば水を他町から買わ

なくてはならないような事態にもなりかねないようなこともあり得る。あるいはまた、水源

涵養保安林といえども、そこを一旦崩してしまえば、災害等のおそれもある。この前の台風

８号等の佐用町あたりの被害なんか見ますと、あっという間に30人近くの方が亡くなって

いる。こういったものはやはり山に木が少なくなってきている、こういったことも遠因では

ないかというふうに言われているわけです。そのように考えれば、これはどういう角度から

考えても、やはり今、まさに水源涵養保安林等が解除されようとしている林地開発は８月

25日に県が許可したようです。ですから、その次の水源涵養保安林に関しては、町の同意

は、これは軽々に与えるべきではないというふうに考えますので、その辺、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） 今、藤井議員の持論、十分聞きました。当然、メリット、デメリット

の中で、藤井議員はデメリットのほうを大変言いました。やっぱりメリットはメリットなり

にあると思われて、その中で、今度の政権も、先ほど言ったように、環境に対しては十分推

進していく中で、また風力がどのように扱われるかが、今後また見ていきたいと考えており

ます。 

  そういう中で、今言ったようなことの中で、景観の問題に関しましては、これは再三再四、

もう何回も藤井議員とは議論しておりますけれども、個人差があるということで、景観に対

しては、さほど論争しても意味がないではないかということは考えております。 

  そういう中で、水源の保安林の解除のことに関しまして、町といたしましては、一応、前

回、河津町にできるという中で、４区の区長さんと振興会が、一応これに対しましてはいい

ですよということを同意書を町に出した中で、僕も気がつかなかったけれども、一応町とい

たしましては、東電さんから一応保安林解除の申請ということで、一応４区の同意と振興会

の同意の中で、町としては、保安林解除に対して同意書を21年の３月25日に出しておりま

す。 

  しかしながら、先ほど壇上で言ったように、あくあでも保安林に対する解除は、国県に

よりますもんで、国県が許可しない限り、これはできないということだけは認識していた

だきたいと思います。 

  さらに、当然、災害等々の問題も出てくる中で、国県の保安林の解除の中では、当然こ



ういうことも検討されるべきであると考えておりますもんで、そういう災害等に関しては、

一応国県の保安林解除ができれば、災害に対するあれは、ある程度自分としてはクリアす

るんではないかと考えて、やっぱり一番は水源の問題でございます。 

  そういう中で、１つ言っているのは、東電さんには一応、水質調査して、この水源に対し

て、町の水源に対して影響がないということをいただかなければ、やっぱり町としてはこれ

は同意できませんということは一応、道路が一応東伊豆町から入ったときに、一応そういう

条件をつけてあります。しかし、この条件というのは、河津側に行っても同じようなことで

すから、水源に影響がないということを東電さんからはもらわなければならないということ

を町は考えております。 

  そんな中で、東電さんも一応企業ですから、藤井議員が言ったように、メリットはないで

はないかと言っても、東電さんは当然メリットがあるという中で、この計画を進めていくと

思いますもんで、その辺はまた理解願いたいと思います。 

  そして、ほとんどこれ、河津町でございます中で、藤井議員が河津町に言ったらどうかと

言いますけれども、これ、やっぱりたとえ河津町、東伊豆町がやっている、治外法権的なこ

とですね。やっぱり他町の政策に対しまして、町が果たしてそこまで言っていいかどうかと       

ます。ということは、当然、東伊豆町がいろいろやった場合、また河津町さんからちょっと

見直してくれなんて言われた場合、やっぱり気分的に自分としてはその点はよくないと考え

ておりますので、これはあくまでも河津町さんの事業でありまして、その辺は一応、公式に

ははっきり言えません。だけれども、非公式ながら、一応そういう自然に対して考慮してほ

しいということは言えますけれども、正式な場面で河津町さんに申し立てというんですか、

何とかしてほしい、そういうことはできないことだけは理解してほしいと思います。 

  ほかに何か答弁漏れがありましたら、答弁したいと思います。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 藤井議員、第３問。 

  藤井議員。 

（５番 藤井廣明君登壇） 

○５番（藤井廣明君） これは河津町のほうに言うか言わないかというのはまた別なんですが、

というのは両町にまたがってこれは行われている事業ですので、当然、先ほど言いました林

地開発の同意書等も、関係者ということで、両町に来ているわけで、そういう場合には、ど

うされるのかをお互い話し合うような機会もあるんではないかというふうに思いましたもん



ですから、その点を伺ったわけです。 

  河津町のほうが面積も多い、それから道路もそちらから行くということで、ある程度、全

体的な面積が６分の５くらい河津のほうであるということもわかりますけれども、また、そ

れだけに、河津のほうには今回は影響大きなわけです。したがって、人家にも近くなる、水

源地にも近くなる、いろいろな点があるんですけれども、ただ、我が町では全く水源等の影

響がないということではなくて、今まで白田川に注いでいた水の水量等にも影響がないかど

うか。それから、これまで考えられないようなところにそういう、上部のいわば分水嶺に当

たるところの改変ですから、今まででは考えられなかったようなところに水が出てくるよう

な、そういう災害の発生等も考えておかなくてはならないというふうに考えるわけです。 

  また、景観の問題に関しては、例えばこれは個人差があるというふうなことは、それはお

っしゃるとおりなんですけれども、しかし、どうでしょうか。これは細野高原、三筋山等に

関しては、雄大な草原、それから秋は秋で景色がすばらしい。そういうことがあって、あそ

こはいいのではないかというふうにこれは思うんですけれども、そこに人工物がいわばナイ

フのように突き刺さる、天空に向かって突き刺さるような、自然景観とはちょっと相入れな

いということは、これは人工物ですから当然なんですけれども、そのものが立つということ

で、ゴルフ場やっている方も落ちつかないんではないかという気がしますけれども、そうい

うもろもろのことも考えなければならない。 

  個人差があるというふうに言いましても、例えば今現在、奈良本で天目に存在しているよ

うな10基のブレードが置いているような段階の景色が、もしああなった場合に、これはそ

のまま、それでも自然景観でなくても、あれは人工的な景色でもいいんだというふうに言う

のは、ちょっとこれはいわば強弁といいますか、ちょっと言い過ぎではないかなというふう

に思うんですが、いろいろなそういう景観、それから自然も、天城遊歩道といいますか、河

津町と協議して、ずっとつくってきた県指定のそういう遊歩道の事業等に関しても、これは

影響ないのかどうか、その辺も伺っておきます。 

  現在、観光の動態も、一時のような団体旅行で、わっと来て、わっと帰るということでは

なくて、やはりそういう家族、あるいはグループ、個人、さまざまなそういう動向の人たち

が集まってくるという時代になりまして、いわば参加型、それからそういうグリーンエコツ

ーリズムと言われるような、自然をめでるような観光のあり方、そういったものが主流にな

りつつあるわけです。そのときに、せっかく持っているこういった自然を我が町は失ってい

いのかどうか。わずか17年の風力発電事業のために、それは民間の事業だから、民間がや



るのはしようがないと言いつつ、やはり我が町としては、失うものが余りにも大きくはない

かどうか。 

  その辺は、町長は見直してもらう考えはないと言っているわけですけれども、これは町長

がおっしゃるように、百年の計を別なところでおっしゃいましたけれども、考えるときに、

やはり子孫に残すべき重大な資産ではないか。その辺考えますと、先祖様から営々として受

け取ってきたこの細野高原、三筋山周辺の景観に関して、個人差があるから、それは論議の

対象外だよというふうにおっしゃるんではなくて、もっと全町民的な議論の喚起も必要でし

ょうし、それから観光客の動態等を考えて、時代的にはもう少し先取りしたような形の保全

のあり方、それからＣＯ2の削減の仕方も、必ず風車でなければならないのかということを

検討されてはいかがかと思います。 

  また、東京電力さんとも私どももこの間は何回か今までは交渉したような経過等も以前、

自然保護団体なんかと一緒にあった経過もございますけれども、国の縛りであるＲＰＳ法で

すね。これは電気事業者が一定量、新エネルギーを買わなければならないというようなこと

がありまして、これを進めるんだということがあるんですけれども、社員の方なんかに聞き

ますと、本当は余り質のよい電気とは言えないと。 

  風力発電というのは、文字どおり風任せで、必要なとき、例えばどうでしょうか、一番電

力需要の高いというのは夏ですね。皆さんがお盆で帰省する、高校野球をテレビで観戦する、

あるいは夜、クーラーをつけるというような、一番電力需要が高いのは夏なんですが、残念

ながら、伊豆半島の場合は夏は余り風が吹かない。我が町もそうですけれども、事故以外に

も、風の向きからいいますと、余り当てにならないんで、しかも、起こったり起こらなかっ

たり、それからストップすると、それをバックアップ電力といいまして、回すためには、ま

た別な電力が必要なんだということを言っておりまして、余り質がよくないというふうなこ

とはちょっと耳にしたことございます。 

  しかしながら、東京電力としても、電気事業会社として、ＣＯ2を削減するというような

国の方針からして、先ほど申しましたＲＰＳ法、こういったものの縛りがありまして、やら

ざるを得ないんだという側面があるかと思います。 

  そういう中からいいますと、東京電力の社長そのものが言っているわけですけれども、

ＣＯ2削減であれば、原子力にかけたほうが、新エネルギーのほうにかけるよりも17倍ＣＯ2

削減の効果はあるんだというふうにおっしゃっているわけです。そういった観点からしま

しても、中でも風力発電に関しては、まだ全電力の新エネルギーがまだ0.7％、その中で、



0.7％の中でも風力はまだ40％足らずという数字です。したがって、全電力からいいまして

も、４割としましてもですね、新エネルギーの中での風力発電が４割としましても、新エ

ネルギー自体がまだ0.7％ですから、それを掛けますと、0.28％というような、１％にも満

たないような、まだ微々たる風力の電力であるわけです。こうしたところから考えまして

も、もし0.3％としましても、そのくらいの電力であれば、これは自分たちの生活の中から

節電するとか、あるいは、例えばコンビニさんなんかも一晩じゅうやる必要があるのかど

うか。あるいは、自販機なんかの数はこんなに多くていいのかどうか、そういった等々を

考えますと、節電という方法も取り入れたりですね、ふうにすれば、わずか0.3％くらいの

電力は何とでもなるんではないか。そのことが、今、これだけ無理をしてあちこちに被害

が起きているところもある。現実に我が町も、不名誉ながら、そういう風力発電の被害者

というものを出してしまっている。 

○議長（八代善行君） 藤井さん、第３回目の質問をもっと簡明に終結してください。 

○５番（藤井廣明君） ということですので、今、見直したらどうかということを私はちょっ

と言っているわけで、ちょっと議長、時間以内ですから…… 

（「休憩」の声あり） 

○議長（八代善行君） ちょっと休憩いたします。 

 

休憩 午後 ０時０６分 

 

再開 午後 ０時０６分 

 

○議長（八代善行君） 再開いたします。 

○５番（藤井廣明君） そういうことで、風力に対しては、社会的な認識も少しずつ変わって

いるという意味で、やはり日本には不向きなものではないかというふうに思われますので、

今まさに水源涵養保安林等を解除しようという申請が出されているわけですけれども、それ

に関しての町に同意が寄せられると、関係者として、これはたしか聞かれると思うんですけ

れども、水源涵養保安林は当然国の許認可権であります。あるいは、県の許認可権でありま

す。でありますけれども、関係者の中の同意ということも法文にはありますので、その節は、

町長だけではなくて、現実に水を飲んでいる人、それを農業用水に使っている人、そういっ

た地域住民、広く住民も関係者として、これは同意が必要とされなければならないというふ



うに私は思っているわけです。 

  したがって、その先頭に立つ、住民の先頭に立つ両町長、特に我が町においては、町長の

慎重な判断をお願いしたいというふうに思いまして、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 藤井議員、まず景観はこれ、論争してもあれです。また個人的にやり

たいとこれは考えています。 

  その他、先ほど保安林の解除の同意書という中で読まさせていただきました。と申します

のは、河津へ行ったときに、入谷区も同意した中で、４区の同意と振興会の方の同意をもら

いましたもんで、あとは４区と住民の間と思いましたもんで、ちょっと先ほど言ったように、

保安林の解除同意書という中で、21年３月25日の静岡県知事、石川嘉延さんに保安林の解

除同意書とか、一応町としては出しております。しかしながら、やっぱり保安林に対する許

認は国県にあるということで、国県がそれ相当の審査をしてくれるものと自分自身は考

えております。 

  さらに、先ほど言った林地開発の同意書は出してありませんけれども、一応農林事務所か

ら町長あてに、これは８月４日、「林地開発の意見について」ということで求められており

ます。そういう中で読まさせていただきますと、平成21年６月10日付、賀茂農事第25で照

会のあった林地開発許可に係る件については、「当該林地開発申請に係る区域の大部分は隣

接町である河津町の行政区域の範囲であり、同町に係る区域は残地森林の一部だけとなって

いる。よって、当町としては、当該林地開発許可に関する意見は特にない」ということで意

見書は出しております。同意書は出してありませんけれども、こういうふうに意見というも

のは出してあることは理解願いたいと。 

  さらに、電気の供給の仕方ですよね。その中で、一番いいのは、国民全員が節電やってく

れれば、これは本当一番藤井議員が言ったように、これが一番ベストでありますし、その方

向で当然国民１人１人がそういう中でやっていただけば、本当、こういう問題が起きてこな

いと考えております。 

  そういう中で、今、政権がかわった中でも、一応風力とかそういう環境に対する中で、果

たして風力がどのような位置になるかということは、今後また検討していきたいと考えてお

ります。 

  原子力の問題に対しましても、これは私は有効かわかりませんけれども、これも一長一短



ありまして、そのところに来る住民となれば、これはもう最大の問題となりますもんで、一

概にこれ、果たしてどうかということが。今後また風力とかそういうことに関して、国の動

向も見きわめ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。 

  さらに、天城遊歩道に関しましては、当然これは今後、河津町との話の中でまた話し合っ

ていくべきことではないかと考えております。 

  以上でよろしいですか。 

○議長（八代善行君） 以上で５番、藤井議員の一般質問を終結いたします。 

  この際、１時15分まで休憩といたます。 

 

休憩 午後 ０時１１分 

 

再開 午後 １時１５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） 12番、居山議員の第１問、防災対策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。 

  午後１時15分ということで、大変おなかの調子も眠たい感じになるかなという感じでご

ざいますけれども、本定例会最後の一般質問をさせていただきたいというふうに思います。 

  さて、歴史的な大きな政権交代という私どもがめぐり合わせた時の一つの節目のときに、

こうして議会で質問をさせていただくわけでございますけれども、新しい時代を、そしてま

たいいものは残し、また変えるものは変えていくという、そういう勇気ある大きな転換点を

持っていくことが大変必要ではないかなというふうに考えるものでございます。 

  いずれにしましても、私たち、この住民自治ということにおきましては、何よりも町民の

皆様の安全と安心、そしてまた幸福のために全力を尽くすという、この自治の基本に立ち返



っていく必要があるのではないかなというふうに考えるものでございます。 

  私は、この定例会に２問の質問を通告させていただきました。平成７年の阪神大震災、そ

の年が私、初めての議員活動のスタートでございました。突発性地震ということで質問をさ

せていただきまして、今日まで50数回になりますけれども、そのうち防災対策は10数回に

なっております。この防災ということの非常に大きなテーマでございますけれども、私が取

り組んでまいりましたのは、平成７年に町の地域防災計画ということ、さらに医療の防災対

策、さらに女性消防団結成の可能性というふうなことで、地域防災の取り組みを伺いました

り、また東海地震、東南海地震等、連続して起きてくる巨大地震、これに対しての町の取り

組みも伺いました。 

  さらに、平成16年でございますけれども、当時は災害弱者というふうに言っておりまし

たけれども、今は、言うならば災害時要援護者というふうになっておりますけれども、この

緊急対応策について、５年前に時の町長に伺っております。そしてまた、さまざまな地震の

危険度とか、あるいは、その災害の予防についての見解とか、また減災の取り組みをどうい

うふうになさるのか。あるいは、平成17年には積極的な町の防災対策の取り組みを伺いま

したし、太田町長になりましてからは、18年の６月に高齢者が安心して暮らせる町という

ふうなことで、この要援護者対策について伺っております。 

  平成18年９月には、災害ボランティアの受け入れ、育成というふうなことで、私自身が

この防災問題に取り組んでまいりましたのは、何よりもみずからが体験をしました53年１

月14日の大島近海沖地震のときの体験がもとになっておりますし、また議員としてのみず

からのライフワークとして、何としても町民の皆様の命、財産を守るための施策を減災の施

策を早目に取り組んでおく。昨日来述べられておりました危機管理ということの根本がここ

にあるのではないかろうかというふうに思うものでございます。 

  私どもの住むこの日本は、太平洋側にある海洋プレートが周辺の大陸プレートに沈み込み

環太平洋造山帯に位置しておりまして、世界に見ても、地震の多い地域でございます。この

10年間を考えてみましても、マグニチュード６以上の地震が全世界で961回発生していると

いうことでございますが、そのうちの20.7％が、回数にしますと199回なんですけれども、

わずか世界の0.25％の面積しかない私たちこの日本に起きているという衝撃的な数字でご

ざいます。約1,000回のうちの20％、200回というふうに考えていいと思うんですけれども、

マグニチュード６以上ということになりますと、相当大きな被害をもたらすものでございま

す。 



  この地震に対しての対策の課題として、専門家が幾つか述べている点でございますけれど

も、まず建物の耐震化ということ、その次には災害時の要援護者対策、３点目にはそれぞれ

企業の災害対応力というものを向上させていくこと、そして自助、共助、公助というものの

促進をすること、最後に地域防災力を強化していくことと、このようにさまざまな論文、文

献の中には述べられておりますけれども、今申し述べた５点というのが、この地震対策の柱

になるものではないかなというふうに思います。 

  私、18年の質問のときに、当時、総務課長は加藤総務課長だったわけですけれども、も

うそろそろお仕事１年半しか残らないという状況の中で、ぜひ総仕上げで私が期待している

ものをぜひお願いしたいというふうに申し述べた記憶がございます。その中で、この要援護

者という皆様方への対策、その第一段階として、名簿というものをどういうふうに作成なさ

るのかというふうなことで、参考までに、何点か、そのときの話をちょっと振り返りたいと

いうふうに思います。 

  高齢者が安心して暮らせるというふうなことが大きな表題だったわけですけれども、その

ためには、この要援護者という、高齢者も含み、また障害のある方、そして子供や妊婦や、

また外国人等々を含まれる中で、そのときの答弁の中で、約20数％がその要援護者に該当

するというようなお話があったかなというふうに思います。 

  この要援護者の救援システムというものをいかに構築をしていくかということが今、私た

ち住民の持っているパワーを行政の公助という大きな力でもって１つのシステムをつくるこ

とによって、その指導性を持っていくことによって、住民の皆さんがみずからの使命感と責

任感と、そして家族を守る、地域を守るという視点で、それから火事場のばか力で大きな災

害を乗り越えていくエネルギーになっていくわけでございます。 

  そのときに答弁をいただきました内容につきまして、要援護者台帳整備に関連した支援プ

ランもあわせて調査研究してみたいというふうなお話もありましたし、私は何よりも隣組ネ

ットワークを生かした、そういう取り組みというものをぜひお願いをしたいというふうにこ

のときにも申し上げております。班単位で、小さな単位で、万一の地震に備えて、お互いが

どうやって、だれがどこに寝ていて、そしてどうだということは、隣組の皆さん方というの

はよくわかり合っているわけです。しかし、自治会に入っていない皆様方はどうするかとい

うような問題等もあるわけですけれども、非常にそういう点で手間暇のかかるこの対策でご

ざいますけれども、ある意味、そんなにお金がかからずに、皆さんの持っているパワーを引

き出すという、そういう作業でございます。 



  この当時は、43市町村中13市町が台帳がまだ未整備であったというふうなことを報告を

受けておりますけれども、さまざま個人情報保護の観点で難しい課題があったかというふう

に思いますけれども、その調査研究をしてみるというふうに答弁をいただきましてから３年

たちました。この町の取り組みにつきまして、第１問としてお伺いする点でございますけれ

ども、防災対策の中の１点目が、この災害時要援護者の避難対策の現状をお伺いをさせてい

ただきます。 

  ２点目は、地震防災マップの作成について。 

  ３点目は、災害時における女性力の活用、女性会等組織の構築についてのお考えをお伺い

をさせて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、防災対策については、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点目の要援護者の避難対策の現状についてお答えいたします。 

  要援護者につきましては、昨年、新聞折り込みで要援護者台帳への登録申請書を町内全戸

に配布し、本人からの申し出を受けた後、自主防役員や民生委員さんの協力をいただき、現

在、307名の方が登録しております。登録された方の名簿は、各地区の自主防会長が保管し、

各自主防では、名簿をもとに要援護者マップの作成や避難支援の検討をしていただいており

ます。昨年の総合防災訓練、地域防災訓練などで、要援護者世帯の自主防役員や民生委員、

中高校生による訪問などを行い、地域による要援護者避難を進めているところであります。 

  町としましては、自主防災の原点である自助、共助を推進し、地域で相互に助け合う防災

体制の確立を推進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。 

  次に、２点目の地震防災マップ作成についてはについてお答えいたします。 

  地震防災マップにつきましては、平成16年に防災マップ、いわゆるハザードマップを作

成し、回覧で全戸配布しております。また、平成17年には、当時の建設課と下田土木事務

所が共同して東伊豆町ハザードマップを作成し、全戸配布しております。 

  配布されたハザードマップは、東海地震の震度分布、液状化分布の想定図、土石流危険区

域、急傾斜崩壊危険箇所、広域避難所やヘリポート、公共施設などの防災関係の置などを記

載した内容となっております。御質問の地震防災マップはどのようなものを指すのかわかり



ませんが、町ではハザードマップを作成しておりますので、御理解ください。 

  次に、３点目の災害時における女性力活用、女性会等組織の構築についてのお考えはにつ

いてお答えいたします。 

  女性会などの新たな組織をつくるよりも、以前から社会福祉協議会で組織されているボラ

ンティア部会を活用し、その中で女性の皆さんのお力をおかりできればと考えておりますの

で、災害時を問わず、日ごろから町内のボランティア活動に積極的に参加し、活動していた

だける女性の皆さんの登録をお願いしたいと考えております。 

○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） 今、第１問の答弁をいただきましたけれども、新聞の折り込み等、

全町に呼びかけていただきまして、本人の申し込みを受けた中で、この災害時要援護者とし

ての登録をなさった方々が307名というふうに伺いました。この307名といいますのは、一

体要援護者の人数からしますと何％に当たる方々なのか伺いたいというふうに思います。 

  地域の自主防の方、あるいは民生委員さん、また中高生等がこの登録をしました方々に昨

年でしょうか、訪問をしたりというふうなこと、多分防災訓練の日とかだというふうに思い

ます。今年も私の住む東区の民生委員の皆さんが、御自分の担当する方の訪問をお一人５軒

とか６軒とか、飲み物をお渡ししながら、安否の確認という訓練をされていたかというふう

に思います。 

  避難対策の現状ということは、これはもうかなり早くに県からもさまざまな指示が来てい

ることかというふうに思いますけれども、この要援護者ということが大いに叫ばれましたの

は、平成16年に発生をしました風水害の対応の中で、高齢者とか障害のある方が非常に避

難に遇っているというふうなことで、あのときは風水害、思わぬところで水害が大きくなり

まして、高齢者が、被害に遭った方の約80％が高齢者や障害のある方だったというふうな

こと、それを受けて、内閣府が平成17年の３月に、この災害時要援護者の避難支援ガイド

ラインというものを策定をしたわけでございます。 

  先ほども言いました個人情報の保護との関係で課題が浮き彫りになりましたけれども、一

方、平成19年３月に能登半島地震、これが発生をしておりますけれども、高齢者、65歳以

上の方々ですけれども、輪島市ですね、旧門前町なんですけれども、高齢化率47％という

ことのようだったんですが、多くの住宅が全半壊するような被害が生じたわけですけれども、

民生委員さんの方があらかじめ作成をしてありましたこの地域見守り隊、見守りマップ、こ



ういうものが高齢者の安否確認を行うことができたというふうなことで、非常に被害が少な

くて済んだというような報告があったわけです。また、発災数日後に、この保健師が地域見

守りマップを活用しながら、その被害に遭った方々を訪問をして、非常に効率が上がったと

いうようなことでございます。 

  あと、平成19年12月に、それらのことを受けて、自然災害時の犠牲者ゼロという、そう

いう対策を国が目指すべき施策の一つとして打ち出してきたわけですけれども、この中に、

平成21年までに避難支援プランの全体計画を策定するように、そういうふうに要請をされ

ているわけでございますけれども、当町におきましては、先ほどの答弁を伺う中では、この

全体の計画の作成ですね、こういうものができていないというふうに伺ったわけですけれど

も、そうしますと、とりあえずその名簿だけができていて、そして、それぞれ自主防のほう

にお任せをして、この方々をどのように、だれが安否の確認をし、なおかつ避難の誘導をし

たり、あるいは避難先でのいろいろな誘導をしたり、またそういうようなことを自主防に任

せてあるというふうなことなのでしょうか。 

  このことにつきましては、既に平成20年の２月にモデル計画というものが、これは県か

ら示されております。どういうふうにつくりなさいという計画ですけれども、19年の４月

に県の厚生部から、災害時要援護者避難支援モデル計画というふうなことであります。 

  つまり、今の段階で自主防に任せるということでは、ちょっと違うのではないかなという

ふうに思うんですね。とりあえずリストアップができているんでしたら、まずこの計画を全

体計画というふうなものをつくっていただく必要があるかと思います。その中で、それぞれ

の自主防にお任せする場合と、あるいは全町民から災害ボランティア的な方々を養成をして、

そしてその方々に、ある意味、人間関係のある方とか、それからうんと近所の方とか、そう

いうような人脈を生かした形のその避難の支援の体制というふうなものは、やはりこの町全

体でトータルでやっていかなければ無理なのではないかなというふうに思いますけれども、

その点につきまして、町長の御見解を伺いたいというふうに思います。この点が１点でござ

います。 

  さらに、今いただきました答弁の中でありました内容ですけれども、自助、共助というふ

うなことが、この防災につきましては、とかく大きく叫ばれるわけなんですね。私は、平成

７年のときにみずからの命はみずからで守ると、こういうふうに言われたときに、何かすご

く変だなという気がしたんですね。その変だなというのはようやくわかったんですけれども、

みずからの命をみずからで守れない方がいらっしゃるということなんですね。そのために共



助があるわけですし、さらに、そういう方々を上手にコーディネートして、どういうふうに

したらみんなが避難ができるのかとか、安心して暮らせるかというようなトータルでの計画

というものは、公助という形で、これはもう町の全体としての公の責任なわけです。ですの

で、余りにも自助、共助ばかりが叫ばれて、公助ということはもう、いざ災害というときに

は、どうにも私たちはできないんだと。あんたら勝手に助かってくださいみたいな、そんな

ふうな何か冷たい感じが私の中にはありまして、いや、そうではないはずだと。言うならば、

平時の今このときに、公助が、いかに自助、共助ということがうまく働いていくためのシス

テムを今つくなければならない。それが最大の危機管理だというふうに思うんですね。 

  いろいろなものを読んでいきますと、時のやはり首長さんというのは、この防災問題は一

番やりたくないもののようです。ということは、いつ来るかわからない。そして、やっても

余り効果が見えるのか見えないのか、そういう点では、なかなかどなたも叫ばないようなそ

ういうテーマが防災問題だというふうに専門家の方が書いておりまして、うん、そうだろう

なと。でも、だれかがいつもどこかで叫んでいないと、やはりいざというときの対応はでき

ないんではないかなというふうに思うわけでございます。 

  ２点目のマップの作成というふうなことで伺いました。 

  このマップの策定ということで、地震防災マップということなんですが、これは今まで出

していただきましたハザードマップとまたちょっと違う内容でございます。 

  一番近いところで出ておりました防災マップ、長泉町のものがありました。長泉町のこの

地震のマップというのは、何ですか、細かく碁盤の目のように地域を分けて、そしてその地

盤と、それとまた地震の震度等々によって、こっちからの地震、あっちからの地震、いろい

ろな地震を総合して、揺れやすさというようなものを地図で色分けをして表示にするわけで

す。ですので、その地震マップを見ると、自分が住んでいる地域のここは、これくらい揺れ

やすくて、こうなんだというものが、住民がみずからの状況を把握できるわけです。そうな

ると、やはり防災という面で、何かがあったときに、ここはもう地盤も弱いし、うちなどは

津波が怖いし、逃げなければならないという意識がそれぞれの地域の住民にきちんと伝わっ

ていくというふうなことでございまして、この地震のマップというものの作成も国県から

今、言われているところでございますけれども、これについての取り組みについて、御見解

を伺いたいというふうに思います。 

  私、この８月11日の５時７分の駿河湾沖地震、お布団の中におりましたけれども、ぐら

っと来たときに、大きな声で、「うわっ、来た」って叫んでしまいました。でも、後から何



かいろいろ聞きましたら、そういう自分の非常な緊張感を声に出して叫ぶということはすご

くいいようですね、どうやら。何か危険が生じたときに、「助けて」と言うことも必要です

し、そういうことで自分自身の血圧がぐっと下がったと思うんですけれども、さあ、どうし

ようというふうに思いましたときに、これはもう東海大地震だと、来るものが来たというふ

うに覚悟をいたしまして、うちは絶対津波が危ないから、逃げようと思って、いつも用意し

てあるものを持って、家族に今から避難をしようと。もう有無を言わさず車を持ってきても

らって、車で避難がいいかどうかはいずれなんですけれども、そこに全部荷物を積み込んで、

３人で高台に避難をいたしました。 

  その後、テレビの情報とかいろいろ、カーナビで見ていたり、あるいはラジオで聞いたり

というふうなことなんですけれども、大丈夫だったわけですけれども、その避難のときに１

カ所声をかけました。今から避難するよというのを言っておいたんですね。それは、私、後

からすごい反省して、自分が議員なのに、自分だけが逃げてしまっていいのだろうかという

ふうな、そういうちょっと自責の念に駆られたんですね、正直。 

  一体議員というのは、そういう災害に遭ったときに何をしなくてはいけないのかな。自主

防の中に組み込まれますと、本当に一町民というような観点でしか仕事がないようで、本当

にいいのかなと私はいつも思っているんですけれども、ぜひ議員の役割も、これこれこうや

る仕事みたいなものも自主防の皆さんからいただければ、もう喜んでやりたいなというふう

に思うんですね。仕事をやはり与えていただきたいと思うんですが、ただ、その後、「ため

してガッテン」をごらんになった方がありますでしょうか。ちょうどこの防災問題をやはり

９月の前後だったものですから、やっていたんです。私みたいに逃げる人を何と言うかとい

うと、率先避難者と言うんですって。それで、だれか一人逃げると、これは大変だと次から

次に続いて、そしてみんなが避難できるという、こういう存在がとても大事なんだというふ

うなことを言われて、ちょっと胸をなでおろしたんですけれども、しかし、たびたびこうい

う防災対策をやっている我が身に胸を手を当てて、何かがあったときに自分だけ助かってい

いのかなというふうな、そういうものもあるんですが、でも、自分が助けなければ、自分の

まず命が助からなければ、ほかの皆さんへの手助けもできないというふうなことで、やはり

みずからの命はみずから守るということが一つは理解できました。 

  しかし、みずからの命を守れない人に対して、どう自分が自分の立ちでしてあげることが

できるのだろうかということが私自身の今のテーマでございますので、ぜひ町長、その辺の

ところも含めた形で、先ほど申し述べた点についての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） 災害に関しましては、居山さんは要援護者とおっしゃった。それはや

っぱり防災の原点は、やっぱりみずからの命はみずから、これがまず大原則の中で、それを

やった後に、今言ったように共助なり、また公助ということで、まず大原則のこと、みずか

らの命はみずから守る、これが大原則だということだけ理解していただきたいと思います。 

  それで、やっぱり災害に対しましては、要援護者のみならず、町といたしましては、当然

取り組まなければならない中で、今回、大島町とも災害協定を結びました。さらに、介護事

業者等、また３カ所ぐらい結びました。そういった中で、また町は災害に対しても一応努力

していることだけは認識してもらいたい。 

  次に、要援護者の関係でございます。やっぱりこれ、個人情報が一番のネックに今現在、

なっている中で、今、居山議員から質問、支援プラン作成とおっしゃいました。今、危機管

理という面でいかがなもんかと思うんです。ちょっと我々、防災のほうにもその後に来てな

いもんで、それはまたちょっといただいて、その辺もまた検討していきたいと考えておりま

す。 

  そういう中で、やっぱり基本的にはプライバシーの観点で、要援護者も自主的に申し込ん

でもらうのが原則なもんで、町としては積極的にやっていきたいんですけれども、その辺が

一番ネックになっていることだけは理解していただきまして、また、議員がまたそういう人

を知っていたならば、積極的に一応ここに申し込んで、登録していただければ、本当、町と

しても大変ありがたい、そういう感じでございます。 

  さらに、307名が要援護者の何％に当たるかということは、担当のほうからまた説明させ

たいと考えております。 

  基本的に、町といたしましては、できるだけこういう援護者を当然守らなければならんと

考えておりますもんで、民生委員からのほうも、自主防とかいろいろ投げかけられおります。

時間的余裕がないもんで、今年じゅう、12月までには、町を含めた民生、さらに自主防、

区長さんとの話し合いは持ちたいと今、考えておりますので、その辺、また御理解願いたい

と思います。 

  さらに、隣組ネットワーク、これも当然、居山議員からも再三再四、もう投げかけられて

いる中で、やっぱりプライバシー、そして隣組に入っていない方をどのように把握するかと

いう中で、とりあえずアパートとか、そこにどういう人が入っているかということを把握す



るような方向で今、検討していますし、また区のほうでもその方向でやっているようなこと

も聞いております。 

  また、答弁漏れがあったら言ってもらった中、次に防災ハザードマップ、一応長泉町はと

りあえずグリット、線をやった中でという、私、そこまでしてまた見せてもらいますけれど

も、これは一応町の防災ハザードマップでございます。 

  そういう中で、一応津波とか、東海地震の津波の浸水域とか、推定の津波浸水、色分けさ

れておりますもんで、本当に大体概略はわかるではないかと思うんで、長泉町がどのぐらい

の精度でやっているかということもちょっとまた後で検討していきたい。もしまた直すがこ

とがあれば、それはまた直すのはやぶさかではな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。 

  とりあえず、担当課からその辺のことを、それでは何％か説明をさせます。 

○議長（八代善行君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（山田和也君） 今、細かい資料を持ってないんですけれども、去年のたしか

記憶では鈴木議員さんの質問であったと思うんですけれども、そのときの記憶でありますと、

障害者、独居老人、介護認定者、合わせてたしか1,500強あったんですけれども、重複する

方がおられますもので、1,000前後と記憶しております。なもので、30％ぐらいが登録して

いるというのが現状です。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 全体計画というのも今後検討して、とりあえず、今、居山さんが言っ

たそのプラン、ちょっと防災のほうには、今、確認したら、来てないというもんで、それが

事実なんです。だから、その辺の危機管理ということが、今後、町の課題となると思います

けれども、その辺のことが、一応担当に聞いたら、ないという中で、その前提プラン、当然

そういうことがあればやらなければならない、そう考えています。 

  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） 昨年の２月に町の防災会議に出席をさせていただきました。女性は

ただ一人、私だけでございましたけれども、非常に関心のある東伊豆町地域防災計画の内容

を国からのいろいろな法の改正のもとに、どういうふうに計画を変えていくかというふうな

こと、賀茂支援局局長等もお見えになりまして、いろいろと検討がなされたわけでございま



す。 

  そのときに、地域防災計画、一般の28ページにつけ加えられたこの東伊豆町地域防災計

画ガございます。17節なんですけれども、この中に災害時要援護者支援体制の整備という

ものをこれからしていくと。その把握をしていく。また、掌握にも当たる。人材育成も確保

もしていく。協働による支援も行っていくというような細かなその支援体制の整備がここの

中では言われているわけでございます。 

  既にこの計画を策定をしているところの状況が報告をされているわけです。これはもう既

に町から国に報告をしてあるはずでございます。名簿だけができているところ、全体計画が

できているところ、それから個別の計画ができているところというふうに分けられておりま

すけれども、既に全体計画は53％ほどのところが計画がつくられているんです。多いか少

ないかはいずれにしましても、今、やはり本当の危機管理というのは、やはりこの問題では

ないでしょうか。この８月11日のあの大きな地震が、あれでおさまったからよかったんで

すけれども、もしあれが東海大地震だったら、それこそどんな状況だったでしょうか。 

  私たちは、そういう意味で、イメージトレーニングをしていく中で、この対策に対して、

今真剣に取り組むか否かが、今後、まちづくりも、もちろん経済の危機もあるんですけれど

も、この地震の逼迫している状況というのは、さっき申し上げたように、1,000件のうちに

200件も日本で起きていると。なおかつ東海大地震だけが予測ができて、ほかは全く予測が

できない。どこでどう起きても不思議はない、そういう状況の中で、その各地の地震、水害、

またさまざまな風の風害等、本当に大変な状況がそこにはあるわけです。何はさておいても、

今、この防災対策にですね、お金かからないですから、時間と労力はかかるんですが、ぜひ

みんなで総力を挙げて取り組んでいただきたいなと。 

  今、私、こういうふうに述べていることが、あのときにやっておいてよかったなというふ

うなのか、あるいは何年かたったときに、忙しさにかまけて先送りしてしまったら、やっぱ

りどかんと来てしまったって。だれがだれを助けていいのか何もわからなくて、ひっちゃか

めっちゃかなんていうことのないように、私も知り合いに障害のある方がいらっしゃるので、

この人を助けるのにどうしようと思うと、そこに行くまでの道がまず厳しい。おうちの中に

は、もうすてきな夢いっぱいの額かかけてある。ああ、あの額で頭を打たれて死んでしまう

んではないかしらと思うと、その額を外したらというのも、なかなか言いたくても言えない

かったり、本当にそういう状況が私たちの身の回りにはたくさんあります。 

  それを、行政のほうが、町のほうが、ではこういう人がいて、こういう支援を求めている。



では、この人にはこの人が行ってあげる。ただし、これは責任がどうとかということではな

いと。あくまでもその本人が自分自身の命をまず守ってからの話なので、そこをよく登録を

する人にも理解をしていただかなければだめなわけなんですね。ただし、何かがあったとき

に、私のところにあの人が来てくれる、安否の確認に来てくれる、電話でもいいわけですよ

ね、状況によっては。そんなふうなことで、とにかく安心して暮らせる、そういう状況とい

うのは、経済問題だけを論じるだけでなく、ぜひこの防災対策の面で取り組みをしていただ

きたいというふうに思います。 

  先ほど言いました防災会議に出ましたときに、副町長がいらしたでしょうか。20年２月、

東伊豆町のアクションプラン2007、これをいただきまして、そして先ほどの要援護者のと

ころの確認もいたしましたけれども、このアクションプラン2007というのは、静岡県のプ

ラン2006というのがあるんですね、アクションプラン。これを受けて、うちの町のプラン

になっているわけです。 

  防災計画をさまざまな災害があったことによって国が法整備をして、見直しをしてきたわ

けです。東海地震で予想される死者を半減させようと。その達成が平成27年だよというふ

うなことでございます。東海大地震があったときに、一体何人の人が死ぬかということにな

りますと、5,851人が県下は死ぬと。そして、そういう方々を27年度までに約半分にしたい

ということですよね。うちの町も当然、死者の数等が出ていて、それに対する取り組みを半

分にしましょうと。 

  この中に、先ほど言いました避難体制、それの整備のことが書かれてあります。アクショ

ンプラン、これは42ぐらいです、うちの取り組みはね。42項目についての取り組みです。

その１つに、災害時要援護者の避難訓練の充実、促進というふうなことがありますので、今

回、昨年も含めて、民生委員さんが訪問してくれたとは言いますけも、それでは不十分だと

思うんですね。できたら一緒に避難をしていくとか、避難の体制をしっかりとっていただく

というふうなことで、これが平成20年度末ということになっていますので、既に達成され

ていなければならないわけでございます。 

  もう一つが、この支援プランの整備というふうなことで、先ほど言いました全体計画なん

です。これは平成22年度末につくりますよというのが、住民福祉課のほうの書類上にはそ

ういうふうに提出もされているかと思いますし、うちのアクションプランはそういうふうに

なっておりますので、ぜひ平成22年度末までにこの全体計画の作成をしていただきたいと

いう、ここについてのもう一度町長の御決意を伺いたいというふうに思います。 



  あと、先ほど言い忘れました２点目のところですけれども、女性力というふうなことでの

活用なんですが、当町におきまして、私、先ほど女性消防団を提案をさせていただいて、あ

れも３年ぐらいかかりましたけれども、ようやく実現をしたわけです。今、何名ぐらいいら

っしゃるんでしょうか。８名くらいでしょうかね。さまざまな行事に参加をして、特に幼稚

園の子供たちと火遊びとかいけないよとか、やはり女性ならではの優しさでもって子供たち

に防災に対する知識等々を普及をしてくださっているかというふうに思います。 

  この辺では、裾野市がかなり充実をしているようで、人数は、でも20名ぐらいしかいな

いようでございますけれども、殊にうちの町は年齢制限、若い人でないというふうに言われ

ますので、私も前から手を挙げたいと思っているんですが、消防長、今、この女性消防団の

年齢がどういうふうなのか伺いたいというふうに思います。 

  消防団そのものも、今から50年前には約200万人ぐらいいた消防団の数が、今、80万人ぐ

らいになっているそうでございますし、そしてまた、殊に女性が元気で、暇があってという

ような方は、よくいろいろなところに遊びにも行ったり、いろいろな手芸も楽しんだりとい

うふうなことで、かなりパワーが、時間が、お金が余っているんではないかなというふうに

思う方も結構いらっしゃいます。 

  町長、今年でしたですよね、たしか県の地域婦人団体連絡協議会、地婦連のそれぞれの市

町の会長さんが私たちの町を訪問をして、特に町長に、この東伊豆町の歴史の中で、話し合

い学級が行われた50年前の、そういう女性の歴史があるというふうなことから、女性会が

なくなったというふうなことは非常に残念だと。もう10年もたつわけですけれども、いざ

災害のときに、この女性力がそれぞれの自主防を言うならばリーダーシップをとりながら、

力を発揮していく。また、その女性の方々に大勢の女性がまた力を合わせてやっていく。も

ちろん男性の手もかりるわけですけれども、そういう意味で、女性の何らかの形の組織の構

築というふうなものを町長もそのときにはお約束をしてくださったかと思います。 

  今、生涯学習講座で何でも学級というのを当初、女性だけだったんですけれども、今、男

性もあわせて何でも学級をやっております。ちょうど10年でございます。これの出発の原

点は、そもそも婦人会の婦人学級の中にあったわけでございますので、ちょうど10年の節

目で、新たな女性の組織というふうなことで、また男性も含めてで結構でございますけれど

も、この何でも学級のそのあり方について、防災に対して。それを１つの防災ボランティア

というような感じ、災害ボランティア、そういうようなことで移行していくというようなお

考えというものがありませんでしょうか、お伺いをしたいというふうに思います。 



  ただし、本来の何でも学級の趣旨というものと、また若干それていく関係もございますの

で、１つの10年の節目でありますので、町当局として、今後、生涯学習講座をどんなふう

な方向にしていくのかというお考えもあろうかというふうに思いますけれども、私は今、一

番求められているものは、この防災対策、女性の力の結集というふうなことでの女性の組織

の構築というふうなことを望むものでございます。 

  言い忘れた点が幾つかあるんではないかなというふうに思いますけれども、ではプランの

ことは伺うと。女性力のことも伺うと。そして、女性の消防団のことも伺うというふうなこ

とでお願いをしたいというふうに思います。 

  あと、先ほど登録精度の流れについてなんですが、庄内町という、山形県の庄内町がとて

もいい制度をつくってありました。これは、うちも昨年の８月に広報「ひがしいず」に出て

おりまして、呼びかけもされたし、こういう制度ですよというふうなものがそこにあったわ

けですけれども、ただ、この庄内町は、もう全体計画がつくられておりますので、どう違う

かというと、この見守りの中に、自治会と自主防災組織と地域支援者というふうになってい

まして、民生委員さんとは分けてあるんですね。これはやはり非常に大事な点ではないかな

というふうに思います。 

  台帳の開示を行政のほうが、この自治会、自主防災組織と地域支援者にすると。そのこと

によって、もちろん民生委員さんにもそれは伝わっているわけですけれども、本人には、こ

ういう形でこの名簿は使わせていただきますという了解のもとに、きちっとした了解の文書

もいただいて、作成をされています。非常に細かにそれぞれの取り組みがされておりますの

で、ぜひ全体プランをつくられるというふうなことでありましたならば、庄内町のこの計画

を参考にされたらよろしいのではないかなというふうに思います。 

  あと、うちの東伊豆町の社会福祉協議会で、ボランティア連絡協議会といふうなことで活

動をしていただいております。私も、さきの定例会ではボランティアについていろいろ質問

をさせていただきまして、この社協だよりの中を読ませていただいたり、あるいは皆さんが

主催してくださる福祉ふれあいの集い等にも参加をしたりとかしておりますけれども、一昨

日だったでしょうか、伊豆新聞を見ましたら、既に下田市はこの防災ボランティアをしっか

り登録をしていただき、また、いざというときにボランティアセンターの立ち上げ等々、準

備が進んでいる中で、私たち社協のほうの関係の皆様もそこに参加をされて、うちの町では

災害ボランティアの推進が進んでいなかったというふうなことが伊豆新聞にも掲載をされて

おりました。 



  今、ボランティアをしたいという方、さまざまいろいろな動機であるかというふうに思い

ますけれども、我が地域を、また我が家庭を守っていくためのボランティアというふうなこ

とをきっちりと町のほうで呼びかけていただいて、そして強力な推進があるならば、私、き

っと大勢の方々が参加をしてくださると思うんですね。 

  このボランティアの活動の中で、皆さん御苦労されて、連絡協議会も今日まで活動を続け

てくださっているわけでございますけれども、ぜひあわせてこの災害問題、防災問題につい

てのボランティアの位置づけというものを町長、どのようにお考えになられますか、教えて

いただきたいところでございます。 

  それでは、以上の点につきましての御答弁を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） 数が多いので、答弁漏れがありましたら、また言ってもらえば、それ

に対して答弁したいと思います。 

  まず、災害に強い町、これは当然まちづくりにおきまして、その意識にのっとってまちづ

くりはしていかなければならないとは考えております。 

  そういう中で、今、居山議員が言うとおり、町におきましては、災害プラン2007の進捗

状況を今、見させていただきました。また再度検証していった中で、できているところはも

う早急にやるような方向で、それをやっていきたいと考えておりますもんで、理解願いたい

と思います。 

  要するに、基本的には、今、自分自身、また当局は、大地震が起きても慌てない、そうい

う感じでまちづくりをやっていることだけは理解していただきまして、やっぱり多少の混乱

はあるかもしれないけれども、できるだけその混乱を少なくする方向で今、町は災害対策本

部とか、そういうことをやっておることだけは理解していただきたいと思います。 

  そういう中で、やっぱり要援護者の関係は、個人情報はやっぱり、例えば民生の方がそこ

に伺っても、ではその後は果たして自主防の訓練に参加したくないよと言えば、それまでで

すし、やっぱりお互いに皆さんが協力した中でやっていただけば、町もやりやすい。やっぱ

りそういう中で、やっぱりそういう難しさもあるということだけは理解していただきたいし、

さらに、家の中の家具の取りつけとか、そういうことは町では啓蒙しているんですけれども、

なかなかまた町民の方がやってもらえない、そういうジレンマもあります。そういう中で、

何回も何回もこれは啓蒙をして、いざ地震が起きたときに、家具とかそういうものの下敷き

にならないようなことは、もう再三再四啓蒙していきたいと考えておりますので、また居山



議員もそういう方々にはまたお願いしていただければありがたいと思います。 

  消防団の話が出ました。今、やっぱり消防団の団長とも話している中で、やっぱり夜は多

少なりとも人員はいますけれども、やっぱり昼間の中でいざ災害が起きた場合、果たして消

防団が活動できるかとなると、やっぱりそこは女性の方々にやっぱり働いてもらわなければ、

この町は厳しいかなということで、その話し合いをしている最中でございますもんで、いま

しばらくその辺はまた待っていただきたいと考えております。 

  また、年齢とかそういう情報のことは消防長のほうから説明させます。 

  さらに、災害ボランティアに関しまして、町では、言ったように東伊豆の社会福祉協議会

の籍がありまして、現在、登録者は一応10名という方がいらっしゃいます、この中に。 

  そして、一応下田が一番町においてもこういうことができていますもんで、一応平成21

年12月に出してしております。またこれをさらに充実して、いざ災害が起きたときに、こ

の方々に活躍していただくように、さらにこれをまた充実していきたい、そういうふうに考

えておりますもんで、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  あとは消防長から答弁させます。 

○議長（八代善行君） 消防長。 

○消防長（平山 隆君） 女性消防の関係でございますけれども、現在、女性消防は５名いま

す。年齢につきましては、45歳以下で、その５名の内訳につきましては、30代が４名、20

代が１名でございます。 

  活動につきましては、各保育園、幼稚園の火の取り扱い、花火教室、また救急講習のよう

な活動をしております。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 答弁漏れがありました。 

  社会教育の中の何でも学級を災害ボランティア、一応、居山議員の考えは考えとして、ま

た検討して、今ここですぐ即答をね、果たしてそれがいいかどうかというのは、やっぱり即

答できないもんで、一応検討させていただくということで御理解願いたいと思う。 

  あと、山形県の庄内町の地域支援者に関しては、総務課長のほうからちょっと答弁させま

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） 災害時の要援護者の避難対策としまして、一番必要だと



私が考えておりますのは、地域支援策ということで、要援護者本人が日ごろから懇意にして

おります近所の方を特にお願いして、その方に何かあったときには、要援護者の避難等お願

いできれば、それが一番いい方法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、観光振興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） それでは、第２問に移らせていただきます。 

  観光振興についてお伺いをするところでございますが、まず１点の取り組みの現状、そし

てまた２点目は映画制作の考え、３点目は今後の課題についてということをお伺いをするわ

けでございますが、昨日の町長の行政報告等も伺う中で、現在の観光の状況というふうなも

のが御報告をされていたわけでございます。この百年に一度とも言われ、そしてまた自然災

害、そしてまた選挙のことがあったりしまして、非常にせっかくの書き入れどきに天候不順

等も重なる中で、観光に従事なさる皆さん方が、もうどんなに努力をしても、この大きなそ

の問題の前にたじろぐしかないというような、そういう状況ではなかったかなと。 

  しかしながら、それぞれのお立場で懸命な努力をされて、結果として、こういう状況にな

っているかと思います。ですので、もしその努力がなければ、こういう結果が出てこないわ

けでございますので、昨年と比較してどうというふうに、ある意味、昨年ともなかなか比較

はできない、何年前と比較もできないという、全く今まで想定できなかったような社会経済

情勢の中に私たちは立たされているわけでございます。 

  そう思いましたときに、少なくとも大きな災害がなかったことを幸いに思い、最大の財産

である私たちの観光関係の施設等々が無傷で、そしてまた道路等、この近辺につきましては、

問題なく来ているというふうなことで、できましたら、ポジティブに、マイナス面ばかり考

えることではなく、ああ、よかったなと、とにかくみんなが健康で無事にこういうふうにし

て大変な状況を切り抜いてきたと。さあ、次の山は何だろうと。また力を合わせて乗り越え

ようよと。今回のこういう状況を乗り越えてきたわけですので、ではそれをしていくのには

何が大事かということになりますと、やはりお互いの足の引っ張り合いではなく、いいもの

はいい、そしてまたお互いが持っているものを惜しみなく出し合っていく中で、観光問題だ

けでなく、このまちづくりにおきましても、町長を中心に、本当に笑顔あふれる、そういう

私たちの町が築いていけるのではないかというふうに思います。 



  ある意味、私自身は価値観を大きく転換をしていくということによって、時には地獄の状

況であっても、そこの中に喜びさえ見出していけるというふうなことがございます。それは、

それぞれの考え方一つでございます。「考え方が変われば世界が変わる」というふうに言っ

た方もありますので、いずれにしても、私たちのこの東伊豆町をしっかりとこれからも盛り

上げながら、皆が安心して暮らせるようなそのまちづくりをしていくための取り組みにつき

まして、当面の取り組みの現状、そしてまた映画制作ということで簡単に通告を出しており

ますけれども、映画というふうなことでのお話が、先般の議会でもちょこっとお話をさせて

いただきましたように、たまたま日本初の女性灯台守というふうなことで、灯台100周年と

いうこともある中で、萩原すげさんということでお話が進みまして、今、企画書ができ上が

っているという状況で、休憩時間に関係する皆さん方にはお手元にお配りをさせていただき

ました。 

  これは、文化芸術振興というふうなことで、平成13年に法律ができ上がる中で、この文

化芸術というものが人々の創造性をはぐくみ、また表現力を高めていくということと、人々

の心のつながり、また相互に理解し、尊重し合っていく、そういう土壌を提供することがで

きる。また、人それぞれの多様性ということも受け入れることができるという、心豊かな社

会を形成するものだということでございます。大きな観点では、世界平和に寄与するもので

はないかというふうなことがこの基本法の冒頭に述べられているわけでございます。 

  映画制作というふうなことで、私、思いますのに、映画をつくる、たまたま昨年は「おく

りびと」などが映画で注目を浴びる中で、どこでそれが撮影されたのかとかということで、

非常にその知名度が上がるわけでございますね。それと、今回、萩原すげさんというふうな

ことであるならば、そのすげさんが17歳の若さで大変困難な道のりをわらじ２足を履きつ

ぶすほど大変な状況の中、朝３時に起きて、夜の９時ぐらいまでかかって下田まで灯台の勉

強に行って、難しい試験を受けられて、その資格を取ったと。それから約40数年間、昭和

20年、終戦の直前まで旧稲取灯台の明かりをともされたという、その歴史を映画にしよう

というお話でございます。 

  すげさんに限らず、当町におきましては、あらゆる先人が、それこそ映画の、ドラマの中

心にもなれる方がたくさんおられますけれども、今回はたまたま稲取灯台というものが一つ

の観光のひとつ呼び水にならないのかなと。観光振興という上で、町中を散策する中の一つ

のルートに稲取灯台を入れていただくということもできるのではないかなというふうに思う

わけでございますが、そこには萩原朝子さんが御自分が丹精込めてつくられた刺しゅうの



数々が展示をされて、土日は無料で開放をされております。管理人の方も、かなり高齢にな

ってきておりますので、大変なんですけれども、観光客の皆様はたまたまドライブでいらし

て、前には灯台の看板が立っていたものですから、へえ、旧稲取灯台、どんなところかな、

安紗刺しゅう館と言って、訪問される方が数多くいらしたようでございます。訪問された方

が住所と名前を残されて、そして、その方々も含めて、竹林の音楽祭というものを３回ほど

開催をしていく中で、東京のバンドネオンの演奏とか、それから端午の踊りとか、いろいろ

やる中で、そうそう、それから地元の横笛奏者の方の演奏とか、横田さんですね。そういう

方々のすばらしい竹林の語り、竹取物語とか、いろいろやってきたわけです。 

  非常にそういう意味で、文化的な利用価値の高い稲取灯台というふうなことで、映画制作

というふうなこと、たまたま資料をお渡ししたら、これはいけるというような泉監督の乗り

があったものですから、先行して企画書ができているわけです。 

  簡単にできる話ではないことはよく存じ上げておりますけれども、先ほど申し上げた文化

芸術振興基金の状況を見ますと、その資金の中からの助成金とか、いろいろな活用もできる

ようでございますので、町長のその辺のお考えを伺えたらというふうに思います。 

  いずれにしましても、文化的な創造というふうなことで、今、私たちがとかく忘れがちな、

大変大事なそういう部分に対して、新たな視点でスポットを当ててみるということで、町長

の映画制作についての御見解をお伺いさせて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 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 居山議員の第２問、観光振興については、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点目の取り組みの現状についてですが、ハード事業では、昨年度までに、来遊客

から多くの指摘があり、長年の懸案事項でありました伊豆急熱川駅の高低差のさる階段の代

替手段としてエレベーターが設置されました。 

  町の事業といたしましては、雛のつるし飾りまつり会場となる稲取文化公園と見学者が増

加している町営風力発電所周辺に観光トイレを設置いたしました。 

  また、稲取観光協会では、町内を散策する方のお休みどころとして各所にベンチを設置し、

熱川観光協会では、熱川駅前に足湯施設を設置いたしましたが、それぞれ来遊客に好評を博

しております。 



  県の事業といたしましては、本年、熱川海岸環境改善事業により、熱川海水浴場に大量の

砂が投入され、見違えるような海水浴場となりました。また、稲取文化公園と伊豆バイオパ

ークに外国人観光客向けの多言語案内看板を設置していただきました。 

  なお、観光政策審議会からいただいた「細野高原の観光利用について」の答申にありまし

た幅員が狭い町道入谷天城線の各所に車の待避所を設置することにつきましては、地理に不

透明な観光客が通行しやすくなるよう昨年度から順次実施しております。 

  ソフト事業では、町観光協会の誘客対策事業としましては、飯田議員の御質問でもお答え

をしておりますが、「商品総額800万円が当たる、泊まって得々旅のスピードくじ」キャン

ペーンや、高速道路ＥＴＣ割り引き制度に対応した県の事業に当町も同調した伊豆スカイラ

イン復路無料券発行事業等があります。 

  また、港の朝市会場を訪れた観光客に対し、町内の食事どころや観光施設などを掲載した

町内マップの配布をしておりますし、稲取温泉観光合同会社では、観光客のニーズに合った

着地型体験商品を開発し、販売をしております。 

  その他、各地区観光協会が実施しております数々の誘客イベントなどが現在までの観光振

興の取り組み状況となっておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の映画制作のお考えはについてでございますが、御質問をお受けする以前、

居山議員が企画会社の代表を伴い、映画企画、製作の関係で来訪されたことがございました

が、話題は、東伊豆町が全国に誇れる灯台守、萩原すげさんをモデルにした映画化のお話で

ございました。 

  劇映画の企画書をお見せいただき、大変感激いたしました。今から100年ほど前、相模灘

を見おろすトモロ岬に稲取灯台が完成し、洋式灯台の美しさに心を奪われた15歳の萩原す

げさんは、往復50キロを超える険しい山道を歩いて下田の講習所に通い、当時、とても難

関の灯台守の資格を取得し、1914年に日本女性初の灯台守となられたものです。 

  その後、昭和20年に稲取灯台が廃灯になるまで、結婚、出産、育児、戦争、息子の戦死、

夫の病を乗り越え、海難事故防止に命の灯をともし続けたという実話をもとに映画されるこ

とは、歴史的にも、文化的にも、日本はもとより、世界的にも余り類を見ないものと思いま

す。 

  内容的には、現代社会が失いかけている家族のきずな、命の大切さ、平和への願い、そし

て人としての忍耐について、改めて考えさせるものと想像いたします。また、仕事と子育て

の両立に悩む若い女性たちにも、働く女性の先駆者として感動と勇気を与えるものと考えま



す。 

  地方の市町村で活躍された者を主人公に映画製作が企画されるとなれば、自治体として、

可能な限りの御協力をいたす所存でございますが、資金面での支援となりますと、財政事情

が厳しい中で、慎重に検討しなければならないことも申し添えてございますので、御理解く

ださい。 

  次に、３点目の今後の課題についてについてお答えします。 

  観光振興についての今後の課題ですが、中長期的には、当町の玄関口であります伊豆急稲

取駅の早期リニューアルや熱川温泉の海岸まちづくり、町営風力発電所からクロスカントリ

ーコースにかけての公園整備などが挙げられます。 

  短期的な課題といたしましては、何といっても減少を続けている観光客の誘客対策ですが、

国内の厳しい経済情勢では、これといった特効薬が見つからず、苦慮しているのが現状であ

ります。 

  とはいえ、早急に何らかの打開策を講じなければなりませんので、町内観光関係団体を中

心に、今後の誘客対策について協議、検討をいただいているところでございます。 

  また、広域圏での対策といたしましては、県や県観光協会、伊豆観光推進協議会など、関

係機関、団体と連携を図っていきたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（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） この観光関係につきまして、さまざまな取り組みを今、伺いました

し、また、今の課題は何かというふうなこと、観光関係の皆さんで打開策を今、模索をされ

ているというふうなことを伺いました。 

  本当にどなたもどうしたらいいんだろうというふうに考えることは全く同じでございます。

ぜひ私が今提案をいたしました映画製作というふうな新たな視点、町内の観光関係団体の皆

さんにも企画書等々を見ていただく中で、何とかこれが観光に生きないのかどうなのか、生

かせるのか生かせないのか、そういうようなことでの御意見を伺っていただきたいと思いま

すし、そしてまた文化財の審議会の皆さん方の御意見、あるいは文化協会の皆さん方の御意

見等々もあわせて、何らかの打開策というふうなことならば、多少なりとも可能性があるよ

うなものについては、やれるものはすべてやっていきたいというような、また、そうはいっ

ても、あれもこれもということが無理になるかと思いますので、絞り込むようになるかと思

いますが、この映画がいい映画ができ上がれば、恐らくこの映画はうちの町の単なる記録映



画にとどまることなく、１つの効果をもたらしてくれるんではないかなというふうに思うん

ですが、ここに映画の効果というふうなことで、観光面での問題だけではなく、教育面もそ

うなんですけれども、今、旅に出る中高年の皆さん方が、歴史をめぐる、そういう旅とか、

また体験をする旅とか、そういうようなことが非常に多いわけでございます。自分の暮らし

とか歩んできた道を振り返る、そういう思考的な旅、また、そういう意味でこの映画が本当

に史実にあるわけですので、まがいものではない、本当の歴史というものを眠らせることな

く、ぜひこの灯台とあわせて、映画の製作、そしてまた映画をできたら日本じゅうに発信し

たりしていく。場合によったら、映画祭などにも参加できたらいいなというふうな、そうい

う考え方もあるわけでございますけれども、題材は、ある意味、何でもいいと言ったら申し

わけないんですけれども、たまたま今ここにこういうものがあるというふうなことをぜひ町

の関係する皆さん方に訴えていただきたいというふうに思います。 

  いずれにしましても、この映画によって、ボランティアで参加する、エキストラで参加す

る方とか、そしてまたいろいろな町の歴史をもう一度ひもとく中で、非常に詳しい方がたく

さんいらっしゃいます。そういう方々にもいろいろな教えを乞いながら、このストーリーを

極力史実に基づいた形の劇映画というふうなことになるかと思うんですけれども、みんなが

元気になって、みんなが携わって映画がつくれたら、後世に、子供たちにも語り継げるもの、

町の財産として残せるもの、なおかつそれが観光面で何とか生かせたならば、ある意味、み

んなが喜んでくださるのではないかなと。そしてまた、亡き萩原すげさんも、御自分の本当

に地道なそういう人生であったかもしれませんが、町の皆さんがその明かりをもとに大量の

旗をはためかせながら船が入港すると。出船、入り船というふうなことで歌にも歌われてあ

るように、それぞれの高齢の漁師の皆さん方には、また漁協関係の皆さん方には、この灯台

建設のさまざまな裏話もさることながら、思い出多き旧稲取灯台のことがまたよみがえって

くるのではないかなというふうに思います。 

  観光での取り組みにつきまして、細かな点は、私、本当に門外漢でございまして、余り観

光問題の取り組みを今までしてこなかったわけですが、雛のつるし飾りと、言うならば元気

なプログラムというふうな国のそういう施策に基づいた質問だけしかしてきておりませんが、

今後はぜひ観光面での取り組みもシッカリ勉強をして、提案をさせていただきたいというふ

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します。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、居山議員が提案したのは、この映画でございますよね。一般の町



民も知ってもらいために、一応こういう企画書が一応町に来たということだけ町民の方も知

ってもらいたいと思います。 

  そういう中で大筋でお話ししたとおり、これ、大変すばらしい企画だということは言いま

した。しかしながら、果たしてこれが観光面となるとどうかということは、担当の監督と居

山さんに言ったことは記憶してございます。 

  町としては、大変すばらしい企画ですが、これはやっていきたいんだけれども、あと財政

的な問題がありますもんで、それは十分検討した中でやっていきたいということはそのとき

答弁させていただいた。 

  それで、また今、居山議員が提案した観光協会へのいろいろな意見とか、そういう意見を

聞きまして、いいではないかとなれば、当然財政的なことがかかってきますもんで、これは

議会の皆さんも、いいではないか、やりなさいと言えば、それは町は喜んで一応やらせてい

ただきたいと。いい企画なもんで、それはやっていきたいと考えております。何しろ幅広い

皆さん方の意見を聞いてやっていきたいと考えている。 

  やっぱり金をかけて、費用対効果というのは、なかなか観光の面ですから、出ないですか

ら、私はこれによってまたこの町がＰＲできれば、それはいいことでありますし、そしてま

たこの萩原すげさんというこの人の生き方が、また全国的にわかってもらえば、ああ、この

東伊豆町、またすばらしい人が一人いたんだなということで、またこの東伊豆町がそういう

面で全国的に発信していただければ本当ありがたいと考えておりますので、これは皆さん方

の意見を聞きながらまた検討していきたい、そういうことで今回は御理解願いたいと思いま

す。 

（「ありがとうございました」の声あり） 

○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40分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時２８分 

 

再開 午後 ２時４０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４４号 東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条例につ

いて 

○議長（八代善行君） 日程第２ 議案第44号 東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する

条例についてを議題といたします。 

  町長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44号 東伊豆町税賦課徴収条例の一

部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  静岡県税賦課徴収条例個人県民税の税額控除の対象となる寄付金控除条例の改正に伴い、

東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正を図るものであります。 

  詳細につきましては税務課長から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） 税務課長。 

○税務課長（石原邦彦君） ただいま上程されました議案第44号 東伊豆町税賦課徴収条例

の一部を改正する条例について、朗読をもって御説明させていただきます。 

  東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条例を別紙のよう改めるものとするものでござ

います。 

  恐れ入りますが、１枚おめくりください。 

  東伊豆町条例第 号、平成 年 月 日。 

  東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条例。 

  東伊豆町税賦課徴収条例（昭和37年東伊豆町条例第72号）の一部を次のように改正する。 

  第34条の７第１項に次の３号を加える。 

  （３）所得税法（昭和40年法律第33号）第78条第２項第２号に掲げる寄付金のうち、静

岡県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの。 

  （４）所得税法第78条第２項第３号に掲げる寄付金のうち、静岡県内に主たる事務所を

有する法人に対するもの。 



  （５）租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第41条の18の３の規定により特定寄付金

とみなされる同条の支出金のうち、静岡県内に主たる事務所を有する同条の認定特定非営利

活動法人に対するもの。 

  附則 

  （施行期日） 

  １ この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

  （経過措置） 

  ２ 改正後の東伊豆町税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）第34条の７の規定は、

町民税の所得割の納税義務者が平成21年１月１日以後に支出する同条第１項第３号から第

５号までに掲げる寄付金について適用する。 

  ３ 平成22年度から平成26年度までの各年度の個人の町民税についての新条例第34条の

７の規定に適用については、同条第１項第５号中「対するもの」とあるのは、「対するこの

及び所得税法等の一部を改正する法律（平成20年法律第23号）附則第55条の規定によりな

おその効力を有することとされる同法第８条の規定による改正前の租税特別措置法第41条

の18の２第１項の規定により特定寄付金とみなされる同項の支出金のうち、県内に主たる

事務所を有する同項の特定地域雇用等促進法人に対するもの」とする。 

  ３号から５号までの適用範囲ですが、３号の内容は、財務大臣が指定した寄付金で国公立

大学法人等への寄付金に適用したものです。 

  ４号の内容は、独立行政法人への寄付金、一定の地方独立行政法人への寄付金、自動車安

定運転センター等への寄付金、公益社団法人、公益財団法人への寄付金、特定公益増進法人

の証明を受けた学校法人、準学校法人への寄付金、社会福祉法人への寄付金、更生保護法人

への寄付金に対し適用したものです。 

  ５号の内容は、認定ＮＰＯ法人への寄付金に対し適用したものです。 

  以上、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44号 東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条例についてを採決い

たします。 

  本案は原案のとおり決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４５号 東伊豆町国民健康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３ 議案第45号 東伊豆町国民健康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45号 東伊豆町国民健康保険条例の

一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  健康保険法等の一部が改正され、緊急少子化対策として出産育児一時金の額が引き上げら

れましたので、見直しを図るものであります。 

  詳細につきましては健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（八代善行君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） それでは、ただいま提案されました議案第45号 東伊豆

町国民健康保険条例の一部を改正する条例について、朗読をもって説明させていただきます。 

  ２枚目をお開きください。 

  東伊豆町条例第 号、平成 年 月 日。 

  東伊豆町国民健康保険条例の一部を改正する条例。 

  東伊豆町国民健康保険条例（昭和35年東伊豆町条例第53号）の一部を次のように改正す

る。 

  附則に次の１項を加える。 



  （平成21年10月から平成23年３月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措

置） 

  ３ 被保険者が平成21年10月１日から平成23年３月31日までの間に出産したときに支給

する出産育児一時金についての第６条の規定の適用については、同条第１項中「38万円」

とあるのは、「42万円」とする。 

  附則 

  この条例は、平成21年10月１日から施行する。 

  先ほど町長が提案理由を申し上げましたとおり、緊急少子化対策として出産育児一時金の

額が引き上げられましたので、支給額を42万円とする内容でございます。 

  なお、今回の改正に伴い、医療機関等への直接支払制度が創設されまして、これまで出産

していた世帯へ出産育児一時金の支給をしてまいりましたが、10月１日移行の出産での出

産育児一時金については、直接医療機関等に支払うこととなり、事前に多額の出産費用の準

備をすることがなくなりましたので、御承知願います。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いし

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。 

  10番。 

○１０番（山本鉄太郎君） これは少子化対策という形、平成23年３月31日までというふう

にうたってありまして、これは動かせないでしょうかね、日付を。今、日本の学年制度でや

っていくと、４月１日までが要するに同一学年なんですよね。そういうようなあれは考慮は

しなかったですか。その辺。 

○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） これは国の法令でこのように決められたものですので、そ

のとおりに執行しているということでございますので、御理解を願いたいと思います。 

○議長（八代善行君） 10番。 

○１０番（山本鉄太郎君） この後、少子化の形でこういうのが出てきましたけれども、23

年３月31日以降はどういうふうな見解になるのか、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） 基本的には、もう国がこの２年間と言っております。そういうこと

で、町といたしましては、やっぱり国が２年間やって、それでもう終わりですよというこ



とは…… 

（「１年半」の声あり） 

○町長（太田長八君） １年半ですか。考えられないもんで、自分がやっている限りでは、継

続しながら、このなくなった分、町が負担していきたい、そういうふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（八代善行君） 10番。 

○１０番（山本鉄太郎君） 今、ちょっと答弁があったようでしたが、それだったら、同じ同

一学年の４月１日までやっても私は差し支えないではないかなと思うんですけれども、その

辺は管理者のお考え、どういうふうに考えているか。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には、国の助成を受けるつもりでございます。そういう中で、

国の助成が切れた場合ということで、そしてまた民主党がまた今度は55万円なんて、そう

いうことも言っています。いろいろまた政権がかわったらどうなるかわかりませんもんで、

その辺はまた中央のことを見ながらやっていきたいと考えています。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（八代善行君） 質疑ございませんか。 

（「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45号 東伊豆町国民健康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） 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４６号 東伊豆町国民健康保険高額医療費資金貸付条例の一



部を改正する条例について 

○議長（八代善行君） 日程第４ 議案第46号 東伊豆町国民健康保険高額医療費資金貸付

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46号 東伊豆町国民健康保険高額医

療費資金貸付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。 

  健康保険法施行令等の一部改正により条文の整備を図るものであります。 

  詳細につきましては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） それでは、ただいま提案されました議案第46号 東伊豆

町国民健康保険高額医療費資金貸付条例の一部を改正する条例について、朗読をもって説明

させていたただきます。 

  ２枚目をお開きください。 

  東伊豆町条例第 号、平成 年 月 日。 

  東伊豆町国民健康保険高額医療費資金貸付条例の一部を改正する条例。 

  東伊豆町国民健康保険高額医療費資金貸付条例（平成10年東伊豆町条例第21号）の一部

を次のように改正する。 

  第７条第２項中「第７項」の次に「又は第８項」を加える。 

  附則 

  この条例は、公布の日から施行し、平成21年５月１日から適用する。 

  今回の第８項の追加の改正の内容でございますが、厚生労働大臣が定める公費負担の医療

の対象療養を特定疾患給付対象療養と言いますが、今まで一律の自己負担限度額を適用して

高額療養費の支給をしてきました。今回の改正で、指定の特定疾患給付対象療養が新設され

まして、所得に応じて自己負担限度額が変更となり、高額療養費の支給となりました。この

新設された指定特定疾患給付対象療養についても、第７項同様、高額医療費の貸し付け申し

込みの際には、その旨を町に申し出るということになりましたので、今回、第８項がつくら

れ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。よろしく御審議のほどお願いし

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46号 東伊豆町国民健康保険高額医療費資金貸付条例の一部を改正する

条例について採決いたします。 

  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４７号 財産の取得について 

○議長（八代善行君） 日程第５ 議案第47号 財産の取得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47号 財産の取得について、提案理

由を申し上げます。 

  現在使用の29人乗りマイクロバスにつきましては、購入から20年を経過することとなり、

随所に整備を要する箇所が出てきております。また、京浜方面へはディーゼル車の乗り入れ

規制車に該当するため、限られた範囲での運行となります。この際、経済対策臨時交付金制

度を活用して更新購入し、運行上の安全確保に努めるものでございます。 

  詳細につきましては企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議ください。 

○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47号につきまし

て、朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

  議案第47号 財産の取得について。 

  下記のとおり財産を取得するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第

８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年東伊

豆町条例第83号）第３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。 

記 

  １ 購入する財産及び数量 マイクロバス（29人乗り）１台 

  ２ 契約の方法 指名競争入札 

  ３ 取得金額 1,664万2,500円 

  ４ 契約の相手方 静岡市駿河区国吉田二丁目５－１ 

           静岡日野自動車株式会社 

           代表取締役 樫木博之 

  なお、購入する車種等は、日野自動車製の日野メルファ、ディーゼルエンジンでございま

すが、首都圏等のディーゼル車走行規制に適合しております。 

  車体の色はホワイトでございますが、東伊豆町温泉郷をＰＲするため、ラッピングを施し

ます。 

  さらに、購入費用につきましては、経済対策臨時交付金で取得し、新車購入補助制度によ

る80万円の補助申請も同時に行っております。 

  以上、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。 

  ８番。 

○８番（鈴木 勉君） 今のこの説明の中で、新車の購入の代金の支払いについては、経済対

策の中の補助金を申請していくという、こういう説明でございましたけれども、今、現状の

中で、政権が選挙でもってかわって、今、新しいほうの政党になりましたところから、正式

にはまだ決まってないんですけれども、未執行の分については停止すると、そういう一つの

懸念が出ているわけですよね。そのことは御存じだったと思うが、これが確実に申請が許可

されるかどうか、ちょっとそこら辺が心配なものですから、できれば見解を聞きたいなと思

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） 先般、８月30日の衆議院の総選挙によりまして第一党とな

られました民主党政権が今月中旬には誕生するかと思います。最近の新聞報道を見てみます

と、現政権が立てたもろもろの臨時対策の交付金制度につきましては、現在、審議がされて

いる、検討がされているかと思いますが、もう既に執行済みに係るこのような経済対策の臨

時交付金等につきましては、変更はないかと思われます。 

  当町につきましては、１億4,300万円ほどの交付内示を既に受けております。もろもろの

事業も執行がされてこようかと思います。現在、凍結をすべきかどうかという検討につきま

しては、それぞれの基金を活用した臨時対策の関係につきましては、若干そのようなうわさ

が出ておりますが、それらにつきましては、またこれとは全く性格が違うものでございます

ので、大丈夫だと思います。 

○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47号 財産の取得についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決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６ 議案第４８号 平成２１年度東伊豆町功労者表彰について 

○議長（八代善行君） 日程第６ 議案第48号 平成21年度東伊豆町功労者表彰についてを

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48号 平成21年度東伊豆町功労者表



彰について、提案理由を申し上げます。 

  功労者表彰につきましては、町内の各種団体の皆様から推薦をいただきました表彰候補者

の皆様に関し、平成21年７月26日に東伊豆町表彰審査委員会に諮問し、慎重なる審議をし

ていただき、同日に答申をいただきました。答申は嶋田 稔氏を功労者とする旨の内容でご

ざいました。 

  嶋田氏は、町議会議員として４期16年、町の自治発展に尽力されるとともに、在任中は

正副議長などを歴任し、議会のまとめ役としても御活躍いただきました。また、地区行政員、

ならもと区長として６年間、行政への協力とともに、地域住民の生活向上のため尽力されま

した。さらには、熱川温泉観光協会長、同旅館組合長、町の商工会理事、正副会長等を歴任

され、観光や産業の振興、発展にも寄与していただきました。来る11月３日に東伊豆町功

労者として表彰するものでありますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

  なお、参考までに、本年度有功者として表彰をする方は、故高橋度勝氏でございます。 

  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が、本案件は人事案件ですので、固持にに関

するプライバシー等には十分配慮した中で質疑等をお願い申し上げます。 

  それでは、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  ５番。 

○５番（藤井廣明君） ただいま町長のほうから嶋田 稔さんを功労者表彰をしたいという案

件が上がったわけでございます。 

  この嶋田さん、先ほども町長が区長をなされていたというふうにおっしゃいまして、非常

に立派な方なんではないかというふうに思うわけなんですが、ただ、現在、熱川の住民にお

きましては、風力発電から近いところにおきまして風車の被害が発生しているということが

ございます。それにつきましては、この嶋田さんという方が区長であったときに風力発電の

話をいわば持ってきたわけです。これは平成18年の３月16日付での上申書という形で、風

力発電に同意するので、町長も同意してほしいというような内容でございます。そういった

ことから、町長も議会での答弁で、これは地元から上がってきたもんで、書類が上がってき

たもんで、自分はいいことかなと思ってハンコをついたというふうに私が質問したときに答

弁されました。ですから、そういう意味では、ハンコをついてほしいという形の上申書を持

ってこられて、町長がそれに応じてハンコをつかれた。したがって、いわば現在、非常に町

も認めているとおり、健康被害、非常な大きな問題になっているその風力発電を、現実には



山に今、立って、10基立ったんですが、落雷や今回は強風で落ちて停止している。それで、

今、ブレード交換等においても、皆さん非常に反対の気持ちが強くて、もめているといった、

こういった事情があるわけです。したがって、このように町民、もし万が一再び風車が回る

ようなことがあれば、またまた住民に被害が出ることは明らかで、こういうことを持ってき

たことをもって、町の功労者と言うことができるかどうか。 

  この点に関しては、先ほど山田議員の質問の中で、地元の方に謝りの手紙を出したという

ふうなことが語られておりましたけれども、しかし、それはごく一部、地元の方にだけであ

って、それ以前から苦しんでいた人たち、いわゆる別荘と言われるところに住んでいた人た

ちには何の謝罪の言葉もないし、そのままになっている。こういったことがもし町に対する

功労ということであれば、そういう人たち全員に対して謝罪すべきであるし、風力発電を誘

致してきた、いわば町長にもハンコをつかせるような形の上申書を書かせて、持ってきたと

いうことに関しては、重大な責任があるのではないかと私は考えるわけです。この点が第１

点。 

  それから、氏は、切れ目なく公的な仕事についておるわけですけれども、日本の国民とし

ての三大義務、いわゆる憲法25条で言う教育を受けさせる権利、逆から言えば、子供から

言えば、教育を受ける権利になりますけれども、つまり教育、それから納税、それからもう

一つは勤労でございます。この日本国民の三大義務であるところの納税に関しまして、氏は

脱税ということを犯しまして、これは司直の手にお世話になったという経過は…… 

○議長（八代善行君） ５番議員…… 

○５番（藤井廣明君） 町民の皆さんが知るところであると思います。これは…… 

○議長（八代善行君） 中止してください。 

○５番（藤井廣明君） 軽犯罪法とか、交通違反等で捕まったというもんではなくて…… 

○議長（八代善行君） 中止。 

○５番（藤井廣明君） 国民の三大義務である…… 

○議長（八代善行君） 中止。 

○５番（藤井廣明君） ことに対する違反であるということで…… 

○議長（八代善行君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０５分 

 



再開 午後 ４時２４分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  皆様にお諮りいたします。 

  ただいま議案第48号 平成21年度東伊豆町功労者表彰について審議中ですが、本日はこ

れで散会したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、本日の日程はこれにて散会というこ

とで、よろしくお願いいたします。 

  また、議会運営委員会の委員は、引き続き議会運営委員会を開催いたしますので、よろし

くお願いいたします。 

 

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

 

◎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。 

  どうも御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時２４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） 皆様、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３回定例会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） 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ござい

ます。 

 

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

 

◎議会運営委員長の報告 

○議長（八代善行君） 議事に入ります前に、昨日の５番、藤井議員の発言に対し、議会運営

委員長より発言を求められております。これを許します。 

  13番。 

○１３番（定居利子君） 議会運営委員長より御報告いたします。 

  昨日上程された議案第48号に関して藤井議員の発言に不適切と思われる部分があり、協

議いたしました。 

  議会運営委員会では、藤井議員より根拠となる資料の提供を受けて厳正なる対応が必要と

判断し藤井議員へ資料提供を求めましたが、資料の提供については９月16日まで待ってい

ただきたいとの申し出がありました。議会運営委員会としては、資料の提出をまってからの

審議となりますと、議事を進めることができません。よって、議案第48号は再開して質疑

を打ち切り、総務経済常任委員会に付託して審議をすることとします。 

  また、藤井議員の発言については、会議規則第110号（懲罰動議の提出）の関係から、あ

わせて懲罰特別委員会を設置して対応することにしました。 



  藤井議員の発言について動議を提出しましたので、御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） ただいま議会運営委員長から報告を受けました。 

 

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

 

◎日程第１ 議案第４８号 平成２１年度東伊豆町功労者表彰について 

○議長（八代善行君） これより議事に入ります。 

  日程第１ 議案第48号 平成21年度東伊豆町功労者表彰についてを議題といたします。 

  質疑に入ります前に皆様にお諮りいたします。ただいま審議しております議案第48号に

ついては、これを総務経済常任委員会に付託し、審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。したがって、本案件については総務経済常任

委員会にこれを付託して審査することと決定いたしました。 

  お諮りいたします。ただいま総務経済常任委員会に付託いたしました件につきましては、

会議規則第46条第１項の規定により、来る９月28日までに審査を終え報告するよう期限を

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、総務経済常任委員会において、９月

28日までに審査を終え報告できるよう期限をつけることに決定いたしました。 

 

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

 

◎日程第２ 藤井廣明議員に対する懲罰の件 

○議長（八代善行君） 日程第２ 藤井廣明議員に対する懲罰の件を議題といたします。 

  地方自治法第117条の規定によって、５番、藤井議員の退場を求めます。 

（５番 藤井廣明君退場） 

○議長（八代善行君） 提出者の説明を求めます。 

  13番、定居議員。 



○１３番（定居利子君） それでは報告させていただきます。 

  平成21年９月10日。東伊豆町議会議長八代善行様。提出者、東伊豆町議会議員、定居利

子、賛成者、東伊豆町議会議員、西村弘佐。 

  藤井廣明議員に対する懲罰動議。 

  次の理由により藤井廣明議員に懲罰を科せられたいので、地方自治法第135条第２項及び

会議規則第110条第１項の規定により動議を提出します。 

記 

  理由 

  平成21年９月10日の議案第48号の審議中、他人の私生活にわたり無礼な言葉を使用し、

議会の品位を落とすような発言があったため、地方自治法第132条（品位の保持）及び会議

規則第102条により懲罰を科する必要がある。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（八代善行君） ５番、藤井議員から本件について一身上の弁明をしたいとの申し出が

ありました。これを許す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。５番藤井議員の一身上の弁明を許すことに決

定しました。 

  藤井議員の入場を許します。 

（５番 藤井廣明君入場） 

○議長（八代善行君） 藤井議員、弁明に入る前に注意しておきます。 

  昨日、質疑に入ります前に申し上げたとおり、個人に関するプライバシーには十分配慮し

てください。 

  ５番、藤井議員に一身上の弁明を許します。 

  ５番、藤井議員。 

○５番（藤井廣明君） 昨日、議案第48号として上程されたこの町における表彰制度、それ

から、推薦されたとする方に対して、私自身は、この方が現在進行形で風車問題等をこの町

に持ってきた一番の大もとの方ではないかということと、もう一点は、その方が過去にどう

いったことがあるのかについて功罪相半ばするのではないかという思いで、これは功の部分

だけで審査していいのかどうか。議会に審査を付託された以上は、これは功の部分と功罪の

罪の部分と合わせ審査しなければ実際の審査の意味がないという思いで発言いたしました。



ついては、皆さんは幾多の海外からの研究者が指摘しているように、日本は恥の文化、恥を

知るということが人間にとっての基本というふうになっているかと思います。その中で、よ

もやこのようなところで町の功労者というふうな形で名前が挙がってくるというふうに私は

思っておりませんでした。にもかかわらず、今回こういったところに名前が挙がってくると

いうことにしては、私は驚きの念を持ってこれを迎えました。 

  昨日、私が発言…… 

○議長（八代善行君） 藤井議員、発言を停止してください。 

（「議長、議案に対する見解を聞いているわけじゃないんですよ、弁明

というのは懲罰の動議が出された、そのことに対して彼が説明するべ

き話であって、議案に対して再度こういう見解を述べるということは

慎むべき問題だと思います」の声あり） 

○議長（八代善行君） 藤井議員の弁明を終わります。 

  藤井議員の退場を求めます。 

（５番 藤井廣明君退場） 

○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。 

  お諮りいたします。懲罰の議決については、会議規則第111条の規定によって委員会の付

託を省略することができないことになっております。 

  本件につきましては、６人の委員で構成する懲罰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。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、本件については６人の委員で構

成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

  お諮りします。ただいま設置されました懲罰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に指名したいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。したがって、懲罰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。 



  お諮りいたします。ただいま懲罰特別委員会に付託しました件につきましては、会議規則

第46条第１項の規定により、来る９月28日までに審査を終え報告す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、懲罰特別委員会において９月28日

までに審査を終え報告できるよう期限をつけることに決しました。 

  ５番、藤井議員の入場を許します。 

（５番 藤井明君入場） 

 

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

 

◎日程第３ 議案第４９号 平成２１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３ 議案第49号 平成21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） おはようございます。 

  議案第49号 平成21年度東伊豆町一般会計補正予算（第４号）について提案理由を申し

上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に１億1,528万1,000円を追加いたしまし

て、歳入歳出予算の総額を47億5,469万9,000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、既に算定事務が完了し交付額が決定いたしました普通

交付税の増額措置と地方特定道路整備事業及び幼小中学校大規模改造事業にかかわる町債、

さらに国庫支出金においては、子育て応援特別手当交付金及び参議院議員補欠選挙委託金等

を計上させていただきました。また、寄付金につきましては、３件の浄財が寄せられました

のでそれぞれの目的に沿って活用させていただくことにいたしました。 

  次に、歳出の主な内容を申し上げますと、湯ケ岡赤川線改良工事費及び測量設計業務委託

料、国の１次補正予算に伴う地域活性化公共投資臨時交付金の対象事業として実施する幼小

中学校大規模改造事業にかかわる設計監理業務委託料、さらに子育て応援特別手当や森林整



備加速化林業再生事業委託料等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、財政調整基金への繰り戻しをさせていただきましたので、御

理解をお願いいたします。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（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49号 平成

21年度東伊豆町一般会計補正予算（第４号）について概要を説明させていただきます。 

  平成21年度東伊豆町の一般会計補正予算（第４号）は次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億1,528万1,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47億5,469万9,000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。 

  （地方債の補正） 

  第２条 既定の地方債の変更は、「第２表地方債補正」によります。 

  恐れ入りますが、８ページ、９ページをお開きください。 

  ２歳入の主な内容について説明いたします。 

  ２款地方譲与税、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972万

6,000円を減額し527万4,000円といたします。１節地方道路譲与税、細節１地方道路譲与税

972万6,000円の減は、道路特定財源の一般の財源化により、名称が地方揮発油譲与税に変

更になったことによる減額措置でございます。 

  ３項地方揮発油譲与税、１目地方揮発油譲与税、補正前の金額に972万6,000円を追加し

972万6,000円といたします。１節地方揮発油譲与税、細節１地方揮発油譲与税972万6,000

円につきましては、ただいま申し上げましたとおり、名称変更に伴う地方道路譲与税からの

振りかえによる調整内容でございます。 

  10款地方特例交付金、３項減収補てん特例交付金、１目減収補てん特例交付金、補正前

の金額に641万7,000円を追加し1,041万7,000円といたします。１節減収補てん特例交付金、

細節１減収補てん特例交付金641万7,000円の増は、交付税の本算定により自動車取得税の

減収補てんが新設され、増額となるものでございます。 



  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5,563万7,000円を

追加し７億7,563万7,000円といたします。１節地方交付税、細節１普通交付税5,563万

7,000円の増は交付税の本算定による確定に伴う増でありまして、主な要因といたしまして

は、基準財政収入額では固定資産税の評価替えに伴う減や町民税所得割及び法人税割の減、

さらに自動車取得税交付金の減でございます。また、基準財政需要額につきましては、新た

に地域雇用創出推進費が創設されたことや高齢者保健福祉費の65歳以上の人口及び75歳以

上の人口の増に伴う増額等が主な要因でございます。 

  恐れ入りますが、10ページ、11ページをごらん願います。 

  15款国庫支出金、２項国庫補助金、１目衛生費国庫補助金、補正前の金額に260万3,000

円を追加し1,261万9,000円といたします。１節保健衛生費補助金、細節４女性特有のがん

検診推進事業補助金260万3,000円は、国からの全額補助を受けて、一定の年齢に達した女

性に対し子宮がん及び乳がん検診の無料クーポンを配布するとともに、検診手帳を交付する

ことにより検診の受診率の向上を図る内容でございます。 

  ２目農林水産業費国庫補助金、補正前の金額に216万3,000円を追加し455万3,000円とい

たします。１節農業費補助金、細節２強い農業づくり交付金等事業補助金216万3,000円の

増は、中山間事業造成地内でミカン改植事業を実施しております入谷地区かんきつ植栽組合

へ補助する内容でございます。 

  ４目教育費国庫補助金、補正前の金額に369万5,000円を追加し4,629万6,000円といたし

ます。２節安全安心な学校づくり交付金、細節１安全安心な学校づくり交付金369万

5,000円の増は、当初予算で計上済みの稲取小学校運動場改良工事における夜間照明施設整

備に対して、今回国の補助金内示を受け予算措置する内容でございます。 

  ６目民生費国庫補助金、補正前の金額に1,012万7,000円を追加し、1,165万8,000円とい

たします。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946万8,000円及び細

節２子育て応援特別手当事務取扱交付金65万9,000円につきましては、本年度の国の１次補

正により支給対象者の拡大に伴う内容でございます。 

  恐れ入りますが、12ページ、13ページをごらん願います。 

  ３項委託金、１目総務費委託金、補正前の金額に786万円を追加し1,725万1,000円といた

します。２節選挙費委託金、細節４参議院議員補欠選挙委託金754万5,000円につきまして

は、来る10月25日執行の参議院議員補欠選挙に伴う委託金を計上する内容でございます。 

  16款県支出金、２項県補助金、４目農業水産業費県補助金、補正前の金額に750万円を追



加し970万円といたします。４節林業費補助金、細節２森林整備加速化林業再生事業補助

金750万円につきましては、森林整備の加速と林業等の地域産業の再生を目的として国の１

次補正により創設された内容でございまして、本年から平成23年度までの期間にわたり実

施することとなり、今回は太田財産区の区有林を事業対象とする内容でございます。 

  恐れ入りますが、16ページ、17ページをごらん願います。 

  17款財産収入、２項財産売払収入、１目不動産売払収入、補正前の金額から122万1,000

円を減額し4,508万6,000円といたします。１節土地売払収入、細節１土地売払収入122万

1,000円の減につきましては、稲取港線拡幅に伴う稲取小学校グラウンド部分の土地売払代

金確定に伴う減額措置でございます。 

  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13万5,000円を追加し14万

8,000円といたします。１節社会福祉費寄付金、細節１社会福祉費寄付金13万5,000円の増

につきましては、稲取ベルフィオーレ様から２万円、伊豆ヘルスケア様から１万5,000円、

稲取田町在住の鈴木 憲様から10万円をそれぞれいただきました御浄財でございます。 

  19款繰入金、２項特別会計繰入金、３目介護保険特別会計繰入金、補正前の金額に203万

6,000円を追加し203万6,000円といたします。１節介護保険特別会計繰入金、細節１介護保

険特別会計繰入金203万6,000円につきましては、20年度決算確定に伴う一般会計への繰り

戻し金でございます。 

  ３項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、補正前の金額から4,960万円を減額し670万

円といたします。１節財政調整基金繰入金、細節１財政調整基金繰入金4,960万円の減は、

今回の補正におきまして、歳入予算及び歳出予算調整により余剰財源が生じたために繰り戻

し措置をいたしたものの内容でございます。 

  18ページ、19ページをごらん願います。 

  21款諸収入、４項雑入、２目雑入、補正前の金額から80万1,000円を減額し１億3,304万

円といたします。９節雑入、細節19グリーンバンク事業助成金446万4,000円の減につきま

しては、助成金の確定に伴う調整内容でございます。細節37残地補償費267万7,000円につ

きましては、稲取港線拡幅に伴う残地補償費の確定に伴う補正措置でございます。 

  22款町債、１項町債、２目土木債、補正前の金額に2,740万円を追加し4,560万円といた

します。１節地方特定道路整備事業債、細節１地方特定道路整備事業2,740万円の増は、湯

ケ岡赤川線改良事業の事業費増に伴う起債の増額措置でございます。 

  14目教育債、補正前の金額に4,000万円を追加し4,000万円といたします。１節幼稚園債、



細節１幼稚園大規模改造事業140万円、３節小学校債、細節２小学校大規模改造事業1,960

万円、４節中学校債、細節１中学校大規模改造事業1,900万円に至るまでは、国の１次補正

に伴い、地域活性化公共投資臨時交付金の対象事業として実施する大規模改造事業に係る

起債を計上するものでございます。 

  恐れ入りますが、22ページ、23ページをごらん願います。 

  次に、３歳出について主なものを説明いたします。 

  今回の補正予算に関する人件費につきましては、本年４月の職員人事異動の内容及び人事

院勧告に伴う６月分の期末勤勉手当の引き下げ等全般的な調整をさせていただきましたの

で、御理解をお願いいたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、10目自治振興費、補正前の金額に155万5,000円を追加し

3,727万円といたします。５安全で安心なまちづくり推進事業、11節需用費、細節５修繕料

155万5,000円の増は、街路灯修繕の単価の引き上げに伴う増額措置でございます。 

  24ページ、25ページをごらん願います。 

  ２項徴税費、１目税務総務費、補正前の金額に58万1,000円を追加し、9,518万4,000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１町税過誤納還付金100万

円の増は、還付見込み額の増による調整内容でございます。 

  ４項選挙費、12目参議院議員補欠選挙費、補正前の金額に754万5,000円を追加し754万

5,000円といたします。１参議院議員補欠選挙費754万5,000円につきましては、10月25日に

執行される参議院議員の補欠選挙に係る選挙費用でございます。 

  28ページ、29ページをごらん願います。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、３目老人福祉費、補正前の金額に441万6,000円を追加し

２億2,980万1,000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353万6,000円は、介護老人ホームへの入所者３名分の増額措置でございま

す。 

  30ページ、31ページをごらん願います。 

  ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、補正前の金額に1,027万5,000円を追加し１億

2,677万8,000円といたします。10子育て応援特別手当交付事業1,012万7,000円につきまし

ては、国の１次補正に基づく措置であり、小学校就学前３年間に属する子供すべてが支給対

象として追加されたことに伴う補正措置でございます。 

  恐れ入りますが、32ページ、33ページをごらん願います。 



  ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、補正前の金額に598万1,000円を追

加し8,082万6,000円といたします。１保健衛生総務管理事業88万3,000円の増は保健福祉セ

ンター職員が産休取得不足のため臨時職員１名を雇い入れるものでございます。 

  34ページ、35ページをごらん願います。 

  ５目保健事業費、補正前の金額に260万3,000円を追加し、1,945万5,000円といたします。

１成人健康診査相談事業260万3,000円の増につきましては、国から全額補助を受けて一

定の年齢に達した女性に対し、子宮がん及び乳がん検診の無料クーポンを配布するとともに、

検診手帳を交付することにより検診の受診率の向上を図る内容でございます。 

  ７目保健福祉センター費、補正前の金額から521万7,000円を減額し2,734万3,000円と

いたします。１保健福祉センター維持管理事業、18節備品購入費、細節１庁用備品117万

8,000円の増は、保健福祉センター用軽自動車を老朽化に伴い買いかえる内容でございます。 

  38ページ、39ページをごらん願います。 

  ５款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費、補正前の金額に304万1,000円を追加

し1,457万8,000円といたします。１農業振興事業、19節負担金補助及び交付金、細節17強

い農業づくり交付金等事業補助金216万3,000円につきましては、国からの補助を受け、中

山間事業造成地内でミカン改植事業を実施しております入谷地区かんきつ植栽組合へ補助す

る内容でございます。 

  ５目農地費、補正前の金額に143万5,000円を追加し893万9,000円といたします。１中山

間地域総合整備事業、19節負担金補助及び交付金、細節３県単独農業農村整備調査費負担

金100万円につきましては、中山間地域総合整備事業の第２期調査費として計上する内容で

ございます。 

  ２項林業費、１目林業振興費、補正前の金額から436万4,000円を減額し1,360万6,000円

といたします。３街の森づくり事業、15節工事請負費、細節１花と緑の景観づくり事業ク

ロカンコース植栽事業費436万4,000円の減につきましては、グリーンバンク事業助成金交

付確定に基づく調整内容でございます。 

  40ページ、41ページをごらん願います。 

  ４目造林事業費、補正前の金額に760万円を追加し760万円といたします。１森林整備加

速化林業再生事業、13節委託料、細節１森林整備加速化林業再生事業委託料760万円に

つきましては、平成23年度までの３カ年にわたり森林の間伐を実施するものであり、今回

は太田財産区区有林を事業対象といたします。 



  ６款商工費、１項商工費、２目商工振興費、補正前の金額に170万円を追加し5,169万

8,000円といたします。１商工振興事業、19節負担金補助及び交付金、細節３リフォーム振

興事業補助金150万円の増は、これまでの実績と今後の見込み額を推定し増額する内容でご

ざいます。 

  44ページ、45ページをごらん願います。 

  ７款土木費、２項道路橋りょう費、３目道路新設改良費、補正前の金額に3,271万8,000

円を追加し１億6,774万円といたします。１道路新設改良事業、13節委託料、細節２湯ケ岡

赤川線測量設計業務委託料2,250万円につきましては、奈良本工区終了により次年度から実

施予定の大川工区への測量設計業務を委託する内容でございます。15節工事請負費、細節

１湯ケ岡赤川線改良工事800万円は、事業費の増に伴い増額措置をするものでございます。

22節補償補填及び賠償金、細節２残地補償費267万7,000円は、稲取港線拡幅に伴い県から

の残地補償費補てん分を計上する内容でございます。 

  46ページ、47ページをごらん願います。 

  ７款土木費、５項住宅費、１目住宅管理費、補正前の金額に111万5,000円を追加し276万

1,000円といたします。１町営住宅維持管理事業、17節公有財産購入費、細節１用地取得費

80万円につきましては、白田川町営住宅駐車場用地において、これまで地主さんの好意に

より無償でお借りしておりました土地41.9平方メートルにつきまして、今回新たに購入す

る内容でございます。 

  ８款消防費、１項消防費、２目非常備消防費、補正前の金額に124万5,000円を追加し

4,774万円といたします。１非常備消防事務事業、１節報酬、細節６出動報酬108万円の増

は、現在までの実績と今後の出動予定額を見込み、増額補正する内容でございます。 

  48、49ページをごらん願います。 

  ９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、補正前の金額に24万4,000円を追加し１億

1,774万3,000円といたします。１教育委員会事務局運営事業、７節賃金、細節１雇人料101

万4,000円につきましては、技術系臨時職員１名を雇い入れることによる増額補正でありま

す。 

  50ページをごらん願います。 

  ２項小学校費、１目学校管理費、補正前の金額に188万3,000円を追加し9,174万8,000円

といたします。２小学校施設維持補修事業、11節需用費、細節５修繕料130万円の増は、各

学校施設における受電設備及び照明設備等の修繕のための増額措置であります。 



  ３目学校建設費、補正前の金額に2,010万円を追加し2,810万円といたします。５小学校

大規模改造事業、13節委託料、細節１小学校大規模改造工事設計監理業務委託料1,960万円

につきましては、国の１次補正に基づき、地域活性化公共投資臨時交付金の対象事業とし

て太陽光発電の導入単価、大規模改造事業の設計監理業務委託料を計上するものでございま

す。 

  ３項中学校費、１目学校管理費、補正前の金額から105万4,000円を減額し2,568万3,000

円といたします。９校舎放送設備改修事業、18節備品購入費、細節１放送設備用備品100万

円の減は、地域活性化経済危機対策臨時交付金の対象事業であり、備品購入費の100万円

を減額し、小学校費及び幼稚園費へ振りかえる内容でございます。 

  52ページ、53ページをごらん願います。 

  ３目学校建設費、補正前の金額に1,900万円を追加し、1,900万円といたします。２中学

校大規模改良事業、13節委託料、細節１中学校大規模改良工事設計監理業務委託料1,900万

円は、さきにも触れましたとおり、国の１次補正に基づき地域活性化公共投資臨時交付金

の対象事業として、太陽光発電の導入単価、大規模改良事業の設計監理業務委託料を計上す

る内容でございます。 

  ４項幼稚園費、２目幼稚園建設費、補正前の金額に140万円を追加し140万円といたしま

す。２幼稚園大規模改造事業、13節委託料、細節１稲取幼稚園大規模改造工事設計監理業

務委託料140万円につきましては、先ほどと同様に大規模改造工事を稲取幼稚園で実施する

内容でございます。 

  恐れ入りますが、５ページへお戻りください。 

  第２表地方債の補正でありますが、今回の補正予算（第４号）におきましては、地方道路

等整備事業の土木債では事業費の増により2,740万円の増、大規模改造事業の教育債では、

事業採択に伴い幼稚園債に140万円、小学校債に1,960万円、中学校債に1,900万円を今回新

たに計上する内容でございます。 

  なお、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでありますので、御確認願います。 

  ６ページ、７ページをごらん願います。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で、ただいま説明いたしました内容を総括してございます。 

  まず、歳入ですが、補正前の額46億3,941万8,000円に１億1,528万1,000円を追加いたし

まして、47億5,469万9,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額46億3,941万8,000円に１億1,528万1,000円を追加いたし



まして47億5,469万9,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国からの支出金は3,339万8,000円、地方債

が6,740万円、その他財源が19万7,000円の減、一般財源が1,468万円といたします。 

  以上、簡単でございましたが、内容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） 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49号 平成21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５０号 平成２１年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号） 

○議長（八代善行君） 日程第４ 議案第50号 平成21年度東伊豆町国民健康保険特別会計

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50号 平成21年度東伊豆町国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に3,033万9,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ21億7,814万6,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では介護報酬改定による介護従事者の処遇改善がされ、



それに伴い介護納付金の負担が増加するため、その増加分を抑制するための交付金と退職者

医療交付金の決定による増額でございます。 

  歳出では、平成20年度退職被保険者等療養給付費交付金の実績による精算返還金でござ

います。 

  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50号 平成21年度東伊豆

町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について概要を説明いたします。 

  平成21年度東伊豆町の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

によります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,033万9,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億7,814万6,000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。 

  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、２項国庫補助金、３目介護従事者処遇改善臨時特例交付金、補正前の金

額に181万7,000円を追加し181万7,000円といたします。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181万7,000円の増は、介護報酬改定に

より介護従事者の処遇の改善がなされ、それに伴い介護給付費が伸び、そのことにより介護

利用被保険者の納付する介護納付金の負担の増加が見込まれ、介護納付金の負担の増加分を

抑制するため国が交付するものでございます。 

  ４目出産育児一時金補助金、補正前の金額に14万円を追加し14万円といたします。１節

出産育児一時金補助金、細節１出産育児一時金補助金14万円の増は、国の少子化対策とし

て現行の出産育児一時金38万円が、平成21年10月１日から平成23年３月31日までに出産し

た場合、４万円が引き上げられ42万円の支給となります。この４万円のうち２万円は国庫

の補助となりますので、平成21年10月１日から平成22年３月31日の間の出産見込みを母子

手帳等により試算し、見込んで補正するものでございます。 



  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

2,420万6,000円を追加し8,256万5,000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2,420万6,000円の増は、退職医療交付金の決定による増額でござい

ます。 

  11款諸収入、３項雑入、３目一般被保険者返納金、補正前の金額に407万8,000円を追加

し407万9,000円といたします。１節一般被保険者返納金、細節１一般被保険者返納金407万

8,000円の増は、労災認定による療養給付費保険者負担分の返納金でございます。 

  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。 

  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、補正前の金額に195万

1,000円を追加し11億8,701万5,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１一

般被保険者療養給付費保険者負担金195万1,000円の増は、労災認定により療養給付費の返

還がございますので、その一部を充当し調整を図ったものでございます。 

  11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金、補正前の金額に2,828万8,000

円を追加し2,829万1,000円といたします。23節償還金利子及び割引料、細節２退職被保険

者等療養給付費交付金精算返還金2,828万8,000円の増は、平成20年度の退職被保険者等療

養給付費交付金の実績による精算返還金でございます。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページにお戻りください。 

  ただいま説明を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21億4,780万7,000円に3,033万9,000円を追加いたしまして、21億7,814万

6,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の金額21億4,780万7,000円に3,033万9,000円を追加いたしま

して、21億7,814万6,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国庫支出金205万5,000円、その他財源2,420

万6,000円、一般財源407万8,000円といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願

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50号 平成21年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（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５ 議案第５１号 平成２１年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算

（第１号） 

○議長（八代善行君） 日程第５ 議案第51号 平成21年度東伊豆町介護保険特別会計補正

予算（第１号）を議題といたします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 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51号 平成21年度東伊豆町介護保険

特別会計補正予算（第１号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に1,752万1,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ11億7,366万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、国と県の介護給付費過年度精算分負担金と前年度

繰越金等の増額補正をいたします。 

  歳出につきましては、繰越金等の一部を基金に積み立てし、平成20年度の精算による国

庫負担金等の過年度返還金を増額補正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 勇君登壇） 

○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51号 平成21年度東伊

豆町介護保険特別会計補正予算（第１号）について概要を説明させていただきます。 

  平成21年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,752万1,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億7,366万円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  歳入では、国庫支出金の過年度分の精算分及び前年度繰越金の資金等の増額補正を行いま

す。 

  歳出では、基金積立金及び国庫支出金等の精算による過年度分返還金等の増額及び人事院

勧告等による包括支援センターの職員の人件費について補正するものでございます。 

  恐れ入りますが、５ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明いたします。 

  ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、補正前の金額に187万7,000

円を追加し２億260万円といたします。２節過年度分負担金、細節１介護給付費過年度精算

分負担金の187万7,000円の増は、前年度の介護給付費負担金の不足分を精算するものです。 

  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140万3,000円を

追加し１億6,016万9,000円といたします。２節過年度分負担金、細節１介護給付費過年度

精算分負担金140万3,000円の増は、前年度の介護給付費負担金を精算し、不足分を受け入

れるものです。 

  ７ページ、８ページをごらんください。 

  ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正前の額に1,446万円を追加し1,646万円とい

たします。１節繰越金、細節１前年度繰越金1,446万円の増は、平成20年度の歳入歳出を精

算した結果、1,646万919円繰り越しとなり、当初予算計上分の200万を差し引いた金額を計

上するものです。 

  ９ページ、10ページをごらんください。 

  ３歳出について。 



  ４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護保険給付費準備基金積立金、補正前の金額に

1,078万円を追加し2,028万3,000円といたします。25節積立金、細節１介護保険給付費準備

基金積立金1,078万円の増は、繰越金1,446万円から過年度分返還金706万7,000円差し引い

た残額に、人件費の過年度精算分328万円と地域支援事業補正額の保険料分８万3,000円、

延滞金等を加えた1,078万円を増額補正するものです。 

  11ページ、12ページをごらんください。 

  ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金に補正額706万7,000円を追加い

たします。23節償還金利子及び割引料706万7,000円の内容は、平成20年度介護給付費地域

支援事業及び事務費の確定に伴い精算するもので、介護給付費については、細節３支払基金

介護給付費交付金過年度分返還金161万2,000円、細節４一般会計介護給付費繰入金過年度

分返還金138万4,000円を精算、返還いたします。地域支援事業については、細節５国庫地

域支援事業交付金過年度分返還金55万円、細節６県地域支援事業交付金過年度分返還金27

万5,000円、細節７支払基金地域支援事業支援交付金過年度分返還金259万円、細節８一般

会計地域支援事業繰入金過年度分返還金10万5,000円を精算、返還いたします。事務費につ

いては、細節９一般会計事務費繰入金過年度分返還金54万7,000円を返還いたします。 

  ３ページにお戻りください。 

  ただいま説明をいたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してございます。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。 

  補正前の額11億5,613万9,000円に1,752万1,000円を追加いたしまして、11億7,366万円と

いたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額11億5,613万9,000円に1,752万1,000円を追加いたしまし

て、11億7,366万円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳でございますが、特定財源は国県支出金が25万円減、一般財源

は1,777万1,000円といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願

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51号 平成21年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（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６ 議案第５２号 平成２１年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予

算（第１号） 

○議長（八代善行君） 日程第６ 議案第52号 平成21年度東伊豆町風力発電事業特別会計

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） ただいま上程されました議案第52号 平成21年度東伊豆町風力発電

事業特別会計補正予算（第１号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に９万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

4,974万円とするものでございます。 

  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52号 平成21年

度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第１号）について概要を報告させていただきま

す。 

  平成21年度東伊豆町の風力発電事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

によります。 

  （歳入歳出予算の補正） 



  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ4,974万円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入ります。１ページ、２ページをお開きいただきたいと思います。 

  今回の補正内容の概要につきまして御説明させていただきます。 

  まず、歳入につきましては、２款繰入金、１項基金繰入金、既定の予算額から195万

1,000円を減額いたしまして、補正後の額を４万9,000円といたします。 

  次に、３款の繰越金につきましては、１項繰越金、既定の額に204万1,000円を加えまし

て、254万1,000円といたす内容でございます。これにつきましては、決算の確定に伴う剰

余金を繰越措置した関係で、歳入の財源更正を図ったものでございます。 

  続きまして、歳出につきましては、１款電気事業費、２項風力発電事業費の既定の額に９

万円を加えさせていただいて、補正後の額を2,235万3,000円といたす内容でございます。 

  簡単ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議ください。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（「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52号 平成21年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（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５３号 平成２１年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第１

号） 



○議長（八代善行君） 日程第７ 議案第53号 平成21年度東伊豆町水道事業会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

  町長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53号 平成21年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第１号）

について提案理由を申し上げます。 

  水道使用料は景気動向及び料金改定後の使用控えに加え、長引いた梅雨、さらに８月11

日未明の地震、台風９号による影響など懸念材料が増加している状況ですが、現時点で今後

の動向を推測することは難しいため、補正は見送り措置とさせていただきましたので、支出

予算のみの補正となっております。 

  収益的支出の水道事業費用に581万9,000円を追加し、資本的支出では建設改良費に750万

円を追加しました。 

  主な補正内容を申し上げます。 

  ４月の人事異動及び６月期の期末勤勉手当の支給減による調整を全体的に措置いたした

ほか、白田浄水場の自動制御不良の復旧費、今後の施設修繕費などを措置させていただきま

した。また、建設改良費では、熱川系送水管の白田川河床横断区間及び民有地が同管路とな

っている区間のルート変更を計画いたしました。布設後40年余りを経過し、経年劣化によ

り以前河川内で漏水したこともあり、再発を懸念しておりました。最近になり管路の土地所

有者より、数年後に管路付近に建物建設計画があるため送水管を移設してほしいとの要望が

ありましたので、この際送水管のルートを町道湯ケ岡赤川線に変更することといたしました。

発注済み工事に予想以上の不用額発生がありましたので、活用させていただくこととし、不

足する工事費を補正いたしましたので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  今年度は、施工に問題のない片瀬川を予定し、来年度予定の湯ケ岡赤川橋を利用した白田

川横断計画に伴う橋梁への過重負荷検討委託費を計上させていただき、来年度の完成を予定

しております。 

  詳細につきましては水道課長より説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 水道課長。 

○水道課長（吉野竹男君） それでは、ただいま提案されました水道事業会計補正予算案につ

きまして説明をさせていただきます。 



  議案第53号 平成21年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第１号）。 

  （総則） 

  第１条 平成21年度東伊豆町水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

によります。 

  （収益的収入及び支出） 

  第２条 平成21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いたします。 

  （科目） 

  第１項水道事業費用、既決予定額４億6,619万3,000円に581万9,000円を補正いたしまし

て、４億7,201万2,000円といたします。 

  第１項営業費用、既決予定額４億967万7,000円に581万9,000円を補正いたしまして、４

億1,549万6,000円といたします。 

  （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

「169,209千円」を「176,709千円」に、過年度分損益勘定留保資金「169,209千円」を

「157,006千円」に改め、「減債積立金10,000千円」の次に、「過年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額2,203千円」を加え、資本的支出の予定額を次のとおり補正いたしま

す。 

  支出。 

  （科目） 

  第１款資本的支出、既決予定額１億6,921万1,000円に750万円を補正させていただきまし

て、１億7,671万1,000円といたします。 

  第１項建設改良費、既決予定額9,115万5,000円に750万円を補正いたしまして、9,865万

5,000円といたします。 

  ２ページをお開きください。 

  （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ます。 

  （科目） 

  （１）職員給与費、既決予定額9,032万円から203万7,000円を減額し､8,828万3,000円と

いたします。 



  ３ページに補正予算実施計画を示してございますが、参考資料のほうで説明をさせていた

だきたいと思いますので、７ページのほうをお開きください。 

  第１款水道事業費用の既決予定額４億6,619万3,000円に581万9,000円を追加し、補正後

の予算額を４億7,201万2,000円といたしました。 

  １項営業費用に581万9,000円を追加し、補正後の予算額を４億1,549万6,000円といたし

ました。 

  全般的に４月の人事異動及び６月期の期末勤勉手当の調整をさせていただきましたので、

全体で203万7,000円の減額となっておりますが、人件費以外の主な補正内容について申し

上げます。 

  １目原水及び浄水費の19節修繕費350万円は、白田浄水場の自動制御を直したため復旧費

を措置いたしました。 

  次に、２目配水及び給水費で、修繕の増加により、今後の施設維持補修費として19節修

繕費に400万円を措置させていただきました。 

  次に、資本的収入及び支出ですが、収入については補正事項がありませんので、支出につ

いて説明させていただきます。 

  １款資本的支出の既決予定額１億6,921万1,000円に750万円を追加し、補正後の予算額を

１億7,671万1,000円といたします。 

  １項建設改良費750万円を追加し、9,865万5,000円といたしたものであります。 

  ３目配水及び給水施設整備費の29節工事請負費に600万円を追加措置し、熱川系送水管の

白田川河床横断区間及び流入地が管路となっている区間について、橋梁へのルート変更を計

画いたしました。 

  参考資料として地図を添付させていただきましたので、若干説明をさせていただきたいと

思います。 

  既設の熱川系配水管は、地図のマーカーで示しましたように稲取系との分岐点から白田川

に入りまして、川底を横断し片瀬川に入り、民有地を管路として、表示はございませんが、

小さな橋があると思うんですが、赤川橋に至り、その後は町道内を管路として赤川配水池に

送水をしてございます。この送水管は、既設後40年余りを経過し、白田川の中で漏水が発

生した経過もあり、老朽化懸念をいたしておりました。最近になりまして管路となっている

民有地の所有者より、管路付近を含む場所に建物の建設計画があるので送水管を移設してほ

しいとの話がございました。送水管は、450ミリ等口径の不足、老朽路等から河川内あるい



は予定されている建物建設の区間で漏水が発生したときの状況を考えますと、この際早急に

ルートを変更すべきと思い、計画をいたしたものでございます。 

  新しいルートにつきましては、地図に全体を示しますと複雑な表示となりましたので、平

成21年度の施工区間として、青いマーカーで示した片瀬川の熱川橋から湯ケ岡赤川橋区間

と、来年度予定の湯ケ岡赤川橋を利用した白田川横断、その先の赤道を経由し送水分岐点に

至る約500メートルの区間でございます。 

  今年度の事業費は1,600万程度を予定いたしておりましたが、当初予算で予定した工事の

ほぼ発注を完了し不用額が見込めますので、その不用額を活用させていただくこととし、不

足する600万円を追加補正させていただきました。 

  なお、５目調査費に来年度予定の湯ケ岡赤川橋を利用した白田川の横断計画に伴う橋梁へ

の過重負荷検討を委託するため、150万円も措置させていただきました。 

  以上、簡単ですが説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（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53号 平成21年度東伊豆町水道事業会計補正予算（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。 

  この際、10時45分まで休憩します。 

 

休憩 午前１０時３７分 

 

再開 午前１０時４５分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 



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

 

◎日程第８ 報告第１号 平成２０年度東伊豆町健全化判断比率の報告について 

◎日程第９ 報告第２号 平成２０年度東伊豆町資金不足比率の報告について 

○議長（八代善行君） 日程第８ 報告第１号 平成20年度東伊豆町健全化判断比率の報告

について、日程第９ 報告第２号 平成20年度東伊豆町資金不足比率の報告についてを一

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） 報告第１号 平成20年度東伊豆町健全化判断比率及び報告第２号 

平成20年度東伊豆町資金不足比率の報告について提案理由を申し上げます。 

  本案につきましては、平成20年度決算における東伊豆町の健全化判断比率及び資金不足

比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律第３条第１項及び第22条第１項の規定に基づき、東伊豆町監査委員の審査に付し、

その意見をつけて議会に報告するものであります。 

  なお、内容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報告第１号 平成

20年度東伊豆町健全化判断比率及び報告第２号 平成20年度東伊豆町資金不足比率の報告

について御説明申し上げます。 

  今回報告いたします健全化判断比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律第３条第１項の規定によりまして、また、資金不足比率の報告につきましては第22

条第１項の規定によりまして、監査委員の意見をつけて平成20年度決算における各比率を

報告する内容でございます。 

  それでは最初に、平成20年度決算における当町の健全化判断比率について御説明いたし

ます。 

  健全化判断比率につきましては、４つの判断比率がございます。 

  まず１つ目の実質赤字比率につきましては、一般会計等の実質赤字額の標準財政規模に対



する指数となっておりまして、財政健全化法で規定する一般会計等には当町の一般会計のみ

が対象となりまして、実質収支額が黒字となっておりまして赤字がございませんため算出さ

れておりませんので、記載してありません。 

  財政健全化計画策定の基準となります早期健全化基準につきましては、標準財政規模に応

じて算定され、当町では15％となります。 

  ２つ目の連結実質赤字比率につきましては、すべての会計の赤字額と黒字額を合算した連

結赤字額の標準財政規模に対する比率となっておりまして、連結実質赤字比率につきまして

は、当町の全会計の合計が黒字になっておりまして連結赤字額がございませんため、こちら

も数字はそこに算出されておりません。早期健全化基準につきましては、実質赤字比率にお

ける早期健全化基準に５％を加えた20％となっております。 

  ３つ目の実質公債費比率につきましては、14.1％でございます。 

  実質公債費比率といいますのは、一般会計等が負担する元利償還金が元利償還に準じた支

出の標準財政規模に対する比率となっておりまして、算定におきましては償還が充当できま

す財源や基準財政需要額算入分を差し引いて算出しております。早期健全化基準につきまし

ては、25％と定められております。 

  ４つ目の将来負担比率につきましては、81.4％でございます。 

  将来負担比率につきましては、一般会計等の地方債や将来地方債となる可能性のある負担

額の標準財政規模に対する比率となっており、算定におきましては将来負担額から負債の償

還に充てることができる基金や基準財政需要額算入見込み等を差し引いて算出しております

ので、早期健全化比率につきましては350％と定められております。 

  平成20年度決算におきましては、すべての比率が早期健全化基準を下回っております。 

  続きまして、平成20年度決算における当町の資金不足比率について御説明いたします。 

  資金不足比率につきましては、資金分の不足額の事業規模に対する比率となっておりまし

て、公営企業会計ごとに算出することとなっておりますが、当町におきましては、水道事業

会計（法適用企業）と風力発電事業特別会計（法非適用企業）が対象となってございます。 

  平成20年度決算におきましては２つの会計とも資金不足がないため、比率は算出されて

おりません。 

  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。 



  14番。 

○１４番（山田直志君） 傾向としてお伺いしたんですが、実質公債費比率の関係ですけれど

も、若干これは去年より比率的には上がったんでしょうか。かなり元利償還とか起債の残高

というのも減ってきているというふうには思うんですけれども、その辺の状況についてどの

ように財政当局、今後の推移はどのように想定されているのかというのを一つお伺いしてお

きたい。 

  もう一つは、ちょっとこの数字に出てこないんだけれども、少しちょっと考え方だけお伺

いしたいのは、今後実質公債費比率等々の中で、例えば湊病院なんかが今後事業展開、今年

度例えば起債を起こして事業展開しているわけじゃないですか。そういう場合のこの町のこ

ういった比率に対する反映というのはどういう形で反映されるのか、ちょっとその点お聞か

せください。 

○議長（八代善行君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木忠一君） 実質公債費比率についてなんですけれども、今年、平成

20年度決算におきましては、ここにございます14.1。おととし、19年度決算につきまして

は一応15.3％ということで、これ３カ年の平均の数値なんですけれども、単年度ごとに申

しますと、平成18年度は16.72403、19年度が14.28364、20年度が11.41517ということで着

実に下がってきております。と申しますのは、以前借りておりました高利、金利の高い負債

が償還がここに来て終わっていますもので、その関係と、あと分母のほうの交付税、これが

最近増えておりますもので、その関係で下がってきておりますし、今年度につきましても当

然償還額が下がっておりますし、交付税も若干増えておりますもので、平成21年度決算に

おきましても、来年のことなんですけれども、当然下がると思います。 

  それから、湊病院等の一部事務組合につきまして、湊病院だけでなくて東河環境センター

のほうでございますが、こういう関係の起債の償還についても当然実質公債費比率の中では

郡市のほうに計算がされてきます。一応町の負担分ということで、各構成市町で案分しまし

て郡市のほうに計上されてございますので、郡市のほうには算入されております。 

○議長（八代善行君） 山田議員。 

○１４番（山田直志君） そうしますと、大まかに言えばいずれにしても元利償還というのは

ずっと減ってきて、大きな工事というのも控えているわけですから、健全的な方向には向か

っているというのは実質公債費負担の問題だと思うんです。 

  もう一つは、一部事務組合との関係でいうと、エコセンターの場合は元利償還を全額町が



負担しますよね。湊病院みたいな形の場合は、事業ですから事業展開で医業収益から返済を

していきますよね、組合で。そうした場合については、その元利償還についての市町村の負

担というのは発生をしていかないというふうに思うんですが、その場合でも、これは、その

元利償還に係る経費というのは数字上ここに計上されるんですか。 

○議長（八代善行君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木忠一君） 今ここに詳しい資料がございませんので、細かい内容ま

ではお答えできませんけれども、とりあえずこの20年度の決算の中の実質公債費比率の郡

市のほうには、東河環境センターの関係と湊病院の関係が、これが31万8,000円ほどとなっ

てございます。この辺が20年度決算の中では入っております。 

○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。 

  以上で報告を終わります。 

  懲罰特別委員会を開催していただきます関係、この際、午後１時まで休憩といたします。 

  懲罰特別委員会の皆様は第２委員会室へ、11時10分にお集まり願います。 

 

休憩 午前１０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１０ 議案第５４号 平成２０年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定

に ついて 

◎日程第１１ 議案第５５号 平成２０年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入

歳 出決算認定について 

◎日程第１２ 議案第５６号 平成２０年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入

歳 出決算認定について 



◎日程第１３ 議案第５７号 平成２０年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳

入 歳出決算認定について 

◎日程第１４ 議案第５８号 平成２０年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出

決 算認定について 

◎日程第１５ 議案第５９号 平成２０年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳

出 決算認定について 

◎日程第１６ 議案第６０号 平成２０年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入

歳 出決算認定について 

◎日程第１７ 議案第６１号 平成２０年度東伊豆町水道事業会計決算認定につ

い て 

○議長（八代善行君） 日程第10 議案第54号 平成20年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算

認定について、日程第11 議案第55号 平成20年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定について、日程第12 議案第56号 平成20年度東伊豆町老人保健医療特別会計

歳入歳出決算認定について、日程第13 議案第57号 平成20年度東伊豆町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算認定について、日程第14 議案第58号 平成20年度東伊豆町介護保

険特別会計歳入歳出決算認定について、日程第15 議案第59号 平成20年度東伊豆町稲取

財産区特別会計歳入歳出決算認定について、日程第16 議案第60号 平成20年度東伊豆町

風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第17 議案第61号 平成20年度東

伊豆町水道事業会計決算認定についてを一括議題といたします。 

  町長より順次、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第54号 平成20年度東伊豆町一般会計

歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第233条第３項の規定により平成20年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算を別紙

監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  予算現額49億7,428万6,000円に対しまして、歳入は調定額50億5,642万9,735円に対し、

収入済額44億8,885万5,473円で、不納欠損額１億7,178万4,252円、収入未済額３億9,579万

10円となりました。調定額に対する収納率は88.8％、予算現額に対して90.2％であります。 



  歳出につきましては、支出済額43億3,855万453円で、予算現額に対する執行率は繰越明

許費の関係から87.2％となっており、歳入歳出差引残額は１億5,030万5,020円となり、翌

年度繰越額2,194万円を差し引いた実質収支額は１億2,836万5,020円となりました。この実

質収支額のうち、地方自治法第233条の２の規定による財政調整基金への繰り越しには

9,800万円を措置いたしましたので、翌年度への繰越金は3,036万5,020円となりました。 

  100年に一度と言われている世界的な経済不況が、我が町の観光産業も多大な影響を受け、

収入の根幹となる町税においても大変厳しい中ではありますが、平成20年度より設立され

ました静岡地方税滞納整理機構と連携をとり、現年度課税分はもとより滞納分の税収の確保

に努めるとともに財政運営の効率化を今後もさらに一層努力してまいります。 

  次に、議案第55号 平成20年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て。 

  地方自治法第233条第３項の規定により平成20年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  予算現額22億265万1,000円に対しまして、歳入は調定額25億7,071万5,489円に対し、収

入済額は22億1,050万6,453円となり、調定額に対する収納率は86.0％、予算現額に対しま

しては100.4％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額21億1,800万4,280円で、執行率は96.2％であります。歳

入歳出差引残額は9,250万2,173円で、このうち3,100万を保険給付費等支払準備基金に積み

立て、措置をいたしたところでございます。 

  続きまして、議案第56号 平成20年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定

について。 

  地方自治法第233条第３項の規定により平成20年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  予算現額１億3,782万4,000円に対しましては、歳入は調定額及び収入済額ともに１億

3,749万754円でございます。 

  歳出につきましては、支出済額１億2,585万8,032円で、執行率は91.3％です。歳入歳出

差引額は1,163万2,722円となりました。 

  続きまして、議案第57号 平成20年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認



定について。 

  地方自治法第233条第３項の規定により平成20年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  予算現額１億3,677万3,000円に対しまして、歳入は調定額１億1,863万9,600円に対し、

収入済額は１億1,757万6,900円となり、調定額に対する収納率は99.1％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額１億1,663万3,200円で、その執行率は85.3％であります。

歳入歳出差引残額は94万3,700円であります。 

  次に、議案第58号 平成20年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第233条第３項の規定により平成20年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決

算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  予算現額10億8,016万3,000円に対しまして、歳入は調定額10億9,821万4,081円に対し、

収入済額は10億8,328万5,881円で、不納欠損額は153万2,300円、収入未済額は1,339万

5,900円となりました。調定額に対する収納率は98.6％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額10億6,682万4,962円で、予算現額に対する執行率は

98.8％となっております。歳入歳出差し引き残額は1,646万919円となりました。 

  次に、議案第59号 平成20年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第233条第３項の規定により平成20年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出

決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  予算現額193万9,000円に対しまして、歳入は調定額及び収入済額ともに193万9,075円と

なり、調定額に対する収納率は100％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額193万4,000円で、執行率は99.7％であります。歳入歳出

差引残額は5,075円となります。 

  次に、議案第60号 平成20年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て。 

  地方自治法第233条第３項の規定により平成20年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 



  予算現額5,421万7,000円に対しまして、歳入は調定額及び収入済額ともに5,476万967円

でございます。 

  歳出につきましては、支出済額5,221万9,448円で、予算現額に対する執行率は96.3％と

なっております。歳入歳出差引残額は254万1,519円となりました。 

  以上、議案第54号から議案第60号については７会計の決算概要を申し上げました。詳細

については会計管理者より説明させますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

  引き続きまして、水道事業会計について申し上げます。 

  議案第61号 平成20年度東伊豆町水道事業会計決算認定について。 

  地方公営企業法第30条第４項の規定により平成20年度東伊豆町水道会計事業会計決算を

別紙監査委員の意見をつけ議会に認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  まず、水道事業収益の決算額は５億1,032万800円で、前年度に比べ1.2％の減となりまし

た。企業経営の基礎となります水道料金が、景気動向さらには料金改定などによる要因が相

まったものと推測されますが、使用水量が減少し、今後もさらなる減少懸念が強くなってお

ります。 

  次に、支出ですが、水道事業費用は４億4,898万4,761円で、前年度に比べ0.4％の減とな

りました。費用の抑制に留意をしておりますが、動力費修繕費の増加傾向が懸念事項とな

っております。 

  次に、建設改良費は4,919万1,720円で、前年度比33.0％の減となりました。県代行工事

の町道湯ケ岡赤川線改良工事が延期措置となり、付随する送水管工事も延期となりましたが、

送水ポンプ改良工事など８件の工事を実施いたしました。 

  次に、当年度純利益が5,900万294円で前年度繰越利益剰余金を加えた当年度未処分利益

剰余金は6,910万4,708円となりました。主要施設の老朽化対策などに配意し、減債積立金

に1,000万、建設改良積立金に5,000万円を積み立て措置し、翌年度への繰り越しに910万

4,708円を充てることにした剰余金処分（案）をあわせて提案させていただきました。 

  詳細につきましては水道課長より説明させますので、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） 会計管理者。 

（会計管理者兼会計課長 齋藤容一君登壇） 

○会計管理者兼会計課長（齋藤容一君） ただいま提案されました議案第54号 平成20年度



東伊豆町一般会計歳入歳出決算から議案第60号 平成20年度東伊豆町風力発電事業特別会

計歳入歳出決算まで、順次御説明をさせていただきます。 

  なお、説明につきましては、お手元にお届けしてございます主要施策の成果説明書に詳細

が記されておりますので、ここにおきましては、決算書いわゆる款項のみの朗読をもちまし

て御説明させていただきますが、各会計とも歳入につきましては、款、項、予算現額、調定

額、収入済額、不納欠損額、収入未済額、予算現額と収入済額との比較、歳出につきまして

は、款、項、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額、予算現額と支出済額との比較の

順に朗読させていただきますので、よろしく御理解のほどお願いします。 

  それでは初めに、議案第54号 平成20年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定につきま

して御説明をさせていただきます。 

  一般会計歳入歳出決算書の１ページ及び２ページをお開きください。 

  まず、歳入でございます。 

  １款町税23億7,503万9,000円、29億6,592万7,439円、23億9,914万2,402円、１億7,178

万4,252円、３億9,500万785円、2,410万3,402円。 

  １項町民税６億7,090万円、７億5,899万4,994円、６億7,134万5,789円、1,397万8,530

円、7,367万675円、44万5,789円。 

  ２項固定資産税13億8,844万円、18億5,598万8,236円、14億1,014万6,404円、１億5,738

万7,522円、２億8,845万4,310円、2,170万6,404円。 

  ３項軽自動車税2,464万8,000円、2,754万7,300円、2,478万700円、41万8,200円、234万

8,400円、13万2,700円。 

  ４項町たばこ税１億3,054万8,000円、１億2,972万6,059円、１億2,972万6,059円、ゼロ、

ゼロ、△82万1,941円。 

  ５項特別土地保有税2,000円、2,947万2,000円、ゼロ、ゼロ、2,947万2,000円、△2,000

円。 

  ６項入湯税１億6,050万1,000円、１億6,419万8,850円、１億6,314万3,450円、ゼロ、

105万5,400円、264万2,450円。 

  ２款地方譲与税6,300万円、6,481万1,000円、6,481万1,000円、ゼロ、ゼロ、181万

1,000円。 

  １項自動車重量譲与税4,800万円、4,905万円、4,905万円、ゼロ、ゼロ、105万円。 

  ２項地方道路譲与税1,500万円、1,576万1,000円、1,576万1,000円、ゼロ、ゼロ、76万



1,000円。 

  ３款利子割交付金、１項利子割交付金800万円、682万3,000円、682万3,000円、ゼロ、ゼ

ロ、△117万7,000円。 

  ４款配当割交付金、１項配当割交付金200万円、244万円、244万円、ゼロ、ゼロ、44万円。 

  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100万円、102万7,000円、

102万7,000円、ゼロ、ゼロ、２万7,000円。 

  ６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金１億3,800万円、１億4,383万5,000円、１

億4,383万5,000円、ゼロ、ゼロ、583万5,000円。 

  ７款ゴルフ場利用税交付金、１項ゴルフ場利用税交付金2,550万円、2,568万2,732円、

2,568万2,732円、ゼロ、ゼロ、18万2,732円。 

  ８款特別地方消費税交付金、１項特別地方消費税交付金1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼ

ロ、△1,000円。 

  ９款自動車取得税交付金、１項自動車取得税交付金3,800万円、3,870万1,000円、3,870

万1,000円、ゼロ、ゼロ、70万1,000円。 

  10款地方特例交付金、1,542万2,000円、1,542万2,000円、1,542万2,000円、ゼロ、ゼロ、

ゼロ。 

  １項地方特例交付金637万3,000円、637万3,000円、637万3,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ２項特別交付金309万5,000円、309万5,000円、309万5,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ３項減収補てん特例交付金456万4,000円、456万4,000円、456万4,000円、ゼロ、ゼロ、

ゼロ。 

  ４項地方税等減収補てん臨時交付金139万円、139万円、139万円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  11款地方交付税、１項地方交付税７億5,515万5,000円、8億229万4,000円、８億229万

4,000円、ゼロ、ゼロ、4,713万9,000円。 

  ３ページ及び４ページをお開きください。 

  12款交通安全対策特別交付金、１項交通安全対策特別交付金220万円、200万3,000円、

200万3,000円、ゼロ、ゼロ、△19万7,000円。 

  13款分担金及び負担金2,746万1,000円、2,728万5,605円、2,665万6,605円、ゼロ、62万

9,000円、△80万4,395円。 

  １項分担金200万円、187万3,200円、187万3,200円、ゼロ、ゼロ、△12万6,800円。 

  ２項負担金2,546万1,000円、2,541万2,405円、2,478万3,405円、ゼロ、62万9,000円、



△67万7,595円。 

  14款使用料及び手数料5,572万2,000円、5,620万1,201円、5,609万9,876円、ゼロ、10万

1,325円、37万7,876円。 

  １項使用料4,556万5,000円、4,595万7,501円、4,585万6,176円、ゼロ、10万1,325円、

29万1,176円。 

  ２項手数料1,015万7,000円、1,024万3,700円、1,024万3,700円、ゼロ、ゼロ、８万

6,700円。 

  15款国庫支出金５億8,232万5,000円、１億2,621万6,638円、１億2,621万6,638円、ゼロ、

ゼロ、△４億5,610万8,362円。 

  １項国庫負担金１億1,156万2,000円、１億1,033万2,840円、１億1,033万2,840円、ゼロ、

ゼロ、△122万9,160円。 

  ２項国庫補助金４億6,587万1,000円、1,112万3,562円、1,112万3,562円、ゼロ、ゼロ、

△４億5,474万7,438円。 

  ３項委託金489万2,000円、476万236円、476万236円、ゼロ、ゼロ、△13万1,764円。 

  16款県支出金２億5,594万6,000円、２億4,836万3,195円、２億4,836万3,195円、ゼロ、

ゼロ、△758万2,805円。 

  １項県負担金１億821万円、１億472万2,268円、１億472万2,268円、ゼロ、ゼロ、△348

万7,732円。 

  ２項県補助金9,602万3,000円、9,340万6,296円、9,340万6,296円、ゼロ、ゼロ、△261

万6,704円。 

  ３項委託金5,171万3,000円、5,023万4,631円、5,023万4,631円、ゼロ、ゼロ、△147万

8,369円。 

  17款財産収入7,976万3,000円、8,320万9,435円、8,315万535円、ゼロ、５万8,900円、

338万7,535円。 

  １項財産運用収入、7,626万4,000円、7,626万3,519円、7,620万4,619円、ゼロ、５万

8,900円、△５万9,381円。 

  ２項財産売払収入349万9,000円、694万5,916円、694万5,916円、ゼロ、ゼロ、344万

6,916円。 

  18款寄付金、１項寄付金577万7,000円、577万3,583円、577万3,583円、ゼロ、ゼロ、△

3,417円。 



  19款繰入金7,358万4,000円、7,319万44円、7,319万44円、ゼロ、ゼロ、△39万3,956円。 

  １項財産区繰入金61万5,000円、61万5,000円、61万5,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ２項基金繰入金6,550万円、6,550万円、6,550万円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ３項特別会計繰入金746万9,000円、707万5,044円、707万5,044円、ゼロ、ゼロ、△39万

3,956円。 

  20款繰越金、１項繰越金3,348万6,000円、3,348万6,953円、3,348万6,953円、ゼロ、ゼ

ロ、953円。 

  21款諸収入6,910万5,000円、6,773万6,910円、6,773万6,910円、ゼロ、ゼロ、△136万

8,090円。 

  １項延滞金、加算金及び過料250万円、198万8,937円、198万8,937円、ゼロ、ゼロ、△51

万1,063円。 

  ２項町預金利子３万3,000円、３万3,072円、３万3,072円、ゼロ、ゼロ、72円。 

  ３項貸付金元利収入833万8,000円、833万8,000円、833万8,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ４項雑入5,823万4,000円、5,737万6,901円、5,737万6,901円、ゼロ、ゼロ、△85万

7,099円。 

  ５ページ及び６ページをお開きください。 

  22款町債、１項町債３億6,780万円、２億6,600万円、２億6,600万円、ゼロ、ゼロ、△１

億180万円。 

  歳入合計、予算現額49億7,428万6,000円、調定額50億5,642万9,735円、収入済額44億

8,885万5,473円、不納欠損額１億7,178万4,252円、収入未済額３億9,579万10円、予算現額

と収入済額との比較△４億8,543万527円でございます。 

  続きまして、７ページ及び８ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  １款議会費、１項議会費6,282万4,000円、6,182万7,754円、ゼロ、99万6,246円、99万

6,246円。 

  ２款総務費10億9,410万8,000円、８億2,575万9,973円、２億5,915万4,000円、919万

4,027円、２億6,834万8,027円、１項総務管理費９億481万1,000円、６億5,940万1,058

円、２億3,815万4,000円、725万5,942円、２億4,540万9,942円。 

  ２項徴税費１億2,634万7,000円、１億2,489万4,842円、ゼロ、145万2,158円、145万

2,158円。 



  ３項戸籍住民基本台帳費4,790万6,000円、2,687万4,102円、2,100万円、３万1,898円、

2,103万1,898円。 

  ４項選挙費628万円、615万3,101円、ゼロ、12万6,899円、12万6,899円。 

  ５項統計調査費735万6,000円、729万9,190円、ゼロ、５万6,810円、５万6,810円。 

  ６項監査委員費140万8,000円、113万7,680円、ゼロ、27万320円、27万320円。 

  ３款民生費９億9,094万7,000円、９億6,850万8,270円、639万2,000円、1,604万6,730

円、2,243万8,730円。 

  １項社会福祉費７億8,258万円、７億7,153万6,659円、ゼロ、1,104万3,341円、1,104万

3,341円。 

  ２項児童福祉費２億380万4,000円、１億9,252万7,941円、639万2,000円、488万4,059

円、1,127万6,059円。 

  ３項国民年金事務取扱費446万3,000円、444万3,670円、ゼロ、１万9,330円、１万9,330

円。 

  ４項災害救助費10万円、ゼロ、ゼロ、10万円、10万円。 

  ４款衛生費６億6,554万円、６億6,339万3,593円、ゼロ、214万6,407円、214万6,407円。 

  １項保健衛生費１億9,834万円、１億9,657万5,018円、ゼロ、176万4,982円、176万

4,982円。 

  ２項清掃費４億6,720万円、４億6,681万8,575円、ゼロ、38万1,425円、38万1,425円。 

  ５款農林水産業費１億5,456万5,000円、１億5,127万3,829円、ゼロ、329万1,171円、

329万1,171円。 

  １項農業費6,704万3,000円、6,436万9,362円、ゼロ、267万3,638円、267万3,638円。 

  ２項林業費4,020万2,000円、3,965万1,089円、ゼロ、55万911円、55万911円。 

  ３項水産業費4,732万円、4,725万3,378円、ゼロ、６万6,622円、６万6,622円。 

  ６款商工費、１項商工費１億8,844万9,000円、１億8,664万4,756円、ゼロ、180万4,244

円、180万4,244円。 

  ７款土木費１億5,711万9,000円、１億3,386万6,810円、1,845万円、480万2,190円、

2,325万2,190円。 

  １項土木管理費4,490万円、4,433万9,342円、ゼロ、56万658円、56万658円。 

  ２項道路橋りょう費5,914万3,000円、5,706万2,028円、ゼロ、208万972円、208万972円。 

  ３項河川費1,184万円、1,046万2,060円、ゼロ、137万7,940円、137万7,940円。 



  ４項都市計画費1,633万1,000円、1,557万1,746円、ゼロ、75万9,254円、75万9,254円。 

  ５項住宅費2,490万5,000円、643万1,634円、1,845万円、２万3,366円、1,847万3,366

円。 

  ８款消防費、１項消防費３億5,068万3,000円、３億4,367万8,910円、ゼロ、700万4,090

円、700万4,090円。 

  ９ページ及び10ページをお開きください。 

  ９款教育費７億7,090万円、４億7,472万2,780円、２億9,249万円、368万7,220円、２億

9,617万7,220円。 

  １項教育総務費１億1,720万3,000円、１億1,680万6,304円、ゼロ、39万6,696円、39万

6,696円。 

  ２項小学校費３億4,141万3,000円、6,083万3,425円、２億7,989万円、68万9,575円、２

億8,057万9,575円。 

  ３項中学校費3,731万7,000円、3,691万3,906円、ゼロ、40万3,094円、40万3,094円。 

  ４項幼稚園費１億3,960万8,000円、１億3,890万9,796円、ゼロ、69万8,204円、69万

8,204円。 

  ５項社会教育費4,283万7,000円、2,963万8,418円、1,260万円、59万8,582円、1,319万

8,582円。 

  ６項保健体育費8,418万4,000円、8,328万2,931円、ゼロ、90万1,069円、90万1,069円。 

  ７項奨学金833万8,000円、833万8,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  10款災害復旧費829万4,000円、629万7,895円、ゼロ、199万6,105円、199万6,105円。 

  １項農林水産業施設災害復旧費643万9,000円、511万7,460円、ゼロ、132万1,540円、132

万1,540円。 

  ２項公共土木施設災害復旧費185万5,000円、118万435円、ゼロ、67万4,565円、67万

4,565円。 

  11款公債費、１項公債費５億2,524万4,000円、５億2,257万5,883円、ゼロ、266万8,117

円、266万8,117円。 

  12款予備費、１項予備費561万3,000円、ゼロ、ゼロ、561万3,000円、561万3,000円。 

  歳出合計、予算現額49億7,428万6,000円、支出済額43億3,855万453円、翌年度繰越額５

億7,648万6,000円、不用額5,924万9,547円、予算現額と支出済額との比較６億3,573万

5,547円となった内容です。 



  歳入歳出差引残額１億5,030万5,020円、うち基金繰入額9,800万円でございます。この繰

入額につきましては、地方自治法並びに東伊豆町財政調整基金条例第２条第２号の規定に基

づきまして措置した内容でございます。 

  続きまして、173ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書についてですが、区分、金額の順に御説明申し上げます。 

  １、歳入総額44億8,885万5,000円、２、歳出総額43億3,855万円、３、歳入歳出差引額１

億5,030万5,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源、（２）繰越明許費繰越額2,194万円、

計2,194万円、５、実質収支額１億2,836万5,000円、６、実質収支額のうち地方自治法第

233条の２の規定による基金繰入金9,800万円でございます。 

  続きまして、国民健康保険特別会計になります。 

  １ページ、２ページをお開きください。 

  議案第55号 平成20年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につきまして

御説明申し上げます。 

  歳入になります。 

  １款国民健康保険税、１項国民健康保険税５億8,994万3,000円、９億5,070万8,218円、

５億9,049万9,182円、7,197万3,722円、２億8,823万5,314円、55万6,182円。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料47万9,000円、47万5,100円、47万5,100円、ゼロ、ゼ

ロ、△3,900円。 

  ３款国庫支出金５億3,653万9,000円、５億3,032万3,651円、５億3,032万3,651円、ゼロ、

ゼロ、△621万5,349円。 

  １項国庫負担金４億2,461万2,000円、４億3,029万6,651円、４億3,029万6,651円、ゼロ、

ゼロ、568万4,651円。 

  ２項国庫補助金１億1,192万7,000円、１億２万7,000円、１億２万7,000円、ゼロ、ゼロ、

△1,190万円。 

  ４款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金１億7,111万9,000円、１億8,805万4,277

円、１億8,805万4,277円、ゼロ、ゼロ、1,693万5,277円。 

  ５款前期高齢者交付金、１項前期高齢者交付金４億1,136万8,000円、４億1,136万7,732

円、４億1,136万7,732円、ゼロ、ゼロ、△268円。 

  ６款県支出金１億975万7,000円、１億586万2,112円、１億586万2,112円、ゼロ、ゼロ、

△389万4,888円。 



  １項県補助金9,241万2,000円、8,851万6,858円、8,851万6,858円、ゼロ、ゼロ、△389

万5,142円。 

  ２項県負担金1,734万5,000円、1,734万5,254円、1,734万5,254円、ゼロ、ゼロ、254円。 

  ７款共同事業交付金、１項共同事業交付金２億6,661万円、２億6,661万765円、２億

6,661万765円、ゼロ、ゼロ、765円。 

  ８款財産収入、１項財産運用収入2,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△2,000円。 

  ９款繰入金9,233万8,000円、9,233万6,097円、9,233万6,097円、ゼロ、ゼロ、△1,903

円。 

  １項一般会計繰入金9,233万7,000円、9,233万6,097円、9,233万6,097円、ゼロ、ゼロ、

△903円。 

  ２項基金繰入金1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△1,000円。 

  10款繰越金、１項繰越金2,418万1,000円、2,417万9,417円、2,417万9,417円、ゼロ、ゼ

ロ、△1,583円。 

  11款諸収入31万5,000円、79万8,120円、79万8,120円、ゼロ、ゼロ、48万3,120円。 

  １項延滞金、加算金及び過料11万円、51万1,700円、51万1,700円、ゼロ、ゼロ、40万

1,700円。 

  ２項預金利子1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△1,000円。 

  ３項雑入20万4,000円、28万6,420円、28万6,420円、ゼロ、ゼロ、８万2,420円。 

  歳入合計、予算現額22億265万1,000円、調定額25億7,071万5,489円、収入済額22億1,050

万6,453円、不納欠損額7,197万3,722円、収入未済額２億8,823万5,314円、予算現額と収入

済額との比較785万5,453円となりました。 

  ３ページ及び４ページをお開きください。 

  歳出になります。 

  １款総務費1,293万5,000円、1,106万2,911円、ゼロ、187万2,089円、187万2,089円。 

  １項総務管理費985万6,000円、830万8,874円、ゼロ、154万7,126円、154万7,126円。 

  ２項徴税費271万3,000円、254万5,332円、ゼロ、16万7,668円、16万7,668円。 

  ３項運営協議会費21万9,000円、12万4,810円、ゼロ、９万4,190円、９万4,190円。 

  ４項趣旨普及費14万7,000円、８万3,895円、ゼロ、６万3,105円、６万3,105円。 

  ２款保険給付費14億2,311万6,000円、13億4,611万9,128円、ゼロ、7,699万6,872円、

7,699万6,872円。 



  １項療養諸費12億7,229万5,000円、12億79万7,703円、ゼロ、7,149万7,297円、7,149万

7,297円。 

  ２項高額療養費１億4,037万1,000円、１億3,729万1,425円、ゼロ、307万9,575円、307

万9,575円。 

  ３項移送費15万円、ゼロ、ゼロ、15万円、15万円。 

  ４項出産育児諸費770万円、613万円、ゼロ、157万円、157万円。 

  ５項葬祭諸費260万円、190万円、ゼロ、70万円、70万円。 

  ３款後期高齢者支援金、１項後期高齢者支援金２億5,002万3,000円、２億5,002万1,945

円、ゼロ、1,055円、1,055円。 

  ４款前期高齢者納付金、１項前期高齢者納付金33万7,000円、33万6,655円、ゼロ、345円、

345円。 

  ５款老人保健拠出金、１項老人保健拠出金7,289万8,000円、7,289万7,334円、ゼロ、666

円、666円。 

  ６款介護納付金、１項介護納付金１億669万6,000円、１億669万5,696円、ゼロ、304円、

304円。 

  ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金２億8,030万5,000円、２億8,030万2,595円、

ゼロ、2,405円、2,405円。 

  ８款保健事業費1,169万7,000円、1,108万2,914円、ゼロ、61万4,086円、61万4,086円。 

  １項保健事業費480万4,000円、448万6,326円、ゼロ、31万7,674円、31万7,674円。 

  ２項特定健康診査等事業費689万3,000円、659万6,588円、ゼロ、29万6,412円、29万

6,412円。 

  ９款基金積立金、１項基金積立金2,000円、ゼロ、ゼロ、2,000円、2,000円。 

  10款公債費、１項公債費1,000円、ゼロ、ゼロ、1,000円、1,000円。 

  11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金3,964万1,000円、3,948万5,102円、ゼロ、15

万5,898円、15万5,898円。 

  12款予備費。 

  ５ページ及び６ページをお開きください。 

  １項予備費500万円、ゼロ、ゼロ、500万円、500万円。 

  歳出合計、予算現額22億265万1,000円、支出済額21億1,800万4,280円、翌年度繰越額ゼ

ロ、不用額8,464万6,720円、予算現額と支出済額との比較8,464万6,720円になりました。 



  歳入歳出差引残額9,250万2,173円、うち基金繰入額3,100万円となりました。この繰入額

につきましては、地方自治法並びに東伊豆町国民健康保険保険給付等支払準備基金条例第

２条の規定に基づき措置したものでございます。 

  31ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書についてですが、区分、金額の順に御説明申し上げます。 

  １、歳入総額22億1,050万6,000円、２、歳出総額21億1,800万4,000円、３、歳入歳出差

引額9,250万2,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源はゼロ円でございます。 

  実質収支額9,250万2,000円、実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金

繰入金3,100万円でございます。 

  以上、国民健康保険特別会計でした。 

○議長（八代善行君） ただいま会計管理者から決算概要の説明中ですが、この際、２時５分

まで休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時５３分 

 

再開 午後 ２時０５分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ再開します。 

  引き続き、会計管理者より決算概要の説明を求めます。 

  会計監理者、お願いします。 

（会計管理者兼会計課長 齋藤容一君登壇） 

○会計管理者兼会計課長（齋藤容一君） 議案第56号 平成20年度東伊豆町老人保健医療特

別会計歳入歳出決算認定について御説明します。 

  １ページ、２ページをお開きください。 

  歳入です。 

  １款支払基金交付金、１項支払基金交付金6,929万円、6,939万1,000円、6,939万1,000円、

ゼロ、ゼロ、10万1,000円。 

  ２款国庫支出金、１項国庫負担金4,046万1,000円、3,982万8,059円、3,982万8,059円、

ゼロ、ゼロ、△63万2,941円。 

  ３款県支出金、１項県負担金1,011万2,000円、996万8,000円、996万8,000円、ゼロ、ゼ



ロ、△14万4,000円。 

  ４款繰入金、１項一般会計繰入金1,011万3,000円、1,011万3,000円、1,011万3,000円、

ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ５款繰越金、１項繰越金784万円、783万8,597円、783万8,597円、ゼロ、ゼロ、△1,403

円。 

  諸収入8,000円、35万2,098円、35万2,098円、ゼロ、ゼロ、34万4,098円。 

  １項延滞金及び加算金2,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△2,000円。 

  ２項預金利子1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△1,000円。 

  ３項雑入5,000円、35万2,098円、35万2,098円、ゼロ、ゼロ、34万7,098円。 

  歳入合計、予算現額１億3,782万4,000円、調定額１億3,749万754円、収入済額１億3,749

万754円、不納欠損額ゼロ、収入未済額ゼロ、予算現額と収入済額との比較△33万3,246円

となりました。 

  ３ページ、４ページをお開きください。 

  歳出になります。 

  １款医療諸費、１項医療諸費１億2,995万9,000円、１億1,800万4,376円、ゼロ、1,195万

4,624円、1,195万4,624円。 

  ２款諸支出金786万5,000円、785万3,656円、ゼロ、１万1,344円、１万1,344円。 

  １項償還金及び還付加算金423万6,000円、422万6,421円、ゼロ、9,579円、9,579円。 

  ２項繰出金362万9,000円、362万7,235円、ゼロ、1,765円、1,765円。 

  歳出合計、予算現額１億3,782万4,000円、支出済額１億2,585万8,032円、翌年度繰越額

ゼロ、不用額1,196万5,968円、予算現額と支出済額との比較1,196万5,968円となりました。 

  歳入歳出差引残額1,163万2,722円、うち基金基金繰入額はゼロです。 

  11ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書になります。 

  歳入総額１億3,749万1,000円、歳出総額１億2,585万8,000円、歳入歳出差引額1,163万

3,000円、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、実質収支額1,163万3,000円、実質収支額のう

ち地方自治法第233条の２の規定による基金繰入金ゼロ円であります。 

  続きまして、後期高齢者医療特別会計になります。 

  １ページ、２ページをお開きください。 

  議案第57号 平成20年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につきまし



て御説明します。 

  歳入であります。 

  １款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料１億1,284万4,000円、9,471万

3,900円、9,365万1,200円、ゼロ、106万2,700円、△1,919万2,800円。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料５万円、４万8,700円、４万8,700円、ゼロ、ゼロ、

△1,300円。 

  ３款繰入金、１項一般会計繰入金2,387万7,000円、2,387万7,000円、2,387万7,000円、

ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ４款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料2,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△2,000

円。 

  歳入合計、予算現額１億3,677万3,000円、調定額１億1,863万9,600円、収入済額１億

1,757万6,900円、不納欠損額ゼロ、収入未済額106万2,700円、予算現額と収入済額との比

較△1,919万6,100円となりました。 

  ３ページ、４ページをお開きください。 

  歳出になります。 

  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１億3,672万

2,000円、１億1,658万4,500円、ゼロ、2,013万7,500円、2,013万7,500円。 

  ２款諸支出金５万1,000円、４万8,700円、ゼロ、2,300円、2,300円。 

  １項償還金及び還付加算金1,000円、ゼロ、ゼロ、1,000円、1,000円。 

  ２項繰出金５万円、４万8,700円、ゼロ、1,300円、1,300円。 

  歳出合計、予算現額１億3,677万3,000円、支出済額１億1,663万3,200円、翌年度繰越額

ゼロ、不用額2,013万9,800円、予算現額と支出済額との比較2,013万9,800円となりました。 

  歳入歳出差引残額94万3,700円、うち基金繰入額ゼロ円になりました。 

  ９ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書になります。 

  歳入総額１億1,757万7,000円、歳出総額１億1,663万3,000円、歳入歳出差引額94万4,000

円、翌年度へ繰り越すべき財源はゼロ円、実質収支額94万4,000円です。実質収支のうち地

方自治法第233条の２の規定による繰入金ゼロ円であります。 

  続きまして、介護保険特別会計になります。 

  １ページ、２ページをお開きください。 



  議案第58号 平成20年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につきまして御説

明いたします。 

  歳入になります。 

  １款保険料、１項介護保険料１億8,170万円、１億9,735万300円、１億8,242万2,100円、

153万2,300円、1,339万5,900円、72万2,100円。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料11万円、13万9,000円、13万9,000円、ゼロ、ゼロ、

２万9,000円。 

  ３款国庫支出金２億4,698万1,000円、２億4,698万717円、２億4,698万717円、ゼロ、ゼ

ロ、△283円。 

  １項国庫負担金１億8,146万5,000円、１億8,146万5,000円、１億8,146万5,000円、ゼロ、

ゼロ、ゼロ。 

  ２項国庫補助金6,551万6,000円、6,551万5,717円、6,551万5,717円、ゼロ、ゼロ、△

283円。 

  ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金３億1,777万7,000円、３億2,014万8,988円、

３億2,014万8,988円、ゼロ、ゼロ、237万1,988円。 

  ５款県支出金１億4,742万5,000円、１億4,742万4,725円、１億4,742万4,725円、ゼロ、

ゼロ、△275円。 

  １項県負担金１億4,329万5,000円、１億4,329万5,000円、１億4,329万5,000円、ゼロ、

ゼロ、ゼロ。 

  ２項県補助金412万8,000円、412万9,725円、412万9,725円、ゼロ、ゼロ、1,725円。 

  ３項財政安定化基金支出金2,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△2,000円。 

  ６款財産収入、１項財産運用収入1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△1,000円。 

  ７款繰入金１億6,769万2,000円、１億6,769万2,000円、１億6,769万2,000円、ゼロ、ゼ

ロ、ゼロ。 

  １項一般会計繰入金１億4,098万3,000円、１億4,098万3,000円、１億4,098万3,000円、

ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ２項基金繰入金2,670万9,000円、2,670万9,000円、2,670万9,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ８款繰越金、１項繰越金1,842万8,000円、1,842万8,351円、1,842万8,351円、ゼロ、ゼ

ロ、351円。 

  ９款諸収入４万9,000円、５万円、５万円、ゼロ、ゼロ、1,000円。 



  １項延滞金加算金及び過料1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△1,000円。 

  ２項預金利子1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△1,000円。 

  ３項雑入４万7,000円、５万円、５万円、ゼロ、ゼロ、3,000円。 

  歳入合計、予算現額10億8,016万3,000円、調定額10億9,821万4,081円、収入済額10億

8,328万5,881円、不納欠損額153万2,300円、収入未済額1,339万5,900円、予算現額と収入

済額との比較312万2,881円となりました。 

  ３ページ、４ページをお開きください。 

  歳出になります。 

  １款総務費985万3,000円、933万6,113円、ゼロ、51万6,887円、51万6,887円。 

  １項総務管理費116万9,000円、103万2,530円、ゼロ、13万6,470円、13万6,470円。 

  ２項徴収費130万7,000円、127万134円、ゼロ、３万6,866円、３万6,866円。 

  ３項介護認定審査会費737万7,000円、703万3,449円、ゼロ、34万3,551円、34万3,551円。 

  ２款保険給付費10億2,043万1,000円、10億935万6,251円、ゼロ、1,107万4,749円、

1,107万4,749円。 

  １項介護サービス等諸費９億4,227万8,000円、９億3,217万9,965円、ゼロ、1,009万

8,035円、1,009万8,035円。 

  ２項介護予防サービス等諸費2,722万5,000円、2,644万3,685円、ゼロ、78万1,315円、78

万1,315円。 

  ３項その他諸費112万円、111万1,875円、ゼロ、8,125円、8,125円。 

  ４項高額介護サービス等費1,430万5,000円、1,418万9,801円、ゼロ、11万5,199円、11万

5,199円。 

  ５項特定入所者介護サービス等費3,550万3,000円、3,543万925円、ゼロ、７万2,075円、

７万2,075円。 

  ３款財政安定化基金拠出金、１項財政安定化基金拠出金1,000円、ゼロ、ゼロ、1,000円、

1,000円。 

  ４款基金積立金、１項基金積立金2,071万5,000円、2,071万3,267円、ゼロ、1,733円、

1,733円。 

  ５款地域支援事業費2,122万9,000円、2,053万418円、ゼロ、69万8,582円、69万8,582円。 

  １項介護予防事業費436万7,000円、390万3,007円、ゼロ、46万3,993円、46万3,993円。 

  ２項包括的支援事業等費1,686万2,000円、1,662万7,411円、ゼロ、23万4,589円、23万



4,589円。 

  ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金693万4,000円、688万8,913円、ゼロ、４万

5,087円、4万5,087円。 

  ７款予備費、１項予備費100万円、ゼロ、ゼロ、100万円、100万円。 

  歳出合計、予算現額10億8,016万3,000円、支出済額10億6,682万4,962円、翌年度繰越額

ゼロ円、不用額1,333万8,038円、予算現額と支出済額との比較1,333万8,038円となりまし

た。 

  歳入差引残額1,646万919円、翌年度繰越額ゼロ円になります。 

  続きまして、31ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書になります。 

  歳入総額10億8,328万6,000円、歳出総額10億6,682万5,000円、歳入歳出差引額1,646万

1,000円、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、実質収支額1,646万1,000円、実質収支額のう

ち地方自治法第233条の規定による基金繰入金ゼロ円になります。 

  続きまして、稲取財産区の特別会計になります。 

  １ページ、２ページをお開きください。 

  議案第59号 平成20年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定につきまして説

明をします。 

  まず、歳入になります。 

  １款財産収入、１項財産運用収入193万3,000円、193万3,516円、193万3,516円、ゼロ、

ゼロ、516円。 

  ２款繰越金、１項繰越金5,000円、5,559円、5,559円、ゼロ、ゼロ、559円。 

  ３款諸収入、１項預金利子1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△1,000円。 

  歳入合計、予算現額193万9,000円、調定額193万9,075円、収入済額193万9,075円、不納

欠損額ゼロ、収入未済額ゼロ、予算現額と収入済額との比較75円となりました。 

  ３ページ、４ページをお開きください。 

  歳出になります。 

  １款管理会費、１項管理会委員会費131万9,000円、131万9,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ２款諸支出金、１項繰出金61万5,000円、61万5,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ３款予備費、１項予備費5,000円、ゼロ、ゼロ、5,000円、5,000円。 

  歳出合計、予算現額193万9,000円、支出済額193万4,000円、翌年度繰越額ゼロ、不用額



5,000円、予算現額と支出済額との比較5,000円となりました。 

  歳入歳出差引残額5,075円、うち基金繰入額ゼロ円。 

  ９ページをお開きください。 

  実質収支額に関する調書になります。 

  歳入総額193万9,000円、歳出総額193万4,000円、歳入歳出差引額5,000円、翌年度へ繰り

越すべき財源ゼロ円、実質収支額5,000円、実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規

定による基金繰入金はゼロ円になります。 

  風力発電特別会計になります。 

  １ページ、２ページをお開きください。 

  議案第60号 平成20年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定につきまして

説明をさせていただきます。 

  歳入になります。 

  １款財産収入、１項財産運用収入25万9,000円、25万8,861円、25万8,861円、ゼロ、ゼロ、

△139円。 

  ２款繰入金、１項基金繰入金761万8,000円、761万8,000円、761万8,000円、ゼロ、ゼロ、

ゼロ。 

  ３款繰越金、１項繰越金206万3,000円、206万3,534円、206万3,534円、ゼロ、ゼロ、534

円。 

  ４款諸収入、１項収益事業収入4,427万7,000円、4,482万572円、4,482万572円、ゼロ、

ゼロ、54万3,572円。 

  歳入合計、予算現額5,421万7,000円、調定額5,476万967円、収入済額5,476万967円、不

納欠損額ゼロ、収入未済額ゼロ、予算現額と収入済額との比較54万3,967円となりました。 

  ３ページ、４ページをお開きください。 

  歳出になります。 

  １款電気事業費2,702万3,000円、2,591万6,040円、ゼロ、110万6,960円、110万6,960円。 

  １項電気事業管理費５万2,000円、３万円、ゼロ、２万2,000円、２万2,000円。 

  ２項風力発電事業費2,697万1,000円、2,588万6,040円、ゼロ、108万4,960円、108万

4,960円。 

  ２款公債費、１項公債費2,449万4,000円、2,449万2,808円、ゼロ、1,192円、1,192円。 

  ３款諸支出金、１項繰出金220万円、181万600円、ゼロ、38万9,400円、38万9,400円。 



  ４款予備費、１項予備費50万円、ゼロ、ゼロ、50万円、50万円。 

  歳出合計、予算現額5,421万7,000円、支出済額5,221万9,448円、翌年度繰越額ゼロ、不

用額199万7,552円、予算現額と支出済額との比較199万7,552円となりました。 

  歳入歳出差引残額254万1,519円、うち基金繰入額ゼロ円。 

  続きまして、11ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書になります。 

  歳入総額5,476万1,000円、歳出総額5,221万9,000円、歳入歳出差引額254万2,000円、翌

年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、実質収支額254万2,000円、実質収支額のうち地方自治法

第233条の規定による基金繰入金はゼロ円であります。 

  以上で各会計の決算の概要説明とさせていただきます。 

  続きまして、別冊になります「主要施策の成果説明書」の中に閉じてあります「財産に関

する調書」について説明をさせていただきます。 

  主要施策の末尾に閉じてございます「財産に関する調書」の143ページをお開きください。 

  平成20年度中に増減のあった項目につき、概要のみ説明をさせていただきますので、よ

ろしくお願いします。 

  １、公有財産の（ア）土地についてですが、決算年度中増減高の欄をごらんください。 

  公共用財産の「その他の施設用地」１万3,527.16平米の増は、中山間地域総合整備事業

により取得したものが9,135.11平米、町道、法定外道路等の取得による増減分が4,392.05

平米となっております。 

  内訳になりますが、9,135.11平米については、中山間地域総合整備事業による農地造成

で生じた公共用地として、稲取字アラマキ3382番地ほか13筆の公衆用道路及び用悪水路

8,479平米を、機能交換用地として公衆道路563.62平米と用悪水路92.49平米を取得しまし

た。 

  4,392.05平米につきましては、町道部分の寄附が19筆、2,400.69平米、法廷外道路の寄

附が２筆、98平米、排水路管理用地の寄附が６筆で4,690平米、町道部分の売買による取得

が２筆で0.96平米あり、合計しますと7,189.65平米の増となりましたが、町道浜線491.84

平米、町道東海岸線1,363.87平米及び町道中央線941.89平米が稲取漁港管理施設用地に編

入されたため、差し引きで4,392.05平米の増となりました。 

  次に、山林の194.3平米の減は、奈良本字下入谷72番地の1,191平米及び72番地の２、3.3

平米を有限会社玉翠館京王熱川マンション管理組合に払い下げをさせていただきました。 



  公有地の114.05平米の減は、奈良本字上小田原848番地17地先、2.27平米の水路敷を株式

会社マイスター創建へ、片瀬字奥ノ田828番地の２地先、29.48平米の水路敷を片瀬の森田

正有さんへ、白田字磯辺1733番地の７、79平米の道路敷を南伊豆町の保坂さんへ、奈良本

字下入谷71番地の２、3.3平米の鉱泉地を有限会社玉翆館京王熱川マンション管理組合に

払い下げしました。 

  雑種地の１万3,264平米の増は、中山間地域総合整備事業による農地造成で、換地等によ

り取得した用地として、稲取字アラマキ3385番地ほか９筆、１万3,356平米が増となりまし

た。しかし、白田字磯辺1733番地の18、92平米を南伊豆町の保坂さんに払い下げをしまし

たので、差し引き１万3,264平米の増となりました。 

  144ページをお開きください。 

  （イ）建物の木造、決算年度中の増減高の公共用財産のその他の施設135平米の増は、中

産間地域総合整備事業により奈良本けやき公園内に活性化施設として建設されました「希望

のやかた」の延べ面積であります。 

  次に、非木造、決算年度中の増減高の公共用地財産のその他の施設26.50平米の減は、奈

良本字下入谷72番地の１に当たります鉱泉地に建てられていた機械室及びポンプ室の延べ

面積であります。土地とともに有限会社玉翆館京王熱川マンション管理組合へ払い下げを

させていただきました。 

  次に、145ページをお開きください。 

  （２）山林、立木の推定蓄積量の決算年度中増減高の欄をごらんください。 

  所有林の増につきましては、所有面積773.33ヘクタール分の成長率を50％に換算して、

1,213立米としたものであります。 

  減分の263立米につきましては、松くい虫等防除事業により被害木駆除として伐採した分

61立米と、県単独補助事業のしずおか林業再生プロジェクト推進事業で実施をした202立米

の内容であり、決算年度末現在高は９万6,401立米となりました。 

  分収林の363立米の増は、大昭和製紙、緑資源公団の植栽面積336.03ヘクタールの成長率

を50％に推計したものであり、決算年度末現在高は３万6,701立米となりました。 

  149ページをお開きください。 

  基金になります。 

  一番上の財政調整基金から一番下の風力発電基金までの決算年度中増減高の増額は１億

2,675万4,000円、減額は9,982万7,000円となりました。決算年度末現在高は５億2,221万



4,000円となります。このうち財政調整基金に平成19年度決算剰余金7,000万円を積み立て

て、財源補てんのため6,550万円を取り崩し、決算年度現在高は３億3,513万8,000円となり

ました。 

  社会福祉基金137万2,000円の増は、奈良本の太田益代さんから50万円、伊豆ヘルスケア

株式会社から２万1,550円、稲取の渡辺 穣さんから30万円、稲取の積田勝弘さんから３万

円、入谷区町内会から２万977円、社団法人三信福祉協会から10万円、稲取の田村孟夫さん

から10万円。これら６件の寄付によるものと、ふるさと納税分の30万円を合わせて、積立

措置をしました。決算年度末現在高は1,269万円となっております。 

  教育振興基金の340万円の増につきましては、稲取の加藤昌利さんから300万円、白田の

三浦音和さんから30万円の寄附によるものと、ふるさと納税分の10万円を合わせた額を積

立措置したものであり、決算年度末の現在高は1,820万1,000円となりました。 

  交通安全基金の１万1,000円の増につきましては、東伊豆町交通安全指導員会からの寄附

を積立措置したものであり、決算年度末現在高は68万4,000円となりました。 

  国民健康保険保険給付等支払準備基金につきましては、平成19年度決算剰余金から

3,100万円を積み立て、決算年度末の現在高は3,190万3,000円となりました。 

  介護保険従事者処遇改善基金につきましては、平成20年度に東伊豆町介護従事者処遇改

善臨時特例基金条例により新設された基金であり、介護従事者処遇改善臨時特例交付金とし

て納入された国庫補助金1,064万5,000円を全額積み立てをしたものであります。 

  介護保険給付準備基金につきましては、予算積立金として1,006万8,000円を積み立てし、

財源補てんのため2,670万9,000円を取り崩し、決算年度末現在高は4,221万1,000円となり

ました。 

  風力発電事業基金につきましては、預金利子として25万8,000円を積み立てし、一般会計

への繰り入れのため761万8,000円を取り崩し、決算年度末現在高は6,874万円となりました。 

  150ページをお開きください。 

  定期預金運用状況報告（１）土地開発基金の決算年度中増減高のその他、552平米の増及

び減は、片瀬字松の平122番地の１の水道施設用地を70万円で名古屋国税局から購入し、水

道会計へ払い下げをしたものであります。 

  （２）育英奨学基金につきましては、平成20年度中の貸し付けはなく、貸付人員26人か

ら833万8,000円の返還がなされ、決算年度末の現在高は1,806万4,000円となりました。 

  （３）国民健康保険高額医療費資金貸付基金につきましては、４件、79万円を貸し付け、



４件、151万1,000円を回収した結果、決算年度末現在高は240万6,000円となりました。 

  以上で概要説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（八代善行君） 引き続き、水道課長に決算概要の説明を求めます。 

  水道課長。 

（水道課長 吉野竹男君登壇） 

○水道課長（吉野竹男君） それでは、平成20年度水道事業会計の決算概要について説明を

させていただきます。 

  款項の区分による説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  １ページをお開きください。 

  最初に、１、収益的収入及び支出の収入ですが、第１款水道事業収益は、予算額５億

1,215万8,000円に対しまして決算額は５億1,032万800円で、予算額に比べ183万7,200円の

減収となりました。なお、前年度決算と比較しますと1.2％の減となりました。 

  その内訳ですが、第１項営業収益は、予算額５億858万1,000円に対しまして決算額は５

億606万6,484円で、予算額に対し251万4,516円の減となりました。長期化する景気低迷及

び料金改定による使用控えなどによる使用水量の減少によるものと推測いたしております。 

  次に、第２項営業外収益は、予算額357万7,000円に対しまして決算額は425万4,316円で、

予算対比では67万7,316円の増収ですが、前年度対比では36.1％の減となりました。前年度

対比の減は、住宅建設の減少による給水分担金の減収が要因と考えております。 

  次に、歳出ですが、第１款水道事業費用は、予算額４億5,503万7,000円に対しまして決

算額は４億4,898万4,761円で、執行率は98.67％、不用額は605万2,239円で、前年度決算額

と比較しますと0.4％の減となっております。 

  その内訳ですが、第１項営業費用は、予算額３億9,095万2,000円に対しまして決算額は

３億8,654万1,073円で、執行率は98.87％、不用額は441万927円で、前年度に比べ0.6％の

伸びとなりました。減価償却費は減となりましたが、一方で増加した修繕費、動力費などが

要因と考えております。 

  次に、第２項営業外費用は、予算額6,176万7,000円に対しまして決算額は6,112万6,544

円で、執行率は98.96％、不用額は64万456円で、前年度に比べ3.3％の減となりました。 

  次に、第３項特別損失は、予算額131万8,000円に対しまして決算額は131万7,144円で、

上水道で81件の不納欠損処分をさせていただきました。なお、簡易水道では処分対象はご

ざいませんでした。 



  第４項予備費につきましては、執行がございませんでした。 

  次に、２ページの２、資本的収入及び支出ですが、収入については収入実績がございませ

んでした。 

  次に、支出ですが、第１款資本的支出は、予算額１億4,328万8,000円に対しまして決算

額は１億2,692万9,464円で、執行率は88.58％、不用額は1,635万8,536円で、前年度対比で

は14.8％の減となりました。 

  その内訳ですが、第１項建設改良費は、予算額6,555万円に対し決算額は4,919万1,720円

で、執行率は75.04％、不用額は1,635万8,280円で、前年度に比べまして33％の減となりま

した。県施工の湯ケ岡赤川線工事が延期措置となったことによるものであります。 

  次に、第２項企業債償還金は、予算額7,773万8,000円に対しまして決算額は7,773万

7,744円で、執行率は99.99％で、不用額は256円となりました。 

  資本的収入が資本的支出に不足する額１億2,692万9,464円につきましては、減債積立金

より3,000万、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で285万3,852円を、それか

ら、過年度分損益勘定留保資金より9,407万5,612円を充て、補てんいたしました。 

  これらの決算内容をもとに３ページから４ページに損益計算書を、それから５ページから

７ページに貸借対照表を調製いたしました。 

  ４ページをごらんいただきたいと思います。 

  損益計算による当年度純利益5,900万294円に前年度繰越利益剰余金1,010万4,414円を加

えた当年度未処分利益剰余金は6,910万4,708円となりました。 

  11ページに剰余金処分計算書（案）をあわせて提案させていただいております。 

  利益剰余金6,910万4,708円のうち、法積み立ての減債積立金に1,000万円、任意積み立て

の建設改良積立金に5,000万円を積み立て、翌年度繰越利益剰余金に910万4,708円を充てさ

せていただきました。 

  なお、12ページ以降に事業報告書、附属資料並びに参考資料を添付してありますので、

ごらん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。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） ただいま決算概要の説明がございました。本日は一括上程された各会

計の決算概要説明のみとし、大綱質疑の締め切りについては本日の午後４時30分までにし

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



○議長（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分までとすることに決定いたしました。 

  通告書につきましては、あらかじめ配付してあります用紙を御使用ください。 

  なお、６日目の９月14日月曜日は午後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しました。 

  御苦労さまでした。 

  これにて散会いたします。 

 

散会 午後 ２時５２分 
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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３回定例会第６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５４号 平成２０年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定に

ついて 

◎日程第２ 議案第５５号 平成２０年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定について 

◎日程第３ 議案第５６号 平成２０年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳

出決算認定について 

◎日程第４ 議案第５７号 平成２０年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算認定について 

◎日程第５ 議案第５８号 平成２０年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決

算認定について 

◎日程第６ 議案第５９号 平成２０年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出



決算認定について 

◎日程第７ 議案第６０号 平成２０年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳

出決算認定について 

◎日程第８ 議案第６１号 平成２０年度東伊豆町水道事業会計決算認定につい

て 

○議長（八代善行君） 日程第１ 議案第54号 平成20年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算

認定について、日程第２ 議案第55号 平成20年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定について、日程第３ 議案第56号 平成20年度東伊豆町老人保健医療特別会計

歳入歳出決算認定について、日程第４ 議案第57号 平成20年度東伊豆町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算認定について、日程第５ 議案第58号 平成20年度東伊豆町介護保

険特別会計歳入歳出決算認定について、日程第６ 議案第59号 平成20年度東伊豆町稲取

財産区特別会計歳入歳出決算認定について、日程第７ 議案第60号 平成20年度東伊豆町

風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第８ 議案第61号 平成20年度東

伊豆町水道事業会計決算認定についてを一括議題といたします。 

  これより大綱質疑を行います。大綱質疑につきましては、質問回数は２回までとし、質疑

と答弁を含め１人30分以内といたします。 

  ３番、村木議員の大綱質疑を許します。 

  村木議員。 

（３番 村木 脩君登壇） 

○３番（村木 脩君） それでは、私は大綱質疑として一問、一般会計のほうについて通告を

してございます。 

  今回の決算書を見させていただきますと、補正によって相当数の項目で減額がされており

ます。これらにつきましては政策的な何か目的があったのか、また情勢の変化等があったの

か、この辺についてお聞きをしたいと思います。最初に当局の御見解のほうお願いをいたし

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） 村木議員の第１問、歳入補正予算による減額についての分析について

お答えいたします。 

  平成20年度決算に伴う歳入の主な減額補正の内容につきましては、町税1,744万4,000円、



地方消費税交付金1,600万円、自動車取得金交付金500万円、地方譲与税400万円、配当割交

付金400万円、株式譲渡取得割交付金350万円、ゴルフ場利用税交付金250万円をそれぞれ減

額とさせていただきました。 

  まず、町税につきましては、当初予算編成時には安易に実績にとらわれることなく経済情

勢の推移や税制改正などに留意しつつ、確実な見込額を計上することを基本方針としており

ますが、御案内のとおり、昨年９月のアメリカ発の金融危機以降、国内経済も輸出産業を中

心に急激に落ち込み、当町におきましても観光を初めとした地域経済全体に深刻な影響を受

け、町税全般にわたり、減額補正をいたしたところであります。 

  地方消費税等の交付金や譲与税につきましては、当初予算編成時に地方財政計画で示され

る国の予算総額や伸び率、さらに県の試算、伸び率等を勘案した上で予算計上しております

が、その後の経済情勢の落ち込み等により減額補正をせざるを得ない場合が出てまいります。

最終補正時には景気低迷等の要因により、県から示された決算見込み資料に基づき減額措置

をさせていただいたところであります。今後も厳しい財政運営が続きますので、平成22年

度当初予算の編成に当たりましては決算内容等を十分に踏まえ、特に歳入予算につきまして

は過大見積りを避け、適正な財源を計上するよう努めてまいりたいと考えておりますので御

理解をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 村木議員。 

（３番 村木 脩君登壇） 

○３番（村木 脩君） 今の御説明を聞いていると、情勢の変化というのが一番大きな要因だ

ろうという気がいたします。中には余り情勢に関係のない項目で減額されている部分もある

ように見受けられますが、これらについてはまた個々委員会のほうでそれぞれの質問がある

のだろうというふうに思います。 

  私はまず思いますのに、この20年度景気の後退したのは下半期のほうで急激に悪くなっ

たということでございます。そういった中でこういった地方消費税、譲与税の関係ですが、

そういったところが当然急激に落ち込んでくる、こういったことは理解できるわけでござい

ます。 

  中の項目、個々に見てみますと、これは税務課に言うわけではございませんが、固定資産

税的なもの、こういったものも減額されていると。だから、こういったところにはまた徴収

率の見込みですとか、そういったものが景気のほうで左右してきているのかなという気もし

ます。そういった中で、こういった歳入の見込みというのが非常に立てづらい今、世の中に



なってきていると、そしてこれは決算ではございませんが、来年度にかけてはもう上半期か

ら景気がずっと落ち込んでいるという状況の中でまた来年度予算をこれから立てていくと思

いますが、そういった中ではこういった見込みについてはさらに厳しいものが出てくるのか

なと、そしてまた新政権もいよいよ誕生ということで、国の補正予算等の見直しですとか来

年度の新年度予算、国のほうのまたそういった方針の変更、そういったものもどういうふう

になってくるのかちょっと先が見えない状況の中、そこでまた地方は全く見えない中での予

算編成ということになってくるわけでございます。 

  したがいまして、今決算についてはそういった面も含めて、ぜひこの歳入部分、歳出につ

いては町長の政策等がございますでしょうが、歳入についてはそういったいろいろな情勢変

化での中での歳入、当然そういったときに、また求められるのは税務課の徴収率とこれらを

もっと上げろとか、そういった議論になってくるのだろうなという気はいたしますが、そう

いった点についてぜひ、町長のほうからその決算の、何ですか、収入、徴収率、こういった

ものについての、また一つ決意をお聞きし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） 先ほど壇上で言いました、その中で予算を組むときは、もう歳入の過

大見積りはしないで、歳入欠陥を出さないことがまず第１順位でございます。その中でやは

り徴収率、これは結構、話題に、問題になっております。それだけに現状の中で税務課、大

変頑張っております。その中で、頑張っている中で、町が財政から支援ということは支援し

ていきたい中で徴収率は上げていきたいと考えております。その中で、また議員の皆さん方

にまたいろいろ御協力願えればありがたいと思います。まず現状、税務課が頑張っているこ

とだけは町民の方も、また議員の皆さん方も知っていてもらいたいと思いますし、それに関

しては税務課が頑張っている以上、町もそれに対して支援はしていきたいと、そういうふう

に考えてまた徴収率を上げていきたい。そしてなるべく歳入を多く取りたいと考えておりま

す。また、並びに政権が交代しましたもので、どのような日程になるかわかりませんが、や

はりそういう情報を分析しながらまた新年度予算に対してはつくっていきたい、そういう考

えでおり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） 以上で、３番、村木議員の大綱質疑を終結いたします。 

  次に、10番、山本議員の大綱質疑を許します。 

  山本議員。 

（１０番 山本鉄太郎君登壇） 



○１０番（山本鉄太郎君） 私は、今回一般会計という形ですので特別会計のほうから２点ほ

どお伺いさせていただきます。 

  国民健康保険特別会計について、税について収入未済額が約２億9,000万円。前年度と比

べて約4,000万円弱の減とはなっていますが、年々これが累積していきますと会計の運営が

非常に困難な状況になると思われますが、これに対する対策等をお伺いします。 

  ２点目に、水道事業会計において使用水量の減少を今後どのように考えていくのか、どの

ように推計しているのかをお伺いします。また、浄水場の現状と今後の取り組み方、計画が

ございましたらお伺いしたいと思います。よろしく御答弁お願いします。 

○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） 山本議員の第１問の国民健康保険特別会計について、税について収入

未済額が約２億9,000万円、前年度と比べて約4,000万円弱の減となっていますが、年々累

積していきますと会計の運営が非常に困難な状況になると思われますが、これに対する対策

等についてお答えいたします。 

  平成20年度の決算による国民健康保険税収入未済額は２億8,823万5,314円となりました。

御承知のとおり収入未済額が翌年度の滞納繰越となり、滞納繰越分が増加することによって

国保会計の運営が非常に厳しくなることが考えられます。この厳しい状況を打開するには国

保会計の運営の根幹となる国保税の収納率の向上が必要不可欠であります。収納対策といた

しましては、短期保険証及び窓口負担10割の資格証明書の活用、毎月の夜間臨宅徴収の強

化、また平成20年度には滞納者47名の預貯金調査を実施しました。その内容は保険税の未

納年度が５年、未納額が50万円以上で、１年以上納付がない世帯でしたが、残念ながら預

金額が少なく差し押さえることができませんでした。今年度は調査範囲を拡大して預貯金調

査の実施を考えております。さらには昨年４月より創設された静岡地方税滞納整理機構を活

用し、収納率の向上を図っていきたいと考えておりますので御理解をお願いいたします。 

  次に、水道事業に関し２点の質問がありましたので、順次お答えいたします。 

  １点目、水道事業会計において使用水量の減少を今後どのように考えていくのか、どのよ

うに推計しているのかについてお答えいたします。 

  使用水量は平成17年度より減少傾向となり、長期化した景気の動向による観光産業の厳

しい現状などが要因と考えます。また平成19年６月からの料金改定による節水、使用控え



が相まざり、さらに減少したものと推測いたします。水道使用料は町内の経済状況に強く影

響を受けることとなり、使用水量に応じ料金算定がなされることから使用状況に合わせ営業

費用を抑制していくことになりますが、経常的経費の削減は難しいと考えます。しかし、た

だ難しいと言ったのでは何の解決にもなりませんので、今後の経営指針を定めるため、さき

に基本計画の策定を発注いたしました。基本計画には老朽化した各施設の計画的な整備計画

が示される予定ですので、ランニングコストの削減に効果が認められる計画を優先化するな

ど、施設運転経費の削減化を図っていくことが不可欠と考えています。 

  なお、今後の使用料の動向は駿河湾沖地震、新型インフルエンザなどでさらなる懸念材料

の発生もあり、現時点では推計が困難な状況となっております。 

  続きまして、２点目の浄水場の現状と今後の取り組み、計画についてお答えいたします。 

  白田浄水場の現状は、補正予算でも措置をお願いしたように、自動制御がダウンするなど

老朽化が年々進んでいることは認識しております。白田浄水場の改善計画につきましては、

作成中の基本計画においても重要な内容となることから、受注したコンサルタントにはさま

ざまな角度から検討するよう依頼をいたしてありますが、使用水量の減少化など今後の厳し

い経営環境に十分な配慮をし、新設にかかわらず改良改修についても選択肢とし、事業費及

び施設運転コストも抑制ができる計画を検討するよう指示をしてあります。当然ですが、計

画内容をうのみとせず、必要な調整を加え使用者への負担軽減を第一目標とし、検討してい

きたいと考えております。 

○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） 個々の関係にいきますと、今後収納率を何とかしたいという形の

ものはございましょうが、先ほど村木議員もおっしゃられたように、今度、国のほうも政権

が交代したという形、そういうものを踏まえて、これからのこの国保体制というものはどの

ようになっていくのが望ましいか、これからどういうふうな、要するに保険者、被保険者に

対してどのような取り組みをして、もう少し具体的にあれしてもらいたかったなと思うので

すけれども、収納率向上だけだとこれはやはり経済等の状況から見ましても、なかなかうま

くいかないんじゃないかなと、そして、これには載せなかったですけれども、不納欠損とい

うのもございますよ。これはもう税の公平性からただ単に不納欠損をしているということは、

私は思っていません。ですから、そのような、要するに対策を今後どのような、そういうよ

うな方向があるのか、そこを聞かせてもらいたい。 



  それと、あと水道事業会計については、もうこれはもう、要するにぎりぎりになっている

んではないかなと思うし、もう値上げもこの間したし、もうこれ以上、要するに人口が減っ

ていく以上、水量の、要するに使用率も下がってきますよ。今後これをどのような、要する

に基本計画を決めてやりたいのだという形がありますから、その辺はその辺で十分委員会の

ほうで御検討していただければ私は結構と思いますので、その個々のほうの関係をよろしく

お願いします。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、山本議員が言ったとおり、その収納率に関しては、ある程度やっ

ておる中でやはり不納欠損、これが一番問題になってくるんです。その中で議会の皆さんが

御理解願えれば、基本的にはこれはやむを得ないかなというやつはほとんど議会のほうに投

げかけまして、しかしこの不納欠損の関係はまたこの議場で言いますと、町民の方が誤解い

たしまして、あ、何しろこれだけ例えばもう税金はやらなくていいのだと、そういうことも

言われますもので、この不納欠損についてはなるべくもうこの町民の方には誤解を与えない

ようなことで不納欠損を理解していただければありがたいと考えております。その中でやは

りこの徴収率を上げるのはなかなか厳しいものですから、分母を下げるとかそういうことを

しなければ徴収率は上がっていきませんもので、またそういうことをまたいろいろ考えなが

らまた議会のほうとも相談しながらひとつ徴収率のアップというのですか、そういうことを

考えていきたいと思います。 

  やはりその税の滞納機構に出して取れないことは当然これはもうだめだということなので

す。到底、取れない対象になってくると考えております。その中でこの徴収率に関しまして

は、壇上で言ったこととその不納欠損、これ両方、両面考えながら、それとまたあとは職員

の体制、この辺もまた見直ししながらなるべくやっていきたいと考えておりますもので、ま

たいろいろ議会の方々と相談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。 

○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。 

 

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

 

○議長（八代善行君） お諮りします。ただいま議題となっております議案第54号 平成20

年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定については、５人の委員で構成する一般会計決算審



査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、議案第54号については５人の委員

で構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決しまし

た。 

  お諮りします。ただいま設置されました一般会計審査特別委員会の委員の選任については、

委員会条例第７条第１項の規定によって、お手元に配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、一般会計決算審査特別委員会の

委員はお手元に配付してあります名簿のとおり選任することに決定しました。 

  ただいま一般会計決算審査特別委員会に付託いたしました議案第54号については、会議

規則第46条第１項の規定により、来る９月28日までに審査を終え報告できるよう期限をつ

けたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、一般会計決算審査特別委員会におい

て９月28日までに審査を終え、報告できるよう期限をつけることに決しました。 

  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55号 平成20年度東伊豆町国

民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、議案第56号 平成20年度東伊豆町老人保

健医療特別会計歳入歳出決算認定について、議案第57号 平成20年度東伊豆町後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定について、議案第58号 平成20年度東伊豆町介護保険特別

会計歳入歳出決算認定について、議案第59号 平成20年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳

入歳出決算認定について、議案第60号 平成20年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳

出決算認定について、議案第61号 平成20年度東伊豆町水道事業会計決算認定については、

６人の委員で構成する特別会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査すること

としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、議案第55号、議案第56号、議案第

57号、議案第58号、議案第59号、議案第60号、議案第61号については、６人の委員で構成



する特別会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

  お諮りします。ただいま設置されました特別会計決算審査特別委員会の委員の選任につい

ては、委員会条例第７条第１項の規定によって、お手元に配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。したがって特別会計決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しました。 

  ただいま特別会計決算審査特別委員会に付託いたしました議案第55号、議案第56号、議

案第57号、議案第58号、議案第59号、議案第60号、議案第61号については、会議規則第46

条第１項の規定により、来る９月28日までに審査を終え報告できるよう期限をつけたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、特別会計決算審査特別委員会におい

て９月28日までに審査を終え報告できるよう期限をつけることに決しました。 

  なお、委員会室として一般会計決算審査特別委員会には大会議室を、特別会計決算審査特

別委員会には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、９月15日から９月27日までの13日間休会とした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

（「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、９月15日から９月27日までの

13日間休会とすることに決定しました。 

  ただいまから委員会を開き、付託案件の審査をお願いします。 

  来る９月28日は午前９時30分から本会議を開き、委員長の報告を求め、質疑討論及び

採決を行います。これに御異議ありませんか。 

（「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、来る９月28日は午前９時30分

から本会議を開き、委員長の報告を求め、質疑討論及び採決を行うことに決定いたしま

した。 

 

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



 

◎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。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時２４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３回定例会第20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 藤井廣明議員に対する懲罰の件 

○議長（八代善行君） 日程第１ 藤井廣明議員に対する懲罰の件を議題といたします。 

  地方自治法第117条の規定によって、５番、藤井議員の退場を求めます。 

（５番 藤井廣明君退場） 

○議長（八代善行君） 本件について、委員長の報告を求めます。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 委員会の報告をお手元に配付してございますが、朗読をもって報告

をさせていただきます。 



  平成21年９月28日。東伊豆町議会議長、八代善行殿。懲罰特別委員長、山田直志。 

  委員会審査報告書 

  本委員会に付託された「藤井廣明議員に対する懲罰の件」について、審査の結果、次のよ

うに決定したので、会議規則第77条の規定により報告します。 

記 

  １．懲罰事犯の有無 

    懲罰を科すべきものと認める。 

  ２．懲罰処分の種類及び内容 

    地方自治法第135条第１項第３号及び東伊豆町議会会議規則第114条の規定による10

日間の出席停止。 

  ３．理由 

    別紙のとおりであります。 

  ２枚めくっていただきたいと思います。 

  １．審査の経過について御説明いたします。 

  ①藤井議員の発言にかかわる議事録の確認、別紙資料１として添付してございます。 

  ②東伊豆町表彰条例による事務的な対応、国の叙勲、県の表彰条例での表彰対象者への対

応の確認。 

  ③藤井議員が提出された証拠の確認。 

  ④委員の疑問や藤井議員の考えなどについて、藤井議員に出席を求め、質疑を行った。 

  ⑤上述の資料や発言を証拠として、藤井議員への懲罰の是非、懲罰の種類について協議を

行った。 

  参考、９月14日月曜日、午後５時より、廣井弁護士に法律的な考え方を伺いました。 

  ２．審査の概要 

  ①プライバシーへの配慮を欠く発言であり、表彰対象者である嶋田氏の名誉を著しく損ね

た発言であった。 

  議案第48号は、東伊豆町表彰条例に基づき議会（団体意思）の議決を求められたもので

ある。町及び議会は、時の為政者や議員に左右されないように表彰の人選等を条例規則等

で定め、これにゆだねてきた。 

  ここでの質疑は、条例、規則などに基づいた町当局の対応をただすことが審議の内容とな

るのであって、藤井廣明議員が主張されるような公開での「審査」ではない。 



  藤井廣明議員は、発言の証拠として16日に別紙資料２を提出しました。 

  14年前の新聞記事をもって、嶋田氏を表彰制度の対象者でないとする証拠にはなり得な

い。この新聞記事でも、執行猶予が付されたことが報道されている。そもそも執行猶予は、

「その期間が経過するとその刑の言い渡しは効力を失うというものであり、猶予期間満了時

から将来に向かって刑の言い渡しがなかったことになるということ」であり、法律上の復権

ともいうものである。 

  藤井廣明議員は、地方自治法や会議規則の上に、議員として発言することができるのであ

る。法治国家であることから、藤井廣明議員の発言が議会で守られると同様に嶋田氏の人権

や名誉も議会等で守られるべきであると考える。 

  藤井廣明議員の発言は、嶋田氏への配慮を欠き、事実をことさらに強調し、名誉を著しく

損ねるものである。 

  藤井議員の発言は、プライバシーへの配慮を求めた地方自治法や会議規則から大きく逸脱

したものである。 

  ②町の表彰制度への信頼を揺るがす重大な発言である。 

  町の表彰制度では、町内各団体から推薦を受けた表彰候補者を国に準拠した調査を行い、

表彰審査委員会の審査を経て町長に答申される。 

  藤井廣明議員のような配慮を欠く発言が正当化されるならば、表彰審査委員会での審査は

形骸化し、各種団体からの推薦にも影響を与えることが懸念される。 

  藤井廣明議員の発言は、町の表彰制度への信頼を大きく揺るがす発言であった。 

  議会は、再びこうしたことのないように取り組まねばならない。 

  ③風車問題での個人的な感情を議会で発言したものである。 

  藤井廣明議員は、功労者の推薦を協議した議会運営委員会の委員である。 

  議会運営委員会で嶋田氏の名前が挙がると、藤井廣明議員は風車などの問題点を指摘はし

たが、表彰審査委員会で審査されることなどの説明を受けて、決定に際しては特に反対の意

見などは発言されなかった。 

  また、定例会前に開催された総務経済常任委員会（協議会）に議案の提出が報告されても、

異議や意見は述べなかった。 

  しかし、藤井廣明議員は、議案が本会議に上程されて、質疑の中で風車などの問題を大々

的に発言されたが、発言は区長として風力発電に係わった嶋田氏への敵対的な感情を議会で

発言したもので、公益的な発言とは言えない。 



  ④議長からの制止や注意を聞かず、議長の秩序維持に従わなかった。 

  議長には、地方自治法第129条「会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序

を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、（後略）」で議

場の秩序を維持する権限が付与されている。 

  藤井廣明議員は、議長が再三発言を注意し、また制止しているにもかかわらず、注意を聞

かず、また発言を中止せず、議長の秩序維持に従わなかった。 

  ⑤新人議員であることの考慮は不要である。 

  藤井廣明議員は、再三「議会は言論の府」という発言をしてきた。 

  第２回定例会でも藤井廣明議員の発言に懲罰動議が出され、議会にも発言にもルールがあ

ることを指摘されていることから、発言にはルールがあることは十分承知していると考える

ので新人議員であることを特別に扱う理由はない。 

  ⑥除外事項などが明文化されていない。 

  町の表彰条例には、上級法令がなく、実際の運用では国県の関係法令を参考に運用され

ている。しかし、表彰対象者とならない範囲はどこかという除外事項が明文化されていない。

除外事項が明文化され公開されていれば、今回のような発言は未然に避けられた面もあると

考えられる。この点については、情状として酌量されるべき問題である。 

  上記のように、藤井廣明議員の発言は、表彰対象者である嶋田氏を初め家族や表彰審査委

員会、推薦団体など表彰にかかわった方々に多大な迷惑を及ぼしたものである。また、表彰

制度に深刻な影響が残ることも懸念される。 

  議会議員として、話し合いのルールが守れなかったこと、それを十分に反省しているとは

言えないこと、こうしたことは、東伊豆町議会の信頼を失墜させ、品位を著しく汚すもので

あることから、会議規則に定められた出席停止の最大期間である10日間の出席停止を藤井

廣明議員に科することを求める。 

  以上でございます。 

○議長（八代善行君） ５番、藤井議員から本件について一身上の弁明をしたいとの申し出が

あります。これを許す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。５番、藤井議員の一身上の弁明を許すことに

決定しました。 

  ５番、藤井議員の入場を許します。 



（５番 藤井廣明君入場） 

○議長（八代善行君） 藤井議員に申し上げます。弁明に入る前に注意をしておきます。一身

上の弁明は、懲罰理由に対しての弁明であることを十分認識した上で発言をするよう求めま

す。 

  それでは、５番、藤井議員に一身上の弁明を許します。弁明は簡素にお願いいたします。 

  ５番、藤井議員。 

○５番（藤井廣明君） それでは、また私に対する懲罰動議が可決されるというような事態に

至っているようでございますが、今回の私に対する懲罰は、何ら根拠がない、法的な根拠が

ないというふうに私は考えております。 

  これに関しては、どの言葉が私に対する懲罰に該当するのか、これを示していただきたい。

そのことは、私は議案として表彰条例第48号の表彰者を、この方を表彰したいという方が

提案されまして議会で審議されました。その際、これらの当局から提出されている以上、当

局のほうはプラスの面とマイナスの面、すべてにわたって審査して間違いないということで

提出しているのかどうか、このことを伺いたかったわけでございます。であるから、過去の

事跡について問うのは当然でありまして、その方がかつて新聞でも報道されたとおり、国税

に関する違反があったということでございます。 

○議長（八代善行君） 藤井議員…… 

○５番（藤井廣明君） このことは…… 

○議長（八代善行君） 藤井議員、先ほど申し上げましたように、弁明になっておりませんの

で、注意します。 

○５番（藤井廣明君） いいえ、弁明です。ここのことは言わせていただかないと弁明になり

ません。私の名誉にかけての一身上の弁明ですから、これは発言させてください。 

  ひとえにこれはどの言葉が私に対する懲罰に相当するのかどうか、はっきり言って法律の

解釈の問題です。したがって、自治法第132条の無礼の言葉というようなことであれば、ど

の言葉がそれに相当するかどうか…… 

○議長（八代善行君） 藤井議員…… 

○５番（藤井廣明君） 論拠を示していただきたい。 

○議長（八代善行君） 藤井議員、藤井議員、発言停止してください。 

  それにつきましては懲罰委員会の報告のとおりでありますので、これ以上の発言は控えて

もらいます。 



○５番（藤井廣明君） ちょっと議長、それはおかしいでしょう。 

○議長（八代善行君） 先ほど一身上の弁明するように注意しましたが、発言がなおその範囲

を越えておりますので、会議規則第54条第２項の規定によって発言を禁止します。 

○５番（藤井廣明君） こういう発言させないの、おかしいでしょう。一身上の私の名誉にか

かわることですよ。公知の事実について私は発言したんですから。 

○議長（八代善行君） 藤井議員…… 

○５番（藤井廣明君） おかしいよ。 

○議長（八代善行君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時４３分 

 

再開 午前 ９時４５分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  藤井議員の退場を求めます。 

（５番 藤井廣明君退場） 

○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。 

  ６番、森田議員。 

○６番（森田礼治君） すみません。二、三聞きたいことがあるので、お願いしたいと、委員

長のほう。 

  藤井議員は、議会で公民権停止を言われましたが、報告書にはこの内容は書かれてあり

ません。議場内で皆さんがいるところでこれは言ったことであり、ちょっとおかしいと思

います。この公民権停止は嶋田氏は一切ありません。これは僕が調べたということです。 

  それと、もう一つ、藤井議員は、風車の件で嶋田氏を以前からよく思っていなかったと思

います。そうしたことがあったにしろ、あのような発言が許されるものではないと思います。

もっと重大なことは、当日の朝、藤井議員が議長室で議長に、人事案件で発言をとめたら表

彰式をぶっ壊すからと言っていたのを私は議長室で聞きました。これは議長に対しておどか

しととれる発言ではなかったかと思います。この件について、私の知り合いの弁護士さんに

相談中です。これは議長と相談の上でやっております。 

  懲罰は議場内における発言であることはわかっていますが、議員としての常識が問われて



いるのではないかと私は思いますが、いかがですか。 

○議長（八代善行君） 14番。 

○１４番（山田直志君） まず、公民権停止ということについての発言は、私どもも議場で聞

きました。委員会の中で議事録等を精査する中で、放送にも含めて、議会の議事録はテープ

がとまっていてこの部分については録音がされていなかったということで、この部分につい

ては懲罰の報告の中に入っていないというのが、あくまでも厳密に精査をした結果だという

ことで御理解をいただきたいと思います。 

  なお、議長、若干報告書からずれる部分がありますが、よろしいでしょうか、少し。 

○議長（八代善行君） どうぞ。 

○１４番（山田直志君） 公民権停止の問題については、そのときの10日の日の議会運営委

員会でも藤井議員にただしたところ、藤井議員が証拠があるということを再三言っており

ましたので、委員会に御出席いただいた折に、懲罰に該当しないけれども、あなたは再三

証拠があるということを言っていたじゃないですかということについては、参考的に伺い

ました。伺いましたけれども、現在、精査中だと、こういう回答がありましたことを報告

します。 

  ２つ目に、藤井議員の議員としての資質といいましょうか、いろいろ問題についてという

ことですが、私がそういうことを言える立場かどうかはわかりませんが、藤井議員の発言に

つきましては、森田さんから言われたようなことについて、懲罰の特別委員会の最初に議長

がおいでいただいて、議長からもそのようなことがあったよと、非常に発言の根っこに問題

があるんじゃないかということで、厳正にやってほしいということは議長のあいさつでお伺

いをしました。 

  この件につきましても、委員会においでいただいた際に、藤井議員にそういうことがあっ

たようだけれども本当かということも確認はしましたが、本人はそんなことは言っていない

と思いますよという内容でありました。さらに、しかし、１週間ぐらい前の話で言っていな

いか言ったかということぐらいは覚えているでしょうということでしたけれども、それにつ

いては特に発言はされなかったということでございまして、全体を通じまして、委員会でも

非常に慎重に検討をしたというふうに思っております。当然委員の中から、議員として本当

にどうなのかというような疑問の声もあったというふうには思っておりますが、情状酌量す

べき点もございましたので、このような懲罰を科すということに決まったということで御理

解をいただきたいと思います。 



○議長（八代善行君） 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。これより藤井明議員に対する懲罰の件を採決いた

します。この採決は起立によって行います。 

  本件に対する委員長の報告は、藤井明議員に10日間出席停止の懲罰を科すことです。

本件は委員長の報告どおり決することに賛成の方は起立をお願いいたします。 

（起立全員） 

○議長（八代善行君） 全員起立です。したがって、藤井明議員に10日間出席停止の懲罰

を科すことに可決されました。 

  藤井議員の入場を認めます。 

（５番 藤井明君入場） 

○議長（八代善行君） ただいまの議決に基づいて、これから藤井明議員に懲罰の宣告を行

います。 

  ５番、藤井議員の起立を求ます。 

（５番 藤井廣明君起立） 

○議長（八代善行君） 藤井廣明議員に10日間出席停止の懲罰を科します。 

  ５番、藤井議員の退場を求めます。 

○５番（藤井廣明君） いつからいつまでなんですか。 

○議長（八代善行君） きょうから10日間です。 

（５番 藤井廣明君退場） 

○議長（八代善行君） 以上で、藤井廣明議員に対する懲罰の件を終了いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時５３分 

 

再開 午前１０時０４分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ再開します。 

 



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

 

◎日程第２ 議案第５４号 平成２０年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定に

ついて 

○議長（八代善行君） 日程第２ 議案第54号 平成20年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算

認定についてを議題といたします。 

  一般会計決算審査特別委員長の報告を求めます。 

  10番、山本議員。 

（１０番 山本鉄太郎君登壇） 

○１０番（山本鉄太郎君） 朗読をもって報告とさせていただきます。 

  平成21年９月28日。東伊豆町議会議長、八代善行様。一般会計決算審査特別委員会委員

長、山本鉄太郎。 

  一般会計決算審査特別委員会審査報告書 

  本委員会に付託された事件は審査の結果、下記のとおり決定したから会議規則第77条の

規定により報告します。 

記 

  事件の番号、議案第54号、件名、平成20年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定につい

て、審査の結果、原案認定。 

  １ページ目、２ページ目、３ページ目は、内容の出席議員ですので割愛させていただきま

す。 

  ４ページ目から朗読させていただきます。 

  第２質疑の要旨 

  平成20年度東伊豆町一般会計決算 

  １概要について 

  平成20年度の一般会計決算は、予算現額49億7,428万6,000円に対し、収入済額44億8,885

万5,473円、支出済額43億3,855万453円で、歳入歳出差引額は１億5,030万5,020円である。 

  このうち、定額給付金給付事業ほか６件の繰越明許費繰越額から未収入特定財源（国庫支

出金及び町債）を控除した実質収支額は１億2,836万5,020円となり、このうち9,800万円を

東伊豆町財政調整基金設置場例第２条第２号の規定により積立措置をする内容となっている。 

  主な質疑の内容は、歳入歳出別に次のような内容となっている。 



  歳入 

  収入済額では、地方特例交付金や地方交付税は大幅な増となったものの、現下の厳しい経

済情勢による個人町民税や固定資産税の減、さらには景気低迷による譲与税、交付金等の減

により、前年度比４億4,856万7,012円（△9.1％）の減となっている。 

  歳入においては、次のような質疑が交わされた。 

  １款町税 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①町税補正予算における減額の要因については、全体的に経済情勢が主な要因であった。 

  ②収納率向上対策については、各担当者より毎月経過報告をさせ競わせている。また、未

納者に対する通知には３種類の色つき封筒で通知、さらには差し押さえ処分等を実施したと

の答弁がなされた。 

  ③個人町民税の調定額が前年度対比1.5％減となった要因は、総所得の減が主な要因であ

り、総所得の前年度対比は8,856万2,000円減（△0.53％）となった。 

  （２）その他質疑の対象となった事項 

  ①法人町民税の号数について。 

  ②出張徴収について。 

  ③当町の法人事業所の内訳について。 

  ④入湯税の未収入済額の内容と今後の対応について。 

  ２款地方譲与税 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①地方譲与税をそれぞれ減額補正した理由は、当初予算編成時には、地方財政計画に示さ

れる国の予算総額や伸び率、さらに県の試算伸び率等を根拠に推計し安全率等も換算し予算

計上するが、その後の経済情勢の落ち込み等により減額補正をせざるを得ない場合が出てく

る。平成20年度３月の最終補正時においては、景気低迷等の要因により県から示された決

算見込み資料に基づき、大幅な減額措置となったとの答弁がされた。 

  ３款から９款までは特筆事項なし。 

  10款地方特例交付金 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①地方特例交付金が前年度と比較して増となった理由は、減収補てん特例交付金が、個人

住民税における住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）の実施に伴う減収を補てんす



るために平成20年度から交付され、また、地方税等減収補てん臨時交付金が、４月１カ月

間の暫定税率の廃止に伴い、自動車取得税及び地方道路譲与税の減収補てんのために平成

20年度に限り交付されたことによるものであるとの答弁がされた。 

  11款地方交付税 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①地方交付税が前年度と比較して増となった理由及び今後の見込みはとの質疑には、基準

財政需要額26億6,272万3,000円に対し、基準財政収入額20億2,501万1,000円で、６億3,515

万5,000円が交付額であり、前年度と比較して5,688万8,000円（9.8％）の増であった。 

  基準財政収入額においては、一部法人税の伸びにより大幅な増となったものの、町民税所

得割を初め、各譲与税交付金等の減少により、総体的には前年度を下回り412万2,000円

の減となった。 

  一方、基準財政需要額は、地方再生対策費の創設や高齢者社会福祉費（75歳以上）の増、

さらに臨時財政対策費等公債費の増が主な要因となり、4,946万4,000円の増となっている。

また、今後の交付税の見込みについては、交付税は、国税五税（所得税酒税法人税消

費税たばこ税）を原資としているため、これらがふえてくれれば交付税の総枠がふえると

いうことで交付額が増となる仕組みであるが、現下の景気後退等に伴う国税収入等の落ち込

みにより、地方財政計画に特別枠が創設される以外には、交付税の伸びは期待できない大変

厳しい状況にあるとの答弁がされた。 

  12款交通安全対策特別交付金 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①交通安全対策特別交付金の積算根拠は、現下の激増する交通事故に対処するため、必要

な道路交通安全施設の設置及びその管理に要する経費に充てるために設けられた制度で、納

付された交通反則金が町内の交通事故発生件数や人口集中地区人口の比率によって配分され

るとの答弁がされた。 

  13款分担金及び負担金、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使用料及び手数料が前年度比2.5％減となっている理由及び金額の見直しを検討されて

いるかとの質疑については、使用料及び手数料は、幅広く内容が複雑なため、単純に判断で

きない部分があるが、単価等に変更がないことから件数の増減によるものだと考える。受益



者負担ということで、公共施設使用料や各種手数料等について、近隣の市町や類似団体を調

査比較し適正な見直しを検討し、今後の予算編成にも反映させたいとの答弁がされた。 

  15款国庫支出金 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①循環型社会形成推進交付金の内容については、合併処理浄化槽設置に伴う交付金で、事

業費の３分の１が交付されたものである。 

  （２）その他質疑の対象となった事項 

  ①地域生活支援事業の内容について。 

  16款県支出金 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①旅券法に基づく事務委託料の内容及び申請件数については、申請件数は146件で、初年

度のため実績に基づき県から委託料が交付された。 

  （２）その他質疑の対象となった事項 

  ①電源立地地域対策交付金の内容について。 

  17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静岡地方税滞納整理機構余剰金還付金については、負担金に対する余剰金を県内各市町

に案分し還付したものであるとの答弁がされた。 

  ②介護予防計画費の内容は、介護支援事業所である包括支援センターが行う要支援１２

の介護プラン費を、静岡県国保連合会を通じ包括支援センターに支払われたものである。 

  （２）その他質疑の対象となった事項 

  ①南伊豆地区広域市町村圏協議会返還金について。 

  ②プール利用料の内容について。 

  ③町長会派遣職員経費負担金のないようについて。 

  ④町有地立木伐採補償費の内容について。 

  ⑤育英奨学金貸付金返還金の内容について。 

  22款町債 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①地方特定道路整備事業の内容は、町道湯ケ丘赤川線改良事業によるもので、平成20年



度は、歩道用カラー舗装工事を実施したものである。 

  歳出 

  歳出においては、予算現額49億7,428万6,000円に対し、支出済額43億3,855万453円とな

り、繰越明許費として翌年度繰越額５億7,648万6,000円を差し引いた不用額は5,924万

9,547円である。 

  支出済額は前年度比４億9,538万5,079円（△10.2％）の減となっている。義務的経費を

含む経常経費は前年度比3,023万1,000円（0.8％）の増、投資的経費は前年度比４億1,078

万4,000円（△55.7％）の減となっている。 

  歳出においては、次のような質疑が行われた。 

  １款議会費、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顧問弁護士委託料が前年度に比べ増となっている要因はとの質疑については、前年度と

同額であるが、町法律相談業務委託料31万5,000円については、前町長の訴訟準備費用を委

託した内容であるとの答弁がされた。 

  ②住宅用太陽光発電システム設置費補助金161万6,000円の内容については、住民の太陽

光発電装置設置へ補助金を交付するもので９世帯（32.33ｋｗ）に交付、補助金交付額は、

１ｋｗ当たり５万円で限度額20万円までの補助である。決算年度における地区別交付実績

は、大川地区１件、奈良本地区４件、片瀬地区１件、稲取地区３件との答弁がされた。 

  （２）その他質疑の対象となった事項 

  ①文書広報費の旅費不用額について。 

  ②アスド小委員会の調査旅費の執行科目について。 

  ③財政管理事業の旅費不用額について。 

  ④町長公債費の不用額の内容について。 

  ⑤ＣＡＴＶ広報委託料の内容について。 

  ３款民生費 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①いきいきセンター維持管理及び活用については、シルバー人材センターと委託契約して

おり、高齢者を対象とした筋力向上トレーニング等の健康増進事業を行っている。なお、シ

ルバー人材センターの事務所として高齢者の生きがい活動の拠点として活用されているとの



答弁がされた。 

  ②保育園の待機児童については、認可保育園が現在定員80名となっているが、０歳児か

ら１歳児の保育要望も多く寄せられていることから、待機児童の解消を図るべく施設を増築

し安心して働ける環境づくりをしていきたい。 

  （２）その他質疑の対象となった事項 

  ①自立支援給付費の不用額について。 

  ②行政相談事業について。 

  ③放課後児童クラブの現状について。 

  ④東伊豆町民生児童協議会活動費の内容について。 

  ⑤児童遊園管理事業の内容について。 

  ４款衛生費 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①浄化槽設置整備費事業費補助金の内容は、単独浄化槽から合併浄化槽に設置がえした場

合、国県より補助金が交付されるとの答弁がされた。 

  （２）その他質疑の対象となった事項 

  ①インフルエンザ予防接種委託料の内容について。 

  ②精神障害者医療助成事業の内訳について。 

  ③国道135号植栽管理委託料の内容について。 

  ５款農林水産費 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①鳥獣害対策事業の内容及び野猿による被害対策は、駆除報奨金事業、電気柵補助事業、

有害鳥獣駆除委託事業、野猿対策事業を行っている。野猿による被害対策については、発信

機を野猿に取りつけ、移動箇所の確認を行いハイキャットによる出没情報を提供している。

また、職員による追い払い、おりによる捕獲、ロケット花火の提供などを実施しているが、

対策に非常に苦慮しているとの答弁がされた。 

  （２）その他質疑の対象となった事項 

  ①農業委員会事務事業の内容及び活動状況について。 

  ６款商工費 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①町観光宣伝委託料、町観光協会補助金及び観光対策事業補助金の内容については、町の



観光宣伝委託料が2,390万8,000円で町と各地区観光協会に予算配分し、町全体の観光宣伝

と各温泉地の特色を生かした誘客宣伝事業を委託している。 

  町観光協会補助金は2,660万円で、協会の運営費と協会が単独で行う宣伝事業についての

補助金である。観光対策事業補助金は1,430万2,000円で（熱川、稲取の太鼓連に各４万

円）、どんつく祭り、熱川海上花火大会、ちびっこフェスタ等の町内諸イベントに対する補

助金であるとの答弁がされた。 

  ②商工振興事業の主要施策と成果は、町内の消費の落ち込みは確かで、それに対する施策

としてプレミアム商品券の発行、利子補給等、中小企業への支援事業を行っている。また、

空き店舗対策、地産地消促進などの取り組みも商工会と協議もしているが、なかなか効果が

あらわれないのが現状であるとの答弁がされた。 

  ③緊急経済支援対策資金利子補助事業に対する緩和措置の考えはあるかとの質疑について

は、国ではさまざまな施策が実施されてはいても、中小企業経営者にとっては大変厳しい状

況に変わりはない。要望があれば、さらなる助成について検討していきたいとの答弁がされ

た。 

  （２）その他質疑の対象となった事項 

  ①観光施設維持管理事業について。 

  ②海浜プール補修事業の内容について。 

  ③観光施策の内容について。 

  ④広域観光振興推進事業の重点施策の取り組みについて。 

  ⑤スーパー地域商品券の利用店舗について。 

  ７款土木費 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①湯ケ岡赤川線改良工事の内容及びガードレール等設置の予定はとの質疑には、車道の一

部をカラー舗装化し、通学路としての児童生徒の安全を確保した内容である。なお、ガー

ドレール等の設置については今のところ予定はないとの答弁がされた。 

  ②町営住宅維持管理事業の内容については、稲取町営住宅の窓サッシ取りかえ工事、熱川

町営住宅雨漏り調査委託、火災報知機設置が主な内容である。また、高齢者世帯も多いこと

から、手すりの設置については今後検討していきたいとの答弁がされた。 

  ８款消防費 

  （１）主な質疑の対象となった事項 



  ①防災施設整備事業の内容、備蓄状況については、毛布約4,500枚、食料約１万5,000食

が備蓄され、町の防災倉庫、稲取中学校、熱川中学校、図書館、保健福祉センターに備蓄し

ているとの答弁がされた。 

  ②地域防災計画等策定事業の内容については、土砂災害の記述の改訂、災害ボランティア

本部運営マニュアル、医療救護計画、遺体取扱マニュアルを策定し、防災会議で報告してお

り、職員には閲覧しやすい庁内ＬＡＮを使用し、会議、訓練等で周知を図っている。また、

要援護者対策、計画については、今後主管課を中心に策定を進めていきたい。なお、支援体

制については、地域自主防に協力をお願いし、整備していくとの答弁がされた。 

  ③自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上料の内容については、町内13カ所にＡＥＤを設置

しているが、そのうち４台については、自動販売機の設置に伴い業者から無償貸与されてい

るとの答弁がされた。 

  （２）その他質疑の対象となった事項 

  ①総合防災対策事業の防災服の夏服貸与について。 

  ②非常備消防活性化推進事業における食料費について。 

  ③消防力強化事業の内容について。 

  ④防災施設維持管理事業の水門の維持管理について。 

  ９款教育費 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①図書館の利用管理状況及び図書の購入方法については、年間６万5,130点（ＣＤＤ

ＶＤ含む）の利用があった。また、館内の清掃は職員で行っているが、２カ月に１度ワッ

クス清掃を業者に委託している。なお、図書の購入方法については、新刊案内から職員が

選書して購入をしているとの答弁がされた。 

  ②学校給食費を値上げしたが、その後の運営状況はとの質疑には、燃料費や食材の高騰に

より運営状況が厳しくなり、年度途中で値上げを余儀なくされたが、値上げを実施したこと

により運営状況は改善され、児童生徒に安全でおいしい食材を提供できるようになったと

の答弁がされた。 

  （２）その他質疑の対象となった事項 

  ①町民体育大会の消耗品の内容について。 

  10款災害復旧費 

  （１）主な質疑の対象となった事項 



  ①漁港災害復旧費の内容は、大川白田漁港漂着ゴミ除去、穴切防波堤災害復旧工事及び

平成19年度の繰越分として北川漁港（穴切防波堤）災害復旧工事に伴うものであったとの

答弁がされた。 

  （２）その他質疑の対象となった事項 

  ①農業用施設について。 

  11款公債費 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①無駄を省くという観点から、公債費を中心に今後財政健全化にどのように取り組むのか

との質疑には、公債費、人件費、扶助費等の義務的経費が増大してくると、投資的経費など

政策的経費に充てる財源が少なくなる。当町は基金残高が他市町に比べて少なく、また、起

債には次世代の町民の皆さんにも負担していただくという意味合いもあるが、当町は幸いに

して、当面は大きなハード事業を予定しておらず。公債費は今後、減少していくと見込まれ

る。人件費については、地方分権に伴う権限移譲により事務量の増はあるものの、退職者の

不補充や消防広域化など、減の要因はあるが、扶助費は高齢化社会により今後も増えていく

ことが想定される。そのため、委託料等の物件費や維持補修費はもとより、町単独補助金の

見直し等を含め、経常的経費の見直し削減を図っていきたいとの答弁がされた。 

  12款予備費、特筆事項なし。 

  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附帯決議を付して、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。 

  附帯決議 

  １．補助金について 

  現下の経済不況に伴う景気低迷により、各種補助団体を取り巻く経営環境も悪化する中で、

今後も予想される厳しい歳入環境から、なお一層の歳出削減を強いられる町の財政状況をか

んがみ、各種補助金の抜本的な見直しを再度行うよう強く要望する。 

  ２．図書館の利用促進について 

  図書館利用状況については、監査委員の決算審査意見書の検討課題等でも触れているよう

に、図書、ＣＤの貸し出し件数、延べ利用人数はともに微増ではあるが、より一層の利用促

進を図られたいと報告されている。現在、役場１階に設置しているミニミニ図書室の稲取小

学校体育館内への移設については、平成22年７月に移設予定で協議を進められているが、

利用者の利便性を十分考慮し、平日以外においても開館し稲取地区の利用促進が図られるよ



う要望する。 

  以上報告終わります。よろしく御審議お願いします。 

○議長（八代善行君） これより一般会計決算審査特別委員長の報告に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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54号 平成20年度東伊豆町一

般会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。 

  この決算に対する委員長の報告は認定するものです。この決算は委員長の報告のとおり認

定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。よって、議案第54号 平成20年度東伊豆町

一般会計歳入歳出決算認定については、認定することに決しました。 

 

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

 

◎日程第３ 議案第５５号 平成２０年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出 

         決算認定について 

◎日程第４ 議案第５６号 平成２０年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出 

         決算認定について 

◎日程第５ 議案第５７号 平成２０年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳 

         出決算認定について 

◎日程第６ 議案第５８号 平成２０年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算 

         認定について 

◎日程第７ 議案第５９号 平成２０年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決 

         算認定について 



◎日程第８ 議案第６０号 平成２０年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出 

         決算認定について 

◎日程第９ 議案第６１号 平成２０年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

 

○議長（八代善行君） 日程第３ 議案第55号 平成20年度東伊豆町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算認定について、日程第４ 議案第56号 平成20年度東伊豆町老人保健医療特

別会計歳入歳出決算認定について、日程第５ 議案第57号 平成20年度東伊豆町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程第６ 議案第58号 平成20年度東伊豆町

介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、日程第７ 議案第59号 平成20年度東伊豆

町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について、日程第８ 議案第60号 平成20年度東

伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第９ 議案第61号 平成20

年度東伊豆町水道事業会計決算認定についてを一括議題といたします。 

  報告を求めます前に特別会計決算審査特別委員長から副委員長の同席を求めたいとの申し

出がありましたので、これを許可いたします。 

  それでは、特別会計決算審査特別委員長の報告を求めます。 

  ２番、飯田議員。 

（２番 飯田桂司君登壇） 

○２番（飯田桂司君） では、一般会計の審査報告に引き続きまして、特別会計審査報告を朗

読をもって報告とさせていただきます。 

  平成21年９月28日。東伊豆町議会議長、八代善行様。特別会計決算審査特別委員会委員

長、飯田桂司。 

  特別会計決算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したから会議規則第77条の規定

により報告します。 

記 

  事件の番号、件名、審査の結果の順に報告します。 

  議案第55号 平成20年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、原

案認定。 

  議案第56号 平成20年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について、原

案認定。 



  議案第57号 平成20年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、

原案認定。 

  議案第58号 平成20年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、原案認

定。 

  議案第59号 平成20年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について、原案

認定。 

  議案第60号 平成20年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について、原

案認定。 

  議案第61号 平成20年度東伊豆町水道事業会計決算認定について、原案認定。 

  恐れ入ります。１ページ、２ページ、（３）まで割愛をさせていただきます。 

  二．特別会計決算審査特別委員会審査の概要 

  審査に当たり、主要施策の成果説明書をもとに各課より説明を受け、厳正な審査を行いま

した。 

  その審査過程においては、各委員から多くの質疑、意見等が出されましたが、以下、主な

項目について報告します。 

  国民健康保険特別会計は、後期高齢者医療制度の創設により加入者数、歳入歳出などに影

響を受けた内容である。 

  歳入の柱である税の収納状況との質疑に、現年度分89.94％、前年度比1.23％の減、滞納

繰越分10.71％、0.65％の減、総合で66.27％、同4.16％の減で、静岡県平均は80.09％、同

2.35％の減であるとの答弁があった。さらに、戸別徴収や短期資格証明を活用して徴収

は行っているが、滞納者は他の税なども同様に滞納しており大変厳しい状況にあるとの答弁

があった。収納が低下した理由として、①不況による所得の低下、②雇用環境から生活困窮

者の加入が急増した、③納税意識の高かった後期高齢者が離脱したことが挙げられ、口座振

込の低下に見られる若年層の滞納が新たな特徴であるとの答弁があった。不納欠損はとの質

疑に、379件7,200万円を超える状況で、346件6,800万円余は、戸別徴収や資格証明対象世

帯でも連絡がとれない世帯、財産のない世帯で処分したものであるとの答弁があった。収納

が現年度に偏っていないかとの質疑に、県の統計では現年度中心に公表されているが、現年

度に偏ると滞納と不納欠損の増加が生じるため滞納者の納付では現年度８割、滞納２割で対

応しているとの答弁があった。 

  医療費の削減と健康づくりの推進は大きな町政の課題であるが各係の連携がうまく機能し



ていないのではないかとの質疑に、特定健診は昨年度初めての実施で22％を今年度の目標

値は31.25％で、区町会や各種団体での宣伝依頼とヤオハンでの出前健診等で目標の達成を

期待している。こうした参加者を健康増進、介護予防事業につなげるよう努力したいとの答

弁があった。また、健康増進事業はすそ野が広がらないことには苦慮している。課内で話し

合いを持つなどして、より多くの町民の皆さんに参加してもらえるよう努力したいとの答弁

があった。 

  病院などで健診を受けている人が特定健診を受けないのではないかとの質疑に、検査項目

を満たしていて医師の証明があれば健診にカウントされるが、項目や費用の問題があるとの

答弁であった。今後どのように受診率を向上させるのかとの質疑に、県下でも集団健診は賀

茂とあと１地区しかなく、伊東市等も個別健診である。今後受診率がアップしてくると現在

のやり方では対応できなくなることも予想されるので、課題はあるが、賀茂地区でも個別健

診が実施できないか医師会などと検討することも必要だとの答弁があった。 

  以上、附帯決議を付して、議案第55号を全会一致で認定するものと決したことを報告し

ます。 

  附帯決議 

  議案第55号 平成20年度東伊豆町国民健康保険特別会計について 

  特定健診の実施方法について、現在県内では、賀茂郡を除き、ほとんどが病院診療所で

の個別健診となっている。 

  従来から行ってきた集団健診の長所もあるが、今後50％を超える受診率を達成すること

を目標として取り組むとなると、この方法では既に限界に達していると考えられる。 

  賀茂の市町で検討し、これら問題点と今後の健診体制の充実について賀茂医師会と協議し

ていくことが重要な課題である。 

  老人保健特別会計について、後期高齢者医療制度の創設に伴い精算のために２年間存続さ

れている会計である。 

  以上、議案第56号を全会一致で認定するものと決したことを報告します。 

  後期高齢者医療特別会計について、20年度に老人保健医療特別会計から新たに創設され

た特別会計で、運営は県と市町で構成する広域連合で行われている。75歳以上の後期高齢

者に係る医療費の約５割を公費で（国４：県１：町１）で負担し、約４割を現役世代（75

歳未満の人）の人が負担し、１割を後期高齢者（被保険者）が負担する制度である。 

  以上、議案第57号を全会一致で認定するものと決したことを報告します。 



  介護保険特別会計において、収納状況はとの質疑に、普通徴収分が79.3％と前年度比

３％の減と落ち込んでいる。徴収では、制度の説明も兼ねて夜間徴収等を行っている。また、

預貯金調査も行っているが、無年金者や低い年金者が対象であるために預貯金のない方も多

く、徴収率の改善にはつながらない状況である。 

  不納欠損はとの質疑に、死亡や転出を主な要因として50人で153万2,300円であるとの答

弁があった。 

  賀茂郡介護認定審査会負担金はとの質疑に、審査会は郡で運営しているが、河津町と当町

で１つの合議体を構成して運営しており、医師４人、保健福祉部門から各２名の委員で構

成される判定会合議体の負担金であるとの答弁があった。 

  認定調査費の主治医意見書料はとの質疑に、町に町民や家族から介護認定の申請が出され、

担当係が介護認定の申請書類を作成するための費用であるとの答弁があった。 

  以上、附帯決議を付して、議案第58号を全会一致で認定するものと決したことを報告し

ます。 

  附帯決議 

  議案第58号 平成20年度東伊豆町介護保険特別会計について 

  １．県内の多くの市町では、無年金者などの低所得者に対しては保険料の減免措置がとら

れている。当町においても、高齢者の生活実態と制度運用の実態を考慮すると当町でも検討

すべきである。 

  ２．介護保険制度の抜本的な見直しが必要である。 

  現行の介護保険制度では、高齢者が増加し、結果、介護認定者が増加すれば介護保険料は

どんどん値上がりする仕組みである。 

  年金受給者は、年金給付額の切り下げと各種税金の天引き続きで、生活に向けられる額が

大きく目減りしている。現役世代でも、仕事の減少と雇用の不安定さから所得は落ち込んで

いる。現在の介護保険料の負担に、高齢者（１号被保険者）も現役世代（２号被保険者）も

悲鳴を上げている。 

  これから本格的に高齢化社会が到来することを考えると、現行制度のままでは保険料の負

担額の面でも、介護サービス給付の面でも不安が大きく、安心して老後を迎えられる状況

制度になっていない。 

  町においては、町民の負担の増加や介護サービスの不足などの課題を解消するように町民

が安心できる社会保障制度の充実に向けて、国の負担などのあり方、運営の主体は市町でい



いのか。介護の現場の抱える問題など抜本的な見直しを国や県などに提起していく必要があ

る。 

  稲取財産区特別会計は、歳入はテングサ販売の配分金と土地貸付で構成され、歳出は管理

会費用、一般会計への繰入金で構成されている。 

  委員からは、操業する漁船が１隻となり、テングサの伝統を守り継承していくための施策

が必要であるとの意見が多数出された。伊豆漁協稲取支所や管理会と協議しながら対策を講

じていきたいとの答弁があった。 

  財産貸付で10月末までの貸し付けとなっている稲取温泉旅館協同組合への貸し付けはど

う対応するのかとの質疑に、同組合からは管理者に減額の申し出があり、管理会で協議の結

果、契約更新後の貸付料については伊豆漁協稲取支所と同組合とで協議して決定することに

なっているとの答弁があった。 

  以上、議案第59号を全会一致で認定するものと決したことを報告します。 

  風力発電事業特別会計は、歳入は大半の諸収入の売電収入などによって構成され、歳出は

電気事業費、公債費、諸支出金などで構成される。 

  売電収入が大幅に減少したが要因は、６月から10月の間に発電可能が風が少なかったこ

とと２号機の修繕により１カ月程度稼動しなかったためである。稼動していない要因も成果

説明書に記載するよう要望があった。 

  発電施設保安管理委託料が例年より増加している要因は、通常の保守点検に加えて５年ご

との部品交換も含む点検によって増加しているとの答弁があった。 

  以上、議案第60号を全会一致で認定するものと決したことを報告します。 

  水道事業会計は、水利用には厳しい環境であったが、経営努力によって利益を確保した内

容である。特に営業費用の抑制に配慮して運営したものである。しかし、使用水量が減少し

ているが、動力費など経常的経費が比例しては減少していないために、施設運転コストの削

減に取り組んでいく予定である。基本計画の策定中であり、ポンプ上の統廃合も含めてコス

トの削減の検討を依頼しているとの答弁があった。 

  また、検針業務委託については、引き続き検討する理由は何かとの質疑に、検針業務の委

託を検討したが、先進地である伊東市の状況では検針業務だけ委託するより料金の算定業務

も委託したことで効果を得ているとのことから、業務全体に踏み込んだ検討を行う予定であ

るとの答弁があった。 

  動力費の抑制に小水力発電などの採用を検討してはとの質疑に、可能と考えられます。ま



た、紫外線対策として太陽光発電パネルを沈殿槽の屋根に設置するなどさまざまな方策を検

討していきたいとの答弁があった。 

  以上、議案第61号を全会一致で認定するものと決したことを報告します。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（八代善行君） これより特別会計決算審査特別委員長の報告に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第55号 平成20年度東伊豆町国

民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。 

  この決算は委員長の報告のとおり認定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。したがって、議案第55号 平成20年度東伊

豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定については認定することに決しました。 

  次に、議案第56号 平成20年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決いたします。 

  この決算は委員長の報告のとおり認定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。したがって、議案第56号 平成20年度東伊

豆町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定については認定することに決しました。 

  次に、議案第57号 平成20年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決いたします。 

  この決算は委員長の報告のとおり認定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。したがって、議案第57号 平成20年度東伊

豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については認定することに決しました。 



  次に、議案第58号 平成20年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを

採決いたします。 

  この決算は委員長の報告のとおり認定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。したがって、議案第58号 平成20年度東伊

豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定については認定することに決しました。 

  次に、議案第59号 平成20年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について

を採決いたします。 

  この決算は委員長の報告のとおり認定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。したがって、議案第59号 平成20年度東伊

豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定については認定することに決しました。 

  次に、議案第60号 平成20年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決いたします。 

  この決算は委員長の報告のとおり認定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。したがって、議案第60号 平成20年度東伊

豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定については認定することに決しました。 

  次に、議案第61号 平成20年度東伊豆町水道事業会計決算認定についてを採決いたしま

す。 

  この決算は委員長の報告のとおり認定することにご異議ございませんか。 

（「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、議案第61号 平成20年度東伊

豆町水道事業会計決算認定については認定することに決しました。 

 

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

 

◎日程第１０ 議案第４８号 平成２１年度東伊豆町功労者表彰について 

○議長（八代善行君） 日程第10 議案第48号 平成21年度東伊豆町功労者表彰についてを

議題といたします。 



○議長（八代善行君） 10番。 

（１０番 山本鉄太郎君登壇） 

○１０番（山本鉄太郎君） 当委員会に付託されました議案第48号を朗読をもって報告書を

もって提出させていただきます。 

  平成21年９月28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、山本

鉄太郎。 

  委員会審査報告書 

  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条

の規定により報告します。 

  議案番号、48号、付託年月日、平成21年９月11日、件名、平成21年度東伊豆町功労者表

彰について、審査の結果、原案可決となっております。 

  よろしく御審議ください。 

○議長（八代善行君） これより総務経済常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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。 

  本案に対する委員長の報告は原案のとおり決するものです。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第48号 平成21年度東伊豆町功

労者表彰についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決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１１ 常任委員会所管事務調査の報告について 

○議長（八代善行君） 日程第11 常任委員会所管事務調査の報告についてを議題といたし



ます。 

  文教厚生常任委員長より、閉会中の所管事務調査の報告をしたいとの申し出がありました。 

  お諮りいたします。本件は、申し出のとおり報告を受け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。したがって、文教厚生常任委員会の閉会中の

所管事務調査の報告を受けることに決定しました。 

  文教厚生常任委員長の発言を許します。 

  14番。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） お手元に配付してございますが、所管事務調査の報告書につきまし

て、朗読をもって報告をさせていただきます。 

  平成21年９月28日。東伊豆町議会議長、八代善行様。文教厚生常任委員会委員長、山田

直志。 

  所管事務調査の報告書 

  本委員会に付託された所管事務調査については、調査結果を別紙のとおり、会議規則第

77条の規定により報告します。 

  まず、第１．介護保険料の大幅な値上げの要因について 

  ①重度認定者が多い 

  平成20年度の町内の要介護認定者は623名である。 

  その特徴は、別表１で見ると明らかなように、町内の認定者は、国の認定状況と比較する

と要支援や要介護１と軽度の認定者が少なく、要介護３、４、５と重度の認定者が大変多い

という特徴がある。 

  同じサービスを受けても重度認定者のほうが介護報酬も高くなるなど介護給付費の増加の

一因であると考えられる。 

  ②在宅サービスの利用が非常に多い 

  町内の介護施設が少ないため、在宅サービスの利用が非常に高い。 

  サービスの種類ごとの高齢者１人当たりの給付費は別表２のとおりである。 

  前述したように、重度認定者が多く、その重度認定者がショートステイ、通所サービスを

多く利用すると介護報酬の単価が高くなるため、給付額が増加する要因となる。 



  また、世帯状況が都市型で、加入世帯3,218世帯のうち、高齢者の生活実態として高齢者

ひとり暮らし1,046人、高齢者のみ等645世帯1,317人と老老介護や介護サービスに頼らざる

を得ない背景があることも在宅サービス給付費が高い要因と言える。 

  ③調整交付金による調整 

  調整交付金は、国費のおおむね５％と言われている。 

  しかし、①後期高齢者の加入割合の相違、②高齢者の負担能力（所得段階別被保険者数）

の相違、③災害時の保険料利用減免（特別調整）などの調整事由によって市町村間の財政

の格差の調整が行われている。 

  東伊豆町の調整交付金は５％を下回っており、計画値は4.30％となっている。 

  これにより下田賀茂郡と比して1.76％から4.09％の負担差が生じている。 

  これは、基準保険料で見ると383円から872円の減額に相当する金額である。５％の給付

であれば152円介護保険料は安くすることが可能となる。 

  ④２号被保険者40歳以上の対策 

  ２号被保険者の介護認定者は24名で、そのうち15名は脳血管疾患である。今後の健康づ

くり事業での対応が期待される。 

  ２．今後の動向について 

  ①急速に進む高齢化と重度の対応が重要 

  この１年間では1.5％と伸び率で県下１位と高齢化率の上昇が見られた。しかし、10年後、

20年後を展望すると一層の急速な高齢化が進むことが別表４からも推測される。45歳から

64歳までの人口は4,318人と人口のほぼ30％を占めている。 

  10年後には、高齢化率が40％を超える超高齢化社会を迎える状況にある。 

  今から超高齢化社会の到来を展望した事業の見直しや展開が重要である。 

  このままでは、５年後に介護認定者が760名へと増加することが推計されている。 

  この状況で介護のサービスが提供できるか。 

  介護保険料はどの程度になるか。不安な要因が山積みしている。少し長い視点で政策の展

開、負担の軽減に取り組んでいただきたい。 

  ③今後の対策について 

  超高齢化社会の到来に対して、次のような対策に今から取り組まれたい。 

  ①40歳代からの健康づくりが重要 

  超高齢化社会に突入することは、避けがたい状況である。 



  問題は、病気になり介護が必要となる町民をより少なくすることである。 

  高齢者になる前、40歳代から健康づくり事業が重要で、その事業の質の充実を図り、規

模を広げていくことで、高齢者が病人介護認定者にならないような取り組みを進めていく

必要がある。 

  ②リハビリなどの自立生活能力の向上 

  後期高齢者医療制度では、診療報酬でリハビリ期間が短く設定されており、病気で入院す

ると、介護保険に移行するケースが多数見られる。 

  病気であれ、介護であれ、リハビリによって、その人の自立生活能力が回復し、家庭に戻

り生活できるようになることが理想である。 

  地域内でのリハビリを重視した病院、通所リハなどを積極的に行う介護事業者を育成する

など要介護者と家族の生活を改善し、支える環境を充実させることに視点を当てた取り組み

を強化されたい。 

  ③介護保険の抜本的な見直しを 

  現在の制度では、将来の超高齢化社会では町と町民の負担も相当大きな金額になることが

推察される。 

  都市と地方の間には、人口構成、収入などさまざまなばらつきや格差がある。 

  現在は、調整交付金でその調整を行っているが、その率が大きな差となり介護保険料に影

響している。 

  こうした調整では、地域格差を調整することには限界もあり、介護事業を国や県が行うこ

とのほうがより公平で適正な運営ができると考えられる。 

  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。 

  12番。 

○１２番（居山信子君） 所管事務調査の報告ということで、ただいま委員長から報告を受け

ましたが、介護保険につきましては、10年経過する中で今後の運営等、そしてまた現場の

マンパワーの問題等々、非常に不安の要因がたくさんある中で、委員会としてこのような調

査をし、なおかつ報告をしていただいたことに非常に敬意を表したいというふうに思います。 

  特に、私、現場でのその職員の皆さんのさまざまな声とか、そしてまた利用者の声とか、

そういう観点での調査等を何らされなかったのかどうなのか、そしてまた、今後、委員会で

そういう対応についてどのような対応をなさっていくのかということをお尋ねしたいという



ふうに思います。 

○議長（八代善行君） 14番。 

○１４番（山田直志君） 所管事務について行うということについては、とにかく介護保険料

が今年度上がったということの状況をよく把握しようということが出発でありましたので、

制度の運用等々が中心になったのかな。しかし、各表等でも説明したとおりに、非常に重要

なことが我々も幾つか勉強になったなと。やっぱり本会議の議案審議だけでは十分でなかっ

たなということは感じております。 

  今、居山議員から言われるような問題については、今後そういうことも課題になるのかな

というふうには思いますが、一応委員会としてはこの段階で所管事務については一つの区切

りにしたいというふうに考えています。 

  また、介護事業者、利用者の声とか、やっぱり利用している方、また現場の職員の皆さん

の声を聞くとなると、私ども所管事務からかなり範囲も広がってしまう部分もあるのかなと

いう感じもしておりますので、一応私のところでは現在はこの程度にとどめているという内

容です。 

○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。 

（「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。 

  以上で常任委員会所管事務調査の報告についてを終了いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０８分 

 

再開 午前１１時０９分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程第１２ 各常任委員会の研修計画について 



○議長（八代善行君） 日程第12 各常任委員会の研修計画についてを議題といたします。 

  各常任委員長に対する質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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。 

  ただいま議題となっております各常任委員会の研修計画については承認することに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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承認されました。 

 

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

 

◎日程第１３ 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13 議会運営委員会所管事務調査についてを議題といたしま

す。 

  内容としては、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４回定例会までに調査することにしたい

と思います。御異議ございませんか。 

（「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） これをもちまして、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

ございませんか。 

（「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。 

  平成21年第３回東伊豆町議会定例会を閉会いたします。 

  皆さん、どうも御苦労さまでした。 

 

閉会 午前１１時１１分 
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