
 

平成 22 年第３回（９月）定例会 

 

 

東伊豆町議会会議録 

 
平成 22 年  ９月 13 日  開会 

平成 22 年  10 月１日  閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東 伊 豆 町 議 会 

 



平成２２年第３回東伊豆町議会定例会会議録目次 

 

  第 １ 号 （９月１３日） 

○議事日程………………………………………………………………………………………………１ 

○出席議員………………………………………………………………………………………………１ 

○欠席議員………………………………………………………………………………………………２ 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名…………………………２ 

○職務のため出席した者の職氏名……………………………………………………………………２ 

○開会の宣告……………………………………………………………………………………………３ 

○議会運営委員長の報告………………………………………………………………………………４ 

○開議の宣告……………………………………………………………………………………………５ 

○議事日程の報告………………………………………………………………………………………５ 

○会議録署名議員の指名………………………………………………………………………………５ 

○会期の決定……………………………………………………………………………………………６ 

○諸般の報告……………………………………………………………………………………………６ 

○行政報告………………………………………………………………………………………………６ 

○一般質問……………………………………………………………………………………………１６ 

  飯 田 桂 司 君……………………………………………………………………………１６ 

  藤 井 廣 明 君……………………………………………………………………………２９ 

  西 村 弘 佐 君……………………………………………………………………………５６ 

  内 山 愼 一 君……………………………………………………………………………６８ 

○散会の宣告…………………………………………………………………………………………８２ 

 

  第 ２ 号 （９月１４日） 

○議事日程……………………………………………………………………………………………８３ 

○出席議員……………………………………………………………………………………………８３ 

○欠席議員……………………………………………………………………………………………８４ 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名………………………８４ 

○職務のため出席した者の職氏名…………………………………………………………………８４ 

○開議の宣告…………………………………………………………………………………………８５ 



○議事日程の報告……………………………………………………………………………………８５ 

○一般質問……………………………………………………………………………………………８５ 

  村 木   脩 君……………………………………………………………………………８５ 

  山 田 直 志 君…………………………………………………………………………１０２ 

  居 山 信 子 君…………………………………………………………………………１２２ 

○専決承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度東伊 

         豆町風力発電事業特別会計補正予算（第１号））……………………１３７ 

○議案第５０号 東伊豆町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する 

        条例について…………………………………………………………………１４６ 

○議案第５１号 平成２２年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）……………………１４９ 

○会議時間の延長について………………………………………………………………………１７５    

○議案第５２号 平成２２年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第２号）…………１８０ 

○議案第５３号 平成２２年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第１号）………………１８２ 

○報告第１号 平成２１年度東伊豆町健全化判断比率の報告について……………………１８７ 

○報告第２号 平成２１年度東伊豆町資金不足比率の報告について………………………１８７    

○散会の宣告………………………………………………………………………………………１９０ 

 

  第 ３ 号 （９月１５日） 

○議事日程…………………………………………………………………………………………１９１ 

○出席議員…………………………………………………………………………………………１９１ 

○欠席議員…………………………………………………………………………………………１９１ 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名……………………１９１ 

○職務のため出席した者の職氏名………………………………………………………………１９２ 

○開議の宣告………………………………………………………………………………………１９３ 

○議事日程の報告…………………………………………………………………………………１９３ 

○議案第５４号 平成２１年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について……………１９３ 

○議案第５５号 平成２１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……………………………………………………………………１９３ 

○議案第５６号 平成２１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……………………………………………………………………１９３ 



○議案第５７号 平成２１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…………………………………………………………………１９３ 

○議案第５８号 平成２１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…………………………………………………………………………１９４ 

○議案第５９号 平成２１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………………………………………………………………………１９４ 

○議案第６０号 平成２１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……………………………………………………………………１９４ 

○議案第６１号 平成２１年度東伊豆町水道事業会計決算認定について…………………１９４ 

○散会の宣告………………………………………………………………………………………２１９ 

 

  第 ４ 号 （９月１６日） 

○議事日程…………………………………………………………………………………………２２１ 

○出席議員…………………………………………………………………………………………２２１ 

○欠席議員…………………………………………………………………………………………２２１ 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名……………………２２１ 

○職務のため出席した者の職氏名………………………………………………………………２２２ 

○開議の宣告………………………………………………………………………………………２２３ 

○議事日程の報告…………………………………………………………………………………２２３ 

○議案第５４号 平成２１年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について……………２２３ 

○議案第５５号 平成２１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……………………………………………………………………２２３ 

○議案第５６号 平成２１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……………………………………………………………………２２３ 

○議案第５７号 平成２１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…………………………………………………………………２２３ 

○議案第５８号 平成２１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…………………………………………………………………………２２３ 

○議案第５９号 平成２１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………………………………………………………………………２２３ 



○議案第６０号 平成２１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……………………………………………………………………２２４ 

○議案第６１号 平成２１年度東伊豆町水道事業会計決算認定について…………………２２４ 

○散会の宣告………………………………………………………………………………………２３８ 

 

  第 ５ 号 （１０月１日） 

○議事日程…………………………………………………………………………………………２３９ 

○出席議員…………………………………………………………………………………………２３９ 

○欠席議員…………………………………………………………………………………………２３９ 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名……………………２４０ 

○職務のため出席した者の職氏名………………………………………………………………２４０ 

○開議の宣告………………………………………………………………………………………２４１ 

○議事日程の報告…………………………………………………………………………………２４１ 

○議案第５４号 平成２１年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について……………２４１ 

○議案第５５号 平成２１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……………………………………………………………………２４８ 

○議案第５６号 平成２１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……………………………………………………………………２４８ 

○議案第５７号 平成２１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…………………………………………………………………２４８ 

○議案第５８号 平成２１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…………………………………………………………………………２４８ 

○議案第５９号 平成２１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………………………………………………………………………２４８ 

○議案第６０号 平成２１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……………………………………………………………………２４８ 

○議案第６１号 平成２１年度東伊豆町水道事業会計決算認定について…………………２４８ 

○各常任委員会の研修計画について……………………………………………………………２５６ 

○議会運営委員会所管事務調査について………………………………………………………２５７ 

○閉会の宣告………………………………………………………………………………………２５７ 



 

○署名議員…………………………………………………………………………………………２５９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平 成 ２ ２ 年 第 ３ 回 東 伊 豆 町 議 会 定 例 会 会 議 録  

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                    平成２２年９月１３日（月）午前９時３０分開会 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 

日程第 ５ 一般質問 

    １． ２番 飯 田 桂 司 君 

     １）教育現場の現状と今後の諸問題について 

    ２． ５番 藤 井 廣 明 君 

     １）町営風車の諸問題について 

     ２）東伊豆町水道ビジョンについて 

     ３）稲取漁港の改修工事について 

    ３． ７番 西 村 弘 佐 君 

     １）自主運行バスについて 

     ２）観光振興の対策について 

    ４． １番 内 山 愼 一 君 

     １）子宮頸ガン予防ワクチン接種について 

     ２）総合計画策定について 

     ３）奈良本けやき公園の活性化について 

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

出席議員（１２名） 

     １番  内 山 愼 一 君      ２番  飯 田 桂 司 君 

     ３番  村 木   脩 君      ５番  藤 井 廣 明 君 

     ６番  森 田 礼 治 君      ７番  西 村 弘 佐 君 

     ８番  鈴 木   勉 君     １０番  山 本 鉄太郎 君 

    １１番  八 代 善 行 君     １２番  居 山 信 子 君 



    １３番  定 居 利 子 君     １４番  山 田 直 志 君 

欠席議員（なし） 

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

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 太 田 長 八 君 副 町 長 鈴 木 新 一 君 

教 育 長 飯 田 伊三男 君 総 務 課 長 
兼 防 災 監 田 村 正 幸 君 

企画調整課長 吉 野 竹 男 君 税 務 課 長 石 原 邦 彦 君 

住民福祉課長 西 尾   清 君 健康づくり 
課 長 木 田 和 芳 君 

健康づくり課 
参 事 中 村 健 司 君 観光商工課長 稲 葉 彰 一 君 

建設産業課長 上 嶋 智 幸 君 建設産業課 
技 監 山 口   誠 君 

教育委員会 
事 務 局 長 齋 藤 容 一 君 消 防 長 平 山   隆 君 

水 道 課 長 鈴 木 秀 人 君 会計管理者 
兼会計課長 鳥 澤   勇 君 

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

職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 鈴 木 弥 一 君 書 記 岡 田 賢 一 君 

書 記 中 山 美穂子 君   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会の宣告 

○議長（八代善行君） 皆様、おはようございます。 

  平成22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。 

  残暑厳しい中、議員各位におかれましては公私ともに大変お忙しい中、御出席を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

  さて、この夏を振り返りますと、７月中旬には東日本や西日本で記録的な大雨となるなど、また、梅雨が

明けると同時に気温が急上昇し、全国各地で猛暑日となる厳しい暑さが続きました。これは日本に限らず、

ヨーロッパなども記録的な暑さに見舞われ、ロシアでは各地に非常事態宣言が出るなど世界各地で大きな被

害を受けております。 

  一方、国内では、大雨や猛暑による作物の成長不良で野菜が高騰するなど、さらには熱中症により多くの

方が亡くなられました。当町では、作物の一部に影響はあったものの、熱中症で搬送された方々につきまし

ては、幸いにも大事には至らなかったと聞き、安堵しておるところでございます。 

  このような中、観光産業を主幹とする当町のこの夏の状況ですが、高速道路の社会実験による影響を初め、

日帰りドライブの増など宿泊を伴わない旅行形態の変化により宿泊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

たすところであります。 

  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21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21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っております。 

  議員各位におかれましては、諸議案と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22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。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 皆様、おはようございます。 

  議会運営委員会より平成22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７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いたします。 

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

予算案３件、また、財政の健全化に関する健全化判断比率及び資金不足比率の報告、平成21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。さらには、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る予定でございます。 

  なお、財政健全化に関する報告第１号と第２号につきましては、一括議題とし、一般会計補正予算の説明

につきましてはおおむね50万円以上で説明することが協議決定いたしましたので、当局の皆様もよろしくお

願いいたします。 

  平成21年度の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

なりますが、各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、一般会計が文教厚生

常任委員会所属の委員、特別会計は総務経済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つの特別会計に、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15日午後２時までとさせていただきます。 

  なお、９月15日は八代議長、太田町長は出張予定となっております。両名不在となりますが、森田副議長

が議長にかわり議事運営いたしますので、御承知願います。 

  また、９月16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。 

  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10月４日までの22

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。 

 

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

 

◎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ございます。 

  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８番、鈴木議員、13番、定居議員を指

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。今期定例会の会期は、予備日を含め、本日から10月４日までの22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22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、山本総務経済常任委員長と

ともに出席いたしました。総会では、平成21年度事業報告及び収支決算、平成22年度事業計画及び収支予算

がそれぞれ承認されました。 

  ７月28日には、伊豆温泉所在５都市議員研修会が同じく伊豆市で開催され、村木議員とともに出席いたし

ました。研修では、静岡県東部保健所長雑賀俊夫氏による地域医療についての講演を受講し、医師の不足と

偏在化による諸問題、また、その解決策には地域医療に対する危機意識を十分認識し、地域全体で医療の連

携に取り組むことが最も重要ということでありました。 

  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22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

く御礼申し上げます。 

  定例会の開会に当たり、ごあいさつを兼ねて行政諸般の報告をさせていただき、議員各位並びに町民の皆

様の御理解と御協力を賜りますことを念願いたすところでございます。 

  今年の夏は記録的猛暑が続き、全国で熱中症によるとされる死者も多く心配いたしましたが、８月下旬以

降は日を重ねるごとに朝晩の涼しさを感じるところとなり、季節的にも随所に秋を感じてまいりました。 

  エルニーニョ現象の終結の年であるとされておりますが、北半球各地で異常気象が見受けられ、ロシア穀

倉地帯におきましては猛暑と日照りで農産物に大きな被害も出ているようで、世界的規模で食糧需給への影



響が危惧されるところでございます。 

  アジアの隣国、中国では上海において万国博覧会が開催されております。８月16日から７日間は静岡ウイ

ークが開催され、日本産業館のステージで県下24市町の伝統芸能等が披露されました。当町からも稲取馬鹿

囃子が参加して、田町区若集や役場職員等が郷土芸能を披露し、観光キャンペーンに努めてまいりました。

また、翌日には伊豆東海岸の市町参加者とともに浙江省杭州市へ向かい、市内のデパートで馬鹿囃子の衣装

を着て観光ＰＲ活動を行うなど、今後の観光客誘致に努めてまいりました。 

  伊豆東部総合病院の存続を要望してまいりましたが、先般、医療法人康心会から東伊豆町での病院存続に

向けた取り組みを検討したいとの意向が示されました。 

  構想によりますと、周辺の土地の一部を買収して現在地の後方に新病院を建設する案や、国道から病院へ

の進入路を平坦な道路につけかえる必要があることなどの諸条件が示されております。これらの諸条件が整

うのであれば、この地にとどまり、新病院建設と町民の負託にこたえられるよう地域医療活動に貢献したい

との意向でございます。 

  この点について、医療法人の意向を関係する地権者に説明して理解を求めているところでございます。 

  既に、新聞・テレビの報道で御存じと思いますが、100歳以上の高齢者の所在不明問題で、奈良本地区に

住所を置く男性が1994年、平成６年ごろ、捜さないでくれと置き手紙を残して所在がわからなくなっている

件につきましては、まことに遺憾に存じております。 

  次に、共立湊病院につきましては、昨年12月に医療法人社団聖勝会から新病院の指定管理者を辞退してき

たことで、以後の共立湊病院組合運営を協議してまいりました。 

  ６月に、神奈川県海老名市に本部を置くＪＭＡ（ジャパン・メディカル・アライアンス）から指定管理者・

指定申請書が提出されました。これにより、７月には新病院の指定管理者にＪＭＡを指定し、新病院の開院

から15年間の指定管理基本協定を交わしております。 

  しかしながら、現在の共立湊病院の指定管理者は公益社団法人地域医療振興協会が務めており、その指定

の期間は平成23年３月31日で満了となります。共立湊病院組合は新病院を平成24年５月開院で計画しており

ますので、地域医療振興協会に新病院開院までの期間に指定管理を引き受けていただけるよう要請しており

ましたが、理解が得られないため、交渉を断念いたしました。 

  湊病院組合では、１年１カ月にわたる期間の医療空白を生じさせないために、新病院の指定管理者となる

ＪＭＡにこの暫定期間の指定管理を要請いたしましたが、新病院の指定管理とは別に理事会の承認を得る必

要があるとして即答を控え、10月初旬に回答する旨を病院組合関係者に伝えてきております。 

  次に、御石曳き復活から第３回を迎える「ひがしいず夢市広場」を10月23日土曜日に開催いたします。 

  今年の開催には、大阪府立摂津高校から修学旅行生320名が御石曳きの体験に当町を訪れるため、この修



学旅行の日程に合わせて開催日を調整いたしました。当日は、多くの町民が会場にお出かけいただきまして、

修学旅行生徒を温かく迎えていただきたいと存じます。 

  それでは、行政諸般の報告をさせていただきます。 

  平成21年度の一般会計ほか７特別会計に関する決算につきましては、今定例議会で決算認定について御審

議いただきますが、厳しい社会経済情勢の中で、政府の政権交代など環境変化が著しい状況下で事務事業の

執行が行われた結果の決算となっております。 

  このうち、教育費における小中学校費及び幼稚園費のスクールニューディール事業やきめ細かな臨時交付

金事業、災害復旧事業等につきましては、去る６月定例会でも御報告いたしましたとおり、平成22年度に事

業の執行を完了する計画で繰越明許の手続を措置いたしておりますので、御理解をお願いいたします。 

  一般会計でございますが、21年度会計の決算に係る歳入歳出差引残額は２億2,356万1,000円となりました。

このうち、教育費のスクールニューディール事業等の繰越明許費に関する繰越財源2,735万2,000円を控除し

た実質収支額は１億9,620万9,240円となり、このうちの１億6,600万円は、財政調整基金に積み立て措置す

ることといたします。 

  財政健全化判断比率につきましては、すべての判断比率が前年度に対して向上してきており、経済情勢の

苦しい中にあっても財政事情は改善してきていることがうかがえます。 

  歳入の根幹をなす町税の収納状況は、現年課税分における収納率が96.44％と前年度を0.06ポイント上回

る徴収の成果を得ており、現年度分と滞納繰越分を合わせた全収納率も85.26％で、前年度対比で4.37ポイ

ント上昇いたしました。平成20年度から業務を開始した静岡地方税滞納整理機構と連携して、厳しい収納環

境の中でも着々とその成果があらわれつつあるものと分析いたしております。 

  しかし、県内あるいは全国レベルで比較いたしますと、依然として下位に位置する収納率であることは否

めません。 

  一方、課税においては、100年に一度とも言われる世界的規模の経済危機にあって、国内はもとより町内

外の社会経済情勢も依然として厳しい状況で推移し、観光・レジャー産業を脅かしてきております。入湯客

数の減少に歯どめがかからず、決算年度におきましてもかろうじて100万人を保持している状況でございま

す。これらが町たばこ税、法人・個人の町民税の減収をも招いておりますことを深刻に受けとめなければな

らず、賦課徴収の安定化が地方自治における財政運営上の最大課題でありますことから、基幹産業の振興対

策を進めてまいる所存でございます。 

  次に、平成22年度の功労者・有功者・善行者の表彰でございますが、昨年の議会において表彰審査のあり

方が問われた件で、議会並びに関係機関で協議し検討した結果、他市町の例をも参考にして表彰条例に規定

されている功労者の表彰議決は削除いたしました。今年度からは、表彰審査委員会の答申に基づき表彰者を



決定し、功労者の表彰に関して議会の議決を求めないことにいたしましたので御承知願います。 

  今年度の表彰者につきましては、例年どおり町内の各種団体から推薦をいただいた候補者の方々を表彰審

査委員会で慎重審査の結果、功労者表彰に地域産業振興への功労をたたえ稲取地区在住の赤尾十五郎様を、

有功者表彰に社会福祉への功績をたたえ片瀬地区在住の森田幸子様を表彰すべき旨の答申をいただき、表彰

することを決定いたしました。 

  早速お二人には受章の御承諾をいただきましたので、来る11月３日文化の日に表彰式を挙行いたします。

議員各位、町内各機関の関係者並びに歴代受章者の方々におかれましては、御多忙のところとは存じますが、

御臨席を賜り、受章者を祝福していただきたいと存じます。 

  ３年目を迎えた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３日から12日までの10日間、各産業団体の協力を得て、町内各地で農・漁

業体験や夏場のイベントにスタッフの一員として参加をしていただきました。 

  ８月12日の体験発表会では、昨年同様に大学生の年代でとらえた「観光客の傾向把握はできているか」で

は、観光の目的や予算額を把握すべきである。「移動手段が少ない」の提案では、レンタル・サイクリング

や観光用町内循環バスの運行提案、東伊豆町の景色を生かすフォトスポットの設置など、訪れた人が感じる

ままの提案がなされております。このほかにも多くの貴重な意見や御指摘がなされ、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じがいたしております。 

  次に、まちづくり協議会から提案を得て事業実施を図った行政情報のメール配信サービスにつきましては、

登録受け付けを７月５日から開始いたしました。情報の配信サービスといたしましては、災害情報・火災情

報・観光情報・生活情報を提供しております。また、緊急時の職員連絡網としての利用も行っております。 

  現在、登録者数は370名ほどでございますが、学校関係の情報配信サービスにも利用していただくため、

幼・小・中・高校生を持つ父母等に呼びかけて、積極的に加入していただけるようお願いをしております。 

  （仮称）稲取高原再編整備計画プロジェクトにおいて一般からの事業協力員を公募いたしましたところ、

11名の応募がございました。早速７月27日第１回の稲取高原再編整備事業協力会を開催し、現時点での構想

内容について説明させていただきました。協力員は、年齢層も異なり、さまざまな分野から忌憚のない御意

見を伺うことができるものと期待しております。 

  第５次新総合計画の策定に当たり、委託業者の選定を総合評価方式で行うことで、見積書とともにそれぞ

れの企画書の提出を求め、総合的な評価による採点の結果、株式会社ジャパンインターナショナル総合研究

所に決定いたしました。先般、住民意識調査の実施について打ち合わせを行いましたが、引き続き細部の調

整を図り、まちづくりの基本指針としてわかりやすい内容にしたいと思います。 

  次に、民生関係でございますが、少子高齢化福祉社会への対応として、「子供を安心して育てられる町」



を目指し、中学３年生までの医療費助成を検討しておりましたが、その制度設計がまとまりました。 

  現在実施しております乳幼児医療費の助成制度を中学３年生まで拡大し、10月１日から子ども医療費助成

制度として実施するため、今定例会で条例改正議案を御審議いただきますので御理解をお願いいたします。 

  新たな制度につきましては、従来の未就学児を対象とした医療助成制度に加え、小学１年生から中学３年

生までのお子さんが医療機関で保険診療により受診したとき、医療費の自己負担分から一定額を控除した額

を助成し、子育て家庭の負担軽減と子供の健やかな成長を願ってまいります。 

  戸籍事務の電算化システム導入につきましては、順調に作業が進み、９月６日から本番稼働いたしました。

本システムの稼働で、戸籍関係の異動処理や各種証明書類交付事務において、正確かつ迅速に処理されます

し、届け出からサービスの提供までの待ち時間も短縮されております。 

  また、法務局への届け出事務につきましても、申請者の届出書や電子媒体等を使用したものに変更される

など、簡略化が図られております。 

  戸籍事務の電算化により、戸籍上は存在する超高齢者を再調査したところ、112歳以上の方が39人いるこ

とが判明いたしました。全国で最高齢を上回る戸籍が見つかっている問題で、静岡県では東伊豆町が実施し

たことにより、すべての市町の再調査が完了しておりますが、戸籍上の取り扱いについて整理をすることと

なります。 

  次に、不法投棄監視パトロール事業ですが、全国的に生活環境に有害な影響を与えるような悪質な不法投

棄事犯が後を絶たず、社会問題化してきております。 

  当町におきましても、不法投棄が見受けられ、早期発見・拡大防止に努めており、８月から臨時職員によ

る不法投棄物の除去と再発防止のためのパトロールを開始いたしました。８月中の除去量は、テレビ11台、

冷蔵庫２台、バイク１台、バッテリー８台、消火器４本、タイヤ47本、洗濯機、クーラー、金庫各１台、そ

のほかに可燃物970キログラム、不燃物が1,920キログラムとなっております。 

  きれいなまちづくりを目指すためにも、不法投棄をしない・させない取り組みを推進していきたいと思い

ますので、不法投棄を見かけた方は、投棄者の特徴や車両ナンバー、場所などを通報してくださるようお願

いいたします。 

  次に、健康づくり関係ですが、医療費の伸びを抑制し、生活習慣病を中心とした疾病予防のための特定健

康診査が３年目を迎え、７月から９月までの間、各地区６会場で健診を実施しております。昨年から完全予

約制で実施したところ、受診者の皆様には待ち時間も少なく好評を得ております。 

  しかし、昨年度の受診率が27.3％と20年度と比較して6.3ポイント上昇したものの、まだまだ低い受診率

ですので、受診の予約をされていない方につきましては、あきがあるとのことですので、保健福祉センター

に問い合わせて受診されますようお願いいたします。 



  なお、特定健康診査を受診した方で、糖尿病やその予備軍となられた方を中心に10月から保健指導を実施

いたしますので、御利用ください。 

  介護予防事業関係では、町民の健康状態を向上させるため、各種健康教室を開催しております。21年度は

教室への参加者が減少したことから、今年度は臨時職員を運動指導者教室に参加させ、今までの５教室の事

業を７教室に増加させて実施しているところでございます。教室開催前後に参加者の運動機能評価を実施し

ておりますが、筋肉の持久力の向上が図られているという結果も出てきておりますので、多くの町民の参加

を呼びかけているところでございます。 

  次に、国民健康保険関係では、平成21年度の医療費実績が総費用額で16億5,669万3,000円となり、１人当

たりの費用額は約27万9,000円で、前年度と比べて7,000円の伸びとなっており、国保会計がますます厳しい

状況に置かれております。多くの町民に特定健康診査や各種検診を積極的に受診願い、それぞれに必要な健

康教室に参加いただき健康維持を図ることで医療費の抑制につなげられるよう願っております。 

  介護関係では、認知症の方でも安心して暮らせるまちづくりを目指し、本年度３年目を迎えた認知症サポ

ーター講座を開催しております。昨年度は12名のキャラバンメイトにより、14回の講座を開催してまいりま

した。当初からの累計で732名の方に認知症サポーターになっていただいておりますが、目標としている

3,000名を目指して引き続き講座を開催してまいります。 

  認知症高齢者見守り事業では、高齢者で徘回をするおそれがある方が行方不明になった場合、事前に登録

した情報をもとに登録機関と連携して捜索を行うものであり、現在15名の者が登録をいただいておりますが、

これからも高齢者の安心・安全に努めてまいります。 

  次に、観光関係ですが、先行き不透明感が根強い経済不況の中で、業界紙であります観光経済新聞により

ますと、21年度の余暇市場における観光・行楽部門では、９兆4,400億円、9.4％の減少となり、昭和63年以

来21年ぶりに10兆円を割り込み、余暇市場での観光・行楽部門の落ち込みが最も大きい減少率を示しており

ます。 

  また、国民の余暇活動の１位を占めるドライブは、高速道路料金の値下げが追い風となり、２位には国内

宿泊旅行が占め、順位は前年と変わっておりませんが、宿泊旅行は減少しており、各観光地とも苦戦を強い

られているとの指摘がなされております。 

  今年６月までの宿泊状況は、前年対比３万3,232人、9.8％の減少となっております。７月、８月の宿泊状

況も、猛暑日が続く好天に恵まれましたが、７月が前年対比で5.5％の減、８月も猛暑が続いた割には厳し

い結果となっております。 

  夏の海水浴客は全国的に減少傾向にあると言われておりますが、反面、夏山への登山、ハイキングが盛ん

で、遭難事故等の報道もよく見受けられ、夏場の過ごし方が多様化してきております。 



  観光基盤整備の関係では、（仮称）稲取高原再編整備プロジェクトで計画しておりますクロカンコース常

設トイレの整備と奈良本けやき公園内の足湯施設整備等につきましては、県の観光施設整備事業の補助金を

受けて事業実施できる運びとなり、今定例会に補正措置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。 

  世界的に経済情勢が低迷する中で、例年のイベント等における観光客入り込み状況は大変厳しい結果が生

じていることを危惧し、東伊豆町産業団体連絡会では緊急誘客対策事業を採択して、それぞれの関連団体を

ターゲットに誘客キャラバン隊を編成して実施することとし、今定例会に事業費に関する町の補助金分を補

正計上いたしておりますので、よろしく御審議お願いいたします。 

  次に、商工関係でございますが、５月６日開催の商工会女性部主張発表大会の静岡県大会において、村木

さとみ部長の「つるし飾りを伝える心」が最優秀賞を受賞されました。 

  ７月８日に山梨県河口湖で開催された関東ブロック大会に静岡県代表として出場し、好成績を上げられま

した。残念ながら全国大会への出場は逃しましたが、関東圏へ東伊豆町をＰＲすることができました。 

  町内地域での一般商店の閉店により、高齢者や外出困難な方が日常の食材や生活必需品等の求めに困難を

きわめている問題で、宅配を中心とした移動販売や買い物代行を行い、町民の利便性と商業者の収益性を検

証するために、試行的に県が実施するふるさと雇用再生特別対策事業に補助金の交付申請を行ったところで

す。この事業が採択されますと、車両の借上料、人件費、広告宣伝費等の事業費の大半が補助金で支払われ

ることになります。この試行事業を通じて、地域住民との需要と供給のバランスが図られ、かつ事業性が見

出せる結果が生ずるのであれば事業化を推進してまいりたいと考えておりますので、御理解を願います。 

  次に、建設事業関係ですが、去る８月17日民主党による下田市賀茂郡の来年度予算に対する意見・要望を

聞く会が開催され、渡辺周総務副大臣、地元選出県議等との意見交換が行われました。建設関連要望として

県道稲取港線の整備、基幹農道の整備など８項目の整備要望をしてまいりました。さらに、本年度も雇用創

出事業等を活用して町道の維持管理、林道等の環境整備やクロカンコースの環境整備に臨時雇用作業員８名

を配置して各施設の維持管理に努めております。 

  次に、農林水産関係でございますが、稲取入谷地区からＪＡ伊豆太陽ワイン工場に抜ける基幹農道の整備

につきましては、県伊豆農林事務所から国の事業認可が得られた旨の連絡を受けました。本年度の事業費に

つきましては7,000万円ほどと伺っておりますが、測量設計業務や用地取得を主体に事業が進められるもの

と考えております。 

  また、伊豆漁業協同組合稲取支所が主催する磯の開放事業の一環として、磯遊びの魅力を子供たちに伝え

ることを目的に７月31日、町内の小学５・６年生と中学生の希望者30名ほどが参加して素潜りやアワビ、マ

ダイの放流など磯の体験学習を学びました。また、今年度は海上保安庁の職員も参加し、海難事故防止のた



めの安全対策や救助方法について説明を受けるなど、楽しい一日を過ごすとともに海に関する理解を深めて

いただきました。 

  野猿による被害が多発している関係で、東伊豆町と河津町とが合同で設置している東賀野猿対策協議会に

おいて、被害防止対策が図られておりますが、当町の被害状況は人家にも及んでおり、地域住民からも多く

の野猿被害届が寄せられておりました。 

  町では、こうした地域住民の意見を反映させた被害防止対策を図る必要から、新たに町独自の協議会を設

置して被害防止対策を講じることといたしました。今回の補正予算に協議会活動に要する報酬等の事業費を

計上いたしておりますので、よろしく御審議願います。 

  次に、消防関係では、駿東伊豆地区消防救急広域化協議につきましては、去る７月９日設置総会を開催し

て、全会一致で任意協議会設置について合意されました。これにより、11消防本部、16市町による任意協議

会として駿東伊豆地区消防救急広域化研究協議会が正式に発足いたしました。現在、沼津市内に事務所を構

え、県が策定した制度設計案の検討や広域化に関する課題等の検討を行っております。 

  次に、去る７月５日には女性消防団員により町内保育園及び各幼稚園において、花火教室の開催や救急講

習を実施し、危険防止を呼びかけてまいりました。 

  消防本部では、９月１日の防災訓練において、伊東市の総合防災訓練に参加してまいりました。今年度は、

静岡県総合防災訓練が伊東市を中央会場に開催されましたので、観光地である同市の特徴を踏まえた防災訓

練が実施されました。訓練では、東海地震により大災害が発生したという想定で、県の緊急消防援助隊の合

同訓練が行われ、署員５名の消火隊が有事に備えた対応を図るための訓練を行ってまいりました。火災ある

いは地震災害が想定される中で、こうした訓練の積み重ねにより、有事の際はもちろん日々町民の負託にこ

たえるものと自負しております。 

  次に、教育関係ですが、昨年から再開した長野県岡谷市との間で実施しております姉妹都市児童交流事業

につきましては、東伊豆町の各小学校から５年生67名が８月５日・６日、１泊２日の行程で岡谷市を訪問い

たしました。昨年は、岡谷市の児童が東伊豆町を訪れて魚介類の放流などを体験しましたが、今年は岡谷市

で、アイススケート、まゆ玉人形づくりなどを両市町の児童がともに体験し、有意義で貴重な思い出となる

ひとときを過ごしてまいりました。 

  経済危機対策臨時交付金等を活用した幼・小・中のスクールニューディール事業の実施につきましては、

園児・児童・生徒の安全に配慮しつつ、工程どおり順調に進行してきております。８月末現在において、各

工事箇所により工事内容が若干異なりますが、おおむね建設工事のサッシの取りつけや内装工事及び機械設

備工事、便器の設置やエアコン設備など、進捗状況は80％から90％の割合で完了してきております。電気設

備工事の照明器具の取りつけなどはおおむね60％が完了しており、残りの主な工事は太陽光発電パネルの設



置工事関係となっております。引き続き、園児・児童・生徒の安全確保に努めていただけるよう指導してま

いります。 

  次に、全国中学校体育大会、いわゆる中体連でございますが、熱川中学校から女子バレー、男子バスケッ

ト、卓球の男女、稲取中学校からはソフトテニス男子が、それぞれ県大会に出場する活躍を見せました。 

  水道事業でございますが、事業用使用水量の減少と節水意識の高揚によって、水の需要が減少傾向にあり、

給水収益も伸び悩み、水道事業にとって厳しい財政運営となることが懸念されております。 

  よって、現時点では今後の動向を推測することが困難であるため、今回の補正予算措置は見送らせていた

だきますので、御理解をお願いいたします。 

  東海地震が叫ばれて久しく、災害支援体制の強化を図る必要があるため、去る７月８日に町立体育館にお

いて東伊豆町指定水道事業者による災害時の復旧対応を図るための講習会を開催いたしました。講習会では、

仮設管の接続実習や町内各地区の管路図をもとに本管及び開閉バルブ等を相互に確認していただきました。

今後も、災害時の対応を迅速に図るために毎年こうした講習会を実施したいと考えております。 

  水道事業の関連施設等において経年劣化が進んでいる中、大川浄水場のろ過池の表洗管２機のうち１機が

老朽化により破損脱落し、現在は１機で運転しておりますが、いつ故障するかわからない状況であることか

ら、今回修繕のための補正予算を措置してございますので、よろしく御審議願います。 

  熱川系送水管の移設工事でございますが、白田川の河床を横断し、民有地内を経由して埋設しておりまし

た。この送水管のルートを変更する工事を22年度で完了する計画でしたが、将来的に送水管の安全対策や施

工方法並びにメンテナンス等を考慮し、当初の計画を再検討しております。今年度は、湯ヶ岡赤川橋への添

架のみ施工し、翌年度に既設管との接続工事を施工して完了したいと考えておりますので、御理解をお願い

いたします。 

  最後になりますが、朝夕は過ごしやすくなったとはいえ、まだまだ残暑が続いております。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祈念申し上げまし

て、行政諸般の報告とさせていただきます。 

 

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

 

◎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問ごと答弁をいたします。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、

御協力をよろしくお願いいたします。 

 

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

 

◇ 飯 田 桂 司 君 

○議長（八代善行君） ２番、飯田議員の第１問、教育現場の現状と今後の諸問題についてを許します。 

  飯田議員。 

（２番 飯田桂司君登壇） 

○２番（飯田桂司君） 皆さん、おはようございます。 

  冒頭行政報告、町長のほうからもありましたように、大変この７月、８月、特に７月ですか、後半、暑い

日が続いて、明治30年以来、113年以来の猛暑日となったということで報道があったわけですけれども、町

民各位、大変御苦労があったことだと考えます。 

  そんな中で、お話が冒頭あった中で、今、町は幼・小・中とニューディール事業として事業を行っている

わけですけれども、国庫補助が50％、臨時交付金45％、残りの2.5％が地方の負担となる、実質2.5％地方負

担となるわけですけれども、明日を担う子供たちのために、ぜひ最後まで安全のため、安全を尽くしてしっ

かりと事業を行っていただきたいと思います。 

  今回、私、22年度の新年度予算の中で、学校教育環境整備事業費として少しのお金が計上され委員会が立

ち上がったと聞きます。そんな中で、教育現場の現状と今後の諸問題についてですがお伺いをいたします。

１問を通告してあります。１答にてよろしくお願いいたします。 

  １点目に、学校、園の統合問題について、現状と今後の方針は。２点目、教育行政における教育長の役割

は。２点について答弁をひとつよろしくお願いいたします。 

○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、教育現場の現状と今後の諸問題については２点からの質問となっ

ておりますが、１点目につきましては教育長が、２点目につきましては私がお答えいたします。 

  それでは、２点目の教育行政における教育長の役割はについてお答えいたします。 

  教育委員会の組織運営等につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律で、地方公共団体に

おける教育行政は、教育基本法の趣旨にのっとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に



応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相互協力のもとに公正かつ適正に行われなけ

ればならないと規定されております。 

  東伊豆町においても、この趣旨に基づき地方公共団体の長が議会の同意を得て、委員を任命し、５人の委

員で構成する教育委員会が設置されておりますことは御案内のとおりでございます。 

  教育長は、教育委員会の委員のうちから教育委員会が任命することとなっており、その職務は教育委員会

の指揮・監督のもと、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどることとなります。 

  御指摘の教育長の役割でございますが、事務局の事務を統括し、所属職員を指揮・監督する職責を負うも

のであります。 

  さらに、学校教育、社会教育や家庭教育など、教育行政の推進に重要な役割を担う特別職として位置づけ

られていますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 教育長。 

（教育長 飯田伊三男君登壇） 

○教育長（飯田伊三男君） １点目の学校、園の統合問題について、現状と今後の方針はについてお答えしま

す。 

  大川幼稚園と大川小学校の園児・児童数の今後10年間の予測状況につきましては、１月25日に開催された

飯田議員が所属しております文教厚生常任委員会でお示ししてありますので、御理解されていることと思い

ます。 

  初めに現状を申しますと、今年５月１日現在の大川幼稚園の園児数は、年少３名、年中ゼロ名、年長４名、

合計７名の園児で、２名の教師で保育しております。 

  来年度からにつきましては、大川に在住している子供たち全員が幼稚園に入園するものとして、来年度は

合計８名、再来年度は合計13名と予測されます。 

  小学校は、本年度は１年生が４名、２年生が５名、３年生が３名、４年生が10名、５年生が11名、６年生

が12名、合計45名で、２・３年生が複式学級のため、全校で５学級となり、県費負担教職員は９名が配当さ

れております。 

  また、来年度は全校で37名、複式学級がさらに多くなるため４学級になりますので、教職員数も１名減と

なります。再来年度は、全校で26名、３学級となり、現行の教職員の基準配当では、養護教諭と事務職員が

配当されず、県費負担教職員数は５名と予測され、再来年度以降も全校で３学級が続き、県費負担教職員数

は５名となります。 

  このように複式学級による授業で子供たちの負担が大きくなることや、多くの同級生の中で社会性を育て

ていくことの大切さなどを考慮し、教育委員会で協議した結果、熱川小学校と統合することが大川の子供た



ちにとってよりよい教育環境となるだろうとの考えから、教育委員長より東伊豆町学校教育環境整備委員会

に、統合について諮問いたしました。今後は、この学校教育環境整備委員会の答申に沿って進めていきたい

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） 飯田議員。 

（２番 飯田桂司君登壇） 

○２番（飯田桂司君） 今、町長それから教育長のほうからお話しがあったわけですけれども、今日この議会

中継、区長として区民の方にはぜひテレビ中継を見ていてくれよと、また、15日の日にはまた公民館ですか、

お話し合いがあるようですけれども、やはりこの問題については、これは子供を持つ親は無論のこと、持た

ない、要するに卒業したり子供さんたちがいない御父兄、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃん、大変注

目をしております。先般も東京のほうに行っておる同級生とも話をしたわけですけれども、こういう状況だ

よと、ぜひお力をかりたいよと、そんな話をいたしました。 

  最初の質問の１点目の学校・園の統合問題について、現状と今後の方針について再度伺うわけですけれど

も、その前に７月後半ですか、20幾日ですか、開催をされた小学校の水泳記録会、私もちょっとお邪魔をさ

せていただきました。その際、ちょっと驚いたというよりはおもしろいなということを感じたわけですけれ

ども、もう皆さん御承知の方もあろうかと思いますけれども、水泳の際、飛び込みをする、スタートの際、

飛び込みをすることがなくなったと。飛び込みはしていないと。何でかなということで、ちょっと何人かに

聞いたわけですけれども、何かこれは問題があったようです。ほかの学校かなと思いますけれども、やはり

考えるに、私も８月の末ですか、プールの監視をする中で子供たちに飛び込みを教えるわけですけれども、

すぐに覚えるわけです。 

  やはり何事にも環境の中で、子供さんたちに指導する教員、先生がいなくなってきておるのではないかと。

子供たちがそういう環境でなかなか育たない、環境もあるわけですけれども、やはり今後、子供たちを育て

る中で、プール等も含めて、やはり子供たちに小さいときからそういうことを指導していかないと、水によ

る事故等が起きてきたときに、何だよ、そういうことは指導されてこなかったよということが出てくるので

はないかなと考えます。 

  それはさておき、教育長にちょっとお聞きしたいですけれども、賀茂郡下の幼・小・中の生徒数とか、あ

るいは教員数、学校数ですね、そういうものがわかりましたら、ちょっと教えていただきたいなと思います。

これはこの東伊豆町の町内については私それなりに把握をしておりますので、結構ですので、いいですけれ

ども、賀茂郡下のほうをちょっと教えていただきたいなと。 

  今、合併、１市５町等の合併がちょっと取りざたされなくなった中で、学校の統合について、今、教育長

のほうから話がありましたように県の指導のもと、東伊豆町教育委員会、諮問をしたようです。そして、今、



諮問をした中で、ちょっとメモってみたですけれども、熱川小学校と統合することが大川小学校の子供たち

にとってもよりよい教育環境となるだろうと─だろうとですよ─諮問をしたと。 

  以前こういうことがあったわけですよ。もう教育長も伊東市におられてわかったかと思いますけれども、

自由保育という大変おもしろい教育方法ができたわけです。もう十何年前ですか、そのときに私、ＰＴＡの

役員をしておったものですから、何ぞやと、それは。自由保育、放任教育じゃないかと。大変先生も迷う、

子供はわからないまま、父兄も迷う。小学校に上がると時間中にトイレに行ってしまう。何ぞやこれはと。

そして、東部教育事務所に聞くと、10年たたないとその結果はあらわれないよと。何ぞやと、これ。モルモ

ットかと。そんな話を私、出張した際に東部教育事務所で聞いたことがあるわけですけれども、やはりこれ

は、今、教育長が言われた、なるだろうなんていうことはとんでもないことですよ。だろうとですよ。しっ

かりしてくださいよ、これ。子供たちはその現場にいるわけですよ。 

  まず、教育長に一つ伺うんですけれども、以前、最近もそうですかわかりませんけれども、ＰＴＡや地域

の方々、私もお話をしていただいたことがありますけれども、生徒が減る、複式学級になる等々、学校の子

供たちの学力が低下をするよと、競争心がなくなるよと。しかし、地域の活性なんかは関係ないよと、ほか

の地区を見ろよと、そんな話もされ、御指導をいただいていた経過があるわけですけれども、そんな中で、

各市町、もう既に統合されたり合併されたりしている中で、あるいは合併をしない、見送った学校もあろう

かと思います。そういうことが教育長のほうに、あるいは局長のほうに御案内、報告がされているかと思い

ます。その現状を、学校名はいいですけれども、お話をしていただきたいと思います。 

  何度も言うように、整備事業費として予算が計上され、委員会が立ち上がったと思います。議員各位には

内容説明は余りしてこない。私も聞けないものですから、各学校のＰＴＡさんあるいは父兄の方たちにお話

を聞くわけですけれども、先般７月13日の夜、大川小学校のほうへ行ってきました。父兄の方、もうこれか

ら幼稚園に上がられる御父兄の方たちも見えておられました。大変すばらしい意見交換がされる中で、アン

ケートの提出等の御案内等がありました。 

  そんな中で、賛成あるいは反対という意見があるわけですけれども、今日もここにその結果、７月31日出

されたアンケートの結果用紙がここにあるわけです。見させていただく中で、大変父兄の方たちが不安を持

っておるなということを感じました。 

  そんな中で、２点ほど聞いた中でお話をしますと、まず賛成される方─賛成ではないですよ─ＰＴ

Ａ会長さん、議員さん、もう町は24年度には何が何でも合併させるんだよと、するんだよと、しようがない

んだと、反対しても。そういう意見でした。そんなに、言葉は悪いじゃないですけれども、脅迫をしている

のかなと。言葉は強い言葉で、ＰＴＡ、父兄の方たちに話をしておるのかなと、そういう話。 

  それからもう一つは、子供さんが３人おると。最初の子供を中学に上げるときは大変不安だったと、大川



小学校、複式学級やって不安だったと。中学へ上がってみたと。よかったなと、大川小学校にいて。東伊豆

町のＰＴＡの役員会へ行くと、稲取小学校の父兄の方たちが、大川小学校へ上がりたいよと。大川小学校で

授業を受けたいよと、そういう父兄がおったと。これ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、やはりその父兄さんが言うには、２人目の子供のときは何も心配なかったと。そういう話を聞いておる

中で、今、教育長が言ったように、やはりその子供たちも─子供たちはわからないですけれども、父兄、

そしてその子供を持つおじいちゃん、おばあちゃん、大変不安を感じております。ぜひそういうことも考え

る中で、一緒に住んで１軒で子供さんを持つお父さん、お母さん、あるいはおじいちゃん、おばあちゃんが

子育て世帯のうちは越してしまう、その地域から。 

  これちょっと数字は出ていないかと思いますけれども、双葉幼稚園が熱川幼稚園へ変わったと。白田片瀬

地区の移動等の現状を把握していますか。今後どうなっていくかわかりますか。幼稚園がなくなったことで

白田片瀬地区の若手世代の子育て世代の子供たちの世帯家族が定住をしなくなる。ただ単に双葉幼稚園から

熱川幼稚園へ移す、これだけじゃないですよ。町長言っているように人口を増やすと。増えませんよ。絶対

増えないですよ、今の現状では。そういうことも考えていただく中で、大変おもしろい現状があるんです。

これと相対しているかどうか、ちょっと私にはまだわからないわけですけれども、大川地区、はっきり言っ

て大川地区です。31世帯、44人の方が子供もいない、車もない、買い物に困っておるんです。僕は買い物難

民と、ちょっと言葉、難民という言葉はちょっと不適当かとは思いますけれども、これは今、商工会等が一

生懸命やっていただいておるわけですけれども、そういう中で、まず町長にも一つお聞きしますけれども、

この子育て世帯、先ほど町長もお話の中でありましたけれども、私、この人口を増やすには子育て世帯の定

住促進、そこに住んでいただく、他市町から、隣接する町からこの東伊豆町へ来て子育てをしたいよと、東

伊豆町の教育委員会の下で子育てをしたいよという定住促進、こういうものが今後していかない限り、この

町の活性はないかと思います。 

  ちょっと話が長くなりましたけれども、アンケートの結果と、あるいは、そういう委員会が立ち上がった

と聞きますけれども、委員会の内容等も、もしわかりましたらお話をいただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 飯田議員の質問に、まず当局の姿勢はもう強制的ではありません。これだけは理解し

て、この学校、大川の統合問題、これ今、飯田議員が、住民が反対してもしようがないんから、そういう気

持ちになっているということは大変非常に町は遺憾だと考えております。やっぱり統合するしないにいたし

ましても、ある程度のことを言っていただかなければこれはならないもので、飯田議員からもそういう人に

対しては、当局はもう絶対統合する、そういう気持ちではないことだけは皆さんに理解していただきたいと



思います。 

  ということは、基本的にはやっぱりこの問題は地域の方がある程度納得した中でやらなければうまくいか

ないと思います。絶対町が基本的には強制でやることはないということだけは理解していただきたいと思い

ます。その中で、当然賛否両論出てきます。その中で基本的にはやっぱり最終的には、これ一本にまとまり

ませんもので、そういう中でどのように判断していくかはまた教育委員会か、投げかけられたらまた当局が

姿勢を示していきたい、そう考えておりますので、今、とりあえず協議会がありますもので、その協議会を

通じまして資料提供をどんどんやって、大川の町民の方々にこの統合問題について関心を持っていただけれ

ば当局としてはありがたいと考えております。基本的には、強制的には統合問題しないことだけは当局は約

束していきたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  そのほかのことに関しましては教育委員会から説明いたします。 

○議長（八代善行君） 教育長。 

○教育長（飯田伊三男君） 飯田議員の今の質問の中で、たくさんありましたので、また落ちがありましたら、

後で申し出てください。 

  まず、水泳記録会の飛び込みの件、それから幼稚園の自由保育の件につきましては通告外ですので、ここ

で答弁は控えさせていただきます。 

  賀茂郡下の小中学校の現状ですが、今年度の人数をざっと言っていきますので、どうぞお願いします。 

  稲取小と熱川小、大川小についてはもう御存じのことと思います。 

  河津の東小が72名、河津西小が76名、河津南小が246名です。 

  稲梓小は106名、稲生沢小学校が260名、白浜小が98名、浜崎小が143名、下田小が314名、大賀茂小が81

名、朝日小が129名です。 

  南伊豆へ行きます。 

  南伊豆東小が178名、南中小が167名、南上小が60名、三浜小が28名。 

  松崎と西伊豆へ行きます。 

  松崎小が376名、仁科小が180名、田子小が73名、賀茂小が136名です。 

  中学校です。稲取中と熱川中は省きます。 

  河津中が192名、稲梓中が55名、稲生沢中が104名、下田東中が130名、下田中が290名、南伊豆東中が69

名、南伊豆中が123名、松崎中が206名、西伊豆中が127名、賀茂中が67名です。 

  それから、過去の統合ですね、それにつきまして─幼稚園の場合はいいですね─小学校の場合、西

伊豆町では15年度に宇久須小学校の80名６学級ありました。ここと安良里小の52名６学級ありました。ここ

が16年度に統合して賀茂小学校になりました。 



  松崎町では、18年度、岩科小学校が46人で５学級でしたので、複式が１つあったわけですね。それから三

浦小学校が37名、これが４学級でした。松崎小が232名で７学級でした。ここが19年度に松崎小に統合され

ました。そして、335人で12学級になったんです。もう一つ、中川小学校67名で６学級があったんですが、

ここが22年度、今年度ですね、松崎小学校一つに統合されました。 

  南伊豆町では、20年度に竹麻小学校129名がありました。南崎小学校が40人でしたが、これが21年度に統

合されて南伊豆東小学校になりました。 

  賀茂地区ではこのとおりでして、あと近辺では伊豆市が統合されております。例えば土肥地区の土肥小学

校102名いました。土肥南小学校が66名で、今年度、土肥小学校が161名で発足しました。それ以外は、まだ

来年度、再来年度という計画が伊豆市のほうで発表されていますが、それも必要ですか。 

（「いいです」の声あり） 

○教育長（飯田伊三男君） それから、熱海市では、多賀中学校が大分前に、網代中学校が多賀中学校のほう

に統合されております。五、六年前だったと思います。 

  それから、答弁の中で、大川の子供たちにとって熱川小学校に統合することが教育環境としてよいだろう

という表現をしましたが、これは答弁の中でも言っておりますけれども、５人の教育委員の見解でございま

す。ですからそれを、答弁の中でも言いましたけれども、東伊豆町学校教育環境整備委員会に諮問したわけ

で、その諮問の結果をもって統合するかしないか結論を出していく予定になっております。 

  この整備委員会も今までに３回開いておりますので、その中間の経過を今度の９月21日に大川の住民に説

明会を開くということで回覧板も回させていただきましたので、ぜひ議員も出席していただけたらなという

ふうに思います。 

  それから、熱川幼稚園と双葉幼稚園、統合したことによって、じゃ片瀬白田地区の人間が、人口がどれだ

け減ったかということについては、教育委員会としては把握しておりません。 

  以上でよろしいでしょうか。 

（何事か言う声あり） 

○議長（八代善行君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時４０分 

 

再開 午前１０時４１分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 



  教育長。 

○教育長（飯田伊三男君） 答弁が足りなかったようですけれども、今までに統合した後のことについては、

おおよその話は聞いたりはしております。けれども、詳しく、ではこの学校がこういうふうに変わっていっ

たよというようなことについては把握しておりません。 

○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、最後の教育長の答弁の話を聞いた中で、やはり行政というのは、してしまえばそ

れで終わりだなというところが多分にあるのではないかなと考えます。というのは、私もこの町内だけでな

くて隣接する町の学校の先生方あるいは退職された方たち、それからＰＴＡの役員の方たちにお話を聞くと、

やはり統合しないほうがよかったよと、そのままで置いていてもらいたかったよと。これ後から話をします

けれども、それよりも行政として、そこにいかに子供たちが増えるかということを地域を含めて行政がしっ

かりと今後の対応していくことのほうが大事だよと。一度学校をなくしたら、もう建たないよと、人口は減

るばかりだよということを伺っておるわけですけれども、やはり私考えるに、やっぱり教育長も任期になる

のかな、任期が近いのかなということもあろうかと思いますけれども、やはり町長、教育長、責任持って、

ひ孫の代、やしゃごの代まで伝えていく、そういうことをぜひお願いしたいと思いますよ。 

  その話は別として、また、２点目の教育行政における教育長の役割についてということで、２点目につい

て伺います。 

  以前、議会の研修にて、選挙の開票時間、これもちょっと問題出てくるかなとこれも思いますけれども、

選挙の開票時間も東伊豆町は長いなと。ある場所は15分で選挙開票が終わったよと先般報道がありました。

そのときの話は、大体選挙開票は30分から四、五十分でも開票は終わるんだよと。２時間も３時間もやって

いる開票はないよと、そういう話を、講義を聞いた。今テレビ、６チャンネル出ている方がお話をした。北

川さんという方ですけれども、お話を聞いた経過があります。 

  教育長の必要性についても、そのときお話を、議会の話を聞きました。私、教育長をなくせと言っている

わけじゃないです。教育長は必要ですよ。そんな中で、先ほど子供たちの話をする中で、昔は子は親を見て

育つ、嫁をもらうなら親を見てもらえよな、そんな話もあった中で、今はちょっと変わってきておるのかな

と。子は先生の姿を見て育つ。変な話、教育委員会見て育つ、こんな現状に変わりつつあるのではないかな

と私は考えます。 

  なぜこのようなことを言うかといいますと、保育が、生まれて間もない１歳あるいは２歳から保育がされ

る。親と子の関係を持つ時間が減ってくる。これはもう現状しようがないといえばしようがないわけですけ

れども、やはりこれから学校の先生含めて、校長先生あるいは教員の方たちにかかる負担、それと一緒に教



育委員会にかかる大変負担が大きくなってくるのではないかなと考えます。 

  そこで私、提案があるわけですけれども、学校の先生をされた方たちのＯＢが教育長としてなる。これが

いいか悪いかは別として、今後、私としては、全国公募でこの町で教育サイドの指導をしてみたいよと、教

育委員会の中に入ってみたいよという、そういう全国公募をしてみたらどうかなと。 

  確かに過去に指導者として大変優秀な先生方が教育長としてされてきたこと、本当に感謝を申し上げるわ

けですけれども、一つ、主に各市町が教育委員会の任期がいろいろあろうかと思います。我が町、過去に12

月31日が任期だと、１月１日が引き継ぎだよと。何ぞやと、これも。１日、２日の日に引き継ぎをするのか

と。元旦、１日、２日に引き継ぎをするのかと。いや、それはしないよと。正月が明けてからだと。子供た

ちも先生方も３月をもって卒業、転勤をする。それとは別に教育長はもうかわっておる。何も考えない、町

の教育も考えない、そういう教育委員会ではないかと思いますけれども、やはり学校とともに、子供たちと

ともに３月をもって校長さんも教育長も一緒にかわるとか、そういう方向で変えていくのも必要だと私は考

えます。 

  そして、全国公募についても、常勤でなくてもいいですよ、非常勤でもいい。男性でなくてもいい、男女

を問わず、１人でもいい、あるいは教育委員会で人員があれば２人でもいい。そういう考えが今後私は必要

となってくるのではないかなと。東伊豆町で子育てをしたいという現場づくり、町長いかがですか。 

  それは、そんなこと言ったって学校の校長はだれが決めるんだ、教員はだれがどのように配置をするんだ、

卒業式・入学式のあいさつはだれがやるんだと。それは冗談として、今後、私、提案をするわけですけれど

も、一つちょっと考えていただきたいなということがあるわけです。 

  それというのは、今年１月初めから稲取の雛のつるし飾りが始まったわけですけれども、今年初めて雛の

つるし飾りと同時開催の中で俳句の会が開催をされました。私も参加をしました。俳句をやったことのある

方もおりました。近隣の市町から数十名の皆さんが来て、また、遠方よりは選者の方が来て、十句選句を行

ったわけです。優秀作品等の講評が行われ、俳句の心得もない私が大変感動したわけですけれども、その後

ですよ、講評が終わり、表彰となったわけです。さて、その表彰をする町長、教育長がいないわけです。テ

ーブルの上に町長賞、教育長賞、稲取観光協会長賞、何万するんですか、盾がテーブルの上に置いてあるわ

けです。表彰者が町長、教育長いないですよ。どうなっているんだと。仏つくって魂入れずですよ。協会の

ほうは主催者ですから、役員の代理の方が来ておりました。なるほどなと。しかし、最初の開会のときはい

たかどうかわかりませんけれども、表彰の際の一番大事のメーンのところの表彰の際に役場サイドが１人も

いない。俳句の選者の方の飯田さん、東伊豆町はこんなものかよと言われたときに、本当にがっかりしまし

たよ。もし来年も東伊豆町、雛のつるし飾りは行われると思いますけれども、それと同時開催で俳句の会が

もし開催されて、町が町長賞、教育長賞ということで、もしやられるようでしたら、やめてください。見づ



らい、本当に見づらいですよ。やめてください。 

  ちょっと強い口調になりましたけれども、やはり物事すべてだめです。国民文化祭を開催をして、準備、

片づけ、賃金がなくなったから補正のお金をくれ、そういうことをしている職員も含めて、ただ単にパソコ

ンを開いて年間の行事を行う。まずもってこれからの町長以下、教育長、三役を含めて、ぜひ改めていただ

くところはしっかりと改めていただいて、この行政運営を図っていただきたいと思います。 

  以上で私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） いろいろ飯田議員から提案もされました。その中で、まず大川の活性、これは子供が

いなくなることで地域の活性化はなくなる、そういうことも考えられるし、かつまた地域によって子供たち

の将来、教育行政果たしてよいのか。いろいろ加味した中でこの統合問題は考えていかなければならないと

自分としては考えています。当然子供たちがいなければ地域の活性化、これは少なく、これは私も議員のこ

ろはすべて統合すればよいと考えていた中に、講演会によりましてはそういう意見も聞きました。子供たち

がいなくなることによって、統合がすべていいことじゃなくて、地域の活性化がなくなるよ、そういうこと

も聞いております。そんなことで、それも一つのこれはデメリットでございます。そういう中で、また子供

たちにとって少人数で教育していくことがよいか。これもまた子供たちに対してはデメリットだと考えてい

ます。そういう中でいろいろ検討した中でこの問題は考えていっていただきたいことを当局は考えておりま

すので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  それと全国公募、これは大変荷です。１年前、稲取の観光協会やりました。その中で結構盛り上がった中

で、これがどうだったか。そう考えた中で、いろいろまたこれも提案は検討いたします。それでもってこの

全国公募が果たしていいのかどうか、これまた一回、稲取観光協会の事例がありますもので、その辺を検討

した中で全国公募のことは考えていきたいと考えております。 

  教育長の任期が12月年末いっぱいで１月１日が就任、これは前回の教育委員会の任期というものがありま

すもので、これによって教育長もそのような就任の式になっているんじゃないかと考えておりますもので、

この辺はまた検討した中で、また改正できる点があれば改正していきたいと考えておりますので、検討させ

ていただきたいと思います。 

  最後に言いました雛のつるし飾り、これは飯田議員、私は本当、飯田議員立腹したのはごもっともと。し

かし、この件に関しましては、町当局に来た段階で、こういうものがあるもので参加できれば参加してほし

い、そういう消極的な気持ちでございました。だから、私は一応日中、午後から用事がありまして出ません

でした。開会式には出席させていただきましてあいさつしましたが、この辺のもっと強力的に、町も積極的

に参加しておったら、ぜひとも出てほしい、そういう強い気持ちがなかったという言い方おかしいですけれ



ども、これ私、大変いいことですから、町といたしましても50周年のボールペンとか参加した方々にはあげ

ました。そういう中で、確かに飯田議員言ったように閉会式のときに私初め教育長いなかったことが、参加

した方にちょっと町に対するイメージ悪くしたこと、これは反省していきたいと考えておりますけれども、

この辺、俳句の会、これ大変いいことですので、これは私自身の考えは引き続きやっていただけたらと、ま

た、町に要請があればやりますし、そういう気持ちがあれば、あのときに副町長でも出してもよかった。俳

句の方々はそういう気持ちはなかったもので、とりあえず表彰してあいさつしてくれればいいようなことを、

私はそうとったものでございますから、閉会式は出席いたしませんでした。そういう中で、また来年やった

中で当局に要請があった中で、ぜひとも閉会式までいてくれといえば、今度は副町長でも対応させる。私の

気持ちはその俳句に対しましてはそういう気持ちだったもので、表彰式には出なかったというのが実情でご

ざいます。その点、今後の反省材料とそれはしていきたいと考えております。 

  それと教育長はその俳句のときに、その辺は教育長のほうから答弁をさせますので、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） 教育長。 

○教育長（飯田伊三男君） 今、俳句の句会の件を先に説明いたしますと、句会のほうから、ぜひ開会式に出

てあいさつをということで町長と一緒に出席をさせていただいて、あいさつもさせていただきました。それ

から、閉会式はいいよという内々の話もありましたので、申しわけなかったですけれども私も閉会式のほう

は欠席をさせていただきました。 

  １点目の件ですけれども、大川の子供たちがもう議員御存じのように４、５、６は10人以上ずついるんで

すよね、４・５・６年生は。ところが３年生以下は多くて５人、３人とか４人とか、たまにはゼロもあるわ

けです。例えば今年も４月２日から８月31日までの間に大川在住で生まれた子供は私が知る限りではおりま

せん。 

  そういうことを考えますと、これから、先ほども言いましたけれども、複式学級がどんどん増えていくわ

けです。そうすると複式学級というのは御存じのように小学生は１時間が45分授業ですけれども、その中で

２学年を教諭が教えなければいけないわけですね。具体的に、例えば２年生が掛け算、算数で掛け算九九を

やっている、３年生はほかの例えば三角形の内角の和は180というのは３年生じゃないかもしれませんが、

同じ時間内に同じ教室で１人の先生が教えるわけです。そうすると、当然どなたが考えてもわかりますよう

に、複式学級ですと１つの学年に教える時間が半分にならざるを得ないわけですね。そういうことを考えま

すと、果たしてこれが６年間続いたときに複式学級でずっと来た子供たち、通常の45分授業で45分ずっと教

わってきた子供たちとどれだけのハンデが出るか、これはどなたが考えてもわかることだと思うんです。 



  そういうことを考えまして、それから社会性の問題だとか、そういうことで教育委員会としては、先ほど

も申しましたように諮問をしているわけですので、その辺、御承知願いたいと思います。 

  なお、大川の人口を増やすというのは、ちょっと教育委員会とは場違いな要望かと思いますので、答えら

れません。 

  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10分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時５９分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開します。 

 

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

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（八代善行君） ５番、藤井議員の第１問、町営風車の諸問題についてを許します。 

  ５番、藤井議員。 

（５番 藤井廣明君登壇） 

○５番（藤井廣明君） 私は、３問通告しておりますが、一問一答で御回答いただきたいと思います。 

  それでは、第１問、町営風車の諸問題についてお尋ねいたします。 

  この７月にも広報「ひがしいず」で町営風車のことが発表されました。多くの町民に知らせるという意味

で非常に有意義かなと思います。 

  町営風車に関しましては、平成15年12月15日でしょうか、これ開業、稼働しまして現在に至っております

が、約７年くらいでしょうか、この12月でちょうど７年ということになりますね。ちょうど６年と９カ月か

と思いますけれども、ただ、町民には非常にもうかっていると、風車はたくさんお金を稼いでいるといった

イメージが浸透しているようでございます。実際にそうであれば、これはせっかくつくったものですから、

１円でも多くのお金を稼いでほしいという考えは私も全く変わるものではありません。しかし実際はどうな

のかということをですね、改めて検証していきたいというふうに思います。 



  うそではないまでも、なかなかちょっと誇大に皆さん思い込んでいたりすると、これはやがて、例えば自

分たちが見学してきました北海道夕張市のような、いつか財政破綻を来すようなそういう芽になりかねない。

つまり一般会計と特別会計の間でお金のやりとりをしているようなことになりますとなかなか赤字体質が

見えない。議会ですら気がつかなかったというふうに言っておりました。 

  今回は、そういう大きな、この町が破綻するとかそういった問題ではありませんけれども、この町営風車

の問題に関しては既に赤字体質になっているということで、その点に関して、こういった町でも出している

ものに対して解説の意味といいますか、ちょっと説明加える意味で質問させていただきたいというふうに思

うわけです。 

  向こう、これは20年間の事業ということで、当初は年間1,730万円ぐらいの利益が毎年平均して余るんだ

という計算で20年間ぐらい、向こう平成35年まで、平成35年度まで継続していくというふうな計算だったか

と思うんですけれども、現在、６年９カ月目にしてかなり赤字に近づいてきたと。帳簿上はまだそうなって

いないまでも事実上はそうなっているということを私は考えますので、その辺の見解を承りたい。 

  それから、こういった内容にもかかわらず町では風車見学会を大々的に行っている。町の会計にも一般会

計に142万円ほど繰り出しているようですけれども、その中から風車見学会に来た方にかつては模型なんか

を配ったり、幾つかのそういう事業をやっていると。家庭における太陽光発電の補助というのはまことに時

宜にかなった、理にかなったものかと思いますけれども、その見学者に対して宣伝している、このことの内

容が果たして正確なのかどうか。これに関しては一度検証しなくてはならないのではないかというふうに考

えまして、第２問として、風車に対する説明の科学性、中立性、そういったものはどのように確保している

か。 

  それから、非常に故障が多い。このことは認めざるを得ないんではないかと思うんですよ。かつて事故の

ときに町長に尋ねましたら、機械物だから、これは事故もしようがないとふうようなお答え、100％安全と

いうことはあり得ないなんていうふうなお答えいただいたこともありますけれども、やはり頻発する故障と

いうふうなものが、これは全く町がメンテナンスしていないということではなくて、実際上はそのメーカー

が推奨している予防保全10カ年計画とか、あるいは年２回の定期点検というふうなのを行っているわけです

よ。それにも多くのお金を払っている。にもかかわらず事故が頻発している。現実に今日現在も２号機はと

まっております。そういうふうなことがなぜ起こったりしているのか、あるいは今後の見通しはどうなのか

ということを３点目には承っておきたいというふうに思います。 

  よろしく御答弁をお願いします。 

○議長（八代善行君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 



（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第１問、町営風車の諸問題については３点にわたる質問ですので、順次お

答えいたします。 

  まず１点目、建設後から現在までの稼働状況はどうかについてお答えいたします。 

  町営風力発電所の稼働状況につきましては、平成15年12月の運転開始以来、平成21年度末まで、国内で唯

一、詳細な運転状況を毎年度ホームページで情報公開し、一定の評価が得られているものと自負しておりま

す。 

  風車の運転時間の割合を示す施設稼働率は、運転開始以来の通算で66.5％、風車の最大能力に対して実際

の発電量を示す施設利用率は通算で25.6％となっております。 

  次に、２点目の風車見学会の科学性・中立性についてお答えいたします。 

  町営風力発電所は、平成15年12月の運転開始以来、視察者の受け入れをしております。平成18年度からは、

自然エネルギーへの理解を深めていただくことを目的に夏休み期間を利用した風車見学会を始めました。今

年度も８月４日から18日までの毎日実施し、18年度からの参加者は延べ2,927名となっております。視察者

には、夏休み風車見学会及びこの期間以外の一般視察でも同じ資料で説明をいたしております。 

  風車の概要は、設計内容等をもとにした資料を、地球温暖化対策等に関する資料は全国地球温暖化防止活

動推進センター、2010年版エネルギー白書などで照会されているデータをもとに説明をしており、科学性が

疑われる情報は提供しておりません。 

  また、中立性につきましては、風力発電のメリット、デメリットを提供資料に明記し、中立性を保った内

容としているところであります。 

  引き続き、３点目の頻発する故障の原因と今後の見通しについてお答えいたします。 

  頻発する故障と申されておりますが、風車の運転開始に先立ち、収支計画に関連し、消耗による部品交換、

交換周期による部品交換などの風車メンテナンスに係る10年計画を定め、この計画をもとに定期点検を実施

し、部品交換時期を再度確認しながら施設の維持管理を実施しております。 

  風があるのに風車がとまっていると故障していると思われる方が多いと思います。 

  運転開始以来、点検作業による停止を除き、20回程度の風車停止による修繕を実施しております。メンテ

ナンス計画に沿った消耗・交換時期による計画的な部品交換が主な内容で、計画にない予期できなかった修

繕は、平成16年に２回、平成19年に１回発生した落雷被害及び平成21年度の発電機故障と今回修繕費用の専

決処分をさせていただいた３号機の連結機故障の５件が予期しない修繕と考えます。 

  今後の見通しにつきましては、これまで同様にメンテナンス計画による施設維持管理を継続していくこと

になりますが、稼働以来７年目を迎え、経年劣化が気になりますので、これまでの経験も加味し、施設の安



定稼働を図っ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 藤井廣明君登壇） 

○５番（藤井廣明君） 国内で唯一情報公開をされていると、インターネットで数字を発表されているという

点に関してはまことに評価すべきだと、私もそのとおりだというふうに思います。これは今後もぜひ続けて

いっていただきたい。 

  ただ気になるのは、情報公開の中で、かつては事故の報告なんかもきちんと何号機はこういった事故があ

りましたというようなことがあったんですが、昨年のあの３号機の発電機の故障等なんかに関しては載って

いない経過があるんですよ。そういったものも、これはちょっと載せたくないのか、ちょっとわかりません

けれども、そういったものも含めてやはり正確なものを載せたほうが信頼を得るんではないかというふうに

考えますので、その辺もひとつ御検討ください。 

  それと、そういう事故に関してちょっと話が出ましたので、ついでにしておきますと、昨年のその３号機

の故障を例にとりますと、これは６年何カ月の間に発電機という車で言えばいわばエンジンが壊れたという

ことで、これは交換すると、ヒュンダイという韓国まで持っていって交換したという経過があるわけです。

その次、たしか昨年の11月の臨時議会で三千四百数十万円を補正したと思います。その臨時議会で補正して、

それを修理したというにもかかわらず、今回また上程されている議案の中で2,940万円の修繕費をこれはか

かるというふうに数字が出されて、これは総務経済委員会で先般出されたものですから、この数字を言って

いるんですが…… 

○議長（八代善行君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時２２分 

 

再開 午前１１時２２分 

 

○議長（八代善行君） 再開いたします。 

  藤井議員。 

（５番 藤井廣明君登壇） 

○５番（藤井廣明君） ただいまの2,900じゃなくて294万だという指摘なんですが、そのような数字がかかっ

ているということで、いずれにしましても同じように昨年が3,000万方の処理費がかかり、それが直ったな

と思ったら、また半年たたずに同じ３号機でやはり補正しなければならないような金がかかっていくという



ことがやっぱりちょっと納得できないというふうに思うわけですよ。 

  普通民間の会社で考えたって、これはそれだけ大きなものを交換して直したのであれば１年間ぐらいはき

ちんと作動するんじゃないかと思うわけですけれども、現実には今度別な箇所、連結機のところが故障した

ということで、この294万円を補正したいという話かと思うんですけれども、え、何だいそれはと、直すと

きはきちんと直してほしいなというふうに思うわけで、それが結果的に故障する、その間とまる、当然なが

ら発電はしない。そうしますと発電機の利用率、設備利用率は落ちるわけで、金が稼げなくなってきている

体質になってくるわけですよ。 

  この故障やら、あるいは落雷事故等々も含めて、この間、稼働率といいますか設備利用率なんかも年々落

ちてきているということで、そこにちょっと発表されている数字の中から出しておきましたけれども、こち

らですね、一番初めの年が31.6％、これは平成15年で始まった年ですね。４月までですけれども、その次16

年が28.9％、17年が27.3％、18年が26％、その次、平成19年ぐらいになりますと22％、20年が25％、21年が

21.7％というふうにどんどん落ちてきていると。昨年の１年間の７月から８月の利用率ですと22.5％だとい

う数字が言われているわけです。 

  別にこれはいろんなことが条件があるかと思いますけれども、年々下がってきているということは、数字

がもう明白にこの設備利用率、21％という数字とか、平均しても22.5％ぐらいになってきているということ

で、これは非常に、やはり経年劣化なんてこともありますけれども、しかしまだ６年９カ月ですよ。これか

ら13年何カ月を稼働してもらわなくちゃならないのに、この時点でこういった利用率が下がってきていると

いうこともやはりちょっと不審な点があるということです。 

  いや、うちの町営の場合は優秀だよと、よそを見ればまだまだ悪いところありますというふうな例は、こ

れは生田か、北海道の江刺市のも破綻した風車の話とか、京都の京都府でやっている風車の場合ですとこれ

は設備利用率が10.1％とか11％ぐらいになったりして、年間に4,500万とか、平成21年、昨年の場合だと4,600

万円ぐらいの赤字を出しているわけですね。こういった例は全国に枚挙ないわけで、我が町も私が見たとこ

ろかなり赤字になってきているというのはあるわけですけれども、設備利用率といいますと22％くらいを出

しているという点はやむを得ないといえばそうなんですが、今私が言っているように傾向としてはどんどん

落ちているということかと思います。 

  それについては、経年劣化等々の見解のようですが、私が赤字になりつつあるんではないかというふうに、

根拠の一つには、どうですか、一番初めのころは調子よかったわけですけれども、ここの町の広報紙にも載

っておりますけれども、ここの数字ですね、風車基金というのがございますね、風力発電積立基金、これに

よりますと初めのうちは積み立てもかなりできたと。初め３年間、16、17、18年くらいは、これは1,000万

に近い金額が、積立金がなされてきたというふうなこともあるわけなんですけれども、これは逆に言います



と平成19年が全くゼロ、積立金がゼロです。次の年、平成20年になりますと積立金どころかそれを取り崩し

て736万円の取り崩しをしたと。マイナスです。ここにある三角形は、これマイナスのわけですね。736万円

のマイナス出たと。それで次に昨年の平成21年は3,104万円のこれもマイナスと、積立基金から取り崩して

使いましたという事態になっているわけです。つまり、19年はゼロ、20年が七百何十万、21年が3,000万を

超えるようなマイナス、取り崩しを行って風車積立基金は現在3,770万だという数字が明らかになっている

わけですよ。 

  ところで、今回この、また同じく３号機が故障したということで、先ほどの294万、300万円方をこちらか

ら差し引きますと、もう3,000万をわずかに切ってしまうような風車積立金しかないわけですよ。それで昨

年のような発電機のような故障、これは１号機とか２号機等にもあり得るというふうに、町長も今認められ

ているようにこれはあり得るかもしれない。経年劣化とかですね。あるいは係やっていた方もそう言いまし

た。また、１号機、２号機もそういうことがあり得る。そうしますと、そのお金は一体どこから出す形にな

るんでしょうか。これは当然、その点は御質問しておきますけれども、もし昨年のような3,000万を超える

ような修繕がかかった場合にはどこから出すのかということです。積立基金が既に3,000万を切っているよ

うな状態、中であれば、一体どこから出すのか。このことが１つです。 

  それから、もしこのまま平成35年まで、20年間にわたって利払いもあります、元利合計の毎年2,400万円

がこれ返さなくちゃならない理屈になっていますね。それをしながらいく場合に、この計画は当初とは大分

見直されているのではないかと思うので、新たな形の支払いの計画書というふうなものをつくらなければな

らないのではないかと思います。その点なんかに関してどう考えるか、また、その積算の基礎になる減価償

却に関してはこれどういうふうに考えておられるか、その点についてお尋ねしたいと思います。 

  それから、２点目の見学会をされたということで、今まで延べ3,000人近い方が風車見学会にお見えにな

られたということで、これ自体はまことに地球温暖化防止、ＣＯ2削減等に関心を持っていただくという意

味では、私は有意義なことであるというふうに思うわけですよ。その点で、科学性を疑われるものを何も言

っていないというんですが、私が科学的というふうに言っているのは、必ずしも風車の物理的ないろんな現

象、そういったものだけじゃなくて、これは社会科学的にも、現在風車をめぐるさまざまな状況があるので

はないかということに関しても客観的・中立的な見解でこういったものを発表されているのかどうか、それ

をお尋ねしているわけです。 

  この８月１日にこういった例がありました。高校生の方が初め10人ほどが町営の風車とそれから東伊豆町

の風車全般を勉強したいということで、私どものほうにも連絡来まして、町のほうにも連絡行きまして、そ

の方たちが係の方が案内してくださいました。これは、町営風車を午前中案内して、午後からは熱川の風車

等を案内しまして、私どもが三筋山も含めて案内させていただきました。高校生で、先生もついてこられて、



非常に熱心に勉強されてきました。また、熱川の被害を訴えている方たちの話も、これは聞いていかれまし

た。その方たちは、この後、ドイツまで行って、その高校では修学旅行に風力発電をテーマに選んで、ドイ

ツの事情はどうなのかと、そして日本国と比較してどういうことなのかということを勉強したいのでぜひと

いう話でした。 

  こういうように、町営風車をもし見学するのであれば、説明するのであれば、そこにおける、これは目と

鼻の先に熱川の風車が見えるわけですから、それはその説明しないというふうなことでなくて、やはりそこ

で発生している問題等について、これはきちんといわゆるメリット・デメリット等について発表するという

ことが、町いわゆる自治体が行っているわけですから、そういう正確性、客観性を持たせるという意味で社

会科学的にも今起こっている問題等もやはり加味して説明する必要があるのではないかと思いますので、こ

の点についてはどう考えるか伺っておきたい。 

  それから、風車を、頻発する事故ということでなくて、部品交換等必要なものはやって、経年変化に、消

耗に備えているという話でございますけれども、これまでどおりやられるとしましても、先ほど申したよう

に同じ一つの風車が１年に２度も事故を起こす。メーカーから推奨されている保全対策もしており、定期点

検にも莫大な金をかけていながら、やはりこういった事故が起こるということは、これは町にとって非常に

この先不安があるというふうに言わざるを得ないわけでして、なるべくそういうもののないように願うばか

りですけれども、やはり機械物、それこそ事故、落雷等、これまでもたびたびありましたけれども、それと

同時に今後も起こり得る。そうしますとこのことがさっきから申しているように町にとって金食い虫になる

おそれがある。 

  これがどこから出すのかと言われましても風車積立金がなくなれば当然これは一般会計から出さなくち

ゃならないということになるわけですが、もし今後積立金がなくなって、3,000万切ったという金額の中で

…… 

（何事か言う声あり） 

○５番（藤井廣明君） 3,700万から300万切るですから、まだちょっとありますか─にもかかわらず、やは

り昨年のような3,000万超えるような事故等が発生した場合にはどうしてもこれはゼロから、積立金はゼロ

というふうになっていかざるを得ないわけですよ。その場合は一般会計から出すのかどうか。それで修理す

るというふうな考えをお持ちかどうか。 

  それと同時に、これは最終的には─その点はお伺いしておきます─それから最終的には、あと13年

後なり何なりたったときに、この風力発電積立金というのは本来的には撤去するときの費用としてこれは積

み立てたはずなんですよね、当初目的は。当然５億数千万かかって建設した風車に対しては、これを撤去す

るときはやはり億単位のお金かかるということは、これは素人考えでもわかることかと思うわけです。その



とき、そのお金は一体どうするのか。やはり町会計の一般会計から出すということは町民の税金を使ってこ

れを維持し、なおかつ最終的には撤去するという形になるわけでございまして、これはやはり積立金という

のは、そういう意味では当初の目的どおり１億円ぐらいを積み立てておくくらいの必要性はあるのではない

かと考えるわけです。この点に関して将来のその見通し、それから撤去まで含めた採算等をどのように考え

るのか、一般会計との関連等をお尋ねしたいと思います。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 藤井議員の質問です。まず、本当暗い話ばかりで、少し明るい話をしてほしいと思い

ます。本当に暗い話ばかりで、町民が聞けば、何だ、風力はそんなにもうからないのかということで、今現

在風力は赤字ではございません。黒字でございます。ただ、黒字の幅が小さくなっていることは確かでござ

いますけれども、赤字ということは訂正していただきたいと思います。これは現在黒字でございます。とい

うことで解釈願いたいと思います。 

  まず１点目の情報公開の中で、本当、町、ある一定の評価を得ている中で、この事故報告、これがなかっ

たということは、どのような方法で、これは確認した中で、これは当然情報公開ですから、それは別に隠す

必要もないですから、それはそういう方法でいけたらいきたい、そう考えておりますので、よろしくお願い

いたしたいと思います。 

  それと利用率のことを結構言います。そういう中で、19年22.4、20年25.5、21年21.8と、これはある程度

風のことも関連してきますもので、これが一概に19年は22.4で20年は25.5とはね上がっております。そして

また21年は21.8、急激に下がっています。これある程度風の影響もありましたもので、その辺は御理解願い

たいと思います。 

  そういう中で、設備利用率は基本的には20％以上あれば国内では最も風力発電に適していると言われてお

ります。現在、その状況でありますもので、基本的にこの稲取の町営の風力に関してはいい風車じゃないか

ということは、自分自身はもうこのデータから見て感じております。 

  そういう中、基金の問題が出ました。今、基金は藤井議員が言っている3,000万切っておりません。3,700

万有余あります。そういう中で、21年、22年と本当に議会の皆様に大変心配かけたので、20年度、この21

年度の3,100万、これは本当に自分自身も大変びっくりした中で、その基金の問題について大変苦慮してい

るところでございます。さらにまた、今年、専決やらせた294万、２年続けてこのような大きな問題が起き

た中で、どうなっているんだと、聞いた中ではやっぱりメンテナンスの中にこのような部署はもう入ってい

ないと、基本的には経年劣化という、そのなっているもので、それは今後、またメンテナンス計画、施設の

安定化を図っていきたい、そういう中でこのメンテナンス計画の中で入っていないという中で、どうしてそ

のときメンテナンス計画に入っていなかったということを今、ある程度調査しております。 



  基本的には、今年290万、去年3,100、本当にこれ莫大な額になると、本当基金が底をついてくる、これは

こういう事態が起きれば当然そういうことが基金が底をついてくる、これは事実でございますし、また、１

号機、２号機、このような事故が発生しないとは絶対言えません。本当、今苦慮している中で、２機同時に

起きることはないと考えておりますもので、とりあえず基金を使わせてもらって、またせっかく動いている

あれですからとまらせることはもったいないですからその辺使っていって、将来的には基金がなくなった、

底をついた場合は、基本的にはまた一般財源を使わせていただきながらこれを稼働していたい、今の自分は

そういう考えでございます。 

  あと減価償却とか費用の問題、見学会、これに対しては、こういうことは藤井議員は御存じと思います。

こういうものを資料として添付しております。この中にメリット、デメリットということをはっきり書いて

おります。その中で風車のよいところ、悪いところという中で、風車のよいところが３点、これは認めるが、

風車の弱点、これはデメリットですね、この辺は４点ほど書いておりますもので、この辺で中立性はまた自

分としてはあるんではないかということは考えております。 

  その他については、減価償却と現場へ行ったときどのような説明をしているかということは課長のほうか

ら説明させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 減価償却の関係ですが、基本的に、これは特別会計ですが、水道会計等の公

営企業会計を採用していませんので、減価償却という費用は充ててございません。これは13年の撤去云々く

んぬんの話とも同じことになると思うんですが、この収益をそれを基金に積み立てて維持管理に当たるとい

う会計制度になってございます。 

  それから、特別会計自体がこれ一定の収益をもってその費用を負担するということですから、特別会計の

性質上、一定の収益とはこれは売電収入ということで理解をしていただければと思います。 

  それから、見学のときの関係ですが、当然担当している職員にも聞きましたが、あそこから見えるわけで

すね、目の前で、いろいろな話は聞かれないかねという話を聞きますと、当然出るそうです。そのときには、

あの施設ではその低周波振動ですか、その問題が発生しているとはっきりお伝えをしているそうでございま

して、それから資料持っているかどうかわかりませんが、資料の中でも明記はしてございませんが、デメリ

ットのところで音がうるさく家に近いところに建設すると迷惑になるという項目が書いてあるんですが、そ

の中で、町営施設はそういう問題は今は起こっていないんですが他の風力発電所ではそういう問題が発生し

ていることも説明に加えているということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（八代善行君） 町長。 



○町長（太田長八君） 吉野課長の説明の中で、低周波の問題が起きました。職員は低周波振動が原因とかそ

ういうことは一切言っておりませんもので、そういうことが考えられるとか、そういう中で熱川はこれ低周

波が起こってきた限定というの、はっきり言っていません。そのことだけは理解して、今調査中だとかそう

いうことでございまして、その原因が低周波とかということは職員は一切言っていないことだけは理解して

いただきたいと思います。 

  以上で訂正させていただきます。 

○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） 町でお配りしている資料等もさることながら、これから先、先ほど申されました減価

償却という考え方はないということなんですが、いずれにせよその利払い等を含めて見込みの発電量、発電

金額、そういったものを含めてどういう支払い方法をあれしているのか。策定はしているんだと思いますけ

れども、その辺もまた私どもにも示してほしいというふうに思いますので、要望しておきます。 

  ただいま低周波の件について、課長と町長、ちょっと見解が違ったようでございますけれども、これは町

長、風力発電推進市町村全国協議会ですか、そちらに加盟されて町長は理事なされているそうでございます

けれども、御苦労な話でございます。ただ、やはり我が町でもそういった問題があるわけで、今、低周波は

ないというふうな、因果関係がないなんていうふうにおっしゃいましたけれども、既にこれは環境省が調査

に入っているわけですよ。この前、熱川にたまたま来なかったのはとまっていたから来なかったのであって、

他の４市町にはもう来ているわけですよ。 

  今年の３月29日に環境省から発表されている風車における低周波の問題ということに関しては、これは既

に低周波の存在を発表しております。それから、皆さんも、つい最近のことですから、７月29日の福岡地裁

ではヘリコプター、これ基地の周辺でヘリコプターから発生する低周波の被害を認定しまして、それを補償

するという事態まで来ましているわけですよ。 

  つまり低周波がないとかなんかじゃなくて、これは先ほどの科学的と言ったのも一つあるんですけれども、

物体がある空気とか、あるいは水の流れでもいいです、水の流れにくいを立てれば当然ここに流れが乱れる、

乱れた流れが生じる。空中にあれだけ太い筒を立てれば、空気の流れが変わっていく、それが振動する、振

動、そこから低周波が発生するというのは、これは科学的な常識の世界なんです。この渦ができるというこ

とは、カルマン博士という方がカルマン渦というふうに名づけまして、この世界ではもう知らぬ者がいない

という常識になっております。 

  そういったことを一々説明しろというふうに言っているわけではなくて、現実にはその社会科学的に言い

ますと日本全国三十数カ所でやはり風車の被害を訴えたり、またその反対運動も起こっているということで、



我が町は非常にそういう意味では町営の風車を抱え、しかし、目と鼻の先で町も６分の１方土地を貸したで

すね、ＣＥＦという熱川の風車の問題もあり、それからあそこの町営の風車から南伊豆の風車まで見えます

よという記述もあるわけですよ。その南伊豆の風車においてすらも、石廊崎周辺に17基建ったわけですけれ

ども、そこでも既に被害が発生して、そこの大瀬の区長さんが会社にこの善処を求めているという経過があ

るわけで、このように、別に風車における科学的というのは説明がカルマン渦まで言う必要はないとしても、

やはり社会的に非常に問題があるわけで、町長が慌てて低周波はまだ証明されていないというようなことで

はなくて、きちんとしたやっぱり説明、そのことによって解決に、町長はやっぱりしない限り、自分の足元

で町民が被害で苦しんでいるのに、一方において風力発電推進市町村全国協議会、その理事を務めていると

いうふうなことは、私はその見識としてはいかがなものかなというふうにこれは考えるわけで、ちょっと私

たち町民からすると違和感があるというふうに考えます。 

  風車の問題に関しては、必ずしも評価が一定ではなくて、どんどんデメリット、その部分も明らかになり、

環境省等も調査が始まり、また、公害等調整委員会なんかにも訴えて、そういった審理が進むので、早晩明

らかになるかとは思いますけれども、これは他人事ではなくて、我が町における風車、そのこともさっきか

ら申しているように傾向としては、今現在は赤字ではない、本当、暗い話じゃなくて明るい話をと言われま

しても、傾向としては限りなく赤字体質に近づいてるということはやはり町民の皆さんにも知っておいてい

ただいたほうが、これはかえって、ある日突然、先ほど冒頭に言った夕張市の例のように赤字でしたよなん

ていうふうに言われるのではなくて、今現在はまだ積立基金3,700万ほどあるけれども、もうそれも大きな、

昨年起こったような事故があれば危ないと、町長が正直にそのときは一般会計から持ち出すというふうな、

ざるを得ないというふうな、それで修理するというふうにおっしゃっていますけれども、これは逆に言いま

すと直さないという選択肢もあるんではないかというふうに思うわけですよ。これは、やっぱりお荷物にな

っていくからには、基金があるうち、傷が浅いうちにこれはそのまま放置して、全国にいっぱいそういう例

があるわけですけれども、そういう選択肢もあるかと思うんですよ。 

  その辺も含めて、今後の見通しというのはそういったことで、利払いはこれはやむを得ない側面もありま

すので返さざるを得ないと思いますけれども、余り傷口を広げないで、ひとつ大きな昨年のような発電機の

故障等に関しては、これは一般会計から持ち出すという考え方もありますけれども、これは貴重な町民の税

金でございますから、それは直さないという選択肢もあるのではないかというふうに私は考えますので、そ

の点の見解を承りたいと思います。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、風車の低周波被害、これ私は低周波被害かどうかわからないと。低周波が実在

することは否定しません。そういう中で、この被害が本当に低周波によってなされているかどうかはまだ断



定できないと、そういうことを言っているのであって、今、その低周波に対する調査を国とか県が入って今

やっておるのが現状でございますもので、低周波がないということは私は言いません。低周波が風車によっ

て発生する、これはもう当たり前のことでございます。そういう中で、この低周波が人体に及ぼす影響、そ

れはまだ、こういうふうに国とか県が調査している段階なもので、低周波による被害ということは断定でき

ない、そう言ったのでありまして、理解願いたいと思います。 

  その後、自分が全国の風車協議会の理事をやっている、これは当然、これをつくったときの前々町長、前

町長、そして自分、これは基本的には、国の施策とかいろいろな面でエコに対しては風車が一番優しい、そ

ういうことがありました。私自身もそういう気持ちでおりますもので、これは藤井議員と見解の相違で議論

にはなりませんけれども、基本的には町はエコのためにこういう風車を推進していくんだという気持ちは、

今のところはそういう気持ちでやっていきたいと思いますし、さらに地球温暖化に対する子供たちの授業に

も、この利益から一般財源へ送りまして、アースキッズとかいろいろ地球温暖化、子供たちに考えさせるこ

とをさせております。そういう中で前年までは稲取地区だけでございましても、城東地区、東伊豆町全般の

子供たちに対しまして、地球温暖化のことを勉強させる一つの費用の捻出をこの事業で利益を得たものはそ

っちのほうにも使われているということはまた町民の方々も理解していただきたいと思いますし、この風力、

メリット・デメリット、本当あります。 

  これは話せば話すほど藤井議員との見解の相違、これを言ってはもう終わりですけれども、いろいろあり

ますもので、そういう中で一般財源を使わないかということを言われましたけれども、私は基本的には一般

財源を使ってこの３機の風車をやっていきたいと考えております。そうなると当然この一般財源を使うにい

たしますと議会の皆さんたちの協議があります。そういう中で、議会の皆さんたちがまたこれはやめたらど

うかと言えば、それは議会の多数を占めるようになれば、それは町がやりたいといたしましても、議会、町

民代表が来ていますもので、それはやらない方向でいきますが、基本的には一般財源を使ってやっていきた

い、今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） ただいま、５番、藤井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

いたします。 

 

休憩 午前１１時５５分 

 

再開 午後 １時００分 

 



○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  午前に引き続き、５番、藤井議員の一般質問を行います。 

  第２問、東伊豆町水道ビジョン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） 午前中に引き続きまして、第２問、東伊豆町の水道ビジョンについてお尋ねいたしま

す。 

  午前中は何か町長に余り暗い話をするなよなんていうようなコメントをいただいたようですけれども、私

は別に暗い話をするつもりも何もないんですが、傾向性としてはそういうふうなことではないかということ

を申し上げたわけですが、今回の第２問に関しては、これはビジョンですから明るいイメージで行きたいと

いうふうに思っております。 

  それで、この水の問題というのは今世紀の大きなテーマであるというふうに言われております。これは皆

さん共通認識かと思うんですけれども、世界的に水不足とか、あるいは水を争う国家間の争いのようなこと

ももう発生しているような状態でございまして、一方では、また、水をめぐってビジネスにこれを大いに役

立てようということで大企業等も参入しているようなことがあるようでございます。 

  その水争いに関して、国際的な観点から見ると、例えばアジアで源流を中国なんかに発しているようなメ

コン川なんていうような川なんかでは、その下流域であるたくさんの国々が、上流で取水されると実際上は

下のほうで枯渇してしまう、あるいは汚されると非常に飲み水にも事欠くといった問題があって、国同士も

非常に緊張したものをもたらすということが言われているようでございます。 

  また、かと思うと一方で、今、パキスタンとかバングラデシュなんかでは大洪水が起こりまして、また洪

水が起きてたくさんの死者が出たんですが、それだけじゃなくて、１カ月過ぎても１カ月半過ぎてもまだ水

が引かないといったようなことも起こっているようで、これまた別な観点からの水問題かというふうに言え

るわけです。 

  日本でも、先日テレビで皆さんもごらんになったかと思いますけれども、外国資本が日本の山林を買いあ

さっている。山を買ってしまっているというようなことが現実に起こっている。こういったことがやはり、

山をそうしますと乱開発なんかしますと当然ながら洪水等、あるいは水源の枯渇というふうな問題が発生し

ていると、こういったことが言われている昨今です。 

  こうした中、我が町で平成30年度を計画目標にして第２次水道事業基本経営計画というものを策定してい

るわけですね。これはいわゆる水道ビジョンということで経済総務委員会等に示されたものですから、これ

はすばらしいことではないかと、非常に先を見通した卓見であるというふうに私は考えているわけです。 



  その重点はどこにあるのかということを第１点目に聞きたいわけですけれども、何か大ざっぱに自分の認

識するところでは、現在79％、約８割の取水をしている白田川の水系からこれを取って、現在は稲取である

とか熱川であるとかというふうに送水しているわけですけれども、その施設等が非常に老朽化している。あ

るいはポンプアップするために電気で送っているわけです。電力がかかるわけですけれども、そういったこ

とで非常に経営も圧迫しているということで、これは何とか考えたい。また、東海地震等の災害にも備える

ためにも今のままでいいのかどうかということで計画を将来にわたってしているということのようです。 

  その白田川が取水をやめて、ではどうするかといいますと、熱川の場合ですと山の上のほうの例えば濁川

の周辺、あるいは稲取ですとこれは熊口水源というのも現在あるわけでございますけれども、日量1,500立

方ですか、ぐらいの取水をしているようですが、その周辺に水源地を確保して、そこから流下方式でいわば

流すという大きなその計画のようでございます。 

  これは、例えば稲取の例をとりますと、歴史的に山の上のほうから取水してずっと流したという経過は明

治くらいにそういった事業が始まったと。金指徹さんという方がお書きになった「入谷の里」なんていう風

土記ですね、「風土記入谷の里」という本の中にもたくさんのページを使ってセキホリ川等を掘って、それ

から上からずっと稲取全体に流してきたというような経過が語られております。そういう意味では、むしろ

自然な、無理のない方式なのかなというふうに私自身は考えております。 

  そういう意味で、ここで、しかしながらやはり幾つかの問題はあるのではないかというわけで、その疑問

点、水道ビジョンの重点政策は、今、私聞きかじりで申し上げたとおりでいいのかどうか。それから、将来

の人口減少などを考えますと、この良質な水を安い料金で提供する、町民に提供するということがなかなか

難しくなってきているんじゃないかというふうに思いますので、その辺の水道事業そのものを将来的にはど

んなふうに考えていっているのかということと、それから、新しくその水源を確保するということなんです

が、これは大胆な、川から取水するんじゃなくて新しく山の上のほうに水源を求めていくということですの

で、これはすごい構想だなと思うんですけれども、それについてのそういう成算といいますか見込みといい

ますか、可能性としてはあるのかどうか、その辺について、これを策定した背景といったものをお尋ねして

いきたいなということで質問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） 藤井議員の第２問、東伊豆町水道ビジョンについて、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。 

  １点目の第２次水道事業基本経営計画、いわゆる水道ビジョンにおいての重点策を伺いたいについてです



が、全員協議会でも説明をさせていただきましたが、第２次水道事業基本経営計画いわゆる水道ビジョンに

つきましては、これまでの先入概念を捨て、現在の水道事業の懸案事項・問題点をハード・ソフト両面にわ

たり抽出し、懸案事項を消去するとともに解決策を検討し、理想の将来像を具体化して取りまとめた計画に

なっております。 

  この計画で特に検討を要した内容につきましては、老朽化した白田浄水場の問題であります。これまで一

極集中により、標高の低い白田浄水場から標高の高い配水池に送水し、町民の皆様に給水してまいりました。

したがいまして、動力費の増加、白田浄水場に常駐する職員の人件費等により、水道事業会計が圧迫され、

大変厳しい財政運営となってきております。 

  これらの問題の改善に加え、災害時における対応を図るため、これまでの白田浄水場の一極配水型から町

内の地形等に配意した水源の分散型に変え、各地区の標高の高い場所に水源を確保し、自然流下方式により

各地区に配水する計画となっております。 

  今回の重点策ですが、来年度から３カ年にかけて実施する水源探査であります。この結果により水源の確

保ができれば、計画に沿って推進してまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の将来の人口減少などを考えると、良質の水を低廉な料金で供する水道事業の展望はどうか

についてお答えいたします。 

  水道事業の経営状況は、長引く景気の低迷や節水意識の向上などによる使用水量や給水人口の減少により、

今後も水道料金収入の伸びは見込めない状況となっており、非常に厳しい財政運営となっております。今後

は、これまで以上に経常経費の削減に努めなければならないと考えております。また、建設改良費につきま

しても、費用対効果を十分に精査し、事業を実施していきたいと考えております。 

  なお、将来に向け、安定した水道事業運営と使用者に安全で安心な水の供給をしていくためには多大な設

備投資が必要となることから、内部留保資金と企業債だけでは賄うことは非常に困難であり、将来的には水

道料金の引き上げは避けられないものと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

  ３点目、新たな水源の確保に成算はあるかについてお答えいたします。 

  新たな水源として、熱川地区につきましては、濁川上流の奈良本片倉地区を計画しておりますが、濁川に

近い場所を探査すれば水源が求められるものと考えております。 

  なお、探査の結果、水量の確保が見込めない場合、樋ノ口配水池付近にバックアップ水源の探査を計画し

ております。 

  稲取地区につきましても同様に、熊口水源の拡張調査を実施し、十分な水量の確保が見込めない場合、野

球場上の３号井付近にバックアップ水源の調査を行う計画です。 

  いずれにいたしましても、計画どおりの水量を確保できるかは水源探査の結果によりますので、御理解を



お願いいたします。 

○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） 大胆な水道ビジョンを新たに水源を求めて確保していくということで、非常に難しさ

もありながら、なおかつやはり将来に備えてそうしなければならないということかなというふうに思います。 

  また、それに当たっては、例えば水源における降水量とか、あるいは幾つかの計算式があるかと思います

けれども、流出する、蒸発する量とか等々でどのぐらいのものを見込んでいるのかとか、そういった計算式

もあるのかなというふうに思います。 

  人口の減少というのは、町人口だけじゃなくて観光客等も減少傾向にあるというふうなことも含めて、今

のままではちょっと厳しい運営になりかねないというふうに見ているのかなと。 

  そういうことなんですが、濁川上流とか、あるいは熊口水源のあたりの新たな水源の問題に関しても、こ

れは先ほど申した年間の降水量、それをどんなふうに見込んでいるか、あと地形とか植わっている木なんか

によっても多少違うと思いますけれども、この流出係数等をどんなふうに考えているのか。 

  それから、確かに海のほうにも地下水として流れているというふうなことも聞いたことありますけれども、

こういったいわゆる細野高原の一帯ですとスコリア層というふうな火山灰等の火山段丘といいますか、そう

いう層を通ってずっと海のほうまで３カ所ほどろ過されるような形で流れているという話も承っておりま

すけれども、そういうふうないろんな条件、自然条件、それから人口減少等のそういう客観的なデータによ

って、いろんな要素を加味して決定していくのかなというふうに思います。 

  先ほど多少の値上げもせざるを得ないかもしれないということだったのですけれども、その前にこのビジ

ョンを、まだ補正予算組む段階ではないわけですけれども、それ以前に大体この現在の老朽化施設を新しく

していくという方式の場合、幾らぐらいかかって、今考えているこのビジョンで考えている構想、探査も、

水脈の探査等も含めて、調査機関も含めて、それはまたどのぐらいかかるのか、どちらが一体有利なのか等

もお聞きしておきたいなというふうに思います。 

  その辺、ひとつ１回承ります。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まずは１点目のその降水量、そういうのはこの計画には書いてありませんけれども、

多分その辺はもう委託会社では当然調査していると考えております。そういう中で、この付近をとりあえず

やってみようじゃないかということは自分としては考えています。これに関しては入っていません。そうい

うことで、その辺のことはもう当然調査しているものと私は考えております。 

  そういう中で、このやることになる白田浄水場は、この問題の現在の白田浄水場、白田浄水場の更新、現



在の給水システムを維持すると費用では約65億円必要である。なお、送配水管の更新は含まない。大体65

億円かかると書いてあるんです。この今のビジョンを計画いたしますと、費用の詳細は設備内容や施行条件

で変更すると考えるものの大体約45億円等でできるのではないか。なお、送配水管更新事業は含まない。そ

の辺を考えると65億と45億、そういう数字が一応出てくることということだけは理解していただきたいと思

います。 

  以上です。 

○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） 総務経済委員会のときの課長の説明ですと約54億ぐらいかなと、現在老朽施設を新し

くしていった場合にはそのぐらいかかるというふうなたしか答えだったんですが、その辺は町長65億という

ふうにおっしゃったので、多少は別な要素も加わるのかなというふうに思っておりますけれども、その辺、

整合していただきたいなというふうに思います、ひとつ。 

  それと、年間降水量に関しては、99年から６年までの７年間平均ですと、これ3,110ミリ、これは細野高

原一帯にそのぐらい降るんだというふうにかつて富士常葉大学の教授井野先生が来て語った数字がたしか

3,110ミリくらい降るんですよというふうに、７年間平均でというふうに言っていました。その辺も含めま

すと、これはかなり有望な、あるいは書類によっては天城地区だと4,000ミリぐらい年間降る、降雨量があ

るというふうな文章も散見しますので、非常に雨がたくさん降るところだというふうに私も認識しておりま

す。それを現在、取水している白田川から逆に自然流下方式にするために山の高いほうに水源を確保すると

いう計画というふうに承っているわけです。 

  ただ、今言った中でもちょっと気になるのは料金の値上げ等もあるかもしれんというふうなことなので、

これはできるだけやはり、一昨年、19年ですか、18.8％たしか値上げされた経過あるかなと思いますので、

これは町民負担からいいますとちょっときつい面もありますので、だったら18.8％の値上げは何だったのか

というふうなこともおしかりを受けざるを得ないような点もありますので、これは将来的にはそうかもしれ

ませんけれども、まだ余り言わないほうが、これは明るいニュースとしては、別に隠すということではない

と思うんですけれども、今言った方式でいいますと65億かかるところを45億ぐらいで直るんだという話であ

れば、逆に明るい見通しになるかなというふうに思うわけです。 

  そういう点で、一つ、先ほどの井野先生等の話なんかからも、受け売りですと、先生は現在の状況ですと

それだけの降水量、それからそれだけの流出量あるというふうにおっしゃってくださったわけですけれども、

ただ気になるのは、山の上に道路なんかつくって、そこに側溝なんかをつくりますと少し流出量なんかが変

化があるかもしれないというふうな発言だったかと思うんですよ、私質問した経過あるものですので。そう



しますと、今、私が一番心配しているのは、現在のままの状況でその水源を探査してそれを求める場合は、

今言った数字で、あるいはそれ以上いい結果が出るのかもしれないんですけれども、水源涵養保安林等、こ

れを切ってしまうようなことになりますと少し変わってくるんではないかという、この点が非常に心配なわ

けですよ。 

  ですから、そういう意味で、山の上にコンクリート固めた道路等をつくったり、あるいは現在あるままの

水源涵養保安林を例えば風力発電等の計画で12万2,400平方メートルを切るんだと、改変するというふうな

計画があるので、一方でこういったビジョンを持っていて、それはそれ、しかしこっちはこっちで別な話と

いうふうにはならないと思うんですよ。 

  だから、山の上、分水嶺の上に別な計画があるわけですよね。ですから、それは風力発電という、それは

それなりの、町長としょっちゅう論争しているわけですけれども、いいとか悪いとかいろんな考え方あるか

と思うんですけれども、今、この町の水道のビジョンを考えるときに、それにいささかでも害のあるもので

あれば、これはやはりある程度の見識から、それはちょっとこっちの計画と整合しないからちょっとやめて

ほしいとか、木を１本切るに当たってももっと慎重にしてほしいというようなことをこれは言っていかない

と、そっちはそっち、こっちはこっちというふうな計画がばらばらということでは、やはり町の将来的なビ

ジョンに対してはちょっと不安になってくる面があるわけですよ。 

  ですので、その先生もおっしゃるように、道路つくって側溝なんか掘るようなことあれば流出量が変わっ

てくるということですので、現在その水道課で考えておられる、町で考えておられるビジョンは、現在のま

まの水源涵養保安林、あるいは現在のままのこういった奈良本にしろ、こちらの稲取方面においても、現在

のままの状況を考えて、それはそのとおりと計画されると思うんですけれども、今その前に新しい計画を一

つされていると、立ちはだかっているということで、そうしますとちょっと話変わってくるんじゃないか。

もし、ですから、その水道ビジョンのほうを優先するのであれば、これはそちらに少しノーを言う必要があ

ると思いますし、一体それはどちらを正しいというふうに考えるのか。 

  これは冒頭申しましたように、水の問題というのは非常に住民の死活問題である、それこそ町長おっしゃ

ったように、別な問題でおっしゃったように町百年の計を考えて、これは現在生きている人間、それから子

孫の代まで自分たちの命の水を守るんだという観点がなくちゃいかんと思うんですよ。そういう点で、明治

の文豪の徳富蘇峰ですか、こう言っている、飲泉源忘れるべからずと、水源のことを常に、水を飲みながら

も考えておく必要があるんだという言葉があるわけですけれども、そういう点で、もしこの水道ビジョンを

進めるに当たって、これにいささかでも、木１本でも切って、もし、プラスになることならいいんですよ、

ところが木を植える話ではなくて木を切る話を一方で進めているということに関して、これは整合性がとれ

ないし、やはりまずいよということであれば、当然ながらまだまだ間に合うわけですから、町が出した水源



を伐採するような計画に関して、一方での風力発電計画等に対して、東京電力さん等にもちょっと待ってほ

しいと言う必要があるんじゃないかと思うんですが、その言う気はあるかどうかお尋ねしたいと思います。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 藤井議員の再質問の中で、勇気があるかどうか、そういう問題では私はないと考えて

おります。そういう中で、この水道ビジョン、熊口の水源を活用して、それが足りなければバックアップと

して野球場上の３号井を探査していく、そう答弁いたしております。 

  私は基本的にはこの水道ビジョンの中で稲取地区に関してはある程度、楽観視という言い方はおかしいけ

れども、稲取の水源は確保できるかなと考えておる中で、今ちょっと、奈良本の片倉地区、この水源が本当

に出るかとか、それは大変危惧しているところであります。と申しますのは、熊口におきましては稲取地区

からある程度、風車をつくる道路があったときに東電さんが一応井戸を探査した中で、水源確保は間違いな

く大丈夫ですよということを言われました。そういう中で、今、藤井議員が言ったように水源涵養林を伐採

する中でこの水源涵養林といますか、私はこの水源涵養林を多少伐採した中でまた新たに植えましたもので、

その辺、水源、水質、水量、これについては私は影響はないと考えておりますもので、この水道ビジョン計

画を今やっているところでございます。 

  そういう中で、この熊口に関しましては、基本的には自分自身はある程度、今の段階でございますけれど

も、水源、水量に関しては最悪３号井を使うとしても稲取地区は賄えるんじゃないかとは考えておる中で、

一番危惧しているのはこの山間の奈良本の片倉地区に水源が求められなかった場合どのように対応するか

ということ、今ちょっと頭の中で懸案しているので、またそのときはそのときで、また議員の皆様方にも提

案しながら、また相談してこの水道ビジョン、よりよいほうに行きたいと考えております。 

  それで水道料金に関しましては、これは藤井議員が言ったように19年ですか、18.何％値上げしました。

そのとき基本的には、水道審議委員会の方にもあれですけれども、当時、それ以上やらなければ基本的には

この水道会計運営できないことを言われた中で、大変経済状況厳しい中で、18.何％ですか、その線におさ

めさせていただきましても、基本的には当局、またそれ以上のことがなければ水道会計はやっていけないと

いうことは水道審議委員会の方に言った中で、一応経済状況が厳しいから２段階で上げるのはどうかという

中で２段階上げたという、そういう経過がございます。 

  基本的には、水道はやはり町民の皆さんには  負担、同じような負担していただければと、本当おいし

い水をやって飲んでいきたい中で、町といたしましても、何回も言ったように経常経費とかいろんなことを

削減することを考えながら、なるべく水道料金は上げない方向でいきたいと考えておりますけれども、最終

的にはやむを得ないかなということが今自分が考えている状況でございます。 

  以上です。 



○議長（八代善行君） 水道課長。 

○水道課長（鈴木秀人君） 先ほど片倉地区の水源を求めるために側溝とかをつくるかということですけれど

も、側溝についてはそういったものはつくりません。 

  それと先ほど町長が一極型で65億と言いましたけれども、実際54億ということで訂正願えますか。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 次に、第３問、稲取漁港の改修工事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３問なんですが、これは稲取漁港の改修工事につい

て承りたいと思います。 

  昨日なんかですと湾内にいっぱい、台風の影響でしょうか、ゴミや流木がありました。今日は漁師さんた

ち、あるいはたくさんの方が出て、それを片づけたり、大変御苦労なことだったかと思いますけれども、大

分きれいになっております。 

  こういうときに当たって、今、これは町がやるわけではないので、直接的に町がどうこうということでは

ないんですけれども、ただ、県事業としましても我が町で行う事業でございますので、これはいろんな見解

をやっぱり承っておきたいというふうに思いまして今回質問させていただくわけです。 

  現在の進捗状況、まだなかなか目に見えるふうには、ユンボが動いてがんがん壊し始まったなんていうこ

とではないので、本当にやるのというふうな町民の方で知らない方はそういった方も多いわけで、どの辺ま

で進んでいるのかなと。町が把握している範囲でお答えいただきたいというふうに思います。 

  それから、こういった問題に関しても、あそこの現在、黒田電気さんのところからずっと道を広げていく

んだと、これは港湾工事で、決して道路工事ではないというふうなことなんですけれども、事実上は道を広

げていくと。７メートル以上の道になっていくんだというふうなことを承っているわけですけれども、そう

しますとこれやはり景観的にも非常に変わってくるんではないかと。 

  私は、あそこは稲取として漁村風景といいますか、船があって、なまこ壁のおうちなんかがあって、古い

堤防あって、非常にいい場所じゃないかなというふうに見ているので、それが広い道路ができることによっ

て風景が一変してしまうということに関しては、ちょっとどんなふうにお考えになるか伺っておきたいなと

いうふうに思います。 

  それから、そこに、上島クリーニング屋さんのところの角の近いところですけれども、道祖神さんが祭っ

てあります。今日、写真を４枚ほど飾らせてもらっているので、皆さんも稲取の方は毎日目にされている景

色なんですが、この道祖神さんを鳥居の向こうに祭ってあります。それからこちら、石垣とあります。これ



はちょっと沖のほうから見た景色なんですが、こういう見なれた風景なんですけれども、ここのところが大

きな今、改修工事で変わろうとしている。そのときに、その歴史的な遺産だと思うんですよ、道祖神さんの

場所とか、それから石垣が、やはりそのままであり続けるのか、それとも全くなくなってしまうのか。そう

いったことについて、非常に哀惜の念を持って私は質問しておきたいなというふうに思っております。お答

えいただきたい。 

○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） 藤井議員の第３問、稲取漁港の改修工事については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点目の県主導の大規模改修工事がなされているが、その進捗状況はについてですが、御案内のよう

に稲取漁港につきましては現在静岡県により広域水産物供給基盤整備事業として長期計画のもとで漁港整

備が進められております。 

  漁港整備の全体事業といたしましては、防波堤の延長、かさ上げ、埋め立て、護岸整備、港湾道路整備、

船揚場整備等が計画されており、このうち、防波堤の延長、かさ上げ、埋め立て、護岸整備につきましては

既に完成をいたしました。今後、残事業となっている港湾道路の整備と船揚場の整備をあわせて実施するこ

とになっております。 

  本年度の事業予定につきましては、本年の６月定例議会での施政方針及び行政報告で説明いたしましたと

おり、稲取造船所跡から山長方面に向かい約45メートルの道路及び船揚場の整備を実施することになってお

ります。 

  次に、２点目の陸上の道路拡幅は漁港の風景を一変させると思うがどうかについてですが、港湾道路整備

につきましては、基本的に陸上の家屋や町並みにはかからない計画となっております。 

  船揚場が３メートル程度沖合に出ることにより、港が従前より小さくなりますので、漁業者の皆様には多

少御不便をおかけすることになりますが、風景が大きく変わることはないと考えております。 

  次に、３点目の歴史・文化遺産としての古い石垣や八百比丘尼の石像はどうなるのかについてですが、八

百比丘尼の石像につきましては、道路の拡幅部分の区域に入りますので、船揚場付近の町有地に移転いたし

ます。 

  また、石垣につきましては、周囲の住民の皆様からの要望もありましたので、道路と船揚場の境にコンク

リートの擁壁を設置し、表面を化粧するなどして景観に配慮することとしております。 

  なお、これらとあわせて、現在設置されている石垣の一部を移転した八百比丘尼の横にモニュメントとし



て復元するとともに説明看板を設置し、従前どのような状況になっていたかがわかるような措置を講じてい

きたいと考えております。 

  この港湾道路の整備につきましては、漁業関係者はもとより、地区役員並びに沿線住民に対し何度も説明

会を実施し、御理解をいただいているもの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） 藤井議員。 

（５番 藤井廣明君登壇） 

○５番（藤井廣明君） 町長の見解では、景観等は大きく変わることはないというふうな認識のようでござい

ますけれども、これはもちろんできてみなければわからないことですし、何ともまた、あるいは新しく真っ

すぐな道路が、広い道路ができたほうがこれはきれいだとかいう考え方するかもわかりませんし、何とも見

解の分かれるところでございますけれども、道路へも港湾工事として漁港の改修工事ということで県のほう

がずっといろんな堤防の延長とか船揚場の整備、かさ上げ等々、護岸工事も含めてやってきている。その中

での今回の箇所にかかってきているかと思うんですけれども、これは観光客も私は道が広くすればお客来る

とかそういう問題ではないと思うんですよ。 

  よく道路が狭いから来ないんだみたいな話もたまたまされる方もあるんですけれども、一つには例えば小

学校の校庭を削って広く道をして、それで本当に観光客にどれだけの利便性があったのかどうか考えると、

やはりそこでの桜を切って校庭を狭くしたことなんかが観光地にとっては逆にマイナスではないか。 

  同じように、今回古い石垣、あるいは八百比丘尼の石像等を、今聞けば、それは一部移転するからという

ことであれば、それは余り言ってもしようがないことなんですけれども、ただ、石垣に関しては、これは承

ると、計画図等を見ますとかなり削られてしまうというふうなことのようです。そうしますと、道祖神さん

まで祭ってある八百比丘尼の存在なんかは、民俗学者の折口信夫なんかが、我が国で八百比丘尼の像が発見

されたのはこれが最初なのでまさに天下一品であるというようなことを史学雑誌に発表したりしていると

経過もありまして、非常にやはり大切なものなのかなと。 

  それから、石垣に関しては、これはかなりなくなってしまうようだというふうなことなんですが、やはり

これはこぶ出しという積み方で非常に珍しいというふうに聞いたことがあります。そういったものを、こう

いったものを見に逆に観光客は来るんだというふうに私は考えますので、これから先は、かつてこれはもう

20年くらい前計画されたことじゃないかと思いますけれども、逆に現在社会情勢がいろいろ変わってきてい

る、観光動態も変わってきている、そういったときには、これも一応社会情勢に合わせて、既にもう本当は

平成９年に完成していなくちゃならないような工事のようですけれども、ずっとおくれている。それはそう

すると状況も一変しているわけですから、そういう点では見直すというふうなことも必要なのではないか。 

  やはりこういう古いもの、文化遺産あるいは郷土芸能、こういったものを現在の観光客は求めているんで



はないかと。広い道路をつくって、そこに大きなバスが入るから観光客が来るんだという時代ではないとい

う認識されて、大切にこの文化財等も保存する必要があるし、そのことがやはり今度観光客の増加とか、あ

るいは歯どめと言ったほうがいいでしょうか、町の魅力になっていくんではないかというふうに考えること

はできないかどうか。 

  もし、広い道が必要なければ、やはり少し縮小するとかいうようなことも県にお願いしていく、要望して

いくというふうに、町はもっと主体性を持って総合的に観光政策やら、あるいは道路等にもそれだけの必要

性があるのかどうか、交通量等も十分に調査したのかどうか含めますと、非常に失うものが多いような気が

しますので、ひとつその辺は町長のほうも県に言うべきことは言って、守っていくべきものは守っていって

ほしいというふうに思いますので、ひとつお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、藤井議員に理解していただきたいのは、これ観光客のための道路ではございま

せん。それだけは理解していただきたい。稲取小学校のところも、これは観光客のために拡幅したのではご

ざいません。これは区の要望とかいろんな面で、住民の安全・安心にあの道を通れないから拡幅してほしい

ことがまず第一でございます。観光客のために拡幅したこと、これは絶対ありませんので。これはあくまで

も住民のために拡幅したことだけは理解してほしいと思います。 

  そしてこの漁港の拡幅道路、これ、道路が広ければいい、そんなものではないことは、これは藤井議員と

同じ認識でございます。しかしながら、私、これは観光客の道路でないということだけははっきり言ってお

きます。その中で、この道路に関しましては、全協で言いましたように漁業関係者もとより地区役員並びに

沿線住民、何度も説明会開催したので、こうした内容でございますもので町といたしましてはこの計画で推

進していきたいと考えております。 

  と申しますのは、これは住民に対する安全・安心の件もあります。と申しますと、今、片野商店前から東

方面へ行く道があります。基本的にはこれは大型車も通りますし普通車も通ります。通行人も大変、住民の

歩くに大変危険なところも聞いてございますし、これができればその住民に対する安全・安心の面でも、車

に対することは少しでも安全になるかという中で、町はこれは推進していきたいと考えておりますし、その

中で八百比丘尼、これは藤井さんが言ったように、堀口さんが言った大変貴重な財産だと、これは私も認識

しておりますし、全国公募した渡辺さんからも、これはこんなすばらしいあれはないですよと、これは何度

も伺っております。この中で、このやつを当然移転しても保存しなければならないと自分自身も考えており

ましたし、計画では入っております。文化財の方もそういう意見を伺った中で、できればこの八百比丘尼を

保存しながらあの石垣も保存して、一部保存していきたいという考え、ということは全部本当は保存したい

んですけれども、石垣をね、この石垣を全部保存するとなるとこの現在の道路計画が成り立たないもので一



部保存という形にさせていただいた状況でございます。 

  そういう中で、工法としてこぶ出し、この辺大変貴重なことと、今、藤井議員が言いました。その辺の工

法に関しましても建設課長のほうから技術的なことは説明させ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） 建設課長。 

○建設産業課長（上嶋智幸君） 石積みだとかの関係でございますけれども、ちょうど町長が申し上げました

とおり、八百比丘尼は重要なものであると、そういうことは大前提でございますので、それは全くそのまま、

できる限り近くへ移したいというのが私たちの希望でございます。適地を探してみましたら、ちょうど30

メートルないし40メートルほど、そんなに変わらないところに設置できると、こういうことですのでそこに

設置をいたしたいと。 

  それから、石積みについても、そこの横にできるだけ何メートルか復元をしたいと。復元をした石積みは

こういうものがありましたよと、そういうことの中で、そこの看板をちょっと大き目の看板を立てて、従前

このような形で石積みが港のこういうところに配置されていましたよと、そういうことも含めて、できるだ

け見た方がよくわかっていただくようにしたいと思っております。 

  これはとりもなおさず住民との意見交換会あるいは説明会の中で出た意見を集約した中で、できるもの、

できないもの、それぞれ分けて、できないものであってもどの程度ならばできるのか、そういうことを十分

私たちとしてももう一度吟味をし直しまして、その中でできるだけ、大きなことはできないけれども、少な

くともできるものはやっていこうと精いっぱいのところで考えたのがこの案でございますので、これについ

ては一応何度も説明をしてございますので、関係者ともども理解していただいているのかなと、このように

思っております。 

○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50分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４３分 

 

再開 午後 １時５０分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、開します。 

 

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



 

◇ 西 村 弘 佐 君 

○議長（八代善行君） 次に、７番、西村議員の第１問、自主運行バスについてを許します。 

  西村議員。 

（７番 西村弘佐君登壇） 

○７番（西村弘佐君） 議長から御配慮いただきましてありがとうございます。また、関係各位の議場内の皆

様に御協力いただきましたこと、まず御礼を申し上げまして、第１問、自主運行バスについて質問させてい

ただきます。 

  町内には、東海バスの路線バスが２本入っておりまして、１本はこのごろ大変人気が出ておりますアニマ

ルキングダムのほうへ行くのと、それからもう一つは大川から志津摩海岸に行くコースがあり、このほうを

自主運行バスとされているように記憶されております。 

  今回、この自主運行バスにつきまして質問いたしたく、区間の年間利用人員はどのくらいですか。それか

ら、２番目として、この運行についてコースとか利用に対する声として、町民または企業などから当局へ要

望がありますか。 

  これを質問いたしまして討論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） 西村議員の第１問、自主運行バスについては２点にわたる質問ですので、順次お答え

いたします。 

  １点目、区間の年間利用人員についてお答えいたします。 

  御案内のとおり、自主運行バスは、従来バス会社により定期運転をしていた路線が、交通環境の変化等に

より、稲取高校路線等の一部を除き路線維持ができなくなる事態となりましたので、平成11年度より、住民

生活への支障を抑制するため、町内を縦断する大川から志津摩区間の路線を確保しているものであります。 

  平成21年度の利用者数は５万５人でしたが、平成19年度５万7,645人、平成20年度５万6,210人となってお

り、ここ３年間は５万人台で推移しております。 

  次に、２点目のこの運行について、コースとか利用方法に対する声として、町民または企業などから当局

へ要望がありますかについてお答えいたします。 

  現在、自主運行バスとして運行している路線は、先ほども申し上げましたが従前はバス会社が運行してい

た１路線をそのまま利用したもので、利用形態の変化がなかったことにより、特に要望等はありませんでし



た。 

  また、平成16年度からアスド会館に整備した介護予防拠点施設の利用促進等を図るため、アスド会館経由

に一部路線を変更した時期がありました。この際には、変更となった新旧コース沿線の方から、便利になっ

た一方では不便になったとの声がありました。通院利用者からは既に病院による送迎バスが運行していまし

たので、特に苦情等はなかったと記憶していますが、運行距離及び坂道によるバスの消耗などを勘案し、ア

スド会館独自の送迎バスを運行し、平成20年度より従来の路線に戻しましたが、特に混乱はありませんでし

た。 

○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） ただいま御回答いただきました。 

  私はちょっと疑問に思いました。２つあるんですね。 

  ５万人近くの人がこれを利用しているというんですが、私はこのバスと非常に135号線ですれ違う率が多

いんですけれども、ほとんど乗っていない。時には、今年はそういう傾向がなかったようで観光としては残

念なんですけれども、渋滞している中で東海バスの自主バスが真ん中に挟まってお客さんなしでいるとき、

非常に懸念しております。そして、これがやはり稲取へ来るとよろしいのかと思います。いずれにいたしま

しても、城東では余りお客様が乗っていません。 

  でも、これに対しまして、４月の広報「ひがしいず」では、ちゃんと総務関係として自主運行バスに1,342

万円計上しております。これがちゃんとこのように出ておりますですね。これに対して住民の皆さんやその

他の方が余り気にしなかったということは非常に残念に思います。やはり町政を初め、こういうものはみん

なでどのようにしていくかということを考えるのが一つで、ただ当局だけ責めていてもしようがないわけで

す。こういうことについて考えなくちゃいけない。 

  それから、企業としてと、こういうふうに申し上げたんですが、奈良本地区、いわゆる旧城東地区の企業

といえば決まったようなものでございます。今日の行政報告で、町長もいわゆる買い物バスですか、そうい

うほうにちょっと触れておられましたんですが、やはりこういうものを利用するということは大切なことだ

と思っております。 

  1,342万円、これを365日で割りますと約３万7,000円になるわけです。すると当然東海バスはこのバスの

償却、燃料費、それから人件費ですね、これはやっていける金額でございます。私はそのように思っており

ます。そうなると、もっと企業的には有効に使えるように考えていただくのが必要かなと思います。平成11

年からこれが実行されているということになりますと10年間無責任過ぎたかなと。 

  私は、実は当初、初めてこの議会に立たせていただきましたとき、コミュニティバスとしていかがでしょ



うかというようなことを質問したんですが、余りいい御返事はなかったし、そのまま反響もない、どちらか

というとそんなバス出してどうするんだとおどかされてしまったものですから、まずまず新人議員びっくり

して、そのまま口をつぐんでしまいました。ただ、奈良本の観光施設の方は大変興味を持たれましたことは

事実です。 

  ここで言いたいことは、やはり具体的に申し上げれば、坂町のバス停、片瀬のところにあります。あそこ

まで坂上がって乗ってどこへ行くんだろうということになれば、住民は使わないと思います。そして、やは

り電車と並行して走っているわけですね。 

  たまたまこれを質問させていただこうと思いましたときに、ちょうど河津町で町長選挙がありまして、一

方の候補者はデマンドバスを、つまり奥まで入って、その場、その場に人を乗せていくデマンド方式のバス

を出したいということをマニフェストの中に入れていましたし、それから、つい８月には隣の伊豆市で44

項目にわたる事業仕分けですね、俗に。それに自主運行バスの件が出ていたんです。これがどのように変化

されたかは知りませんが、こういう状態の経済状況その他になってまいりましたら、やはり当然、このバス

の運行について考えるべき状況になってきたのではないかと思います。そこで今回この質問をしたわけです。 

  たまたま、先日ですが、現実ですからこれはちょっと申し上げたほうがいいかと思いますが、暑くて暑く

て大変な中、老婦人が約50メートルぐらいの間隔で、片方荷物を持ちながら、片方は傘差して、ずっと奈良

本の奥のほうへ歩いていく姿を拝見しました。１人の御婦人はキャリアカーを引いて、ちょっとおみ足が悪

いのか、歩いて、あそこ幾分坂になっておりますので、このときに思ったんですね、この奥のほうにバスが

入ってきていただくようにすればこの方はやはりいいんじゃないか。そして、その奥には11年前に─平成

11年ですから今22年─11年前には考えもつかなかったようなけやき公園なんていうの、施設ができたんで

すが、あそこへ行く交通アクセスは車を持っている者しか行けない。または健脚な者が歩いて行くしか行け

ない。こんなふうになってしまってはよくないんじゃないかと思いまして、それぞれの方がやはり検討して

いただいたらいいんじゃないか。いわば東伊豆町事業仕分け、こんな感じで直していただけたらよろしいか

なと思っております。 

  これは、東海バスにしますれば、やはり国交省から受けた路線バスの件でそのようになったと思うんです

が、５月10日の新聞紙上に出ておりました。高齢者支援へバス認可柔軟に。経済産業省ですね、経産省の研

究会が、ここでいわゆる新たに路線を変更したりしやすいようにすると、そういうことが提案されておりま

す。ですから、それはいけないんだとか、こうだとかということはないと思います。 

  一例で申し上げれば、特急停車駅で伊豆急行の一番とも言えます伊豆熱川駅にバスは全然入ってきません。

エレベーターがあってちゃんとおりてくる、バリアフリーの坂があって、非常に整っていますが、路線バス

が一つも入ってこない。上にありますよと、ワニ園の上へ行けばいいんですが、ワニ園の上でバスを待って



いる方をお見かけしたことがないんです。 

  これは地元の方はあるかもしれませんけれども、やっぱり駅前までバスが入れれば、やはり朝早く奥さん

なり息子さん、娘さんなりに送ってもらって電車から乗ろうという方も、そのバスによって駅前まで来られ

るんじゃないか、こんなふうなことも考えますと、いろいろ研究材料はあるんじゃないか、このように思っ

ておりますので。これはなかなかバス会社としても事情はあると思います。 

  たまたまこういうことは例として申し上げればよろしいかなと思うんですが、先日岡山に両備バスという

会社がありまして、これ40何社が経営しているんですが、その社長さんが、バス会社というのはどうですか

といったら、一番よくないのは地方自治体から援助を受けているところが一番よくない。だめなら援助を受

ければいいということで一つも考えていない。考えるというのはもっと別のことで考えなくちゃいけない。

企業とはそういうものであるというような趣旨のことを申されました。 

  東海バスとしても、確かに沼津や三島のように非常に大きくお客様が走っているところと、それから全然

過疎地であります私どもも初めこの奥のほうまでというのはなかなか大変なことだとは思いますけれども、

あの伊豆急行が65歳以上はいわゆるシルバーパスとして半額で運行しております。ここで御提案申し上げれ

ば、やはり65歳以上の方にはこの路線バス、いわゆる年間の路線バスとして、バス定期として、例えば１日

100円平均、4,000円ぐらいで発売できるようなことをバス会社がすれば、やはり500メートルぐらいのとこ

ろを歩かずに乗るかもしれません。１回ごとにお金を払うとなると、なかなかやはり御年配の苦労されたよ

うな方々はここなら歩いてしまおうとかなると思いますが、福祉的にもそういうところは必要かな、こんな

ふうに思っておりますので御提案させていただきます。御検討いただくようにできれば大変幸せです。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、年間５万人、５万人前後、これは大変そんな乗っているかなということを感じ

ることは西村議員と同様でございます。これはやっぱり計算方法があるようなものなので、計算方法は後で、

それはまた後で、もしわからなかったら後で個人的に西村さんにお示ししたいと思います。 

  それでは、年間1,300万、私も西村さんと同じように議員のときから、またこの職につかせてもらって、

もったいないということはもう常々思っておりました。そういう中で、コミュニティバス、言い方は何かわ

からないけれども町内循環できるようなバス、これできればいいなということは私常々考えておりました。 

  その中で、一番危惧するのは稲取高校生の通学の問題でございます。この通学の問題さえ解決できれば、

基本的には町は町内の循環バスを回したほうがよっぽど私は町民のためになると考えていますもので、その

方向でいきたいと考えています。そんなように通学路の通学生の問題いろいろありますもので、この辺はで

きればいい方向で解決して、西村議員が提案したコミュニティバス、どうなるかわかりませんけれども、町

内循環できるようなバスをやっていければ町民にきめ細かなサービスができるんじゃないかと私考えてお



りますので、この辺は検討させていただきたいと思います。 

  それと今あったバスの優待券ですか、この辺はちょっとまだ全然、どういうふうのがいいのかわかりませ

んもので、これはちょっと検討課題とさせていただきたいと思います。 

  基本的には、私もこのコミュニティバスに対して千何百万の税金が使われているということと、果たして

本当に町民がこれだけ、１日当たり３万7,000円ですか、こんなに税金を使っていることを考えましたなら

ば、本当はこの辺の税金の使い方が果たしていいのかどうかということはまた再度検討いたしまして、今後

いい方向で行きたいと考えておりますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 利用者の今５万人云々くんぬんとあった数字ですが、これにつきましては、

利用者の関係が料金体系が上限200円という今料金体系を使っていまして、一部に160円ですとか、あとは学

生の定期ですとか、料金を後で計算をしても実数がわからないという内容で、あとは乗車区間が長い中で、

どこでおりてどう通るということで、料金的な内容だけでは利用者がわからないということで、１週間にわ

たりまして１日5.5往復、要するに朝は大川から始まるんですが、5.5往復の路線運行をしているわけですが、

それに職員が同乗しまして、何人乗ったという実績をとらえまして、それを年間乗車へ振りかえていくとい

う算定の方法をしているものですから、状況聞きますと確かに朝晩につきましては結構多い、朝は稲取へ向

かってくるお客さんが多いんですかね、夕方になると逆に城東地区へ向かって乗車するのが多くなるという

ようなことで伺っています。 

  それと買い物のお客さんは、何か６のつく日ですね、これは何か稲取のスーパーあたりでイベントがあり

まして、大変多いようだということで、そんな状況を伺っております。 

  計算方法はそういうことで、乗降調査ということでやっているようです。 

○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） ありがとうございます。 

  大体いただきました要点で私は質問の要旨がはっきりしているんです。ですから、御実行に努力していた

だければいいなと。やはり何といいましても今、町長のお言葉の中にもありましたとおり、３万円有余のお

金がこの空気を運ぶために使われているように見られるのは、そんなことはないんですけれども、朝晩は使

っているんですけれども、そのように見られるのは余りよくないんではないかと思いまして提案させていた

だきましたものですから、今の御回答でありがたく拝見いたします。 

  なお、ちょっと触れましたバスは、これは伊豆急行の場合は伊豆急がやっているわけですから、このバス



について町がするよりは東海バスが当然考えるべき、いわゆる老人パスといいましょうか、65歳以上でこの

ぐらいでいつでもフリーパス、乗れるんだと、それから、できればフリーストップ、つまり歩いていたとこ

ろで、手を挙げれば止まっていただけるんだと、そんな方式も必要じゃないかと思うんですよ。 

  11年間、もしあったとしたら、東海バスさんももうちょっといろんなことを考えていただいてもよかった

んじゃないかなと、こういう席上で１社をつるし上げするみたいな言い方はよくないんですが、やはり時代

に即応して検討するのは、町民も、そして行政も、そしてそこで関連する方々も皆、考えるべき問題だと思

って提案いたしましたので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。ありがとうございました。 

○議長（八代善行君） 次に、第２問、観光振興の対策についてを許します。 

  西村議員。 

（７番 西村弘佐君登壇） 

○７番（西村弘佐君） 観光振興の対策について提案させていただきます。 

  長引く景気低迷に対しましては、今日に発したことではなく、観光対策については一見おくれているよう

に私は見受けています。この点について伺いたいと思っております。 

  この後いろいろ討論させていただきますので、まず討論の一つの材料として、事が起こると直ちに予約取

り消しの調査などがされますが、これらの意図についてはいかに。それから、業界の意見を統一調整の機関

として産団連を適格と見ることにいたしました、私は。町としてはどのようにお考えか、この点を伺います。 

○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） 西村議員の第２問、観光振興の対策については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。 

  １点目の事が起こると直ちに予約取り消しの調査などされますが、これの意図はにつきましては、現在、

宿泊客の調査は、毎月の宿泊客数と５月のゴールデンウイーク、夏休み期間、年末年始などの予約状況と入

り込み状況について行っております。 

  また、地震や風水害などの災害時にも、予約取り消し状況とその後の入り込み状況の調査を行っておりま

す。この調査の意図は、町として災害に対する被害状況の把握と、予約の取り消しによる観光影響調査を実

施することで観光客への安全対策やサービスへの対応を図る上で重要性を担うものと受けとめております。

さらに、これらの調査結果をもとに緊急の誘客対策を実施するなど観光客の減少を食いとめるための対策を

図る上で重要な調査と受けとめておりますので、御理解をお願いいたします。 



  ２点目の業界の業界の意見を統一調整の機関として産団連を適格と見るが、町としてはどのようにお考え

かですが、平成22年第１回定例会における施政方針でも述べさせていただいておりますが、私は、観光振興

対策は観光事業者だけでなく、産業団体が一丸となって対策を講じていくことが必要であると考えておりま

す。 

  そのためにも、行政、観光、商工、農協、漁協など、地域産業で組織する産業団体連絡会で団体間の連携

を図るとともに、町内の経済対策を講じているところでございます。 

  今や基幹産業である観光業の衰退は、町内産業に及ぼす影響度が高く、結果として、町の財政状況に影響

が生じてまいりますので、今後も産業団体連絡会を中心に、観光産業を初め、各産業の活性化を図ってまい

りたいと考えております。 

  今回、その産業団体連絡会から緊急地域経済活性化キャラバンの企画が提案されましたので、その事業に

要する費用の補助を補正措置させていただきましたので、御理解をよろしくお願いいたします。 

○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） 御回答いただきましてありがとうございます。 

  私は、ちょうど１年前、21年の第３回定例会で、観光振興のために観光研究室といいましょうか、観光対

策研究室みたいなのはいかがでしょうかと御提案申し上げました。その際も町長は、ただいま申し上げたよ

うに、お話しのように、やはりここには観光３団体というのがあるから、それを有効利用していこうと答え

られました。私も、それは大切なことであり、産業観光協会というとどうしても旅館だけ集まっておりまし

て、旅館組合的な感覚ですね。観光協会の理事は、それは代議員だ何だ、するとかなりな方々が出てまいり

ますが、本筋であります理事会というと旅館しかないわけです。 

  観光施設は、やはり、先ほども口に出ましたワニ園だのアニマルだのいろいろあるわけでございます。そ

ういう方々も意見をやはり、どうやったらいいか、私どもがこういうふうにしたら成功しておりますという

ようなことを一堂に会してできるのならば、やはりこういう３団体のような中で意見を統一すべきだと、こ

のように思っております。 

  先ほど事あるごとに取り消しを聞くけれどもと、これは観光課長も耳痛いかもしれませんが、御判断いた

だきたいんですけれども、やはり地震があった、一番いいのは一昨年、いわゆるショックで受けまして、リ

ーマンショックですね、リーマン証券がつぶれて、それから、今度は翌年が駿河湾もあったんですが、それ

よりは伊東沖地震が大きかったわけですね。そうすると立場上、よく聞いてみますと、取り消しどうですか

と、取り消しは何人ぐらいありましたかと聞くと、これは好意的に聞いているわけですよ、今、町長が御判

断して言われているとおり、何らかの対策を立てるために必要だということで言っているんですが、当事者



は電話、ファクス、すべてから取り消し、取り消しと毎日言われていれば、えびす様の顔をしているような

経営者だって、今日は取り消しだけかと言われれば嫌な顔するから、そこへ今度は観光協会の係が、幾ら取

り消しがありましたかと言ったら、取り消しするより客がないよなんて怒られてしまいます。これはやはり

配慮が足りないことなんですね。何かの対策を立てたいからこのようにしたいと。 

  私もちょっと興味ありましたから、それぞれのところで聞きましたら、いわゆる観光商工課から、観光協

会のいわゆる町の観光協会のほうにあると。それは町の観光協会の指示ですから急いで我々といいますか観

光をやっているほうに伝わってくるわけです。そのときに、来るとぱっとそのままファクス流しちゃうと。

来たところだけを報告しているということは、来ないところはどうだったかというと、これは正式な数にな

っているのかなと疑問も出てくるわけです。そこに一つ配慮として、今御回答があったようなことを加えて

あったらば、やはり何かをしてくれるんじゃないか。 

  今回も伊東沖地震で、やはりあれは正月を控えておりましたから、正月、かなりなところで取り消しがあ

って、いつもは埋まって、お断りするほどのお正月が、やはり結構なところで旅館のあきがあったのは多分

御存じだと思います。 

  こういうときに、やはり、それでその後、直ちに町もただ腕をこまねいているわけじゃなくて、何かしま

しょうと提案がされましたけれども、結果、観光協会としては、今急にというわけにもいかないから、これ

はまた一々保留していただいて、次にすると、このようなお話があったようです。 

  私は、やはり議員という立場もあり、特に観光方面のほうに仕事をしておりますものですから、ちょっと

お亡くなりになりました加藤事務局長にいわゆるダイレクトメールを出しませんかと、はがきの半分か３分

の１に町長の写真を入れて、安全宣言的なものを書いて出しませんかと言ったら、それはちょっとそれぞれ

の単協のほうから出していただいたほうがいいと、あれだけ明晰な方もやはり遠慮があるわけですね。 

  今、はっきり申し上げますけれども、旅館の経営されている方はやはり自分のところがいかにしていくか

のほうに重点が置かれますから、やはりそこまで考えるというのはなかなか至難でございます。やはり観光

協会長、旅館組合長、なくては困るから、やはり２年ごととかそういうふうになってきます。 

  かつて栄華を誇った旅館のころは、組合長になるにはよほどの努力しなきゃならなかったけれども、今は

２年ごとに交代だと、こんなふうになってしまっちゃったんです。これは大変残念ですけれども、時の流れ

でありますから。 

  それで私は、よく、こんなに取り消しがあるのに町は何をやっているんだなんていう声も聞きますので、

こういうものはどうでしょうかという提案したけれども、やはりそのまま、何とはなく没みたいになってし

まったんです。私も、立場が立場ですから、まあまあとしたのはいけないかもしれません。 

  ただ、その後、２月ほどしたら、伊東市はちゃんと伊東の市長が印ばんてんを着て、どうぞ伊東へ来てく



ださいとポスターを掲げて各駅へ出したわけですね、ＪＲの。こういうあたりに、やはり一生懸命行政もや

っているんだけれども、やはりそこに遠慮がある。 

  これは観光協会だけではできないなと。やはりだれだれが言ったというと、何だ、じゃおまえが言うなら

こうしろとか言われるのは、やはりつらいから、ついついセオリーどおりのことしか言わないので、それな

らこういう産団連みたいなところで、こういう意見が出てきましたのでいかがでしょうか、そういう提案す

るのが事務局長の仕事であり、事務局の仕事だと、このように思いまして、いわゆる産団連をしっかりと思

っております。 

  その上に、トップに立つ方は、やはりそれなりの実績もあり、それなりの知名度もあるわけですが、その

方が外へ出て、いわゆるこういうふうになっておりますということを表明することによって理解されるわけ

ですから、私はこのごろ、川勝県知事が非常に観光に理解を持って、伊豆にと言っていただいておりますが、

これは私は非常にありがたいことだと思っております。これはやはり経済学者の考え方かなと、こんなふう

に思っておりますんですが、それはさておきまして、やはりそこのところで、いろんなことを協議するもの

をつくらなければ今はなかなかやれないんじゃないかな、こんなふうに危惧しているところであります。 

  この間も大学生の報告がありまして、私もちょっと自分で苦笑いしたんですが、提案されていますことは

半世紀年の差があります私の考えていることもこの方々が考えていることも同じだ。 

  観光というのはそんなに急に、こうやればいいとさいころを振るようなわけにはいかないわけですから、

やはり日ごろが大切なので、ここら辺のところをひとつ行政のほうでもなるべく御指導いただくとともに、

この産団連にはやはり町の当局からも出ておられますから、これは町の方々もやはり遠慮があるんだろうと

思うんです。何か発言すれば、じゃおまえそれで応援しろよと、補助しろよと言われちゃ嫌だなと思うから

一定そのままじゃないかと。 

  それは私のうがった考えを披露したにすぎませんで、もっともっと積極的に、そんなことじゃだめだよと

いう意欲の方が全部そろっているわけですから、そういうことはないとは思いますが、やはりここら辺のと

ころ、遠慮してものをやっていると、どんどん落ちていってしまうと思います。 

  冗談ではございますけれども、箱根がいい、箱根がいいといいますが、箱根は神奈川県の中です。伊豆は

静岡県の中です。やはり静岡県の中の伊豆を、伊豆を伊豆という科目で見るとナショナルブランドなんです

ね。北海道、沖縄、伊豆、箱根、こういうふうになるわけです。やはり伊豆は一本でやらなくちゃいけない

んですが、観光の対策についてはなかなかどうも各町で、それぞれの町でイベントだの何だの考えているよ

うな感覚ですが、できればやはり、今触れたように、川勝知事も非常にその伊豆半島については理解を示さ

れておりますので、伊豆全体をやるにはやはり私も産団連のようなところで、漁業の方も農業の方もすべて

の方がこういう意見でまとまっているということをすべて出すのが必要かなと、こんなふうに思いましたも



のですから、申し上げた次第でございます。 

  今のような点で、産団連を非常に強化していくことを一つの対策の柱にしていただくことをお願いしてい

こうと思っております。 

  今回、特に不況のせいか、各市町村のそれぞれの議員さんの質問を見ていますと、観光についての質問が

非常に多いんですが、どういう面でどのようになるかについては非常に興味がありますので、また何かとあ

りましたら、その中から、やはり今言ったとおり伊豆一本化について強力なお願いをしたいと、このように

思っております。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、西村議員が言ったように、今の川勝知事、この伊豆に対する思い、大変強いもの

がございますもので、伊豆がよくなるチャンスではないかと私も考えておりますし、伊豆の首長たちも一様

そのような考えでいることだけは御理解願いたいと思います。何しろ川勝知事、伊豆半島何とかしろと大変

強い気持ちがあります。本当、我々にとってはありがたいことでございます。 

  そういう中で、産業団体連絡会、これ私もぜひこれを活用したまちづくりをやっていきたいということは

西村議員も御承知のとおりでございます。と申しますのは、今までに産団連という組織はありましたけれど

も、基本的には表面的な、私もなって１期目、大体表面的なことが多かったわけでございます。その中で２

期目を迎えまして、この産団連の代表者会議、そしてその下に幹事会というものがございます。一番重要な

のはやっぱり代表者会議じゃなくて、幹事会の中でいろいろ策を練った中で、それを代表者会議が審議しな

がら実行していくということで、そういう中で、今回が一番ありがたいのが、また補正でお願いいたします

けれども、このキャンペーンに関しましては、一応幹事会から練り上げた、上がってきた中で十分審議して

いただいてこの補正をお願いしたとやってきました。 

  そういう中で代表者会議というのを十分審議いたした中で、一応今回補正を上げてきたということは御理

解願いたいと思いますし、これからのまちづくり、やっぱり観光協会、また商工会単独でやってもいいまち

づくりはできません。やっぱり協働というのは大変難しいことだと考えておりますもので、産業団体の中で

特に私が大変重視しているのは、その中の幹事会がいかにこの町のことを勉強していくかということでござ

いますので、幹事会に関しましてはもう月１回、多くてもいいからなるべくやりなさいということは一応職

員の方に言っている中で、今、まちづくりを推進しているところでございますので、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） 西村議員。 

（７番 西村弘佐君登壇） 



○７番（西村弘佐君） どうもありがとうございました。 

  どうも年ばっかりとっていても、やはり今の町長の幹事会という言葉、私もさっと出ませんで、緊張して

しまいました。ですけれども、やはりそれが大切でございまして、そんなことを申し上げようと思ったわけ

です。 

  私は、やはり実務者ですので、具体的に申し上げれば、やはり各地で今盛んにその土地のもの、例えば都

内ではイカメンチだの何だの言っておりますけれども、やはり滞在客をこれから増やしていかなくちゃなら

ないというときに、一つのテーマとして、やはりここはキンメの里でありますとともに、熱川に行けばやは

り成金豆をつくったのは勤勉の勤がいわゆるよく働いた勤になるわけですね。だから勤勉物語というような

感じでつくっていただいて、今、稲取でも盛んにサンガ料理ですか、そういうのをつくろうとかして努力な

さっています。 

  ですから、やはり一つの、今非常にネットの状況がはやっておりますものですから、そういう私どもの町

はこんなふうなものをつくっているとか、そういうのを３団体で出していただけるとすごくいいなと、これ

は余分なことでございますが、参考意見までなのでございますけれども、こういうことをして、それからお

客様、先ほどバスの件でも申し上げましたけれども、知らずに来るお客様はまず不安ですから、送迎の迎で

あります。お迎えのほうは確かにそこのお迎えのバスに乗りたいでしょうけれども、送っていただくときに

は、やはり自由に散策をしながら、もしそこにバスが走っていたら、途中から乗っていくと、こういう感覚

のほうがお客様には非常に理解力を深めるんじゃないかなと、こんなふうに思っておりますが、こんなもの

もみんなで協議していただく、今の町長のいわゆる幹事会ですね、そういう中に含めていただければ。 

  余分なことではございますが、ちょっと考えつきましたものですから、この席をおかりして申し上げて、

感謝申し上げてありがたく引き下が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40分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時２６分 

 

再開 午後 ２時４０分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開します。 

 

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



 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（八代善行君） 次に、１番、内山議員の第１問、子宮頸がん予防ワクチン接種についてを許します。 

  内山議員。 

（１番 内山愼一君登壇） 

○１番（内山愼一君） それでは、私は今日、３問の質問を通告してありますけれども、答弁については一問

一答でお願いします。 

  それで午前中から今日は暗いニュース、話の多いようなことを言っていましたけれども、実際に今日、冒

頭に町長のほうで、行政報告の中ですばらしい明るいニュースがあったと思うんですよ。私、今度、ちょっ

と質問しませんでしたけれども、毎回一般質問で医療問題をして、その中で伊豆東部総合病院、その存続の

ことを絶えず毎回やりました。そういうことの努力を当局のほうでもしていただいて存続のめどが立ったと

いうことはすばらしいことだと思うんですね。これからまたどうなるかわかりませんけれども、一応めどが

立ったというようなことで、本当に明るいニュースでありがとうございました。 

  それでは、まず第１点の子宮頸がんの予防ワクチン接種の予防時期、それからその目安についてお伺いい

たします。 

  最近、テレビ等、新聞等で、この問題についてはたくさんやりますけれども、私の耳の中には、身近な娘

さん、あるいは近所の中で今病気と闘病中、そういうことがよく話されます。そういう相談もよくあります。

全国で毎年１万5,000人以上の方が発生をして、3,500人の方が亡くなっている。それから、死亡しなくても

実際に子宮を摘出する、そんな状況があります。そういうことで、ぜひ自治体としての問題としてほしい、

そういうことが絶えず私のところに入ります。それから集団接種ですね、集団接種してくれというようなこ

と、そういうことがたびたび受けております。 

  そういう中で、このワクチンについては、感染の前、だから子供さんのとき、小学校６年生とか中学校ぐ

らいで接種しないと予防ができません。それで接種することによってほぼ100％が感染を抑えられる、そん

な話があります。 

  それで全国的にももう公費の助成の例は多数ありますけれども、県下でも三島市がこの６月から全額補助

で中学校３年生を対象にしてやる、それから、川根町あるいは富士でも10月から一部助成を始めるといった

ことがあります。同じように富士市ではこのほかに小児用の肺炎球菌、そのワクチン、それからインフルエ

ンザのＢ型のワクチン、そういうものも一部助成をしていくようなことが決まっております。 

  当町の中学生の対象者といいますか、３年までとすると約186人ですが、その方が対象となると考えます。

４万5,000円の費用について、例えば１年置きに負担をすれば全額負担しても年に250万、その程度で済む。



６月議会で町長のほうから、助成については検討いたしますよ、そういうお話があったものですから、でき

ればその助成の時期とその目安、それから助成の額、そういうものをどう考えているか、まず伺います。よ

ろしくお願いします。 

○議長（八代善行君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第１問、子宮頸ガン予防ワクチンの接種についての１点目、子宮頸ガン予

防ワクチンの助成時期等の目安についてにお答えいたします。 

  子宮頸がんにつきましては、予防ワクチンが昨年の10月に厚生労働省から正式に承認されたことにより接

種が開始されております。１回から２回の接種では十分な抗体ができないため半年の間に３回の接種が必要

となり、接種費用につきましては保険対象外ですので３回接種で５万円程度の負担が必要であり費用が高額

になることから、１人でも多くの対象者の皆様に接種していただくために町の助成が必要であると考えてお

ります。 

  国では、平成23年度から公費助成を行った市町村に対して公費助成額の３分の１程度を国費で支援する方

針で進めていると伺っておりますので、今後の国の動向を見ながら来年度の公費助成実施に向け、内容を検

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。 

○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、今、町長のほうで答弁があったようなことについても私も把握しているわけで

すけれども、厚生労働省のほうではこの予防ワクチンの助成事業を新たに設けて、150億ですね、150億の予

算を次年度つけて、今、町長が申したように国が３分の１程度、あるいは今度は県が幾らになるのかどうか、

市町村の負担はどうするか、そういう仕組みを今想定をして、対象者も今後詰めるというようなことがあり

ます。 

  そういう中で、もう一つ、私は今、町長にできるだけ早くということを迫っておるのは、これが来年にな

りますと今の中学生が高校生になるし、今の高校生についてをどう取り扱うか。その辺について私も、この

間も町の中歩いている中で、私の子供はもう中学校から高校になるけれども、そういう子供は公費で助成が

受けられないのかなと、それは、では今度の議会のほうでそういうことを投げかけてみますよと、そういう

お答えをしたわけですけれども、できればそういうことも含めてちょっと考えていただけたらどうかなと。 

  それから、中学生とか、あるいは小学校６年生ぐらいが中心的に対象になると思うが、できれば今年じゅ

うにもし考えられれば一部助成でも、やっぱり今、一部費用出しても受けたいという方がいらっしゃるわけ



ですよ。もし今年ができなければ来年以降、全額で負担が国県のものがどうなるかわかりませんけれども、

対象者の範囲というか、そういうものは広く設定をしてあげてやったらどうか、そういうことで受け取って

いますけれども、それについての考え方はどうか伺います。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） この年齢の持つ親御さん、それは内山議員のもう切羽詰まった問題だと自分としては

考えております中で、先ほど言ったように国の動向を見ながら、これは町としてはやっていきたいと考えて

おります。 

  本当そういう子供を持った親御さん、本当に内山議員のおっしゃるとおりで、しかし、このワクチンに関

しましても１回で済むという問題ではございません。やはり期間が５年か６年ですか、その辺ちゃんと認識

していません。そうしたらまた予防ワクチンしなければならないと。その辺の継続性とかいろんな問題が出

てきます。そういう中で、１回やれば、これは本当、その五、六年は確かだと思いますけれども、それ以降

のことも考えられますもので、その辺も考慮しながら、町としては基本的にはやっていきたいと、そういう

考えでございますけれども、今すぐとかその辺はまたちょっとここで即答はできませんもので、一応先ほど

言ったように国の動向を見ながら一応そういう助成はしていきたいということだけは言っておいて、時期は

ちょっと明言は控えさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 内山議員。 

（１番 内山愼一君登壇） 

○１番（内山愼一君） この問題については町長もよく御理解をしてくれていると思うものですから、先ほど

言ったようにほかのワクチンの関係もあると思うんですよ、そういうことも含めて総合的に考えて、それで、

これワクチンも年に３回程度というようなことですから、１年の中で終わってしまうような状況ですから、

できれば来年、先ほど言ったように範囲をちょっと広げるようなことも御検討をよろしくお願いしたいと思

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） 基本的に内山議員と自分は大体同じ考えでございます。やっぱりこれ、若い子たちに

はそういうことをやって、できるだけそのがんですね、これは何度も言ったように自分自身そういう切実な

問題として身内がそういうことを起こしたもので、これはできるだけやっていきたい、そういう考えでござ

いますので、その辺は内山議員も承知しておいてもらいたいと思います。 

  この助成に関しては、基本的にはもう新年度はやらざるを得ないと自分としては考えております。ただし、



その辺の負担がどのぐらいになるかということはまた今後ちょっと検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 次に、第２問、総合計画策定についてを許します。 

  内山議員。 

（１番 内山愼一君登壇） 

○１番（内山愼一君） 第２点目の総合計画の策定ということですけれども、まず第１点目は、総合計画策定

が予定をされているが、どのような方法で考えているのかどうか、その辺のことをまず伺います。 

  それから、２点目には、うちの町は観光を中心にまだこれからもやっていかなきゃいけないと思いますか

ら、そういう点でどのようなまちづくりをまず考えているのかどうかというようなことを、基本的な姿勢と、

それから特にどのような観光地を目指しているのかどうか。その２点をお聞きいたします。 

○議長（八代善行君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第２問、総合計画策定については策定の予定方法及び目指しているまちづ

くり・観光地など２点にわたる質問ですが、関連性がありますので一括してお答えいたします。 

  御案内のとおり平成24年度からの第５次総合計画の策定について事務を進めております。先般、コンサル

各社より見積書と企画書の提出を依頼し、総合評価方式による準プロポーザル方式を採用して委託コンサル

タントを選定いたしました。早速スケジュール調整等を実施しておりますが、基本的には、今年度に町民の

皆さんの意識調査の実施を予定しております。 

  具体的には、無作為抽出による住民アンケート調査をまず実施し、男女別・年齢層などの一般的な調査内

容・行政への満足度・積極的に施策展開をしてほしい分野などに加え、観光立町として資源化したい場所な

どをアンケート項目に加えたいと考えており、既に承知している場所以外の埋もれた資源に期待をいたして

おります。 

  また、各区・各種団体等へのヒアリング等を通し、民意を把握し、骨子案をまとめ、次年度に作業部会・

検討部会・審議会で骨子案への修正・調整を行った上で、来年の12月までには骨格案をまとめ、パブリック

コメント（意見・公募手続）等により住民の周知を経て、翌年の２月から３月で印刷製本を予定しておりま

す。 

  なお、２点目で質問されている内容は、まず町民の皆さんが現状をどのように評価し、未来に対し何を考

えているかを把握し、率直な意見・提案をもとに方向づけをしていくことが不可欠と考えます。 

  いずれにいたしましても、まちづくりの指針として、だれもがわかりやすい内容とするとともに、施策の



展開状況を後に評価できる内容を加味したいと考えています。 

○議長（八代善行君） 内山議員。 

（１番 内山愼一君登壇） 

○１番（内山愼一君） 今の町長のほうの御答弁で、どんな方法かということについては住民のアンケート調

査、それから満足度の調査、それとあと観光資源の調査あらかたをして、作業部会云々を開催していくとい

うことがありましたけれども、私ちょっと懸念するのは、やっぱり研究だとかそういうものが称するところ、

総合計画の会社がやると、任せると、実際にところ変わっても中身は変わらないというのか、どこの町でも

当てはまるようなそういう計画、金太郎あめみたいな形になることをちょっと恐れるんですけれども、それ

で私ちょっと、こんなふうに考えてみたらどうかなというようなことをちょっとお話ししますけれども、作

成に当たっては、丸投げをしないで、まず企画段階で、例えば地元の専門家といいますか、業者でもいいん

ですけれども、そういう民生のことは民生の詳しい専門家、あるいは医療福祉については医療福祉の専門家、

それと産業経済については産業経済の専門家、それから教育については教育、消防等については消防の、そ

ういう皆さんを招集するなりして、そこで企画段階で委託会社のほうと話し合いをして、どういう方向の町

をまずつくっていくのがいいか、その骨子がないと、ただ、住民アンケートでいろんな御意見を聞くことも

わかるんですけれども、やっぱり専門家等の統計の資料等整備していただいたり、それから現況の把握もし

ていくようなこと、それから、課題だとか問題点をそこで抜き出して整理をして委託会社のほうとやっぱり

親密に話をしていくというか、そういうものをとっていかれたらどうかなというようなことを受け取ってい

ます。 

  それから、こういう手順をとった中で、住民のアンケート調査、そういうものも必要だし、それから町長

言われるように年代幅広く、小中学校、高校生等も、あるいは老若男女についてもやっているような形がい

かがと思いますけれども。 

  それから、第２点目のほうですけれども、どんな観光まちづくりといいますか、これについても実際にこ

の間の統計資料見ても、平成21年度の入湯客が102万4,876人、昨年と比較して７万1,495人、6.5％が減少し

ているわけですよね。この22年については100万人は割り込むんじゃないかと、そういうふうなもうおそれ

があって、ピーク時、バブルの平成になる前の時期でしたけれども、半分の宿泊量になるような状況があり

ます。 

  こういう中で、やっぱりこの地域の活性化の持続できる観光資源をつくっていくには、やっぱりもう一度

原点に立ち返ってやっていかなきゃいけないと思うんですよ。ここの地域でしかない、見られないもの、や

っぱり観光というのはそこの地域の光を見るというか、そういう言葉の例えもあります。そういう中で、や

っぱり何度も私お話ししますけれども、いやしの観光地づくりといいますか、やっぱりドンチャンコラコラ



の観光地じゃなくて、はっきりいやしの観光地づくりということの指針を示す必要があるのかなと。これに

はやっぱり都会にない田舎のよさといいますか、農村だとか漁村、そういう原風景をやっぱりキーワードに

した形で、そういうものを前面に出して、ここしかない本物づくりをやっていかなきゃいけないのかな、そ

んなふうに受け取っております。 

  それで、何度も私、一般質問でも提言させてもらっていますけれども、今度の基本計画の中にも、できれ

ばその基本となる景観といいますか、前回の一般質問でも言いましたけれども、やっぱり海の汚れだとか里

山の荒廃、そういうものはもう観光地として自殺行為ですから、何度も申し上げるように総合計画の中で指

針を立ててもらいたいのは、まず第１点は、各温泉場の集中浄化槽だとかそういうものの考え方、それから、

稲取港の浄化の施設、設備だとかそういうものの考え方もどうかなと。それから、堆積した土砂の除去、こ

ういうことがまず１点。 

  それから、何度も言っているように電線だとか電柱の撤去だとか除去、これはできれば基本的に駅からメ

ーンストリートだとか温泉場まで行くまでの間ですね、そういうことを考える必要があるのかな。 

  それから、３番目は、農村だとか漁村の風景、そういうものの保全をちゃんと盛り込んでもらって、年次

計画をしっかり立てて実行していくような運びにするような計画書にしていただくことができないのかな、

そういうことで、その２点をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この１点目、企画の段階といいますか、これはやっぱり今までの総合計画と私、

ちょっと違うと考えております。というのは、今までは委託は金額が安ければそっちのほうに行きました。

今回、先ほど言ったように準プロポーザル方式といいまして、私を初めとしまして副町長、原課が一応審査

員となりまして、基本的に予算の中でどの企画が、計画が一番よいかということでお金には、予算にはこだ

わらず、その予算内で一番いい企画書ですか、それを選んだ中で今回この会社が一応この町の第５次総合計

画をやるということになりましたもので、ちょっと今までの第４次の総合計画までの計画とはちょっと違う

のかなということは自分自身考えておりますし、今までも、こういう言い方はちょっと失礼かわかりません

けれども、第４次総合計画、一応策定するのに点数を、どれだけできたかというそういうことを点数にしま

せんでした。しかし、今回この第５次に関しましては、この総合計画なので、どのくらいできたかというこ

とが点数化した中でこの第５次総合計画の一応進捗状況をやっていきたい、そういう考えておりますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

  それと今いろいろ言われた中で、この辺、今提案されました観光に対する条件、これは当然、いやしはも

う当然これは入ってくるものと私は確信しています。その中で、明日の一般質問の中でも、村木議員とか山

田議員の一般質問でもあると思いますけれども、基本的にはもう団体旅行から個人のグループ、また家族等



に変わってきたもので、当然このいやしとかそういうのは当然この中に入ってくると考えております。 

  また、原風景、これも大変すばらしいことでございますし、里山とかいろんな面、これは今後、町として

も真剣に取り組んで、その辺、後世に残さなければ私はいけないと考えておりますので、当然こういうこと

は企画の中に入っていくと私は確信しておりますもので、その辺はまたもしなかったならば、そういうこと

も検討するということをまた立ち上げていきたいと、そう考えております。よろしくお願いいたしたいと思

います。 

○議長（八代善行君） 内山議員。 

（１番 内山愼一君登壇） 

○１番（内山愼一君） まず第１点の方法論ですけれども、町長予算にもこだわらないということで言ってい

ますから、これはお金かけてもいいと思うんですよ。そういう意味で、もう一つ点数化というか、どういう

ふうに点数化するかということをちょっと教えてもらいたいこと。 

  それから、もう１点、町長、一般質問の中で、合併について、近い将来、合併をせざるを得ないというよ

うなことの答弁もかなりしていると思うんですよ。だから総合計画の中で合併のことをどう受けとめて、ど

う考えていくのかどうか、その辺の指針をどうとらえていくのかということをまず一つお聞きしたいこと。 

  それと、やっぱり総合計画というのは、まちづくりの指針であるとともに住民をその方向に導くわけです

から、そういう点ではその方向性が間違ったりすることはやっぱり許されないと思うんですね。そういう点

で、十分な現状の分析をしたり、あるいは統計資料に基づいたもの、前回だからその前の総合計画なんてい

うのは人口が増えるなんていうのは、そんなわけのわからないようなことを書いてあるような総合計画もあ

ったと思うんですよ。だから、そういうことじゃなくて、やっぱりいろんな大きなマクロの国県の統計もと

らえたり、それから地域の統計も踏まえて、できるだけ町の住民が安心した格好で豊かになるような計画を

立ててほしいと思います。 

  それから、第２点目の観光中心のことなんですけれども、これは何度も私言っていますから、町のほうも

私の考え方はわかると思うんですけれども、もう一つは、やっぱり稲取港湾が先ほど藤井さんはいかがなも

のということがありましたけれども、私は計画がこれなって、どうせやっていく上であれば、もっといいも

のをつくってもらいたいというようなことの考え方でいます。それで、そういう点では、漁協の原風景が広

がるところですから、稲取漁協の付近から今の藤辺のところ、そこのあたりの観光商店街というか、そうい

うものを私も商工会にいたときに構想立てたわけですけれども、そういう位置づけなんかもしっかりしてい

ただいて、そういう方向で行く場合は町も助成をするとか支援をするようなことも含めて構想の中に入れて

いただくような格好にして、関係者の皆さんと十分協議していただ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） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、最初の総合評価、やっぱりこれ、基本的には何点とか、何％、そういうふうに

なると考えております。そういう中で、先ほど内山議員がいろいろ海の汚れのことを言いました。電線の地

中化とかいろんなこと、やっぱりこの辺は予算的なことが絡んできます。当然この辺の予算が、町の財政が

よくなれば当然ありますけれども、この辺の進捗状況は結構厳しいのかなということは内山議員から提案さ

れた中でこの辺は大変厳しいのではないかなということは考えています。 

  それで合併、私は常々、将来的には合併しなければならないことは言っている、時期は明言しておりませ

んけれども、常々言っています。という中では、合併はもう大きな合併、伊豆半島は一つに考えています。

その中でこの辺の合併問題も多少入ってくると思います。この辺はある程度やっぱり私が主導するのでなく

て、やっぱり何回も言っているように住民たちがいろんな問題提起した中でこの合併問題についても考えて

もらいたいと思います。 

  基本的には、私はもう伊豆は一つで、６市６町で今サミットやっておりますもので、その辺で合併に対し

ては煮詰めなきゃならないなと考えております。これまた押しつけるとよくありませんもので、この辺はま

た住民の皆さん方が自由に話していただければありがたいと思います。 

  そういう中で、今、稲取港の計画ということが出ました。基本的には、私も内山議員と同じような考え、

これはやっぱり個人ですから、先ほど言った藤井議員のような意見もあるし、内山議員のような意見もあり

ます。これは当然のことだと思います。しかしながら、何度も言われたようにこの計画をした中で、やっぱ

りこの稲取港のよさ、これをなくしちゃだめだということは私いろいろ考えております。これは藤井議員と

全く同じでございまして、やっぱりその辺の稲取港のよさ、これが大変すばらしいものがあります。 

  と申しますのは、私、学生時代、例えば東京へ行って伊豆急へ乗った中で、伊豆急からトンネルを抜けて

この稲取港を見たとき、本当、安堵と、ああすばらしいなと、安堵感ということを感じましたし、稲取港の

上からの稲取港の景観、これ大変すばらしいものがあります。この景観を絶対壊してはいけないと考えてい

る中でこの稲取港の路線計画をしていることだけは理解していただきたいと思いますし、当然内山議員が言

ったようにこれが一つの町の活性化になれば私はいいと考えておりますもので、今言ったような商店街の助

成とか、今後いろいろ検討していきたいと考えておりますので、御理解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３問、奈良本けやき公園の活性化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３問は、奈良本けやき公園の活性化についてですけれども、まず第１点目は、奈良

本のけやき公園の整備が予定されているが田舎の風情を演出する考え方があるかどうか、そういう質問を出

しました。 

  それで、まず整備の予定地の大まかな面積ですね、それから整備の費用額、それから整備の内容を大ざっ

ぱで結構ですから、では、そんなことでまず第１点目の風情のことでお願いします。 

  ２点目は、整備後の活性化策をどう考えているのかどうか、その辺の２点をお伺いします。 

○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、奈良本けやき公園の活性化については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点目の奈良本けやき公園の整備が予定されているが、田舎の風情を演出する考えがありますかにつ

いてですが、奈良本けやき公園の整備につきましては、本議会の補正予算に計上させていただきましたが、

本年度の整備計画といたしましては県の観光施設整備事業補助金を活用し、足湯施設と案内看板の整備を図

りたいと考えております。 

  御質問の田舎の風情を演出する考えがありますかということにつきましては、内山議員がどのような公園

整備を望んでいるのか現時点ではわかりませんが、けやき公園の幅広い利用促進を図っていく手段として有

効なお考えがあれば、今後の公園整備に生かしていきたいと思います。 

  しかし、注意しなければならないこととして、本施設は農林水産省所管の事業で施行した農村公園であり、

この趣旨に反する整備はできませんので、その機能に支障を及ぼさないような計画でなければなりません。 

  また、町単独での整備は、現在の財政状況下では難しいので、国県等の助成が得られることなどの要件を

満たされれば検討してまいりたいと考えております。 

  次に、２点目の整備後の活性化策をどのように考えているかですが、現在、里の朝市等のイベント活用や

ふるさと学級による課外事業、ウオーキングのコースとしての利用、蛍鑑賞等に利用されております。 

  整備後の活性化策につきましては、従来の利用を促進することはもちろんですが、活性化施設の活用を定

着させるとともに、足湯施設を整備することにより、より充実した交流・体験型の公園として一体的な活用

を図ってまいりたいと考えております。 

  また、国道から公園までの案内看板を設置し、地元はもとより町外からの住民や国道を通行する観光客等

も呼び込みたいと考えております。 

  これらの利用者誘致とあわせて、季節に合ったイベントの開催や地場産品の販売なども推進し、多角的な



利用促進を図ってまいり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） まず、第１点目の整備の予定で、田舎の風情が演出されるかですけれども、私も町長

言っていることと同感で、比較的都市型の公園のような形態が見てみると見えるわけですよ。だから、そう

いう中で今回の計画は足湯だとか駐車場の整備、それから実際に芝生の公園のような体系になっているんで

すよね。だから、できれば、私も国県等の補助金を何とか考えてそれでできれば、奈良本の地域は農村地域

ですから、そういう中で奈良本の公園にはできればその奈良本地内にある、今、立派な柿の木だね、渋柿の

木の古木があったり、あるいは山桃の大きい大木があったり、あるいは柑橘類だとダイダイだとかそういう

ような柑橘類、それから実をたわわにならせるクリだとか、そういうものがたくさんあるわけですよ。そう

いうものを、地場の木を植えていくというか樹木、それで日陰もつくるような大木のものを、広葉樹植えた

りするようなことの中で田舎の公園の風情をつくっていくような形にすればいいと思いますよ。 

  そうすれば、春夏秋冬、その中に小鳥がさえずりに来たり、あるいは小動物だとか昆虫が集まって、それ

を見るために来たりするようなことができると思うんですよ。そういうものを公園で休息する人だとか来た

人が見えるような形、前には奈良本で猿が出て、猿がヤオハンの袋持って歩いていたなんてことありますけ

れども、まさかヤオハンの袋持って柿を、渋柿をとりに来るとは思いませんけれども、そういう風情があれ

ば、田舎らしい風情ができてきて、先ほど町長言ったように里の朝市だとか、あるいはイベントのとき、そ

ういうときにはそういうものがあれば、いい考え方ができてくるのかな。 

  これは、熱川の地区の観光業者もそういうことを望んでいるように承っています。そういうことで、ぜひ

私はそういうふうなものをお願いしたいと思っています。 

  その中で、できれば、今、面積だとか費用についてのことを伺おうともしましたけれども、もしそれが差

し支えなければ。 

  それともう１点は、せっかく工事をやるわけですから、地元を優先するのかどうか、その辺もできればお

伺いしたいと思っています。 

  それから、整備計画のほうの活性化についてですけれども、これは先ほど、強いて言えば体験型と言いま

したけれども、実際にスケジュールだとかそういうものを、ちゃんとしたチラシだとかそういうものをつく

るのかどうか。それで、イベントを実際に定期的に行うだったら、どこのだれがどういう角度で、予算を幾

らぐらいかけてやるのかどうか。それから実行する舞台がどうかというようなことについても十分検討して

いかないと、実際に行っても行っても何もしないとか、そういうこともあると思うんです。できれば周期的

にそういう、今度陶芸の教室もできるということですから、そういうものも明確に地元の住民の方あるいは



旅館へお泊まりの人だとか、観光施設に配っていくようなことができればなと。 

  それから、やっぱり、今日もテレビ局も入っていますけれども、ハイキャットさんだとか、あるいはＩＫ

Ｃさんのテロップで、テレビのテロップで放映をするようなことの努力もしていただいて、いいものにして

もらったらどうかなと、今そういうふうに受け取っております。よろしくお願いします。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点目、これ、このけやき公園、田舎の風情を演出する考え、これは内山議員と

全く同様で、このような景観ができれば大変すばらしいかなと考えておりますもので、今言われたことをで

きればやっていきたい。これも検討させていただきたいと考えております。 

  それでこのけやき公園の足湯整備、これは基本的には足湯だけではなく、その案内看板というのも大変重

要なファクションであるかと私は考えております。と申しますのは、合併しないという中で、まちづくり協

議会を行った中で、作業部会におきまして、奈良本においてはそういう案内看板全然ないからどのように説

明していいかわからないと言われました。そういう中で、私、奈良本の住人でございますけれども、私の家

から熱川中学校、そっち、またはオレンヂパークゴルフ場、これを説明するのも説明できないこと、これは

案内看板があれば、あそこに行けばこれ案内看板があるから、それに沿って行ってくださいと言えますけれ

ども、現在、奈良本地区におきましてはその案内看板が全然ないもので、これを一つの契機といたしまして

奈良本地区における案内看板、設置していきたいと考えております。 

  これは足湯だけではありません。先ほど言ったようにもう複合的な施設として考えております。先ほど言

ったように、内山議員言った陶芸教室、これ町内各所を通じましてこれを９月、10月からここで行いますと、

そういう中で、先般、熱川の観光協会の執行部の役員が二、三人来ましたもので、この陶芸教室をもうやる

もので、もう熱川の旅館さんちもパンフレットの中にこういう体験教室があるよということを置いてもらう

し、また、一つの企画といたしましてはその体験教室という企画、陶芸の企画として宿泊客を集めたらどう

かということも提案しておりますし、さらに４月になりましたら、今度はこれは要望しておるのが土日、朝

市やりたいもので、観光協会のマイクロか何かのお客様をけやき公園へ連れてきてほしいということはもう

要望いたしました。そういう中で、お客があれば当然朝市も開くことが、そういうことができると思います

ので、最初は小規模なものかと思いますけれども、基本的にはこれは毎週の土日にもう朝市がここで必ず開

催している、そういう方向でこのけやき公園については一応活用化していきたいと考えております。 

  そういう中で、伊豆もまた健康ブームもあります。町は健康づくり教室、健康づくり元年ということもや

っておる中で、やっぱり住民の方々からも、あの辺に今度、足湯のことです、足湯があれば利用させていた

だくよということも伺っておりますので、一つの拠点といたしまして、何しろ活性化施設として今、遊んで

いるのが現状でございます。これをいかにしてこの奈良本の活性化に生かさせるかということで考えている



中で、まず第一弾といたしましてやったのが現状でございますし、この観光整備事業、私職員に聞いたら、

もう来年はこの観光施設整備事業やるのは大変厳しいということを伺っております。 

  と申しますのは、大きな予算はほかの町でやるもので、もう小さいことに関しては基本的には大変厳しい

からこの地区にやったほうがいいでしょうと言われました。そういう中で、この案内看板もこの契機もでき

ますもので、これは奈良本ある程度案内看板を設置した中で、奈良本の紹介ですか、やっていきたいし、奈

良本の場所に基本的にはもう小学校、中学校もわかりません、やっぱりこのけやき公園という看板を一つの

軸として奈良本のその案内看板を整備していきたい、今は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。 

  次に、啓発運動ですが、やはりこの辺は当然ＣＡＴＶを使ったり町の広報使って町民に啓蒙いたしまして、

できるだけ使っていただきたい。これをやっていきたいと考えておりますし、あと、工事に関しましては、

当然私のほうもすべて地元優先でやっています。この辺の工事は当然もう地元の工事が発注できると考えて、

地元優先でやっていきたいと考えておりますけれども、案内看板ではちょっとその辺は検討して、基本的に

は地元優先でやっていく、そういうことでございます。 

  面積とかいろんな費用の面については現課のほうから説明させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 建設産業課長。 

○建設産業課長（上嶋智幸君） 私のほうからちょっと、細かい部分だけを申し上げたいと思います。 

  町長が申し上げましたとおり、整備する施設の内容は足湯と案内看板でございます。足湯につきましては、

面積的には14.90平米という面積でございます。大体使う人数は10名から12名が一度に入れると、そういう

ような規模の内容になってまいります。看板については、できるだけ内山さんが言ったように地元の業者で

できれば、これはもう当然発注者側としてはそういう方向に町長が申し上げたとおりしたいと、こう考えて

おります。 

  それから、面積について言っていましたけれども、これは足湯とは違って公園の面積ということでよろし

いですか。これは約1.2ヘクタール、細かく言いますと1,160平米程度、1.2ヘクタールと考えていただいて

結構だと思います。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 内山議員。 

（１番 内山愼一君登壇） 

○１番（内山愼一君） まず、整備の内容は今お聞きしたわけですけれども、私も道路のアクセスをやっぱり

ちゃんとしなきゃいけないと思っていたんですよ。それでこの間の委員会の中ではそういう提案がなされま

した。ちょうど奈良本の入り口から入って農協さんのところに行って、それから水神社のほうを通って、そ



れからけやき公園のほうへ行く。それが一番いいアクセスなのかな。高低もないし、そこの辺でいいと思う

んですけれども、もう一つはその看板についても、この間、イメージ看板を見せてもらったんだけれども、

ちょっと都会的なのかなという感じもしたもので、そういうものもデザインをもっと小鳥がいたり小動物が

いるような感じだとか、そういうものが見せられるような風情のあるものができないのかな、そういう中で

農村公園というか、そういうものを見る方にアピールしていくというか、そういう整備をできればお願いを

していきたいと思っています。 

  それで、今、第２点目の活性化については、私もここで今、一般質問をしたように、やっぱりあらゆると

ころに機会を設けて宣伝をしながら、地元の住民がまず大勢の方が遊びに行くというか休息に行ったり教室

に行ったり、そういうことを含めて考えて、その上で今度は観光客が大勢来てくれるなら、整備していただ

ければと思っています。 

  そんなことで、以上です。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） ただいま提案されました看板に関してはちょっと検討させて、あれは決定したわけじ

ゃありませんから、いろいろ加味した中で、一番いい、どのような看板が一番いいかということは検討させ

ていただきたいと思います。 

  あと活性化のことでございますが、やっぱり基本的には町民が行くというのが一番でございます。そうい

う中で観光客がどんどん集まってくる、そういう活性化を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。 

  以上です。 

○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。 

 

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

 

◎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。 

  どうも皆様、御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時２４分 
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議 事 日 程（第２号） 

 

                    平成２２年９月１４日（火）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 

    １． ３番 村 木   脩 君 

     １）安心して暮らせる町づくりについて 

     ２）観光客の動向調査について 

    ２．１４番 山 田 直 志 君 

     １）有害鳥獣対策について 

     ２）観光対策について 

     ３）高齢者の居住不明について 

    ３．１２番 居 山 信 子 君 

     １）「心の健康」についての諸施策は 

日程第 ２ 専決承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度東伊豆町 

              風力発電事業特別会計補正予算（第１号）） 

日程第 ３ 議案第５０号 東伊豆町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

             について 
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日程第 ８ 報告第 ２号 平成２１年度東伊豆町資金不足比率の報告について 
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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22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ございます。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（八代善行君） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 村 木   脩 君 

○議長（八代善行君） ３番、村木議員の第１問、安心して暮らせる町づくりについてを許します。 

  ３番。 

（３番 村木 脩君登壇） 

○３番（村木 脩君） 皆さん、おはようございます。 

  私、今定例会においては２問通告してございます。一問一答にてお願いをいたします。 

  １問目といたしまして、安心して暮らせる町づくりについて。 

  日ごろ、「みんなが安心して暮らせる町」をキャッチフレーズとしておりますが、その具体的な分野と政



策についてお伺いをいたします。 

○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） 皆さん、おはようございます。 

  村木議員の第１問、安心して暮らせる町づくりについては、２点の御質問となっておりますので、通告に

基づき順次お答えいたします。 

  日ごろ、「みんなが安心して暮らせる町」をキャッチフレーズとしているが、具体的な分野と政策につい

てお伺いしますの１点目、分野についてと２点目、政策については関連がございますので、一括して答弁い

たします。 

  私は、平成18年３月、町長に就任以来、開かれた町政を目指して「みんなが安心して暮らせる町、笑顔が

あふれる町」を信条に、町政運営に携わってまいりました。１期４年間は、町民並びに議員各位の御支援と

御協力により、初期の目的を達成できたものと感謝いたしております。 

  ことし３月の改選により２期目に就任いたしまして、所信の一端を６月定例会で述べさせていただきまし

たが、御質問の趣旨に基づき施政の基本とする事項を改めて述べさせていただきますと、「町民の声がいつ

でも届く町政」「人づくり町づくり支援」「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」「広域課題」を掲げております。 

  分野別には、住民生活分野で住民の生活向上を目指す施策、環境対策に配慮する施策。 

  社会福祉分野では、少子高齢化等への対応として、子供を安心して育てられる町づくりや高齢者が安心し

て暮らせる町づくりを推進してまいります。 

  さらに、保健分野として全国に先駆けた健康づくりの町を推進する施策を展開してまいります。 

  産業の振興対策では、基幹産業である観光業を中心に、魅力ある観光地づくりと農・漁業との連携を強化

して、地産地消システムの確立に向けた施策の展開を図ります。 

  商業振興対策では、空き店舗対策や宅配システムの研究と事業化を図り、高齢者社会への対応を含めて地

域住民への食材の提供の場と利便性の向上を図ってまいります。 

  建設業関係では、公共事業の計画的な発注体制の確保や町内の需要の拡大を図ることなど、住宅リフォー

ム補助制度を継続いたします。 

  さらに、農林漁業ではグリーン・ブルーツーリズムへの支援策や休耕地の有効活用を図るなどの対策と利

活用措置を講じてまいります。 

  広域課題では、医療・福祉関係の充実、広域消防救急業務の推進やインフラの整備など、伊豆半島の共通



課題の整備充実を図ることや、伊豆縦貫自動車道の早期完成を目指して関係機関へ働きかけてまいります。 

  いずれにいたしましても、町民が安心する暮らしは、親・子・孫３世代がともに生活する昔ながらの家族

構成であろうと思われます。そのためにも、産業基盤を安定化し、定住化を図ることが重要であろうと考え

ますので、御理解ください。 

○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、町長から御説明がありましたけれども、あらゆる分野にまたがっているというの

が実感でございます。 

  そういう中で、本当にみんなが安心して暮らしているのかどうか、その辺については私としては疑問がか

なりあるところでございます。 

  そして、みんなが安心するということは、まず今るる御説明をされたあらゆる分野の中で、特に経済の安

定、雇用の促進ですとか、そういったところがまずは１つの一番大きなところではなかろうかと思います。

まして安心ですから、心の安らぎですとか、心の問題というのもございます。 

  そういう中で、やはり福祉問題、これは特にお年寄りが独居老人などが非常に困っているという問題、こ

れは現実的にかなりあります。そういった中で、次には医療、救急医療などは当然安心できる状態でもない

と。この問題につきましては、どの町村でも、なかなか安心できる医療体系というのは、満足できている町

村というのは少ないんだろうという気がいたします。そういう中で我が町はどうしていくのか、そういった

ところも１つのこれからの課題であろうかと思います。 

  そして、安全といえば、やはり防災ですとか交通関係、こういったものも。ただ、そういう中で安心して

暮らせる町づくり、そういう中でも特にことしの場合には熱中症ですとか、こういったものが素早く対応で

きていない、そしてまた高齢者の免許の返納の問題、こういったものもこれからの１つの課題になるのでは

ないのかなという気もいたします。 

  そして、今回なぜこの質問をしたかというと、今度の青少年主張発表の中で、こういったものが１つの課

題になっているということでございます。そういう中で、小・中学生、高校生、そういった方たちが安心し

て暮らせる町というものをどういうふうに考えているのか。また、他市町村、いろいろなところで暮らした

ことのない中での安心して暮らせる町づくり、それはそれでこの町のことだけを言っていただければいいの

かなという気もいたしますけれども、それでは何か余りにも範囲が狭いのかなと。そういう中で、先生方は

どういう御指導をしていくのかわかりませんけれども、またそれはそれで主張発表のときの楽しみというこ

とでございます。 

  今、町長がるる申し上げた中、この中でもこれは究極の行政の目的でもあるわけです。そういった中で、



この目的が本当にこのキャッチフレーズどおりに、みんなが笑顔あふれているのか、私にはそういうふうに

は見えません。ですから、この見えない、今笑っていない人たちをどういうふうに笑顔にさせていくのか、

これは町長の行政手腕でもございます。 

  それには、やはり住民の生の声、一日町長室でとか、そういうところではなくて、そういうところへ来て

いる人というのは、今までのデータの開示もありませんからわかりませんけれども、ある程度、町長の支持

者ですとか、その団体ですとか、限られた方たちが多いかと思うんです。一般の声というのは、割かし届い

ていないんじゃないかと。そういう中で、この究極の行政である安心して暮らせる町づくり、これらを今後

さらに推し進めなければならないという中で、町長のこれからのその方法というか、町長のお考えをお示し

願い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） 今、村木議員が言ったように、本当にすべての者が、みんなが安心して暮らせる町、

笑顔があふれる町、これをキャッチフレーズとしています。100％、これはまず間違いなく、それはみんな

がそういう人ではないということは十分思っております。 

  そういう中で、一番はやっぱり雇用だと思います。今、民主党の代表選の中で、１人の候補が雇用、雇用

と言っております。さらにまた、もう一方の方も、その辺のことを十分、やっぱりこれは国全体の問題でご

ざいまして、一町がこの雇用に頑張ってみても、ある程度の力がありますが、これは国全体の中で雇用を考

えていただいて、国全体が地方に及んでいく、これを今期待している中で、民主党の代表がどのような方に

なるか注目をして見ているところでございまして、やっぱりみんなが安心して暮らせる町、笑顔が、これは

経済的に余裕がなければ、こういうことはできません。そういう中で、今こういう景気低迷の中で、ここの

ところ観光も大分苦しい中で、本当にこういうキャッチフレーズ、できるだけこういう方向に持っていきた

いという、今そういう気持ちなもので、これを１つのキャッチフレーズといたしまして、私は町政運営をや

っているところでございます。できるだけ多くの人が、みんなが安心して暮らせる町、笑顔があふれる町、

こういう町づくりをしていきたいと考えております。 

  そういう中で、福祉の問題や、前回も村木議員が質問したように、やっぱり地域とのコミュニティ、これ

は絶対必要だと思います。そういうコミュニティを形成して、独居老人とか、そういう周りの方が温かく、

周りの人を見守る、そういう気持ちが持てるような町づくりをしていきたいし、独居老人の孤独な死、そう

いうことのないような町づくりをしていきたいと考えておりますし、さらにまた医療関係、これも伊豆半島

全体の問題でございまして、１点明るいニュースといたしましては、きのうも行政報告、さらには内山議員

が壇上で言いました、東部総合病院が少し気持ちが変わってきて、この町にとどまってもいいのかなという

気持ちになってきておりますもので、町も全力を挙げますし、また議会の皆様、また町民の皆さんの御支援、



御協力をいただきまして、この東部総合病院がこの町に残りまして、救急医療に対しましても今以上にやっ

てくれることを今切に、町としては一応そういう期待、また希望をしているところでございますし、救急の

広域化、これは基本的には消防ではなく、基本的には救急医療が私はメーンだと考えておりますし、６市６

町の首長たちも消防力よりも救急、病院医療関係ですね、この医療関係をいかにスムーズにやるかというこ

とが、この消防の広域の目的だろうなと考えております。 

  この消防の広域化ができれば、救急医療はある程度今まで以上に改善できるのではないかと考えておりま

すし、また湊病院もＪＭＡという方が新しくやってくれますもので、これに対しましても救急に対しては期

待していきたいと考えておるところでございます。 

  そういう中、青少年主張発表大会、小・中学生、本当に純粋な目でこの町のことを主張発表していただい

ております。町といたしましても、できるだけその提案できるものはどんどん実現していきたい、そういう

考えでございますので、また小・中学生の主張発表、ことしも期待していきたいと考えております。 

  もう１点、やっぱり村木議員が言うように、町民の生の声を聞く、これは非常に大事なことだと考えてお

ります。その中で、１点ちょっと、村木議員にもわかっていただきたいのは、確かに町民の一日町長室、こ

れを皆さんに開示しておりません。ということは、いろいろなプライベートなことを言ってきたりしますも

ので、そういうことがありますもので、開示のほうはいかがかなと考えております。 

  しかしながら、村木議員が言っているような私の支持者はほとんど来ません。基本的には、町に対する、

本当は提案を期待をしたんですが、提案はほんの１割ぐらいあるかどうか、あとはこういう町にしたらどう

かとか、自分の思っている町に対する要望というか、不満というか、何かこうしてほしいとか、そういう中

で私の支持者はほとんど来ません。そういう中で、一般町民の方がほとんどで、特にこの町の現在直面して

いる問題、特に風車問題が、もう風車関係の方が、住民の方がほとんど、ある程度の方が来て、分譲地の実

情とか、それを私に直に訴えてきました。そういう中で、この住民の生の声、来る人は私の支持者ではなく、

一般住民の方が多いということだけは理解してほしいと思いますし、またことしから２期目に向かいまして、

また一日町長室が終わった後、４時からまたオープン町長室といいまして、若い者たちとの意見交換をして

いる中で、これは大変私自身も今後の町づくりに対しては非常に参考になるものだと考えております。 

  このオープン町長室に関しましては、別にプライバシーはないものですから、これはまた議員の皆さん方

に、こういう話し合いが行われたよということは言ってい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。 

  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） 今の答弁をいただきまして、まず経済安定、雇用の問題、ここいらが一番大事だろう

と、これは当然、国も問題としてはあるかと思います。 

  しかしながら、今の国の状況を見ていますと、全くの不安定で、国民が全く安心できない政治となってお

ります。 

  そういう中で、国がもしこういうことをいたしたとしても、やはり雇用の安定というのは新しい産業を興

したり、新しい事業所を招聘したりとか、そういうことがない限り、この町の雇用というのは今の現状の中

で推し進めていくしかないのではないのかなと。そういった中で、また次の質問の観光ですとか、そういっ

たところへも結びついていくかと思いますが、それはそれで今の国の不安定さ、こういったものがそれぞれ

を貯金に走らせたり、お金を使わないという状況の中へ押し込んでいると、これも１つの今の現実でござい

ます。 

  そして、次に町長がおっしゃっておりました福祉の関係、これはもう非常に国の政策も絡まって、非常に

大きな問題だと思います。そして、その独居老人の問題は、私も自分のアパートに一人、御高齢の方がおら

れるんですけれども、てっきりクーラーが入っているかと思ったら、ことしのこの暑い中でクーラーがなく

過ごしたということを聞いて、びっくりしたところでございますが、そういったきめ細かさ、これは私にも

足りなかった部分がございますが、そういった行政の大きな枠の中でのそういったきめ細かさ、ここいらが

非常に求められる部分ではないのかと。住民からすると、このきめ細かさが安心して暮らせる町ということ

になるのではないのかなというふうに思います。 

  そして、医療関係について、東部さんが残っていただけるということは、そういう御意向をいただいてい

るということは非常に喜ばしいこと。しかしまた、これと救急とは別の問題なんだろうなと、病院の性質上、

別の問題になってくるのかなと。せめて、二次救急ぐらいまではやっていただければという気がいたします。 

  そして、青少年主張発表でございますが、今の町長のこういった答弁を聞いて、子供たちが安心して暮ら

せる町づくりのその町長の考え方をわかっていただければ、またそれはそれできょうの質問の１つの私の目

的が達せられたのかなと、それを子供たちがどのように解釈していくのかは、これはまた主張発表の中での

楽しみということになるかと思います。 

  そして、風車問題等、いろいろ生の声を町長のところへ聞いているというが、やはり風車の問題で言って

くる方々も、町民としては安心して暮らせていない部分でございます。 

  １つには、町長の推し進めた中で、そういった影の部分が出ているということにつきましては、これはや

はり同じ住民としては非常に残念なことではございます。その辺については、またこれからの解決をどうし

ていくのか、なかなか難しい問題もございますが、この解決についてもまた国も絡んでこなければならない

問題だろうというふうに私は思います。 



  そして、オープン町長室ですとか、そういったことは個人をどちらかというと表に出すというのではなく

て、その題材となっているものを開示していただければ、こういう相談がありましたとか、こういう相談が

ありましたとか、こういう提案がありましたとか、そういうものはむしろ出てきていいのではないかと。全

く、議会側としては、そこいらがつんぼ桟敷でもあるし、一般の町民も何なんだろうと、そこに携わってい

る方は、それで一つの話し合いをしている。でも、そういうものが外に見えてこない。ですから、むしろ金

のないこの時代に、大上段に掲げた仕事というのは、なかなかできないんではないかと思います。 

  そういう中で、やはり発想を転換して、１つには目に見える駐車禁止の問題ですとか、そういった細かな

問題を一つ一つ片づけていくと、かなり進展ができるのではないのかなという気はします。 

  通学道路と申しましても、私たちの住んでいる稲取小学校の近所、割かし駐車禁止にもなっていなくて、

子供が車の陰から飛び出して車へぶつかったとか、そういったことも多々起きているようでございます。そ

ういったところも、やはり１つには安心して暮らせる町づくりと。そして、この安心して暮らせる町づくり、

これらがどういうことが安心してできるのかというものを住民が理解して、それぞれが行動の中に移してい

かないと、なかなか安心して暮らせる町づくりというのはできてこないのではないのかなと。ですから、大

きな問題と、やはり住民の考え方でできる問題と仕分けをして、そこいらをやっていかないと、具体的にな

っていかないのではないのかなという気がいたします。そこいらについて、今後のそういった何といいます

か、実行していく上での町長のお考え方を再度お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） やっぱり一番の問題は、今、国民イコール町民でございます。そういう中で、国に対

する政治不信、これが一番大きい、やはり国の政治の信頼回復、これが私は一番だと考えております。 

  今、村木議員が言ったように、この町に対して新しい産業、そういうことはちょっと現状では、この地理

的条件からいって望めません。その中で、今の産業をいかに伸ばすかということが、いずれにしても課題で

はないかという中で、国のほうも景気がよくなりまして、そのお金を貯金にしないで、なるべくそういう余

暇とか、いろいろなこれからのいやし、そういうところに金を使うような方向、そういう社会ができれば、

この町、とりわけ観光産業がほとんど中心になっておりますので、そういう方々がこの町に来ていただきま

して、そしてまたこの経済がよくなれば、ある程度金銭的余裕が出て、みんなが安心して、言い方はおかし

いけれども、あえて金銭的余裕というのが結構心の余裕になってきますもので、やっぱり経済が一番安定す

ることがみんなが安心する町の私は第一要素ではないかと考えて、幾ら机上論でいいましても、生活が苦し

ければ、そんな生活が安心してなんかできないということも言われますもので、まず景気がよくなることが

私はまず第一条件ですか、一応そういうことを考えております。 

  そういう中で、今度、民主党政権の中で、どちらの候補がなるかわかりませんけれども、よりよい日本を



つくってもらって、また政治の信頼回復をしていただいて、日本国民、イコールこの東伊豆の町民も含まれ

ます。いい政治を展開していただきまして、地方のほうにもまたそのよりよい効果が下りてくることを今期

待しているところでございます。 

  そういう中で、独居老人のことを言いました。確かに、町といたしましても、ことしの特別の暑さの中で、

その辺ちょっと配慮が足りなかったかなと、今反省しているところでございまして、来年あたりその辺はま

た対処していきたいなと、気象に対しては対処していきたいと。今回の反省材料といたしまして、今、村木

議員がやったらどうかと言われますもので、その辺は来年はこういう気象状況になれば、それは町としては

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。 

  さらに、病院の問題ですが、今、さぐっているのは東部さん、この町に残ろうとしております。そういう

中で、村木議員が言ったように、残るからにはいろいろな面でも、また町も要望いたしまして、できれば二

次救急もお願いしたい、その辺は当然要望を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。 

  そして、さらにオープン町長室、これはさっき私は個人じゃなくて、どのような問題が提案されたかとい

うことを皆さん方にお示しいたしまして、どういう人が来たとか、そういうことは一切、これはまた言う必

要もありませんし、このオープン町長室がどういう問題が提起、提案されたかということは、また議員の皆

さん方にはお示ししていきたいと考えております。 

  確かに、村木議員の言った大きい目、また小さい目、大きなマクロの目で見る町と、さらにミクロですか、

見る目、小学生とか、いろいろな問題も言いました。この辺、私なかなか一人なものですから、なかなか目

が届かないもので、その辺はまた教育委員会、またいろいろなところから情報を収集いたしまして、一応こ

のような町づくりをしているんだと、できるだけみんなが安心して暮らせる町、笑顔があふれる町、この町

づくりを推進していきたいと考えておりますので、また議員の皆さん方、また町民の皆さん方も、また御支

援と御協力よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 次に、第２問、観光客の動向調査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） 私、ここのところずっと、この観光客の減少ということをいろいろ考えてみますと、

どうも観光客のニーズがここ数年、景気低迷の中で冷静になって、また変わってきているのではないのかな

という気がいたしますが、当局としてはどのようなお考えか、まずお聞かせください。 

  さらに、動向調査等を町で行い、今後の観光政策に役立てていくべきではないかと思いますが、どうでし



ょうか、その辺について町長でも観光課長でもよろしいですから、その辺の今後の観光政策に役立てていく

動向調査等を行う予定があるのかどうか、お聞かせ願いたいと思います。 

○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） 村木議員の第２問、観光客の動向調査について順次お答えいたします。 

  まず、年々減少している観光客のニーズがここ数年、変わってきているのではないかと考えますが、当局

としてはどのような考えかをお聞かせくださいについてですが、バブル崩壊後の経済不況により、会社の慰

安旅行などの団体旅行が減少し、家族や友人、知人等と出かける個人・小グループ旅行に変更していること

は御案内のとおりであります。 

  また、近年はインターネット等による低価格の旅行商品がふえており、高速道路ＥＴＣ割引や無料化社会

実験などにより、従来の「安・近・短」から「安・遠・短」に移行てしおり、当町の宿泊客の大部分を占め

る首都圏からの来誘客には、近くて高く渋滞するイメージがある伊豆は敬遠される傾向があります。 

  また、観光客の旅行ニーズの多様化で、近年、地域自体が観光資源という考え方のもと、自然、文化、街

並み等の地域独自の資源を観光資源とした体験型観光が注目されておりますので、今後は観光客のニーズに

合った誘客対策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、動向調査等を行い、今後の観光政策に役立てていくべきではないかと思いますが、どうでしょうか

ですが、宿泊客の減少に歯どめがかからない状況にある中で、各団体においては独自の調査研究を行ってお

りますし、行政におきましても過去に観光客の動向調査を実施した経緯がございます。 

  現在、産業団体連絡会が主体となって、来年度に総合的な観光客動向調査を計画しており、その調査方法

等について準備を進めているところです。具体的には、ホテル宿泊客やレジャー施設入場者へのアンケート

調査、国道での通行車両のナンバー調査等を考えております。調査結果は、集計・分析して観光客のニーズ、

動向等を把握し、今後の観光政策や誘客対策に活用していきたいと考えておりますので、御理解をお願いい

たします。 

○議長（八代善行君） 村木議員。 

（３番 村木 脩君登壇） 

○３番（村木 脩君） 今、町長の話の中で団体客から小さなグループの旅行に変わってきていると、そして

家族旅行と。いわゆる昔は、こんなことを言っては失礼ですけれども、旅館等で泊っていっていたお客さん

が今は主流になってきているということでございます。そして、「安・近・短」から「安・遠・短」ですか、

もっと遠くへ行くようなことになっているということでございますが、この安・近・短というのはどこのお



客を指して言っているのか、多分京浜地区、今までの入込客数の七、八十％が京浜地区のお客さんだという

ことで安・近・短だと言っているのではないのかなという気がいたします。 

  しかし、ここがもう少し違う圏内のお客さんの誘客を考えると、安・近・短ではなくなるということでご

ざいますので、考え方をひとつ改めていただきたいということでございます。 

  そして、私が思っていることは、当然この安・近・短というのもそうですけれども、走っているナンバー

を見ると、結構、北海道ナンバーですとか、いろいろな遠くのナンバーも今は来ていると。そういった中で、

ことしの夏もかなりお客は入ってきているんだと、観光客は。ただ、それが宿泊につながらない、そこの原

因は何だろうかなということ。ですから、観光客と宿泊客が必ずしもイコールではないということです。 

  ことしの渋滞を見ていますと、かなり渋滞は激しかったというふうに私はここ近年、ことしの渋滞はかな

りあったんだろうなという気はいたします。そういう中で、それが宿泊客にならないという、この現実、こ

こに１つの問題があるのかなと。ですから、観光対策としてやっていることが宿泊につながらないというこ

とは、観光対策とは何だろうかなという、ここに矛盾もありますし、今後の観光政策の１つの課題があるの

かなというふうに思います。 

  ただウォーキングで来る方たちというのは、割かし宿泊につながっていないとか、そういう部分、現実を

見てみますと、私はそういうふうに見えます。ですから、それが観光客を呼ぶのか、宿泊客をふやすのか、

今回の補正予算に出てくるそういったキャラバン等も、宿泊客をふやしたいんだろうという、これが100万

人を切るということでございます。 

  しかし、かつてのもう200万近い数字というのは、もうここは当然今の時代として、こういった人口減少

の中、あとは中国のお客さんですとか、そういったところを呼ばない限りは、そこの数字はもう見えないん

だろうと。そして、そこをまた追いかけてもいけないんではないかというふうに思います。 

  そういったところをやはり当局が的確につかんで、毎年使っているお金は何なんだろうなというふうに、

このお金を上手に使って数字を上げていくということが、今の行政に求められている部分でございますので、

その辺のこれからの観光政策の難しさというか、的確な時代のとらえ方、ここいらが非常に難しいのではな

いのかなと。 

  日本全国、総観光地化して、その中でまた上手にやっていくところもあると、これもまた現実です。そし

て、そこいらをやはり上手にいっているところを分析する。そして、それが二番煎じ、三番煎じになると、

やはりおくれる。どうやったら、先進の観光地となっていけるのか、この伊豆半島の観光の伝統を生かして、

そこのところをもう一度研究してはいかがかなという気もいたします。 

  そして、この動向調査を行うということ、これらについては当然アンケートは必要だろうと。そして、宿

泊をしない方のアンケートもとっていただきたいなと。宿泊している方は、当然いろいろ不満もあったり、



満足をしたりとか、いろいろな部分があるかと思いますけれども、むしろ泊らない方の生の声、これが非常

に必要ではないのかなと。そして、ナンバー等につきましても、当然今広域的になってきておりますので、

どの辺の方が渋滞なしに伊豆まで来れるとか、いろいろなルートがあるかと思います。そういったところの

やはり研究、そしてまず伊豆スカイラインが200円になったころなどというのは、もう本当にすぐ西伊豆な

どは有料道路のゲートで誘致のあめなどを配ったりして、かなり宣伝はしていました。 

  しかし、私どもの町、そういったものが余り見えないなという気もいたしております。だから、そういっ

た主導権、いろいろキャラバンにも出てるんでしょうけれども。 

  そして１つには、一番大事なのは、私たちは外野の目でほとんど見ていますから、伝わってこないんです

ね、この宣伝で、このイベントならイベントで何をやりたいのかと、それが町の中に伝わらないということ

は、やはり外には伝わっているのか、それはわかりません。でも、私ほとんど毎月東京へ行っていますけれ

ども、東京のほうでそんな話も聞いたこともないし、ですからそこいらの宣伝の仕方、非常に売り方の勉強

をしないと、やっていてももったいないなという気がいたしますので、ぜひその観光の歳時記に入るような

イベントとして、当然１年通して売っていけるようなイベント、こういったものを企画していかないと、な

かなかやっても実が上がらないのではないかと、その辺について町長のお考え方もお聞かせ願いたいと。よ

ろしく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） 村木議員、いろいろ自分の考えをまた提案していただきました。その中で、壇上でも

言いましたけれども、我が町の宿泊客のほとんど、七、八割方は村木議員言ったように首都圏でございます。

そういう中で、首都圏のお客の動向とか、基本的には確かに北海道、九州、そういうことのナンバー見るこ

とはできます。来ていただく、やっぱり動向調査をして、その辺の車が何台入ってきているか、これは確認

しなければですね、宿泊客の動向がわかりません、どこから来ているお客が多いのかということがわかりま

せんもので、産団連の方にもそのように指示して、来年はぜひともこれをやりたいということを言っており

ますので、新年度予算におきましてはその辺の動向調査、いろいろな観光動態のことは新年度予算でそれも

つけるつもりでおりますもので、またそのときはまた議会の皆さん方の御協力、御理解を願いたいと思いま

す。よろしくお願いいたしたいと思います。 

  その中で、よく言われるのは、伊豆半島も高速道路の結局、ＥＴＣの1,000円の割引、これによりまして

1,000円で来れるのに、伊豆半島へ行くとまた有料道路がいっぱいありまして、その辺のことも再三言われ

ます。せっかく高速道路が安くなったけれども、伊豆半島にはまだまだ有料、お金、1,000円以上かかると

いうことを再三言われていたもので、その辺は６市６町の首長サミットでも話題になりまして、その辺はで

きるだけ県といろいろ、特にお願い、民間はしようがないけれども、県の方々にお願いいたしまして、その



辺無料化できるところは無料化してほしいということは要望しておりますので、その辺はまた御理解願いた

いと思います。 

  その中で、確かに入り込みと宿泊客、宿泊全然今のところ、私もリンクしていないと考えておると。やっ

ぱり入り込みが多くなれば、宿泊が多くなる、これが自然の理でありますけれども、現在はそのような方向

ではないと私ども認識しておる中で、できるだけそのような方向に持っていきたい、そういう施策をしてい

きたい中で、１つ湯布院の例といたしまして、交通がよくなったおかげで湯布院に宿泊するお客が減ったと

いうことを聞きました。そういう中で、湯布院のいろいろな施策なりで、また宿泊客を取り戻そうというこ

とをいろいろやっていると聞いておりますもので、その辺また深く勉強いたしまして、湯布院の方をまた勉

強して、この東伊豆町に生かせるものは生かしていきたいと考えております。 

  何しろ、おととし行ったとき、湯布院の方は道路がよくなればいいというもんじゃないよということを言

われまして、それによりまして１日で周遊できるコースになったもので、宿泊が減少しました。そういうこ

とも言われましたもので、その辺また湯布院の１つの教訓になるんじゃないかと考えておりますもので、そ

の辺は勉強していきたいと考えております。 

  さらにイベントのこと、これ村木議員の言うとおりでございます。町民が知らなければ、もう観光客が知

らない、これは当然のことでありまして、当然町民が知った中でイベントをやっていく、これが１つの例だ

と。１つ終わったから、私はこれはいい例を、言っていいかどうかわかりませんけれども、７月の末に行う

よさこいやりますよね、これは年々減少してきておりますし、町民の方もだんだん今やっているのか、そう

いうことも聞かれます。やっはり町民の方が見にきたり、町民がこういうことをやるよということを把握し

た中で外部に発信していけばいいものをですね、なかなかその辺が年々減少している中で、この辺はまたよ

さこいの方々と一応協議いたしまして、町民の方に全面に知らしめた中で外部に発信するようにということ

は言っていきたいと考えております。 

  町民が知らないイベントということは、これは結果的には成功しない、これは私も村木議員と同じような

考えでございますもので、その辺は今後また観光協会、いろいろなところと相談しながら、できるだけ町民

に知らしめるとともに、外部に対してどのような宣伝効果がいいのかということで、東京へ行った場合には

イベントを100％ね、こういうイベントがあるということをわからないことは無理ではないかと思いますが、

ある程度のことはこの月には東伊豆にはこういうことがありますよということは、ある程度行った人がわか

って、都会の人がわかってくれればいいと思います。そういう方向で、一応観光のほうはやっていきたいと

考えております。 

  何しろ、産業団体連合会でも話題になりましたけれども、ここ数年そういう町挙げての観光、個々では一

応動向調査やっていますけれども、町全体を挙げてのそれをやっていないもので、来年はぜひとも町長やっ



てほしいということを言われております。これは絶対に必要なことでありますし、新年度予算に上げますの

で、本当にこの観光動向調査をやった中で、今後のまちづくりをやっていきたいと考えております。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） 村木議員。 

（３番 村木 脩君登壇） 

○３番（村木 脩君） 今ちょっとお聞きしたいんですけれども、最後のほうで町を挙げて何をやる、イベン

トですか。 

○町長（太田長八君） 産業団体連合会がやって……。 

○３番（村木 脩君） 調査、どの調査。 

  道路がよくなると、お客が通過していくと。これはある程度仕方ない部分もありますし、生活道路ですか

ら、道路がよくならないと住んでいる方も、観光客の方だけの道路ではございませんので。 

  大体、車で移動している人というのは、割かし泊らないで車の中に寝たり、いろいろしているようでござ

います。下田の道の駅なんかもよく通りますと、中で寝たり、かなりしているものでございますので、むし

ろそういう道の駅なんかが今は宿泊所的な、そして車も今そういった中で寝れるような車もかなりございま

す。シートをベンチシートにして、倒すと中がキャンピングカーでなくても、普通に寝れるというような車

もかなり出てきておりますので、むしろそういう方向になっていくのではないのかなと。これはやはり湯布

院さんなんかが言っていることは正解なんだろうなと。 

  それでも、なおかつ泊めさせるには、あとはそういったキャンプ場でもつくるしかないのかなという気が

します。しかし、それもまた１つの研究材料かなという気もいたします。 

  ＥＴＣが多いと有料道路も多い。確かに、そのつなぎがほとんど有料道路で来なくても来れるわけなんで

すけれども、どうしても有料道路へ誘導するような道路のつくり方、有料道路から有料道路への今度の伊豆

中央道の沼津インターの出ると、一般道路へ行くより有料道路へ自然に入っていっちゃうようなつくりにな

ってきていると。それは、交通安全上の問題もいろいろあるのかもわかりませんが、そういった流れの中で

有料道路が多い。 

  しかし、私たち住んでいる人間からすると、有料道路が昔よりは少なくなったろうという気はしますけれ

ども、むしろ東名から小田通、ここいらの道路も今は250円とか200円とか、時間割引をしておりますが、こ

こはやはり東京から来るにはでかいなと、金額的にも。ＥＴＣがないといまだに700円なんですか、ちょっ

とわかりませんけれども、そういった流れの中でやっていると。 

  そこいらも今後、隣の県ですから何とも言えませんが、なかなか真鶴のトンネル、しかし今、真鶴のトン



ネルもほとんど通行量は旧道のほうへ流れているというのが現状です。まず、地元の方は余り使っていない

ような気もいたします。そういったものは、なかなか県へいっても、タウンパイプにしろ、熱海の道路にし

ろ、民間企業の道路というのがありますから、なかなかこれも１つには伊豆の問題点でございます。 

  そして、イベントの問題、当然このイベントをやるに、来年の何月何日にやりますよと、そしてそれを１

年かけて売っていこうという外へ対する発信、これがないとやはり誘客にはつながらないんだろうなと。ど

んつく祭りなども、やはり日にちが定まらないというような、そしてやることが年々変わっていく、ここの

ところも１つには違うのかなと、これは私の考えですが、踊りだけで結構イベントになっているところが多

いわけでございます。それならば、なぜしょうふく面ならしょうふく面を100年続ければ、これは１つの立

派な伝統のお祭りになったんだろうなと、それがどうしてもそこがなくなったり、いろいろ策を弄するとア

ブハチ取らずになって、イベントそのものが消滅していくのではないのかなと。どこを見回しても、割かし

もう今は富山の盆踊りですとか、郡上八幡ですとか、いろいろなところが本当に踊りだけでもたせていると。

ですから、あの踊りというのは観光客が自然の中に入れる非常に身近な祭りとして育てたほうが本当はよか

ったのかなと、それはその時々の考え方ですから、結果はどうあれ、それはわかりません。でも、やはりそ

こいらを何というか、煮詰めていく、考えていくことが１つのイベントの考えていく、今の時代に合ったも

のにしよう、時代のものに合っていこう、そうなると逆に時代に逆行しているお祭りのほうが将来的には残

るのかなという気もいたします。 

  そして、最後に町長申し上げたように、町を挙げてやはり動向調査なり、いろいろな調査をぜひしていた

だきたい。この前、どこかに行ったときも、相当な大規模な車の何ですか、あれは動向調査というか、車の

調査をしていましたけれども、あれだけの規模でやるには多分、県の恐らく道路公社かどこかがやっている

調査なんだろうなという気がいたしましたけれども、国道の主要交差点には相当な人数のアルバイトを使っ

て、各所でやっていましたから、多分、静岡の道路公社あたりがやっているのかなという気がいたしました。

そこまでは、町村ではやれないでしょうから、やはりその調査をやるときにも、目的を明確に箇所を選定し

てやっていただきたいなと。そして、それが今後の資料として観光課に残るものにしていきたいと。 

  そして、それを何年ごとにやるんだというような時代の移り変わり、ここもやはり１つには読んでいただ

いて、観光課の仕事。私は今でも思っていますけれども、観光課というのはどうも何をやっていいのか、い

まだに確立できていないんじゃないかなという気がいたします。ですから、むしろそういった動向分析です

とか、そういったことをメーンの仕事にしていくと、非常に観光協会ともうまくいったりするのではないの

かなという気もいたします。 

  町長のお考えがあれば、お教え願います。 

○議長（八代善行君） 町長。 



○町長（太田長八君） この動向調査は、本当に産団連の方も重要なことを十分認識しておりまして、村木議

員と全く考えは同じでございます。その中で、ぜひともこれは新年度やりたいと、これは産団連の強い決意

でございますもので、これはぜひともやっていきたいと考えています。よろしくお願いします。 

  その中で、どのような動向、仮に１つの例として村木議員言っておられるように、車の動向といってもど

この場所がいいとか、そういうことはまた予算のときに、こういうところでやりたいということをまた提示

しますもので、その辺はまた議員の皆さん方、またこういう場所がいいよということを言っていただければ、

それは反映していきたいと考えております。 

  何しろ動向調査、これは今まで単体で各種団体、観光協会、商工会、また行政、単独でやっておりました

けれども、新年度はこの産団連を中心に総合的にこの動向調査をやっ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。 

  そして１点、またイベントのことを言いました。確かに、どんつく祭り、私もいろいろな方としょうふく

面、大変すばらしいものじゃないかと私も考えておる中で、役場のほうの職員も自主的にボランティアとし

て参加していただいていると、しょうふく面を何とか盛り返そうという気概でやっておりますもので、その

辺はまた民間企業の方にとりあえず協力を求めていきます。それぞれ、また議会のほうでそういうチャンス

がありましたらば、議会の方も１つのチームとして、このしょうふく面に参加していただいて、町づくりを

やっていただければありがたいなと思います。 

  基本的には、村木議員が言ったように、郡上八幡とか富山のお祭りですね、これは本当に歴史がある中で、

それこそ本当に素朴な踊りでございます。私どもも富山のほうに行きたいんですが、ちょうど防災の日に重

なりまして、１、２、３当たりがメーンなものですが行けないもので、郡上八幡、去年行ってまいりました。

そういう中で、本当に地元の人が踊った中で、観光客が自然に輪の中に入っていくんですね、何のためらい

もなく、その輪の中に入っていく姿、これは大変すばらしいものでございました。やっぱりそういう祭りに

するのが基本的にはいいのかなと。そして、継続という、村木議員が言ったように、継続性も絶対に必要で

ございます。やっぱりその継続によって、この町はこういう町だということをまた皆さん方に知っていただ

くということは大変重要なことではないかと考えております。 

  １点、どんつく祭りとりましても、これは稲取観光協会さんやっておりますもので、いろいろなアドバイ

スはしていきたいと考えておりますので、あくまでも主体は稲取の観光協会のほうで、その辺が基本的には

考えていただくことでありまして、やっぱりイベントを打って、その周知期間におきましても、村木議員は

１年と言いますが、聞けば最低半年は全戸に周知するには必要だということで考えておりますもので、もう

できるだけ早い時期に企画いたしまして、これができるだけ皆さんに浸透する、そういう方向でまたやって

いきたい、そう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。 



  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。 

  この際、10時35分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２５分 

 

再開 午前１０時３５分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ再開します。    

 

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

 

◇ 山 田 直 志 君 

○議長（八代善行君） 次に、14番、山田議員の第１問、有害鳥獣対策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） ３問通告をしてございますけれども、それぞれ１問ごとにお願いをしたいと思いま

す。 

  まず、有害鳥獣対策について伺いたいと思います。 

  実は、６月にも質問したので、今回どうしようかなというふうなことを思ったんですが、御承知のように

東京で騒動があり、今、三島を中心とした県東部地域でもかみつき猿というか、はぐれ猿と言われています

けれども、発生をしていると。町内の状況も、６月からこのわずか二、三カ月の間にも、さらに活動域が進

んで、この後やっぱり深刻な被害が発生するんではないかと、こういう私は状況だというふうに認識をして

いますものですから、６月に続いての質問ということにさせていただきます。 

  そこで、現在では東京、また今、三島、沼津、裾野、長泉で大変な被害もあるんですが、中にも私どもも

かまれたかないけれども、うちの町でも被害が出て、もうちょっと対策が進んでほしいというふうに思う人

も実は少なくない状況に今なっています。 

  そこで、３点についてお伺いをしたいと思います。 

  まず、町は前回の質問以降、町民への調査等、何らかその対策、対応というものをとったのでしょうか、

その点をまず伺いたいと思います。 



  次に、被害が増加する中で、捕獲器の購入など、そうした計画については具体的に進んでいるんでしょう

か、この点を伺いたいと思います。 

  最後に、現在作成が進められているはずですが、鳥獣被害防止計画の主な骨子はどのような形のものを考

えておられるのか、以上３点について、まず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） 山田議員の第１問、有害鳥獣対策については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、その後、町民への調査はどうされたかについてですが、６月定例議会における山田議員の

有害鳥獣問題について、平成20年度の被害状況を答弁いたしましたが、その後の調査ということですので、

平成21年度の被害状況を調査してございますので、報告させていただきます。 

  当町における被害状況でございますが、ニホンジカによる被害につきましては、果樹が7.75ヘクタールで

108万5,000円、野菜が4.5ヘクタールで52万5,000円、その他が0.65ヘクタールで39万円、合計12.9ヘクター

ルで200万円となっております。イノシシによる被害につきましては、ニホンジカと同様の被害面積、被害

金額となっております。タイワンリスによる被害につきましては、果樹が1.5ヘクタールで10万円、野菜が

0.5ヘクタールで20万円、合計２ヘクタールで30万円となっております。 

  猿による被害につきましては、果樹が16ヘクタールで175万円、野菜が20ヘクタールで155万円、合計36

ヘクタールで330万円となっております。カラスの被害といたしましては、果樹が2.5ヘクタールで20万円、

野菜が１ヘクタールで10万円、合計3.5ヘクタールで30万円となっております。 

  東伊豆町全体の被害合計は、果樹が35.5ヘクタールで422万円、野菜が30.5ヘクタールで290万円、その他

が1.3ヘクタールで78万円、総合計が67.3ヘクタールで790万円となっております。 

  また、６月定例会において山田議員の有害鳥獣問題についての質疑応答の中で、特に猿の被害に対し、当

町単独での対策協議会を立ち上げたい旨を答弁してございます。現在、当町と河津町が合同で野猿対策協議

会を設置し、被害防止に取り組んでいるところでございますが、人家への被害につきましては当町のみであ

ることから、町独自での取り組みが必要であると考えております。 

  このことから、野猿対策協議会を設置するため、その経費を本議会の補正予算に計上したところでござい

ます。既に、必要事項については素案ができ上がっておりますので、議会での承認がいただければ、早急に

協議会を立ち上げ、地域の実情に精通している委員から被害状況を聞き、各地区の実情に合った対応策を検

討していきたいと考えております。 



  次に、２点目の被害が増加している中で、捕獲器などの購入を計画しているかについてですが、今年度、

東河野猿対策協議会として、猿用捕獲器を４基購入し、当町に２基、河津町に２基を配分いたしました。ま

た、当町の単独事業分としてイノシシ用捕獲器２基を購入いたしました。 

  次に、３点目の鳥獣被害防止計画の骨子はについてですが、現在、県と協議中でありますが、対象鳥獣は

ニホンジカ、猿、イノシシ、タイワンリスとなっております。計画期間は、平成22年度から24年度で対象地

域は東伊豆町全域です。被害軽減目標につきましては30％減としております。 

  今後の取り組み方針につきましては、１、狩猟免許の取得奨励、２、箱わなの普及促進、３、鳥獣被害削

減のためのＰＲ活動と耕作放棄地の解消、４、被害状況の把握、５、被害防除等に取り組んでいく、その他、

対象鳥獣の捕獲体制、対象鳥獣の捕獲計画、侵入防止策の整備計画等が主な内容となっております。 

○議長（八代善行君） 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） まず町長、委員会を立ち上げてやっていくということは、これはこれでいいことだ

というふうに思っているんですけれども、ただやっぱり非常に深刻な状況がありまして、町内で実は変わっ

てきた状況を比較しようと思って、あちこち写真を探したんですが、実はなかったんです、余り、比較でき

るものが。 

  実は、ここへ今日ちょっと掲示したのは、うちの町内ではありませんが、シカの場合でいえば現在、天城

山全体がもう被害を受けているわけなんですけれども、この３枚はちょうど1980年に東海バスが伊豆だより

として発行したものを東海バスに御許可をいただいて、写した中身ですけれども、これは一番上のやつは30

年前の八丁池です。これは今月、９月２日に行ってきた八丁池です。全然、水位を含めてですね、土で埋ま

っている八丁池の状況です。 

  八丁池へ行くというのは、大体やっぱり昔はクマザサに覆われて、クマザサを分け入って八丁池へ入った

というのが大体八丁池へ行った人の昔の記憶だと思うんです。最近の状況は、もうこんな状況で、クマザサ

は笹が食べられて、もう竹の節が腐っているような状況で、もうこういう状況であれしている。こんなの節

があればいいほうで、これはちょうど天城トンネルの上なんですけれども、下草が何もないんです。雨が降

るたびに土が流れていく。 

  実は、この一番下のところですが、これ立派なブナの木なんですけれども、下がもう流れて、もうあとど

のくらいもつのかなと、このブナの木も早晩倒れていく。もういわば、天城山全体がそういう状況で、これ

も実は西伊豆の写真をいただいたんですが、もう山が下草がない、土が流れるからブナの木が倒れる、いい

ところで多少アセビが育つんだけれども、今、昔は食べなかったアセビやシキビまで、今シカが食べるんだ

と、そういう状況があって、河津にいる天城山のガイドをやっている後輩からも聞いたんですが、やっぱり



そのシカが西伊豆のほう、また河津へ行き、また三筋山八丁遊歩道を通って細野のほうに戻ってくる、また

伊東、岡方面に行くんだと、こういう状況が増加した中であって、非常にこの問題は山をこれだけ変化させ

ている問題として考えていただかなければいけなくて、シカがまた生態が、活動域が変わってきた中で、イ

ノシシや猿の部分をも変わってきていると。 

  ６月に町長質問してから、もう片瀬で、私近所のところでは、前いた近所のところではね、２回猿に入ら

れたと、ほかは何かウルフピーがきいているせいだか、あれから余りこないよという話も聞いたんですが、

そういう状況。 

  それと、稲取の猿の活動域は、もう既にこの役場から見える、向井の上のところですね、ここまできてい

るわけですよ。去年のちょうど今ごろ、稲高のプールに猿がきて水浴びをしていたというのがあったんだけ

れども、今年の春にはセレモニーからてんのうさまのほうにまできて、現状ではもうこれがこの向井地区の

すぐ上まできていると。これは20頭、30頭、群れできていると。こういう今やっぱり状況になってきていて、

このまま順調にいけば、あと１カ月ぐらいで三島みたいなことになるのかもしれませんけれども、何もしな

ければそういうことなんだろうと思います。 

  質問の本題のほうで、町長、やっぱり今の言われたいろいろな結果というのは、農協や何かも含めて調べ

たデータだと思うんですが、先ほどの村木議員に対する答弁じゃないですけれども、ぜひ僕は町長にこの問

題については大川でも片瀬でも、やっぱり行って話をぜひ聞いてください。聞くことが、これからの対策を

立てる上では絶対重要だと思います。そこに対策のスピードがかかっているんじゃないかというふうに思い

ます。 

  それで、もう一つの問題は、立ち上げをいろいろ今するということはいいんですけれども、町長、もうね

え、この後すぐ彼岸がくるじゃないですか。やっぱりもう白田は旧墓地、新墓地もう上げ物禁止ですよね。

例えば、これ稲取公園だとか、向井のお寺のところにも僕があるんだけれども、本当にそういうことを続け

られていく状況なのかどうなのか、やっぱり稲取の人たちも非常に信心深くてね、先祖や何かに対して上げ

物みんなしていくんだけれども、その結果として白田では花立てを壊された、線香台を壊されたといって、

みんな結果として役員さん集まってお寺なんかではね、みんな申し合わせでそういうお供物上げたりすると

いうのは本当はしたいんだけれども、そういう取り組みに現状なってきたんです。 

  今後、今の問題ではね、本当に向井、上林の上野墓苑なんかの状況を考えると、やっぱりある面でいうと

えづけしてくるような状況になってしまうわけですから、本当にそういうことが必要でないのかということ

は考えていただく必要があるし、また御協力をいただく必要があることではないのかなと。大分、これは影

響が大きいんじゃないかなというふうに思っています。こういう点は、組織をつくるというだけじゃなくて、

よく現状を把握していく中で取り上げていただきたいなという面でございます。 



  そういう問題考えると、例えば僕は副町長あたりがね、１課の問題じゃないんですよ、建設産業課の問題

もあれば、住民福祉課の面の問題もあったりするんで、本当にがっちりやっていただかないと、この問題に

はなかなか対応ができないので、町長が本部長であったとしても、やっぱり副町長あたりと担当課が本当に

しっかりタッグ組んで取り組みをしていただく必要があると、そういう状況にありまして大川やほかの人た

ちは非常に冷静で知性高い方が多いので、決して役場に怒鳴りこんでくるような人はいませんでしたけれど

も、今後はどうなるかわかりません。この被害がもっと続けば、そういうことが起きるのではないかと思い

ます。 

  ３点目の問題なんですが、鳥獣の被害防止計画の問題で、町長は報告の中で言われている中で、シカ、猿、

リス、イノシシあると思うんですけれども、今やっぱり僕被害を聞いていますと、非常に今多いのがハクビ

シン、アナグマなどの被害が増えています。そういう声をたくさん聞きます。この辺も、対策は必要ではな

いかというふうに私自身は思っています。かなりやられていますよね、一般的なそういう問題だけじゃない

んで、これだからそういう何をやられているのかということなんかも、やっぱり県との協議も大事なんだけ

れども、地域で何が起きているのか、農家の皆さんどういうものにやられたよというのはみんな一番農家の

人たちが知っているわけですから、その声を的確に把握すれば、こういう問題が出てくるんだろうと思いま

す。 

  もう一つは、実はこの間、町長、建設産業課のところで、うちも畑やられましてイノシシにね、中側のと

ころをやられて、免許があったんで、すぐわな借りにいこうと思ったら、登録していないからだめだと、農

林事務所が来てすぐ登録してよと言ったら、結局、狩猟期中心にやっているから、10月１日から登録します

から、その日から来てくださいというんですよ。やっぱり幾らわなの資格取れとかね、登録しろといったっ

て、基本がやっぱり狩猟を中心にしたサイクルで農林事務所がやっていると、幾らやったってだめだと思う

んですよ。うちはもうこの先１カ月、わな仕掛けられなかったら、申しわけないけれども、一反歩キヌサヤ

だめになったときにどうしてくれるんだと、そんなしゃくし定規な対応するなと言ったんだけれども、いや

それはもっと別の人に言ってくださいというんで、窓口がそうなんですよ。私どもは狩猟の免許のあれだけ

だから、それに沿ったことしかできないというんですよ。 

  やっぱり先ほどの計画の中にも、講習を受けたり資格を取らしたりそうなんだけれども、じゃ実技講習が

ないから猟友会へ入ってやってくださいとかね、県の対応はそうなんですよ。そういうんじゃなくて、だっ

たら実技講習をするものを設けてくれよと、そういうことをしっかりこれは県も含めてやっていただかない

と、ただ免許をつくったって、登録やいろいろなところが全然機能できないような仕組みでは、本当に農家

が困ってわなの資格を取ったと、駆除をしたいよといってもね、なかなか足が出ないんですよ。この辺はぜ

ひ今後の計画の中でも御検討をいただきたいし、県との間でもそういう問題を解決をして充実をさせていた



だきたいなと思います。 

○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） 山田議員のまず最初のシカとかこの被害、これは大変ひどいもので、これはもう話で

は聞いておる中で、やっぱりこれは伊豆半島全体の問題だと、これは話をしている中でこの前、東河野猿対

策協議会の中で伊東市で知事がですね、自衛隊を派遣してでもなんて、そんなことも言ったらしいですけれ

ども、その辺は明確なことは確認していないもので、その辺は県の職員が確認した段階で、また当方に知ら

せるということになっております。それほど、このシカの問題、本当に大変もう重大な案件だというふうに

考えています。この絵を見ましても、本当にクマザサも全然ありません。もう山中まで全然風景が違います。

東河野猿対策協議会でも、この問題が出てきております。何とかしなければならないということは話し合わ

れておる。野猿対策の中でも、やっぱりこのシカの問題出てきておりますもので、これは皆さん方で十分最

悪の状態を迎えているというようなことは認識している中で、本当に県知事が言っているような自衛隊、そ

ういう方の組織を得た中で対処していければ一番いいことだと思いますけれども、なかなかそれは厳しいん

じゃないかということは自分自身は認識しておる中で、何とかこの対策はやっていきたいと考えております。 

  さらに、猿の問題、これは６月に山田議員が独自で調査した調査見せていただきました。本当に、これだ

けの猿の被害が住民受けているのかなと、私は北川で花の会をやったとき聞いたんですけれども、それ以外

に山田議員が各いろいろな調査をしただけで、やっぱりこれだけの被害があるのかと認識した中で、一応と

りあえず、とりあえずって言い方おかしいけれども、その協議会をつくった中で今後対応していきたいとい

う中で、またこの補正の中でその協議会のまた費用を出したもので、よろしくお願いしたいと思います。 

  そういうふうに、本当に今一番危惧しているのは三島とか裾野、長泉、この辺の猿の被害がうちの町にき

ちゃ本当に困るなということは十分に、なるべく早い時期に手を打たなければならない。この補正が通りま

した場合、すぐにその協議会を立ち上げて対策を練っていきたいと考えております。その中で、山田議員が

言ったように向井のところまできているということは、当該対策委員の方の一人からも伺っております。も

うすぐ近くで、この向井を含めた人家にくるのも目前じゃないかと、私も考えておりますので、これは早急

に手を打っていきたいと考えております。 

  そういう中で、お彼岸の問題でございますけれども、この供物、これ本当は先祖を大事にしたいという皆

さんの気持ちは、たしか自分の住んでいるところは奈良本地区でございますけれども、とりあえず猿だけで

はなくて、以前はカラスの問題がございました。そういう中で、自主的に、またそういうことはできるだけ、

供物上げたいことはわかるけれども、できるだけ自主的にやるということで、今基本的には私たまにお墓に

行くんですけれども、供物は、新しい人はしようがないですけれども、できるだけ上げないような方法でや



っていますもので、その辺はまたこの猿の被害がまたカラスプラス猿となれば、大変なことですから、この

辺はまた皆さん方にお願いしていきたいと考えておりますので、この彼岸に間に合うかどうかはわかりませ

ん、これはちょっと時期的な問題があります。そういう方向でいきたいということだけは理解していただき

たいと思います。 

  さらに、鳥獣被害の防除、これ本当に確かに形式的、役所はこんなもの、やっぱり地域の実情に合わせた、

こういういわゆるハクビシンとかアナグマ、こういうことがこの中に、この辺はちょっと。 

  その中で言った、しゃくし定規、これ本当に役所の悪いところで、山田議員が憤慨するのもわかります。

基本的には、取れといっても、いざ使うときになるとそういうことができません。これは大変、私もいかが

なものかと思いますので、この辺に対しましては県のほうに強く訴え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） 僕一番やっぱり被害受けている農家や、家庭菜園なんかやられている人が一番わか

っているんですよ、何が。ちょっともう１個、彼岸の問題と同じで、町民の皆さんにも御協力していただく

問題というのはそういうことであって、例えばえさやりであったり、大川でいろいろ聞いたときにね、一番

あったのが春先はビワの木がねらわれるよと、秋になるとカキの木がねらわれると、何というのかな、収穫

をするということのね、収穫目的でちゃんとやっているのはいいんだけれども、昔からビワの木ならしてあ

るからというんでならすんだけれども、ほとんど食べないということがあるんです。でも、結局そこをター

ゲットにして猿が入ってくるよとか、カキの木ねらってくるよというのがあって、収穫をして家族で食べた

り、いろいろなことを使うんなら、それはその目的はいいんですけれども、使われない木というのが実はそ

ういう猿なんかの場合は、やっぱりどんどん町中に入ってくる、ターゲット目標になっているというような

ことなんかもあるので、これはまた町民の皆さんにいろいろと御協力をいただかなければできないんですよ、

役場だけでできることじゃないんです。地域でも、また町民の皆さんでも、少しずつ協力していただかない

と、今増え過ぎた有害鳥獣を何とか駆除をしたり、被害を発生させないようにするというのは、なかなか僕

は厳しいというふうに思っていますので、やはりそういう対策が必要になってくるんではないかというふう

に思っています。 

  ですから、本当に町長に北川でも大川でも片瀬でも、今、上林の沢のね、この向井・田町の地域でも、本

当に大きな被害があるわけですから、そこに行けばいろいろなことは私よりも何よりも、被害に遭った人た

ちの話を聞けば、いろいろな対策計画というのは充実をされていくというふうに思います。 

  そういう点で、非常に町長、先ほど来の質問でもあったように、本当に私はこれも安心・安全の１つだろ



うというふうに思っておるんで、三島市に住んでいる方は幸せだと、東伊豆は不幸だということを言われな

いように頑張っていただきたいと思います。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に、基本的には東伊豆町に住んでよかったと、そういう町づくりをしていきたい、

そう考えていますので、山田議員、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  そういう面で、私もできるだけ地域の中に飛び込んで、また地域住民の声を聞い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。 

  やっぱり有害鳥獣は、町だけでなく、町民も巻き込んだ中でやらなければ、本当に山田議員が言ったよう

にこれはできないことだと私考えております。そういう中で、今、今年、来年、耕作放棄地の問題、これも

有害鳥獣で大変、そういう中で農協の青年部が大変この耕作放棄地について積極的な意見持っていますもの

で、例えば農協の青年部と一緒になって、この耕作放棄地に対しましては解決していきたいと考えておりま

す。 

  そういうことで、また山田議員、いろいろな意見がありましたら、また町のほうに言っていただければ、

できることは提案に沿ってやっ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。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 次に、第２問、観光対策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） 次の第２問、観光対策について伺います。 

  全国ベストテンの観光地を目指した宿泊者200万人を目指したというときもありましたが、バブルととも

にそれも消えてなくなりました。しかし、バブルでお客さんが大勢来たという記憶がまだ消えてないせいだ

か、観光業はやっぱり低迷をしているのではないかというふうに私は見ています。 

  現在、宿泊者100万人を切るという状況だということなんですが、だからこそ真剣な検討が必要だという

ふうに考えております。そこで、２点について質問をしたいと思います。 

  まず、観光客の減少ということが言われるんですが、町長、行政報告でも少し触れられておりましたけれ

ども、観光客減の要因というものについてどのように分析をされているのか、また町としてなり、また業界

としてどういう考え方で今の状況を見ているのか、その点について、まず１点伺いたいと思います。 

  次に、観光地としてどういう方向を目指すのか、またその課題は何だというふうに現在は考えているのか。

その辺が十分でなければ、十分でなくていいんですが、そういうちょっと基本的なところをまずお伺いした

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） 山田議員の第２問、観光対策については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点目の観光客減の要因分析はについてですが、日本経済の低迷により旅行の自粛や旅行形態の変

化が大きな要因として挙げられると思います。さらには、受け入れ側の意識の変革、ニーズへの対応のおく

れや首都圏を観光誘客の最大エリアとしている伊豆にとっては、高速道路ＥＴＣ割引や無料化社会実験も、

その要因として挙げられますが、そのほかにもさまざまな要因が重なってのことと考えております。 

  現在、産業団体連絡会が主体となって、観光客の動向調査を計画しております。その結果により、観光客

減少の要因分析もなされること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点目の観光地としてどういう方向を目指すのかについてですが、東伊豆町は広い空、青い海、緑

の山が調和した風光明媚で魅力的な温泉地として関東圏に強い印象を持たれております。近年は、国民の旅

行志向の変化から、風光明媚で温泉があり、宿泊施設が整い、豪華な料理を提供する観光地から客足が遠の

きつつあります。 

  観光産業が当町の基幹産業となった現在、観光産業への影響は他の産業にもかかわってきますので、年々

宿泊客が減少傾向にあることに対して危機感を抱いております。このような状況を憂慮し、着地型の観光商

品の開発や、大人から子供まで幅広い年代層が楽しめる宿泊プランなどを考案してまいりました。 

  これらを参考に、魅力ある観光地づくりとして、我が町に眠る観光資源の利活用や、農業、漁業など一次

産業と連携した地産地消システムの確立や体験型観光など、中長期的な観光基盤整備を進めていきたいと考

えております。そのためにも、観光客の旅行ニーズがどのように変化してきているのか、動向調査の結果を

分析し、産業団体連絡会を中心に、さらに魅力ある観光地づくりを進めてまいりますので、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） まず、要因の分析の問題なんですけれども、僕はやっぱり一番思うのは、外的な問

題よりも内的な要因が大きいんじゃないかなというふうに思っています。社会は変わってくるんですよ、変

わっていく中で、しかしその宿泊産業の皆さんがその状況に合っていないというのが、やっぱり宿泊者減少

の一番の要因だと思うんですよ。どこの産業だって、みんな国の経済が悪い、デフレから脱却していないと

かね、バブル以降、失われた10年があった、デフレで物が売れない、給料も上がらない、それはみんなどこ



も一緒ですよね。 

  だけれども、何で東伊豆町がバブルのころ190万人のやつが、今もう100万切るところまで落ちてきたかと

いうことは、それは外的な要因はどこも、どの産業も、どの会社だってあるんだと思うんです。でも、実際

のところ宿泊を担っている皆さんが、やっぱりお客さんから支持されていないと、これははっきりとした事

実だと思うんですよ。そこの、僕はその点に立っていかないといけないんじゃないかなと。 

  そういう面で見ると、この約10年間ぐらいの間に、閉館等をした旅館、ホテルというのは二十五、六件あ

るんじゃないですかね。その中で、名前が変わったりして再開をしたというのは10件程度あるんじゃないで

しょうか。プラスマイナスでいけば、十四、五件というものは消えていると。当然、名前は同じだけれども、

実質的に経営者も変わっちゃったよというのが、この上何件もあるわけですよ、それがやっぱり事実だと思

うんです。 

  それは、例えば赤い魚がキンメダイだというふうな過剰な演出をしていたような旅館、出入り業者や従業

員に給料も、仕入れ代も払わないような経営者の皆さんは、やっぱり消えていったんですよ、ある面でいえ

ば。そこのところを考えていくと、私は一番、先ほどの動向調査、動向調査って、動向調査という言葉が悪

いんじゃなくて、私は持つべき視点というのは例えば県の観光後期計画なんかで言っているような、満足度

というふうな視点、お客さんに支持される観光地になっていかなければならない。宿泊であれ、観光施設で

あれ、そのことがやっぱり、お客さんから支持されない観光地というのは、宿泊であれ観光施設であれ、伸

びていかないことは明白だと思うんですよ。 

  我が町は、そういう意味では対応できなかったと。今日は、それでもね、町長、先ほど村木、昨日からの

やりとりしていて、一番僕感じたのは、町長もそうなんだけれども、観光の業界の人たちの意見というのが

バブルが崩壊して、バブルのころは何と言っていたかというと、１泊２食から２泊３日の滞在型だとかとい

うようなことを盛んにあの当時言っていました。今、町長言われたような昔の、いえばコマのお客さんとい

うのか、小グループというのはこの15年ぐらい言っているんですよ、大体言ってきた。だけれども、イベン

トも誘客宣伝のやり方も従来のまま、団体客を呼び込もうとエージェントのところへキャラバンに行って、

捨てられるチラシを持っていっているというやり方が変わってなかったんですよ。 

  町長、先ほど言ったような湯布院なんかでいえばね、中谷さんなり、溝口薫平さんなりがそういうことを

やってきたかといったら、徹底してお客さんがこれから小グループの時代だぞ、コマの時代だぞといったら、

それをやり通したと思うんですよ。口では、小グループの時代だ、コマだ、家族連れが時代だといいながら

ね、誘客宣伝もそのままのことを、バブルのときと同じようなことをやり続けてきた、この業界の皆さんが

変わっていないということが一番やっぱり今日の状況が生まれている僕は要因だと思っているんですよ。 

  だから、動向調査を今後やるということであれば、やっぱりお客さんに満足するサービスをちゃんとやっ



ているのか、過剰な演出、演出は必要なんです。でも、過剰な演出はいけないんですよ。そういう旅館の皆

さんが本当に支持されなければ、先ほどじゃないけれども、村木さんも触れていましたけれども、ちょうど

21年の県の観光交流客の速報値というのを見てみましても、2009年度の国民文化祭の関係もあったんでしょ

う、県全体の宿泊客は１割、約８％減少しているんだけれども、観光レクリエーション客というのは遊ぶ、

学ぶ、触れ合う、どの分野でも増加しているんですよ。 

  その部分で見ると、やっぱり宿泊は宿泊の皆さんがちゃんと支持されるようなサービス業なんですから、

サービスの商品が支持されなかったら、幾らそんなものキャラバンやったって、誘客宣伝したって、お客さ

んが増えてこないのは当たり前なんだ、ザルで水すくっているんだから。そういうことがあっちゃいけない

んですよ。 

  今回、100万人切るという状況になって、みんなが今回、議会でも質問もして何とかしようということの

気持ちがみんなやっぱりあらわれているんだと思うんですけれども、僕は申しわけないけれども、旅館に勤

めさせていただいたときも、お客さんの印象、後ろ姿が本当に満足してお客さんが玄関を出ていくのかしっ

かり見送れと、こういうことを社長や部長に言われたもので、そういう自分は思いが今もあるんですけれど

も、本当にお客さんを、今日のお客はお金使っていかなかったなというんじゃなくて、本当にうちで、あま

たある温泉場の中で、旅館の中で、うちを選んでもらって、本当にお客さん満足して帰っていってくれたか

なと、ここをまず経営者や従業員の皆さんが思う町でなければ、６つの温泉場があるから１つの方向には行

かないと思います、温泉場づくりも。でも、満足感というものを持っていただける温泉地にならなかったら、

これからはやっぱり支持されないんじゃないかなと。 

  ですから、私は先ほどの動向調査やるというんであれば、そういう満足度、県なんかもやっぱり満足度ア

ンケートやっているわけですから、ああいうものもぜひ参考にして、宿泊施設、観光施設等々の状況という

のもあわせて把握していただかないと、どこから何がきているんだとかということだけじゃなくて、まず今

ある施設が変わっていかなければ、先にはならないわけで、夢みたいにお客が来るということはない時代で

すから、地に足をつけてやっていくためにも、ぜひ動向調査というのは、そういう県の観光計画に出ている

ような満足度を本当に上げていくんだと、そういう僕は視点が今我が町にも絶対必要だと。我々は、やっぱ

り伊豆を見て、旧来の観光地から新しい観光地になっていかなければいけないという、そういう問題提起を

されているんだろうというふうに思いますので、ぜひそういう点をつけ加えていただくといいのかなと。先

ほどの村木議員の質問と、その点は同じなんです。内容は、ぜひそういう視点を加えて御検討いただいてや

っていただきたいなというふうに私は思っております。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員にお答えします。 



  数年来、旅館の方たちも努力はした中で、今の現状を迎えていることは理解してほしいと。その中で、そ

の努力がよかったかどうかということは、この結果を見ればわかる中で、その結果は言いませんけれども、

一応努力はしてきたということだけは認識していると。 

  その中で、産業団体の皆さん、本当に今、町のことを真剣に考えておりまして、本当は前からも幹事会が

中心になって、この町のことの課題をやればよかったと思うんですけれども、村木議員にも答弁いたしまし

たけれども、産団連から新年度はその動向調査をやって、町全体でどのような、今の町の傾向どうなってい

るかということを調査するという中で、車だけじゃなくて、今、山田議員が言ったように宿泊客のアンケー

ト調査、これはもう今の町の観光協会長が強く要望があって、各旅館からの宿泊客のアンケート、これは絶

対とるべきだと思って、その辺の分析をして、満足度というやつもその１項目の中に入れるべきかなとまた

考えて、そういう中でまたいろいろな宿泊客、またレジャー施設に対するアンケート調査やりますもので、

そのアンケート調査の項目もまた議会の皆さん方に示して、これでいいのかどうか、またさらにこういう項

目も入れたほうがいいよということがあれば、それは検討して入れられるものは入れていきたい、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。 

  基本的には、うちへ泊ったお客が満足しなければ、絶対この温泉場はよくなりません。その人たちの口コ

ミによりまして、またこの東伊豆町がよくなっていくと私は考えておりますので、やっぱり宿泊客の満足度、

これはぜひ、絶対把握していかなければ町はなら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。 

○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） 町長から言われたように、旅館、個別には努力していたと思うんです、個別には、

努力してないということじゃないんです。 

  ただ、しかしそれが何か各地区の観光協会とか、町の協会という点で見ると、やっていることは旧態依然

だ、町からいかにもらってくるお金をどう使うかということなども先行をしてね、やっぱり時代に対応した

ものにはなっていない。ただポスターをつくる、チラシをつくる、そういう予算が例えば観光宣伝の委託料

として支出されていくわけで、イベントもそうですね、花火をあっちでやる、こっちでやると、何が決めて

んの、お客さんが決めていたんじゃないですよね、旅館の方々がこっちでやるかあっちでやるか、エージェ

ントに花火をやるからということが言えるかどうかとかね、そういうことが中心で物事が決まっていたわけ

です。 

  だから、観光地でありながら、本当にサービス業ですから、観光地という言い方をもっと変えればサービ

ス業ですから、お客さんにサービスをしている中身が問われているのに、お客さんのほうを向くんじゃなく



て、エージェントのほうを向いて商売しているという状況がいまだにまだいっぱいあるんじゃないかと私は

思っている。エージェントのほうを向いちゃいけないということじゃないですよ、それはその旅館でエージ

ェントを提携している旅館はそれでもいいんですよ。でも、まず第一はお客さんに何を提供しているのか。 

  だから、雛のつるし飾りも、まあ口酸っぱく言いますけれどもね、雛のやつなんかだってそうですよ。雛

やったって、主催をしている旅館組合の旅館が中で中国産の雛を売っててもいいのと。自分たちの提供して

いるサービスにそんな自信がないのという、やっぱり自分たちの地域に魅力が本当になければ、サービス業

って僕できないと思うんですよ。ただ金もうけの商売しているんじゃないんだと思うんですよ。お客さんに

サービスを提供するという、そういうある面魅力的な産業なんだと思うんですよ。お客さんに合わせていろ

いろなことを考えていける。 

  でも、実態の中ではそうじゃなくて、そういう魅力よりも足元のほうばかりが目立ってしまっていてはい

けないし、昨日も内山さんですか、言ってんの。本当に国の光を見るということですから、自分たちがこの

ものがいいものだよということを自信持って提供できなかったら、お客さんに通じるわけはないわけですか

ら、赤い魚を金目なんていうね、過剰な演出なんかがあってはいけないわけだし、主催している旅館組合が

中国産を平気で売るだとかということは、みずから自分たちをおとしめることであってね、そういうことは

やっぱりサービス業の中で、少なくともこの町の中ではあってはいけないことだと思うんです。 

  ですから、努力はしているんだけれども、でもどうもこの業界はみんなで集まると本当のことを言わない

のか、何となくみんなが納得できる最大公約数でまとまってしまうというところがどうもあるのかなと思う

んです。 

  だから、本当は個々の旅館の経営者の皆さんだと、結構おもしろいことを旅館の中ではやられているよう

には聞いているんですが、観光協会の１つ行事となると、何となく自分たちの本当の一番売り出したいもの

は、ちょっとこう手の内を明かさないみたいなところがあって、どうしても大ざっぱな、何となく無難な企

画しか出てきていないのかなという感じが僕はしているんで、本当はそこが業界としても、各単協のところ

も本当に口では言っていることが行動になっていないわけですから、多少やりかえるということは、その時、

当時の協会長さんは大変だと思いますけれども、何にもしなくなって、もうどう見てもわかるように減少し

ていくわけですから、今までのやり方したら減少していくんですから、やっぱり今日この時点に立ったら、

思い切ったチャレンジというのはみんなで真剣に話し合って、やり方変えようよと。 

  そうなったら、当然、町のお金を出す仕組みも変えてくれということがあったっていいと思うんですけれ

どもね、そういうものが地域から出てくることが必要だと思うし、そういう努力を私もお願いはしたいなと

いうふうに思っているんで、そういうことがあったら町長またね、予算なんて今までどおりの予算の組み方

する必要ないわけですから、柔軟に対応してあげればいいんだと思うんです。ぜひ、努力というのは、そう



いう方向でやっていただかないといけないんじゃないかなと思っています。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、山田議員がるる言いました、そのとおりだと思います。 

  それで、やっぱりにせものはいけません、はっきり言って、本物は本物でなければ。今、観光客にしても、

本物を目指して来るもんで、にせものというものはすぐわかります。１回言ったことがあるかわかりません

が、私もたまたま日帰り温泉で赤沢へ行きました。その中で、金目の話が出ました、あれはにせものだよと。

稲取金目じゃないよということを、その入っていたお客さんが言うんですよ。私はもう聞いていて、とても

これじゃいかんなと言っている中で、一例、金目を上げますと、これは金目の差別化じゃないですが、やっ

ぱり稲取金目を私は高くていいと思うんですよ、ほかの外国産は安いと。その辺をまたこの地域として認識

していただきまして、すべての金目を同じ料金じゃなくて、ある程度金目の価格をつければ、おいしいもの

を食べたい人はお金を出しますし、その辺は産地を明確にしなければ、この金目も衰退していくんじゃない

かと考えています。これは町といたしましても、金目の価格の差はあってもやっていってほしいと考えて、

強くこれは要望していきたいと考えております。 

  そういう中で、この図を見ているように、本当にこの減少は大変ひどいものです。この辺は皆さん意識改

革持っておりますもので、産業団体連合会の皆さん方の意識改革をもって、また予算の組み替えなんかある

かもわかりません。今までのとおりにいかないこともあるかもわかりません。その辺は、また議会の皆さん

方に相談して、何しろこの観光を盛り上げていきたい。基本的には、この観光がよくなければ、この町の経

済もならないということは、皆さん方よく承知してきておりますもので、そういう面で町としても全力を挙

げて、この観光産業の立て直しをしていきたいと考えて、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、高齢者の居住不明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、高齢者の居住不明について伺います。 

  新聞で、東伊豆町も大分有名になってしまいましたが、私は実は数年前からこの話は聞いていまして、担

当の職員なんかともそういう話をしていたので、僕らこういう問題が足立や何かで起こったから、こういう

ことになったんですけれども、僕らが聞いて担当課の職員に話をしても、なかなか町が動かなかったという

のは実態としてはありまして、大変有名な方でございました。 

  そこで、町長、伺いたいんですけれども、大まかな事実関係というのは、新聞でも、またテレビでも報道

されているんですが、私ただ一番問題と思っているのは、失踪状況にあった家族がいて、その人の祝い金等

を家族が受け取っていたという、町としては直接的関係ある問題がそこのところにあるんだと思うんですけ



れども、これはやっぱり正しい行いではないというふうに思います。 

  その点では、法的な問題を含むものではないかというふうに私は考えておりますが、こうした正しくない

行為について町の考え、またその対応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、高齢者の居住不明については２点の御質問となっておりますので、

通告に基づき順次お答えいたします。 

  １点目、法的問題はと２点目の町の対応はについては関連がございますので、一括して答弁いたします。 

  当町において、長寿者の所在確認の再調査により、高齢者の所在不明者が１名いることが判明しましたこ

とは大変遺憾に思っております。所在不明となっている男性は、平成６年11月に置き手紙を残し失踪したと

のことですが、失踪後すぐに家族は下田警察署に捜索願を出しております。生死不明の状態が何年も続いた

場合、失踪宣告の申し立てをすることができますが、この家族は申し立てをしないままにしてきました。 

  今回の調査で、家族から男性が所在不明であり、祝い金は使用したとの説明がありましたが、昨年、町の

職員が訪問した際に本当のことを説明していただければ、このような問題は起きなかったと考えております。

町では、このことが確認できた８月９日に失踪宣告の申し立てをするよう指導し、８月19日に申し立てが行

われました。 

  また、８月27日には住民登録職権消除申出書を受理し、31日に手続を行いました。さらに、８月30日は敬

老祝い金を返済するとの誓約書を受理し、返済計画書に基づいて返済していただくことになりました。 

  このようなことが二度と起こらないよう、敬老祝い金の支給時に本人の所在確認を行ってまいりますとと

もに、各種コミュニティ活動などを通じて、高齢者の所在を把握するような体制をつく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） 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、そこで思うんですけれども、僕はほら、一般的に言えば詐欺的な行為ではな

かったのかなと。今回、誓約書が出たということで、被害額が弁済されるということから、法律的に要件を

満たさないだろうというふうには思いますが、内容的にはそういう中身になるんだろうと僕は思っています。

居在がある人に対して支払われる祝い金を、いないということをわかりながら、届出をしていないというこ

とをわかっておったということですからね、使ったということですから、これはそういういわば詐欺に該当

する事案だけれども、誓約書が出たから町として訴えることはしないと、こういう案件だと、こういう整理



だと思うんです。 

  そこで、ほかの問題はその他の制度の中で、例えば年金の問題なんかは、それはそれぞれ年金機構がやれ

ばいいことなんですけれども、ただ町の対応として私思うのは、新聞報道、伊豆新聞さんなんかでもこの報

道がされましたけれども、例えば最近の中でいえば、調停や裁判等でいろいろな支払いが生じた場合でも、

大体弁護士にいろいろ相談しますと、分割してやるという場合について、大概の場合でいえば金利３％ぐら

いつけるんですよ。 

  一般的なね、一般的に調停や等々であった場合でもね、今言われたように分割して長期にわたるというこ

とになったときに、それは利息がなくていいのと。町民の皆さんが税金を１年遅れれば、延滞利息がつくじ

ゃないですか、普通に考えたって。 

  使った人間が納めると、当然それは返済するにしてもですよ、１回で納めるんじゃないんだろうから、あ

る程度の時間をやるということであれば、社会通念上、これはそういう調停において和解する場合なんかだ

って、こういうものについては３％程度の利息は一般的に裁判所でも認められますよね。 

  そういうものがね、町民から取るときにはおくれたといって税金取っているのに、犯罪事案になったかも

しれない人が返済するときは利息が要りませんというのは、一般町民からしたらこれ納得いかないんですよ、

これは。本来そうだったんだと、あんたはもしかしたらということがあるわけですから、これは考える必要

があるということが１つ問題あります。 

  もう一つは、町長、これがもし長い期間の返済になった場合、予算決算であいまいにされるということを

僕は一番問題だと思うんですよ。昔あった災害援護資金みたいに、ずっと残っていたということ、何件もあ

った場合というのは、金額も残るんですけれども、これ予算決算書でどういうふうにこの部分を明確にして

いくのかと。 

  何というんですか、後で出てくる債務負担ということになるのか、ちょっとでも一番まずいのはそういう

ことなんです。手続的にはっきりされないと、誓約書が出ましたから、それに基づいてお金受け入れますよ

と言っているその年度は、いいと思うんです。だけれども、その金額が担当者がかわったりすることによっ

てあいまいにされる。予算書にも、決算書にも、そのことが出てこないということになると、一体これは何

なんだということが発生する可能性もあるということ、そういうことがあってはならないんです、これは。

しっかりとして責任は果たしていただかなければならない事案だと思うんです。この問題は、ちょっと検討

をしていただきたいと思います。今日、今どうこうじゃないですよ、でも今後、今年はいいんです、例えば

来年異動の方がかわられたりしてあいまいになることだってないとは言えないんですね、これについてはし

っかりとした考え方が必要だと思います。 

  もう一つは、町長言われるように、長寿祝い金の中で全部チェックするといったって、またこれは担当課



仕事大変なんで、どこかのところでチェックするようなことをやるんだろうと思うんですけれども、そうす

ると最低要綱の見直し、これはやっぱりちゃんとしていかないと、今度は言っちゃったなんだけれども、例

えば100歳じゃなくて90歳とか何かの段階で、言うように保険や介護の利用状況があるのかないのか、その

安否等を確認、居住しているということが確認できるのかというようなことをちゃんと調べるというのは要

綱に１項盛り込まれる必要があって、最低限そういうことをしていただかないと、今回起きたことの教訓と

してしっかりとした対応をするということにはならないんじゃないかなというふうに思っていますが、いか

がでしょうか。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） このことに対して、本当に町としては遺憾と思っている中で、まず10万円の補助金の

前に利息とか、そういうことは１度考えて、検討させてくださいよ、年数とかそういうことは。やっぱりこ

れはあいまいにしてはならないと自分としても考えておりますので、その辺はちゃんとした中でやっていき

たいという中で、この人はいろいろな事情で、ほかのことも受けております。町だけではございません。そ

の中で、いろいろこの人も問題あるのはいろいろ検討した中で、またいい方向で考えていきたいと考えてお

りますので、町も絶対ある程度もらうという覚悟でいますもので、その辺は強い覚悟でいきたいと考えてお

ります。よろしくお願いいたしたいと思います。 

  さらに、今言った10万以上の100歳のこれ、私はまだ町長就任してから祝い金持っていった中で、この人

だけです行かなかったのは。そういう中で、そのときにちゃんと聞けばよかったんですけれども、とりあえ

ず後で聞けば、職員が行ったらば富士のほうに行ってて今はいないという、そういう文書をもらったと聞い

ていますので、いたし方なかったのかもわからんなということは考えておりますけれども、この件が発覚し

たとき、多分100歳以上はこの人だろうなと、もう自分としてはある程度推測ができました。ほかの100歳以

上の方は、自分が行ってお祝い金をやったと、しかしこの方だけは家族に合ったというんですか、その件が

ありましたもので。 

  そして、今後こういこうことがないように、山田議員が言われるとおり要綱の見直しの中で、確かに介護、

これが大変重要なポイントになるのではないかと考えております。介護を受けたり、そういうことをやって

いれば、もう生存しているし、所在も確認されますもので、この辺の要綱の見直しはやっていきたいという

か、やっていきます。これははっきりさせていきたいと、要綱の見直しはするということは、この辺ではっ

きりと言っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○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） 別に町長が悪いんじゃないんですけれども、やっぱり町条例、法律、いわば性善説

じゃないですけれども、基本的に善良な方々の上に成り立っているんだろうと思うので、こういうケースが

あることは本当に残念なことなんですけれども、しかしそういうことを、でも周りに奈良本の中では、明ら

かに言っていたんだよね。それで、そういう生活をしていた。だから、私も周りの人から、こういう人がい

るんだけれども、おかしいよねと、何で山田さん、そんなことができんのよということは、もう従前から聞

いていたわけなんです。 

  ある面では、本当に確信犯ではないかなというふうに私は思っていますし、そういう点ではしっかりと最

後まで、少なくとも町との関係においては、町民の皆さんの税金からもらった10万円ないし、またそのほか

の祝い金については、きっちりと町民の皆さん納得できるような形で最後まで受け取るような対策、対応は、

今日は聞かれないと思いますけれども、しっかり財政係とも検討していただいて、とっていただきたいとい

うことだけ、最後お願いしておきます。 

○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、１時まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時３４分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ再開します。 

  12番、居山議員の一般質問に入ります前に、町長より発言の許可を求められております。 

  これを許します。 

  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問で指摘がありました敬老祝い金の返済の件につきましては、新聞報

道があった以後、家族の方が役場を訪れまして、返済方法等について協議し、誓約書を交わしております。

返済額は、平成20年、21年が各3,000円で6,000円、21年には100歳の祝いで10万円を支給しておりますので、

合計10万6,000円を返済していただくこととしております。 

  その返済計画につきましては、平成22年９月から24年６月までの期間とし、今年９月が3,000円で、以後

毎月5,000円を返済することとし、既に９月分は返済していただいております。平成22年度会計の21款の諸

収入に、敬老祝い金過年度返還金の科目を起こして会計を処理してまいりたいと思っております。 



  以上です。 

○議長（八代善行君） 続きまして、14番、山田議員より発言を求められておりますので、これを許可いたし

ます。 

  山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） すみません、私、一般質問中の発言の中で、何か聞いている方が誤解をされたのか、

雛の関係で旅館組合がやっておりますひなのないし、むかい庵で中国産を売っておるというふうに誤解をさ

れた方がいらっしゃる。ここは問題ないんです。個別の旅館の中で売られているものの中に、そういうもの

があるというのが事実でございますので、誤解のないように訂正というか、詳しく説明をさせていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。すみませんでした。 

 

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

 

◇ 居 山 信 子 君 

○議長（八代善行君） 12番、居山議員の第１問、「心の健康」についての諸施策はを許します。 

  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。 

  午後の時間、また最後の一般質問をさせていただきますけれども、今回、私は１問を通告をさせていただ

きました。御答弁につきましては、一問一答でいただきたいというふうに思います。 

  それでは、第１問、「心の健康」についての諸施策はについてお尋ねをいたします。 

  昨日来、議員の皆様、さまざまなお立場での一般質問がなされております。そしてまた、今注目の民主党

の代表選、４時ぐらいには決まるということで、我が国のリーダーもこの時間に、今着々と皆様の思いがそ

こに凝縮をされて結果が出るんだというふうに思いますけれども、非常に厳しい世界情勢、また社会状況の

中で、私どもこの立場にあります者にとりましては、大変責任も大きく、そしてまたみずからの活動につい

てもいま一度、これでいいのかというふうに考えながら議員活動をしていかなければいけないのではないか

なと、このように感じながら、このたび私は59回目になりますけれども、一般質問を行わせていただきます。 

  代々、町長に本当に小さな質問ではありますけれども、台所の視点、また女性の視点からの質問をさまざ

まさせていただいております。この「心の健康」についてということの質問につきましては、振り返ってこ

ういう表題では初めて質問をさせていただくなというふうに思いますが、今、健康の問題ということで非常



に体の面での健康についての取り組みというのは、それぞれが一生懸命なさっているんではないかなという

ふうに思いますが、この私たち戦前の日本社会というものが大家族で生活をし、また地域で近隣のつき合い

も深く、何かがあれば家族内で、近隣で、助け合いが自然に行われてきたわけでございます。敗戦後の経済

復興と並行をいたしまして、人口が地方から都市に流入し、大家族は核家族と変化するとともに、地域のつ

ながりが薄れております。 

  「隣は何をする人ぞ」というふうに、お互いに無関心、無干渉の社会となりまして、独居の老人が死後数

カ月も気づかれないで放っておかれたり、家庭内での虐待や暴力が、薄々気づいていても、近所の人は見て

見ぬふりをして事件が過ぎてしまったりということも多々ございます。非常に社会が複雑化し、人間関係も、

個々の抱える問題も、複雑多様化しているわけでございます。 

  この時期に当たりまして、私たち東伊豆町におきましても、さまざまな問題もございます。そしてまた、

今後その難局を町長がどのように切り開いていかれるのかということを皆で注目もし、またある意味支えさ

せていただきたいというふうには思いますけれども、いずれにしましても、そういう個々の家族や、あるい

は近隣の力だけでは無理な状況というものがございます。ある意味、専門的な知識、そういう視点というも

のを持った、そういうかかわりが必要、ある意味、地域福祉というような新しい福祉の考え方というものを

今後取り組んでいかなければならないのではなかろうかというふうに思うものでございます。 

  また、心の健康等々、非常に目に見えないものですから、お互いに元気そうにしている方に、もう何気な

い言葉でその方を傷つけてしまうこととか、何気ないみずからの言動がさまざまな影響を及ぼすということ

がございます。 

  かつて、この場でお話ししたこともあろうかと思いますけれども、たしかもう20数年前に社協の主催で身

体障害者の皆さんのお立場を自分たちで体験をしながら、その立場に立ったまちづくりをというふうな提案

で、私、ひまわりコーラスのメンバーの一員として、その場に出させていただきましたときに、アイマスク

をして、そして道を歩く、あるいは車いすを使って移動をしていく、さまざまなそういう体験をさせていた

だく中で、最後に感想を求められました。 

  そのときに私が思いましたのは、表面的に見えて、あそこが具合が悪い、ここが御不自由という方は、そ

れなりの対応を身体的な面ではできるわけですけれども、それぞれ心の中の問題というものはなかなかわか

らなくて、その人に今何をしてあげる必要があるのか、どういう言葉をかけてあげたらいいのかというふう

に思うわけでございますけれども、往々にして私たちは言葉で人を傷つける。傷つけてもですね、刃物で傷

つけたように血は出ませんので、心の痛みはわかりませんが、本当に刃物で刺されたときの傷の深さ、ある

いは言葉で人を傷つけたときの言葉の傷の深さ等々ですね、さまざま想像力をめぐらせていきましたときに、

本当に今こういう時代だからこそ、私ども議員も、また職員の皆さんも、町民に対して優しい言葉と思いや



りのある、そういう接し方でお仕事をぜひしていただきたいというふうに思うものでございます。 

  前置きが大変長くなりましたけれども、その心の健康というふうなことで、20年前のそのときのそのこと

も思い起こしながら、表面的に見えない相手の心の中を思いやった、そういう私たちの言動でありたいとい

うふうに思うものでございます。 

  そういう観点から、町長に４点にわたって通告をさせていただいておりますので、御答弁をいただきたい

と思います。 

  まず、この厳しい経済社会状況の中で、当町の自殺者、うつ病や引きこもり等の実態についてお尋ねをい

たします。 

  ２点目につきましては、これらの相談の窓口の対応はどのようになっていますでしょうか。 

  ３点目は、傾聴ボランティア等の育成、また先進地の取り組みから実施できる施策についてお尋ねをした

いと思います。 

  ４点目は、町民が希望の持てる町の取り組みについてお尋ねをさせていただきます。 

○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問の「心の健康」についての諸施策は、４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点目の厳しい経済、社会状況の中で、当町の自殺者うつ病や引きこもりの実態を伺うについてお答えい

たします。 

  御質問の心のケアを必要とする人の実態でありますが、当町における自殺者の数は厚生労働省の人口動態

統計から過去10年間で59名であります。その要因の１位はうつ病、２位は病気、３位は多重債務となってお

ります。 

  次に、引きこもり、閉じこもりの実態についてでありますが、数名把握しておりますが、詳細につきまし

ては個人情報保護の観点から答弁は控えさせていただきます。 

  なお、うつ病の実態については把握できておりません。 

  ２点目の相談窓口の対応はについてお答えいたします。 

  当町では、心の健康づくり事業の一環として、保健福祉センターの保健師が来所相談や電話相談を行って

おり、相談内容によっては家庭訪問や医療機関の紹介、賀茂健康福祉センターで実施している心の相談の開

催日の案内などを行い、対応しているところであります。 

  また、今年度は特定健診の会場において、心の健康度自己評価表を活用し、心のケアを必要とする人に対



し、適切な相談や受診につながる対策を実施しております。 

  ３点目の傾聴ボランティア等の育成、先進地の取り組みから実施できる施策はについてお答えいたします。 

  傾聴ボランティアの育成につきましては、心の健康づくり事業を推進していく上で重要な役割を担うもの

と考えております。現在、当町の傾聴ボランティアは主にひとり暮らしの高齢者にだけ対応した活動を行っ

ているのが現状であります。心のケアに対応していただくための傾聴ボランティアは、心のケアを必要とす

る人への対応を求められることとなり、活動していく上での正しい知識の習得と傾聴ボランティアを支える

ための支援体制が必要であります。 

  今後は、社会福祉協議会のボランティアセンター、包括支援センター、保健福祉センターと協働し、多く

の傾聴ボランティアを育成できるよう検討していきたいと考えております。 

  傾聴ボランティアに関する先進地の取り組み状況ですが、今後調査し、参考にさせていただきたいと考え

ておりますので、御理解をお願いいたします。 

  最後に、４点目の町民が希望を持てる町の取り組みを伺うについてお答えいたします。 

  明るく安心して暮らせるまちづくりに心と体の健康づくりは欠かせません。現在は、コミュニケーション

不足の時代と言われ、地域のつながりが希薄化し、孤立、孤独からさまざまな心の健康問題が顕在化してい

ます。 

  このようなことから、心の健康づくりに関する講習会の開催や情報提供を実施するとともに、地域、職場、

学校、家庭のつながりの強化を踏まえた対策を先進地の事例を取り込みながら検討していきたいと考えてお

ります。 

  また、心のケアを必要とする人を支えていくためには、多くの町民の方への正しい知識の普及と環境づく

りが不可欠であると考えております。 

○議長（八代善行君） 居山議員。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 町長からの御答弁で、第１点目につきましての町の自殺者、うつ病、引きこもりの

実態というふうなことで、うつ病と引きこもりの実態というのが把握できていないということでございます。

これは、国レベルの統計というのは、さまざま新聞報道等でも今幾つかの数字が列挙されております。そう

いう意味からしまして、なかなか実態が把握されていないというところが問題でございまして、そしてまた

御近所の中で、ちょっとなかなかあの方のお顔は見ないなというふうなことではありますけれども、総体と

して把握ができていないという、この点はぜひ今後さまざまな施策を練り上げていただく中で、やはりきち

んとした現状の把握なくして施策を練り上げていくことというのはできないんじゃないかと思いますので、

何らかの形で賀茂の保健センター等、さまざま相談に来られる方等もあるかとも思います。個人情報云々が



ございますけれども、ぜひ町としてはできる限りの実態の把握に努めていただきたいというふうに思うもの

でございます。 

  町の、悲しいことですけれども、突然に身近な方が亡くなるとか、そういう状況というのは私も振り返っ

て小さなときに親戚のいとこが自殺をしたといこともございます。あと、高校になりまして、高校生の同級

生、そしてまた職場の中で一緒に仕事をした方がやはり亡くなられて、非常に大きな衝撃を多くの方にもた

らすわけでございます。御本人は、やはりさまざまな問題を抱え、そしてまたどうしようもならない追い込

まれた状況の中で死を選択をしたというふうなことになろうかと思いますけれども、今、町長の御報告によ

りますと、10年で59名ほどというふうなこと、１年にしたら約６人くらいの方がいらっしゃるというふうな

ことで、私としましてはそういう場に直面をした本当に遺族の方の思い、そしてお子さん方の思い、そして

また近所の方が何とかしてあげれなかっただろうかというふうに、皆自責の念にかられる、そういう悲しい

この問題を１つでもなくしていく方策というものを何とかとれないものだろうと。 

  今、実はこの９月10日から16日までが国際自殺予防週間というふうなことで、さまざまな取り組みがなさ

れておりますし、今日の伊豆新聞にも下田市の取り組みが報道をされておりました。この賀茂郡下におきま

して、この数字というものが非常に多いというふうなことは、ケーブルテレビの先日の説明の中でもありま

したけれども、私も改めてインターネットでいろいろ探してみて、数字の把握ができるのだろうかなと探し

ていきましたところ、全体はなかなかつかめないんですけれども、平成18年くらいのデータとか、そういう

ものが見えてきました。日本全体では、３万人を超えたということがもう12年続いているというふうなこと

で、もう早い時期に町民の皆さんからこの対策は何とかとってもらえないかというふうには言われていたん

ですけれども、なかなかどうやって取り組んだらいいのかというふうなことで、なかなか取り組みができな

かったというのが実情でございます。 

  この自殺あるいはうつということで、亡くなられた方々含めて、国全体で経済的にどれくらいの損失にな

っていくのかなと。もちろん、人の命が計算できるものではありませんけれども、その方々がお元気でいて

お仕事をしてくれたらどうかというふうなことも含めて計算をしていくと、約、厚労省の調査で2.7兆円に

上るというふうなことでございます。３万人を超えているというこの事実は、交通事故対策というふうなこ

とでかつて１万人を超えた段階で、各地で全国で一生懸命の取り組みをして、かなり今7,000名レベルで減

っているかというふうに思いますけれども、この状況からしますと約６倍くらい、交通事故の６倍くらいが

事実として数字にあるというふうなことですし、当町におきましても先ほどの報告を伺いましたときに、さ

あ、じゃ町でやれることはないだろうかと。 

  もちろん、国からの対策というものの取り組みは、平成18年、その後の取り組みというものもさまざまな

されております。それを見ていきましたときに、一体何ができるのか、まず国は何をやろうとしているのか



というふうなことで、さまざまな取り組みがされていることがよくわかりました。この取り組みを私たちは

どう受けとめ、そしてまたこれを実践にどう移していったらいいのかというふうなことでございます。 

  まず、心の健康づくりを進めていくというふうなことで、国民１人１人がこの対策の主役なんだというふ

うなことを総合対策大綱のパンフレットの中にございました。決して、人ごとではなく、身近に必ずだれか

そういう方がいらっしゃるというふうなことで、そしてまたある意味、経済的なこういう状況、また家族間

の問題等々、非常にうつ病というものが増えている中で、まず追い込まれていく人というものがどういう状

況なのかというふうなこと、これは調べていただいているかというふうに思いますけれども、まずいろいろ

な問題にぶつかっていくと寝れなくなってしまうというふうなことですね。その寝れなくなることが２週間

続いたときには、食欲も落ち、そしてやる気も起きない、そして何の意欲もわかないと、そういうふうなこ

とで家族は何か変というのがやはりすぐわかりますよね。そういうことで、県のほうではお父さん眠れてる

という、その言葉かけを娘の立場、あるいは息子の立場でしていきながら、この対策を進めていこうという

ふうなことが１つあるようでございます。睡眠キャンペーンということのようでございます。 

  あと、先ほどの報告にありました、その原因となるものの中に、もちろん病気もさまざまありますので、

やはり大きな数字として上がってくるのがうつ病だというふうなこと、そして経済的な問題というふうなこ

とになっていくかと思います。 

  ですので、このうつ病というものを私たちがまずよく理解をして、そしてその病気をどういうふうにした

ら、まず早くに発見をして、そして本人を治療に結びつけていくことができるのかどうか、こういう点でご

ざいます。その辺につきましては、今多くの皆さん方の取り組み、特に保健福祉センターで保健師さんの取

り組みがなされているかというふうに思いますが、この自殺の対策というふうなことについても、一番はま

ずこのうつ病の早期発見、予防対策というところにございますので、この点、町としてどのように考えてい

らっしゃるのか。また、その改善の方法とか、もしわかりましたら伺いたいというふうに思います。 

  ２点目について、先ほど相談窓口というふうなことでお伺いをしたわけですけれども、さまざまな相談は

精神面の相談というのは、賀茂福祉センターのほうで対応をしてくださっているわけですけれども、町民の

皆さんがすぐこの町で相談に乗ってもらいたいというときには、保健福祉センターの保健師さんに伺ってい

るかというふうに思います。その実態がわかりましたらお伺いをしたいというふうに思います。 

  先ほども申し上げました。やはり心の中は見えませんので、そこでお仕事をする保健師さんの現場でも当

然避けて通れない仕事がもうあるわけですので、その場合にどういうふうに対応されているのかなと。そし

てまた、専門的なそういう勉強をしてきている方がどれくらいいるのかなというふうなこともあるわけです

けれども、その辺について伺うわけですが、まずそういう地域の保健スタッフ、こういう方々、保健師に限

らずですね、包括支援センター、そしてまた町の課の担当者、さまざま地域保健スタッフのそれぞれの資質



をどういうふうに向上をしていくというふうなお考えなのか。ある意味、専門の担当の係を設置していくと

いうふうなことができないのかどうなのかということでございます。 

  あと、今、住民の皆さんが相談に行く一番身近なところは民生委員さんかなというふうに思います。経済

的な問題だけでなく、それぞれの問題を民生委員さんに相談に行くわけですけれども、その研修の実施、あ

るいはそれぞれにそのノウハウをしっかり伝えてスキルを上げていただくという、そういう資質の向上につ

いてどのような取り組みをなさっているのか伺いたいというふうに思います。 

  あと、先ほど申し上げた、残された遺族の皆さんというのは、非常にさまざまな周りからの見方もされた

り、また御自身がいろいろ苦しまれる中で、大変精神的なそういうケアというものが必要になってくるわけ

ですけれども、何かありましたときにやはりそういう遺族に対応する職員の皆さんの研修とかですね、そし

てまた、そういう資質の向上ということについてお伺いをしたいというふうに思います。 

  ３点目は、傾聴ボランティアの育成ということについて、先ほど今後この傾聴ボランティアを育成をして

いくという前向きな御答弁をいただいたわけですけれども、この傾聴ということについての町長の御認識に

ついてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。 

  今、いろいろな資料を見ていきましたときに、字は傾けて聴くと、聴くという字も耳へんの聴くというふ

うに書きますので、通り一遍に聞く、門構えの聞くではないわけです。本当にその人の話を心から聞いてい

くということが傾聴というふうなことのようでございます。さまざまな定義も、また傾聴の仕方等々もある

ようでございますけれども、その辺につきまして２点目として御答弁をいただければ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） 質問の回数が、質問数が多いので、答弁漏れがありましたら、また聞いてくれれば答

弁いたします。よろしくお願いいたしたいと思います。 

  まず、１点目のうつ病、自殺の、言ったように第１位がうつ病、この把握をできないか、したらどうかと

いう中で、これはやっぱり町としても把握できるものは把握したいもので、どのような方法で把握できるか

と、また検討していった中で、今の状況では把握できないとなっておりますもので、これはまた県、いろい

ろなところで相談しながら、そのような方向で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。 

  うつ病の統計につきましては、これは後で事務方のほうから説明いたさせます。よろしくお願いいたした

いと思います。 

  次に、今度は２点目の相談窓口の対応です。この実態におきましては、心の相談というのは、県のほうで

は毎週第４木曜日やった中で、電話相談は随時やっているらしいです、県のほうは。うちのほうは、東伊豆

の21年度実績におきましては、訪問回数が10人で延べ16回で、来所相談が６名、電話相談が一応４名と事務



局のところから伺っております。 

  あと、そのような専門的な勉強、これは当然今後対応していかなければならないのかなと考えております

ので、それは少し前向きに検討して、これは検討させていただきたいと考えております。 

  専門係の設置につきましても、基本的には町は現状ではできると思いますけれども、一応いろいろ職員も

仕事がありますもので、その辺の兼ね合いを考えた中で、基本的には専門係も町としても一応こういう状況

なもので、設置していきたいと、これも検討させて、今すぐ即答できないもので、検討させていただきたい

と考えております。 

  この民生委員のこの辺の勉強ですね、この辺はちょっと今後、現課の課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説明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たいと思います。 

  遺族に対する職員の研修、これは大変に難しい問題で、研修を行えばいいのかということも、これもいろ

いろ検討したい、これも即答できないもので、今回、居山さんの質問に対しては、基本的には検討させてい

ただいて前向きにこれはやっていきたい、そういう考えで御理解願いたいと思います。 

  最後に、傾聴ボランティアに対する私の認識でございますが、これ一応以前、湯ケ岡の郷の設置記念のと

きに傾聴ボランティアとはよい聞き相手ということで、私この講演出ました。それぞれ大変いいことですけ

れども、大変難しいなと感じたことは、要するに相手方の意見を聞くだけじゃなく、自分の意見を言ったり、

そういうアドバイスとか、そういうことを一切言ってはなりませんよと、そういうことを勉強いたしました。

そういう中で、この傾聴ボランティアの方々どのような、大変いいことなもので町としても積極的に取り組

んでいきたいんですけれども、ただ聞くだけという中で、本当にやっぱりその中で自分のこともアドバイス

も、その中で言ってしまうんじゃないかということを危惧している中で、この傾聴ボランティア本当にこれ

からの心の病に私、何せ話すことは大変いいことですから、その辺でうつとか、いろいろなことも予防でき

れば、これは１つのうつ病に対する解決策とか、そうなるんじゃないかと考えておりますので、大変これは

よいことだと思います。そういう認識でございますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上、課長のほうから説明いたさせます。 

○議長（八代善行君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（木田和芳君） 民生委員の研修の実施の状況ということなんですけれども、以前、平成15

年ごろに南伊豆病院の先生やら、地域生活支援センターのふれあいというのがあるんですけれども、そこの

精神保健福祉士さんを招きまして１度、研修をやった事例がありますので、研修をやる環境にはなっている

と思います。 

  また、包括支援センターのほうに精神保健福祉士の資格を持った職員がいますので、何かいい機会があれ

ば民生委員さんを対象に研修を実施したいと考えております。 



  よろしいですか。 

（「うつ病の取り組み」の声あり） 

○健康づくり課長（木田和芳君） うつ病の予防ですか。 

  町の予防対策はいろいろあるんですけれども、今、健康教育やら健康相談というようなサポート体制は整

っております。教育委員会でやっている生涯学習講座とか、住民福祉課でやっております市民講座、そうい

うところに積極的に参加をしていただきまして、同じ趣味を持ったような人と触れ合うことによって、うっ

ぷんというか気晴らしをしていただくというような方法も予防になるのかなと思っております。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 居山議員。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） もう一度、原点の実際の数に立ち返りたいと思いますけれども、私も正直、調べて

驚きました。10年間の数字しかいただけなかったものですから、あちこちに問い合わせたり、またネットで

調べていきました。やはり今、地域の課題は何かということを考えていきましたときに、我が町はほかの市

町に比べて、県下で御自分で実施ということで、そういう選択をなさる方が残念ながら私の見ました平成18

年３月31日というデータによりますと、県下で２番なんです。近隣の市が１番なんですけれども、その差は

もうわずかです。これは男性のほうなんですけれども、女性のほうは県でトップという、そういう余りうれ

しくないデータがあるわけです。 

  その数字を見ましたときに、やはり簡単には論じられないことではありますけれども、そこまで追い込ま

れてしまわないうちに何か手だてはなかったんだろうかということです。もちろん、家族はそれなりの対応

を一生懸命なさっているわけですけれども、その家族へのアドバイス等々、相談窓口云々というふうに言い

ましたことは、まずうつ状態、眠れない、そういう状態の家族を見てどうするかという問題なんです。頑張

れ、頑張れといって、追い込んでしまったり、怠けているのではないかというふうなことでまたとらえてい

くということは、どうもマイナスのようですので、その辺を考えて、まず私たち自身もうつという病気、そ

してまた病気になる前のうつ状態という、そういうものがどういう心の状態なのかということを知っていく

必要があると思います。 

  振り返って、自分自身もバイオリズムもありますので、さまざまに精神的にそういう心の状態というのは、

もう本当に瞬間瞬間に変わっているわけです、人間ですので、いろいろな縁に触れて、それぞれの思いも出

てきますし。そういうことから考えていきますと、まず町全体でこの問題に取り組んでいくという必要性、

数字の上から恐らく町長はその辺を把握されていたのかいないのかということです。そこと、あと担当と今

後のことも含めて、現状この数字に対して町長の認識、その辺を３点目として、まずお伺いをしたいという



ふうに思います。 

  職員の皆さんも、やはりすべてお仕事をなさるときに現状把握なくして政策的なものはないはずですので、

御自分のエリアの中でさまざま起きている問題についての把握はしっかりとしていただきたいというふう

に思うものでございます。 

  話がちょっと前後するかもしれませんけれども、今特定健診を進めてくれております。私も３度目を受診

するわけですけれども、今回初めて心の健康度自己評価表というのを受診表と一緒に入れて送っていただき

ました。これが先ほど課長の答弁くださったものだというふうに思いますけれども、この中で自分の心の健

康度というものが評価ができるように、質問の項目が８つあるわけです。 

  毎日の生活が充実していますか、イエス、ノ―で。あるいは、これまで楽しんでやれたことが今も楽しん

でできていますか、イエスかノーか。以前は楽にできていたことが今はおっくうに感じられますか、イエス、

ノ―。自分は役に立つ人間だと考えることはできますか、わけもなく疲れたように感じますか。あるいは死

について何度も考えることがありますか、元気にぽっくり死にたいとかって、よく私も思っているんですけ

れども、それはいいえになっているんですね。気分が落ち込んで、自殺について考えたことがありますか、

あるいは最近ひどく困ったことやつらいと思ったことがありますかという、こういう８つの問い合わせを書

いて、そして提出をしていく段階で担当のほうが電話やあるいは訪問による相談をしてくださるという、こ

ういう取り組みをなされるということは私大変いいことだなというふうに思います。 

  しかし、特定健診約1,100名ぐらいでしょうか、受診をされる方が。そのほかの町民への手だてはどうな

んでしょうか。ぜひ、まずポスター等、さまざまな対策が国からも示されておりますけれども、課長いかが

でしょうか、その対策について幾つか取り組める内容があろうかというふうに思います。具体的なものにつ

いて御答弁をいただければというふうに思いますが、たしかその辺での取り組みがされているかというふう

に思いますので、期待をして伺いたいというふうに思います。 

  今、課長の御答弁によりますと、ふれあい地域支援センターのほうで精神保健福祉官という方が見えての

講演等を平成17年にあったということでございますが、そういう方々に要請をして講演会、あるいは研修等

をしていただくということになるんじゃないかというふうに思いますが、具体的な時期等ですね、非常に国

の取り組みも一番やはり今急いで、何としてもこの対策をして１人でも大切な命を守りたいと、そういう取

り組みをしているわけでございますので、町といたしましてもぜひ町長の御決断で、大変皆さん忙しいかと

いうふうなことは思いますが、早目にですね、このうつ病に対する認識、そしてまた私たちがそういう方々

にどういう言葉がけをしてあげたらいいのか、どう接していったらいいのか。そしてまた、もし自分がそう

いう傾向だったら、どういうふうにしていったらいいのかということ等々、講演会、研修会をいつごろ開催

をしていただけるのかということについてお伺いをしたいというふうに思います。 



  さらに、包括支援センター職員が精神福祉士ですかね、資格を持っていらっしゃると伺いましたけれども、

これは私も初めて伺って、それはありがたいなと、優秀な方ですので、社会福祉士は当然のこと、精神福祉

の関係の資格も持っていらっしゃるという、そういう人材がうちの町にいてくださるということであるなら

ば、なおさらのこと、今後の対策をぜひ65歳以上の高齢者の方々への訪問活動、そしてまた実態をしっかり

把握して今回のような問題が起きないような対応をとっていただく必要もあろうかと思いますし、孤独死を

する方がないように、非常にそういう意味で重要なお仕事をここのセクションが担ってくださっているので

はないかというふうに思いますので、あわせてその方々含めた専門でそれに取り組んでいただく担当、係と

いうものについての設置、その辺を伺わせていただきたいというふうに思います。 

  傾聴ということにつきまして、先ほど町長御答弁をされましたのは、２年前ですか、湯ケ岡の郷の10周年

の記念の講演会だというふうなことかと思います。私も知っていれば飛んでいったのに、残念だった、知ら

なかったわというふうに思うんですが、そのときに町長が感じられた傾聴というふうなこと、大変難しいと、

わずか１時間半くらいの講演会などでは、どういうものかというほんのさわりしか当然わからないと思いま

すので、やはりいろいろ調べますと１回の研修ではなくて、５回とか８回とか、かなりその回数等も内容に

よってもちろん違います。 

  この傾聴ボランティア、この方々の活動のあり方等も、その市町の状況によって違うんですけれども、改

めて傾聴ということがどういうことなのか、私もずっとここで議員活動させていただく中で、町民の皆さん

が何を求めているのかなと思いましたときに、とにかく話を聞いてよということですよね。それで、やはり

議員で口がかたいというふうに思ってくださっているのか、お話ししてくれる方がやはりこの立場だからこ

そ話してくださるということもやはりたくさんあります。あくまでも聞いた話は、もうプライバシーの問題

として絶対に秘密を守るわけですけれども、どれだけ相手の話を聞いてあげる、そういう姿勢と、そしてま

た聞き方の問題、そういうことも含めてこの傾聴がどんなに心の健康にプラスになるかということを私これ

質問通告出す前から、これは絶対やったほうがいいというふうに思って出したんです。 

  それで、ずっと調べていったら、やっぱりそうだった、間違いなかったなというふうなことで、国のポス

ターとかパンフレットとかも、こういうふうにあるんですけれども、このパンフレット等の中見ていきます

と、やはり傾聴しようと、皆さん話をよく聞いてあげようと、心を傾けて聞いてあげようという、ただ難し

いと町長が言われたように、なかなか話の聞き方というのが問題になっているようですので、ちょっとポイ

ントだけお伝えをしておきたいというふうに思います。 

  話を聞くということは、その人の存在を認めることだというふうにここでは言われています。つまり、聞

くことで社会貢献ができるというんですね。ですので、これはだれでもできそうだなと……。 

○議長（八代善行君） 居山議員、講義ではありませんから、質問に徹してください。 



○１２番（居山信子君） はい。 

  議長、でもね、傾聴ということを皆さんに御理解をしていただく……。 

○議長（八代善行君） 皆さん、御理解していると思いますので。 

○１２番（居山信子君） 御理解していない方もあるのでね、発言が、もう時間がないのならあれですけれど

も、あと47分もありますので、ぜひその辺のところを確認の意味でお話をさせていただきたいというふうに

思います。議長の命令に従わないから、懲罰だなんていうことはしないでください。 

  真摯に聞くということが非常に大事だというふうなことです。このだれにでもできるそういう活動という

のをしながらですね、根底はやはり悩んでいる人、苦しんでいる人、困っている人、死のうと思っている人

に早くに手を差し伸べられるような、そういう１人１人の社会貢献をぜひしていったらどうなんだろうかと。

そういう意味で、傾聴のある意味、研修会、講演会というのも１回でやる場合も結構です、どういうものか

というのも。それにあわせて、きちんとそういう勉強を５回、６回の講座でやりたいという場合に、町でそ

ういうふうな段取りをとっていただくお考えがあるのかどうなのか。 

  そしてまた、もしやっていただけるとしたら、いつごろそれが実施していただけるのかということをお伺

いをさせていただきたいというふうに思います。 

  非常に大事な心の健康、それぞれが我が身に、胸に手を当ててですね、一体どれだけ自分が心の健康度を

維持しているのだろうかということです。そしてまた、こういう時代です。どうぞ余り意地悪をしないよう

に、心広く、お互いがお互いを尊重し合うような、そういう取り組みをしていく必要があるのではないかと

いうふうに思います。人の話は最後までしっかり聞くということが、この傾聴の鉄則でございますので、私

これで質問させていただいて終わるわけですけれども、町長から御丁寧な御答弁をいただけることを期待し

て、質問を終わら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） 町長。 

○町長（太田長八君） また答弁漏れがありましたら、また言っていただければありがたいと。 

  まず、自殺の当町の件数ですね、これ当町大変多いことは自覚しておりました。それは自分自身もよくわ

かっておりました。それと、また今、居山議員が言ったように、これはなるべく言いたくて、データは出て

いますけれども、わかりますけれども、何しろ自殺者が多いということだけは認識しております。 

  その中で、やっぱり言ったように第１の原因がうつ病、次が病気、そして多重債務と、この中でうつ病と

いうのはなかなか把握できないんですよね。私も実は１回、40代前半に病気した中で、ちょっとね。その中

で、自分は悩みがあるんですけれども、はたから見ると健康に全く見えまして、もう一般の人と全く当時、

同様なことを言ってくるもので、その辺これは大変自分がこんなときによく言ってくるなということで、自

問自答した中でやっぱりうつ病ということ、その辺の把握というのはなかなか難しいなということ、やはり



ある程度話し合った中で、うつ病ということはわかってくるのかなということで、対話の大事さ、これは十

分認識しましたもので、その辺はまた検討していきたいと考えております。 

  さらに、次の心の相談の中で、心の健康度自己評価表、これを特定健診だけといいましても、これはでき

れば幅広く、この人だけじゃなく町民全体にできるような、それを何かないかということ、その辺ちょっと

検討させてください。 

  確かに、居山議員のるる朗読していただきましたけれども、これは大変いいことだと思いますもので、特

定健診者だけではなく、いろいろこれ一般町民にも広げていきたい。そういう中で、いろいろ活用したり、

町の広報もいろいろ活用した中で、こういうことがあるということをやりながらいきたいと。時期となりま

すと、これいつ、なるべく早い時期という中で、その時期はいつからやるということはちょっと明言できま

せんもので、なるべく早い時期にこれはやっていきたい。 

（発言の声あり） 

○町長（太田長八君） その辺がちょっと、ちょっとこれは検討させてください、これは。 

  次に、傾聴ボランティアですね、これ本当、大変自分としても居山議員と同じようにやりたいと考えてお

ります。そういう中で、傾聴ボランティアの当町でなっている方が社会福祉協議会の中に２名ほどいると聞

いておりますもので、とりあえずその人の意見を聞きまして、どういうものかということを十分把握して、

そして職員の中にもそういう方ができるようなことを伺っております。そういう中で、一応今年度十分検討

した中で、もう新年度からこれは早速やっていきたいと自分としては考えております。そういう中で、回数

的な問題いろいろあります。やっぱりこの傾聴ボランティアということは、大変いいことでございますので、

基本的には傾聴ボランティア２名いる方、今仕事きても一応仕事がないようなことも聞いておりますし、そ

ういうこともいろいろ聞きながら、どのような方向が一番いいかということを検討した中で、もうこれは新

年度から実施していきたいと、これは明言しても構わないと思います。 

  以上でよろしいでしょうか。 

（「うつ病のこと」の声あり） 

○町長（太田長八君） うつ病の講演会と研修会、これもなかなか難しい。要するに、民生委員だけでいいの

かどうかということもあって、これはやっぱり一般の人も、できればそういう講演会やった中で聴講で

きる、聞くことができる、そういう方向で、これ前回は一応民生委員の研修ということはやっていまし

たけれども、町がやるんならば基本的には民生委員さんだけではなく一般の人も聞ける、そういう講演

会みたいなことをやっていきたい。 

  基本的には、心というのは町民がわかってくれなければ、幾ら民生委員がわかっただけでは、ちょっとい

かがなものかなと考えておりますもので、やるには一応一般の人も含めた中で、こういう講演会をやってい



きたいと考えております。これも、できるだけ早い時期に、やっぱり相手方の人方、今時期はいつだと言わ

れても、また困るもので、これは早急に、早い時期にやるということだけで、今年度やるかと、それをまた

言われても困るもので、できるだけこれは、これもやります。だけれども、時期はちょっと明言は控えさせ

ていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 以上で、12番、居山議員の一般質問を終結いたします。 

  この際、２時まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５１分 

 

再開 午後 ２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２ 専決承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２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２ 専決承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成22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） 専決承認第２号、提案理由を申し上げます。 

  町営風力発電所の３号基風車の連結器が６月20日に故障し、部品交換が必要となったため、修繕費用を確

保し、事業目的の発電、売電を早期に再開させるため、補正予算を専決処分させていただいたものです。 

  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（吉野竹男君） それでは、専決処分をさせていただきました専決第２号 平成22年度東伊豆



町風力発電事業特別会計補正予算（第１号）について説明をさせていただきます。 

  平成22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152万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ4,907万2,000円といたします。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  それでは、３ページ、４ページをお開きください。 

  まず、歳入ですが、３款繰越金、１項繰越金に152万1,000円を追加し、補正後の予算額を202万1,000円と

いたしました。専決処分をさせていただきました７月12日時点では、出納整理期間も終了し、前年度繰越金

が判明しておりましたので、決算状況から補正可能額を財源として措置いたしました。 

  続きまして、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳出ですが、１款電気事業費の２項風力発電事業費に152万1,000円を追加し、補正後の予算額を2,188万

2,000円とさせていただきました。 

  １目風力発電事業費で３号風車の連結器故障修繕費として294万円を措置させていただき、２目の風力発

電基金費で基金積み立て予定額を141万9,000円減額させていただき、修繕費用財源の一部に充てさせていた

だいたものであります。 

  ちなみに、連結器の内容ですが、風の吹く方向に風車角度を調節する油圧システムの動力が、油圧システ

ムと風力角度調整システムを連結する連結器部分でのトラブルということでございます。 

  補正内容を２ページの歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してありますので、ごらんをください。歳入

歳出それぞれ補正前の予算額4,755万1,000円に152万1,000円を追加し、補正後の予算総額を4,907万2,000

円とするもので、補正財源はすべて一般財源を充てました。 

  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。 

  ５番。 

○５番（藤井明君） これは、私一般質問でも質問させていただいた件なんですが、この補正が294万円の

修繕料に充てるための一連の措置というふうに理解しますけれども、これは昨年11月の臨時議会で3,460万

円の補正をして修理したと同じ機械であるということなわけです。これは我が町でも、毎年定期点検は年に

２回、それからメーカー推奨の保全計画というようなものもやって、かなりの点検あるいはメンテナンスに



お金をかけているわけですよ。 

  そもそも、１基１億7,000万円ほどの風車を買ったわけですけれども、それがわずか６年半くらいの間に、

こんなふうに故障する。昨年に続いて今年も、今回も294万円の補正をするということは、私はもう少しメ

ーカー等にも製造者責任と申しますか、そういったものがあるんではないかと思いますので、今回の昨年と

同じ機械に3,460万かけて、今年もまた294万かけて補修するということは、メーカーの責任をもっともっと

問うべきであるというふうに考えますので、今回の補正に関しては私は反対をさせていただきます。 

○議長（八代善行君） 質疑ありませんか。 

  ８番。 

○８番（鈴木 勉君） ただいまの課長の説明でいきますと、風向きの方向性の部品のこれ摩耗だろうと思う

んだよね。風が右からくるのと左からくるのに、ぐるっと回っていくという、それの機械の調節の故障だと

思うわけですよ。こういうものというのは、やはり耐用年数的なものもあるし、非常にこれまでいえば摩耗

する一番の場所だから、こういうものの傷むという形の中での今度の場合はこれを直したんだけれども、こ

れからもほかの２号機、３号機、これ以外の機械にもそういう事態というのは起こり得るんじゃないのかな

と思う。 

  一番私が言いたいのは、この風力がこういうことで停止することによって、発電量が落ちるわけですよね、

売電費が本当に少なくなるというんだから、そういうことを防ぐための対応策という、そういうことについ

てはどう思っていますか。 

○議長（八代善行君） 吉野課長。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 今回トラブルが発生した部品というのが、消耗がないというわけではないん

ですが、特に回転が連続している部分というような場所ではございませんで、一般的に定期点検で年２回で

すか、されているのは摩耗が激しい箇所ですとか、それからもう定期的にここはメーカーとして、メーカー

でいう耐用ですかね、そういう周期的に部品を交換したほうがいいという部分については、その取りかえ時

期等も踏まえて点検ということをやっております。 

  たまたま今回、これはその点検項目には入っていない部分ということで、摩耗が決して全然ないというこ

とではないと思いますが、部品自体は風が右から吹いていたものが左から吹き出すとピッチ角度を変えてい

くということですから、それほど摩耗はひどい部分じゃないと思います。 

  それから、言われましたように、これ３号機ですが、当然、１号機、２号機についても同じような懸念が

あるんじゃないかということだと思いますけれども、風況の環境もあると思うんですが、３号機がどういう

わけか一番風況がいいようですが、当然同じようなことも考えられるということで、今後の点検の中ではこ

の部分についてもトラブルの発生した実績がここにできたわけですから、そういうことを加味させていこう



というふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には、昨日の一般質問の中で、藤井議員と討論した中で3,160万と290万、これ

同じ号機でありますけれども、場所は違います。基本的には、3,160万円というのは発電機、今回は今言っ

たように風向きを変えるところ、そのときも言ったように今、鈴木議員が言いましたけれども、基本的には

町はこの風力、風車がある限り、一般財源を使ってでもやりたいと、昨日答弁いたしました。そういう中で、

基金もありましたもので、今回この補正措置をさせていただきました。 

  その中でメーカーの責任、これは町もメーカーの責任もあるんじゃないかという中で、この工事費も出て

きて、メーカーと折衝した中で、当然メーカーの責任といろいろな面を折衝した中で、この金額が出てきた

と。あくまでも、メーカーの言いなりではないということだけは理解していただきたいと思います。 

○議長（八代善行君） そのほか質疑ありませんか。 

  ８番。 

○８番（鈴木 勉君） 町長、僕の話じゃなくて、僕は課長との今話し合いをやっているんだよ。それを僕が

……。 

  課長ね、今の話の中でいくと、先ほどの大きな事故があったときに、非常に部品の取りかえだとか取り寄

せに、風力が動かなかった期間が長かったじゃないですか、非常に。今度みたいの、今のふだんのメンテナ

ンスのところからちょっと外れた箇所だよという。しかし、それはこれからはメンテナンスの１つの中に組

み込んでいきますという話はわかったんだけれども、そういう今の説明の中に、その部品が傷んだときには

早急に短い時間で取りかえることができるんだろうか、そういうことを知りたいわけよ。自分のところに、

その部品を置くことによって、１日か２日の、１日か２日ということはないだろうけれども、２カ月も３カ

月もかかるんじゃなくして、もっと短時間に修理ができるという、そういう状況についてはどういう対応を

していくかということも聞いておきたいと思います。 

○議長（八代善行君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 昨日も、藤井議員の中で申し上げましたけれども、あくまでも予期できない

トラブルだったという、要するに点検項目から除外されている部分ということで、予期ができなかったとい

う部分に変わりはございません。 

  ケース・バイ・ケースになろうかと思うんですが、これ部品の問題ですから、すぐに調達ができるできな

いという問題もあるとは思うんですが、メーカーサイドとしますと、それなりの自分らの部品にそれほどの

落ち度はないような話をしているんで、当然修理の期間中は発電ができないわけですから、その辺のものも



考慮をしながら、メーカーサイドと折衝をしてきて、このような金額に落ち着いたということでございます。 

○議長（八代善行君） そのほか質疑ありませんか。 

  14番。 

○１４番（山田直志君） 僕らはこの説明だけでね、部品がどんなものであるか何であるかというのはわから

ないわけで、これは推測でしかないんですね。だけれども、例えば道路でガードレールが壊れていますとい

う話をされるのはわかるんだけれども、こういう特殊な部分について実際に故障したものがわからないと、

故障したものを見れば、また考えることが違うんだろうと思うんだけれども、現実の問題どういう部品がわ

からないですね、はっきり言って。そういう説明は丁寧にすべきだと思います、はっきり言って。 

  聞いていて、昨日からの一般質問と今のやりとり聞いていて、結局、保守点検のメニューからはずれてい

る部品なんだということもわかるんですけれども、ただもう一方でいうと、じゃこの部品が製品としての耐

久性は正しかったのかという問題は、また別だと思うんですよ。今までの事故みたいに、雷だとか、いわゆ

る突発的な風があったとか、いろいろな形でそこに事故が発生するということはあるんですよ。だから、そ

れはそれでいいと思うんですよ。 

  ただ、普通に使っていたものが保守点検でいわば摩耗しない部品だと言われるものが壊れるということは、

それはメーカーの部品の製造においてしっかりとした耐久性が計算されていたかどうかと、実際そのとおり

のものが使われていたかどうかと、ここの問題がやっぱり非常に疑問に残るところなんですよ。 

  ですから、やっぱり我々に対しても、その部品の写真すらも見せてないというのはいけないし、協議した

というのはそれはいいんですけれども、ただ協議したんじゃなくて、本当に仕様書に合ったような部品が使

われていたかどうか、少なくとも三菱電機についていえば、僕らが三菱電機の発電機を使っていると思った

ら、内容がサムスンだったということがあるわけだから、ヒュンダイか、ヒュンダイだということだから、

中がどうだとわからないわけですよ。メーカーが全部下請に部品出していて、企画製造したものと使用した

部品が違うという可能性は否定できないですよ、現状で。ということになると、そうした製造に対する安全

性の確保というものをメーカーにしっかりと部品において調査させて、その結果を得るぐらいのことはやっ

ていかないと、消耗品じゃないものがそんなに突然の事態がないのに壊れているということでいえば、どう

考えたってそれは製造において部品が不良なものが使われた可能性というものは否定できないんですよ。 

  ですから、やっぱり今後、この三菱さんとの問題についていえば、我々いろいろな意味で三菱さんを信頼

していたけれども、メーカーにおいて過去信頼できないことが出てきた以上、壊れるということがあるなら

ば、消耗品はいいですよ、消耗品以外についてはね、今後本当に製造における設計仕様と耐久的な実験なり

をして、しっかり白黒つけないと、やっぱりメーカーに対して信頼ができないですよ。 

  町長言われるように、確かに一般会計からお金を出してでも維持していこうというのはいいけれども、し



かし製品としてちゃんと売ったものなんだから、やっぱり摩耗しないものが壊れるというものが、部品自体

を疑う必要があると思うんで、今後このメーカーとの間においては、そういうことをしっかりやった上で修

理が必要なら修理ということをやってもらいたい、そうでないとメーカーをもう信用できないですよ。 

○議長（八代善行君） 山田議員に対して答弁をお願いします。 

  町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点まずおわびします。やっぱりこれ言葉だけの説明で、その辺の図面、写真

添付しなかったのは、遺憾なことから注意していきたいと考えております。 

  その中で、今、山田議員が言ったように、部品がちゃんと使われているかどうか、これは発電機のときは

確かにヒュンダイでした。今回の場合は、ちゃんとその辺の部品は使われていたということをメーカーでは

言っておりますもので、その辺のまたいろいろな面で壊れていないところが壊れた、去年も発電機は壊れな

いという中で壊れたわけですよ。今回も、壊れているのは、入れてなくてもいいところがまた壊れたと、２

回連続、２年連続続きました。当然、そういう不信感も出てきます。 

  そういう中で、今後またこういう問題が出てきたときには、それはもう三菱重工さんにはっきり言いまし

て、その辺のことの部品との整合性もちゃんとやらなければならないし、そういうことはまた町としても積

極にやっていった中で、最終的には基本的にはその辺のことは、できることは三菱さんにも直してもらうと。

基本的には、何回も言ったように、この風車回っている限りは、山田議員にはあれですが、一般財源を使っ

てでも、その辺はやっていきたい。それだから、基本的にはもうつくったときの部品と今の部品が変わって

いる、これはもう本当に困ることですから、その辺の整合性はちゃんと今後はしっかり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） 14番。 

○１４番（山田直志君） 今回のやつは、じゃ本当にメーカーはそういうことを言っているんですか、実際。

それは何を根拠に言っているんですか。 

  例えば、いわゆる金属製の部品というのはわからないから言うんですけれども、金属製だろうと思うんで

す。金属製のものは、設計仕様なり、耐久性のあるものを使っていたという、メーカーなりがデータなりを

持ってきた上で、間違いないということを言っているのか、言葉だけなのかということで、やっぱりちゃん

とした製品ですから、部品に対してそれだけの検査をした上で、自分たちに問題なかったということの証明

ならいいけれど、はっきり言って現実に三菱電機さんだって全部の部品を自分たちでつくっていないわけで

すよ、みんな下請に出しているんだと思うんですよ、テレビつくったり何かにするにしたって。 

  だから、それは絶対責任を持ってそうだというのは、耐久性なりのそういう試験なりを実施したものを見

せて、大丈夫でしたというんならいいんだけれども、ただ言葉だけね、いや部品はちゃんと形だけは設計上、



だけれども、耐久性がなかったら意味のない話をしているわけで、そこのところに僕はすごくメーカーの言

っていることについて、そこだけ言うのであれば、それなりの証明をして町と話をするのが、少なくとも製

品をつくっているメーカーのものづくりの日本の会社としてね、最低限のルールじゃないかと思うんですよ。

そういうことも追及する必要があるんだと思うんですけれども、言葉だけで言われたって、申しわけないけ

れども、三菱さんに対してそれは信用することはできないと思うんですよ。 

○議長（八代善行君） 答弁をお願いします。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には、当初計画の中で三菱の製品が一番いいということで三菱の製品選びまし

た。そういう中で、当然、そのときは実はないんで、基本的には17年間の保証期間という中で、これは故障

しないよという中で、私はこの辺は発電機を含めて、当然その辺の実情の中で、三菱さんは自信持ってやっ

たと思います。これは推測でございますけれどもね。 

  そういう中で、去年は異常なことで発電機が故障したと、また今回は工作が一応故障したことでこのよう

な金額が出てきた中で、これは今後こういう問題が起きたら、真剣に三菱さんにその辺のことをちゃんとで

すね、設計、納入したときにはもう大丈夫だという中で、現実にもうこういう問題起きた段階で、その原因

の徹底究明、その辺はまた今後はさらに厳しくやっ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） 14番。 

○１４番（山田直志君） そうしますと、今後はあれですかね、こういう修理。今言われたように、確かに消

耗品の部分はわかるんです、摩耗する部分があるというのも、その物によってね。だけれども、やっぱりそ

うでないものについては、今後突発的な特に要因もなければ、それが壊れるということがあった場合には、

やっぱり部品の耐久性を含めたメーカーに証明をしていただいた上で、今後の修理には当たっていただくと

いうことを原則にしていただきたいんですよ。 

  今後、修理として計上されるときは、ちゃんとこの部品について、部品上の問題はなかった、それは不可

抗力のものは当然、何もないとは言いませんけれども、せめてメーカーとしたら最低限自分たちが送り出し

た製品がしっかりしたものだったということを証明した上で、交換が必要になったら、その話はその先の話

ですから、こういう相次ぐ故障ということはやっぱりメーカーにとって不信感を抱かざるを得ない問題です

から、その交渉についても絶対視することなく、ちゃんとした今後は説明、証明を受けた上でやっていただ

くようお願いをしたいと思います。 

○議長（八代善行君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（吉野竹男君） おっしゃられる内容はわかりますけれども、７月の14日に発注をしまして30



日に修繕も上がっています。その内容からの話ですが、ただ何か３号機にトラブルが集中しているような感

じは確かに受けます。150メーターピッチで３基立っているわけですが、確かに風況も違うんだと思います

が、その辺の分析も兼ねまして、今後、三菱のメーカーのほうといろいろ協議をしていきたいと思います。 

  それから、もう７年目ということで、本来の保証期限は過ぎている部分はあるんですが、それにこだわら

ずメーカー側の責任というものも一端を担っていただきたいというような協議をしてきたということは承

知おき願いたいと思います。 

○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。 

  これより専決承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成22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承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。 

 

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

 

◎日程第３ 議案第５０号 東伊豆町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

について 

○議長（八代善行君） 日程第３ 議案第50号 東伊豆町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する

条例についてを議題といたします。 

  町長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50号の提案理由を申し上げます。 

  現在の乳幼児医療費助成制度について、10月１日からの対象者を未就学児から中学３年生までに拡大し、

子育て家庭の負担軽減を図るため、条例の整備をするものでございます。 

  詳細につきましては、住民福祉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） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（西尾 清君） それでは、ただいま提案されました議案第50号 東伊豆町乳幼児医療費の助

成に関する条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。 

  新旧対照表をごらんください。 

  名称を「乳幼児医療費」から「子ども医療費」に、対象者を「未就学児」から「中学３年生まで」に拡大

します。入院・通院の自己負担については、未就学児は従前同様なしですが、小中学生が入院１日500円、

通院１回500円を上限に負担していただきます。 

  改正条例の内容ですが、題名中、「乳幼児」を「子ども」に改めます。 

  第１条から第７条中、第13条中、「乳幼児」を「子ども」に改めます。 

  第２条中、「小学校就学の始期に達するまでの者（学校教育法（昭和22年法律第26号）第23条の規定によ

り就学義務の猶予又は免除を受けている者を除く。）」を「出生の日から満15歳に達する日以後の最初の３

月31日までの間にある者」に改めます。 

  第４条の次に、次の１条を加えます。 

  （自己負担金の額） 

  第５条 医療費に係る自己負担金は、次のとおりとする。ただし、乳幼児（小学校就学の始期に達するま

での者）にあっては、自己負担金を要さないものとする。 

  （１）入院においては、１日につき500円とする。 

  （２）通院においては、１回につき500円（医療費から保険給付の額を控除した額が500円に満たない場合

はその額）とする。 

  附則。この条例は、平成22年10月１日から施行します。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

  10番。 

○１０番（山本鉄太郎君） 新しくなった最初の第２条、この条例において「子ども」とはという形で、15



歳に達する日以後の最初の３月31日とありますよね。これは学年齢でいうと４月１日が正解じゃないですか、

その辺ちょっとお伺いしたい。それでないと、この提案された理由に中学校３年生までと書いてあるんです

ね、医療費の助成を実施し、子育ての家庭の負担軽減を図るためという理由が書いてあるけれども、学年齢

でいうと４月１日になるんじゃないですか、３月31日じゃなく。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） すみません、今、山本議員が指摘したとおりでございます。これは最初の３月31日じ

ゃなくて、４月１日じゃないと学年が合いませんもので、これは４月１日に訂正させてください。 

○議長（八代善行君） 10番。 

○１０番（山本鉄太郎君） 今、町長言いましたが、そこで訂正させて。じゃ、休憩とって訂正するなら訂正

するように、ちょっと課長と話して、確かにそうだと思うけれどもね。 

○議長（八代善行君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２９分 

 

再開 午後 ２時５８分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じて再開いたします。 

  ただいま町長より日程第３ 議案第50号 東伊豆町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する

条例について、提案理由の一部を訂正したいとの申し出がありました。訂正庵につきましては、お手元に配

付いたしたとおりでございます。 

  町長より一部訂正の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） まことに申しわけございませんでした。本当に、大変貴重な時間をこのようなミス、

当局のミスといいますか、書き方の悪さで貴重な時間をして、本当に申しわけございませんでした。 

  一部訂正をお願いいたしたいと思います。 

  提案理由の中で、中学３年生までの医療費の助成を実施し、このところを出生の日から満15歳に達する日

以後の最初の３月31日までの間にある者までの医療費の助成を実施し、こういうふうに訂正していただきた

いと思います。 

  以上です。 



○議長（八代善行君） お諮りいたします。 

  議案第50号の一部訂正については、これを許可することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第50号の一部訂正は許可することにいたしました。 

  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 東伊豆町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についてを採決

いたします。 

  本案は原案のとおり決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５１号 平成２２年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号） 

○議長（八代善行君） 日程第４ 議案第51号 平成22年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）を議題とい

たします。 

  町長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51号 平成22年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）

について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に２億2,277万9,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算

の総額を48億4,630万9,000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、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

置と県の観光施設整備事業の事業採択を受けて実施いたします稲取高原クロカン広場トイレ整備事業及び

奈良本けやき公園足湯棟整備事業に伴う県補助金及び起債であります。 

  さらに、県の追加要望の内示を受けまして、緊急雇用創出事業に係る県補助金を計上させていただきまし

た。 

  次に、歳出の主な内容を申し上げますと、稲取高原クロカン広場トイレ整備事業及び奈良本けやき公園足

湯棟整備事業の工事費、さらに緊急雇用創出事業の臨時職員採用に伴う雇い人数等を計上させていただきま

した。 

  また、老朽化により再利用が困難となった旧熱川支所の建物解体撤去に係る工事費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、財政調整基金へ全額繰り戻しをさせていただき、さらに余剰財源を財

政調整基金へ積み立て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。 

  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（田村正幸君） それでは、ただいま提案されました議案第51号 平成22年度東伊豆町一

般会計補正予算（第３号）につきまして概要を御説明いたします。 

  平成22年度東伊豆町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億2,277万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞさ48億4,630万9,000円といたします。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  （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、７ページ、８ページをお開き願います。 

  歳入につきまして御説明いたします。 

  なお、御説明に当たりましては、議会運営委員長の報告のとおり、内容50万以上のものに限らせていただ



きますので、御理解をお願いします。 

  それでは、御説明をいたします。 

  10款地方特例交付金、１項地方特例交付金、１目地方特例交付金、補正前の金額に349万1,000円を追加し、

1,349万1,000円といたします。１節地方特例交付金、細節１、児童手当及び子ども手当特例交付金349万1,000

円の増は、交付税の本算定により児童手当及び子ども手当支給対象者の拡充に伴う負担増による増額であり

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１億4,406万9,000円を追加し、９億

906万9,000円といたします。１節地方交付税、細節１、普通交付税１億4,406万9,000円の増は、交付税の本

算定による確定に伴う増であり、主な要因として基準財政収入額では町民税所得割の納税義務者数の減、法

人税割では高額納税者等の歳出単費による減、さらに地方消費税交付金の減であります。また、基準財政需

要額においては、新たに雇用対策、地域資源活用臨時特例費が想定されたことや、社会福祉費の児童手当及

び子ども手当給付費負担金等の増に伴う増額等が主な要因でございます。 

  15款国庫支出金、２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金、補正前の金額に432万9,000円を追加し、1,105

万9,000円といたします。３節地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金、細節１、地域介護・福祉空間整

備等施設整備交付金432万9,000円は、小規模福祉施設グループホームあたがわへのスプリンクラー設置工事

に対する補助であります。 

  ９ページ、10ページをお開き願います。 

  16款県支出金、２項県補助金、２目民生費補助金、補正前の金額に520万7,000円を追加し、4,946万9,000

円といたします。１節社会福祉費補助金、細節13、放課後児童健全育成事業費等補助金66万6,000円の増は、

県補助金の追加交付を受けて放課後児童クラブ用備品を購入するものでございます。細節14、地域子育て創

生事業補助金361万7,000円の増は、児童遊園の遊具整備や育児サークル用備品を購入するものでございます。

細節16、地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金92万4,000円の増は、県から全額補助を受けて自殺予防の

普及啓蒙事業を行うものでございます。 

  ３目衛生費県補助金、補正前の金額に349万2,000円を追加し、791万5,000円といたします。２節保健衛生

費補助金、細節２、特定健康課題支援事業費補助金63万円の増は、特定健診及び虫歯予防事業へ補助するも

のでございます。細節３、新型インフルエンザ接種助成費補助金286万2,000円の増は、新型インフルエンザ

接種の非課税世帯への全額助成を実施するものでございます。 

  続きまして、４目農林水産業費県補助金、補正前の金額に440万円を追加し、665万9,000円といたします。

４節林業費補助金、細節２、林業整備加速化・林業再生事業補助金440万円は、林業整備の加速化を林業産

業等の地域産業の再生を目的として平成23年度までの期間にわたり実施することとなり、今回は奈良本区財



産区保有林を事業対象とするものでございます。 

  ５目商工費県補助金、補正前の金額に4,632万1,000円を追加し、１億423万円といたします。１節商工費

補助金、細節２、緊急雇用創出事業臨時特例対策事業費補助金1,586万4,000円の増及び細節３、ふるさと雇

用再生特別対策事業費補助金655万7,000円の増は、県補助金の追加交付により雇用延長が可能となり、さら

に新規事業も採択となったことによる増でございます。２節観光費補助金、細節３、稲取高原クロカン広場

トイレ整備事業費補助金1,490万円の増及び細節４、奈良本けやき公園足湯棟整備事業費補助金900万円の増

は、県の観光施設整備事業の事業採択を受けて実施するものでございます。 

  13ページ、14ページをお開き願います。 

  17款財産収入、２項財産売払収入、２目不動産売払収入、補正前の金額に126万5,000円を追加し、126万

5,000円といたします。１節土地売払収入、細節１、土地売払収入126万5,000円の増は、稲取地区１件、奈

良本地区３件の土地払い下げにかかわるものでございます。 

  18款寄附金、１項寄附金、３目教育費寄附金、補正前の金額に１万3,000円を追加し、１万4,000円といた

します。１節教育費寄附金、細節１、教育費寄附金１万3,000円は、伊豆太陽農業協同組合長、村上英喜様

から農業祭での売買収益金を寄せていただいた御浄財でございます。 

  19款繰入金、２項特別会計繰入金、４目介護保険特別会計繰入金、補正前の金額に479万2,000円を追加し、

479万2,000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479万2,000

円は、21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、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額から1,732万4,000円を減額し、ゼロ円といたし

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1,732万4,000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後に余剰財源が生じたために繰り戻し措置をいたしたものでございます。 

  20款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正前の金額に20万9,000円を追加し、3,020万9,000円といたし

ます。１節繰越金、細節１、前年度繰越金20万9,000円につきましては、21年度決算において実質収支額が

１億9,620万9,000円となりました。このうち、１億6,600万円を地方自治法第233条の２の規定による基金繰

入措置をいたし、その残額の3,020万9,000円のうち、当初予算計上済みの繰越金3,000万円を差し引いた20

万9,000円を補正措置いたしたものでございます。 

  続きまして、15ページ、16ページをお開き願います。 

  22款町債、１項町債、１目農林水産業債、補正前の金額から1,120万円を減額し、2,880万円といたします。

２節農業債、細節１、県営農道整備事業1,120万円の減は、当初は一般農道稲取工区整備事業の地元負担金

を伴う県営事業として予算計上いたしましたが、今回、県との協議により町の負担金を伴わない県営事業の

経営体育成基盤整備事業に振り替えることによるものでございます。 



  ２目土木債、補正前の金額から990万円を減額し、ゼロ円といたします。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990万円の減は、ニガオカ熱川線改良事業に県の予算づけがされなかったこ

とによる減額措置でございます。 

  ４目臨時財政対策債、補正前の金額に1,370万円を追加し、４億1,370万円といたします。１節臨時財政対

策債、細節１、臨時財政対策債1,370万円の増は、普通交付税の本算定により発行可能額が決定となり、増

額するものであり、起債に係る元利償還金につきましては後年度の交付税に全額算入されるものでございま

す。 

  続きまして、５目商工債、補正前の金額に2,920万円を追加し、5,370万円といたします。１節観光施設整

備事業債、細節３、奈良本けやき公園整備事業670万円及び細節４、稲取高原クロカン広場整備事業2,250

万円の増は、県の観光施設整備事業の事業採択による増額措置でございます。 

  17ページ、18ページをお開き願います。 

  続きまして、歳出について主な項を御説明申し上げます。 

  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全般的な調整をいた

しておりますので、ごらんいただくことで説明にかえさせていただきますので、御理解をお願いいたします。 

  続きまして、19ページ、20ページをお開き願います。 

  ２款総務費、１項総務管理費、５目財産管理費、補正前の金額に776万5,000円を追加し、5,357万6,000

円といたします。事業コード１、庁舎維持管理事業、７節賃金、細節１、雇人料139万7,000円の増は、臨時

職員の雇用延長に伴う増額措置でございます。 

  事業コード３、町有地維持管理事業、15節工事請負費、細節１、旧熱川支所建物解体撤去工事720万円は、

建物の老朽化に伴い、旧熱川支所を解体撤去するものでございます。 

  ６目アスド会館費、補正前の金額に148万円を追加し、2,250万円といたします。事業コード１、アスド会

館維持管理事業、11節需用費、細節５、修繕料130万円の増は、源泉制御盤インバータ等修繕のための増額

措置でございます。 

  21ページ、22ページをお開き願います。 

  15目財政調整基金費、補正前の金額に１億2,700万円を追加し、１億2,700万1,000円といたします。事業

コード１、財政調整基金管理事業、25節積立金、細節１、基金積立金１億2,700万円につきましては、財源

調整後の剰余金を財政調整基金へ積み立て措置するものでございます。 

  23ページ、24ページをお開き願います。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、補正前の金額に451万5,000円を追加し、１億1,429

万9,000円といたします。事業コード７、地域介護・福祉空間整備等施設整備事業、19節負担金補助及び交



付金、細節１、地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金432万9,000円の増は、小規模福祉施設グループホ

ームあたがわに対するスプリンクラー設置工事への補助をいたすものでございます。 

  次に、25ページ、26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357万8,000円を追加し、１億5,316万3,000円とい

たします。事業コード３、児童遊園管理事業、15節工事請負費、細節１、児童遊園遊具整備工事243万2,000

円の増は、県から全額補助を受けて児童遊園の遊具整備を行うものでございます。 

  事業コード５、放課後児童クラブ運営事業、18節備品購入費、細節１、放課後児童クラブ用備品110万円

の増も、県からの補助により放課後児童クラブ用備品を購入するものでございます。 

  続きまして、27ページ、28ページをごらん願います。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費、補正前の金額に303万7,000円を追加し、1,586万6,000円とい

たします。 

  続きまして、29ページ、30ページをごらん願います。 

  事業コード３、成人予防接種事業、13節委託料、細節１、インフルエンザ予防接種委託料297万2,000円の

増は、県からの補助により新型インフルエンザ予防接種を非課税世帯に対して実施するものでございます。 

  ５目保健事業費、補正前の金額に92万4,000円を追加し、2,159万5,000円といたします。事業コード２、

心の健康づくり推進事業、11節需用費、細節１、消耗品費92万4,000円の増は、県から全額補助を受けて自

殺予防の普及啓蒙を行うものでございます。 

  ６目母子保健費、補正前の金額に122万1,000円を追加し、1,124万6,000円といたします。事業コード２、

母子健康教育・相談事業、18節備品購入費、細節１、育児サークル支援用備品101万9,000円の増は、県から

の全額補助により育児サークル用備品を購入するものでございます。 

  31ページ、32ページをごらん願います。 

  ２項清掃費、２目塵芥処理費、補正前の金額に131万3,000円を追加し、４億737万6,000円といたします。

事業コード２、雇用創出交付金事業、７節賃金、細節１、雇人料82万円の増は、県補助金の追加交付により

不法投棄対策のため雇用期間を２カ月延長するものでございます。 

  33ページ、34ページをごらん願います。 

  ５款農林水産業費、１項農業費、５目農地費、補正前の金額から1,213万7,000円を減額し、536万8,000

円といたします。事業コード３、農道整備事業、19節負担金補助及び交付金、細節１、県営農道整備事業負

担金1,254万5,000円の減は、歳入で申し上げたとおり県との協議により町の負担を伴わない県営事業に振り

替えることにより減額措置をするものでございます。 

  ２項林業費、１目林業振興費、補正前の金額に92万8,000円を追加し、1,610万円といたします。 



  35ページ、36ページをごらん願います。 

  事業コード５、雇用創出交付金事業（クロカンコース環境整備）、７節賃金、細節１、雇人料82万円の増

は、県補助金の追加交付によりクロカン環境整備のため雇用期間を２カ月延長するものでございます。 

  ４目造林事業費、補正前の金額に450万円を追加し、450万円といたします。事業コード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450万円は、平成23年度ま

での３カ年にわたり林業の間伐を実施するものであり、今年度は奈良本財産区有林を事業対象といたします。 

  続きまして、37ページ、38ページをごらん願います。 

  ６款商工費、１項商工費、２目商工振興費、補正前の金額に649万3,000円を追加し、3,719万1,000円とい

たします。事業コード１、商工振興事業、19節負担金補助及び交付金、細節２、産業団体連絡会補助金300

万円の増は、産業団体連絡会が緊急地域活性化誘客キャラバンを実施するものでございます。 

  事業コード６、雇用創出交付金事業、13節委託料、細節１、地域宅配システム試行事業業務委託料349万

3,000円の増は、県のふるさと雇用再生特別対策事業を活用し、宅配による移動販売や買い物代行の試行事

業を行うものでございます。 

  ３目観光費、補正前の金額に7,268万5,000円を追加し、２億1,900万1,000円といたします。事業コード２、

広域観光振興推進事業、19節負担金補助及び交付金、細節15、伊豆観光圏整備推進事業費負担金73万4,000

円は、伊豆東海岸２市３町の構成のもとで、宿泊の魅力向上やイベントの開発等に、特に滞在型観光を楽し

める仕組みを整えるものでございます。 

  39ページ、40ページをごらん願います。 

  事業コード６、雇用創出交付金事業、７節賃金、細節１、雇人料66万円の増は、県補助金の追加交付によ

り観光関係資料整備活用事業のため、雇用期間を２カ月延長するものでございます。 

  13節委託料、細節１、着地型旅行商品造成事業業務委託料306万4,000円及び細節２、トラベルヘルパー養

成事業業務委託料512万1,000円も、それぞれ県の緊急雇用創出事業の追加交付により町観光協会に委託して

事業実施をするものでございます。 

  事業コード７、（仮称）稲取高原再編整備事業、15節工事請負費、細節２、稲取高原クロカン広場トイレ

新築工事4,500万円は、県の観光施設整備事業の事業採択を受けて、クロカン広場内にトイレ棟の整備を図

るものでございます。 

  事業コード10、奈良本けやき公園整備事業、15節工事請負費、細節１、足湯棟建築工事1,800万円も、県

の観光施設整備事業により奈良本けやき公園内に足湯施設の整備を行い、あわせて案内看板を設置し、さら

なる利活用の推進を図るものでございます。 

  ７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、補正前の金額に70万1,000円を追加し、3,550万4,000円



といたします。事業コード４、境界確定事業、13節委託料、細節１、測量登記委託料70万円は、入谷区から

の要望により境界確定のため、町道荒子線用地測量を実施するものでございます。 

  ２目急傾斜地対策費、補正前の金額に95万円を追加し、95万円といたします。事業コード１、急傾斜地崩

壊対策事業、19節負担金補助及び交付金、細節１、急傾斜地崩壊対策事業地元負担金95万円は、片瀬、山下

急傾斜崩壊対策事業に係る負担金でございます。 

  41ページ、42ページをごらん願います。 

  ２項道路橋りょう費、２目道路維持費、補正前の金額に492万1,000円を追加し、1,465万7,000円といたし

ます。事業コード１、道路維持管理事業、15節工事請負費、細節90、町道全般維持補修工事100万円の増は、

稲取停車場線横断側溝保守及び稲取片瀬線のバイパス等の対応を図るための増額補正でございます。 

  事業コード２、雇用創出交付金事業、７節賃金、細節１、雇人料352万円の増は、県補助金の追加交付に

より道路保全管理のため雇用期間を４カ月延長するものでございます。 

  ３目道路新設改良費、補正前の金額から1,100万円を減額し、1,752万2,000円といたします。事業コード

１、道路新設改良事業、15節工事請負費、細節１、湯ケ岡赤川線改良工事1,100万円の減は、県の予算づけ

がなされなかったことによる減額措置でございます。 

  43ページ、44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50万円を追加し、233万9,000円といたします。

事業コード１、町営住宅維持管理事業、15節工事請負費、細節１、稲取町営住宅手すり設置工事50万円の増

は、稲取町営住宅に33台の手すりを設置するものでございます。 

  ８款消防費、１項消防費、３目消防施設費、補正前の金額に152万7,000円を追加し、1,677万4,000円とい

たします。事業コード１、消防施設・設備整備事業、11節需用費、細節５、修繕料79万2,000円の増は、消

防庁舎配水管及び消防団器具置き場等の修繕料でございます。 

  15節工事請負費、細節２、稲取入谷口消火栓移設工事73万5,000円の増は、建物撤去に伴い既存の消火栓

を移設するものでございます。 

  47ページ、48ページをごらんいただきたいと思います。 

  ９款教育費、５項社会教育費、３目文化財保護費、補正前の金額に243万1,000円を追加し、773万円とい

たします。事業コード２、雇用創出交付金事業、7節賃金、細節１、雇人料163万2,000円の増は、県補助金

の追加交付により文化財の保護保全のため雇用期間を４カ月延長するものでございます。 

  恐れ入りますが、４ページへお戻り願います。 

  第２表地方債の補正でありますが、今回の補正予算（第３号）においては、農業債で県営農道整備事業の

1,120万円、土木債では地方特定道路整備事業の990万円を事業費の皆減によりそれぞれゼロとするものでご



ざいます。また、臨時財政対策債では普通交付税の本算定による確定に伴い、1,370万円を増額いたすもの

でございます。 

  さらに、観光施設整備事業債として奈良本けやき公園整備事業に670万円、稲取高原クロカン広場整備事

業に2,250万円を今回新たに計上いたすものでございます。 

  なお、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございますので、ごらんの上、御確認を願います。 

  ５ページ、６ページをお開き願いたいと思います。 

  歳入歳出予算事項別明細書で、ただいま御説明いたしました内容を総括してございます。 

  まず、歳入ですが、補正前の額46億2,353万円に２億2,277万9,000円を追加いたしまして、48億4,630万

9,000円といたします。 

  次に、歳出でございますが、補正前の額46億2,353万円に２億2,277万9,000円を追加いたしまして、48億

4,630万9,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国県支出金が6,376万4,000円、地方債が810万円、その他財

源は70万2,000円、一般財源は１億5,021万3,000円といたします。 

  以上、雑駁ではございますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いします。 

○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） ちょっと今、課長のところでページ数言いますね、26ページの児童遊園遊具整備

工事、これ543万2,000円ありますけれども、場所はどこですか。 

  それと、30ページの備品購入費101万9,000円、育児サークル支援用備品、例えばどういうものだかなとい

う形のもの、それでどこへ設置するのか、その２点をお伺いします。 

○議長（八代善行君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（西尾 清君） ただいま児童遊園の遊具の設置場所ということでございますけれども、北川

児童遊園に滑り台、それから奈良本の児童遊園に滑り台、それから竜宮崎児童公園に滑り台とアニマル遊具

を設置いたします。これは３歳ぐらいから利用ができる遊具でございます。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（木田和芳君） 育児サークルの支援用備品でありますけれども、どのようなものがあるか

ということなんですけれども、ベビーベッド、折りたたみサークル、子供用兼おむつ交換ベッド、ボールプ

ール、マット、机、トンネル、以上であります。設置場所は子育てサロンが行っています福祉センターのほ



うへ設置いたします。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 10番。 

○１０番（山本鉄太郎君） 児童遊園の243万2,000円工事、これは各地域あたり、そういうところから要望か

何かがあったんですか。私どもは、ちょっとそれを聞いていないもので、その辺あったかなかったかお聞か

せください。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的に、今回のやつは区の要望はとっておりません。すべて現課が一応調査した中

で、傷んでいるところをやった中で、こういう予算計上。と申しますのは、この金額は県で10分の10で、全

額県負担でございます。その中で、とりあえず職員が現場を見て、ここが悪いからということで、こういう

予算措置をさせていただきました。区の要望はすべて今回はとっておりません。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 10番。 

○１０番（山本鉄太郎君） 一番危惧するのは、竜宮崎かな赤尾さんの上、あそこのところの滑り台が大分下

りるところが削れていますし、ここのところをもうちょっと備品でなくて、何かしてもらったほうが、芝生

でも打ってもらったほうが一番いいんじゃないかなと思うんだけれども、遊具もいいんですけれどもね、そ

の辺は当局は考えていませんか。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） この予算に関しましては、基本的に備品ということで、そういう環境整備にはなって

おりません。その中で、自分も児童遊園に対しては大変危険なことがあったら困るというもので、一応、職

員にはその辺の環境のことは随時見させています。 

  それで、今、山本議員が言ったような大変厳しいところがあったならば、それはまた事故が起こりました

ら困るもので、それはまた補正で対応していきたい、そう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） 質疑ありませんか。 

  14番。 

○１４番（山田直志君） 膨大な予算なんであれなんですけれども、10項目ほど質疑をいたします。 

  まず第１点は、歳入ですけれども、地方交付税の増額なんですが、説明を聞いていますと、いわゆる子ど

も手当等々の説明があったかと思うんですが、当初予算との関係を含めて増額要因というのは、もう少し詳

しく説明をしていただきたいなというのが１点目でございます。 



  ２点目に、２款の総務費の財産管理費の関係ですが、旧熱川支所解体に関してですが、この点について２

点目に質問したいと思うんですが、１点目はたしかあそこのところには伊豆西か何かの小屋等とかあったか

と思うんです。この辺についての対応というのは、いろいろな配慮されているのかどうかというのが１点と。 

  もう１点ですけれども、この解体後の跡地についてはどのように考えていられるかということも伺ってお

きたいと思います。 

  ３点目に、５款農林水産費で農業費の農道整備事業について、説明を聞いていますと事業が町の負担が要

るという事業から、いわば格上げされて町の負担がなくなったというふうなことで、これはこれでよかった

なということなんですが、問題はやはり工事内容についての変更等々はないのか、事業が変わる、事業名も

変わるということで、当初予定されていた今回の道路かと思うんですけれども、その辺の工事内容について

変更があるのかないのか、その辺の問題について伺いたいというのが３点目でございます。 

  次に、４点目ですけれども、６款商工費の産業団体連絡会補助金300万についてですけれども、これは各

団体での負担割合というものがあるなのかないなのか、また補助金の支出内訳については具体的にどういう

内容で計上、計算されているのか、どういう目的でどういう人たちに何を宣伝するのかという問題について

お考えをお伺いをしておきたいと思います。 

  次に、５点目に、６款商工費の地域宅配システム試行事業業務委託料で349万ということがありますが、

350万余の支出が見込まれているということで、この委託料についても内訳というのはどういう内容になる

のか。 

  宅配事業等々でいえば、個人の商店や商店街でも既に普通にはやれていること、また大型店であっても宅

配サービス的なことはやっているんです。現在、町がこういう委託料を出して宅配システムを構築するとい

うことですから、そこについてどういう意味があるのかということと。 

  事業名ね、試行ということが入っています。こういう試行ということが入ることというのは余りないと思

うんですけれども、これについては法律制度的にはどういう意味で試行という意味が事業名に入っているの

か、その考え方というものを伺っておきたいと思います。 

  ６点目に、同じく６款の商工費で着地型旅行商品造成事業委託料で306万とありますが、ここについては

どこに委託して、どういうものの商品構成を期待をしているのか。また、300万円の費用の内訳は一体どう

いう中身であるのかということについて、もう少し詳しい説明を求めたいと思います。 

  次に、７点目、同じく商工費、トラベルヘルパー養成事業委託業務で512万からの計上がされています。

これについても、どういう目的でどこに委託するのか、また養成の対象者はだれであるのか、500万円を超

えるという計上の内訳からは、どういう中身になっているのかなと。年度の途中で、これだけの事業をやっ

ていくということについては、非常に期間が短いということを含めて、本当に執行できるかどうかというこ



とも含めて、非常に内容があるんじゃないですか、ちょっと年度途中からこの立ち上げで大丈夫なのかなと

いう懸念を持っておりまして、この内容についてお伺いをしておきたいと思います。 

  次に、８点目ですが、同じく商工費、稲取高原再編整備事業のトイレ新築なんですが、4,500万円が計上

されております。これのトイレの規模、例えば男女の便器の数や浄化槽の規模、こうしたトイレ全体の規模

についてお聞かせをいただきたいということと。 

  このような規模のトイレがあの場所に必要なのか、どういう構想を持って、これだけの規模のトイレを町

としては計画をしているのか、この点についてお聞かせをいただきたいと思います。 

  ９点目に、同じく商工費でけやき公園の足湯棟工事が1,800万円ということで計上されています。この足

湯の規模というのはどれくらいなのか、またどういう目的で足湯をあのけやき公園に設置するのか、また今

後の管理についてはどこが行うのか、そうした概要について御説明をいただきたいと思います。 

  最後に、10項目めですけれども、７款土木費で道路橋りょう費、とりわけ湯ケ岡赤川線の減額がございま

す。この事業が説明でいえば、県の補助金がつかないからだということで、これはこれでつかないものを計

上できないわけで、それはしようがないという部分があるんですが、そうしますと今後の湯ケ岡赤川線の整

備事業というものについての見通しというものが大変危惧されるなというのが率直な感想なんですが、そう

しますと今進んできた豊寿園の前のところで終わってしまうのか、もう少しこれは今年度はまた別の動きが

あって、来年度に望みがつながっているものなのか、この辺についての県との対応等々についてお聞かせを

いただきたいという内容でございます。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） わかる範囲で説明いたしまして、具体的なことは現課から説明させていただきたいと。 

  まず地方交付税、これは財政のほうから説明いたさせます。 

  次に、熱川支所におきましては、その石小屋のことは検討いたしました。そういう中で、文化財審議会の

方にも見ていただいた中で、大事だけれども、壊してもいいんじゃないかという中で、壊す方向でやってお

ります。基本的に壊す、また残す方向でやりますと、結構予算もかかりますもので、一応文化財審議会の方

に見てもらった中で壊す方向でやっており、跡地は更地でそのまま置いておこうと、まだその計画はござい

ません。とりあえず更地でやっていく、そういう方向でございます。 

  次に、農道整備事業、これはまた現課のほうから。 

  あと、４点目の産団連の関係ですね、これは基本的には一般質問でも何度もございましたように、何しろ

こういう経済状況だから町を挙げてやらなきゃならないと、産団連の総意の中で、基本的には今まで各観光

協会、商工会、独自でやっておりましたけれども、今回は一応産団連を挙げて何か事業をやっていきたい。

そういう中で、短時間の中で観光キャンペーン、全然やっていないので、一応その方向で今回はやっていき



たいという提案を受けました。 

  特に、私も観光キャンペーンね、この時期にやっていいのかということは投げかけました。当時の観光キ

ャンペーン、いろいろ目的があった中で、地震災害とかいろいろな中で観光キャンペーンやった中で、この

観光キャンペーンやった意味がありますかという中で、幹事から上がって、代表会議ですか、その中で協議

した中で、やっぱりこれはやるべきじゃないかという、その総意の中で今回300万円を上げさせていただい

たと。内容的には、また観光課長からどういう内容かとか、説明させていただきたいと思います。 

  そして、６点目、７点目、これは基本的には、宅配か、宅配システムに関しましては、一応私が１年ぐら

い前ですか、基本的には大川区のほうから商店もなくなって大変困っていると、そういう投げかけもあった

中で、一応、町長就任のとき、今年、その宅配システムを何とか達成していきたい、そういう中で商工会を

巻き込んだ中で一応は話した中で、ちょうど国の、これ10分の10の予算でございます。そういう中で、商工

会に委託する方向で、商工会から一応投げかけられております。これは、後でまた山田議員に渡してもいい

と思いますけれども、基本的にはモデル地区として大川地区を参考に、この宅配システムのことをやってい

きたいと考えております。 

  基本的には、宅配の中に高齢者の安否確認の項も含めた中で、一応そういうシステムをやってくれという

中で、今、商工会がそういうことで検討している、そういう事業でございます。 

  ６、７のトラベルとあれは、これも基本的には国県ですか、やっぱり10分の10の事業でございまして、こ

れは職員が一応こういうことがあるものでやってみたいという中で、職員提案の形の中で今回はやらせてい

ただく中で、詳しいことはまた観光課長から説明させていただきますけれども、基本的には介護の中のトラ

ベルヘルパーをやっていきたい、そういう考えでございますし、委託先は町の観光協会のほうを考えており

ます。詳しいことは、観光課長から説明いたさせます。 

  次に、８点目のトイレ、これは規模的なものは観光課長に説明させますけれども、これはもう私が町長に

就任しまして、また今この再編整備やっている中で、このトイレ問題、大変町民からも要望大変強いんでご

ざいます。その中で、今回、観光整備事業が使えましたもので、基本的には来年やるのが、これはもう早目

にやったほうがいいということと、さらに県の観光局のほうから観光整備事業、来年になったら大変厳しい、

採択を受けられない可能性もありますよと投げかけられたもので、このトイレ、さらにけやき公園のこと、

今回２本のこと補正させていただきました。 

  トイレの規模に関しましては、観光課長より説明させます。 

  あと、けやき公園の規模的なものは、また観光課長に説明いたさせますが、この整備事業をやったのは、

まず第１点、奈良本を何とかしなければならないということは私自身初め皆さん、稲取は何しろ大変元気が

あります。それで、稲取に関しては私はある程度何とかなる、元気さがある中でね、城東地区が何とかしな



ければいけないというのは、１つの核として、このけやき公園がなり得るのではないかという中で考えてお

りました。その中で、基本的には奈良本、特に熱川、奈良本、この地区には温泉ということが大変重要なフ

ァクターになってくると考えております。そういう中で、熱川、奈良本といえば温泉、そういうイメージで

いきたいと考えておる中で、今回、民間の業者が温泉の供与を与えられたもので、けやき公園にこの足湯整

備をしていきたいと考えている。その中で、この足湯に関しましては、けやき公園に関しましては足湯だけ

ではなく、昨日の一般質問で言いましたけれども、基本的にはまちづくり協議会の産業部会から奈良本地区、

奈良本は特に看板がないから、何とかしてほしいという要望も受けております。この観光整備事業の中に、

この案内看板ができたことは１つのよかったことかなと私は考えておりますし、これを契機に奈良本かつ熱

川の案内看板、これを順次整備していきたい、そういう考えでございます。 

  管理におきましては、一応９月、10月からある人が、陶芸ができます。そういう中で、けやき公園に関し

てもその人に頼もうかなと考えておりますし、さらにはシルバー人材にも少しお願いしたいなと考えており

ます。規模に関しましては、現課のほうから説明させます。 

  次に、10点目の道路橋りょう費、これは基本的には現在舗装ができないということで、この減額になりま

した。それで、県のほうも、この事業をやめちゃうと、もう予算がつきにくいからということで、県との協

議で今随時奈良本からやっておりますけれども、今度起点を大川のほうからやったらどうかという中で、今

話を進めている中で、町としてもこういう予算状況大変厳しいですけれども、この工事に関しては少しでも

予算化して、少しでも継続していきたい、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。あとの具体的なものは、現課から説明させます。 

○議長（八代善行君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（田村正幸君） それでは、私のほうからは地方交付税の関係につきまして説明をさせて

いただきます。 

  今回の補正の対象につきましては、地方交付税のうちの普通交付税が対象となります。御案内のように、

普通交付税につきましては例年８月に本算定が実施されまして、これは確定額による今回の１億4,400万円

の補正となったものでございます。 

  当初予算では、約６億7,000万円を推計をいたしておりました。政権交代やら経済危機等々、いろいろな

諸問題が出ている中で、なかなか推計することが難しかったわけですが、上級機関等とやりとりをしながら、

新年度予算を計上いたしました。本算定をいたしましたら、まず基準財政収入額でやはり町税等の税収の大

幅な減、それともう一つは、やはり法人税等が大幅な還付が生じていると。当然、これは県下、全国的に見

て同様の傾向にございます。したがいまして、基準財政収入額の大幅な減額と、さらに逆に基準財政需要額、

需要部分におきましては雇用対策であるとか、地域資源の活用の特例費等の創設、新たなものが加わってき



たということで需要額が相当額アップしてきたと、そこの関係によって今回の１億4,400万円ほどの増とい

う形になっております。 

○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、観光商工課に関しましての質問についてお答えいたしますけれど

も、数が多いものですから、答弁漏れがありましたら、またよろしくお願いしたいと思います。 

  まず、１点目の産業団体キャラバンの内容でございますが、総事業費330万、町の補助金といたしまして

300万、その他負担金といたしまして観光協会、商工会、それから農協、漁協等から約30万ほどの負担金が

あります。 

  実施する内容につきましては、キャラバン経費といたしまして203万2,000円、この内訳といたしましては

宿泊料、それから交通費等、車につきましては団体の行かれる方の中から車を提供いたしていただきまして、

それを使用するという形になっております。 

  それから、企画商品の内容ですけれども、この50万、来ていただける方１人につきまして約1,000円の補

助をするという形になっております。あと、そのキャラバンに使いますチラシ等の制作等にも使って、総額

330万という形になっております。 

  次に、地域宅配システムですけれども、先ほど町長が言いまして、その前の議会でも鈴木議員の一般質問

でもお答えをしておりますけれども、買い物難民という言葉が出てきましたけれども、大川地区のほうに商

店はございません。その関係で、商工会と協議した結果、宅配システムをやってみようと、その試行という

形でやってみてどうかという形の事業でもよいという県の回答ですので、これをやらせていただきますけれ

ども、内容につきましては人件費が252万という形で、あとは配達車両、これもレンタル、それから車両の

装飾、ステッカー等の張る費用等も加えまして、349万3,000円という形になっております。 

  続きまして、着地型旅行商品の造成事業とトラベルヘルパーの養成事業ですけれども、これは関連があり

ます。これにつきましては、今要介護者の方々が旅行に出たいという方が多いという中で、その補佐的なも

のを養成するものです。また、それに伴いまして観光地、私たちの町へ来られる要介護者の方がこの養成を

受けられた方が指導に、旅館の従業員等に指導に伺って、そのおもてなしの一環として旅館でも要介護者の

介護ができるような指導もしていくという形の中で、一番心配されるトラベルヘルパーの養成事業の期間で

すけれども、早い方で３カ月で取得できるそうでございます。 

  それから、着地型旅行商品の造成につきましては、今回特に需要が高かった、先ほど言いましたシニアと

か障害者に対する着地型の旅行商品の造成に重点を置いております。その辺の費用の内容につきましては、

着地型につきましては306万5,000円となっていますけれども、人件費、これは２名の方の人件費226万とい

う形で、あとは事務機器の借り上げ等になっております。 



  トラベルヘルパーにつきましては、512万という金額になっておりますけれども、トラベルヘルパー養成

講座、１人につきまして約20万ほどかかりまして、一応３人ほどの養成を考えておりますので、これは60

万という形で研修の参加も行きますけれども、研修につきましては東京のほうで研修ということになります。

この資格を取りまして、このトラベルヘルパーと、それから着地型旅行商品と組み合わせた中においての商

品造成という形のものになっております。 

  以上です。 

○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、うちのほうで受け持っている今の質問が４点ほど出たと思います

ので、また答弁漏れがございましたらお願いをしたいと思います。 

  まず、１点目の農道の整備事業の関係でございますけれども、これは長年の懸案というわけではございま

せんが、今まで何というんですか、農免農道の第５期計画として長年にわたって県に要望してきたわけでご

ざいます。その結果として、県のほうの御尽力によりまして、当初は町の負担が15％で済むと、こういうよ

うな一般農道型の稲取、入谷地区、こういう事業採択で進もうかと。それで、ややこういう事業名の事業で、

採択がされるという見通しが立ったわけでございますけれども、その後なかなか農道という言葉を使うと国

のほうも難しくなってきているよと、こういうことの中でさっき総務課長が申されましたように、経営体基

盤整備事業というちょっとややこしい名前になりましたけれども、内容的にはこの事業に振りかわったと。

この事業につきましては、町の負担を伴わない国と県がすべて負担をしてやってくれる、こういう事業に変

わった内容でございます。 

  それで、延長2.8キロにつきましては、これは変わりませんし、幅員７メートルについても変わりません

ので、当初皆様にお知らせしてある内容とは内容的には変わっていないものと思っております。 

  次に、町長はトイレの関係と排水の関係を観光課長からと言っておりましたけれども、私のほうから説明

をさせてもらいますので、よろしくお願いします。 

  まず、クロスカントリーコースのところのトイレの関係でございますけれども、規模につきましては建築

面積が17.45平米ということでございます。便器等のトイレの内容でございますが、男子トイレが大便器１、

それから小便器が２、障害者用のトイレが１、それから女子用トイレの大便器が３と、こういうような規模

になっております。 

  それから、浄化槽の規模でございますけれども、一応30人槽と、こういうことになっております。この規

模の決定につきましては、御案内のようにあそこでクロスカントリーだとか、去年からやった桜の花見もご

ざいますので、そういうものは別といたしまして、通常使っている人の人員、あるいはこれは土木事務所と

も相談をして、一気に使うときの人槽でつくったら、もう機能しないことはわかっているものですから、一



般的に使う人槽としての最大限のところと、こういうような判断で、県のほうとも話をした内容で30人と、

こういうような決定をさせていただいたわけでございます。 

  次に、足湯の関係でございますけれども、この関係につきましては内山議員からの一般質問のときにもお

答えをしておりますけれども、面積的には建築面積が14.90平米と、一度に足湯につかれる人員が10名から

12名と、こういう内容でございます。この足湯の関係でございますけれども、管理についてどうするかとい

うような質問もあったと思いますけれども、足湯の場合は温泉を使うということがございますので、やっぱ

り管理をしていかなければならないということは考えております。 

  したがいまして、臨時職員か何かを１名配置する、そういうことも検討をしなくてはいけないのかなと。

あるいは、将来的にはちょうど横に活性化施設がございますので、そこを使用する方々が恒常的に使うとい

うことになれば、当然指定管理者制度、こういうものを使ってやっていただくということもありますから、

そういう方々に面倒を見てもらうことが可能なのかどうなのかという検討にはなろうかと思いますけれど

も、今のところそういうことを考えておりますけれども、決定したわけではございませんので、また皆様に

いいお知恵がありましたら、お話をさせていただきたいと思っております。 

  それから、最後、湯ケ岡赤川線につきましては、町長のほうから舗装分ができなくなったよと、こういう

説明がございましたけれども、当初からうちのほうは4,000万円ぐらいのお金はつくものだと、こういうよ

うなことでいたわけでございますけれども、実はこれが1,000万円しかつかなかったと、こういうことで100

メートルぐらいは当初は工事を県のほうが行うので、その補助対象にならないアスファルト舗装については

町が行うということで1,000万を計上したわけでございますけれども、1,000万円ではとても用地補償しかで

きないと、こういうことでございますので、その分についてはあきらめざるを得ないと、こういうことで減

額をしたと、こういうことでございます。よろしくお願いします。 

○議長（八代善行君） 14番。 

○１４番（山田直志君） 交付税の問題については、先ほどの御説明でわかりました。 

  ２点目の熱川支所のあれなんですけれども、ちょっと解体は僕はしようがないんだろうなと思うんですけ

れども、ただ解体に当たって石というのは、ただショベルか何かで壊しちゃうということももったいないん

じゃないのかなというちょっと感じが私自体は少ししています。その辺が、もし解体時に御配慮いただける

のであったら、それもいいのかなと思ったりはしています。 

  農業費の農道整備についてはわかりましたし、最後の農道関係もわかりましたので、観光の一部、商工費

と農林関係について絞って２問目の質問をしたいと思います。 

  まず、産業団体の補助金の問題なんですけれども、どういうような形で一体だれに何を宣伝してくるのか

な、キャラバンしてくるのかなというのが僕はよくわからないんですよ。キャラバンがいけないということ



を言っているんじゃないですよ。趣旨の目的がよく見えてこない。僕は、もう10年前の地震のときに、山梨

なんかに行ってラジオにも出させていただいて宣伝してきた記憶もあるんですが、今回一体どういう目的で、

どういう人たちに何を宣伝してくるんですか。実態では、1,000円の商品券をくれるとか何とかということ

をね、どこまでの商品力を持っているんですか、企画力があるんですかということは、特に疑問で、僕はキ

ャラバンがいけないと言っているんじゃないですが、使い道としてはこれはちょっとどうなのかなというこ

とについては、先ほど答弁なかったんで、もう少し。 

  町長だったらね、もしこれキャラバンやってさ、行ったときに、どこへ行くかわからないんだけれども、

どうやって宣伝するんですか、何を言ってくるんですか。前は、地震があったんですよ、しかしあれ風評被

害でうちのほうは何の影響なかったんだけれども、実はお客さん来てくれてないもので、どうぞ元気ですか

ら、いい料理食べて、いいお湯に入ってくださいということを言ったんですよ。そのころは大義名分あった

と思うし、相手にもそのことは伝わったと思うんですよ。 

  今度の場合は、一体だれに何を売り込んでくるのかと、キャラバンというものがね。そのこともよく意味

がわからないんで、僕は町長だったらどういう営業をしていただけるのか、ちょっと見本的な模範的な営業

をぜひお聞かせいただきたいと思うんですよ。それで効果があるというものなのかどうなのか、ぜひ拝聴を

したいと思っております。 

  次に、宅配システムの問題ですけれども、ちょっと聞いていて、僕はこれ車両は購入するのかなというふ

うに思ったんですよ、このお金でね。聞いてみたら、どうも内訳的に人件費のほうが大半を占めてしまうと

いうことになると、今後の事業の継続というのがかなり厳しいんじゃないかなと。どこでも同じでね、これ

で採算が取れるわけでもなく、それで一定の財政支援をしていくということがこの事業だと思うんですよ。

かなりボランティアみたいな形で要望を聞いてはさ、１件から50円、100円いただいて何とかやっていくな

んていうのは、今あちこちにあるんです。商店でなくたって、大型店なんかはそういうふうに、当然ただで

やっていますからね。 

  そうすると、人件費がこの委託事業の大半になってしまうという事業構成を考えると、なかなか今後事業

を継続していくということは、今後その補助金が打ち切られれば、町がその分の補助を出さなければ、この

事業が維持できないということになるわけですから、試行期間をやめてしまった段階で、先ほどのお話でい

けば毎年240万とか、人件費がかかりますよという事業になった途端に、事業の存続が難しいんじゃないか

という懸念を持つんですよ。 

  僕は、200万ぐらいで車を買って、あと人件費というものは大したものじゃないんじゃないかなというふ

うに実は推測したんですけれども、しかしそうじゃなくて大半が人件費だということになると、もうこの構

成を見た段階で、やっても今後の維持というものが大変厳しいものが予想されるのではないかというふうに



思うんですよ。 

  ちょっとこの企画の立て方が少し甘いんじゃないかなと、恒常的にやるという点で見たときに、私はちょ

っともう最初からやる段階で無理がないかなという懸念、心配、やっちゃいけないということじゃないです

よ、そういうことが必要だということはわかるんですけれども、大半が人件費になっているという点では、

もうちょっと企画立案が根本から見直す必要があるんじゃないかなという疑問を私持つんですけれども、そ

の点もお伺いしておきたいと思います。 

  次に、観光課長が６点目、７点目で質問をした着地型とトラベルヘルパーと、これは２つの事業だけれど

も、ほとんど一体的にということも説明されまして、一般的にただ障害者なんかの場合ですと、東京を出発

していくときに、当然介護乗員なんかというのがいて一緒に来るんじゃないかなと思うんです。介護のかな

り重い人がどうやってくるのかなということを考えると、大半の場合でいけば今電車じゃなくて車を使うん

じゃないかなとかというふうに思うんですけれども、そこのときにどういう人たちが、じゃ先ほどの３人養

成するんだとかいうんだけれども、それで60万でしょう。そういう人が３人、トラベルヘルパーというもの

になっていくのか、その人たちがどこに配置されるのか。それでいっても、60万で養成事業の委託料という

のは512万からあるわけで、そうすると大半のお金は何に使うのというところがよく、講座の講習費や何か

ということもあるんでしょうけれども、内訳的に見えないんですよ。 

  僕は、例えば旅館の人たちを10人、20人、各旅館からトラベルヘルパーの講座を町である面いろいろな団

体に委嘱して、町でそういう人間を旅館に配備するような、その中の事業かなと思ったんです、最初。今の

説明聞くと、全然そうじゃないじゃないですか、３人を養成する、それが60万で済んだときに、この500何

万という事業が一体何をやるんですかと、内容がよくわからないんですよ。 

  着地型だってね、人件費２人雇ってやれるのかといえば、こういうのはそれこそ旅行業に対して、また地

域資源に対してかなり精通した人が企画立案しなきゃならないじゃないですか。こんなものちょっとアルバ

イトを雇ってきて、その２人が商品を構成できるなんて、そんな商売じゃないでしょう。というところがね、

お金で解決しない問題があるんじゃないですか。この辺がね、だれでもいずれ商品開発できるんだったら、

こんなに町は疲弊してないんですよ。もっとプロに委託するのかなと思ったら、大概が人件費で消える、ア

ルバイトでもいいんだということであれば、本当に着地型の商品というのは開発できるのかどうかという問

題がそこにはあるんじゃないかなと思うんです。 

  残りの２つなんですけれども、例えば今の最後の８点目の稲取高原の再編整備事業でいきますと、トイレ

の数、規模を聞いていますと、トイレの数からいうと文化公園につくったトイレと規模余り変わらないです

よね、大１、小２の車いす用のトイレと女子用の便器数なんかこれと一緒ですよ。これ3,300万ぐらいです

よね、今回4,500万でトイレつくろうとうしているわけですよ。あそこの場合は、水も何も不足はしません、



横の都市下水路もあります、排水も大きな工事はかかりません。だけれども、こっちが3,300万であそこに

4,500万かかるというのは、金額として僕は納得できない。僕も、たしか前の議会のときに町長にトイレは

必要だということは確かに前々回から言いました。けれども、金額が大き過ぎるのではないかという問題は、

これは別にあると思いますよ、文化公園よりも大きい金額をかけるんだから。 

  それと、足湯の問題も同じように、町長言ったように僕も足湯があっちゃいけないとは思っていません。

ただ、金額がちょっと大き過ぎるんじゃないかという面があります。10人から12人程度というと、例えば熱

川の駅前でやっているのと大体同規模だと思います、はかってみると。昨日の内山議員の説明をしたときの、

面積や何かで見ると、熱川のこれと変わらないと思います。で考えたときに、これで1,800万をかけるとい

うことは、適切かどうかということに関しては、比べられたときに熱川の駅前のやつが一千何百万だったか、

ちょっと詳しい数字はわかりませんけれども、あの上が1,800万、何で必要なのという金額の面では言われ

てしまうと思います。 

  これは大川の駅前にできている足湯ですけれども、これは４人から５人ぐらいですけれども、こういうの

だっていいんじゃないかと、何で1,800万も、あそこまで必要なんだということの価値観というのは、金額

からね、それは二、三年たっているからということもあるかもしれませんけれども、やっぱりそれぞれの面

で見ると、あってはいけないということではなくて、金額を精査してみると、幾ら補助金だからといって、

見たときにやっぱり規模としてそれが適切かどうかという問題については、若干疑問が残ると思います。 

  足湯の問題は、結構、稲取の文化公園なんかの場合でも、毎日朝晩とか、場合によっては朝昼晩とか来て、

あそこの場合タオルや何かの問題もあるんだけれども、管理をしていますよね。熱川も行ってみると、あそ

こは当然、観光協会がすぐわきにあるから、当然、観光協会の職員やっているんだけれども、結構ごみや何

かが入って、それをすくったり何だかんだとやると、１日仕事ではないけれども、毎日きれいに、衛生的に

していかなければいけないわけですから、仕事はあるんですよ。その辺の管理を含めて、よく考えていただ

く必要があって、僕はこのトイレと足湯についていえば、金額や規模について本当にそのままが適切なのか

どうかという疑問を持っておりますけれども、どう考えてもちょっと文化公園や熱川の駅前にあるやつより

も立派なものをそれぞれあそこにつくることについて、合理的な説明がないと思うんですけれども、いかが

ですか。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、答弁漏れがありましたら、また答弁いたします。 

  まず、１点目の熱川支所の石の問題、これは大変貴重な、入札までに時間がありますから、もし欲しい人

がありましたら、それは持っていってもらっても結構だと思います。それは、あくまでも自費でやってもら

えれば、それは結構だと考えております。それで、持ち手がなかったら、文化財審議会の中でも検討した中



でも、壊してもいいと言われていますので、壊していきたい。入札までに、そういうこと一応募集はかけて

みます、だれかいませんかと。それで、なかったら現状で取り壊しをしていきたい、そう考えていますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

  次に、３番目のこの目的ですね、これは私も山田議員と同様で大変危惧いたしました。その中で、今観光

キャンペーンやっても大丈夫なのということは再三、代表者会議でやりました。私にとっても、その模範的

回答はありません、はっきり言いまして。 

  しかしながら、幹事会から上がってきて、さらに代表者会議の中で、当時はそういう災害とかやったけれ

ども、今回キャンペーンをやりたいという切実なる希望なんです。それで、1,000円に対しましても、この

1,000円というのは地域商品券ね、そんなにメリットがあるのと私は率直に聞きました。 

  そういう中で、代表者会議でこの1,000円というのはすごいメリットがあるよということを言われました。

そういうわけで、私本当に素人でございますから、率直にこの観光キャンペーンやる意義があるのか、そし

てかつ1,000円に対する費用対効果はあるのか、その辺を聞いた中で代表者会議の中で十分審議した中で、

その代表者会議、これをやりたいという中で、町を挙げて初めてです、こういうことはね。そういう中で、

幹事会から立ち上がったもの、これを町がそのやる気を阻害することはできませんし、大多数の、私はある

程度危惧いたしましたけれども、代表者会議の中の委員さんたちも、これはやるべきだということで言われ

ましたもので、そういう中で私はその人たちの、その人たちもある程度観光に対する経験者でございますか

ら、そういう人たちのそういう意見を率直に私は受け入れまして、それじゃ経験者が、現場に携わっている

人がそういうんならば、これは間違いないじゃないかという中で、今回この補正予算措置をさせていただい

たことだけは理解していただきたいと思います。 

  次に、宅配システムに関しましては、事業的には確かにこれはほとんど人件費で、そういう車両とかござ

いませんけれども、これはあくまでも試行期間といいまして、この半年、商工会に委託した中で、こういう

事業が成り立つかどうか試験したいと。基本的には、自分はやりたい気持ちでいます。その中で、また後で

山田議員にやりますけれども、基本的には商工会が中心となりまして、そういう町内のお店に募集いたした

中でやりますもので、そういう車両とか、そういうことは一切かかってきません。そういう中で、一番町が

危惧したのは、大川に商店がなくなること、この大変重要なファクターですけれども、やっぱり高齢者の安

否確認、これも町は大変危惧しています。これをタイアップした中で、この辺やってあります。この辺のシ

ステムは、また山田議員に指し示したいと考えております。 

  次に、トラベルヘルパーの関係でございますけれども、これ山田議員が言っているやつ、大変私も危惧し

た中で、今結構テレビの中で、このトラベルヘルパーということは話題性というのか、結構社会性として介

護の人をいかに旅行に連れていくか、そして健康を取り戻すかということで、私もテレビでもう四、五回見



させていただきました。その必要性というものは、やっぱり私感じておる中で、トラベルヘルパーと私余り

わからなかったので、職員が一応こういう事業がありますよという中で、かつ今回この予算につきましても

10分の10で、ほとんど町一切そういうお金使わないもので、こういう試行的なことをやらしてほしいという

中で、そしてまた社会もこういうことを要求しているという中で、こういう事業をやってみなさいというこ

とで今回やらせていただいた内容でございます。 

  次に、トイレと足湯、これ本当に気になっています。確かに、4,000何百万と1,800、これは基本的にトイ

レだけではなく、トイレプラスあの辺の舗装工事いたします。基本的には、いつも言うあの駐車場に雨のと

き雨水がたまると再三また町民に言われました。かつ、花見のときにボランティアの方が自分で雨のたまっ

た駐車場を排水していただきました。そういうことを加味した中で、一応トイレ工事プラスその辺の雨がた

まることをやめるような舗装工事いたしますもので、トイレだけではございません。トイレだけの金額は、

あとで課のほうから説明いたします。 

  それプラス看板が、やっぱり足湯と同じように看板を数カ所、５カ所ぐらいですか、国道からクロカンま

で行く看板も整備いたしますもので、基本的にはこのトイレ工事にはトイレプラス看板プラス舗装工事、こ

の３点が含まれています。 

  同じように、足湯におきましても、この足湯だけじゃなくて、足湯は1,300万ぐらいですかな、それプラ

スさっき言った案内看板、これがかかりますもので、足湯だけの経費ではないということだけは理解してほ

しいと思います。 

  そしてまた、その管理の問題、今、山田議員が言ったとおり、足湯となりますと相当な管理が必要になっ

てくると思いますもので、その辺今、自分自身はある程度、１日じゃなくてもその朝、夕方の時間だけ、あ

る程度そういう人を雇えばいいかなという考えでいますけれども、それはもう１回考えさせていただきたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（稲葉彰一君） それでは、山田議員のトラベルヘルパー、それから宅配、それから着地型の

関係についての人件費のことを言われたわけですけれども、緊急雇用創出事業、県の補助金100％なんです

けれども、これにつきましては人件費の比率が70％以上拠出しなければと。要するに、雇用を創出しなけれ

ばならない事業ですので、ここで人件費というものがやっています。本当の事業に係る人件費とは、また若

干違うと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（八代善行君） 建設産業課長。 

○建設産業課長（上嶋智幸君） それでは、トイレの金額、今回のトイレの中にはさっき町長が言ったように



舗装も、それから看板も全部入って、一応トイレという名称のほうになっておりますけれども、トイレだけ

だと3,500万ぐらいだというようなことになってまいります。 

  それから、足湯の関係でございますが、1,800万のうち1,300万円がおふろの部分だと、それから看板を500

万円かけて設置をしようと、案内看板を設置すると、こういうようなことで合わせてこの金額になっている

と、こういうことでございます。 

○議長（八代善行君） 14番。 

○１４番（山田直志君） 全般の事業費はわかるんですけれども、別に事業費が人件費が多いからどうのこう

の、少ないからどうのこうのじゃないと思うんですけれども、ただ事業を受ける以上、意義があるものにし

てほしいと思うんですよ。だから、さっきの宅配なんかみたいに、もう最初から人件費が大半、８割方占め

ちゃう事業を、そういう構想をしちゃったら、もう来年度この補助金なくなっちゃったら、スタートができ

ないじゃないですか、通常で考えるとね。 

  車両の購入をしてね、いえば他のお店や商店街がやるんだといっても、車両を購入することによって、い

わゆる初期コストを下げてほとんどかからないから、事業ができるとかというのが僕は普通の考え方だと思

うんですよ。 

  だから、幾ら雇用目的だからとかいっても、本当に本来必要な事業と今試行でやろうとしている事業がマ

ッチングしていないんじゃないかなという疑問が残ります。やっぱりこれはちょっとどうなのかなと思う。 

  一番問題になるのは、産業団体の補助金300万ですけれども、今、町長なんかの話聞いていると、日本中

デフレで景気悪いときに、うちの町は100人のお客さん来るから、うちの町へ来てくださいなんていうお涙

ちょうだいでキャラバンに行くなんていうことはあり得ないと思うんです。1,000円のものを出したら、お

客さんが効果が大きいんだというのは、もし町長が経験者の意見だというんであれば、その経験者の意見が

この町にとってプラスなのかマイナスなのか、今日ちょっと午前中議論してきたように、言葉ではコマだと

か小グループだとか、そういう人たちが今旅行の中心ですよと言いながら、今やろうとしていることはまさ

に団体客を呼び込もうみたいな発想なんじゃないでしょうか。 

  ここがやっぱりね、経験者たちが本当に正しいということでは僕はないんですよ。経験者が言ってきたこ

とが正しかったら、こんなになっていなかったかもしれないじゃないですか。本当に危機感持っているんで、

僕もキャラバンがいけないと言っているんじゃないですよ、キャラバンのやり方をもっと考える必要がある

と。 

  例えば、町長、同じ費目で、これはまだ調整する部分があるんだけれども、着地型なんていう商品開発し

ようと、今だってＩＳＫや何かでもいろいろな商品持っているわけじゃないですか。じゃ、温泉と料理だけ

で売ってきたけれども、もう少し世の中に売り出そうじゃないかと、こういうことにチャレンジしてみよう



という発想だってあったっていいわけじゃないですか。やっぱりうちの町の旅行業の形態からしても、大手

の旅館と小さい温泉だよね、小の部分というのは必ずしも一緒の企画をしたら、同じような効果が出るとい

うことでもないわけで、そういう部分に対する配慮だって必要なわけですよ。 

  だから、そういうことをもう少し今後に、明日につながるキャラバンをやっていかなきゃいけないんです

よ。1,000円の商品券でお客さんをつって、今年何とか生き延びようなんていうことをやったって、今年よ

くたって来年は続かない話なんですよ。そういうキャラバンは、僕は本当に見直してほしいと思うし、本当

にこういう着地型ね、午前中もちょっと議論したように、新しい東伊豆町を売り出そうというのなら、新し

い東伊豆町を売り出せる商品を持ってキャラバンに行かなかったら、我々自信持ってうちの町へ来てくださ

いなんて言えません。また、旅館のほうで赤い魚は金目鯛なんていうね、こういう商売をされているような

旅館がいっぱいあったら、お客さんに来てくださいなんて僕は自信持って言えません。 

  そういう点では、もう少しこれは事業執行において、大いに工夫が要る予算執行を求められていると思い

ます。私もキャラバンやったほうがいいと思いますよ。だけれども、本当に一つ一つのところが過剰な宣伝

や、本当におもてなしの心とか言いながら、おもてなし自身が薄まっているということについて、やっぱり

宿泊業の皆さんも真摯に反省されて、お客さんから支持されていないから宿泊客が増えてないんですから、

その事実はもう少し真剣に考えて、企画についてはやるべきだと。僕は、経験者だからいいということは説

明になっていないと思います。逆にいえば、経験者がよかったら、こんなになっていないですよ。時代に合

わせたことをやってこれなかったから、こうなっているんですよ、と言いたいと私は思うんです。やっちゃ

いけなくはない、だけれども、もう１回これは再検討する部分というものも加味していただきたいなという

ふうに、私は強く町長に求めたい。町長だって、もしかしてキャラバン行ったときに、営業できないですよ、

自信を持って、さっき町長が模範的な営業できないと言うんだから。そうじゃなくて、やっぱり町長自身も

胸張って営業できるような環境を業者の皆さんに整えていただきたいなというふうに私は思っています。 

  あと、やっぱり着地型とトラベルヘルパーの問題は、いけないということじゃないんですが、よくこれ吟

味して、ちゃんと執行できるようにしていただかないと、もう半年を時間的には過ぎているわけですから、

効果がどうなのかなということ。 

  それと、８点目、９点目の２本の工事について、やっぱりでも僕は名称だけ見ると、どうしてもトイレの

工事と足湯の工事だというふうに思ってしまったんですが、それはもしかしたら誤解があるのかもしれない。

だけれども、これは予算の計上の仕方も、それだけかなり金額が違ってくるんであれば、もう少し説明を細

かいしていただいても、というのは足湯等整備事業というのは行政用語というのはあるわけですから、もう

少しあってしかるべきじゃないかなと思います。 

  ただ、自分の気持ち的な面でいうと、稲取高原にみんなあそこへクロカン行っている人たちが必要として



いるのは、そんな文化公園ほど立派なトイレを期待しているんじゃないよというふうには思います。かなり

材質、規模等に、ちょっとみんなが期待しているものと相違があるんじゃないかなという印象を私は持って

います。 

 

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

 

◎会議時間の延長について 

○議長（八代善行君） 質疑中ですが、お諮りいたします。 

  本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ延長したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議時間は延長することに決しました。 

  会議時間を延長いたします。 

  続けてください。 

  町長。 

○町長（太田長八君） まず、産団連のことでございます。これまでは、観光キャンペーンとなっております

けれども、基本的には産団連が考えた中で、今の時期、この観光キャンペーンをやるのが一番いいんじゃな

いかという中で、この観光キャンペーンが出てきました。それまでは、幹事会の中で観光キャンペーン以外

のことが出た場合は、また違う意味でのそういう予算づけが出てくると思います。とりあえず、幹事会の中

で観光キャンペーン、今この時期、観光キャンペーンを打つべきだということが出てきました。 

  そういう中で、一応今回、産団連の総意ということで、今回この300万円というものを補正させていただ

きました。たまたま今回の産団連の要望が観光キャンペーンということでありまして、その辺は山田議員ち

ょっと理解していただきたいと思います。 

  今、この町に大変大事なのは、この観光キャンペーンじゃないかと、この産団連の方たちの総意でござい

ますもので、今回この300万というものを上げさせていただきました。その中で、本当に1,000円、基本的に

はもっとざっくばらんにその1,000円というのは、本当に魅力があるのかと聞いたんですが、これは確かに

魅力あるということを伺った中で、あとその内容的なことはこれからやっぱり、うちの町は着地型ではそう

いうことがあるもので、当然そういうことの中でうちの町のＰＲとか、そういうことはしていかなければな

らないと考えています。当然、もうお客さんも、団体からそういうコマに変わってきておりますもので、団

体型の観光キャンペーンじゃなくして、あくまでもきめ細かな、そういう人たちに対する、多分個人的なも



のになってくると思います。団体も来てくれればありがたいんですけれども、その団体を含めた中のコマの

人たちの観光キャンペーン、そういうことで理解していただきたいと思います。 

  要するに、基本的には初めて産団連の総意の中から、この町に予算をお願いしますときただけは理解して

いただきたいと思いますし、私はその要望に対しては、これだけ産団連でやる気になっている中で、この補

正予算は通してやりたいなという中で、今回補正予算させていただきました。 

  次に、宅配に関しましては、宅配システムのということで、先ほど言った大川区は買い物難民だというこ

ともありました。そういう中で、一応こういう、本当は町独自でやろうとした中で、今回10分の10でそうい

う助成があるという中で、商工会に委託した中で、商工会から一応こういう図があるんです。これを見れば、

多分、山田議員もわかると思いますけれども、基本的には町がやるんではなく、ここにあるお店さんに委託

した中、商工会に委託した中でやっていきますもので、人件費とか、そういうのは次年度以降はかからない

と自分は考えております。 

  ただ、安否確認を町がお願いをするもので、その辺に対する助成、お金は多少負担しなければならないか

なと考えておりますので、人件費に対しましては町は今のところ、そういうことはないんじゃないかと考え

ております。 

  それと、トラベルヘルパー、これは本当に大変いいことなもので、山田議員が言っていることは十分吟味

した中でやっていきたいと考えております。 

  さらには、トイレと足湯に関しまして、確かに誤解を与えるような予算計上でございました。これは今後、

十分注意して予算編成のときに、そのようなことを使っ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。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

  14番。 

○１４番（山田直志君） 私は、特に産団連の補助金については、これは見直しが必要だと思います。町長、

今の答弁、最後の答弁聞いても、これは余り見直されるという考えではないというふうに私は受け取りまし

た。 



  町長言われるように、産団連でまとまった意見だということもわかりますけれども、そうだとすると午前

中から議論してきたように、本当に時代の変化に対して対応した観光のあり方ができていない中で、従前な

りのキャンペーンとイベントでやっていくというやり方については、私は納得ができません。これらについ

ては、やっぱりもう１回、本当は戻して見直しをしていただいて、キャンペーンを打つぐらいの対応が必要

ではないかということが一番大きな問題であります。 

  また、あとトイレと足湯については、本当に僕は絶対、文化公園と熱川の駅前にあるやつ以上のものがあ

あいう山の中にできるということは、やっぱり町民の感覚からしたら、本当にもう少し見直して事業が縮小

されてしかるべきじゃないかというふうに考えておりまして、私は財政上、基金の積み立てをした点だとか、

いろいろな点については評価をしていきたいなとは思いますが、この２点については評価できないんで、本

来は持ち帰って見直していただくと大変ありがたいなと思っているんですけれども、そういうお考えではな

いようですから、私はその点については反対をさせていただきます。 

○議長（八代善行君） 次に、本案に賛成の発言を許します。 

  ８番。 

○８番（鈴木 勉君） 私は、総論的には今回の補正につきましては賛成させていただきたいと思います。 

  各論の中で、いろいろ私も、ただいまの山田議員の質疑の中でも聞いておったわけですけれども、私も商

工会の理事をやらせていただいたときに、青年部、理事、それから観光業者という３人１組という形の中で、

こういう商工会がキャラバンをやってきた経験があるわけですけれども、今こういう時代の変革の中で、非

常にメディアの力とか、インターネットの時代がきたときに、それに変わった中でいかに誘客をしていくか

という、１つの手法としてまた昔を振り返りながら、自分たちが足を運んで、同じ立場にいる人たちと目線

を合わせて、この町に来てくださいという、そういうキャラバンを組んでいきたいという、またそれも私は

新しくこの町に来ていただく、誘客をする１つの手法としてはあるのではないかなという気持ちがございま

す。 

  それから、宅配システムですけれども、これも私も非常に買い物難民という高齢者の対策としては、この

町の安心して住める高齢者の町づくりの中では、非常に大事なことではないのかなという、そういう問題と

して取り上げてきた自分の経緯もございます。 

  ですから、この実験的な県から100％の補助をいただける、この期間の中でこの宅配システムを立ち上げ

まして、それが継続できるかできないか、そういうチャンスをいただいたという、そういう形でございます。

そういう私も、長くなりますから、この辺で賛成討論終わりますけれども、よろしくお願いします。 

○議長（八代善行君） ほかに討論ありませんか。 

  ２番。 



○２番（飯田桂司君） 今、鈴木議員のほうからも話がありましたけれども、私は産団連の関係の賛成という

ことで、ちょっとお話をさせていただくわけですけれども、この要望書の中の内容を見させていただく中で、

1,000円の決断に、渡してそれをもって変えるということでありますけれども、今までの町の商工会も含め

て、観光業者に対する大変費用対効果、私よく言うんですけれども、私もホタルの関係でホタルまつりをも

う23年ほど携わっておるわけですけれども、ここは町の協会の主催となりまして７年ほどになるわけですけ

れども、前会長の赤尾さんとの話の中で、ぜひ宿泊をする方の費用対効果をしようよと、来たお客さんがど

のくらいホタルの会場に来るのかなということで、ここ３年ほどやっている中で、大変はっきりと人数が把

握をできているわけです。 

  １点、町長にお願いをしたいのは、ぜひこの補助を出すに当たっては、東伊豆町に来たお客さんの効果、

来たお客さんの把握をぜひとっていただくようなことを条件として、私は賛成をいたします。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） これで討論を終結いたします。 

  これより議案第51号 平成22年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）を採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（八代善行君） 賛成多数です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時３６分 

 

再開 午後 ４時５０分 

 

○議長（八代善行君） 会議を開きます。 

 

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

 



◎日程第５ 議案第５２号 平成２２年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

○議長（八代善行君） 日程第５ 議案第52号 平成22年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第２号）を

議題といたします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 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52号 平成22年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算

（第２号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に3,646万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ12億978万8,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では前年度繰越金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21年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（中村健司君） ただいま提案されました議案第52号 平成22年度東伊豆町介護保険特別

会計補正予算（第２号）について概要を説明させていただきます。 

  平成22年度東伊豆町の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,646万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ12億978万8,000円といたします。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第

１表歳入歳出予算補正」によります。 

  １ページをごらんください。 

  歳入では、前年度繰越金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

年度分返還金の増額補正を行うものでございます。 

  恐れ入りますが、３ページ、４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。 

  ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正前の額に3,646万8,000円を追加し、3,846万8,000円といたし

ます。 



  ２節繰越金、細節１、前年度繰越金3,646万8,000円の増は、平成21年度の歳入歳出を精算した結果、3,846

万8,101円の繰り越しとなり、当初予算計上分の200万円を差し引いた金額を計上するものでございます。繰

越金の増は、要介護認定者の減少等により、介護給付費が減少したことが主な理由であります。 

  続きまして、歳出についてですが、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2,248万9,000円を追加し、2,678万6,000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2,248万9,000円の増は、繰越金3,646万8,000円から

過年度分返還金1,397万9,000円を差し引いた残額を増額補正するものでございます。 

  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1,397万9,000円を追加いたします。 

  23節償還金利子及び割引料1,397万9,000円の内容は、平成21年度の介護給付費、地域支援事業及び事務費

の確定に伴い精算するもので、介護給付費につきましては細節１、国庫介護給付費負担金過年度分返還金139

万7,000円、細節２、県介護給付費負担金過年度分返還金120万7,000円、細節３、支払基金介護給付費交付

金過年度分返還金490万4,000円、細節４、一般会計介護給付費繰入金過年度分返還金385万5,000円をそれぞ

れ精算し、返還いたします。 

  地域支援事業につきましては、細節５、国庫地域支援事業交付金過年度分返還金46万3,000円、細節６、

県地域支援事業交付金過年度分返還金23万2,000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98万4,000円、細節８、一般会計地域支援事業繰入金過年度分返還金23万1,000円をそれぞれ精算し、返

還いたします。事務費につきましては、細節９、一般会計事務費繰入金過年度分返還金70万6,000円を返還

いたします。 

  ２ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してございます。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額11億7,332万円に3,646万8,000円を追加いたしまし

て、12億978万8,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額11億7,332万円に3,646万8,000円を追加いたしまして、12億978万8,000円

といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、一般財源を3,646万8,000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。 

  討論はありませんか。 

（「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22年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第２号）を採決いたします。 

  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５３号 平成２２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６、議案第53号 平成22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22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、３期分の検針では天候に恵まれ、前年度に比べ伸びましたが、上期の累計では前年度に比

べ減少しております。現時点で、今後の動向を推測することが難しいため、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４億2,150万6,000円に500万5,000円を追加し、４億2,651万1,000円といたしま

した。 

  資本的支出では、建設改良費１億2,455万5,000円から1,140万円を減額し、１億1,315万5,000円といたし

ました。 



  主な補正内容を申し上げます。 

  ４月の人事異動に伴う給料及び手当等の支給調整を全体的に措置いたしたほか、白田浄水場及び取水場の

施設維持修繕費、さらには来年度からの水道検針民間委託に向けた移行準備作業費を予算措置させていただ

きました。これに伴い、水道検針業務委託として債務負担行為を見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。 

  また、建設改良費では昨年からの継続事業で実施している熱川系送水管布設工事ですが、本年度で工事が

完了する予定でありましたが、施設本管との接続等で施工方法に問題が生じ、今年度の工事は湯ケ岡赤川線

への転架のみとし、施設本管との接続工事は翌年度の施工とさせていただき、減額措置とさせていただきま

した。 

  なお、減額分の一部を老朽化している熱川配水池の送水設備等の改修費に充てさせていただきました。さ

らに、大川浄水場のろ過池に設置されている表洗管が老朽化により腐食、脱却し、故障したため、予算措置

を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、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（八代善行君） 水道課長。 

○水道課長（鈴木秀人君） それでは、ただいま提案されました議案第53号 平成22年度東伊豆町水道事業会

計補正予算（第１号）について説明させていただきます。 

  （総則） 

  第１条 平成22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22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。 

  支出、第１款水道事業費用、既決予定額４億2,150万6,000円に500万5,000円を追加し、４億2,651万1,000

円といたします。 

  第１項営業費用、既決予定額３億6,865万1,000円に97万3,000円を追加し、３億6,962万4,000円といたし

ます。 

  第２項営業外費用、既決予定額5,185万4,000円に403万2,000円を追加し、5,588万6,000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２億475万円を１億

9,335万円に、過年度分損益勘定留保資金２億475万円を１億7,905万9,000円に改め、次に減債積立金1,000

万円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額429万1,000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、第１款資本的支出、既決予定額２億475万2,000円から1,140万円を減額し、１億9,335万2,000円と

いたします。 

  第１項建設改良費、既決予定額１億2,455万5,000円から1,140万円を減額し、１億1,315万5,000円といた

します。 

  ２ページをお開きください。 

  （債務負担行為の補正） 

  第４条 既定の債務負担行為の追加は「第１表債務負担行為補正」によります。 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

  第５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。 

  （１）職員給与費、既決予定額8,979万円から122万8,000円を減額し、8,856万2,000円といたします。 

  （たな卸資産の購入限度額） 

  第６条 予算第７条中、492万7,000円を501万円に改めます。 

  ４ページに補正予算実施計画表を示してございますが、参考資料で説明させていただきたいと思いますの

で、８ページをお開きください。 

  最初に、収益的収入及び支出ですが、収入につきまし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款水道事業費用の既決予定額４億2,150万6,000円に500万5,000円を追加し、補正後の予算を４億2,651

万1,000円といたしました。 

  １項営業費用の既決予定額３億6,865万1,000円に97万3,000円を追加し、補正後の予算額を３億6,962万

4,000円といたしました。全般的に４月人事異動により、６月期の期末勤勉手当等の調整をさせていただき

ました。全体で122万8,000円の減額となっております。 

  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100万円の増は、経年劣化による緊急時の対応のため、予算措置をさせ

ていただきました。 

  ２目配水及び給水費の16節委託料10万円の増ですが、去る６月23日の大雨により町道湯ケ岡赤川線下のの

り面の一部が崩壊しました。水道本管には影響ございませんでしたが、のり面の復旧工事で暗渠を挿入する

ことで水道本管の埋設位置の確認が必要となり、試掘調査費として措置をさせていただきました。 

  ３目簡易水道事業費用、21節薬品費39万1,000円の増ですが、大川浄水場のパックの注入で、これまで原

水濁度により薬品注入しておりましたが、濁度から注入することで、よりきれいで安心な水を提供できると



いうことで予算措置をさせていただきました。 

  ５目総係費の16節委託料42万円の増ですが、これまで水道検針業務につきましては町と個人との委託契約

により個人検針と一部職員により水道検針を実施してまいりましたが、来年度より水道検針の民間への業務

委託を考えております。このため、今回民間への移行準備作業の委託料として予算計上させていただきまし

た。このことにより、３ページに水道検針業務委託料として債務負担行為を上げさせていただきましたので、

よろしくお願いいたします。 

  ２項営業外費用、既決予定額5,185万4,000円に403万2,000円を追加し、補正後の予算額を5,588万6,000

円といたしました。 

  ３目消費税、１節消費税106万8,000円の増は、工事費の減額により仮払い消費税が減少することで消費税

額が年度末に不足を生じるため、予算措置をさせていただきました。 

  ４目その他営業外費用、１節雑支出296万4,000円の増ですが、使用者の申し出による水道料の遡及還付が

２件、漏水による軽減還付が１件を増額補正をするものでございます。 

  次に、資本的収入及び支出ですが、収入につきましては補正事項はありませんので、支出について説明さ

せていただきます。 

  １款資本的支出の既決予定額２億475万2,000円から1,140万円を減額し、補正後の予算額を１億9,335万

2,000円といたします。 

  １項建設改良費の既決予定額１億2,455万5,000円から1,140万円を減額し、１億1,315万5,000円といたし

ました。 

  ２目簡易水道事業整備費の29節工事請負費の800万円の増は、大川浄水場のろ過池に設置してある蒸留管

２基のうち１基が腐食で脱落したため、改修工事費として600万円、また大川浄水場の薬品注入ですが、薬

品の注入が適正に注入されていないため、薬品注入配管改修費として200万予算措置をさせていただきまし

た。 

  ３目配水及び給水施設整備費の29節工事請負費2,200万円の減は、昨年度から継続事業として実施してお

ります熱川系送水管布設工事ですが、本年度、湯ケ岡赤川橋の転架及び布設管との接続及び完成予定ではあ

りましたが、布設管等の接続で施工方法に問題が生じ、本年度については橋の転架のみとし、布設管との接

続工事につきましては、本年度に調査検討し、翌年度に施行することで減額措置をさせていただきました。 

  なお減額部分の一部を老朽化により使用不能となっております熱川配水池の漏水バルブ等の改修工事に、

さらには災害時の緊急車の給水設備として上神田配水池に設置する工事費として充当させていただきまし

た。 

  ５目調査費、16節委託料260万の増は、来年度施工予定となります熱川系送水管布設工事に伴う管網基礎



調査検討費として200万円、既設管の埋設位置の確認のための試掘調査費として60万円、予算措置をさせて

いただきました。 

  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） １点ちょっとお伺いしますけれども、債務負担行為の関係なんですけれども、前か

ら民間委託を検討しているという話は知っておりますが、いろいろ契約のあり方等々あったかと思うんです

けれども、どういう契約内容でこういう金額を算出したのか、またどういう形で当然、入札等をかけられた

りしたのか、その辺のことについて僕ら全然聞いていないものですから、この内容について、当然コストだ

って変わってきたりとか、いろいろなことあるわけじゃないですか、そういうことをどういう形でパッケー

ジして契約をするということにしているのか。 

  また、今まで臨時職員で働いた人とかいらっしゃるわけだけれども、そういう問題はどうしたのか、そう

いうことについてお聞かせください。 

○議長（八代善行君） 水道課長。 

○水道課長（鈴木秀人君） 今回の補正予算の関係は、一応民間委託するための移行準備委託料として42万円、

これからその入札とか契約ということで、債務負担を現在上げさせていただいておりますので、これからや

るということです。 

  それとあと、今現在個人委託をされている方、その方を中心として民間委託の検針をお願いするというこ

とでございます。 

○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。 

  討論はありませんか。 

（「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22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。 

 

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

 

◎日程第７ 報告第１号 平成２１年度東伊豆町健全化判断比率の報告について 

◎日程第８ 報告第２号 平成２１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７ 報告第１号 平成21年度東伊豆町健全化判断比率の報告について、日程第

８ 報告第２号 平成21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） ただいま一括上程されました報告第１号 平成21年度東伊豆町健全化判断比率及び報

告第２号 平成21年度東伊豆町資金不足比率の報告について順次提案理由を申し上げます。 

  本案につきましては、平成21年度会計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、その意見を付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（田村正幸君） それでは、ただいま一括提案されました報告第１号 平成21年度健全化

判断比率及び報告第２号 平成21年度東伊豆町資金不足比率の報告について概要を御説明させていただき

ます。 

  報告第１号につきましては、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、

報告第２号につきましては同法第22条第１項の規定によりまして、監査委員の意見を付け、それぞれ報告す

るものでございます。 

  それでは、最初に平成21年度決算における東伊豆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項目の判断比率で構成されております。 



  １点目の実質赤字比率は、一般会計等の実質赤字額の標準財政規模に対する比率となっております。財政

健全化法にて規定する一般会計等についてでございますが、当町の場合は一般会計のみが対象となってまい

ります。したがって、実質収支額は黒字であり、赤字になっていないため、算出しておりません。 

  財政健全化計画策定の基準となります早期健全化基準は、標準財政規模に応じて算出されており、当町は

15％となります。 

  ２点目の連結実質赤字比率は、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す。連結赤字比率では、老人保健医療特別会計が赤字となっておりますが、全会計

の合計が黒字となっており、連結赤字額とならないため、こちらも算出をしておりません。 

  早期健全化基準は、実質赤字比率における早期健全化基準に５％を加えた20％となります。 

  ３点目の実質公債費比率でございますが、12％でございます。実質公債費比率は、一般会計等が負担する

元利償還金や、それに準じた支出の標準財政規模に対する支出となっております。算定につきましては、償

還に充当できる財源や基準財政需要額算入分を差し引いて算出いたしております。早期健全化基準は25％と

定められております。 

  ４点目の将来負担比率ですが、68.0％でございます。将来負担比率は、一般会計等の地方債や将来支払う

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ます。算定は、将来負担額から起債の償還に

充てることができる基金や基準財政需要額算入分等を差し引いて算出いたします。早期健全化基準では、

350％と定められております。 

  平成21年度決算につきましては、すべての比率が早期健全化基準を下回っております。 

  次に、平成21年度決算における東伊豆町の資金不足比率について御説明いたします。 

  資金不足比率でございますが、資金の不足額における事業の規模に対する比率となっており、公営企業会

計ごとに算出することとなっております。東伊豆町におきましては、水道事業特別会計、この水道事業が法

適用企業会計となります。と風力発電事業特別会計、こちらにつきましては法非適用の事業でございます。

の２会計が対象となってまいります。 

  平成21年度決算におきましては、２会計ともに資金不足がないため、比率は算出しておりません。 

  以上、雑駁ではございますが、概要報告とさせていただきます。よろしく御審議願います。 

○議長（八代善行君） これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（八代善行君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 



  以上で報告を終わります。 

 

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

 

◎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いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ５時１８分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○副議長（森田礼治君） 皆様、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、一身上の都合により本日の会議を欠席するとの届け出

がありました。また、八代議長、太田町長が本日出張のため欠席となっておりますので、御承知願います。

八代議長にかわり、議事運営をいたしますので、皆様の御協力をお願いいたします。 

  ただいまの出席議員は10名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成22年東伊豆町議会第３回定例会第３日目は成立いたしましたので、開会いたします。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○副議長（森田礼治君） 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２１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２１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２１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２１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２１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２１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２１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２１年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

○副議長（森田礼治君） 日程第１ 議案第54号 平成21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21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21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21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

21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21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21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21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。 

  副町長から順次提案理由の説明を求めます。 

  副町長。 

（副町長 鈴木新一君登壇） 

○副町長（鈴木新一君） ただいま上程されました議案第54号 平成21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21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62億9,560万9,000円に対しまして、歳入は調定額57億7,220万9,187円に対し、収入済額53億7,591

万9,433円で、不納欠損額6,294万1,564円、収入未済額３億3,334万8,190円となりました。調定額に対する

収納率は93.1％、予算現額に対して85.4％であります。 

  歳出につきましては、支出済額51億5,235万8,193円で、予算現額に対する執行率は繰越明許費の関係から

81.8％となっており、歳入歳出差引残額は２億2,356万1,240円となり、翌年度繰越額2,735万2,000円を差し

引いた実質収支額は１億9,620万9,240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積み立てには１億6,600万円を措置いたしましたので、翌年度への繰越金は

3,020万9,240円となりました。 

  リーマンショック後の世界金融危機が国内経済に影を落とし、景気の先行きが見えてこない中地域経済も

厳しい状況にあり、収入の根幹となる町税においても低迷が続いております。しかしながら町税の収納状況



においては、職員が地道に滞納整理を進め、税収の確実な確保に努め、静岡地方税滞納整理機構との連携な

どにより、収納率が前年度より4.4％と大きく改善いたしました。今後も引き続き税収の確保に努めるとと

もに、財政運営の効率化においてもさらなる努力をしてまいります。 

  次に、議案第55号 平成21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21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21億4,182万8,000円に対しまして、歳入は調定額25億3,010万6,009円に対し、収入済額は22億430

万6,821円となり、調定額に対する収納率は87.1％、予算現額に対しましては102.9％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額21億47万7,519円で、執行率は98.1％であります。歳入歳出差引残額は１

億382万9,302円で、このうち3,000万円を、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21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21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4,823万6,000円に対しまして、歳入は調定額及び収入済額ともに3,315万3,019円でございます。 

  歳出につきましては、支出済額3,998万622円で、執行率は82.9％であります。歳入歳出差引残額△682万

7,603円になりました。不足額については、４月28日に議決された繰上充用の内容でございます。 

  続きまして、議案第57号 平成21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21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１億3,781万5,000円に対しまして、歳入は調定額１億2,273万8,500円に対し、収入済額は１億

2,090万300円となり、調定額に対する収納率は98.5％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額１億1,990万1,400円で、その執行率は87.0％であります。歳入歳出差引残

額は99万8,900円であります。 

  次に、議案第58号 平成21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21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11億2,006万円に対しまして、歳入は調定額11億4,439万3,201円に対し、収入済額は11億2,488

万5,001円で、不納欠損額は154万9,200円、収入未済額は1,795万9,000円となりました。調定額に対する収

納率は98.3％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額10億8,641万6,900円で、予算現額に対する執行率は97.0％となっておりま

す。歳入歳出差引残額は3,846万8,101円となりました。 

  次に、議案第59号 平成21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21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175万6,000円に対しまして、歳入は調定額及び収入済額ともに175万6,054円となり、調定額に対

する収納率は100％でございます。 

  歳入につきましては、支出済額175万1,000円で、執行率は99.7％であります。歳入歳出差引残額は5,054

円となります。 

  次に、議案第60号 平成21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21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7,385万円に対しまして、歳入は調定額及び収入済額ともに7,274万9,746円でございます。 

  歳出につきましては、支出済額7,072万8,739円で、予算現額に対する執行率は95.8％となっております。

歳入歳出差引残額は202万1,007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７会計の決算概要を申し上げました。詳細につきましては会計

管理者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。 

  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21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21年度東伊豆町水道事業会計決算を別紙監査委員の意見

をつけ議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  まず、水道事業収益の決算額は４億8,251万2,858円で、前年度に比べ5.4％の減となりました。企業経営

の基礎となります水道料金ですが、景気の低迷や節水意識の浸透、さらには給水人口の減少等により使用水



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、水道事業費用の決算額は４億3,575万9,008円で、前年度に比べ2.9％の減となりまし

た。電気料金の据え置き措置等による動力費の減と、費用抑制の効果によるものと考えます。 

  次に、建設改良費は9,419万5,358円で、前年度に比べ91.5％の増となりました。県施行による県道稲取港

線、町道稲取片瀬線の配水管布設替え、町道湯ケ岡赤川線の関連工事などを実施したことによるものと考え

ます。 

  次に、当年度純利益は4,227万5,789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5,138

万497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1,000万円、建設改良積立金に

3,000万円を積み立て措置し、翌年度への繰り越しに1,138万497円を充てることとした剰余金処分（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、よろしく御審議をお願いいたします。 

○副議長（森田礼治君） 会計管理者に決算概要の説明を求めます。 

（会計管理者兼会計課長 鳥澤 勇君登壇） 

○会計管理者兼会計課長（鳥澤 勇君） ただいま提案されました議案第54号 平成21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21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。

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をお願い申し上げます。 

  初めに、議案第54号 平成21年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算につきまして御説明申し上げます。 

  それでは、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22億5,994万5,000円、26億8,323万4,564円、22億8,784万8,310円、6,294万1,564円、３億3,244

万4,690円、2,790万3,310円。 

  １項町民税６億734万3,000円、６億8,879万102円、６億1,016万6,199円、636万4,003円、7,225万9,900

円、282万3,199円。 

  ２項固定資産税13億5,659万7,000円、16億6,508万5,955円、13億8,090万4,304円、5,636万1,961円、２億

2,781万9,690円、2,430万7,304円。 



  ３項軽自動車税2,531万9,000円、2,725万4,100円、2,536万100円、21万5,600円、167万8,400円、４万1,100

円。 

  ４項町たばこ税１億1,993万3,000円、１億2,006万6,957円、１億2,006万6,957円、ゼロ、ゼロ、13万3,957

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１億5,075万1,000円、１億5,256万5,450円、１億5,135万750円、ゼロ、121万4,700円、59万9,750

円。 

  ２款地方譲与税5,865万5,000円、6,004万7,635円、6,004万7,635円、ゼロ、ゼロ、139万2,635円。 

  １項自動車重量譲与税4,400万円、4,370万円、4,370万円、ゼロ、ゼロ、△30万円。 

  ２項地方道路譲与税665万5,000円、665万5,635円、665万5,635円、ゼロ、ゼロ、635円。 

  ３項地方揮発油譲与税800万円、969万2,000円、969万2,000円、ゼロ、ゼロ、169万2,000円。 

  ３款利子割交付金、１項利子割交付金520万円、557万5,000円、557万5,000円、ゼロ、ゼロ、37万5,000

円。 

  ４款配当割交付金、１項配当割交付金170万円、186万1,000円、186万1,000円、ゼロ、ゼロ、16万1,000

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、100万4,000円、100万4,000円、ゼ

ロ、ゼロ、4,000円。 

  ６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金１億5,000万円、１億5,143万1,000円、１億5,143万1,000

円、ゼロ、ゼロ、143万1,000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2,500万円、2,617万8,057円、2,617万8,057円、

ゼロ、ゼロ、117万8,057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2,100万円、2,282万8,000円、2,282万8,000円、ゼロ、

ゼロ、182万8,000円。 

  10款地方特例交付金1,937万5,000円、1,937万5,000円、1,937万5,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  １項地方特例交付金575万5,000円、575万5,000円、575万5,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ２項特別交付金320万3,000円、320万3,000円、320万3,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ３項減収補てん特例交付金1,041万7,000円、1,041万7,000円、1,041万7,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  11款地方交付税、１項地方交付税７億7,563万7,000円、８億4,541万7,000円、８億4,541万7,000円、ゼロ、

ゼロ、6,978万円。 



  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200万円、194万6,000円、194万6,000円、ゼ

ロ、ゼロ、△５万4,000円。 

  13款分担金及び負担金、１項負担金2,847万5,000円、2,989万2,380円、2,907万4,880円、ゼロ、81万7,500

円、59万9,880円。 

  14款使用料及び手数料5,219万7,000円、5,312万2,369円、5,303万6,369円、ゼロ、８万6,000円、83万9,369

円。 

  １項使用料4,253万2,000円、4,291万5,419円、4,282万9,419円、ゼロ、８万6,000円、29万7,419円。 

  ２項手数料966万5,000円、1,020万6,950円、1,020万6,950円、ゼロ、ゼロ、54万1,950円。 

  15款国庫支出金16億5,834万6,000円、８億1,101万1,353円、８億1,101万1,353円、ゼロ、ゼロ、△８億4,733

万4,647円。 

  １項国庫負担金１億2,090万5,000円、１億2,086万5,877円、１億2,086万5,877円、ゼロ、ゼロ、△３万9,123

円。 

  ２項国庫補助金15億1,794万7,000円、６億7,235万8,724円、６億7,235万8,724円、ゼロ、ゼロ、△８億4,558

万8,276円。 

  ３項委託金1,949万4,000円、1,778万6,752円、1,778万6,752円、ゼロ、ゼロ、△170万7,248円。 

  16款県支出金２億7,093万2,000円、２億5,564万2,895円、２億5,564万2,895円、ゼロ、ゼロ、△1,528万

9,105円。 

  １項県負担金１億1,721万1,000円、１億1,691万4,658円、１億1,691万4,658円、ゼロ、ゼロ、△29万6,342

円。 

  ２項県補助金１億857万7,000円、9,354万9,781円、9,354万9,781円、ゼロ、ゼロ、△1,502万7,219円。 

  ３項委託金4,514万4,000円、4,517万8,456円、4,517万8,456円、ゼロ、ゼロ、３万4,456円。 

  17款財産収入１億2,311万4,000円、１億2,314万7,340円、１億2,314万7,340円、ゼロ、ゼロ、３万3,340

円。 

  １項財産運用収入7,532万7,000円、7,535万9,357円、7,535万9,357円、ゼロ、ゼロ、３万2,357円。 

  ２項財産売払収入4,778万7,000円、4,778万7,983円、4,778万7,983円、ゼロ、ゼロ、983円。 

  18款寄付金、１項寄付金182万円、181万6,341円、181万6,341円、ゼロ、ゼロ、△3,659円。 

  19款繰入金608万円、517万6,535円、517万6,535円、ゼロ、ゼロ、△90万3,465円。 

  １項財産区繰入金63万2,000円、63万2,000円、63万2,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ２項特別会計繰入金544万8,000円、454万4,535円、454万4,535円、ゼロ、ゼロ、△90万3,465円。 



  20款繰越金、１項繰越金5,230万5,000円、5,230万5,020円、5,230万5,020円、ゼロ、ゼロ、20円。 

  21款諸収入１億5,472万7,000円、１億5,659万7,698円、１億5,659万7,698円、ゼロ、ゼロ、187万698円。 

  １項延滞金、加算金及び過料390万円、477万2,002円、477万2,002円、ゼロ、ゼロ、87万2,002円。 

  ２項町預金利子１万円、8,123円、8,123円、ゼロ、ゼロ、△1,877円。 

  ３項貸付金元利収入391万8,000円、391万8,000円、391万8,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ４項雑入１億4,689万9,000円、１億4,789万9,573円、１億4,789万9,573円、ゼロ、ゼロ、100万573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６億2,810万円、４億6,460万円、４億6,460万円、ゼロ、ゼロ、△１億6,350万円。 

  歳入合計、予算現額62億9,560万9,000円、調定額57億7,220万9,187円、収入済額53億7,591万9,433円、不

納欠損額6,294万1,564円、収入未済額３億3,334万8,190円、予算現額と収入済額との比較△９億1,968万

9,567円でございます。 

  次に、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6,347万円、6,283万6,197円、ゼロ、63万3,803円、63万3,803円。 

  ２款総務費11億3,614万円、11億1,233万7,697円、ゼロ、2,380万2,303円、2,380万2,303円。 

  １項総務管理費９億1,483万3,000円、９億17万9,835円、ゼロ、1,465万3,165円、1,465万3,165円。 

  ２項徴税費１億2,943万8,000円、１億2,737万739円、ゼロ、206万7,261円、206万7,261円。 

  ３項戸籍住民基本台帳費4,895万5,000円、4,815万385円、ゼロ、80万4,615円、80万4,615円。 

  ４項選挙費3,359万3,000円、2,769万1,547円、ゼロ、590万1,453円、590万1,453円。 

  ５項統計調査費797万2,000円、791万4,926円、ゼロ、５万7,074円、５万7,074円。 

  ６項監査委員費134万9,000円、103万265円、ゼロ、31万8,735円、31万8,735円。 

  ３款民生費10億1,520万2,000円、９億8,966万6,694円、ゼロ、2,553万5,306円、2,553万5,306円。 

  １項社会福祉費８億117万2,000円、７億8,293万9,096円、ゼロ、1,823万2,904円、1,823万2,904円。 

  ２項児童福祉費２億876万5,000円、２億157万8,330円、ゼロ、718万6,670円、718万6,670円。 

  ３項国民年金事務取扱費493万5,000円、491万9,268円、ゼロ、１万5,732円、１万5,732円。 

  ４項災害救助費33万円、23万円、ゼロ、10万円、10万円。 

  ４款衛生費６億8,850万4,000円、６億7,055万194円、960万円、835万3,806円、1,795万3,806円。 

  １項保健衛生費２億2,374万2,000円、２億632万749円、960万円、782万1,251円、1,742万1,251円。 

  ２項清掃費４億6,476万2,000円、４億6,422万9,445円、ゼロ、53万2,555円、53万2,555円。 

  ５款農林水産業費１億1,166万1,000円、１億638万2,612円、260万円、267万8,388円、527万8,388円。 



  １項農業費4,999万9,000円、4,866万1,085円、ゼロ、133万7,915円、133万7,915円。 

  ２項林業費3,273万3,000円、2,904万7,153円、260万円、108万5,847円、368万5,847円。 

  ３項水産業費2,892万9,000円、2,867万4,374円、ゼロ、25万4,626円、25万4,626円。 

  ６款商工費、１項商工費１億8,695万7,000円、１億7,287万5,042円、1,320万円、88万1,958円、1,408万

1,958円。 

  ７款土木費３億1,272万6,000円、２億7,575万9,034円、2,460万円、1,236万6,966円、3,696万6,966円。 

  １項土木管理費3,403万4,000円、3,351万1,974円、ゼロ、52万2,026円、52万2,026円。 

  ２項道路橋りょう費２億3,081万円、２億144万6,944円、2,460万円、476万3,056円、2,936万3,056円。 

  ３項河川費911万5,000円、767万7,900円、ゼロ、143万7,100円、143万7,100円。 

  ４項都市計画費1,747万8,000円、1,574万3,814円、ゼロ、173万4,186円、173万4,186円。 

  ５項住宅費2,128万9,000円、1,737万8,402円、ゼロ、391万598円、391万598円。 

  ８款消防費、１項消防費４億1,724万4,000円、４億229万8,083円、1,115万9,000円、378万6,917円、1,494

万5,917円。 

  ９ページ及び10ページをお開きください。 

  ９款教育費18億5,970万1,000円、８億7,358万2,347円、９億5,540万円、3,071万8,653円、９億8,611万8,653

円。 

  １項教育総務費１億1,975万8,000円、１億1,932万5,629円、ゼロ、43万2,371円、43万2,371円。 

  ２項小学校費９億953万4,000円、４億2,944万8,525円、４億5,980万円、2,028万5,475円、４億8,008万5,475

円。 

  ３項中学校費５億2,750万9,000円、8,052万3,451円、４億3,985万円、713万5,549円、４億4,698万5,549

円。 

  ４項幼稚園費１億6,957万1,000円、１億2,055万666円、4,845万円、57万334円、4,902万334円。 

  ５項社会教育費4,612万5,000円、4,504万8,669円、ゼロ、107万6,331円、107万6,331円。 

  ６項保健体育費8,328万6,000円、7,476万7,407円、730万円、121万8,593円、851万8,593円。 

  ７項奨学金391万8,000円、391万8,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  10款災害復旧費2,175万円、941万9,128円、1,132万4,000円、100万6,872円、1,233万872円。 

  １項農林水産業施設災害復旧費1,915万6,000円、686万5,368円、1,132万4,000円、96万6,632円、1,229

万632円。 

  ２項公共土木施設災害復旧費259万4,000円、255万3,760円、ゼロ、４万240円、４万240円。 

  11款公債費、１項公債費４億7,862万6,000円、４億7,665万1,165円、ゼロ、197万4,835円、197万4,835



円。 

  12款予備費、１項予備費362万8,000円、ゼロ、ゼロ、362万8,000円、362万8,000円。 

  歳出合計、予算現額62億9,560万9,000円、支出済額51億5,235万8,193円、翌年度繰越額10億2,788万3,000

円、不用額１億1,536万7,807円、予算現額と支出済額との比較11億4,325万807円となった内容でございます。 

  歳入歳出差引残額２億2,356万1,240円、うち、基金繰入額１億6,600万円でございます。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、183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53億7,591万9,000円、２、歳出総額51億5,235万8,000円、３、歳入歳出差引額２億2,356万

1,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源、（１）継続費逓次繰越額ゼロ円、（２）繰越明許費繰越額2,735

万2,000円、（３）事故繰越し繰越額ゼロ円、計2,735万2,000円、５、実質収支額１億9,620万9,000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１億6,600万円でございます。 

  次に、国民健康保険特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第55号 平成21年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算につきまして御説明申し上げます。 

  まず、歳入でございます。 

  １款国民健康保険税、１項国民健康保険税５億7,069万2,000円、８億8,482万4,063円、５億5,902万4,875

円、4,746万6,265円、２億7,833万2,923円、△1,166万7,125円。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料50万3,000円、43万6,400円、43万6,400円、ゼロ、ゼロ、△６万6,600

円。 

  ３款国庫支出金５億1,944万1,000円、５億2,872万8,948円、５億2,872万8,948円、ゼロ、ゼロ、928万7,948

円。 

  １項国庫負担金４億2,014万円、４億1,806万6,557円、４億1,806万6,557円、ゼロ、ゼロ、△207万3,443

円。 

  ２項国庫補助金9,930万1,000円、１億1,066万2,391円、１億1,066万2,391円、ゼロ、ゼロ、1,136万1,391

円。 

  ４款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金8,256万5,000円、１億718万4,000円、１億718万4,000円、

ゼロ、ゼロ、2,461万9,000円。 

  ５款前期高齢者交付金、１項前期高齢者交付金４億3,886万4,000円、４億3,886万3,514円、４億3,886万

3,514円、ゼロ、ゼロ、△486円。 



  ６款県支出金9,545万6,000円、１億1,789万930円、１億1,789万930円、ゼロ、ゼロ、2,243万4,930円。 

  １項県補助金7,706万8,000円、9,942万1,595円、9,942万1,595円、ゼロ、ゼロ、2,235万3,595円。 

  ２項県負担金1,838万8,000円、1,846万9,335円、1,846万9,335円、ゼロ、ゼロ、８万1,335円。 

  ７款共同事業交付金、１項共同事業交付金２億3,068万1,000円、２億4,399万1,639円、２億4,399万1,639

円、ゼロ、ゼロ、1,331万639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１億3,254万9,000円、１億3,254万7,980円、１億3,254万7,980円、ゼロ、ゼロ、△1,020円。 

  １項一般会計繰入金9,554万8,000円、9,554万7,980円、9,554万7,980円、ゼロ、ゼロ、△20円。 

  ２項基金繰入金3,700万1,000円、3,700万円、3,700万円、ゼロ、ゼロ、△1,000円。 

  10款繰越金、１項繰越金6,150万4,000円、6,150万2,173円、6,150万2,173円、ゼロ、ゼロ、△1,827円。 

  11款諸収入957万1,000円、1,413万6,362円、1,413万6,362円、ゼロ、ゼロ、456万5,362円。 

  １項延滞金、加算金及び過料11万円、77万8,550円、77万8,550円、ゼロ、ゼロ、66万8,550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946万円、1,335万7,812円、1,335万7,812円、ゼロ、ゼロ、389万7,812円。 

  歳入合計、予算現額21億4,182万8,000円、調定額25億3,010万6,009円、収入済額22億430万6,821円、不納

欠損額4,746万6,265円、収入未済額２億7,833万2,923円、予算現額と収入済額との比較6,247万8,821円とな

った内容でございます。 

  次に、３ページ及び４ページをお開きください。 

  歳出でございますが、１款総務費1,162万6,000円、1,017万4,410円、ゼロ、145万1,590円、145万1,590

円。 

  １項総務管理費860万4,000円、771万7,253円、ゼロ、88万6,747円、88万6,747円。 

  ２項徴税費267万9,000円、223万5,787円、ゼロ、44万3,213円、44万3,213円。 

  ３項運営協議会費21万8,000円、12万5,820円、ゼロ、９万2,180円、９万2,180円。 

  ４項趣旨普及費12万5,000円、９万5,550円、ゼロ、２万9,450円、２万9,450円。 

  ２款保険給付費13億8,898万3,000円、13億5,690万3,282円、ゼロ、3,207万9,718円、3,207万9,718円。 

  １項療養諸費12億3,666万2,000円、12億1,018万9,687円、ゼロ、2,647万2,313円、2,647万2,313円。 

  ２項高額療養費１億4,256万9,000円、１億4,017万2,545円、ゼロ、239万6,455円、239万6,455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760万2,000円、514万1,050円、ゼロ、246万950円、246万950円。 

  ５項葬祭諸費200万円、140万円、ゼロ、60万円、60万円。 



  ３款後期高齢者支援金、１項後期高齢者支援金２億7,592万4,000円、２億7,592万3,031円、ゼロ、969円、

969円。 

  ４款前期高齢者納付金、１項前期高齢者納付金78万5,000円、78万4,557円、ゼロ、443円、443円。 

  ５款老人保健拠出金、１項老人保健拠出金２万円、１万9,715円、ゼロ、285円、285円。 

  ６款介護納付金、１項介護納付金１億2,111万9,000円、１億2,111万8,165円、ゼロ、835円、835円。 

  ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金２億8,540万1,000円、２億8,539万8,739円、ゼロ、2,261円、

2,261円。 

  ８款保健事業費1,613万9,000円、1,378万9,454円、ゼロ、234万9,546円、234万9,546円。 

  １項保健事業費501万6,000円、476万7,416円、ゼロ、24万8,584円、24万8,584円。 

  ２項特定健康診査等事業費1,112万3,000円、902万2,038円、ゼロ、210万962円、210万962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3,682万8,000円、3,636万6,166円、ゼロ、46万1,834円、46万

1,834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21億4,182万8,000円、支出済額21億47万7,519円、翌年度繰越額ゼロ、不用額4,135

万481円、予算現額と支出済額との比較4,135万481円でございます。 

  歳入歳出差引残額１億382万9,302円、うち基金繰入額3,000万円となった内容でございます。この繰入額

につきましては、地方自治法並びに東伊豆町国民健康保険・保険給付等支払準備基金条例第２条の規定に基

づきまして措置したものでございます。 

  続きまして、33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22億430万7,000円、２、歳出総額21億47万8,000円、３、歳入歳出差引額１億382万9,000円、

４、翌年度へ繰り越すべき財源、（１）継続費逓次繰越額ゼロ円、（２）繰越明許費繰越額ゼロ円、（３）

事故繰越し繰越額ゼロ円、計ゼロ円で、５、実質収支額１億382万9,000円、６、実質収支額のうち地方自治

法233条の２の規定による基金繰入金3,000万円でございます。 

  以上、国民健康保険特別会計でした。 

○副議長（森田礼治君） ただいま会計管理者より決算概要の説明中ですが、この際、10時40分まで休憩とい



たします。 

 

休憩 午前１０時２５分 

 

再開 午前１０時４０分 

 

○副議長（森田礼治君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  引き続き、会計管理者より決算概要の説明を求めます。 

（会計管理者兼会計課長 鳥澤 勇君登壇） 

○会計管理者兼会計課長（鳥澤 勇君） 議案第56号 平成21年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出決

算につきまして御説明申し上げます。 

  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款支払基金交付金、１項支払基金交付金521万8,000円、671万1,000円、671万1,000円、ゼロ、ゼロ、149

万3,000円。 

  ２款国庫支出金、１項国庫負担金346万9,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△346万9,000円。 

  ３款県支出金、１項県負担金86万9,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△86万9,000円。 

  ４款繰入金、１項一般会計繰入金86万8,000円、86万8,000円、86万8,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ５款繰越金、１項繰越金1,163万4,000円、1,163万2,722円、1,163万2,722円、ゼロ、ゼロ、△1,278円。 

  ６款諸収入2,617万8,000円、1,394万1,297円、1,394万1,297円、ゼロ、ゼロ、△1,223万6,703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2,617万5,000円、1,394万1,297円、1,394万1,297円、ゼロ、ゼロ、△1,223万3,703円。 

  歳入合計、予算現額4,823万6,000円、調定額3,315万3,019円、収入済額3,315万3,019円、不納欠損額ゼロ

円、収入未済額ゼロ円、予算現額と収入済額との比較△1,508万2,981円となった内容でございます。 

  次に、３ページ及び４ページをお開きください。 

  歳出です。 

  １款医療諸費、１項医療諸費3,659万3,000円、2,834万7,900円、ゼロ、824万5,100円、824万5,100円。 

  ２款諸支出金1,164万3,000円、1,163万2,722円、ゼロ、１万278円、１万278円。 

  １項償還金及び還付加算金1,059万2,000円、1,058万2,518円、ゼロ、9,482円、9,482円。 



  ２項繰出金105万1,000円、105万204円、ゼロ、796円、796円。 

  歳出合計、予算現額4,823万6,000円、支出済額3,998万622円、翌年度繰越額ゼロ円、不用額825万5,378

円、予算現額と支出済額との比較825万5,378円でございます。 

  歳入歳出差引残額△682万7,603円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  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3,315万3,000円、２、歳出総額3,998万1,000円、３、歳入歳出差引額△682万8,000円、４、

翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、５、実質収支額△682万8,000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ゼロ円でございます。 

  次に、後期高齢者医療特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第57号 平成21年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。 

  まず、歳入でございます。 

  １款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料１億1,072万6,000円、9,572万300円、9,388万2,100

円、ゼロ、183万8,200円、△1,684万3,900円。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料５万円、４万600円、４万600円、ゼロ、ゼロ、△9,400円。 

  ３款繰入金、１項一般会計繰入金2,576万7,000円、2,576万6,400円、2,576万6,400円、ゼロ、ゼロ、△600

円。 

  ４款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料32万9,000円、26万7,500円、26万7,500円、ゼロ、ゼロ、△６

万1,500円。 

  ５款繰越金、１項繰越金94万3,000円、94万3,700円、94万3,700円、ゼロ、ゼロ、700円。 

  歳入合計、予算現額１億3,781万5,000円、調定額１億2,273万8,500円、収入済額１億2,090万300円、不納

欠損額ゼロ円、収入未済額183万8,200円、予算現額と収入済額との比較△1,691万4,700円となった内容でご

ざいます。 

  次に、３ページ及び４ページをお開きください。 

  歳出ですが、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１億3,743万7,000

円、１億1,959万6,900円、ゼロ、1,784万100円、1,784万100円。 

  ２款諸支出金37万8,000円、30万4,500円、ゼロ、７万3,500円、７万3,500円。 

  １項償還金及び還付加算金32万8,000円、26万3,900円、ゼロ、６万4,100円、６万4,100円。 

  ２項繰出金５万円、４万600円、ゼロ、9,400円、9,400円。 

  歳出合計、予算現額１億3,781万5,000円、支出済額１億1,990万1,400円、翌年度繰越額ゼロ円、不用額1,791



万3,600円、予算現額と支出済額との比較1,791万3,600円となった内容でございます。 

  歳入歳出差引残額99万8,900円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  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ですが、区分、金額の順に御説明申し上げます。 

  歳入総額１億2,090万円、歳出総額１億1,990万1,000円、歳入歳出差引額99万9,000円、翌年度へ繰り越す

べき財源ゼロ円、実質収支額99万9,000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

金ゼロ円でございます。 

  次に、介護保険特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第58号 平成21年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算につきまして御説明申し上げます。 

  まず、歳入でございます。 

  １款保険料、１項介護保険料２億3,351万7,000円、２億5,392万9,300円、２億3,442万1,100円、154万9,200

円、1,795万9,000円、90万4,100円。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料11万円、12万7,500円、12万7,500円、ゼロ、ゼロ、１万7,500円。 

  ３款国庫支出金２億4,470万6,000円、２億4,745万3,312円、２億4,745万3,312円、ゼロ、ゼロ、274万7,312

円。 

  １項国庫負担金１億9,036万4,000円、１億9,036万4,016円、１億9,036万4,016円、ゼロ、ゼロ、16円。 

  ２項国庫補助金5,434万2,000円、5,708万9,296円、5,708万9,296円、ゼロ、ゼロ、274万7,296円。 

  ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金３億1,727万7,000円、３億1,817万4,000円、３億1,817万4,000

円、ゼロ、ゼロ、89万7,000円。 

  ５款県支出金１億5,662万2,000円、１億5,662万1,412円、１億5,662万1,412円、ゼロ、ゼロ、△588円。 

  １項県負担金１億5,181万円、１億5,181万764円、１億5,181万764円、ゼロ、ゼロ、764円。 

  ２項県補助金481万円、481万648円、481万648円、ゼロ、ゼロ、648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１億5,129万4,000円、１億5,129万2,125円、１億5,129万2,125円、ゼロ、ゼロ、△1,875円。 

  １項一般会計繰入金１億4,787万1,000円、１億4,787万1,000円、１億4,787万1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ２項基金繰入金342万3,000円、342万1,125円、342万1,125円、ゼロ、ゼロ、△1,875円。 

  ８款繰越金、１項繰越金1,646万円、1,646万919円、1,646万919円、ゼロ、ゼロ、919円。 

  ９款諸収入７万3,000円、33万4,633円、33万4,633円、ゼロ、ゼロ、26万1,633円。 

  １項延滞金加算金及び過料２万5,000円、２万4,900円、２万4,900円、ゼロ、ゼロ、△100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、30万9,733円、30万9,733円、ゼロ、ゼロ、26万2,733円。 

  歳入合計、予算現額11億2,006万円、調定額11億4,439万3,201円、収入済額11億2,488万5,001円、不納欠

損額154万9,200円、収入未済額1,795万9,000円、予算現額と収入済額との比較482万5,001円となった内容で

ございます。 

  次に、３ページ、４ページをお開きください。 

  歳出ですが、１款総務費1,020万1,000円、953万2,405円、ゼロ、66万8,595円、66万8,595円。 

  １項総務管理費152万4,000円、146万4,058円、ゼロ、５万9,942円、５万9,942円。 

  ２項徴収費139万9,000円、126万2,135円、ゼロ、13万6,865円、13万6,865円。 

  ３項介護認定審査会費727万8,000円、680万6,212円、ゼロ、47万1,788円、47万1,788円。 

  ２款保険給付費10億6,557万6,000円、10億3,501万523円、ゼロ、3,056万5,477円、3,056万5,477円。 

  １項介護サービス等諸費９億7,754万2,000円、９億5,243万9,778円、ゼロ、2,510万2,222円、2,510万2,222

円。 

  ２項介護予防サービス等諸費2,667万3,000円、2,597万6,141円、ゼロ、69万6,859円、69万6,859円。 

  ３項その他諸費113万7,000円、109万7,175円、ゼロ、３万9,825円、３万9,825円。 

  ４項高額介護サービス等費1,697万1,000円、1,653万7,863円、ゼロ、43万3,137円、43万3,137円。 

  ５項高額医療合算介護サービス等費350万円、ゼロ、ゼロ、350万円、350万円。 

  ６項特定入所者介護サービス等費3,975万3,000円、3,895万9,566円、ゼロ、79万3,434円、79万3,434円。 

  ３款財政安定化基金拠出出金、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946万7,000円、946万7,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ５款地域支援事業費2,649万7,000円、2,522万8,813円、ゼロ、126万8,187円、126万8,187円。 

  １項介護予防事業費651万円、621万5,270円、ゼロ、29万4,730円、29万4,730円。 

  ２項包括的支援事業等費1,998万7,000円、1,901万3,543円、ゼロ、97万3,457円、97万3,457円。 

  ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金731万8,000円、717万8,159円、ゼロ、13万9,841円、13万9,841

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11億2,006万円、支出済額10億8,641万6,900円、翌年度繰越額ゼロ円、不用額3,364

万3,100円、予算現額と支出済額との比較3,364万3,100円となった内容でございます。 

  歳入歳出差引残額3,846万8,101円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  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ですが、区分、金額の順に御説明申し上げます。 

  歳入総額11億2,488万5,000円、歳出総額10億8,641万7,000円、歳入歳出差引額3,846万8,000円、翌年度へ

繰り越すべき財源ゼロ円、実質収支額3,846万8,000円、実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定に

よる基金繰入金ゼロ円でございます。 

  次に、稲取財産区特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第59号 平成21年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算につきまして御説明申し上げます。 

  まず、歳入でございます。 

  １款財産収入、１項財産運用収入175万円、175万979円、175万979円、ゼロ、ゼロ、979円。 

  ２款繰越金、１項繰越金5,000円、5,075円、5,075円、ゼロ、ゼロ、75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175万6,000円、調定額175万6,054円、収入済額175万6,054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円となった内容でございます。 

  次に、３ページ及び４ページをお開きください。 

  歳出ですが、１款管理会費、１項管理会委員会費111万9,000円、111万9,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ２款諸支出金、１項繰出金63万2,000円、63万2,000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175万6,000円、支出済額175万1,000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円でございます。 

  歳入歳出差引残額5,054円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  続きまして、９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。 

  歳入総額175万6,000円、歳出総額175万1,000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ゼロ円でござ

います。 

  次に、風力発電事業特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第60号 平成21年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算につきまして御説明申し上げます。 

  まず、歳入ですが、１款財産収入、１項財産運用収入16万円、15万9,880円、15万9,880円、ゼロ、ゼロ、

△120円。 

  ２款繰入金、１項基金繰入金3,414万9,000円、3,120万円、3,120万円、ゼロ、ゼロ、△294万9,000円。 

  ３款繰越金、１項繰越金254万1,000円、254万1,519円、254万1,519円、ゼロ、ゼロ、519円。 



  ４款諸収入、１項収益事業収入3,700万円、3,884万8,347円、3,884万8,347円、ゼロ、ゼロ、184万8,347

円。 

  歳入合計、予算現額7,385万円、調定額7,274万9,746円、収入済額7,274万9,746円、不納欠損額ゼロ円、

収入未済額ゼロ円、予算現額と収入済額との比較△110万254円となった内容でございます。 

  次に、３ページ及び４ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  １款電気事業費、4,654万5,000円、4,481万6,631円、ゼロ、172万8,369円、172万8,369円。 

  １項電気事業管理費８万2,000円、６万4,575円、ゼロ、１万7,425円、１万7,425円。 

  ２項風力発電事業費4,646万3,000円、4,475万2,056円、ゼロ、171万944円、171万944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231万1,000円、141万9,300円、ゼロ、89万1,700円、89万1,700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7,385万円、支出済額7,072万8,739円、翌年度繰越額ゼロ、不用額312万1,261円、予

算現額と支出済額との比較312万1,261円でございます。 

  歳入歳出差引残額202万1,007円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  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でございますが、区分、金額の順に御説明申し上げます。 

  歳入総額7,275万円、歳出総額7,072万9,000円、歳入歳出差引額202万1,000円、翌年度へ繰り越すべき財

源ゼロ円、実質収支額202万1,000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

ロ円でございます。 

  以上で各会計の決算の概要説明とさせていただきます。 

  次に、別冊主要施策の成果説明書の中にとじてあります「財産に関する調書」について説明をさせていた

だきます。 

  恐れ入りますが、主要施策の末尾にとじ込んでございます「財産に関する調書」の159ページをお開きく

ださい。 

  平成21年度中に増減のあった項目につき、概要のみ説明させていただきますので、よろしくお願いいたし

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。 

  公共用財産の学校686.03平米の減は、県道稲取港線改良事業に伴い稲取小学校グラウンド用地を静岡県に

売却したものであります。 



  公営住宅につきましては、熱川町営住宅駐車場用地として40.4平米を取得しました。 

  その他の施設用地6,327.64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1,859.75平米、中

山間地域総合整備事業により施工された東伊豆地区の１号農道及び２号農道用地が町に引き渡されたこと

によるものが3,786.84平米、町道等の取得払い下げによる増減分が681.05平米となっております。 

  内訳ですが、1,859.75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3218番地の４に設置されたファームポンドの用地262平米と、稲取字萩窪3213番地の36ほか

６筆の排水用敷地452.75平米及び稲取字柳久保2324番地の８ほか３筆の道路敷地1,145平米を取得しました。

3,786.84平米につきましては中山間地域総合整備事業により、１号農道が町道泉水小山尻線として2,176.36

平米、２号農道が町道向三十目藤ヶ沢線として1,610.48平米、それぞれ静岡県から東伊豆町へ引き渡されま

した。 

  町道等の取得払い下げによる増減分の681.05平米については、寄付が371.94平米、売買による取得が323.8

平米、売買による払い下げが14.69平米あり、差し引き合計で681.05平米の増となります。 

  これらの内訳ですが、町道の寄付371.94平米については、町道馬道線の18.08平米を東和開発株式会社か

ら、町道入谷天城１号線の336平米を、稲取2253番地の田村又吉さんから、町道樋ノ口線の17.86平米を、奈

良本575番地の稲葉のぶさんからもらい受けました。 

  売買による取得323.8平米にについては、稲取1880番地の１の山田千鶴恵さんから224.19平米を、稲取410

番地の福岡千秋さんから78.95平米を、またほかの４名分を合わせた20.66平米を道路用地として買収しまし

た。 

  14.69平米の払い下げですが、町道入谷天城１号線の道路区域変更に伴い、稲取1755番地の稲葉孝行さん

へ売却しました。 

  次に、畑の３万4,034.91平米の増ですが、白田字磯辺1731番地の２ほか２筆、2,520平米を、沼津市の萩

原朝子さんほか２名から、また稲取字清水404番地の１ほか19筆３万1,514.91平米を、東京都港区の小林明

子さんから寄付を受けました。 

  宅地の881.55平米の増は、白田字磯辺1731番地の３、115.7平米をハギワラアサコさんほか２名から、ま

た稲取字上林の沢3031番地の276ほか１筆765.85平米を、小林アキコさんから寄付を受けました。 

  山林の4,786平米の増は、白田字休場下1738番地の１、4,449平米を、ハギワラアサコさんほか２名から、

また稲取字上林の沢3031番地の128、337平米を小林アキコさんから寄付を受けました。 

  公有地の27.32平米の減は、片瀬88番地の１地先を有限会社入口重機建設に払い下げました。 

  雑種地1,252平米の増は、稲取字上林の沢3031番地の352、1,252平米を小林アキコさんから寄付を受けま

した。 



  次の160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259.69平米の増は、白田字磯辺1731

番地の３ほか１筆に建てられている住宅延べ床面積120.59平米を、ハギワラアサコさんから、また稲取字上

林の沢3031番地の276ほか１筆に建てられている３棟分延べ面積139.1平米を、小林アキコさんから寄付とし

てもらい受けました。 

  次に、非木造、決算年度中の増減高の公共用財産、学校282平米の減は、大川小学校シキジョウ校舎解体

工事による取り壊し分であります。 

  その他の施設16.31平米の増は、奈良本けやき公園内に新築した陶芸用の窯小屋の延べ面積であります。 

  次に、161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、所有面積当たりの成長率を50％にして換算し、1,676立米としたものであり

ます。 

  減分の971立米につきましては、森林整備加速化林農再生事業で間伐した650立米と、美しい森づくり基盤

整備交付金間伐事業で間伐した321立米の内容であり、決算年度末現在高は９万7,106立米となりました。 

  分収林の561立米の増は、日本大昭和板紙、農林農地整備センターの植栽面積当たりの成長率を50％にて

推計したものであり、決算年度末現在高は３万7,262立米となりました。 

  次に、165ページをお開きください。 

  ４、基金でございますが、１番上の財政調整基金から１番下の風力発電基金までの決算年度中増減高の増

額は１億4,024万2,000円、減額は7,162万1,000円となり、決算年度末現在高は５億9,083万5,000円となりま

した。このうち財政調整基金に平成20年度決算剰余金9,800万円を積み立て、決算年度現在高は４億3,313

万8,000円となりました。 

  社会福祉費寄付金151万3,000円の増は、稲取2496番地八代博子さんから１万2,000円、稲取ベル・フィオ

ーレから２万円、伊豆ヘルスケア株式会社から１万5,000円、稲取428番地鈴木憲さんから10万円、稲取866

番地前田裕司さんから10万円、入谷区ゴルフ同好会から１万6,341円、稲取232番地の１田村修一さんから50

万円、稲取615番地の１鈴木富美代さんから30万円、稲取587番地田村茂樹さんから10万円、社会福祉法人三

信福祉協会から10万円、これら10件の寄付によるものと、ふるさと納税分の25万円を合わせ、積立措置しま

した。決算年度末現在高は1,420万3,000円となっております。 

  教育振興基金の10万3,000円の増は、伊豆太陽農業協同組合から２万1,000円、白田864番地の１田中勝年

さんから３万2,000円の寄付によるものと、ふるさと納税分の５万円を合わせた額を積立措置したものであ

り、決算年度末現在高は1,830万4,000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20年度決算剰余金から3,100万円を積み立

て、財源補てんのため3,700万円を取り崩し、決算年度末現在高は2,590万3,000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、介護保険特別会計へ繰り入れのため342万1,000円を取り崩

し、決算年度末現在高は722万4,000円となりました。 

  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946万7,000円を積み立て、決算年度末現在高は

5,167万8,000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15万9,000円を積み立て、風力発電特別会計への繰り

入れのため3,120万円を取り崩し、決算年度末現在高は3,769万9,000円となりました。 

  次に、166ページをお開きください。 

  定期預金運用状況報告の（１）土地開発基金の決算年度中増減高の山林原野547平米の減は、奈良本字樋

ノ口1321番地の５の土地及び温泉管理権を東京駅前クリニックへ200万円で売却し、土地開発基金へ積み立

てるものであります。 

  （２）育英奨学基金につきましては、平成21年度中の貸し付けはなく、貸し付け人員21名から391万8,000

円の返還がなされ、決算年度末現在高は1,908万7,000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。御審議をよろしくお願いいたします。 

○副議長（森田礼治君） 引き続き、水道課長より決算概要の説明を求めます。 

  水道課長。 

（水道課長 鈴木秀人君登壇） 

○水道課長（鈴木秀人君） それでは、議案第61号 平成21年度東伊豆町水道事業会計決算認定について概要

を説明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４億7,306万3,000円に対

し、決算額は４億8,251万2,858円で、予算額に比べ944万9,858円の増、前年度対比5.4％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４億6,913万2,000円に対し、決算額は４億7,823万8,158円で、

予算額に比べ910万6,158円の増、前年度対比5.5％の減となりました。前年度対比の減は、長期化する景気

の低迷及び節水意識の浸透、さらには給水人口の減少等により使用水量が減少した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393万1,000円に対し、決算額は427万4,700円で、予算額に比べ34万3,700

円の増、前年度対比0.5％の増となりました。 



  次に、支出ですが、第１款水道事業費用は、予算額４億4,285万8,000円に対し、決算額は４億3,575万9,008

円で、執行率は98.4％、不用額は709万8,992円で、前年度対比2.9％の減となりました。 

  その内訳ですが、第１項営業費用は、予算額３億8,572万9,000円に対し、決算額は３億7,961万7,684円で、

執行率は98.4％、不用額は611万1,316円で、前年度対比1.8％の減となりました。前年度対比の減は、電気

料の据え置きや、電気使用量が低推移で推移したことなどから動力費の大幅な減となったことが要因と考え

ます。 

  次に、第２項営業外費用は、予算額5,559万5,000円に対し、決算額は5,559万3,178円で、執行率は99.9％、

不用額は1,822円で、前年度対比9.1％の減となりました。 

  次に、第３項特別損失は、予算額57万5,000円に対し、決算額は54万8,146円で、上水道54件、簡易水道２

件、計56件の不納欠損処分をさせていただきました。 

  第４項予備費４万1,000円は、消費税予算に不足が生じたため充当したものであります。 

  ２ページをお開きください。 

  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ありませんでした。 

  次に、支出ですが、第１款資本的支出は、予算額１億7,671万1,000円に対し、決算額は１億7,225万1,257

円で、執行率は97.5％、不用額は445万9,743円で、前年度対比では35.7％の増となりました。 

  その内訳ですが、第１項建設改良費は、予算額9,865万5,000円に対し、決算額は9,419万5,358円で、執行

率は95.5％、不用額は445万9,642円で、前年度対比91.5％の増となりました。 

  主な工事内容は、県施行による県道稲取港線、町道稲取片瀬線配水管布設替え工事、町道湯ケ丘赤川線送

水管布設工事など計13件の工事実施したことによる伸びと考えます。 

  次に、第２項企業債償還金は、予算額7,805万6,000円に対し、決算額は7,805万5,899円で、執行率は99.9％、

不用額は101円となりました。 

  資本的収入が資本的支出額に不足する額１億7,225万1,257円につきましては、減債積立基金より1,000万

円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で220万3,100円、過年度分損益勘定留保資金より１億

6,004万8,157円を充て、補てんをいたしました。 

  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、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ページをお開きください。 

  損益計算書による当年度純利益4,227万5,789円に、前年度繰越利益剰余金910万4,708円を加えた当年度未

処分利益剰余金は5,138万497円となりました。 

  なお、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。 



  11ページをお開きください。 

  当年度未処分利益剰余金5,138万497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3,000万円を積み立て、翌年度繰越利益剰余金に1,138万497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、付属資料、参考資料を添付してありますので、ごらんいただきたいと

思います。 

  以上、まことに簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○副議長（森田礼治君） ただいま決算概要の説明がございました。本日は一括上程と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２時までにいたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（森田治礼君） 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２時までとする

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、明日９月16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 

○副議長（森田礼治君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれで散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時２９分 

 

 

 

 

 

 

 



平 成 ２ ２ 年 第 ３ 回 東 伊 豆 町 議 会 定 例 会 会 議 録  

 

議 事 日 程（第４号） 

 

                       平成２２年９月１６日（木）午後１時開議 

日程第 １ 議案第５４号 平成２１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２１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２１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２１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２１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２１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２１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２１年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

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

出席議員（１２名） 

     １番  内 山 愼 一 君      ２番  飯 田 桂 司 君 

     ３番  村 木   脩 君      ５番  藤 井 廣 明 君 

     ６番  森 田 礼 治 君      ７番  西 村 弘 佐 君 

     ８番  鈴 木   勉 君     １０番  山 本 鉄太郎 君 

    １１番  八 代 善 行 君     １２番  居 山 信 子 君 

    １３番  定 居 利 子 君     １４番  山 田 直 志 君 

欠席議員（なし） 

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

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 



町 長 太 田 長 八 君 副 町 長 鈴 木 新 一 君 

教 育 長 飯 田 伊三男 君 総 務 課 長 
兼 防 災 監 田 村 正 幸 君 

企画調整課長 吉 野 竹 男 君 税 務 課 長 石 原 邦 彦 君 

住民福祉課長 西 尾   清 君 健 康 づ く り 
課 長 木 田 和 芳 君 

健康づくり課 
参 事 中 村 健 司 君 観光商工課長 稲 葉 彰 一 君 

建設産業課長 上 嶋 智 幸 君 建 設 産 業 課 
技 監 山 口   誠 君 

教 育 委 員 会 
事 務 局 長 齋 藤 容 一 君 消 防 長 平 山   隆 君 

水 道 課 長 鈴 木 秀 人 君 会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 鳥 澤   勇 君 

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

職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 鈴 木 弥 一 君 書 記 岡 田 賢 一 君 

書 記 中 山 美穂子 君   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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22年東伊豆町議会第３回定例会第４日目は成立いたしましたので、開会いたします。 

  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） 本日の記事日程は、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２１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２１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２１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２１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２１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２１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２１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２１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21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21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21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21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21

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21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21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21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。 

  10番、山本議員の大綱質疑を許します。 

  10番。 

（１０番 山本鉄太郎君登壇） 

○１０番（山本鉄太郎君） 私は、特別会計のほうの審査に当たっていますもので、一般会計の大綱質疑を歳

入について２問、歳出について１問させていただきます。 

  歳入については１点目、徴収率は前年より上回っておりますが、収入未済額が３億3,244万円の内訳とな

っております。これの今後の対策はどのように考えているかお伺いいたします。 

  ２点目として、不納欠損額で固定資産税が5,636万1,000円ありますが内訳をお聞かせください。 

  歳出については１点目、不用額が、民生費で2,553万5,000円、土木費で1,236万6,000円、教育費で3,071

万8,000円、不用額として計上されております。この内容をお聞かせください。 

○議長（八代善行君） 順次答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山本議員の一般会計に関する大綱質疑は、歳入、歳出にわたり３点の御質問でござい

ますので、順次お答えいたします。 

  歳入についての１点目、徴収率は前年より上がっているが、歳入未済額３億3,244万6,000円の内訳と今後

の対策はどのように考えているのか伺いますにつきましては、町税における主な収入未済額は、現年課税分

では個人住民税の2,768万2,000円、法人町民税で332万8,000円、固定資産税で4,996万3,000円、軽自動車税、

入湯税で85万4,000円となり、現年課税分に係る収入未済額は8,182万7,000円でございます。また、滞納繰

越分の未済額は２億5,061万9,000円となり、合計で３億3,244万6,000円でございます。 



  今後の対策でございますが、例年同様、重立った滞納分は静岡地方税滞納整理機構に移管し、滞納整理に

当たっていただくとともに、税務課においても徴収に努め、納付に応じない悪質者には預金保険等の債権差

し押さえから換価処分、不動産の差し押さえ等、厳しく滞納処分に当たってまいりますので御理解ください。 

  ２点目の不納欠損額で固定資産税が5,636万1,000円ありますが、内訳をお聞かせくださいにつきましては、

固定資産税の不納欠損処分による内訳でございますが、地方税法15条第４項の規定による滞納処分の執行停

止後３年を経過したものが52件で1,111万3,648円。また、同条第５項の規定による滞納処分する財産がない

ことにより、直ちに納税義務を消滅したものが８件で696万7,800円。さらに、同法第18条による消滅時効に

よるものが93件で3,828万513円でございます。これらの合計が153件で5,636万1,000円となります。 

  次に、歳出についての不用額が民生費で2,553万5,000円、土木費で1,236万6,000円、教育費で3,071万8,000

円と計上されていますが、内容をお聞かせくださいにつきましては、３款民生費2,553万5,306円の主な不用

額は、１項社会福祉費で1,823万2,000円の不用額を計上しております。不用額を生じた主な事務事業では、

２目障害者福祉費の扶助費770万8,690円がございます。これは自立支援給付費で203万円あり、施設入所者

待機費２名分の費用を予定しておりましたが、入所できなかったことによるものであります。また、身体障

害者厚生医療費が392万円ございまして、医療費２名分の支払いが翌年度支払いとなったことによるもので

す。 

  次に、３目老人福祉費の負担金補助及び交付金587万9,955円がございますが、後期高齢者医療事務事業で、

広域連合からの医療費請求額を支払うものであり、医療請求見込額の過大による不用額でございます。また、

２項の児童福祉費718万6,670円の不用額ですが、１目児童福祉総務費の報償費100万円は新生児出産祝い金

の不用額でございます。 

  19節負担金補助及び交付金の80万8,960円のうち、子育て応援特別手当金54万円については、繰越明許費

繰越分に係る不用額となります。さらに、扶助費の279万1,852円は乳幼児医療費助成事業で、予算編成時の

見込人数と決算上の差により生じた不用額でございます。 

  次に、７款土木費1,236万6,966円の不用額の主な内容は、工事請負費の関係の入札差金が795万9,076円で、

不用額全体の64.3％を占めております。 

  その他、比較的多額の不用額が生じた事業は、２項道路橋りょう費、２目道路維持費において、国の雇用

創出交付金事業に係る町道維持に係る作業員の賃金が天候不順により勤務日数が減少し、103万3,500円の不

用額が生じました。 

  ９款教育費3,071万8,653円の主な不用額の内容は、各小中学校の教材費、パソコンのリース期間が満了等

の関係で21年度は新規パソコンに切りかえる計画でリース料を予算計上しました。その後、国の緊急経済対

策による学校情報通信技術環境整備事業、いわゆる学校ＩＣＴ化でパソコンが事業対象となるため予算を計



上いたしました。しかしながら、学校ＩＣＴ化での事業採択に不安が伴い、リース料の予算計上額、小学校

費で465万円、中学校費で432万円を減額補正するタイミングを逸したために不用額といたしたものです。 

  そのほかには、小学校費の稲取小運動場改良事業の入札差金が生じましたが、工期が年度末のため補正対

応を見送ったことと、稲取小体育館の耐震補強工事及び熱小校舎屋上の防水工事につきましては、繰越明許

の措置によるものであり、入札差金分を減額補正できない理由によるものでございますので御理解願います。 

○議長（八代善行君） 山本議員。 

（１０番 山本鉄太郎君登壇） 

○１０番（山本鉄太郎君） 教科書どおりというか、答弁は要するに成果表を見れば、町長、今答弁されたも

のはわかりますけれども、こういうような数字が大きく載っているということは、優良納税者に多大な負担

をかけるんじゃないかなというような気もいたしますので、あえてここで出させていただきました。そして、

この成果表とかそういうものを今度の23年度の予算に十分生かしていただきたい、私はかように思います。 

  そして、歳出のほうですけれども、これは不用額と言っても、今聞いたらそのような終了したり、ほかの

名目できたよという形のものですから、それはそれなりに了解いたします。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、山本議員が言ったように、税の優良者、税をまじめに払っているのがばかという

言い方はあれですけれども、そんなことを持たれる危惧もあります。またそういうふうに持っている人もい

ます。それは税の公平さという意味でも、この辺は十分厳しくやらなければなと考えております。先ほど壇

上でも言ったように、許さないと。そういう気持ちで覚悟しておりますので、厳しい態度でこの人たちには

臨んでいきたいと考えておりますので御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 以上で、10番、山本議員の大綱質疑を終結いたしました。 

  次に、12番、居山議員の大綱質疑を許します。 

  12番。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 私は、この平成22年度第３回定例会大綱質疑を３問通告をしてございます。御答弁

については、それぞれにいただくようになろうかと思いますけれども、できましたらゆっくり答弁をしてい

ただきたいというふうに思います。 

  まず、一般会計のほう、私ども今回大綱として出させていただくわけですけれども、１点目は、住民の血

税負担を財源にし21年度の予算執行がなされたわけですけれども、住民福祉向上に特筆する成果が何であっ

たかを伺いたいというふうに思います。 



  ２点目につきましては、21年度予算の大綱質疑で指摘された点から、特別交付税について問題はなったの

かどうか伺いたいところです。 

  ３点目は、21年度予算は町補助金の見直しがされる中で費用対効果が期待でき、地域産業の活性化への事

業支援はなされているが、６款商工費での効果はどう分析されているのかをお尋ねをしたいところでござい

ます。 

○議長（八代善行君） 順次、町長の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 居山議員の一般会計に関する大綱質疑は３件の御質問でございますので、順次お答え

いたします。 

  １点目の住民の血税負担を財源に21年度の予算執行がなされたが、住民福祉の向上に特筆する成果が何で

あったかを伺うにつきましては、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域におけ

る行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとすると地方自治法に規定された地方自治の本

旨に基づき、平成21年度予算においても限られた財源の中で投資効果を検討し、住民福祉の向上のために事

業の見直しを行い、住民ニーズを的確に把握し住民要望にこたえるため、優先順位の厳しい選択を行いつつ、

私の施策の基本も念頭に置いて、少子化対策の推進、福祉対策の充実、健康づくりの推進、教育施設の整備、

充実、芸術文化の推進、農漁業生産基盤整備の充実、生活環境基盤の整備・充実を主要事業として編成し、

施策の推進に努めてまいりました。 

  すべての事業は住民福祉の増進につながるものであり、それぞれの成果についても、主要施策の成果説明

書により明確に説明申し上げておりますが、主要事業の１つである少子化対策の推進では、これまでの放課

後児童クラブの開設や学校給食費の一部助成に加え、21年度からの新規事業として出産祝い金の支給、ブッ

クスタート事業を推進しました。１年で成果が出るものでもありませんので、今後も継続し、住民福祉の向

上のため施策の推進を図っていく所存でございます。 

  ２点目の21年度予算の大綱質疑で指摘された点から、特別交付税については問題がなかったのか伺うにつ

きましては、地方交付税は、普通交付税で算定困難な特別な財政事情や災害など、普通交付税の算定後に生

じた特別な財政事情を考慮して決定されるものであり、地方交付税総額の６％に相当する額が交付されます。

例年、県との間で特別交付税に係る特殊事業に関する事務ヒアリングが行われますが、当町の観光地として

の特殊性による単独消防の設置や観光客誘致対策など、清掃費、観光費、消防費等、財政需要が他の市町と

比較して多額に上っていることを強く訴えて理解を求めておるところでございます。普通交付税とは異なり、

確固たる算定根拠がない中では予算編成でも苦慮するところでございます。しかしながら、一定のルールに



基づき、当初予算へ反映しておきませんと、上級機関の財政当局は当町が重要視しないものと判断するおそ

れもございますので、予算編成においては慎重に対応しております。したがって、御質問の点につきまして

は、近隣市町の当初予算計上額と比較しても問題等は見受けられないものと判断いたしております。 

  次に、３点目の21年度予算は町補助金の見直しがされる中で費用対効果が期待でき、地域産業の活性化へ

の事業支援をなされているが、６款商工費での効果をどう分析されているのか伺うにつきましては、国内経

済はもとより、町内経済は景気の低迷が続き、雇用の悪化や個人消費の低迷など大変厳しい状況となってい

ることは御案内のとおりでございます。 

  特に、基幹産業である観光業は、来遊客等の減少により町内各種産業への影響も出ております。このよう

な状況を憂慮して対策を講じた中小零細企業等を支援するための経済対策資金利子補給事業には99事業所

から申請が出てまいりました。また、町民や地域事業者の双方に有益な策として、20％のプレミアつきスー

パー地域商品券の発行は大変な反響をもたらし、その後も好評で２回実施いたしたことは御案内のとおりで

ございます。 

  さらに、住宅リフォーム事業につきましても、利用枠、利用件数が20年度で24件、21年度が34件と142％

の伸びを示してきております。観光費関係では、新型インフルエンザ対策、ＥＴＣ割り引きや、８月、12

月に相次いで発生した地震等による観光客の入り込みへの影響が強く、緊急誘客対策事業を実施いたしまし

たが、景気低迷の影響もあり、観光来遊客の増加には至りませんでしたが、一定の下げどまりになったもの

と見ております。 

  いずれにいたしましても、単年度での対策で効果があらわれるものでもなく、引き続いて対策を強化して

まいりますので御理解願いたいと思います。 

○議長（八代善行君） ただいま居山議員の大綱質疑中ですが、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時１９分 

 

再開 午後 １時２１分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  居山議員。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） ただいま町長から御答弁をいただきました。 

  今回の成果表等を見ながら、今いただいた御答弁もあらあら予測をしている内容でございまして、特に今



印象に残った点、下げどまりという、ところで非常に対策的なものがこれでも厳しい結果で、これだけお金

を使ってもどうにもならないというそういう現状というのが御報告の上からもよくわかりました。 

  さて、順序よく１点目から御答弁をいただいた内容について再度伺いたいところでございますけれども、

住民福祉の向上ということで、さまざま御自分のポリシーに基づくところの対策に取り組んでいただいてい

るということはよく承知しております。特に、放課後児童クラブ、そしてまた給食費の問題、出産祝い金、

そしてまた私もかねてからお願いをしておりましたけれどもブックスタート等々、非常に住民のきめ細かな

福祉に対する取り組みをしていただいていることについて、私は評価をしたいというふうに思うものでござ

います。 

  それは町民の皆様も、恐らく町政に対する評価というのはそれぞれの皆さんの中にあるのではないかなと。

財政は厳しいですけれども、幸いなこと国からの緊急的なものがたくさんきまして、それをどう使おうかと。

しかしながら使った割には成果が上がらないという非常に切実なものがあるということはよくわかります。

この21年度を振り返った中で、先ほどの御報告１点につきましては、私も了といたします。 

  ２点目につきまして、この予算大綱質疑で指摘をされている点、22年度予算編成の際も山本議員から指摘

をされている点を改めて申し上げているわけでございまして、この特別交付税というものの性格というもの

を改めて財政のいろいろなもので確認をしましたときに、先ほどお話がありましたように、地方交付税額の

６％相当というふうなこと、そしてまたこの税の性質としては、算定困難な特別の財政需要、あるいは災害、

そしてまた普通交付税算定後に生じた特別の財政需要などを考慮して決定されるもので、12月と３月という

ふうなことが言われております。山本議員も指摘していた点ですけれども、１億とか１億数千万円というふ

うなことで計上されている中で、万一そういうものが想定がされずにした場合に困るのではないかと。予算

の立て方として、本来はやはりここを見込むべきではないというふうな。先ほどの御答弁は、事務方からの

さまざまな問題点でお話はありましたけれども、議員の立場でその辺を考えていったときに、万一のことが

あったらやはりどうなんだろうというふうなこともございますので、改めてその点をもう一度伺いたいなと

いうふうに思うものでございます。 

  ３点目の21年度の予算、町の補助金の見直しというものがされるということは、私たちも町長のさまざま

な御答弁や、あるいはこの予算審議の大綱のときに御答弁の中にありましたことでございます。予算編成は

非常に厳しいというふうなことから、何としてもこの非補助団体とヒアリングをし、費用対効果、あるいは

事業効果を再検討し、そして予算措置をしたんだけれどもというふうなことです。緊急的な経済対策の一環

として、先ほど報告にありましたさまざまな補助額というものは前年度よりも増額をしているというふうな

ことでございますけれども、そういう点で６款の商工費の効果というものを私伺いましたときに、先ほど御

答弁ではるる述べられたことがよく理解ができました。 



  特に、緊急経済対策の中で、大勢の中小企業社の皆さん貸し付けを受け、運転資金として有効にその資金

を活用して事業を展開をされたというふうなこと、その利子補給で198件という御答弁でありましたけれど

も、また、短期経済改善の利子補給ということで６件というふうなことで、さまざま本当ににっちもさっち

もいかない状況の中で国からの施策でありますけれども、それをもとにそれぞれの事業者が御自分の事業に

対する最善の努力をされていることかというふうに思いますが、その辺のフォロー等、商工会等で単に貸し

付けを済んでそれでよしというふうになっているのではないかなと。個々にさまざまな点で相談に乗ってい

くというようなきめ細やかなものがされて、その利子補給というものが有効に事業の中に生きているのかど

うかというふうなこと。そういう点で、ぜひ今後もその辺の取り組みについては当局としましてもしっかり

とアドバイスをしながら、しっかり成果が上がるような形で皆さんにも頑張っていただきたいというふうに

思うわけですが、そういう点で町長からの御答弁をいただければ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） 特別交付税につきましては、詳しいことは当局から説明いたさせますが、財政を預か

る最高責任者、やはりこの特別交付税、これはある程度見込まなければならないと考えております。と申し

ますのは、壇上で言ったように、これを国に算出しませんと、この町は財政も豊かさも、そういうものは一

切要らないんだと、そうとられますし、先ほど壇上で言ったように、近隣市町がほとんどこの特別交付税と

かが予算に入れております。そういう中で、本当にこの特別交付税がこなかった場合、それはちょっと財政

の……、その辺はある程度私は特別交付税に関しましては多少くることは大事ではないかと、全然こないと

いうことはないと考えております。その辺の予算算定実務は、本当に慎重に対応していると財政は言ってお

りますもので、私はそれは危惧しておりません。その点、財政のことに詳しいことは財政の担当から説明さ

せたいと思います。 

  補助金に関しましては、基本的には費用対効果、今回利子補給をやったので商工会の関連した中で本当に

助かったと言われておりますもので、町といたしましてもできるだけ皆さんの声を聞いて、また産団連、ま

た商工会、観光会、いろいろなものと相談して、より大きな費用対効果ができるような、そういう助成をし

ていきたいと考えております。 

  先ほど言ったのは、去年の大きな800万円のお金、本当にこれはお客増加は見込めませんでしたけれども、

下げどまりという点で私は効果があったのではないかと思っておりますので、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） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（田村正幸君） それでは、私のほうから２点目の特別交付税の予算計上、当初予算計上



額は問題はなかったのかという点につきまして御答弁させていただきます。 

  まず、御案内のように、地方交付税制度というものにつきましては、普通交付税と特別交付税と２種類に

分けられております。当然、普通交付税につきましては、一定の算定方式に基づきまして算定をされます。

これにつきましては、一昨日も御答弁いたしましたように、８月が本算定の時期に当たります。 

  一方、特別交付税につきましては、一定のルールというものに基づいた算定方式は特に示されておりませ

んが、やはり国全体では交付税額の約６％を地方に特別交付税として交付をしている現状がございます。 

  この特別交付税というものにつきましては、当然ながら普通交付税は一定のルールに基づいた算定方式を

持っております。しかしながら、それ以外に特殊な事情によるそれぞれの自治体への交付内容が当然あろう

かと思います。例えば、東伊豆町におきましては、観光地でございます。観光地ということになりますと、

約１万4,000人口をある一定時期には相当上回るような状況に観光客が、入り込みが入ってくる。そのため

には焼却センターの機能も算定していかなければいけない。上水の給水量も算定しなければならないという

特殊事情があります。したがいまして、こういったものをるるかみ合わせますと全くゼロ円という算定が決

してあらわれてまいりません。必ず一定の金額が交付されるということになっております。 

  町長も答弁で申し上げましたように、これらを予算計上しておきませんと、当然上級機関は東伊豆町さん

は特別交付税については特に見込んでいらっしゃらないんですかということが先方からヒアリングを受け

ることになります。そのときに申し開きできないというような裏事情も抱えておりますので、これらにつき

ましては特に問題はお示ししておりません。下田市を含む賀茂郡におきましても、平均いたしますと交付実

績額に対するおおむね６割方は当初予算に計上をしている現状でございます。 

  議員おっしゃるように、問題がもしあるとするならば逆にどのような点に問題があるかお聞かせいただけ

れば、また今後の参考にさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（八代善行君） 以上で、12番、居山議員の大綱質疑を終結いたします。 

  次に、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） 今回、特別会計のほうとして、５項の国民健康保険の特別会計、そして水道事業会計

を２問質問をさせていただきます。 

  まず、国民健康保険特別会計のほうでございますが、徴収率の向上及び一般会計からの繰入金との関係に

ついて。 

  この徴収率の向上というのは、現在の徴収率、余りにもちょっと低いなという感じがいたします。当然、



ここが低いと一般会計からの繰入金がふえていくというような悪循環になっているということでございま

す。昨年の一般会計の繰り入れと今年の繰り入れの構成比を見ても明らかで、昨年は四点幾つ、今年は６％

近い構成比率になっております。そういった内容の、今年の決算を踏まえて今後の徴収率向上、この辺の対

策をお聞かせ願いたいということでございます。 

  次に、水道事業会計でございますが、水道事業会計につきましては、おおむね健全な経営をしているとい

うのが今回の純利益を見ましても4,200万円程度上がっていると。また、この厳しい給水量の中で頑張って

いるんだろうなと。そしてまた経費削減でこれを補って利益を出しているということは非常に感じられます。

しかしながら、これからの10年間の給水量の推移を見てみますと相当下がってきている。今年あたりはまだ

値上げして３年目ですか、そういった中での純利益、これが今後どうなっていくのか。まず、今後の予想と

いうか、そういったいろいろな計画、そういったものをこれらの給水量というものが、給水量の減の原因を

精査してみて、調査して、そしてその内容を今後のいろいろな計画、今までは拡張計画と言っておりました

が、それらがどういう計画になっていくのか、今後の。そういったものにもぜひ反映をさせていただきたい

ということで、この給水量から今年の給水量、また水道会計の現状と今後、そういったものでお聞きしたい

ということでございます。 

○議長（八代善行君） 順次答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 村木議員の第１問の国民健康保険の徴収率の向上及び一般会計からの繰入金との関係

についてお答えいたします。 

  御質問の収納率向上と一般会計からの繰入金の関係でありますが、近年の景気の低迷から国保税の賦課税

額は年々減少し、その一方で滞納額は増加しております。収納率の向上については日々努力をしているとこ

ろでありますが、平成21年度の収納率は現年度分87.98％で、20年度と比較して0.44ポイント下回りました

が、滞納分と合わせた全体では1.07ポイント上昇いたしました。毎月行っている電話催告や臨宅徴収のほか、

徴収困難な滞納については地方税滞納整理機構への移管件数をふやし、徴収率向上に努めていきたいと考え

ております。 

  また、平成21年度一般会計からの繰入金の状況でありますが、法定分7,663万2,000円、法定外分1,891万

6,000円で、合計9,554万8,000円を繰り入れております。このうち法定外につきましては、特定疾病患者に

係る高額医療費が年間費用額でおよそ１億700万円かかっており、国保会計を圧迫している要因の１つとな

っていることから、単年度の収支補てん分として繰り入れております。収納率が向上することにより、補て

ん分は減額されることとなりますが、一般会計からの法定外繰り入れがなくなるよう努力してまいりますの



で、御理解をお願いいたします。 

  次に、村木議員の第２問、給水量から見る水道会計の現状についてお答えいたします。 

  近年の水道使用状況は、平成17年度より減少傾向となっております。その要因は、長引く景気の低迷や節

水意識の高揚などによる使用水量や給水人口の減少によるものと推測いたしております。使用水量の減少に

対応するため、費用の削減に努力しておりますが、それ以上の経常経費の削減は厳しいと思います。幸いに、

ここ数年は電気料の値上げが据え置かれたため、赤字に転ずることなく経営をしておりますが、電気料等の

動向次第では非常に厳しい局面に移行する可能性があります。さらに、使用施設が更新時期を迎えるなど、

今後の経営を考えますと、きわめて不安定な経営状況が予想されることから、中長期的に経営の改善を図る

ため、第二次水道事業基本経営計画を策定したものであり、目的を持った経営をすることが必要と考えます。 

  今後は安全で安心した水の供給と安定した水道事業経営を図るため、基本計画に沿って推進していきたい

と考えております。 

○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、最初に個々の、私は数字はあえて言うつもりはなかったのですけれども87.9％、

これは相当低いと。町民税も固定資産も現年度95％を超えている中で、この給付というものがありながら

87.9という数字。これは本当に僕は危機的な状況ではないかなと思うんです。そしてこれらがもっと上がら

なければ、当然一般会計やこれからまたそういう滞納を持っていた方が後期高齢者のほうへ毎年移行してい

く。そうすると、当然特別徴収ではなく、普通徴収の方の滞納がまたそちらでもふえていくというような悪

循環になっていくのではないかと。 

  したがいまして、ここで国保で現状で食い止めていきませんと、これを何としてでも最低は90いかすんだ

と、そこに焦点を絞って機構改革なり、ましては今、軽減措置、そういったものも積極的に取り入れて、当

然、未申告者、無申告者いろいろあると思うんですけれども、そういうところには自分たちで出向いて申告

をとってくるぐらいの気持ちで、税務課のほうの申告を待っていると、当然、税務課のほうは未申告ですと

かそういうもので処理はできる。しかし、国保のほうはそれがないと軽減はできないとかいろいろあると思

うんです。ですから、そういった現状を積極的に自分たちのほうで出て、そしてなんとしてでも国保の収納

率を上げるということ、これは町の課題ではないのかなと。当然、特別会計独立採算制なんていうことは言

っていられなくなってきて、いろいろなほうに迷惑がかかってくるというような、ましてやこの優良納税者

の人たちが、もしこういったものを当然反発されるということになるともっと悪循環になってくる。 

  したがいまして、ともかくこの反対給付のある国民健康保険相互扶助の精神、これらを再度みんなに理解

をしていただき、町もそれにつれて総力を挙げていくというような方向でぜひお願いをしたいということで



ございます。 

  そして水道会計のほうにつきましては、町長言ったように、この円高でまた電気代でも下がってくれれば

非常に助かるんだろうなという気はしますけれども、したがいまして、その辺のポンプですとか、そういっ

たものの白田から揚げるああいったポンプをやはり当時の見積もりとして大きかったのではないかなとい

う気もいたします。したがいまして、今後いろいろな計画をしていく上で、どの程度町のキャパを決めてい

けばいいのか、その辺が非常にこれからの水道にとって大変な時期かなと思いますので、ぜひぜひその辺を

今後の水道行政に生かしていただきたいというふうに思います。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（八代善行君） 町長。 

○町長（太田長八君） １点目の国民健康保険徴収、これは当然やらなければならない中で、やはり国保税が、

一地方自治体とか、単独でやっても大変厳しいことがある。この前ちょうど県の市長会、町長会を合同でや

った後に、静岡市長から提案されました。今後、国保税とてもやっていけないから、これはもう県自体でや

ってほしいということを言った中で、県も全然だめだったものが、少しは動いたのかなと、少し検討します

ということを言っていただきました。これは本当に今後一般会計を食いつぶしていきますし、その辺は村木

議員と考えは同じでございますので、この辺は強く県で一本でやってもらう、これをどんどん推進して、そ

ういう考えでございますので、理解していただきたいと思います。徴収率は当然上げる方向で職員も頑張っ

ておりますので、その辺は理解願いたいと思います。 

  次に、水道事業で、これは本当にキャパをどこにするかにかかってきます。基本的には人口の大幅な増加

は見込めませんもので、その辺は十分慎重に水道事業をやっ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。 

  以上です。 

○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。 

 

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

 

○議長（八代善行君） 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21年度東伊豆町

一般会計歳入歳出決算認定については、６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６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、お手元に配付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いたしました。 

  ただいま一般会計決算審査特別委員会に付託しました議案第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10月１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10月１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。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第55号 平成21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21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21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21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21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21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21年度東伊豆町水道事業会計決算認定については、５人の委員で構成す

る特別会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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、５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。 

  お諮りいたします。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10月１

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10月１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17日から９月30までの14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。 

（「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、９月17日から９月30日までの14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10月１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・討論並びに採決を行います。

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、来る10月１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・討論並びに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） これにて本日は散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時５１分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

○議長（八代善行君） 開会前に御報告いたします。 

  ７番、西村議員より一身上の都合により本日の会議を欠席するとの届け出がありましたので、御承知願い

ます。 

 

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

 

◎開議の宣告 

○議長（八代善行君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は11名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成22年東伊豆町議会第３回定例会第19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２１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１ 議案第54号 平成21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。 

  一般会計決算審査特別委員長の報告を求めます。 

  14番。 



（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） おはようございます。 

  私が一般会計決算審査特別委員会の委員長でございます。 

  お手元に報告書が配付されております。朗読をもって報告とさせていただきます。 

  平成22年10月１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、山田直志。 

  一般会計決算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託の事件の審査の結果、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。 

  議案第54号 平成21年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について、原案認定。 

  一般会計決算審査特別委員会に付託された議案第54号 平成21年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定

について、審査の対象となった主な事項を重点的に報告します。 

  次の会議回数、出欠席委員等につきましては割愛をさせていただきまして、４ページをお開きください。 

  第２質疑の要旨 

  １．町税の収納については、現年分を重視した徴収を行い、滞納者には財産調査、所在調査を必ず実施し、

差し押さえなど適切な対応を行っている。 

  特に悪質な滞納者10件、滞納税額1,736万5,400円については、静岡地方税滞納整理機構に徴収を移管し、

417万1,627円の徴収となった。 

  そうした結果、徴収は現年度分96.44％、滞納繰越分13.15％となり、全体では前年度比4.37％増の85.26％

である。これは県内35市町中29位である。 

  現年度分優先で滞納繰越分の増加が予想されるので、静岡地方税滞納整理機構の活用など思い切った対応

が必要ではないかとの指摘に、法に基づき即時欠損・執行停止を含めた処理を進めていきたいとの答弁があ

った。 

  過去から比べると収納率は改善されてきたが、全国平均はまだ高いところにあるので、一層の努力が必要

であるとの指摘があった。 

  ２．軽自動車税滞納繰越分の収納は、22.3％にとどまっている。車検時には納税証明書が必要となるが大

部分は取りに来ていないので、徴収時に車両の確認を把握して処分をしている。一度整理をすべきではない

かとの指摘に、現状を踏まえた上で処分も検討課題としたいとの答弁があった。 

  ３．ゴルフ場利用税については、町民や利用者の増加を図る振興策が必要ではないかとの指摘に、町民ゴ

ルフなどで利用が図られているが、今後、経営の母体である加森観光（株）には産団連にオブザーバー的な



参加をしてもらうなど効果的な観光振興を進めていきたいとの答弁があった。 

  ４．特例交付金の内容と期限については、児童手当特例交付金は制度拡充に伴う地方の負担増に対応した

もので平成18年度から当分の間の措置である。特別交付金は、恒久減税に伴う地方税の減収の一部を補てん

する減税補てん特例交付金が平成18年度に廃止されたことで、平成19年度から３年間交付される。減収補て

ん特例交付金は住宅ローン減税実施に伴う減収を補てんするもので、平成21年度から23年度まではエコカー

減税に伴い加算されているものである。予算計上に当たっては、国の見込額に安全率を考慮し計上している

との答弁があった。 

  ５．児童福祉費負担金の収入未済は、保育ママ事業保育料負担金２件37万5,000円と滞納繰越分４件24万

4,000円、保育所保育料負担金３件17万3,500円と滞納繰越分１件２万5,000円である。滞納者に対しては毎

月、夜間に家庭を訪問しているが、訪問回数をふやすことや規則に基づいた手続をとっていきたいとの答弁

があった。 

  ６．使用料及び手数料の金額は、「受益者負担の原則」に立って検討している。今後、国・県の情勢、近

隣市町や類似団体等を調査比較して適正な見直しを検討し、行政改革の実施計画や予算にも反映させていき

たいとの答弁があった。 

  ７．鳥獣飼養許可証交付手数料は、メジロ１羽の更新手数料である。１人で何羽も飼っている者や届け出

をしないで飼養している者がいる状況もあるが、通報を受け指導して飼わなくなった例もあるので、広報等

でＰＲして違法行為には指導していきたいとの答弁があった。 

  ８．我が家の専門家診断事業は、住宅の耐震化を進める事業であるが診断後の自己負担が大きく事業が進

展していないとの質疑に、耐震補強に係る補助金の増額を要望していきたいと考えている。また、他の事業

と統一的に進めるために体制を内部的にも検討していきたいとの答弁があった。 

  ９．観光宣伝用ＣＤ売払収入は、昨年度92枚を販売した。港の朝市などでの販売やイベントの賞品に使用

しているが思うように販売ができない。配布用は、キャラバンや視察研修などにも配布したいとの答弁があ

った。なお、販売用1,365枚、配布用589枚が残枚数である。 

  10．雑入（企画調整課所管）の内訳は、自動販売機の設置料、公衆電話使用料、広報誌ふるさと宅急便、

廃食用油売払、アスド会館合宿料である。アスド会館の使用の根拠は、耐震性はどうかと質疑があり、国体

開催時からの慣例となって町長が特に認めたものである。耐震性や夜間管理も必要となるので今後の動向、

現場の意見を聞いて協議検討をしたいとの答弁があった。事故の発生など懸念されるので特例的な扱いはす

るべきではないとの指摘があった。 

  11．道路用地取得補償費は、県道稲取港線に伴うもので、４件の土地所有者から町が買収した土地の金額

を県が保証するものであるとの答弁があった。 



  12．公用車・バス維持管理事業のＢＤＦ燃料導入の効果について、ＢＤＦ燃料の購入量と廃食用油の回収

量は3,100リットル年間で、購入単価が99.75円リットル当たりと安価であるため効果は出ているとの答弁が

あった。 

  13．庁舎の光熱水費の削減対策については、庁内に温暖化対策会議を設け、二酸化炭素削減を推進してい

るが太陽光発電などその効果を確認できるように検討したい。なお、太陽光発電で使用電気料の５％程度の

削減を推測しているとの答弁があった。 

  14．出会い創出事業は、平成19年度から実施しており、12名、19名、32名と参加者は増加しているが、よ

い結果はいまだ出ていない。時期やメニューを工夫して実施しているとの答弁があった。 

  15．生活路線バス委託料は、年間運営経費から乗車料金などの収入を差し引いた費用が委託料として請求

される。また、県より補助金の交付を受けている。空気を運んでいるような状況を見るとデマンドバスのよ

うに町民が利用しやすく利用促進が図れるようにしてはとの意見に、県補助金は引き続き受けられると考え

るが、導入に当たっては車両購入、運転手の確保など相当の費用負担が予想されるため慎重に比較検討しな

ければならないとの答弁があった。 

  16．姉妹都市交流事業の不用額と今後の考えについて、岡谷太鼓祭り直前に地震が発生したことから参加

を取りやめたことによるものである。現在の財政下では交流の拡大は難しいが、現状の交流内容は確保した

いとの答弁があった。 

  17．安心で安全なまちづくり推進事業の修繕料は、老朽化によって増加する防犯灯の修繕料が計上されて

いる。また、私設街路灯電気料補助金は使用料をもとに23団体に補助したものである。なお、補助事業で整

備された街灯もあり補助基準の見直しが必要ではとの指摘に、今後検討していきたいとの答弁があった。 

  18．新生児出生支援事業は、出産祝い金を町内に住所を有する子に１人につき５万円を支給するもので60

人に支給したとの答弁があった。 

  19．在宅高齢者福祉推進事業の老人のための明るいまちづくり推進事業委託料は、月１回のボランティア

による食事サービスと「３日５食」の食事サービスである。事業名がわかりにくいとの指摘に、要綱では高

齢者等配食サービス事業となっており、わかりやすい名称に変更したいとの答弁があった。 

  20．シルバー人材センターの女性会員の減少は、施設の清掃など女性の仕事が限られており、請け負う仕

事量が少ないため脱退する会員が多いとの答弁があった。 

  21．いきいきセンターの使用状況は、介護、認知症予防事業、生きがいづくり事業、高齢者等健康づくり

事業などで利用されている。指定管理にしても利用の拡大が図れていないとの指摘に、指定管理者は施設管

理が主な内容なので、利用率の向上については、今後検討したいとの答弁があった。 

  22．環境美化推進事業は植栽管理が主な事業で、緑化推進事業は各地域の花壇へ花の苗を植えることが主



な事業である。同じような事業でありわかりやすい事業名が必要だとの指摘に、変更にあたっては総務課と

検討したいとの答弁があった。 

  23．奈良本けやき公園維持管理委託料は、シルバー人材センターに公園内の草刈り等を回数、場所を決め

て行っている。また、週１回の建物・トイレの清掃を委託している。足湯の整備や陶芸教室など活用が図ら

れると、作業の範囲などが拡大していくのでシルバー人材センターで大丈夫かとの指摘に、シルバー人材セ

ンターがベターと考えているが、できないときは施設整備とあわせて管理方法も検討しなければならないと

の答弁があった。 

  24．さくらテングス病害対策業務委託料の内容は、県の桜保護士相談員制度を利用して選定したクロスカ

ントリーコースの110本とふれあいの森芝生広場の60本で、県グリーンバンクの補助事業である。町内には

旧道の桜などすばらしい桜が多数あるので同様に管理すべきであるとの指摘に、町内の他の桜も調査してい

きたいとの答弁があった。 

  25．磯の学習体験事業は、海や漁業に対する理解を子供たちに持ってもらうことが目的でよいことだと考

えるが、単なるイベント的な色彩が強くなっている。 

  実施日のみに磯を開放しているが残念な状況だとの指摘に、海に触れ合うことが全くなくなっているので

満足はできないにしても様子を見ていくことが必要との答弁があった。 

  26．花と緑の景観づくり事業クロカンコースの植栽工事について、以前に桜を植栽してケムシ等がひどく

枯れてしまった経緯もあるとの指摘に、初年度に植栽した桜85本が枯渇した。植栽の請負契約上、１年後枯

れ損補償があるのでこれで対応したが、業者任せにならないよう十分に管理していきたいとの答弁があった。 

  27．商工会経営改善事業補助金の内容は、運営事業補助金として地域商品券、空き店舗対策、特産品販路

開拓事業等に対する助成で地域経済振興対策である。なお、この名称は平成22年度から改称している。 

  28．広域観光振興推進事業について、伊豆ブランドを効果的にＰＲしているかとの指摘に、現在もＰＲに

努めているが一般の方が目につかず不十分であれば会議等で要請をしていくとの答弁があった。 

  29．港の朝市について、その後の経過説明を求める意見が出された。附帯決議で指摘された問題を関係者

に提示し、解決策を協議した。各種規約の見直しを図ること、出店者組合の総会の開催が決まり、総会では

規約と新役員を決定した。運営委員会も規約の承認、正副会長を決定したとの説明があった。 

  30．防災ヘリコプター運行連絡協議会負担金は、隊員分の経費を均等割、人口割で算出されている。活用

するためにはヘリポートの確保が必要ではとの指摘に対して、町内は３カ所である。県賀茂危機管理局を通

じ自衛隊などの現地調査を踏まえ各地区への確保を図っている。 

  常設的なヘリポートは、公共施設、電線が近くないなどの条件をクリアすることが必要となるとの答弁が

あった。 



  31．消防団運営活動補助金は、各分団と本部への人数割と均等割による配分をしている。消防団運営につ

いては、分団長の財政的負担が大きく後任者が難しくなっている。引き継ぎ方法の見直し、関係者のみでの

検討には限界があり外部の人を入れて検討をとの指摘に、団員確保、年齢制限、さらに役員人選なども明確

な基準を定めることが必要になっているとの答弁があった。 

  32．旧幼稚園アスベスト含有調査手数料については、吹きつけ材の成分分析調査を行ったもので、アスベ

スト含有は認められなかったとの答弁があった。解体工事に際しては、事前に周辺住民に告知等を行い、事

故が生じないようにとの意見があった。 

  33．理科教育設備整備事業は、国の補助事業で理科教育備品を各小中学校に100万円を目安として要望を

取り顕微鏡等を配備した。生徒数などから一律の整備でよいのかとの指摘に、学校要望だけでなく学校の現

状を調査し適正な予算配分をしたいとの答弁があった。 

  34．幼稚園運営事業について、統括園長制度を設けて、３園の基本的教育方針の指導連携の強化、また家

庭や地域との連携・協力を推進する（仮称）幼児教育センターの設置を目的とした。３園の教育的方針の統

一化は進んでいるが、幼児教育センターの設置場所は未定であるとの答弁があった。統一化でこれまでの各

園の企画がなくなるなど、地域の実情が生かされていないと指摘があった。幼児教育センターは場所に関係

なく連携等はすぐできるのではないかとの指摘があった。 

  35．預かり保育については、午後２時から５時までの受け入れでなく、預かり時間を延長して待機者をな

くすことや幼保一元化などを検討すべきではとの指摘に、関係機関と協議をしたいとの答弁があった。 

  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を付して、全会一致で原案を認定すべきものと

決定したことを御報告いたします。 

○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21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21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２ 議案第５５号 平成２１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２１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２１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２１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２１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２１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２１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２ 議案第55号 平成21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21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21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21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21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21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21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。 

  特別会計決算審査特別委員長の報告を求めます。 

  10番。 

（１０番 山本鉄太郎君登壇） 

○１０番（山本鉄太郎君） 特別会計のほうも朗読をもって報告とさせていただきます。 



  平成22年10月１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、山本鉄太郎。 

  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。 

  議案第55号 平成21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21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21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21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21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21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21年度東伊豆町水道事業会計決算認定について、原案認定。 

  申しわけございません。３ページをおめくりください。 

  出席等、会議のあれについては割愛させていただきます。 

  二．審査の要旨 

  平成21年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①国民健康保険税の不納欠損の内容について 

  執行停止後３年を経過したものが13件、滞納税を徴収することができないことが明らかであるものが１件、

その他が356件となっている。 

  ②滞納者の職種の把握について 

  平成22年５月31日現在の国民健康保険加入世帯（3,251世帯）のうち、平成21年度分の滞納世帯（664世帯）

については職種を把握している。内訳は、給与所得317世帯、営業所得89世帯、農業所得１世帯、事業所得

１世帯、その他所得63世帯、所得なし185世帯、不明・未申告８世帯となっている。 

  ③督促状・催告書の発送件数、個別徴収の実績について 

  督促状は、９回ある納期限の未納者に対し、合計7,212件の発送をした。各納期の平均発送件数は、801

件で課税対象世帯の約24％となる。 

  個別徴収については、平成21年10月から平成22年３月までの期間に523件の徴収を行い、125件、徴収金額

327万3,523円の実績となった。 

  催告書は、11月に1,406件、３月に1,513件で、合計2,919件を発送した。 



  ④高額医療の状況、人工透析の人数について 

  人工透析の人数は20名で、１億739万1,850円の費用がかかっている。 

  高額医療費の１位は1,074万9,960円、２位は1,033万2,220円で、いずれも人工透析でございます。 

  ⑤一般被保険者療養給付費と退職被保険者療養給付費の違いについて 

  被保険者の負担割合は３割で同じだが、残り７割分の負担先が一般被保険者は国県等で、退職被保険者は

社会保険診療報酬支払基金となる。退職者医療に該当する被保険者は、厚生年金や共済年金の加入期間が20

年以上、または40歳以降10年以上で、実際に厚生年金を受給している人が該当となる。 

  （２）その他審議となった事項 

  ①滞納世帯の分布について 

  ②国民健康保険税の他市町との比較について 

  ③趣旨普及費の内容について 

  ④健康家庭表彰の実施について 

  ⑤高額医療における疾病状況について 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と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。 

  ２．平成21年度東伊豆町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①後期高齢者医療制度の創設に伴い、精算のために存続されている会計であるため、特筆事項はありませ

ん。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と全会一致で原案を可決すべきものと決定したことを報告し

ます。 

  ３．平成21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 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①後期高齢者医療制度が他の医療制度に変更になるのか 

  民主党政権になり、後期高齢者医療制度はなくなると報道されているが、方向性は決まっていない。後期

高齢者医療制度は広域で運営しているため、保険料の面から見ると課税方式が均等割と所得割のみで国民健

康保険と比較すると安くなる。また、高額な医療費を支払う場合でも広域連合では器が大きいため、各市町

で運営するより安定する。 

  ②償還金及び還付加算金の内容について 

  被保険者の死亡等による資格喪失での保険料還付金が39人で26万3,900円。延滞金が１人で3,600円である。 



  （２）その他審議の対象となった事項 

  ①老人保健医療制度との関係について 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と全会一致で原案を可決すべきものと決定したことを報告し

ます。 

  ４．平成21年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①不納欠損の内容について 

  全体で40件ある。内訳は死亡が14件、転出者が12件、所在不明が３件、職権消除が２件、その他が９件で、

いずれも時効分である。 

  ②収入未済額の内容について 

  介護保険料（普通徴収分）の未済額は、現年度分の調定額が1,085人で3,479万900円、収入済額が830人で

2,600万6,600円、収入未済額が255人で878万4,300円である。また、滞納繰越分の調定額が377人で1,366万

8,900円、収入済額は181人で228万9,300円、収入未済額が196人で983万400円となっている。 

  ③未納者の内容について 

  主に無年金者が多い。滞納処分も税に準じて行えるが、未納者のほとんどに資産がなく、保険料を支払う

と生活ができなくなる者もいる。また、普通徴収の者は、年の途中で65歳になった者、無年金者、年金額が

年間18万円以下の者が多いこと。特別徴収と普通徴収の割合が県の平均では平成22年４月時点で特別徴収が

90.8％、普通徴収が9.2％、当町では特別徴収84.5％、普通徴収15.5％で県平均と比較して普通徴収（無年

金者等）が6.3％多いことから、徴収も難しい部分がある。 

  ④保険給付費3,056万5,000円の不用額の内容及び高額医療合算介護サービス費の予算執行がない理由に

ついて 

  例年給付の伸びを予想し給付費の半月分程度の余裕を見て予算を立てている。平成21年度は認定者の死亡

が多く、65歳以上の死亡者167人中108人が認定者であったため、年度後半からの給付費が予想より低かった

ことによる。 

  高額医療合算介護サービス費については、事業初年度のこともあり、国保連、後期高齢者連合等の審査決

定が当初３月末を予定していたが、審査決定が４月末になったため年度内の予算執行が困難となり、350万

円が不用額となった。 

  ⑤包括支援センターの場所をわかりやすくしては 

  包括支援センターは、海側の窓に大きく表示してあるのでわかりやすいと思う。また、職員が留守の場合

は、介護係に電話が転送されるシステムとなっており、連携がとれるようになっている。 



  ⑥独居老人等の訪問事業について 

  月10件から20件程度の訪問を行っている。また、訪問事業とは異なるが、昨年10月より認知症高齢者見守

り事業も実施しており、徘回する高齢者の捜索を行う事業で、町内の各事業所が参加されている。なお、事

前に登録をすれば、家族の了承のもと、写真や特徴等をファイルにし、各事業所に配布できるので発見が早

くなる可能性があるが、登録のない者は初動捜索がおくれることとなる。 

  ⑦認知症サポーター養成講座を行うための体制について 

  包括支援センター職員と訪問研修を受けたキャラバンメイト12名で行っている。 

  キャラバンメイトはボランティアで無料講座を行い、昨年度は435名のサポーターを養成し、累計で732

名となった。なお、受講率は県下トップである。 

  ⑧グループホームの入居状況と特別養護老人ホームの待機者数について 

  当町には２ユニット、定員18名の「グループホームあたがわ」があり、現在満床で23名の待機者がいる。 

  特別養護老人ホームの待機者は、県が行った調査結果を町が再度精査した結果、平成22年１月１日現在で

53名、そのうち、入所の必要性の高い方が９名となっている。 

  （２）その他審議の対象となった事項 

  ①介護認定等申請件数の減及び認定審査会開催数の増加について 

  ②特定入所者介護サービス費の内容について 

  ③地域包括支援センターの活動状況について 

  ④介護事業所の指導について 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と附帯決議を付し、全会一致で原案を可決すべきものと決定

したことを報告します。 

  附帯決議 

  １．地域包括支援センターについて 

  地域包括支援センターは、その名のとおり、高齢者が安心して住みなれた地域で暮らすことができるよう

地域を包括的に支援することを目的に、当町では介護保険法に基づき高齢者3,000人から6,000人に対して、

３職種による人員配置となっている。 

  しかしながら現状では介護予防ケアプラン（要支援認定者）等の日々の業務を処理することに追われ、本

来の期待される役割が十分に機能できない状況にある。また、少子化や単身世帯の増加など社会的な要因が

加わり、高齢者のひとり暮らしや老人世帯がふえていることは当町でも例外ではなく、地域包括支援センタ

ーの相談件数が着実に増加しており、その役割の重要性が増している。 

  ますます進むであろう高齢化の中で、地域包括支援センターの多種・多様にわたる業務量、業務内容を考



慮すると、高齢者が安心して地域で生活を送れるよう、住民の要望に対応できる体制を望むものである。 

  ５．平成21年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①今後の天草事業の見通しについて 

  水揚高は前年度比2,222キログラム増の１万510キログラムとなり、売上高は、若干の単価アップもあり、

前年度比93万8,134円増の467万8,534円となった。今後の見通しは、自然環境による影響等が大きく、推計

は不可能と考える。最近の状況は、平成17年度に操業船が１隻から２隻になり水揚量が増加したが、平成20

年度は、操業船が２隻から１隻になった。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と全会一致で原案を可決すべきものと決定したことを報告し

ます。 

  ６．平成21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 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①一般会計繰出金の目的について 

  住宅用太陽光発電システム設置補助金等への財源補てんである。 

  ②繰出金を活用した住宅用太陽光発電システムの設置状況について 

  平成17年度13件、平成18年度４件、平成19年度11件、平成20年度９件、平成21年度６件の合計43件である。 

  ③修繕費の内容、修繕のために風車が停止していた期間、停止により損失したと思われる発電量について 

  修繕は、３号機の「発電機」交換等である。停止期間は約４カ月、その間の発電量の予測は、風況により

異なるため推計は難しい。 

  ④夏休み風車見学会への参加者数及び風車模型のプレゼントについて 

  平成21年度夏休み風車見学会には483名が参加してくれた。風車模型は夏休み時期の見学会のため、子供

の参加者を対象に先着200個を限定に記念品としてプレゼントした。 

  （２）その他審議の対象となった事項 

  ①印刷製本費の内訳について 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と全会一致で原案を可決すべきものと決定したことを報告し

ます。 

  ７．平成21年度東伊豆町水道会計決算認定について 

  （１）主な質疑の対象となった事項 

  ①現年度、過年度の未収入金の収納率は、いずれも前年度を下回っているが、収納対策の強化をどのよう

に考えているか。 



  現年度分収納率は、90.91％で、前年対比2.02％の減、過年度分収納率は、74.13％、前年対比6.10％の減

となった。来年度より検針業務のすべてを企業委託し、職員が従事していた分を収納事務に充て、収納率の

向上に努めたい。 

  （２）その他質疑の対象となった事項 

  ①旧百山荘地の処分について 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と全会一致で原案を可決すべきものと決定したことを報告し

ます。 

○議長（八代善行君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１１分 

 

再開 午前１０時１２分 

 

○議長（八代善行君） 休憩を閉じます。 

○１０番（山本鉄太郎君） ただいま７ページで⑧のグループホームの入居状況と特別養護老人ホームの待機

者数について、私が現在、「満床で23名」と言いましたが、「二、三名の待機者がいる」に訂正をお願いし

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21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、議案第55号 平成21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21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、議案第56号 平成21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21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、議案第57号 平成21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21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21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21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21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21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21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21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61号 平成21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９ 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９ 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。討論はありませんか。 

（「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、本案は計画のとおり承認されました。 

 

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

 

◎日程第１０ 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10 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22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22年第３回東伊豆町議会定例会を閉会いたします。 

  長い間御苦労さまでした。 

 

閉会 午前１０時１８分 
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