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平成２８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２８年９月８日（木）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． ７番 飯 田 桂 司 君 

     １）町の将来について 

     ２）教育環境の今後について 

    ２． ３番 栗 原 京 子 君 

     １）消防団について 

     ２）避難所の運営について 

    ３． １番 笠 井 政 明 君 

     １）災害時の情報伝達について 

     ２）東伊豆町結婚新生活支援補助金について 

    ４． ６番 内 山 愼 一 君 

     １）町長の政治姿勢について 

    ５．１０番 藤 井 廣 明 君 

     １）天草漁の振興について 

     ２）アスド会館売却の進捗状況について 

    ６． ２番 稲 葉 義 仁 君 

     １）移住・定住促進について 

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

出席議員（１２名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ２番  稲 葉 義 仁 君 

     ３番  栗 原 京 子 君      ５番  西 塚 孝 男 君 
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     ６番  内 山 愼 一 君      ７番  飯 田 桂 司 君 

     ８番  村 木   脩 君     １０番  藤 井 廣 明 君 

    １１番  森 田 禮 治 君     １２番  鈴 木   勉 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 忠 一 君 

教 育 長 黒 田 種 樹 君 総 務 課 長 鈴 木 利 昌 君 

企画調整課長 遠 藤 一 司 君 税 務 課 長 正 木 三 郎 君 

住民福祉課長 齋 藤   匠 君 住 民 福 祉 課 
参 事 

木 田 尚 宏 君 

健 康 づ く り 
課 長 鈴 木 嘉 久 君 健康づくり課 

参 事 村 上 則 将 君 

農林水産課長 鈴 木 伸 和 君 農 林 水 産 課 
参 事 山 田 義 則 君 

観光商工課長 梅 原 裕 一 君 建 設 課 長 高 村 由喜彦 君 

防 災 課 長 竹 内   茂 君 会 計 課 長 兼 
会 計 管 理 者 鈴 木 敏 之 君 

教 育 委 員 会 
事 務 局 長 坂 田 辰 徳 君 水 道 課 長 石 井 尚 徳 君 

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

職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 向 井 青 一 君 書 記 木 村 昌 樹 君 

───────────────────────────────────────────────── 
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開会 午前９時３０分 

 

◎開会の宣告 

○議長（村木 脩君） 皆様、おはようございます。 

  平成28年第３回定例会の開会に当たり、議員の皆様におかれましては、お忙しい中、御出

席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  本定例会には、専決承認、条例の制定案、平成27年度一般会計及び６つの特別会計決算の

審査などが上程されております。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、開会の挨拶とします。 

  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28年東伊豆町議会第３回定例会は成立しましたので、開会します。 

 

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

 

◎議会運営委員長の報告 

○議長（村木 脩君） 議会運営委員長より報告を求めます。 

  13番、定居議員。 

（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28年第３回定例会の運営につきまして御報告をいたします。 

  まず、本定例会には、10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。 

  また、本定例会では一般質問の時間が60分、質問回数を１回目の通告分を除いて３回以内

とすることが協議決定しておりますので、御協力をお願いいたします。 

  なお、質問通告者の中で10番、14番議員より掲示板の使用願、10番議員より資料配付の申

し入れがなされております。 

  本定例会の提出案件といたしましては、専決承認が２件、条例の制定案が１件、補正予算

案が６件、財政の健全化に関する報告が２件、平成27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。 
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  さらに、議会からは各常任委員会の研修計画、議員派遣についての審議も予定されており

ますので、よろしくお願いいたします。 

  なお、財政健全化に関する報告第２号と第３号につきましては、一括議題といたします。 

  条例の制定改正などにつきましては説明資料等により、簡潔でわかりやすい要点説明とし、

また、補正予算の説明につきましては、一般会計がおおむね100万円以上、特別会計が50万

円以上で説明すること、また、会計管理者の決算概要の説明につきましては、歳入では款、

項、収入済額、不納欠損額、収入未済額、歳出では、款、項、支出済額、翌年度繰越額、不

用額とする。水道課長の説明につきましては、従前どおりとすることが協議決定しましたの

で、当局の皆様もよろしくお願いいたします。 

  平成27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、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。 

  また、一般会計の審査におきましては、課ごとで行うことが協議決定しておりますので、

御協力をお願いいたします。 

  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６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、目の事業に関する大綱質疑にとどめ、持ち時間は１人30分

以内で、質問回数は２回までとさせていただきます。 

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

ら事務局で行いますが、締め切りは９月12日午前11時30分までとさせていただき、その後、

議会運営委員会を開催いたします。 

  ９月13日の議会は午後１時から開会し、大綱質疑を行う日程となっております。 

  また、決算審査特別委員会の報告は９月27日とします。 

  なお、９月12日は議長が公務で静岡市へ出張するため、副議長が議長の職を行う予定です。 

  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、本日から予備日を含め、９

月28日までの21日間とさせていただきます。 

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

と、会議規則、委員会条例に関すること、議長の諮問に関すること、以上３点は閉会中の継

続調査といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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  議員各位には、活発なる御審議と円滑な議会運営を切にお願い申し上げまして、議会運営

委員会からの報告といたします。よろしくお願いいたします。 

 

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

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（村木 脩君） 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126条の規定により議長において、３番、栗原議員、５番、

西塚議員を指名します。 

 

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

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（村木 脩君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。今期定例会の会期は、本日から９月28日までの21日間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（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、会期は21日間と決定しました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（村木 脩君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

  議会閉会中に提出されました例月出納検査の結果に関する報告及び平成27年度の各会計の

決算審査意見書につきましては、既に送付しました。 

  また、議長の出席した会議等の報告については、お手元に資料を配付しました。 

  会議資料につきましては議員控室に置きますので、ごらんいただきたいと思います。 

  これで諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第４ 行政報告 

○議長（村木 脩君） 日程第４ 行政報告を行います。 

  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28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、御挨拶を兼ね、行政諸般の報告をさせていただき、議員各位並び

に町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  今年の夏はオリンピックで盛り上がり、後半には台風が北海道を初め、９号、10号が連続

して本州に上陸し各地に被害をもたらしました。 

  まず、南米大陸で初開催となったリオデジャネイロ・オリンピックですが、８月５日から

21日まで開催され、柔道男子を初めとする日本選手団の活躍により、史上最多のメダルを獲

得するなど日本国内が歓喜に包まれ、私たちに希望を与えてくれました。 

  また、昨日にはリオデジャネイロ・パラリンピックが開幕となったことから、日本選手団

の活躍を期待するところであります。 

  ４年後には東京オリンピックの開催を控えており、伊豆半島での自転車競技の実施も決定

しておりますので、美しい伊豆創造センターを中心として広域連携で誘客に努めてまいりた
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いと考えております。 

  次に、台風の被害でありますが、８月20日には日本近海に３つの台風が発生し、それぞれ

が日本列島各地に上陸し多数の被害をもたらしました。被災された住民の皆様におかれまし

ては、改めてお見舞いを申し上げる次第であります。幸いにも当町におきましては、大きな

被害はありませんでしたが、町道、水路、農道等に軽微な被害が発生しましたので急ぎ対応

をいたしております。 

  さて、当町の主要産業の現状についてでありますが、柱となる観光産業はいまだかつてな

い厳しい状況を強いられております。 

  平成28年度の入湯客の入り込み状況は、６月申告分までで前年対比マイナス6.4％、人数

で１万6,741人の減となっており、８月までの入り込み客の状況、さらには９月の予約状況

を見ましても回復の兆しは感じられません。国内旅行の動向は、北海道新幹線の開業に伴い、

北海道や東北沿線の周辺エリアの注目が高まっていることや、国による熊本地震の復興支援

策として九州への旅行商品の割引助成が実施されることなどが要因として考えられますが、

低迷する町の観光需要を喚起し、集客力の強化を図るため、河津町との合同による観光キャ

ンペーン及び産業団体連絡会による県外キャラバンや誘客キャンペーン事業、さらに秋の行

楽シーズンに向けて稲取細野高原すすきイベントなどの実施により、町を挙げて誘客事業の

推進に全力で取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、今定例会で御審議いただく各会計における27年度決算概要につきましては、会計管

理者並びに担当課長より上程時に説明いたさせますが、一般会計では歳入総額54億4,599万

7,000円、歳出総額が52億2,983万7,000円となり、歳入歳出差引額は２億1,616万円でござい

ます。このうち、翌年度に繰り越すべき財源が1,668万7,000円であり、これらを差し引いた

実質収支額は１億9,947万3,000円でございます。 

  さらに、実質収支額のうち、地方自治法第233条の２の規定により、１億6,900万円を財政

調整基金に積立措置いたしております。 

  なお、歳入の根幹をなす町税の27年度決算における収納状況は、現年課税分では94.13％、

現年課税分と滞納繰越分を合わせた町税全体の収納率は85.14％で、前年対比0.5ポイントの

増と収納率は昨年度をわずかながら上回る結果となりました。 

  また、景気は緩やかな回復基調が続いていると言われているものの、地方への波及効果は

乏しく、当町におきましても課税面で波及に至っていないことが、数値としてあらわれてお

ります。 
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  現年課税分の状況につきましては、入湯税では、閉鎖した施設の影響などもあり、前年度

比2.1％、約260万円の減となりました。 

  個人町民税は、総所得が落ち込んだことにより、調定額では前年度比0.8％となり、約230

万円の減となりました。 

  固定資産税の土地部分は下げどまらない地価により前年度比6.6％、約2,000万円の減とな

っております。家屋につきましても評価替えに伴い5.7％、4,500万円の減、償却資産につき

ましては、減価償却により5.1％、1,000万円の減となり、固定資産税全体で5.7％、約7,500

万円の減となりました。軽自動車税は微増となりましたが、町税全体の6.0％を占めるたば

こ税につきましては、喫煙場所の減少、健康志向による売上本数の減少等に伴い5.6％、約

700万円の大幅な減となっております。 

  依然として、明るい兆しは見えませんが、新たに発足いたしました賀茂地方税債権整理回

収協議会と共同して効果的な徴収及び債権整理を行い、さらなる収納率の向上に努めてまい

ります。 

  次に、本年度の町の表彰につきましては、各団体等から推薦していただいた方々を町表彰

審査委員会に諮問をいたしたところ、功労者２名、善行者２名を推薦する旨の答申をいただ

きましたので、来る11月３日の表彰式において表彰することを決定いたしました。議員各位、

町内各機関の関係者並びに歴代受賞者の方々におかれましては、御臨席を賜り、受賞者を祝

福していただきたいと存じます。 

  次に、防災関係ですが、去る９月１日、防災の日に例年と同じく予知型の大規模地震を想

定した総合防災訓練を実施いたしました。当日は幼稚園児から高校生を含む住民及び自衛隊

員など3,011人が参加し、各自主防災会単位での津波避難訓練、応急救急訓練、消火訓練、

炊き出し訓練など、地域の特性、課題を踏まえた訓練を実施いたしました。 

  また、今回の訓練では、４月に発生した熊本地震を教訓に稲取地区で田町区自主防災会を

中心に稲取小学校グラウンドにおいて、自衛隊員による倒壊家屋からの救出救助訓練の見学

及び救出救助における留意点等の指導をしていただきました。 

  防災訓練を初め、住民１人１人が自主的に率先して行動がとれるよう、継続的に実施して

いくことが重要であり、今後も地域の防災力向上を図るため、自主防災会と連携、協力して

まいりたいと考えております。 

  また、９月７日、内閣府において国の防災功労者防災担当大臣表彰が開催され、元西区の

自主防災会長の鈴木優氏が防災担当大臣表彰を受賞されました。今日までの長きにわたり地
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域住民への防災思想の普及に御尽力されたことが評価され、このたびの受賞となりました。

鈴木優氏、御家族の皆様に心よりお祝いを申し上げますとともに、引き続き地域の防災思想

の普及に御協力をいただけますようお願いいたします。 

  現在、整備しております奈良本地区の避難地の名称につきましては、５月10日から７月８

日までの間、一般公募を行い全国から応募者20名、応募総数65点の名称が寄せられ、７月25

日選考委員会を開催し、「熱川温泉しおかぜ広場」に決定いたしましたので御報告させてい

ただきます。 

  次に、６月１日からオープンいたしましたお試し居住施設の利用状況ですが、７月の半ば

から現在まで４組の利用があり、その後も多くの問い合わせが寄せられております。利用さ

れる方々は真剣にこちらに移住を考えておられ、中長期にわたってこの町の生活を試し、物

件探しも熱心にしておられ、うち１名の方が移住をされました。また、移住者のサポートに

地域おこし協力隊が積極的にかかわっているのも利用者にとって安心材料であると考えます。

今後さらなる移住につながる可能性を感じております。 

  また、７月１日から少子化対策の一環として、結婚を機に新たに町内に住まいを購入、ま

たは借りられる方にその購入・賃貸及び引っ越し費用の一部として18万円を上限に補助する

結婚新生活支援事業を開始いたしました。これにより、結婚を考えているカップルの援助に

なればと考えております。 

  次に、12回目を迎えた「夏休み風車見学会」を８月１日から15日までの15日間、毎日午前、

午後に開催し、地球温暖化防止・再生可能エネルギーの活用等について、啓発活動を行いま

した。期間中の参加者は394人で、依然として関心の高さがうかがえます。また、町外から

の参加者が96.7％を占め、観光的な効果にも寄与できたと考えております。 

  なお、開催に先立ちまして７月23日には、風力発電所進入路及び風車周辺の草刈り等を町

の職員がボランティア活動で実施いたし、来場者の安全対策及び観光地としての景観保全に

協力をいただきました。 

  ８月13日には、姉妹都市の長野県岡谷市から第47回岡谷太鼓まつりに行政、議会、関係団

体が招待され、11名の訪問団が岡谷市の姉妹都市であります群馬県富岡市、岡山県玉野市と

ともに交流事業に参加し、親睦を深めてまいりました。祭り会場は多くの来場者でにぎわい、

勇壮な太鼓を堪能させていただきました。 

  次に、住民福祉関係では、年金生活者等支援臨時福祉給付金の申請受付を４月18日より７

月19日まで３カ月間実施し、対象となられる65歳以上の方に１人につき３万円を支給いたし



－10－ 

ました。 

  また、消費税率の引き上げによる影響を緩和するため、平成28年度の住民税非課税者を対

象に暫定的・臨時的な措置として１人につき臨時福祉給付金3,000円を１億総活躍社会の実

現に向け、賃金引き上げの恩恵が及びにくい低所得の障害・遺族基礎年金受給者を支援する

ため、対象者１人につき低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福

祉給付金３万円の支給を今後予定しており、今定例会に予算を計上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。 

  なお、この２つの臨時福祉給付金の申請受付期間は10月11日から１月12日までの３カ月間

を予定しております。対象になると思われる方々には御案内及び申請書を送付いたしますの

で、受付期間内に申請されますようお願い申し上げます。 

  次に、健康づくり関係ですが、国民健康保険加入者の特定健診を６月13日から７月９日ま

での20日間、生活習慣病の早期発見、重症化予防を目的として実施いたしました。受診者は

1,253名で前年並みとなっておりますが、受け忘れた方を対象とした追加健診の実施や既に

病院や人間ドックで受けている方からの健診結果の提出のお願いに加え、未受診者対策とし

て個別健診を予定して、受診率の向上に努めております。 

  また、11月20日の日曜日には健康福祉ふれあい広場を開催いたします。町民の皆様の健康

づくりに役立つさまざまなブースを計画しておりますので、大勢の皆様の御来場をお待ちし

ております。 

  健康増進関係では、稲取ゴルフクラブのコースを利用したウオーキングを７月31日に実施

し、83名の方に参加していただきました。大変好評をいただいている企画であります。今後

も稲取ゴルフクラブと協議を行い、継続していきたいと考えております。 

  介護保険関係では、各介護予防教室が４月から８教室開催されており、７月末で延べ

1,802名の方が参加され、介護予防に努めていただいております。 

  ７月19日には、あんしん見守りネットワーク協力機関30社に出席いただき、見守り活動の

報告や意見交換を行う連絡会を開催いたしました。協力機関の通報により救急搬送されたケ

ースなど、見守り活動が町民の安心安全な生活につながっております。今後も地域における

見守り体制のなお一層の充実を期待するものでございます。 

  次に、建設関係ですが、株式会社徳造丸の会長鈴木眞一郎様より、稲取志津摩海岸坂下川

河口付近から国道135号間のスロープ施設や、コンクリート舗装路等の構造物を６月22日付

で御寄附いただきました。寄附者の善意が津波発生時に観光客等の避難経路として有効に活
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用されることを期待しております。 

  去る７月７日に開催された静岡県道路メンテナンス会議では、橋梁の点検作業の早期実施

を要求されており、町内の全橋梁95橋のうち、本年度は38橋の点検業務を発注いたしました。

次年度以降も順次点検を実施し、橋梁の点検結果を施設管理に生かしてまいりたいと考えて

おります。 

  また、熱川地区の国道135号をまたぐ熱川橋の落橋防止対策工事では、町内の橋脚では初

めて両側に橋桁を拘束させるための剪断ストッパー装置を設置し、国道135号の安全確保に

努めてまいります。大川地区におきましては、昨年に引き続き、町道湯ノ沢草崎線ののり面

の補強対策工事を発注し、迂回路の安全確保に努めてまいります。そのほか、町内の道路維

持補修につきましては、速やかな対応に努めておりますが、私有地から町道にはみ出す支障

木への対応に大変苦慮しております。土地所有者の皆様には、自己所有木が道路に対して悪

影響を及ぼしていないかどうかを点検し、対応を図っていただくようお願いいたします。 

  次に、農林水産関係ですが、４月にオープンいたしました「東伊豆海の見える農園」では、

利用者の皆さんが植えた夏野菜が実る中、７月14日に移動知事室が開かれ、静岡県知事を初

めとする県の幹部と市民農園運営協議会の正副会長との間で意見交換会が行われ、その後に

現地を視察した県知事からは大変絶賛の声をいただきました。24日には、利用者の皆さんと

地域の方々、運営協議会の委員や町の職員らが参加し、共同作業や交流会を実施いたしまし

た。 

  また、ふるさと学級の城東・稲取合同菜園事業では、48名の学級生がベニアズマの苗700

本を植えつけ、利用者の皆さんと行う秋の収穫祭を今から楽しみにしております。来年４月

にオープンする滞在型施設の応募をきっかけに当町の移住定住等の情報をより一層発信して

いきたいと考えております。 

  農業委員会におきましては、去る６月22日、委員の任期満了に伴う改選により農業委員会

総会が開催され、新たな農業委員の任命をいたしました。また、翌月の13日には農地利用最

適化推進委員への委嘱状の交付も行われ、本年度より施行された改正農地法に基づく新たな

農業委員会組織がスタートいたしました。新しく任命された委員の皆様におかれましては、

農地法の審議はもとより、農地の利用の適正化に向けて御活躍されることを願っております。 

  水産振興関係では、７月30日に伊豆漁協の稲取支所主催の磯の体験学習が志津摩海岸で行

われ、町内の小中学生41名が参加いたしました。漁業への理解、地域の伝統文化の継承を少

しでも子供たちに感じてもらおうと漁協の青年部が中心となって素潜りの指導を行っており
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ました。 

  また、限りある水産資源の維持、保全を図り、守り育てる漁業を振興していく中で、稲取

の天草の藻場の再生を図るため、伊豆漁協稲取支所が伊豆稲取藻場保存会を組織し、水産庁

の水産多面的機能発揮対策事業へ採択申請をしておりました。このほど事業計画が採択され、

５年間３ヘクタールの藻場の岩盤清掃が実施されます。今回の補正予算に事業費の町負担分

を計上させていただいておりますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

  次に、観光関係ですが、７月22日、23日の両日は本格的な夏の訪れを告げる熱川海上花火

大会が開催されました。今年は50回の節目を迎える記念大会として二夜連続の開催となり、

新たに温泉やぐらのライトアップや道灌の湯をモニュメントとして復活させる夜間演出等が

施されるなど、出店が連なる海岸通りには打ち上げ花火と海上ナイアガラの見物のために両

日で１万5,000人を超える来場者でにぎわいました。さらに、宿泊客も２日間で3,800人余り

のほぼ満室に近い状況でした。今年も東京都大島町から三辻町長様を初め、ミス大島や観光

関係者にお越しいただき、花火の点火セレモニーに参加され、祭りを盛り上げていただきま

した。稲取大島航路の復活により、今後もさらに大島町との交流を深めるとともに、観光客

誘致のための連携を図ってまいりたいと考えております。 

  稲取温泉の観光協会では、工学院大学の西森研究室と東京都市大学小林研究室の協力によ

り、７月下旬から照明社会実験「夢あかり2016」と称して稲取漁港の夜間のライトアップを

始めました。白熱電球を中心に漁港周辺を統一感のある夜間景観とし、素朴で暖かい漁師町

の風情を醸し出す夜間でも散策したくなるようなまちづくりを目指しております。稲取漁港

周辺は、かねてから国道135号沿いやクロカンコースの高台からの眺望がすばらしいと評価

をいただいており、町といたしましてもこのような取り組みを支援してまいりたいと考えて

おります。 

  次に、商工関係ですが、リフォーム振興事業補助金につきましては、現在までの申請件数

は30件で補助金額が450万円、補助対象工事費が4,133万円に上っております。引き続き、多

くの町民の皆様に御利用いただき、建築関連業界全体への仕事おこしや雇用対策につながる

など、町内経済の活性化に寄与しております。 

  さらに、稲取銀座通り商店会及び稲取温泉通り商店会では、かねてからの要望により、こ

のほど、県の地域商業パワーアップ事業費助成を受けて街路灯のＬＥＤ化を図ることとなり

ました。今定例会におきまして、関連の補正予算の計上をさせていただきましたので、よろ

しく御審議をお願い申し上げます。 
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  次に、教育関係ですが、平成24年の開館20周年を記念して始まりました開館記念イベント

「図書館フェスティバル」も本年で第５回目を迎え、７月29日に「ワールド・フェスタ～地

球のことを考える１日～」とテーマを設定し、多くのボランティアの御協力を得て、開催さ

れました。 

  図書館を身近に感じてもらい、これからも多くの皆様に役立ち、親しまれる図書館として

利用していただくため、世界の民族衣装試着体験、ダンス教室、大切なみんなの水について

考えるワークショップ、映写会、写真展などを催し、幼児からお年寄りまで370名の町民の

皆様に御来館いただきました。 

  また、７月１日より、図書館資料の検索や予約ができるよう図書館システムの更新に合わ

せホームページを開設し、利用者の利便性の向上に取り組んだところであります。 

  長野県岡谷市との姉妹都市児童交流事業が８月２日、３日の２日間、本町にて実施されま

した。東伊豆町からは、町内３小学校の５年生72名が参加し、岡谷市児童生徒65名の参加者

とともに、マダイの稚魚放流体験や伊豆アニマルキングダム施設見学、池尻海岸での磯遊び

などを行いました。また、宿泊場所の稲取小学校体育館において、岡谷市リーダーズクラブ

による多くのレクリエーションを行い、交流を深めるとともに、有意義なひとときを過ごす

ことができました。 

  本年も中学校総合体育大会が行われ、熱川中学校では、１団体１種目、個人１人１種目、

稲取中学校は１団体１種目、個人12人６種目が県大会に出場する活躍を見せました。 

  さらに、稲取中学校の陸上女子１名が砲丸投げで優秀な成績をおさめ、東海大会準優秀、

全国大会では６位に入賞を果たしました。 

  次に、水道事業関係ですが、長引く景気低迷の影響や節水意識の向上などにより、使用水

量は減少している状況でありますが、平成27年度水道事業会計決算では、第２期分から料金

改定を行ったことや原油安等による動力費の負担が減少したことにより、前年度に比べて大

きな増収、当初の見込みを上回る純利益を上げることができました。健全な水道事業を運営

するために、引き続き費用削減に努め、経営体質の強化を図ってまいります。 

  また、上水道の安定供給を目的として実施している水源試掘調査につきましては、町立体

育センター裏の広場にて深さ300メートルの井戸の掘削を計画しておりましたが、現場への

資機材の運搬や掘削機の設置などの準備も整ったことから、８月31日より井戸掘削を始めて

おります。よい結果を期待するところであります。 

  結びに当たりまして、まだまだ厳しい残暑が続くと思われますので、町民並びに議員各位
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におかれましては健康に十分留意され、御活躍されますよう御祈念いたしまして、行政諸般

の報告とさせていただきます。 

 

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

 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（村木 脩君） 日程第５ 一般質問を行います。 

  なお、持ち時間は質問・答弁を含め60分以内で、質問回数は１問につき、１回目の通告分

を除いて３回以内となっておりますので、御協力ください。 

 

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

 

◇ 飯 田 桂 司 君 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田桂司議員の第１問、町の将来についてを許します。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 皆さん、こんにちは。 

  今年の８月大変暑い中ですけれども、先ほど町長からも言われましたように、東北地方、

北海道と大変多くの災害があり、被災をされた方に対して心からお見舞いを申し上げたいな

と思います。 

  さて今回、２問を通告をしてあります。御答弁よろしくお願いいたします。 

  １問目、町の将来について。 

  国の施策として地方創生が打ち出され、全国各地の自治体が人口対策、地域経済の振興と

まち・ひと・しごとづくりとして対応を図ってきたわけですけれども、今後について２点を

お聞きいたします。 

  １点目、人口ビジョンの策定と今後について。 

  ２点目、産業振興をどのように考えるか。 

  以上、２点についてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 
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○町長（太田長八君） 飯田議員の第１問、町の将来については２点からの質問ですので、順

次お答えいたします。 

  １点目の人口ビジョンの策定と今後についてですが、当町の人口は、観光産業を中心に発

展した1970年代には人口が１万7,000人台に達しましたが、その後は減少しており、平成28

年８月現在では１万2,850人となっております。このまま対策を講じなければ、人口減少は

加速度的に進むことが懸念されるため、昨年度に「まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・

総合戦略」を策定し、2040年に合計特殊出生率1.8、社会移動の均衡を実現させた人口8,406

人にとどめるという目標を設定いたしました。 

  総合戦略には、「結婚・出産・子育て」、「しごとづくり」、「人の流れ・まちづくり」

の３つの基本目標を定め、人口減少対策に取り組んでまいります。 

  次に、２点目の産業振興をどのように考えるかについてですが、若者の転出増加の要因と

して、雇用に関する問題が大きいため、観光産業を基幹としながら町の経済が循環していく

よう、農業、漁業、商工関係の産業間の連携がとれた施策の展開によって働く場の充実を目

指します。そのためには、観光地としての持続的発展を図ること。観光産業を基幹に産業間

連携を強化して、地域産業の好循環を図ること。企業及び関係機関と連携し、地域産業を支

える人材の確保・育成を図ること。そして、一定量の雇用数の持続的な創出を図ることを進

めてまいります。 

  これらの方向性に基づき、具体的な取り組みを実施して人口減少に歯どめをかけたいと考

えております。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田桂司議員。 

○７番（飯田桂司君） 今、町長からお話を聞いて８月１日現在の人口、それから2040年に向

けての特殊出生率とか、人口推計ということでお話を伺ったわけですけれども、やはりこれ

は、あくまでも推計であり、今後変わっていくのかなということを思うわけですけれども、

平成26年11月28日、国より都道府県及び市町村へ創生総合戦略として策定するように通知が

あったわけです。町として地方創生が始まり、全国1,700余の各多くの自治体があり、県下

35の市町があるわけですけれども、創生という辞典を引いてもこの創生という字は出てきま

せん。そうせよと言っているのか、その財布を渡され、財布の中には多くのカードが入って

おり、お金も入っているか、それは別として、お金がなくなればまた渡す、子供にお金を渡

すような感覚かなと、私は考えるわけですけれども、本当に責任のない施策かなと私は考え

るわけです。 
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  ５年後、結果として効果がなければ、消費税を見送ったツケが回ってくるよ。必ず回って

くると思うんです。子育て、介護、年金などと大変やりくりのつかない、そういう事態が起

きてくるのではないかなと、先般、道州制なんていう話が出ていましたけれども、また、市

町村合併の話が持ち上がってくるのではないかなということで、私、個人的には考えるわけ

ですけれども、そこで１点目の人口ビジョンの策定ですが、平成26年５月８日成長を続ける

21世紀の民、ストップ少子化、地方元気戦略として日本創生会議人口減少問題検討会という

ことで、過去に11人の委員により検討がされ、新聞報道がされてきたわけです。そして11月

28日に総合戦略として策定するように通知があったわけですけれども、全国各地の自治体、

人口ビジョン総合戦略として策定に入り、我が町もこういう資料ができたわけです。すばら

しい資料、中身を見せていただいたんですけれども、アンケートも含めてすばらしい資料が

できたなと、これは、後日また、全協等でお話があるようですけれども、やはりこれを見た

中ですごいなと、これは国の資料の中でつくった経過、以前のあれと余り変わっていないわ

けですけれども、やはりそうした中で、私思うですけれども、過去にもこの点についてお伺

いした経過があって、人口減少、具体的なといってもなかなか地方自治体、我が町もですけ

れども、何があるんだよと、創生の財布を渡されるわけですけれども、それがわかれば本当

に苦労しないよと言っているわけですけれども、この中に一番気になることが書いてあるわ

けです。それは、指導として努力目標として取り組みなさいとしているわけですよ。学校の

子供じゃないですよ、努力目標ですよ。だめなら仕方がない、この努力目標について、町長

としてどのような考えがあるのか、まずこれ第１点です。 

  そして、経過期間において、対象期間、先ほど町長、2040年の出生、それから人口推計と

いうことであったわけですけれども、今後これについてもあくまでも推計、５年なんて言っ

ている場合じゃないですよ。やはり５年過ぎるのか、あるいは10年過ぎるのか、そんなに長

くならないと思いますけれども、やはり推計に対しての見直しがされていくと思うんですよ、

我が町。これは国のほうからもあるかと思いますけれども、それをどのような方向で推計見

直しをしていくのか、それについて。 

  しかし、国として努力目標とは言っている半面、国として自治体が危機感を感じ、全力を

挙げて取り組むこと、地方交付金を含め本当にやる気があるところのプロジェクトを選択し

て、集中して支援をしていくとはっきりと言っているわけですよ、国としては。片方では努

力目標と言っている半面、各自治体頑張る、集中して支援をしていく、これは交付金になる

のか、何になるのかわかりませんけれども、それについても町長のひとつお考え、これは今
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後の課題ですけれども、一応その点について伺います。 

  それから、２点目の産業振興をどのように考えるかについて伺うわけですが、町内各所で

団体、皆さん本当に正月の産団連主催の賀詞交換会あたりでもお話を聞きますけれども、多

くの意見交換がされ、振興を図っているということは大変ありがたい、いいことだなと、私

は感じるわけです。総合戦略の中にもいろいろな施策として載っておりますけれども、農業、

漁業等も含めて観光も含めて入っているわけですけれども、そして、一番資料、前にもこの

冊子ができる前に３本の柱というものができたわけですよ、議会、そして創生本部、これは

町長含めた町の職員の、そして、有識者会議ということで３本の柱ができたわけです。そし

て、町、それから有識者会議、こういろいろな会議をされておるわけですけれども、悲しい

かな議会としては何もまだそこに入っていない、大変寂しいところがあるわけです。それも

含めて、ちょっとお聞きしたいなと思います。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当この地方創生、私も期待していたところでございますが、地方と

国の考え全然違うんですよね。もう、本当国のほうも大変厳しくて、本当にこれで地方創生

ができるかぐらいの厳しさですよ。基本的には、町単独でやる事業は全然認められません。

基本的には、町とある程度企業と合同してやらなければいけないとか、そういう大きなとこ

ろなら、結構それはできますけれども、こういう小さな町にとってこの地方創生が本当に地

方創生になるか、私は疑問に感じました。そういう中で、ほとんど今回我々が今回の地方創

生にあった事業に対してはほとんどが認められなかったですよ。基本的には、これによって

町が潤うと考えた中で、国のほうがそれを認めてくれない。要するに、今回あくまでも大き

な枠組みの中でやるという考えでございますから、そういう中で地方創生が本当に地方にと

って本当に小さな町、仕事、村本当に地方創生の考えかなということは疑問に感じておりま

したけれども、しかしながら、それに沿ってやっていかなければ、本当にこの町はだめにな

っていきますもんで、それに沿った中で町は頑張っていかければならない。そういう中で、

ある程度地方創生で予算化してだめになったものは、町が当然やらなければならないんです

から、これは一般財源を使ってやって、また、議会の皆様方には、本当に快く議論していた

だいた中で、町は事業をしておりますけれども、自分としてはこの地方創生が本当に地方に

とっての地方創生かなということは、疑問に思っていること。そういうことを理解願いたい

と思います。そういう中で、努力目標は、これは確かに努力目標でありながらしなければな

らない。そういう矛盾点はあります。あくまでも、今までは数値目標としてなかなかやって
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いなかったですよ。あくまでも総合計画でいろんな中でそっちはただ言葉だけで、将来５年

後には、じゃどのぐらいに数値目標をやるか、それをやって今回数値目標をやった中で、ま

た、後日町の数値目標をデータなんかで、また、さっき言った有識者の皆さん、また議会の

皆さんに町としてはこのぐらいの数値目標として考えているけれども、議会の皆様がどのよ

うに考えていることはまた、検証していただくつもりでございます。その中で、また推計の

見直し、これは当然一応、1.8、そして8,046人、これも非常に甘いと、もっと厳しく見ると

7,000幾らと数も出てきましてもあくまでもそれではこの町が成り立っていかないもんで、

ある程度社会均衡を問うた中で8,046という推計いたしましたけれども、当然これは推計で、

これに沿った中で、これはあくまでも推計です。これからもっと上に上がるような、そうい

う政策を町としてはやっていきたいと思いますし、推計がもし高いほうにいけばいいんです

が、やっぱり低いほうにも考えられる。それで、推計の見直しはしていかなければならない

かなとは、自分は考えております。 

  国の支援は、今言ったように全然、基本的には地方創生といいながら地方のことを考えて

いないと自分は考えている。だから、国の支援ということは、この小さな町にとってはない

と、自分としては考えてます。と申しますのは、先ほど言ったように地方に挙げた、町から

挙げた施策がほとんど99％、もっとすると100％じゃ皆無ですよ。やっぱり町が考えている

ことと国が考えていること、これは違いますもんで、今回そういう中で、自分としては今回

の地方創生に関する国の支援策はいかがなものかなということは、自分自身は考えておりま

す。 

  それでは、先ほど言った３本柱の件でございますが、基本的には、あくまでも本部がある

程度こういった中で、有識者会議とか議会のほうに示した中で、これで検討していただきた

いという中で、確かに議会のちょっと時間がなかった。これはあくまでも議会の問題ですか

ら、あくまでも町としては本部である程度計画を立てた中で、議会と有識者の皆さんに町の

ことをお伝えした中で、この中でどのようなものか検討して、今度これを継承していただく

ために、今、町はちょっと数値目標の中で今現在どのぐらいいったかというものを今検討し

ていますもんで、それが出た段階でまた、議会の皆さん方にお示しいたしますもんで、また、

それは検証していただきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員。 

○７番（飯田桂司君） 町長、ありがとうございます。 
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  大変難しいなと、1,735の市町がある中で、大変難しいなということで問題があるわけで

すけれども、やはり乗りおくれるといっては大変語弊があろうかと思いますけれども、やは

り先を見た、そういう施策をやはり町として独自の施策等をお願いをしたいなと思います。

人口ビジョン策定ですが、この中にも今町長が言った2040年の8,000何がしの数字はともか

く、7,830人という数字がこのグラフの中に書いてあるわけですけれども、以前私もちょっ

とお話をした経過があるわけですけれども、今から117年前の明治23年の人口7,851人、世帯

数が1,413世帯、これは稲取と熱川地区の人口ですけれども、やはりこれに近づいていくの

かなと、何もしなければこの人口に近づいていくのかなということで考えるわけですよ。こ

れは、ぜひこういうことも含めて、町民にやはり2040年ともかく人口が減り、推計していく

中で人口が減るよと少子化や人口減少を含めた中で、お話をしていただきたいわけですけれ

ども、そういう中で、ちょっと町長に聞いてみたいなということが１つあるわけです。 

  それは何かといいますと、前々から町長、観光産業はともかく企業誘致は難しいよという

ことでお話があるわけですけれども、これは、２点目の産業振興のほうに入りますけれども、

企業誘致、これ、町長も伊豆半島全体で考えたときに、東海道筋、御殿場、裾野、三島等々

はやはり電車、それから高速含めて、本当に企業誘致がうまくいっておる。しかし、それか

ら伊豆半島南にかけて企業誘致がされないわけですよ。これは何とかできないかなというこ

とで、私考えるわけですよ。それで、過去にも私たち長野県のある村に視察をしたことがあ

るんです。ということは、その村が大変なことをやっているんです。飯田市のほうへ働きに

出るわけです。そして、村としてはすばらしい住宅を建てて、そこには要するに子ども・子

育て支援の施設をつくる。30分、50分の通勤範囲で飯田市を含めて諏訪、そちらへと働きに

出る。こういう環境も長野県は全て前々からやっているんですよ。そして、その中には、村

には介護施設が１つもないんです。介護施設をつくらないんです。すばらしいんです。 

  そして、今もとに戻しますけれども、町長にはお願いしたいな、聞いていただきたいなと

いうのは何かといいますと、この伊豆半島全体、特にこの南伊豆、下田、東伊豆含めた中で

企業誘致をする。どういう形で企業誘致をするかというと、やはりこの東海岸は無理ですよ。

どこに置くかなということは、町長もお考えがあろうかと思いますけれども、伊豆の中央、

中に企業誘致をしていただく、それにはやはり今の縦貫道道路整備も含めてしていただく、

そういうことがこの１市５町も含めて伊豆半島の中でできないのかなと、できないじゃなく

てこれはできますよ。これから縦貫道も含めて道路整備が進めていく中で、環境整備をして

いく中で、できると思うんです。ぜひ、町長、何かの機会に国会議員、県会議員がいますけ
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れども、含めて何かのところでここだろうと、こういう提案をしたいんだけれども、どうだ

ろうと。それは、１年や２年でできる問題ではないかと思いますけれども、産業振興として

ぜひ人口減少も含めて、ビジョンも含めてぜひ町長にひとつ大きな話になりますけれども、

ちょっとお聞きしたいなと思いますけれども、よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、長野県のことが出ました。本当にこれは、やっぱり近場に働く場

所があるから、そこの村が成り立っているんですよ。自分もいろんなところに行った中で、

やっぱり村で成り立っているところはやっぱり企業が近くにあって、そこがベッドタウン化

した中でやっている。やっぱりそういうことがある場にもっていく。やっぱり今、飯田議員

が言ったように、うちの町からこの南部は大変企業誘致は難しいという中で、そういう施策

を検討もできないということが現状でございます。今、飯田議員が言った、私はもうこれは、

伊豆市まで絶対よくなります、これは。だから、伊豆市の市長にはもう言っております。も

う我々はそこに通うか、何しろそこで企業誘致してくれということは、ある程度プライベー

トでは伊豆の市長にはそういった中で、今後やっぱり伊豆市がメーンになって、伊豆縦貫道

もそこまで来ています。そういう中で、やっぱりある程度我々、休養地というかベッドタウ

ン、そこは当然道路がよくなった段階でございますが、道路がよくなれば１時間で伊豆市ま

で行けますもんで、その中で、個人的には伊豆市の市長にはそういうことを言っております。

これをだから、やっぱり企業誘致ができれば、ある程度この辺はベッドタウン、または観光

で生き延びるしかありません。今、飯田議員が言ったように、企業誘致ができませんもんで、

ベッドタウン化というのは。あとは、観光に対しましてやっぱり負のイメージが大変大きい

んですよ、まだ。一般の町民がまだ観光に働く、これ負のイメージが本当に多いです。これ

がプラスのイメージになればまた、観光産業は違ってくると、自分は考えておりますけれど

も、まず、負のイメージをいかに払拭するか。観光で働くということは、これは誇りだとい

うことを、それぐらいのことを持たなければ、やっぱりこの町はできないし、やっぱり観光

もやったり、先程言ったように企業誘致はできないもんですから、そういうことは提案して

いく。これは、今後町のは、国のほうでは道路整備をよくしてくれる。これは、当然やって

いくつもりでございますもんで、基本的には、飯田議員と考えは同じような考えと思ってい

ただけば結構でございます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、教育環境の今後についてを許します。 
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  ７番、飯田議員。 

○７番（飯田桂司君） では、続きまして、２問目の教育環境の今後についてということで伺

います。 

  今、まさに避けては通れない問題として、環境について問題となってきております。 

  ２点について伺います。 

  １点目、学校教育環境整備委員会中間答申の状況は。 

  ２点目、小中学校の統合について。 

  よろしく御答弁お願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） この点の問題に関しては、教育委員会の関係でございますので、教育

長より答弁させますもんで、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

（教育長 黒田種樹君登壇） 

○教育長（黒田種樹君） 飯田議員の第２問、教育環境の今後についての１点目、学校教育環

境整備委員会の中間答申の状況は、２点目の小中学校の統合については、関連がありますの

で、一括してお答えします。 

  学校教育環境整備委員会は、当町全体の幼稚園、小中学校の教育環境の整備について検討

を行い、方向性を示していただくことを目的に諮問された機関ですが、大川幼稚園・小学校

の少子化の現状と今後の見通しから、早急に大川地区と熱川地区の統合について検討を行う

必要があるとの委員各位の意見に基づき、先にこの問題について検討を進めてまいりました。 

  その結果、７月28日、学校教育環境整備委員会より、大川幼稚園・大川小学校については、

一定の人数が確保された環境で教育を進める目的から、熱川幼稚園・熱川小学校との統合が

望ましいとする中間答申をいただきました。 

  引き続き、当町全体の学校教育のあり方について、諮問事項に基づき、検討を行っていた

だいているところであり、今年度中にはその答申をいただきます。 

  今後、町及び教育委員会において、小中学校の統合など、当町全体の学校教育環境の整備

について、その答申結果に基づき、具体的に進めていきたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 
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○７番（飯田桂司君） 教育長、御答弁ありがとうございます。 

  １問目も含め、この２問目も過去にもお伺いをしてきた経過があり、本当に町として避け

ては通れない状況下になってきていると考えます。 

  平成28年７月28日に整備委員会より中間答申がなされ、８月29日に大川公民館にて学校教

育整備地区説明会、幼小の統合等についてお話があり、私も行ってきました。区の役員さん、

父兄、そしてこう見渡すと区の皆さんいないです。何だかなと、関心がないのかなと、これ

教育長にもちょっと聞いてみたいのは、以前５年前、公民館でやられたときはたくさんの人

が、公民館いっぱいの人が来られて、声として大変強い口調の意見が出されていたわけです

けれども、今回29日行かれたときは本当に一部の方だけで、もう諦めているのかなとそんな

感じで私は感じて帰ってきました。そんな中で教育長にこの様子も含めてちょっとお話を聞

きたいなと思います。 

  それから、２点目の小中学校の統合について伺うわけですが、平成26年度中学校の生徒数

と部活の数について考えなければならない事態が生じたと、そういうことでこの委員会が設

置された記録がここにあるわけです。平成26年度教育委員会において少子化が急激に進む中、

中学校の生徒も部活動の数について考えなければならない事態が生じ、そのこととあわせて

町全体の学校の今後のあり方について検討する必要性が議題となった。平成20年、稲取中で

団体競技を起こすために陸上部を廃部、既にこのとき熱川中学校は平成12年に陸上部を廃部

しておるんです。平成12年、私そこにいましたから、よくわかっているんです。 

  そういうことで、事態が生じたと大変緊迫したことだなと、この資料読む限り注目してい

たわけです。急遽、矛先が変わり、幼小ということで大川小学校に矛先が向いたわけですけ

れども、しかし、新聞報道もされない、大川地区説明会の中、父兄の中から「区長さん、区

の役員会で話が出ますか」と聞いたところ、全然ないと、話が出ないと、何でだろう、区長

さんから後で聞いたですけれども、「区長さん、何だよ、何か話題にもならないのかよ」と

いうことでお話を、それは口どめされておるのかわかりませんけれども、やはり統合という

ことに対して関心がない、そういうことであったわけですけれども、資料にそんな中でこう

いうことがあるわけです。 

  今教育長いらっしゃいますけれども、私この統合ということに対していつごろから出たの

かなということで調べたわけです。そして、平成11年、熱川地区別生徒数及び会員数という

ことで資料を引っ張り出してきました。平成11年１月13日現在ということで、熱川地区です

から大川、北川、小橋、本郷、向町、片瀬、湯ケ岡、白田浜という１年生、２年生、３年生
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の生徒数、大川が１年生３人、北川が２人、湯ケ岡が11、白田浜が５という大変少ない数に

なっているんです。もうこの当時から私そこにＰＴＡでいましたから、もうこの統合の話は

出ていたんです。それからずっと来ているんですけれども、何もない。しかし、下田も含め

て近隣の市町がこういう話が持ち上がってきて、やはり我が町にもこの統合の話が出てきた

かなということで、平成10年から11年ごろにもうこの人数を、その以前の小学校の数はちょ

っと確認できませんけれども、中学校の生徒数がこういうことで、そして校長いわく「飯田

さん、来年度から陸上部廃部するよ」と、「校長、それはちゃんと子供ら、ＰＴＡも理解を

得ているのか」と、していないと、そして３月卒業して、４月から入る新しい新入生、陸上

部があるのかなということで来たところないわけです。それはそれとして、ほかの部活のほ

うに入るからそれはいいですけれども、やはりちょっと乗りおくれてきたのかなということ

で、私考えるわけです、町が。 

  そういうことでこの計画等を見た中で、やはり思うに幼稚園、小学校のほうに矛先が変わ

ったなということで稲取地区の人たちに聞いてみるんです。そうすると、やはり「中学校移

転はどこへ持っていくだ、おめえっちは、熱川か稲取かよ」とこうなるわけです。子供じゃ

ないです。中学校を熱川へ持っていくのか、稲取に持っていくのか、そういうことでこの矛

先が変わったんやないかなと私ちょっと考えるわけですけれども、その点についてお伺いし

ます。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 統合についてこれは私は町も関係あると思うので、町の考え方をまず

申し上げさせていただきます。 

  そんな中でやっぱり飯田議員が言っているように大人の考えで変わっちゃいけないんです。

基本的にあくまで子供のことを考えてやらなきゃいけない。それで、５年前、確かに大川に

おいて統合の話があったときに大川盛り上がって、そのときは生徒がいましたもので、統合

はしないと結論出しました。私はそれを尊重しようと思いました。 

  しかしながら、私、毎月１回、学校訪問とか現場を見させていただく中で、今、大川幼稚

園の関係、小学校もあれですけれども、基本的に大川幼稚園５人いた中で男の子が１人です、

そして、女の子が４人。果たしてこれで本当にいい教育ができるのか、さらに２年後にはも

うゼロです、大川の場合。これを考えて、本当に子供のことを考えたら、これはやっぱり大

きなところで教育をさせたほうが子供たちにとってよいという中で、町のほうから積極的に

今回は、前回は教育委員会主導でやりました。しかし、今回、私はいろいろ学校訪問した中
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で本当にこれが子供たちにとってよいかという中で、これある程度、教育委員会に言いまし

た。と申したのは、今度は町長がある程度教育に口を出してもいい、そういうふうに教育の

方針も変わりましたもので、その中で今そういう方向でやっておりますもので。 

  確かに大川の方にとっては、それは統合寂しいと思います。しかしながら、町といたしま

しては子供のことを考えてやっていきたい。私も１回出た中で、確かに盛り上がっていない。

やっぱり当然残したいという人もいます。これは気持ちとしてもわかります。やっぱりこれ

100％とか絶対ありませんから、ある程度その中で自分としては子供の保護者の意見、これ

を重視した中で保護者が子供のことをどう考えているか、それを大前提とした中で今はやっ

ていきたいと考えておりますもので、基本的には中間答申で、一応望ましいと意見が出たも

ので、町としてはその方向で今後はやっていきたい。そういう考えで町の姿勢だけは言って

おきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 飯田議員さんから御意見いただいて、御質問のあったことについて

お答えさせていただきたいと思いますが、まず、今回、大川地区の幼稚園小学校と熱川地区

の幼稚園小学校の統合を相談させていただいて今いる状況なんですけれども、飯田議員さん

からありました学校教育環境整備委員会がスタートしたその経緯の中で、平成26年度の教育

委員会の中での議題についてのお話がありました。これは私が教育長になる前のときの教育

委員会での話ですけれども、実際に金指教育長のときに教育委員さんとの話し合いの中で中

学校の部活がもう人数的に厳しくなってきていて、なかなかいろんな部活が存続できないと

いうような現状、飯田議員さんからも御紹介ありましたような現状が話し合いの中に出てき

ました。 

  その話を受けて、その当時の教育委員さん皆さんが各学校のＰＴＡの役員会を回りまして、

意見を交換するというそういう場をつくって、情報交換をさせていただいたということを聞

いております。その中でいろんな御意見は出たようですけれども、やはり子供たちの数が減

ってきているということで学校教育、あるいは部活さまざまなことについての御意見をいた

だいたようです。 

  それを受けて、スタートとしては、教育委員会の議題の中では部活の問題が最初に出たこ

とは間違いないと思いますけれども、その後町内の幼稚園を含めた学校教育の環境をどうし

ていくかということの話し合いの中で、町全体として考えていかなければならないという方
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向に話が進みまして、そして昨年の７月に第１回目の町の学校教育環境整備委員会を開いて、

立ち上げるということになります。 

  ですから、部活の問題は一つの話し合いの契機ではありますが、現在、学校教育環境整備

委員会で諮問して、検討していただいている大きな話し合いの検討の中身は、町全体の全て

の幼稚園、小学校のあり方を検討していただいているとそういうものでございます。それも

御理解をいただいていると思います。 

  それで、大川地区で話し合いをこれまで保護者、それから地域の方対象に合わせて７回の

説明会を行っておりますが、その中で参加の方が少ないというような今御意見もいただきま

したが、私がその参加の人数についてどうのこうのとちょっと私見的に述べるということは

適切ではないと思いますので、その理由として私がこうであると言えないんですけれども、

来ていただいた方は保護者、それから地域の方の代表というか、いろいろな思いを持って参

加していただいた方で、参加した方は大川の全ての方では当然ないわけですけれども、来て

いただいた方が教育委員会、町の説明を聞いていただいて、そして御意見をいただいたとそ

ういうふうに捉えておりますので、どれぐらいの方が来ていただければ十分な人数の説明会

かなということは、私としてはお話しする立場にないなというふうに思います。 

  でも、人数が飯田議員さんは少ない印象だとおっしゃられましたけれども、意見の交換と

してはたくさんの意見をいただいております。それが大川の保護者、それから地域の方の代

表的な御意見ではないかなというふうに教育委員会としては受けとめて、それについてでき

るだけ丁寧にお答えするというようなことを繰り返してきました。そんなふうに会の運営と

いうか、会の状況については捉えております。 

  それから、平成11年の熱川中学校の生徒数について御紹介がありまして、そのときに陸上

部が存続できなくなったという今お話紹介していただきましたけれども、その辺のところは

私も経緯は詳しくは把握しておりませんが、ただ、前々からもちろん児童生徒数が減ってき

ていることはもう当然わかっていることでありましたし、それはこの学校教育環境整備委員

会、それから今大川地区と熱川地区の幼少の統合について検討を進めているという、これが

遅かったんではないかというような御意見ではないかと思いますが、まず、学校の標準規模

ということについては文部科学省、国の考え方としては各学年２学級、２つの学級以上の学

級数を持つそういう学校規模が標準的な学校ということで、従前から規模についての考え方

を国のほうの文科省としては示しています。その標準的な学級数を維持していくということ

で考えれば、これまで熱川中学校においても平成11年の当時におきましては学年２学級を維
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持しておりましたので、部活の問題だけで言えば、かなり課題はもうその時点で大きかった

のかもしれませんが、学級数の規模でいけば、２学級を維持していたという段階ではなかっ

たかなと思います。 

  それだから何も将来のことを考えなくていいというわけではないんですが、町としてここ

まで学校のあり方、整備のあり方を進めてこなかったということにつきましては、私はこれ

までの大川地区の学校、幼稚園の教育、それから熱川地区の学校、幼稚園の教育、稲取地区

でもそうですが、それぞれの地区にある幼稚園、小学校、中学校の教育を大事にすることを

地域の皆さん、それから町、教育委員会が大事にすることをまず考えて進めてこられたんで

はないかなというふうに受けとめています。 

  大川小学校も複式学級ができてからもいい教育を進めたいということで、何とか町のほう

から町の支援員等を配置して、そのよさを維持していくという方向で努めてきた、努力して

きたというふうに私は捉えております。 

  ただ、先ほど町長からも話があったとおり、大川地区の子供たちの減少の状況がここに来

て非常に進んできているということは、これはここ近年の子供たちの変遷ということになり

ます。前々からそういうことは想像はできたのかもしれませんけれども、やはり子供たちの

教育を守るということを進めてきたというふうに受けとめていただけたらなと思います。現

状でここまで大川の子供たちが数が少なくなってきたということで、ここではもう統合を選

択することが子供たちの教育のために最善の方法ではないかということで、現在大川の皆様

にも提案をして、検討委員会でもそのような答申もいただいておりますので、これからそれ

に基づいて進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 教育長、本当にありがとうございます。 

  私も冒頭、最初の５年前、これを含めて子供たちが統合、熱川小学校、幼稚園へ行く反対

じゃないです、反対じゃないです。本当に子供たちが本当にかわいいなということであるわ

けです。 

  そういう中で、今教育長から部活の話が出ましたから、この検討委員会の資料をちょっと

見てみるわけです。こういうこと書いてあります。ちょっと聞いてください。「中学校の部

活のことが問題になっていますが、僕は部活よりもむしろ学校が小さくなると教科担任制で、

特に教科、音楽、美術、体育、技術、家庭科そういう教師を学校で１人ずつ抑えられなくな
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る。そのことのほうが問題じゃないかと思います。部活動は教育課程外の問題であると思っ

ている。部活動も大切だとは思っているが、免許を持っている先生が確保できるかというこ

とのほうが大切だ」という、これ記録に残っているんです。部活も含めてあるわけですけれ

ども、先生された方がそういうことをお話をしているんです。教育長、いいですよ、これ頭

に入れててください。 

  やはり、思うんです。町長言うように、子供は大事、地域が大事、やはり委員の中では先

生を第一にしているんです。本当の本心を言っているんです。 

  過去はどうあれ、やはり思うことは私思うんです、一番子供が大切だと先ほどからよく言

っていますけれども、そしてやはりこれから小学校、中学校ともかくいろんな形で統合、整

備等がされていくと思います。町長の考え、教育長の考えあろうかと思いますけれども、ぜ

ひ地域の方を巻き込む、報道等もありますけれども、近隣の市町とのやっておりますけれど

も、ぜひ周知をしていただく。そして、そのことにより人口ビジョン、産業振興等に結びつ

く、住みやすいな、この町に住んでみたいな、訪れてみたいなというまちづくりを町長、教

育長していきましょうよ。ぜひこれからもこの小中、幼稚園も含めて問題になってくると思

います。ぜひ今後の課題としてよろしくお願いをし、私の一般質問を終わります。御答弁あ

りましたらお願いします。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 御意見ありがとうございます。 

  １つだけ、すみません、お話しさせていただきます。 

  部活のことについて今紹介されたお話の中で、学校教育環境整備委員会の委員さんからの

意見の議事録の中から今御紹介がありましたけれども、部活のことよりもむしろ教科担任の

数が少なくなっていくということの心配、そういう御意見があったという記録の御紹介をさ

れたんですが、実際そういう御意見をいただいております。記録に書いてあるとおりです。 

  ただ、ちょっと今私、飯田議員さんのお気持ちがちょっと捉えらなかったのは、先生のこ

とを中心に考えている意見ではないかというふうにもしかして思われているのかなというふ

うにちょっと心配になったんですが、その環境整備委員会での一件は、部活のことも問題、

課題ではあるんだけれども、それは教育課程外のことであるということも言葉がありました

が、それも課題ではあるんだけれども、子供の数が減るということは、学級数が減るという

ことは教員の数が減っていくということであって、例えば中学校で教員の数が減るというこ

とは、教科が９教科ありますけれども、それぞれの専門の免許を持った教員を全て配置する
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ことができなくなる、生徒数が減ることで学校規模が小さくなるとそういう教職員の数が減

り、国語、数学、英語、理科それぞれの担当教員の数が確保できなくなるということについ

ての御心配をされた意見でありまして、それは教員のことを第一に考えた意見ではなくて、

そうなると生徒の授業の質、授業をきちんと教科の専門の担当教員が行うということが難し

くなっていく中で教育の質、授業の質が低下するのではないかというそういうご心配をされ

た意見でありまして、それは子供たちの教育の質を心配された、子供たちのことを心配した

御意見であるということをちょっと言わせていただきます。 

  もし、そういうふうに了解されているんでありましたらいいんですけれども、一応補足と

してそんなふうに私のほうからお話をさせていただきます。 

  学校が大川の説明会の中で地域の方、保護者の方から出たお話、御意見の中で、ぜひ大川

のすばらしい教育が残るような形をとってもらいたいと、統合があるにしてもそういう御意

見がありました。それは幼稚園を含めた学校教育が充実した教育を行って、町の中でいい教

育を行っているねということを皆さんに認めていただきながら、応援していただきながら町

外の方にもそういうことが伝わって、東伊豆の教育はいいねというふうに言っていただける、

そういうことが町のまた魅力にもつながっていくということは当然のことですので、そんな

これから学校教育、幼稚園教育の充実をしていきたいなというふうに私も考えております。

今日は御意見ありがとうございました。 

○議長（村木 脩君） 以上で、７番、飯田議員の一般質問を終結します。 

  この際、11時まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時５１分 

 

再開 午前１１時００分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 栗 原 京 子 君 

○議長（村木 脩君） 次に、３番、栗原議員の第１問、消防団についてを許します。 
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  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 皆様、こんにちは。 

  今回２問にわたって通告のほうを出させていただきました。それでは、質問のほうに移り

たいと思います。 

  消防団について。 

  巨大地震などの大規模災害、局地的な豪雨による土砂災害など消防団の責務はますます重

大であり、地域防災に重要な役割を果たしている。町における消防団について次の点を伺う。 

  ①2014年に改正になった消防団の装備の基準に対し、趣旨実現に向けての町の現状と取り

組みは。 

  ②改正になった新法では救援活動のための装備の拡充がうたわれているが、消防が広域化

した現在、消火訓練にとどまらず、救援救助訓練にも力を入れる必要があると思うが、町の

お考えは。 

  以上、２点、よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 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） 栗原議員の第１問、消防団については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2014年２月に改正になった消防団の装備の基準に対し、趣旨実現に向けて

の町の現状と取り組みはについてですが、東日本大震災等の教訓を受け、おととし26年ぶり

に消防団の装備品の基準が見直されたことについては認識しておりますが、装備品の整備に

当たり多額の財政負担を伴うことから、町の財政状況を勘案しながら消防団本部と担当課で

国の装備基準に準じた整備について検討してまいりたいと考えております。 

  次に、２点目の改正になった新法では、救援活動のための装備の拡充がうたわれているが、

消防が広域化した現在、消火訓練にとどまらず、救援救助訓練にも力を入れる必要があると

思うが、町のお考えはについてですが、消防団の救援救助活動については、町といたしまし

ては今後の大規模災害を見据えた場合、大変重要なものと考えております。 

  消防団は、消防組織法では独立した組織として位置づけられており、法に基づく消防団活

動について独自に計画し、訓練することとなっております。しかしながら、これまで消防団



－30－ 

本部において救援救助活動の具体的な訓練計画が決められておりませんでした。 

  今後は団長を中心に消防団本部において今後求められる消防団活動に必要な訓練、技能習

得のための講習など消防団、消防団員の資質向上に努め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。 

○議長（村木 脩君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。 

  この法改正になった新法なんですけれども、町長がおっしゃったように26年ぶりの改正に

なったそうです。本当にいろんな大規模災害が最近増えまして、消防団も本当にますます地

域で重要な位置づけになってまいりました。 

  確かに装備をそろえていくということは、財政的にもかなりの負担になってしまうという

ことなんですけれども、消防団の方たちは本当に町民の命と財産を守るために仕事をしなが

ら、また、家庭を顧みずに町のために、命を守るために皆さん一生懸命やってくださってい

ます。 

  聞いたところによると、消防の服ももう十五、六年かえていなくて、もうぼろぼろなんだ

よという声も聞きましたけれども、今回デザインも刷新されて、外部の人からわかりやすい

ようにオレンジの部分が多くなったデザインですとか、材質もちょっと安全に配慮したよう

な材質になって、消防団の方たちの士気を高めるためにもまず服をかえてあげてもそこは一

生懸命頑張っていただけたらなというふうに思います。 

  訓練のことなんですけれども、今回法が改正になりましてその中で救援活動、救助活動に

使うような資材の充実が大変多くうたわれているように感じました。倒壊家屋から救助に使

うエンジンカッターですとか、あとチェーンソー、あと油圧切断機、あとは夜間の活動用の

投光器などそういうものの装備を充実させていただくようにという法律になっております。

また、東日本大震災のときに携帯が使えずに情報が十分に行き渡らず、水門を閉めに行った

消防団が津波の被害に遭って、たくさんの命が失われるという事故もありまして、双方の通

信ができるトランシーバーですとか、あと団員の安全確保のための防じんマスクとか、あと

傷にならない耐切創性の手袋だとかそういう細々本当に安全のための装備を充実させるよう

に、これは全分団員だったり、全分団だったりというふうに位置づけられております。 

  これは本当に財政的にも厳しいかもしれませんけれども、命を守るための装備ですので、

これは前向きに検討していただけたらなというふうに思います。 
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  訓練なんですけれども、今まで消火活動の後方支援ということで、今回消防が広域化にな

りまして、各分団は各地域に密着した分団になっております。ここの道が通れなかったらこ

っち側から回れるとか本当にそういう地形的なものも十分熟知しておりますし、また、あそ

このおうちには高齢者の人がいるよとそういう町民の内容的なものも各分団の方はよくわか

っていらっしゃるように思います。 

  本当に消火訓練だけではなくて、今までやっていなかった救助訓練などを分団は分団にお

任せする部分は強いのかなとは思いますけれども、本当にこれから土砂災害とか大規模震災

があった場合に救助活動というのは本当に必要なことになってまいりますので、消防署の方

が講師になってというか、教えていただいて、各分団に器具の使い方だったり、救助の方法

だったりをぜひこれは講習を受けていただけたらいいんではないかなというふうに、必要で

はないかなというふうに感じます。 

  消防も広域化になって、分団も今までとはそういうふうにいろんな面で大きく変わってい

くときではないのかなというふうに思います。各分団長会議というのを１カ月に１回やって

いると思うんですけれども、またこれからの消防団のあり方を検討する機会にしていただい

て、そういう委員会なりを立ち上げて、そういう装備のこれからどうしていくかという細々

した話し合いですとか、あとはその訓練のことだとか、あとは消防団の処遇改善のことだと

かいろんな面に関して、その委員会で話し合っていく必要があるんではないかなというふう

に思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、消防団のふだんの行動、活動に対して心より敬意を表したいと

思います。 

  その中で町は一応消防団は独立した関係でありますけれども、話し合いは持っております、

団長とか、副団長。そういう中で確かに25年になった中で法改正された中でこれに関しては

まだ実は話し合いをしておりませんし、当然消防団のほうから話し合いはない。と申します

のは、何しろまず本当財政が厳しいので、まず消防団の車両とかそういうのが優先順位が先

なもので、そういうのがまずできていないんです。やっぱり消防団活動の中で車両が二十何

年もたっている、現在使っているとなると、消防団の第１要望としてはまずこういう法律は

改正されましたけれども、現場における車両のほうが重点的になっています。 

  消防団の命を守るこれはもう当然の責務でございますから、これは当然今後はこういうこ

とをやった中で消防団の命、そういうもの守っていかなくてはならないと考えていますが、
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これはまた消防団の団長以下ちょっと話し合いをしていきたいと考えています。 

  何しろ消防団の団長とはある程度こうにして、団長とは話を何回もしております。そうい

う中で今言われたこれに関してまだそういうことが言ってきておりませんもので、今度は町

として投げかけた中でまず消防団の第１優先順位は何か、やっぱり財政が豊かなころは何で

もやってやって、これは現状でございますけれども、やっぱり優先順位をやった中でやって

いきたいと町は考えておりますのもので、また、近隣のことは伊東市はある程度の一部のこ

とはやっているらしいんですけれども、近隣の賀茂地域においてはやっていないんです、ま

だ全然これは。やっていなければやらなくてもいいとそういう問題ではありませんけれども、

これはちょっと検討させていただきたいと思います。 

  それから、委員会というのはどういうことかわかりませんけれども、自分としては団長と

は十分話をしている中で今消防団をやっておりますもので、そういう委員会が本当に必要な

らばまた委員会を立ち上げてもいいと思います。今現状では、団長と副団長、そういう話し

合いの中で自分のほうも防災担当やっておりますもので、今現在その委員会は自分自身は必

要ではないのではないかとは考えております。これが必要性があればそれは委員会も立ち上

げた中でいろいろやっていきたいと思います。今団長とは十分意思の疎通が図られていると

考えておりますもので、その辺はまた必要性があれば、その委員会は検討した中で立ち上げ

ていきたい、そういう考えでございますもので、御理解願いたいと思います。 

  消防職員が講師となって消防団員への知識向上、これは当然必要でございますから、これ

は消防署広域になったといたしましてもその辺は講師として消防団員これを教育していく、

これは大変重要なことではないかと考えていますもので、これはやっていきたいと考えてお

ります。 

  基本的には、何回も言っている広域になったといっても消防団に関してはほとんど今まで

と変わらないのが現状でございます。そして、今第３方面隊というのは、広域では伊東と一

緒になっています。伊東の消防団とある程度は東の消防団、これは年に二、三回、その辺は

合同で訓練しているのは現状でございますもので、この辺は十分話し合いをした中でまた今

後は消防団がよりよい環境の中で活動できる、そういう方向で町は進めていきたいと思いま

すので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 
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○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

  その団長、分団長との話し合いの場は十分持っていて、意思の疎通も十分できているとい

うことでしたので、これからも本当に現場の分団員さんたちの声をしっかりと受けとめてい

っていただきたいなというふうに思います。 

  車両もまだ交換していないので、まずはそこから手をつけなくてはいけないということで

した。なかなか難しい問題ですけれども、本当に消防団の方たちは何かあったときに、この

地域の私たちにとっては本当に一番身近で一番頼りになる存在ですので、町としても消防団

の方たちに対しては本当に手厚く対応していただきたいなと切にお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 答弁はよろしいですか。 

○３番（栗原京子君） はい。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、避難所の運営についてを許します。 

  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 次に、避難所の運営について伺います。 

  東日本大震災や熊本地震において、避難所における生活のさまざまな問題が生じたが、町

内の避難所運営について次の点を伺います。 

  ①各自主防に県の避難所ガイドラインが配付されているようだが、町としてのマニュアル

を作成するお考えは。 

  ②避難所運営に女性の視点を生かすために自主防への働きかけや研修などを行っているか。

また、今後行っていくお考えは。 

  ③福祉避難所の周知徹底をどうしていくか。 

  ④ペットの同行避難が推奨されているが、アレルギー対策や避難所面積によるなどの条件

を満たせば、飼い主とペットが同室で過ごせるようにすることは可能か。 

  ⑤避難所のトイレの洋式化を進めていく必要があると考えるが、どうか。 

  ⑥車中など避難所以外で生活する方たちへの情報伝達や物資の配給などの対応はどうして

いくお考えか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 
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（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 栗原議員の第２問、避難所の運営については６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点目の各自主防に県の避難所ガイドラインが配付されているようだが、町として

のマニュアルを作成するお考えはについてですが、町といたしましては、県作成の避難所運

営マニュアルに基づき避難所ごとの行動マニュアルの作成を予定しております。 

  作成に当たって、避難所を運営していただく自主防災会を中心に避難所運営ゲーム、通称

ＨＵＧによる机上訓練や総合防災訓練及び地域防災訓練における避難所受け入れ訓練を通じ、

防災を総括している防災課、避難所担当課と協議、検討を行っているところであります。 

  次に、２点目の避難所運営に女性の視点を生かすため、自主防への働きかけや研修などを

行っているか。また、今後行っていくお考えはについてですが、自主防災会においては、避

難所運営ゲームＨＵＧによる机上訓練や防災訓練時の避難所受け入れ訓練などを通じ、女性

の視点を取り入れた対応が必要との認識はされているものと考えております。 

  町といたしましては、女性の視点を生かした避難所運営にてついては引き続き講座、訓練

の実施など働きかけてまいりたいと考えております。 

  次に、３点目の福祉避難所の周知徹底をどうしていくかについてですが、福祉避難所への

受け入れにつきましては直接住民が福祉避難所へ避難することはできません。まず、協定を

締結している福祉避難所の被災状況、受け入れの可否など施設の状況を確認する必要があり

ます。その後、各避難所に避難されている方の中から福祉避難所へ避難が必要である方の受

け入れを施設に要請することとなります。 

  福祉避難所の受け入れの手順については防災講座、防災訓練において啓蒙、周知を図って

まいりたいと考えております。 

  次に、４点目のペットの同行避難が推奨されているが、アレルギー対策や避難所面積によ

るなどの条件を満たせば、飼い主とペットが同室で過ごせるようにすることは可能かについ

てですが、当町の避難所が主に学校施設の体育館となっていることから、同室の避難は大変

難しいと考えております。 

  次に、５点目の避難所のトイレの洋式化を進めていく必要があると考えるが、どうかにつ

いてでありますが、避難所のトイレについて洋式化を進めていく必要はあると考えておりま

す。 

  しかしながら、学校施設の場合、現行のトイレスペースの関係から、洋式化することで便
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座の数が減ってしまうなど平時の利用に支障を来すおそれがあり、便座の数を確保するため

には施設の大規模改修などが必要になるものと考えられますので、町の財政状況を勘案しな

がら検討してまいりたいと考えております。 

  なお、災害時におきましては停電、断水等により浄化槽が機能しないなど水洗トイレの使

用にも課題がありますので、町で配備しております洋式型の簡易トイレ等で対応を図ってま

いりたいと考えております。 

  次に、６点目の車中など避難所以外で生活する方たちへの情報伝達や物資の配給などの対

応はどうしていくお考えかについてでありますが、災害発生から数日間は外部からの人的支

援は期待できず、町内での対応のみとなりますので、情報伝達や物資の配給などにつきまし

ては個別に対応することは大変難しいと考えます。 

  町といたしましては、自宅で生活が継続できない方につきましては物資の配給等支援の届

く範囲である指定された避難地、避難所への避難をお願いしたいと考えております。 

  また、情報伝達につきましては町の情報配信メール、町のホームページの掲示板、同報無

線、広域避難場所の掲示板等により伝達することになりますので、御理解をお願いいたしま

す。 

○議長（村木 脩君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。 

  １番目の町の運営マニュアルについては、県のマニュアルに基づいて各自主防のほうにお

任せしてあるということですけれども、県のマニュアルのほう私も拝見したんですけれども、

本当に事細かくたくさんいろんな多岐にわたって書いてありました。各自主防がいざ避難所

が開設、大規模災害になった場合は本当に現場は混乱のきわみに達すると思います。そのと

きに県のマニュアルだと余りにも細か過ぎて、ちょっと逆に対応が大変になってくるのかな

というふうに感じました。町としてもっと大まかな項目のものを、例えば県はこうでも、町

はこうしてほしいというものも中にはあると思うんです。そこら辺で町独自のものもあって

もいいのではないかなというふうに思います。 

  自主防に任せて、もちろん現場に任せるのが一番現場のやりやすいようにやっていただく

ことは大切なんですけれども、全部お任せになってしまっても、また各自主防のほうでもど

う対応していいかわからない部分もたくさん出てくると思いますので、町独自のやつは必要

ではないのかなというふうに思いますので、これは検討していただきたいなというふうに思
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います。 

  それで、２番目の女性の視点を生かすということなんですけれども、町は各自主防のほう

に働きかけていくという御答弁でしたが、各地域によっていろいろ差はあると思うんですけ

れども、大川区の場合は女性協力員という形で10名ほどの方が各組の中から選ばれて出てい

ます。せっかく協力員という形で選んでやっていただいているんですけれども、現実は防災

訓練のときの炊き出しをやっていただいて、それだけで終わってしまっているんです。例え

ば避難所が開設した場合に、その女性の方たちにぜひ女性としての意見を出して運営に生か

していただけたらなと思うんです。そのために研修だったり、講座だったりというのを開い

ていただいたほうがいいのではないかなというふうに感じます。 

  ふだんは本当に当たり前に思ってできていることが本当にごった返している中で、配慮さ

れない状態になってしまうというのが避難所の現実だと思うんです。本当に女性の意見とい

うのは、ともすればこんなみんな大変なときにそういうわがままを言ってはいけないとか、

ぜいたくではないかと思われてしまうような意見にとられがち、遠慮してしまうんではない

かなというふうに思うんです。 

  でも、今回の熊本地震でも例えば女性が着がえる部屋がないとか、あと例えば赤ちゃんが

いるお母さんが授乳するスペース、女性の衛生用品なんかをストックする場所であったりと

か、洗濯物を干す場所、そういう細々したことをやっぱり女性の側から声を挙げていかない

となかなか反映されないことだと思いますので、女性の視点を生かすためにも女性の防災会

議に参加するメンバーを各区で出していただいて、そういう会議に参加していただく必要が

あるのではないかなと思いますので、これまた町のほうからも各自主防のほうにアプローチ

していただけたらなというふうに思います。 

  ３番目の福祉避難所ですけれども、この福祉避難所はあくまでも２次的な避難所でありま

して、介護が必要な方ですとか、あと例えばけがをして余り動けない方たちのためにバリア

フリーで介護してくださる方たちがいる施設が福祉避難所になっているのかなとは思います

けれども、この福祉避難所に行かれる方というのはある程度対象が決まっていると思うんで

す。 

  広く周知する必要はもちろんなくて、今回熊本地震でも近隣の方がその福祉避難所になっ

ているところに行ってしまって、逆に必要な方が入れない状況というのがあった経緯もあり

ますし、また、広報の仕方も難しいかなとは思いますけれども、防災訓練だったりとか、防

災会議は参加する方も限られていると思いますので、ある程度対象がわかっているのであれ
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ばその方たちに事前に周知できる方法があったらやっていただけたらなというふうに思いま

す。 

  ただ、この福祉避難所も現実は機能しない部分が多くて、熊本県で今回協定を結んだのが

461カ所あったうち機能したのは何と115カ所しかなかったそうです。受け入れは7,400人を

想定したんですが、実際は受け入れられたのは2,400人だったということで、全体の４分の

１ぐらいしか機能しなかったということで、理由としましては、平時においても人員に余裕

がない、福祉避難所になる介護施設だったりとかが日常の業務にスタッフがいっぱいいっぱ

い、ぎりぎりのスタッフでやっているので、そういう避難所になったとしてもそれに回らな

い、また、スタッフ自身が被災をしてしまったりとか、通勤で現場に来れない、また、福祉

避難所自体が被災してしまって建物が使用できない状況だったりとか、先ほど言ったように

近隣の住民の方たちが行ってしまって、必要な方たちが入れない状況が出てしまう、そうい

う理由から実際は４分の１程度しか機能しなかったというお話であります。 

  そうなってくると、では介護が必要な方はどうするんだろうという問題が出てくるんです

けれども、これは普通の避難所でそういう介護が必要な方に対応していかなくてはいけなく

なってしまうという現実があります。避難所は本当にたくさんの人が押しかけてしまって、

場所によってはもう廊下とか階段のところしか空きスペースがなくて、諦めておうちへ帰っ

たという方も熊本地震のときにはおられたようであります。 

  本当に介護を必要としている方、また、おうちでどなたかを介護されている方は避難所に

行っても皆さんに迷惑をかけるだけなので、逆におうちにとどまっていようと事前に話をし

ているんだという声も聞いております。町としても、できるだけそういう方たちにも避難所

に来ていただけるような体制をとっていく必要があるかと思います。 

  例えば、ダンボールベットとあるんですけれども、ケアマネさんに聞いたところ、介護状

態の人にとって避難したときに何が一番必要かと聞いたときにベットという答えが返ってき

たんです。もちろんベットを予備的にストックしておくというのは難しいので、ダンボール

ベットというのがあるそうです。組み立てるとしっかりした強度のベットができて、これは

床からも高さがあって、例えばおむつ交換だったりもしやすかったり、あとは高さがあるの

で衛生的にもほこりとかからも免れる、あとは床を歩く音なんかもダイレクトに伝わってこ

ないので、静かな環境が守られるということと、あとはその立て方によっては壁になってプ

ライバシーを保つこともできるということで、介護の方に使う使わないはともかくとしても

このダンボールベットは安価なものですので、各避難所にそれを配置しておいてもいいので
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はないかなというふうに感じます。これはちょっとぜひ検討していただきたいなというふう

に思います。 

  それとあと、４番目のペットの同行避難なんですけれども、同行避難と同伴避難を混同し

ている方もたくさんいらっしゃると思います。静岡県は避難所にペットの同行避難を推奨し

ていて、東伊豆町も同行避難というふうになっています。でも、これはあくまでも避難所に

連れて行くというだけで一緒に過ごせるわけではなくて、例えば学校でしたら校庭の片隅に

ケージとかクレートを置いてそこの中に犬猫を入れるもしくはリードでつなぐ、飼い主さん

たちは普通の避難所で生活するということだと思うんですけれども、確かにアレルギーの問

題とか毛が抜けて汚いとか不衛生とかうるさいとかいろんな問題があって、ペットと同室と

いうのは厳しいかとは思います。まして学校ですので、その後にまた学校が再開したときに、

またその汚れだったりとか、傷だったりとかというのもあるんですけれども、飼っている人

にとってはペットというのは本当に家族の一員でもありますし、また、そういう避難所で生

活しているとどうしても精神的にもすごく余裕がなくなってくる状態で、そういう精神の安

定を図らせるためにもペットの存在というのはとても大きなものだと思うんです。 

  ただ、やっぱり犬猫を飼っていない人にとってはいやだなというその気持ちも十分理解で

きるんですけれども、もしも本当に許されるのであれば、１室教室をペット同伴で一緒に過

ごせるように、条件をちょっと厳しくつけて、飼い主さんもスペースからはみ出さないよう

にクレートに入れるとかリードでつなぐとかして、１室そういうところを学校だったら設け

ていただけるととてもうれしいなというふうに思いますし、また、飼い主さんたちに対して

の講習もこれ１回やる必要があるのではないかなというふうに思います 

  今回の防災訓練で函南町がペットの同行避難の訓練をやったそうです、伊豆新聞に出てい

ましたけれども。本当に飼い主さんは初めてのそういうペットを連れての避難訓練で不安も

大きかったんですけれども、やってみて初めて見えてくる部分があって、やっぱりこれは東

伊豆町も１回どこかで自主防さん、うちでやってみようというところがあってもいいのかな

というふうに思います。 

  本当にペットを飼うマナーがなかなかできていないと、やっぱりペットというのはちょっ

となと思われてしまうんですけれども、飼い主さん側へのマナーの徹底はこれ本当に必要だ

と思いますので、同伴にしろ、同行にしろ１回飼い主さんたちへのペット避難についての講

習はやってもいいのではないかなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。これは例えば保健所だったり、獣医師会が中心になってやる市町では、研修をやって
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いるそうです。ペットの避難に必要な物品だったりとか、飼い主さんが気をつけること、周

りに配慮すべきこといろんな項目に分かれていて、大事なことですので、よろしくお願いい

たします。 

  学校の避難所トイレの洋式化ですけれども、確かにこれコストもかかることですので、簡

単にはできないことですが、先ほど簡易式トイレを用意していくということで私もそれはい

いことだなというふうに思いました。和式トイレの上に乗っけるだけの洋式トイレもありま

すし、また、ポータブルトイレもあります。本当に最近は足腰が痛い人が高齢者も多くて、

なかなか和式トイレはもう使えないという方が多いようであります。子供たちも小っちゃい

ときから洋式トイレになじんでいますので、ぜひこれは洋式化、上置き式のものでもいいで

すので、洋式トイレのほうを検討していただきたいというふうに思います。 

  トイレが使いづらいためにトイレの回数を減らすために水分を我慢して、とらないでエコ

ノミー症候群だとかそういう２次的な災害というか、よくないことになってしまう場合もあ

りますので、トレイを使いやすいように、トイレ問題は毎回震災のときにはクローズアップ

されていますけれども、洋式トイレのほうの検討もぜひよろしくお願いします。 

  車中泊ですけれども、熊本地震のときには小さな子供さんがいる家庭、また高齢者介護を

する必要がある家庭、ペット連れの方たちとか、あと恐怖でお家の中に入れないという方た

ちがかつて今まで見たことないほどの数が車中泊の生活を続けられたようです。また、その

中で長期化することによって体調を崩して、それこそエコノミー症候群だったり、そういう

ことでまた命にかかわるような事例も出ているようであります。持病のある方にはリスクも

また高くなってまいりますので、なるべく車中泊でない方向に持っていけたらいいのではな

いかなというふうに思います。 

  それでもやっぱり車中泊をする方というのは増えると思いますので、その方たちとか、あ

とまた自宅にいたまま避難所に行かない方たちまたはお友達の家で避難している方、また広

いところでテントを張って避難する方もいるかと思われるんですけれども、そういう方たち

に行政の連絡、物資だったりとかいろんな情報を流していくのにはどうしたらいいかという

のは、事前に考えておかなくてはいけないのかなというふうに思います。 

  先ほど町長の答弁では、町からのメール、そして町のホームページ、それから広報無線と

いうことが示されましたけれども、なかなかメールも町民のみんながメールをやっているわ

けではなくて、特に高齢者の場合はわからない方が多い、また、ホームページもそうですし、

また停電等になってはもう見る手段さえもなくなってしまうということで、広報無線もなか
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なか聞こえが悪くてわからない場合も多いです。避難所にいる方たちにはいろんな情報が行

き渡りますけれども、自宅で避難する方、車中泊の方たちにはなかなかそこら辺の情報は行

き渡らないと思うんですけれども、そこら辺をもうちょっと細かく考えていく必要があるか

なとは思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 多岐にわたっておりますので、答弁漏れがありましたら言っていただ

ければありがたい。 

  まず、ガイドライン、これは町独自ということ、基本的には県のマニュアル、町としては

２月ごろ一応町のやつを作成する予定でございます。それで、今町の独自ということ言われ

ましたもので、町独自ができれば、これまた防災と話し合いながらそういう方面ができれば

またそれはやっていきたいと考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

  次に、２点目の女性の視点、これ本当にすごい大事なことだと自分としては考えておりま

す。やっぱり東日本大震災でも、熊本でも女性が避難所に行ったとき大変苦労していること

はもちろん聞いておりますもので、これはぜひとも自主防災会のほうに女性が入った中でそ

ういう避難所のマニュアル、これつくっていただきたいことは町としても積極的に自主防災

会のほうには言っていきたいと考えております。 

  それで、今聞いたように大川では女性協力隊10人いる、本当にこれはもう頭が下がる思い

でございます。ただ、それが本当に防災のとき、炊き出しだけでは本当にもったいないです

からやっぱり女性の視点から避難所のことやっていただく、本当にありがたいので、それは

また積極的に働きかけていきたいと考えております。 

  次に、３点目、福祉避難所、これ本当に福祉避難所がどういうものかということをまず町

民に徹底させることが必要だと考えています。と申しますのは、やっぱりいざ災害が起きる

と町民はパニクっちゃって、当然そこが開いていたらどんどん入っちゃいますから、福祉避

難場所にはこういう人が入るんですよということを知っていても行っちゃいますので、福祉

避難所はどういう場所かということをまず町民の方に知っていただいて、福祉避難所はこう

いう者しか入れませんということをまず徹底させることをまず第一だと考えております。 

  そういう中でもろもろ言われた中で福祉避難所、これを町民の方にどういうものかとまず

は町は徹底していきたい。まずはそれが第一と考えておりますので、その後は人的なものは

どうにやるかということは後は福祉避難所のメンバーと話をしながら、いざ災害が起きたと

きはどのような方法でやるか、マニュアル的なものは話していきたいと思います。まず、町
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といたしましては、福祉避難所のこと、これはどういうものかとはある程度いろんな面で周

知徹底していきたいと考えております。 

  次に、ペットです。本当に今ペットも家族同様と言いますもので、ペット飼っている人は

本当これは子供以上に家族ということも言われておりますもので、これはちょっと検討して、

即答できませんので、今はそういうこともいろんなことを避難、保健所などで講習やったら

どうかとか言われましたが、これはちょっと検討させてください、今すぐに回答できません

もので。 

  次に、避難所のトイレ、これは本当に自分自身もさっき言ったように和式はほとんどの人

が今は使っていないもので、基本的には洋式に改修していきたいと考えています。今１階で

あじさい学級やっている中でやっぱり高齢者の方が和式では厳しいもので、洋式にしてほし

いという中で今役場の１階のをその方向で、今までは和式だったのを洋式に変えております

もので、町といたしましてもこういう生活習慣というか、いろんな面でやっぱり洋式のトイ

レこれは一つ考えておりますので、その方向でお金がかかりますけれども、その方向で行き

たい。いざ災害が起きたときはポータブルとかそういう中で和式を使い勝手しやすいそうい

う方向でやってい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。 

  次に、車中の避難所これ本当に東日本のときはそんなになかった、本当に熊本のときはク

ローズアップされたもので、これは何とかして解決していかなければならない問題だと自分

自身も考えております。どのような方向が一番いいのかなということ、今言ったように壇上

ではこういうこと言いましても、いざ実際になったときは高齢者はメール配信、広報でも聞

こえない、また避難場所もできないもので、これは今後の本当に重要課題だと町は考えてお

りますもので、これはいざ災害が起きた場合は混乱していくので、十分検討していきたい、

その辺でもちょっと御勘弁願いたいと思います。 

  ダンボールベット、これは本当にいい提案されましたもので、これは単価も安いこと聞き

ました。これは積極的に取り入れて自分自身はいきたいな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（村木 脩君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

  町としてのマニュアルを２月ごろ作成する予定だということで、自主防のほうにもマニュ
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アルをつくるようにお願いをしてあるということですが、昨日ちょうどテレビでやっていた

んですけれども、沼津市でやはり各自主防にマニュアルを独自のものをつくるようにお願い

はしてあるんですけれども、どこからもでき上がってきていないということで、やはりつく

れと言われてもなかなか自主防の方たちも忙しいですし、大変な作業だと思うので、簡単に

つくれるものではないと思うんです。なので、本当に大まかな見出しだけでも町が町はこう

していきましょう、では自主防はそれに対してこういうふうにやっていきますよというのは

それを見て決められるように、町が本当にざっくりしたものを示す必要はあるんではないか

なというふうに思います。 

  本当に避難所の運営はいざ現実になると想定外のことがたくさん起きてきて、そうでなく

ても混乱してしまう場でもありますので、事前にできることはしっかりとルールづくりをし

ていただいて、少しでも快適な避難所生活ができるように、町のほうもしっかりとやってい

ただけたらなというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 以上で、３番、栗原議員の一般質問を終結します。 

  この際、午後１時まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時４１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ会議を再開します。 

  午前に引き続き一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 笠 井 政 明 君 

○議長（村木 脩君） 次に、１番、笠井議員の第１問、災害時の情報伝達についてを許しま

す。 

  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） こんにちは。 
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  午後１番目ということで、事前に通告したとおり今回２つの質問になっておりますので、

また御答弁のほうをよろしくお願いいたします。 

  まず、１つ目の災害時の情報伝達についてということでお伺いをいたします。 

  本日もちょっと台風の予想ですと今日来そうな形でしたが、余り被害がない状況なってお

りますが、最近熊本の地震もそうですけれども、災害時の情報伝達ということでかなり重要

な部分を占めているかと思います。 

  そこで、１つ目、避難準備、勧告、指示の場合において、町民への情報伝達方法はどのよ

うになっているか教えて下さい。 

  ２つ目、警報等発令されていない場合の町が町民に対しての情報発信、これについてどの

ような基準で行っているかを２点教えてください。お願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 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） 笠井議員の第１問、災害時の情報伝達については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点目の避難準備、勧告、指示の場合において、町民への情報伝達方法はどのよう

になっているかについてですが、昨年９月の情報伝達に関する御質問でもお答えいたしまし

たが、避難準備、避難勧告、避難指示を町として発令する場合は、町のホームページの掲示

板、情報配信メール、同報無線により町民へ伝達することとしております。また、東伊豆有

線テレビ、伊豆急ケーブルネットワークにおきましては、テロップによる提供について御協

力をいただいているところであります。 

  次に、２点目の警報等が発令されていない場合の情報発信についてはどのようになってい

るかについてですが、警報が発令されていない場合については、職員が事前配備、待機態勢

をとっておりませんので、基本的には情報配信はいたしません。 

  しかしながら、台風のような事前の気象情報において多大な被害が想定されるような場合

は、注意喚起、自己防衛策をとるように情報配信メールにおいて対応をしておりますので、

御理解を願います。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 御答弁ありがとうございます。 
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  準備、勧告、指示についてはホームページと広報無線、あとはメール配信、あとは有線テ

レビへのテロップということでやっていただけるという形なんですけれども、警報が出され

ていないときに関しては確かに待機の状態にはなっていないので、発信はしませんよという

ことで、注意喚起の場合に関してはメールをさせてもらっていますよということなんですけ

れども、そこのメールに関してちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。 

  先日の台風９号、伊豆半島こちらのほうもかなり雨風が強く、白田川も増水した経緯があ

るんですけれども、東伊豆町の情報配信メール８月22日でございますが、まず、５時42分朝、

大雨洪水警報メールこういうのが来ています。こちらは注意をしてくださいという形になっ

ています。その後特にメールはなく、７時41分、鉄道運行情報これが来ています。伊豆急線

が全面とまっていますよという形になっています。その後10時間置きまして17時41分、伊豆

急行再開ですという形です。18時42分、伊豆急バス代行運転を行っておりますという４本の

メールでございました。 

  今回の台風に関してなんですけれども、各自主防で避難所を開設していたと私調べた結果、

そうなっていると思うんですけれども、そちらの情報に関してなんですけれども、一切情報

がホームページには出ていませんでした。広報も流れていなかったと思っております。 

  このような状況で、町民に対して確かに今回は大雨洪水土砂災害の警報だけでしたけれど

も、避難所が開設したよという情報、この情報はどのように発信しているか、まず１つ教え

てください。 

  それと、もう一つ、このメールの発信の基準、これをどのような基準になっているか教え

てください。 

  ちなみにですけれども、隣の伊東市においては、８月22日朝６時33分、通行どめのメール

から始まりまして、最終20時45分、伊豆急線全線復旧というメールまで１日18回来ています。

この違いも教えていただければと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、大雨洪水警報が出た場合は一応避難準備、勧告、指示出すよう

な方向です。私、大雨洪水警報が出たとき、必ずヤフー等の雨雲レーダー見ます。そして、

本当に来るかどうか確認した中でやっています。本当に来る予測がこの東伊豆町に来た場合

は避難準備、避難指示、これを出すつもりでいます。あくまでも警報が出たとしても、雨雲

のレーダー当然総務課のところにもあるし、私は自分のところでヤフーの雨雲レーダーいろ

んなもの見た中で５時間先のやつが出ていますから、基本的にそれを見た中で東伊豆町本当
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に危ない、大雨洪水警報これは危ないと予知した中で出ると思いますけれども、自分自身の

中で雨雲レーダー見てこれは本当に東伊豆町危ないという中で、これは迷わず警報出すつも

りでおります。 

  そういう中で警報出たときに一応自主防に対しては、警報が出てもすぐに避難勧告が出た

場合、すぐにそこに開設できる、町民が困らないように警報出た場合、自主的にある程度避

難所を開設してほしいということは言っています。これをまず町民に知らしめていなかった

ですから、それは今後とりあえずいざ町民が来て困らないようにという中で勧告出したら必

ずそこに行きますもので、その前段階として自主防のほうにはいつでも避難所が開設するよ

うな方向でやってくれという中で、今回もそういう方法をとった中で、それはまだ町民には

徹底していないことは事実でございます。これがそれがいいかどうか、今後検証いった中で

どのような方法が一番いいかと思いますけれども、今そのような状況で町民には避難勧告、

警報が出るまでは避難所を開設しましたよということは知らせていないのが現状でございま

す。 

  さらに、あとは、配信の何回もやる、これ本当に伊東市さんが18回もやっていた。これは

細かくやればやるほどそれは私もいいと思いますもので、その辺はまたちゃんと、例えばう

ちがこの前は少なかった、伊東市さん18回やった、その内容を精査した中で果たしてこれが

本当に必要かどうかということ、回数が多ければいいという問題ではないと自分は考えてお

りますもので、それの内容を精査した中でやっぱりこの情報は伊東市さんがやったと、やっ

ぱりこれは町民に知らせるべきかなという中で、またこれはちょっと検証させていただきた

いと思います。 

  メール配信の基準はちょっと事務的なことです。 

○議長（村木 脩君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） メールの配信基準というものにつきましては、特に定まったもの

はありません。うちのほうで必要な情報、要は住民の皆さんに通知したほうがいいという内

容の中でやらせていただいています。 

  伊東市さんのほうが今回は通行どめ等のメール配信もあったということですから、当然う

ちの町につきましても、建設課と協議をした中で通行どめが発生する場合については建設課

のほうで情報配信メール、それぞれの担当部署でやることになっていますので、防災のほう

としては防災のほうで必要と思われる、先ほど町長が言いましたように避難準備、避難勧告、

警報等の段階で情報配信をさせていただいております。 
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  以上です。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） ありがとうございます。 

  一応基準はないよということで、回数に関して町長が言うように多ければいいのかといっ

たら、確かに多いからいいというわけでもないのかもしれませんけれども、やはりあの日は

ほぼ午後ぐらいまで雨だったと覚えておりますが、やはり情報が来るということで、あの日

は僕もたまたま自宅に子供といたわけですけれども、やはり気にはなって情報をとりたいよ

という人は出てきます。 

  避難所のことに関しては、避難準備という形になれば開設がいつでもできるように自主防

にお願いしていますという形なんですけれども、そこの間で自主防の方々が避難所を開設を

して、準備とか警報とか出ていなくても、場所によっては例えば裏の山のところから水が出

ているからちょっと自宅にいたくないとかいう人たちも中にはいるかと思うんです。川の近

くでちょっともう水かさが増えてきたから先に動きたいという人たち、その段階で自主防の

方々が準備をしているよという情報が町民に伝わっているとか、あとは町に連絡をとってい

ただければ開いている、開いていないとかがわかるよとか、ホームページに出ていますよと

いう形であればそこは動きやすいのかなと思います。 

  ちなみに伊東市さんは７時20分のメールで、「広報いとうです」という形で避難所開設を

進めておりますというメールを１本打っています。こういうメールだけでもやはり町民の

方々は安心できるかと思います。 

  通知の必要があればと防災課長は今言っていたんですけれども、１つちょっとお伺いした

いのが、135号線が奈良本赤沢間でお昼ぐらいから一部通行どめになっていたと思うんです

けれども、これは東伊豆町もかかってくるところなんですけれども、情報の発信がなかった

んです。先ほど言ったように通知の必要があればという基準をもうちょっと町としても精査

をしていただきたいと私思います。 

  確かに伊東市さんの18回というのは、伊東市さんは伊豆急線もＪＲも乗り入れていますし、

その先というのもあるんですけれども、通行どめもありましたけれども、東海道線の運行状

況ＪＲ伊東線、伊豆急線、あとは国道等々の随時情報をくっつけて出している、それだけで

はなくて、以前の情報もくっつけて配信もしているので、非常に住んでいる人からすると情

報はとりやすかったのかなと思っています。 
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  今回みたいに伊豆急線が長くとまってしまうと、どうしてもでは伊東まで車で行けば何と

かなるかとか、熱海まで行けば何とかなるかとかという情報の目安にもなるので、その辺も

う一度ちょっと御検討いただきましてやっていただければと思います。 

  もう一つなんですが、今回これで役に立ったところで言うとＳＮＳなんですけれども、静

岡県も防災のフェイスブック、ツイッターというものをやっております。近隣市町で言いま

すと、伊東市さんフェイスブックとツイッターやっています。伊豆市さんはツイッターとＬ

ＩＮＥというサービスを使っています。あとはコミュニティＦＭがありますので、そちらの

ＦＭ ＩＳみらいずステーション、こちらのフェイスブックでも情報をどんどん配信してい

ました。南伊豆さんもフェイスブックと建設課が独自でツイッターをやっていまして、今回

の場合は建設課のツイッターが随時更新されていまして情報がとれたという形です。沼津市

さんフェイスブック、ツイッター、伊豆の国もフェイスブック、三島市さんもフェイスブッ

クとツイッターと熱海市さんツイッターという形で、かなりメールもそうなんですけれども、

観光客とかあとはメール配信受けていないよという若者でも情報をとりやすいところだと思

います。 

  この伊豆地域近隣市町やっていないのは東伊豆、河津、下田、西伊豆、松崎というところ

で、そろそろこういう防災という部分も含めなんですけれども、御検討いただけたらと思う

んですけれども、町長、お考えをお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） やっと伊東市の８月22日の現状わかりました。ちょうどこの日は我々

はエコクリーンセンターへ要望活動、９時をおくらせて12時に行ったんです。そうしたら本

当に伊東市さんの状況は全然市内に入れない状況、そしてもうさくらの里から行っても入れ

なかったんです。そういう情報はやっぱり横からのあれで、伊東市さんからそういう情報を

得た中で、東伊豆町民が伊東市に行っても伊東市さんのほうへ入れますよ、そういう情報は

多分使用されていなかったと思う、それは一つの反省点。やっぱり我々も右往左往してやっ

と東京に着いたのが現状でございますから、そのときは、まさか伊東市さんがあんな雨であ

あいう状況になるなんて、とても想像しなかったから。 

  それで、通行どめもありましたけれども、それはあくまでも通行どめだけれども、これも

やらなければいけませんよ、その通行どめも各運転手さんの判断に任せて通っていいですよ

というそういう県の逃げなんです。通行どめにしたんだったら、通行どめとはっきり言って

くれればいいんだけれども、やっぱり配信メールといたしましても通行どめと言うのはいい
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んですけれども、後でまた町民から何だ通れたではないか、要するにあとは運転手さんの判

断で、幾ら県が通行どめしても国道は通れるということになる。町が通行どめとしても町民

からそういう声が出ますもので、その辺はまたいろいろの中で情報配信はしていきたいと考

えております。 

  それと、やっぱり確かに笠井議員も私も回数が多ければいいという問題ではないというそ

れはやっぱり精査した中で、やっぱり一つの反省点として、この22日には東伊豆町民に伊東

市内には入れませんよということはこれは啓蒙してもよかったのかなと、今思い出した中で

自分自身また横の連携を密にした中でそういうことは町民に啓蒙していきたい、やっていき

たい。せっかく伊東行っても入れなくて、また帰ってくるとあれですから、その辺はちょっ

と反省として横の連絡を密にして、情報メール町民に対する回数これはちょっと精査させて

いただきたいと思います。 

  フェイスブック、これはもう再三再四提案されていますもので、そして今度はまた防災の

面でもいろいろやって、これはまたさらに検討して前向きにやっぱりやっていきたいそうい

う考えでおりますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） 135号線の通行どめにつきましては、うちの町に情報が入ったの

が大分遅く入っています。うちのほう情報が建設課に入ったのが相当遅くで、そのときはも

うほとんど小康状態という状況で県がやっていたというのが現実です。 

  鉄道状況につきましては、伊東以降のＪＲについてはうちのほうも再三ＪＲとの話の中で

運行情報を流してほしいというのはあるんですが、ＪＲさんについては一切情報はいただけ

ません。基本的には市町、伊東市さんも多分そうではないかと思うんですが、ＪＲのホーム

ページから拾っていくという形になっていると思います。伊豆急線に関しては情報は必ずフ

ァクス、電話等で連絡が来るんですが、ＪＲ線についてはこれは伊東、熱海さんも含めてＪ

Ｒ東海さん、ＪＲ東日本さんに話をしましたが、そういう情報はできないということでこれ

までは拒否されていますので、またその状況については伊東市さんがどういう情報を得たか

というのは再度確認はしますが、今のところうちのほうでは対応としてはそういう形になっ

ていますので、一般の方がホームページ上で開くのと同じような中で町も流していく方法し

か今はないということで、御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 
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（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 御答弁ありがとうございます。 

  情報開示ではないですけれども、発信していくというのは非常に大事なことだと思います。 

  横の連携というところで伊東市さんとの連携、国道情報とかは管轄等々もあるのかもしれ

ないんですけれども、役場の職員さんたちも皆さんそういうときはなかなか手が回らないと

ころもあると思うんですけれども、逆に言ってしまうと、近隣市町のホームページだったり

とかそういうもので情報をとって、例えば今回の通行どめに関しても通っていいですよとい

うなかなか難しい判断のところで注意喚起のメールをしたりとかもできると思うんです。逆

に言うと、そこで何かあった場合に県は一応通行どめですよと言っていたよというふうに逃

げられてしまうとあれなので、町としては通行どめというメールをしちゃうと走れないのか、

走れたではないかというふうに言われてしまうということなので、では逆に言えば、一応県

からはこういうふうな形になっていますけれども、通行はできます、注意して通行していた

だきたいとかという注意喚起のメールだけでもできればと思います。 

  やはり町内だけの情報というのも当然必要なんですけれども、それ以外のところもぜひ拾

っていただいて、より町民にわかりやすく情報を伝えていただければと思います。 

  以上です。御答弁あればお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） やっぱり何回も言うけれども、今回の８月22日の勉強になって、市内

の横の連携、やっぱりこれは必要ではないかと思います。本当に一報伊東市さんがこういう

状況だといえば、当然伊東市内は走らない方向で、雨が上がっても遠くに行くことを考えま

しても一切そういう情報なくて、八幡野の信号入って、山のほうへ行きなさいと、山へ行っ

て、山から市内に入ろうと思ったら、今度は桜の里から下へ行って、ノジマさんがあります、

あそこも行けなくて沼津行っちゃったわけですから、その辺は横の連携をやればちゃんとわ

かりますもので、伊東市さんはこういう状況だと、それはやっぱりある程度町民には知らし

めていきたいと考えておりますもので、そしてまた、情報の今言った配信の仕方、これも検

討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、東伊豆町結婚新生活支援補助金についてを許します。 

  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 
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○１番（笠井政明君） それでは、２つ目の質問をさせていただきたいと思います。 

  ７月から始まっています東伊豆町結婚新生活支援補助金についてお伺いをいたします。 

  まだ始まって２カ月ぐらいだと思うんですけれども、現在まで問い合わせだったりとか、

利用状況どのようになっているか教えてください。 

  ２つ目なんですけれども、一応夫婦の合計所得が300万円までということになっていると

思うんですけれども、町がこの補助金を使って考えるターゲット層とか利用予測、あとはこ

れを使って婚姻の増加予測とかがあれば教えていただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 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） 笠井議員の第２問目、東伊豆町結婚新生活支援補助金については２点

からの質問ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の現在までの利用状況はどのようになっているかについてですが、少子化対策を主

目的に経済的理由により結婚に踏み切れないカップルに対し、住居費及び引っ越し費用へ18

万円を限度に助成する事業を７月１日に開始いたしました。現在までに問い合わせは数件あ

るものの、実際の申請まで至っていないのが実情であります。 

  次に、２点目の夫婦の合計所得が300万円までということだが、町が考えるターゲット層

と利用予測、この制度を施行したことにより婚姻増加予測はどのように考えているかについ

てですが、ターゲットとしては若年で収入の少ないカップルということになります。合算で

300万円という所得制限には奨学金の返済額は控除することとし、社会人スタート時から負

債を抱える卒業生に配慮しております。 

  本年度は支出予算額を180万円と計上してあります。その算出根拠としては、当町の平成

26年度の婚姻件数が36件でありました。一方、総合戦略策定時のアンケートにおいて、結婚

しない理由として「経済的に不安があるから」と回答した人の割合が30％でした。そこで、

婚姻件数掛ける30％は10.8件となりますので、10件分の金額を見込んだものであります。 

  事業成果の指標としては、平成26年度婚姻数の10％増、40件を見込んでおります。 

  制度の広報には努めておりますが、利用の増大に御協力をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 御答弁ありがとうございます。 
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  始まったばかりの制度ですので、数件のお問い合わせがありますよということですけれど

も、実績がちょっとゼロですということです。ターゲットとしては若年で収入がちょっと少

ないカップルをということですけれども、町長、300万円というのが多分国の予算とかでそ

の制限があるのは重々承知なんですけれども、正直、夫婦で300万円で、この制度で使える

のが引っ越しとか賃貸新しく借りるときとか、あとは住居購入のときの補助費用ということ

で、ここの項目ももしかしたら決まっているのかもしれないんですけれども、正直この年収

でここの部分というのは非常に幾ら奨学金がというところはあっても、厳しいところではな

いかなと思います。 

  国等の予算ですと、自由になかなかというところはあるとは思うんですけれども、逆に言

うと、今年この予算をいただいて手を挙げて東伊豆町は導入をしてやっていくという中で、

数件お問い合わせがあってゼロだよ、これからも数件お問い合わせがあると思います。なか

なか行かなかったよという理由、そこに関しては年収面なのか、例えば両親と住むからそこ

が含まれないよとかいう部分の情報までちょっと追っていただいて、例えばこの補助金がな

くなったときに町としての婚活、若い人たち、若年層の収入に不安がある、確かに30％アン

ケートでありますよと言った人たちに何ができるかということを考えていただきたいという

ところがございます。正直な話を言うてしまうと、300万円だと利用者というのはほぼほぼ

ゼロではないでしょうか、というのが僕の個人的な考えでございます。 

  実際問題子育てをしていこうというところでなかなか周りの援助を全く受けずに、この年

収で夫婦２人で行く、特に東伊豆町とか伊豆半島で自動車を持たなきゃいけないよとかとい

った状況下で考えると非常に厳しいかなと思います。 

  これを踏まえなんですけれども、では町長は今後このアンケートの収入に不安があって、

なかなか収入面で結婚ができないという人たち、こういう制度を使ってみたけれども、なか

なか収入で折り合いが合わないというところを考えていくと今後何かビジョンとして、来年

以降考えていくことがあるかどうかを教えていただければと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは300万円で本当にこの制度を活用する人がどれだけいるか、こ

れはやっぱりこれを予算化するときにそういう議論になりました。しかしながら、多分自分

ではないだろうと思っておりましたけれども、やっぱり国の施策がこういうことをやってい

ますもので、やっぱりそういういろんな子育て支援、やるために町もこういうことをやって

いるということはやらなければならないと考えて、これをやりました。 
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  一番いいのはさっきも地方創生の話が出ましたけれども、町はこれ最初はこの町に夫婦で

住んで新しく家を建てた場合100万円上げようとか、例えば家賃を半年から数年補助しよう

か、地方創生で上げたんです。やっぱりだめでした。やっぱりそういうものは真の地方創生

にならない、さっき言ったように小さい町はそういうことで何しろ若い者をどんどん呼び込

んで、そういう施策を打ちたくてもそれは地方創生には当たりませんよということを言われ

ましたもので、当然そういうことをある程度助成しながらこの町に来てもらう、これはやり

たいんだけれども、地方創生ではそれは認められないということを言われるもので、また、

何かしら違う意味でこれからさらに町負担が増えるかわかりませんけれども、なるべく若者

がこの東伊豆町に住んでもらえるような、そういう政策は打っていきたいと考えております。 

  一応そういう状況でございますもので、町としてもそういう夫婦の者がこの町に住むよう

なそういう体制は今後整えていきたいと考えております。また何かいい提案ありましたら、

言っていただければありがたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） なかなかその地方創生の件も難しいところあると思うんですけれども、

外から若者来てもらいたいというのも一つあると思います。ただ、町に残っている若者だっ

たりとか、戻って来た人たちにもやはり補助というのも必要で、所帯を持つ、両親と一緒に

住んでいただければ少ない収入でもやっていけるところはあると思うんですけれども、町長、

例えば今18万円で補助を出しているというところなんですけれども、例えばもう少し少なく

ても、年収の幅を広げて子宝祝金ではないんですけれども、ああいう形で結婚をサポートで

きるとかいうのも一つ提案だと思いますし、新築とかあとはリノベーション、そういうとこ

ろにも町内業者を使っていただいてやった場合に補助を出す、そういうのもあると思います。 

  移り住んで来る移住者も確かに大変重要なところになると思うんですけれども、町内に住

んでいる例えば若者が結婚をしたいよといったときに新築建てたいよといったときとか、結

婚して今賃貸で借りているよ、でも東伊豆に家を建てたいよというときはやはり少し補助を

してあげる、そこの部分の財政、件数的にはそんなに多くはないと思うんです。年齢制限を、

例えば町長が若者というふうにするのであれば、例えば40歳以下とか収入が本当に安定しな

いところに手厚くしていただくとかという形はとれると思うので、今後ちょっとこの制度で

問題点とか、制度を利用されない方々のお話を、問い合わせが来て申し込みがなかったら逆
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に言うと、例えば制度がここが合わないからというところの情報をとっておいてもらって、

来年以降、こういう制度をいざやろうといったときに役に立てていただければと思うんです

けれども、この辺の情報とかはとるという話はなかなかまだできていないのかなと思うんで

すけれども、どうですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 情報のほうは担当課のほうから。 

  基本的にはやっぱりこの300万円は国の施策で300万円を限度ということありましたもので、

これは国の施策の中でやっております。やっぱり国の施策がこうあるもので、町としてもそ

の施策にのっとった中でやっていく今年は。しかし、来年はまた違う方法でそれは今笠井議

員が提案したようにやる。 

  それで、地方創生のこの76ページ、子育ての定住住宅取得状況これが一つあります。そう

いう中で今笠井議員が言ったようにこれはよさから来るだけではなくて、この町に住んでい

る人が独立してうちを建てる場合とか当然もろもろも含まれておりますもので、ただ定住だ

けではなくて、地元の方が独立するそういうことも手助けしていきたいと考えておりますも

ので、これは一つの通過点としてさらにこの町にとっていいような方向、財源もかかわって

きますもので、その財源を考慮した中でこれはやっていきたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） ただいまの新婚生活の補助金についてなんですけれども、ま

た国のほうでは追加の手を挙げるところを募集しております。今静岡県の中でうちの町とそ

れと沼津、小山、御前崎がやっておりますけれども、なかなかやはり予算が使い切れないと

いうことで多分国は再度募集をしているということなんですけれども、来年もやるんではな

いかという予測があります。 

  それから、今300万のものがもう少し金額が増えるということも私どもでは期待しており

ますが、まだそこまでの情報は入っておりません。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） ありがとうございました。 

  そこの部分に関しては国の予算で国の基準というのがありますので、逆にこれができるか

どうかわからないんですけれども、手を挙げたこの東伊豆町実績というのを多分出すと思う



－54－ 

んですけれども、そのときにやはり問題点というのも国のほうへ上げていただいて、例えば

来年以降この制度を国がまたやるよといったときに、やはりその収入金額の増加をしていた

だけるような後押しをやっぱり最初にやったこの当町とかが声を大にしてやっていただいて、

本当に実のある予算という形にしていただきたいなと思います。 

  以上です。答弁はいいです。 

○議長（村木 脩君） 以上で、１番、笠井議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（村木 脩君） 次に、６番、内山議員の第１問、町長の政治姿勢についてを許します。 

  ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） よろしくお願いします。 

  この町は今人口の減少、それから少子化の進展が進んでおります。そういう点で地域社会

の縮小を余儀なくされていると思います。また反面、住民生活など豊かなバランスをとった

コンパクトな地域づくりが求められていると思います。このことから次の点についてお伺い

いたします。 

  まず第１点は、役場施設と、それから小中学校、分団消防の統廃合をどう進めるのかどう

か。 

  それから、２点目、選挙公約の子育て支援（給食費の無料化など）、それから高齢者の安

全・安心をどう進めるのかどうか、どう取り組むのかどうか、それをお聞きしたいと思って

います。 

  それから、３点目については全体的なことで、町長が初当選のときに入湯客が108万人、

宿泊のお客がいたんですけれども、現在が80万に激減しているような形があります。この現

象をどう考えているのかどうか。 

  それと、今後どういう重点的な施策を講じるのかどうか、どこへ置くのかどうか、その辺

の３点をお聞きしたいと思っています。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 
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（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の町長の政治姿勢については３点からの質問ですので、順次

お答えいたします。 

  １点目の役場施設、小中学校、分団消防の統廃合をどのように進めるかについてですが、

公共施設の統廃合につきましては、本年度、公共施設等総合管理計画を策定中でありますの

で、この計画の中で公共施設の総量の適正化や施設の長寿命化、統廃合の推進方針等を検討

することとなっております。 

  また、学校の統廃合につきましては飯田議員の質問にもお答えいたしましたが、学校教育

環境整備委員会からの答申に基づき、検討してまいりたいと考えております。 

  また、消防団の統廃合につきましても、消防団本部において本年度より消防団員の定数の

見直し、分団の統廃合を含めた効率的な消防団運営について協議検討していくこととしてお

りますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の選挙公約の子育て支援（給食費の無料化など）や高齢者の安全・安心にど

う取り組むのかについてですが、子育て支援につきましては今年度から中学３年生までの医

療費の自己負担額を無料化といたしました。そのほか放課後児童クラブの開設、ブックスタ

ート事業、子育て用具購入費助成事業、子宝祝金事業等を実施しております。 

  給食費につきましては一部助成を行っておりますが、無料化につきましてはかなりの費用

負担となることから、町の財政状況を考慮しながら検討してまいりたいと考えております。 

  高齢者の安全・安心への取り組みといたしましては、平成24年度から実施しております高

齢者安心見守りネットワークのさらなる充実や、宅配業者が行うリコール通知を利用した安

否確認につきましても管理職会議で検討を行い、取り組めるものから実施していくこととし

ておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、３点目の町長が初当選時は108万人の宿泊観光客が訪れたが、現在80万人と低迷し

ている。この現象をどう考えているか、今後の重点施策をどこに置くのかについてですが、

御指摘のとおり、私が町長に就任いたしました平成18年度の入湯客数と比較いたしますとマ

イナス26万人、24％の減となっております。これらの推移を分析いたしますと、この９年間

に町内のホテル、旅館、寮・保養所等におきまして廃業や撤退により約30件が減少し、さら

に団体旅行から個人旅行への旅行形態の変化に伴う客室収容数の縮小によるものと考えてお

ります。 

  次に、今後の重点施策をどこに置くかについては、少子高齢化や人口減少に伴いまして国
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内の観光需要の低迷が懸念されるところであり、外国人観光客の誘致を推進することは必要

不可欠であります。地域の観光収入の増加はもとより、雇用機会の創出や地域活性化につな

がることが期待できることから、観光を主産業としている当町といたしましては重要施策と

して引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） まず、第１点目の統廃合の関係ですけれども、これは町長が言われる

ように私も今度総合計画にも載っていなかったものですから、やっぱりこれは区民の方々と

か町民の方に押しつけてもなかなか無理だと思うんです。この役場の施設、あるいは小中学

校、分団消防についてはやはり行政のほうで年次計画を立てて、先ほど言ったいろいろ今度

は全体的なものをやっていくということと同じように計画を行政のほうで立てて、年次計画

を立てて、行動計画を立てて、それでどのくらいのときまでこういうふうにしていきたいと

いうことを言って、それから下におろして、町民におろしていろいろ検討していただいたり、

それから議会のほうにも投げかけていただくような格好が一番いいと思うんです。まずそれ

が基本だと思います。 

  それから、小学校、中学校についても先ほどの質問の中で、子供さん方が１学年で50人程

度になって、教育長言うように標準的な学校の教育の理想が２学級と言いました。そういう

点でこれを考えると、やはりそういうものを具体的に取り組むということが非常に大事だと

思いますから、教育長、これからも先ほどの環境整備の委員会のほうで十分大川と熱川だけ

ではなくて、中学校についてもできるだけ早目に研究をしていただくような格好がよろしい

と思います。 

  それから、分団消防等については、実際に消防署も広域になりましたからそういう点を契

機にして、先ほど町長も言われているように各分団の中でいろいろ相談して、今後そういう

方向を進めるということの話もありました。ぜひお願いしたいと思っています。 

  それから、私が一番懸念するのは、実際に単独の今分団だと、例えば消防車があっても実

際火災になったときやそういうときに消防団員が少なくて、来る方が少なくて運転ができな

いような状態、そういうことをよく聞かれます。そうすれば、今分団を２つのところを１つ

にするとかそういうふうにすれば消防車も現実には必要がなくなってくるといいますか、そ

ういう点があると思うんです。私も出初めのときに行って、各分団に１台ずつあって、それ

から消防署の消防があって12台も13台も消防車があることについては、なかなかこれ維持費
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もかかってきますし、そういうことを逆に合理的にすることが必要なのかな。 

  それで、先ほど栗原議員さんのほうからも消防の設備だとかそういうものを充実したらど

うかということに対しても消防車が１台なくなれば、実際分団が一緒になってなくなれば、

そういう装備も充実してくると思いますし、それから人件費の問題についても十分お支払い

ができるんではないかということで、そういうことをできるだけ早目に研究をしてお願いし

たいと思っています。 

  それから、子育ての関係については町長、この町は私はかなり充実したものだと思ってい

ます。そういう点でこれからも続けていただきたいんですけれども、逆にやっぱりここの町

としての目玉といいますか、ここに常駐するというか、移転をしてくれるとか、継続して住

んでいただけるについては例えば特化したやっぱり給食費を無料化にするとか、あるいは義

務教育の費用を無料化するとかそういう形のものを、目玉的なものを考えていくような格好

になれば、子育て支援にも町として充実してくるのかと思います。 

  それから、高齢者の安全・安心についてもいろいろやってくれますけれども、私は一つは

高齢者が今ひとり暮らしだとかそういう方が多くなっています。それから、所得等もなくな

ってなかなか自分がどこに行くのかどうか、住んでいくのかわかりませんようなのがありま

す。高齢になって人を頼らなきゃいけない、そういう中でできれば安い老人ホームだとか、

あるいは特養だとかそういうものを誘致するとかそういう努力をもう少し払っていただいて、

高齢者が安心するようなまちづくり、これはいろんな介護保険だとかそういうものにかかわ

ってきますけれども、できれば遊休地だとかそういうものを利用していただいて、できるだ

け年寄りの方が安心して暮らせるようなものにしていったらどうかと思っています。 

  それから、今の宿泊の関係ですけれども、確かに町長言われるように私も十分わかってい

ます。もう一つは、この町の今の要因もありますけれども、やっぱりシンボル的なもの、温

泉の町としてなきゃいけないもの、例えば温泉街に公衆浴場だとかそういうものがないとか、

そういうものを一つ思い切って考えていただくとか、あるいは地域の文化だとかそういうも

の、この間もちょっとお話ししたように石切り場だとか石丁場だとかそういうものを利用し

た格好の施設をつくるとか、あるいはもう少し大きい角度で考えると黒根のはさみ石だとか

そういうものを開発していくようなことを考えて、基盤をもう一回整備をして、実際に今こ

の町はいろいろイベントだとかいろんな施策を講じてやってくれています。もう一つは、も

う一回基盤整備を考えていただくようなことをやっていただければどうかなとそういうふう

な考え方に立ってお願いしたらどうかと思っています。 
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  もう１点は、今旅館業がいろいろ廃業だとかしております。熱海の、二、三日前の新聞に

も水葉亭だとか、あるいは後楽園ホテルだとかそういうところが廃業しています。それから、

つま恋についてもあの音楽をやるところです、あそこもどうにかなってしまいます。これは

大きな角度で言うと、国が今政策に設けている耐震の関係だと思うんです。耐震ができない

から廃業しているような形があるもので、これを国、県に地方としても申し入れをして、そ

れから町としてもある程度企業に分配を、補助金だとかそういうものをできるような格好で

国、県にも働きかけをして、ぜひ旅館が廃業だとかそういうもののないような格好でお願い

をしていきたいと思っています。 

  以上の点でよろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点目、これは役場施設に対しては先ほど壇上で言ったように

施設等の管理計画を策定中でありますのもので、その中で検討していきたいと考えておりま

す。 

  さらに、学校に関しては整備委員会、消防に関しては消防団との話し合いの中で、当然や

っぱり稲取地区に果たして４つ必要かどうか、東町、田町、西町、入谷、自分としては２つ

ぐらいでいいと。やっぱりこれは検討した中である程度縮小した中で整備を充実していく、

これは分団のほうも考えてこれはちょっと分団と話し合った中である程度の結論は出してい

きたいと考えております。 

  次に、選挙公約いろんな義務教育の無料化、本当やりたいです。やりたいですが、財政的

にできないのが現実なもので、これは特化したというけれども、今給食の無料化もうやって

いるところもあります。ただ、先駆けが早かったというだけであって、給食の無料化もほか

のところでいろいろやっておりますけれども、給食の無料化やっぱり今年やった医療費の自

己負担の無料化、これのほうが最優先であると思ったから今回は無料化をやった。給食の無

料化が最優先となればそれはやっぱりやっていきたいと考えております。やっぱり優先順位

を、たしか選挙公約で言いましたけれども、それから時代は年々変わっておりますもので、

その時代に対して何が一番子供たちの子育て支援に対して優先順位が高いか、やっぱりそう

いう中で子育て支援はしていきたいと考えております。 

  例えば、保育料の無料化、これもやっております。何しろ財源がかかりますことなもので

すから、確かに財源とかやっています。小っちゃいまちでもやっておりますけれども、うち

みたいな中途半端が一番よくないという言い方はおかしいかも、子育て支援に対する自分の
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気持ちは何しろそういうことは力を入れてやっていきたいと考えておりますもので、また引

き続きその辺は御支援よろしくお願いいたしたいと思います。 

  次に、観光の関係でございます。 

  108万から80万、本当これは内山議員言ったようにここでもう20万人も減少しているんで

す。20万人がほとんどこの廃業による減でございます。さらにあと８万ぐらいやっぱり旅行

形態の変化、これが現状でございます。 

  その中で耐震化これはもう当然町は困りますもので、国、県に対して耐震に対する補助金

の要望、助成これはお願いしておりますけれども、この耐震そんな簡単にできるものでも、

要するに耐震している間、旅館は休業しなきゃいけない、その休業補償なんかもろもろの面

を考えた中で耐震当然やらなきゃならないことですけれども、旅館を潰さない方向でやらな

きゃならないと考えております。これからは耐震だけではなくて、その耐震の期間の補償、

これもある程度国のほうには積極的に働きかけていかなければ当然旅館成り立たないと考え

ておりますもので、今後は２本立てで私はやっていきたいそう考えておりますもので、御理

解願いたいと思います。 

  それと、特養老人、これは再三再四言っています。確かに呼ぶのはわけないんですけれど

も、結構話は来ています。特養やらせて、アスド会館なんて一番いいです、あそこでやらせ

てほしいということ何回も。やっぱりそれに対して町民の介護保険料とか当然跳ね上がって

きます。やっぱりその辺のバランスを考えた中で、ただ呼べばいいという問題ではないと私

は考えておりますもので、やっぱり今のこういう状況の中で介護保険料がまた上がるという

ことはいかがなものかと考えておりますもので、その辺はまた御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○６番（内山愼一君） よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 以上で、６番、内山議員の一般質問を終結します。 

  この際、２時10分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 １時５２分 

 

再開 午後 ２時１０分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 
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  藤井議員の質問の前に、企画調整課長より先ほどの答弁の訂正をいたしたいということで

発言を求められておりますので、これを許可します。 

  企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 先ほどの笠井議員の答弁の中で、御前崎市と申し上げました

のは、牧之原市の誤りだったものですから、訂正しておわびさせていただきます。申しわけ

ありませんでした。 

 

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

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（村木 脩君） 10番、藤井議員より一般質問で掲示板の使用、資料配付についての申

し出がありましたので、これを許可します。 

  次に、10番、藤井議員の第１問、天草漁の振興についてを許します。 

  10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） それでは、通告しておきました質問のうち、第１問、稲取の天草漁

についてお尋ねいたします。 

  これは年々減少といいますか、非常に衰退の一途をたどっているということで、私も非常

に心配しておるわけなんですけれども、今日の町長の行政報告の中にも何か新しい動きもち

ょっとあるようですので、もうそれも含めてちょっと質問したいなというふうに思っており

ます。 

  キンメダイと並んで当町のブランドである天草につきまして、衰退の一途をたどっている。

その振興策について以下の点を伺いたい。 

  １、天草漁の現状は。 

  ２番、アクアラングによる採取が認められたということですが、その問題点はないかどう

か。 

  ３番、消費拡大と振興策はどのように考えているか。 

  それから、食育教育に利用するというお考えはないかどうかについてお伺いしたいと思い

ます。 

  よろしくお願いいたします。 
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○議長（村木 脩君） 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、天草漁の振興については、４点からの質問ですの

で、順次お答えいたします。 

  １点目の天草漁の現状はについてですが、伊豆稲取産の天草は、年間約１万キロの水揚げ

がありますが、町内に海女さんがいないのが現状です。 

  次に、２点目のアクアラングによる採取が認められたが、その問題点はについてですが、

昨年、漁業権の行使規則が改正され、アクアラング使用でも天草漁ができるようになりまし

た。伊豆漁協の稲取支所からは、このことで特に問題点はないと伺っております。 

  次に、３点目の消費拡大と振興策はについてですが、稲取地区で水揚げされた天草は、主

に下田の市場に出荷され、入札で取引が行われ、高い人気でいつも全品に応札があるようで

す。また漁協の直売所では小分けに箱入りされた天草を販売していますが、電話での注文が

入るなど、人気商品の一つと伺っております。このように、既に高い品質でブランドが確立

されております。 

  また、振興策につきましては、藻場の保全対策を支援していくとともに、まち・ひと．し

ごと創生総合戦略の記載にもありますように、関係機関と連携し、従事者の募集、育成に取

り組んでまいりたいと思います。 

  ４点目の食育教育に活用する考えはについてですが、昨年度８月18日開催の食育実践指導

者研修会において、｢ところてん・天草の歴史について」とのテーマで、当時県立稲取高等

学校の櫻井祥行校長と｢静岡県のテングサ漁業、利用と効能」とのテーマで、当時県の水産

技術研究所伊豆分場の山田博一上席研究員より御講義いただき、地域の食文化の理解の推進

を図りました。 

  また、幼稚園児や小学生を対象とした食育事業に、天草を使用したデザートをメニューに

取り入れ、地元食材の活用を広めております。今後も引き続き啓発をしていきたいと思いま

す。 

○議長（村木 脩君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 残念ながら、現在はとる方が１名しかいないというふうに伺ったん

ですけれどもいなくなってしまったというようなことで、私が知っている範囲では、昨年く
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らいまでもう１名の方で、その方もかなり高齢になっているということでちょっと危機感を

持っていたんですが、今伺うと、何かその方も漁はもうやっていらっしゃらないというよう

なお話ですので、これはますますちょっとこの質問の意味があるのかなというふうに思って

おります。 

  市場に出ますと高い人気でもある、漁協でも直販してそれにも人気が殺到している。数年

前ですか、ところてんはすごく体にいいなんていうちょっとしたブームがありましたけれど

も、そのときにかなりところてんを食べたいとか欲しいという方があったんですが、この町

なかでところてんを食べさせるところがないと、どこで食べさせるんですかと聞かれても、

私らも言葉に詰まってしまうというようなそういったようなこともありまして、これは本当

に困ったものだなというふうに思っております。 

  天草はそれこそ江戸時代からずっとこの町に伝わってきたもので、水中眼鏡もないような

時代からとってきたと。明治に入ってから村に、明治５年にやっとその採取権というふうな

ものを水野藩から譲り受けて、その後町では、重要な財政の基盤としてこれを大切にしてき

たという経過があったかと思うんです。初めはよその産地よりも草はいいんだけれども、ち

ょっと値段が安くされていたと。それはなぜかというと、干し場が整備されていなくて、例

えばお寺の庭とか砂浜にそのまま干していたものですから、石がついたり砂がついたりして

非常に品質はいいんだけれども砂がついているというので安いということで、よその半分く

らいにされていたということで、それを田村又吉翁が出まして、これは何とか改善しなくて

はいかんということで、現在あるぶと納屋ですね、あそこの向かいのぶと納屋を整備して、

初めは竹の台か何かでつくって、そういった乾燥方法の改善を見たと。それがたちまちよそ

に追いつき、さらによそをしのぐような価格になったと。そういったふうな歴史的な記述が

ありまして、そういったいろんな先人の苦労があったのかというふうに思うわけです。 

  最近は一層自然食といいますか、そういったブームもありまして関心が高まってきて、先

日もこの８月29日まで町立図書館で町に住んでいる方が展示などをしまして、皆さんごらん

になったかどうかわかりませんけれども、いろんな資料を集めてなかなか熱心に研究されて

おりました。私も感心したんですが、どこからこんな古い資料をいっぱい集めたのかなと思

うような内容でございました。 

  それで、歴史的にはそういう一時隆盛を誇っていたのが、戦後はどんどん少なくなってき

て、それで食生活の変化もあるのか、現在はさっき町長がおっしゃったように１万キロぐら

いの生産ぐらいしかないということで、これはどんどん衰退の一途をたどっているというこ
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とで、今後私は藻場の整備というふうなものも、先ほど町長おっしゃるように、漁協が取り

組んでおるようでございますけれども、やっぱり一方では消費の拡大というふうなものもど

んどんしていかないと、これは衰退というよりも、もう消滅から立ち直れないんじゃないか

と思うんです。それで依然としてこれは町としては稲取天草、この東伊豆町の特産品として

現に本当にあるものですから、これを生かして発展をしていく。また、当町には多くの観光

客の皆さんがお見えになるわけですから、その方たちにも食していただく。それから、まず

何よりも町民の皆様が天草というものは何だろうと、どういうふうに利用したらいいんだろ

うというようなことに関心を持っていただいて、これを食卓に乗せるなり、あるいは喫茶店

とか旅館とかそういったところでも手軽に食べられるような、こう何らかの宣伝、振興策と

いうふうなものを町としてもぜひとっていただきたいなというふうに思うわけです。その辺

のところをひとつよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当にこのところてん、今年の８月に本当に不幸なことに、現在１人

の海女さんがお亡くなりになりました。これは町としても大変天草漁では危惧しているとこ

ろでございます。 

  それと、先般稲取財産区の管理組合がありました。その中で、漁協さんの考え、今度アク

アラングを使えるとさっき壇上で言いました。使えるようになりましたもので、それを行使

した中で天草漁を継続していきたいと聞きましたもので、天草漁は絶滅しない、なくならな

いなということは安心いたしました。と申しますのは、やっぱり天草は稲取に脈々と歴史が

あります。そしていっときは本当に何か虎屋のようかんの材料にも使った、そういう大変品

質のよい天草でございますから、町としても引き続きこの天草を継続してやっていきたいと

考えておりますもので、その点漁協も同じような考えでございますもので、その辺は今後も

継続していきたい。 

  その中で、壇上で言ったように、１つの方法として、地域おこし協力隊の中でまずそのよ

うな方があれば、また地域おこし協力隊として来てもらいたいと町は考えておりますもので、

その辺は漁協さんとの話し合いになると思います。基本的には漁業権という権利があります

もので、あくまでも漁協さんがその漁業権の中でこの天草漁をやっていかなければならない

と考えておりますもので、これは漁協さんとの十分な話し合いの中でやっていきたい。 

  さらに藻場に関しましては、本当に稲取支所の方が天草漁の重要さを、中でも国にそうい

う助成をお願いしていたこと、それに対しては本当に敬意を表したいと思います。あとは三
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箇年でその藻場の助成ができますもので、それによって天草の環境をよくしていきたいと考

えております。 

  それで、やっぱり天草漁につきましては、町といたしましても今後は継続して、稲取のそ

の特産を本当に食べるところがないではないかと藤井議員が言いました。思い当たるのは、

やっぱり天草を使ってやっている徳造丸さんなんかは一応その事業をやっておりますので、

天草からところてんをつくる、そういう工程のこともやっておりますもので、引き続きその

稲取のところてんというので旅館のほうのことも言われましたもので、その辺はやっぱりど

れだけまた消費ができるか、その辺をまた検討した中で、やっぱり町といたしましても稲取

のところてん、天草を使ったところてんはおいしいんだよということはやっぱり知らしめた

中で、一つのまたさらなるブランド化、これをしていきたい、そう考えておりますので、御

理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 前向きな答弁をありがとうございます。 

  ここで食育教育と私が書いたのは、何か昔は例えば子供たちが寄りぶどといって、台風の

後に海岸にいっぱいに寄せられるそういったものを拾って、それを漁協さんでは買い取ると

いうんですよ、今現在も。これは確認しております。そういうふうなものを学用品なんかに、

ノートとか鉛筆をそれで買ったんだという歴史があるわけです。ところが、今は海岸に寄せ

られても、誰もそれをとろうともしないし手も出さない。ところが、これは漁協さんに聞い

たら、その寄りぶどというのは別に違法でもなくて、それはちっとも構わないんだと。今現

在もきれいにそれは買いますよというふうなお答えでした。それがまた変にそれをとっては

いけないんだなんていうふうな宣伝も何かちょっと間違って一部されていることもあります

ので、その点も訂正していただきたいなというふうに思います。 

  例えば、昔は子供たちがそういう学用品に役立てていたようなものも、最近は全然関心が

払われないというのもちょっと残念だなという気がします。それで、どうでしょうか。例え

ばそういう、これはもちろん事故とか何かがないようにしてですが、そういうものを自分た

ちでとって、その茶色いものを白くなるまで干して、それをみんなでところてんまでつくっ

てみるというようなことなどもやれば、これはこれで非常に地元の食品を使ったいい教育に

なるのではないかというふうに思うんです。私はそういう意味でも、子供のうちから親しむ
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というようなことがなければ、これはどんどん足が遠のいてしまうのではないかと思うので、

私は藻場の整備とか幾つかのそのことがありましても、そのとる人とか、あるいはそれに対

する全体的な関心がなければ、これはやはり衰退の一途をたどるのではないかというふうに

思いますので、ぜひちょっと危機感を持っていただいて、何とか今あるものを再生していた

だきたいなというふうに思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、藤井議員がいい提案をされました。 

  それで、町が一番危惧しているのは、やっぱり子供たちの海離れ、これが一番大変危惧し

ております。そこで、漁協さんにお願いした中で、子供さんたちがある程度自由にとれるよ

うなそういう環境づくり、これはお願いしています。それを検討している段階で、やっぱり

後継者問題に関しましては、やっぱり海との親しみがなければとても後継者は育てられませ

んもので、その辺は管理組合とか何かいろんな面で子供たちが海に親しめる、そういう環境

づくりをやってほしいようなことはまた漁協さんのほうに要望しておきますし、またそうい

う環境をつくるということは大変大事だと考えて、その一環としてまた親しむ、さらにその

寄りぶどと言いましたがそういう天草とかそういうものをやった中で、この子供たちと海と

の関係、やっぱり稲取は漁業との関係は大変深いものですから、やっぱり子供たちにその海

に関心を持たせることは大変重要と考えておりますもので、引き続き漁協さんと話し合いを

した中で、子供たちが海に親しめる、そういう方向性を導き出した中で、また天草漁、これ

も子供たちに親しみを持たせる、そういう方向に持ってい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（村木 脩君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） それと、この私がちょっと調べた範囲では、天草にはいろんな成分

が入っていると。これは例えば多いのはカルシウムとかカリウムとか、そういったものも入

っているというんですが、その中にもう一つヨウ素というものが入っているんです。 

  そういうふうなことで、これはその一つの例ですが、長崎大学出身で肥田舜太郎先生とい

う方でお医者さんなんですがいらっしゃるんですけれども、これは現在もかなり高齢なんで

すが、元気でいらっしゃって、福島なんかのほうには支援に行ったり、子供さんを診たりし

ているんです。その方がおっしゃるには、仲間が友達みんなもう亡くなったのに、あるいは
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長崎原爆でですよ、それがその本人は全然原爆症にならなかったと。何でですかとよく聞か

れるのでお答えするんですけれども、その方は小さいときから海藻をよく食べていた。長崎

の島のほうの出身で、だから僕は甲状腺がんとかそういったものにならなかったのではない

かというふうに言われているわけです。 

  そのように、ヨウ素というのは、甲状腺ホルモンの主な原料となる栄養素なんです。その

栄養素が天草の中に非常にたくさんではないんですが、さっき言ったカリウムとか何かと一

緒に含まれている。これをたくさん食べることによって、万が一の放射能物質なんかのとき

には、お子さんにはすごくいいんだということが言われていますので、これは今老人のそう

いう骨粗鬆症であるとかと同時に、子供さんの甲状腺のがんとかそういうものに対するもの

としてもっともっと海藻というふうなものを摂取するべきだというふうに思いまして、やっ

ぱりこの点もひとつつけ加えておきたいなというふうに思いますので、ひとつよろしくお願

いしたいと思います。答弁は結構でございます。 

○議長（村木 脩君） よろしいですか。 

  次に、第２問、アスド会館売却の進捗状況についてを許します。 

  10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） それでは、第２問のアスド会館売却の進捗状況についてお尋ねいた

します。 

  これに関しては前の議会でもお尋ねした経過があるんですけれども、引き続き疑問が解消

するばかりかどんどん多くなってきて、さらには町民の皆さんがあれどうなっているんだと

いうふうに非常に不安があって問い合わせなんかもありますので、町にもあるんじゃないか

と思うんですけれども私のほうにも来ていますので、そういった思いで質問させていただい

ております。 

  それには専門学校ができるという話ですけれども、その後の話し合いは続いているのかど

うか。 

  ２番目としまして、前回の秋葉大学院大学ということで、これは平成21年ぐらいに来た話

ですけれども、それが一旦御破算になったようでございます。それについての町の総括とい

うものはどうなっているか承っておきたいと思います。 

  それから、売却に係る土地の面積、これはどのくらいになっているのか。今日は皆さんの

ほうにも資料をお渡ししましたけれども、その辺の面積について、私の考えているところと
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ちょっと違うところがありますので、伺っておきたいなというふうに思います。 

  それから、売却に当たっては、適正価格をどういうふうに算定するのか、これに関して町

のお答えをお願いします。 

  それから、５番目としまして、介護予防、あるいは健康づくり拠点施設のプール、体育館

を売却から分離する考えはないかどうか、こういったことをお尋ねしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 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、アスド会館売却の進捗状況については、５点から

の質問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の専門学校建設の話し合いは進んでいるかについてですが、最初にお断りい

たしますが、町はアスド会館を購入したいという申し出を受け、これから売却交渉を進めて

いくという段階であり、専門学校建設の話し合いをしているわけではありません。学校法人

名義での購入ということですので、５月に購入希望者の須磨学園、西学園長が来町された際、

学校法人の運営責任者である理事長に一度お会いしたいとの申し入れをいたしました。８月

の夏休み期間中で日程調整をしておりましたが、その理事長が８月上旬に検査入院すること

となり、その後入院期間が長引いたとの連絡があり、当町にお越しいただくことはできませ

んでした。理事長にお会いしてから、協定内容等の交渉を進め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、２点目の前回の秋葉大学院大学構想の総括はについてですが、秋葉大学院大学につ

いては、平成19年12月の全員協議会にお諮りし、当時アスド会館購入の申し出があった十数

社の中から、全会一致で交渉相手として選任され、議会２名、当局３名で構成するアスド会

館小委員会が全権を任され、相手側の設立準備委員会と交渉に当たっていたことは、藤井議

員も覚えておいでのことと思います。平成20年においても交渉を継続しておりましたが、リ

ーマンショックの影響などにより、大学院大学構想は頓挫し、アスド会館購入も断念された

と伺っております。 

  次に、３点目の売却に係る土地の面積はについてですが、売買対象の土地は、鉱泉地１筆

を含め、筆数で17筆、公簿地籍で４万2,705.28平方メートル、約１万2,940坪であります。 

  次に、４点目の適正価格をどう算定するかについてですが、適正価格、すなわち売却希望
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価格ということだと思いますが、これまでアスド会館の売却関連の質疑の中で答弁してまい

りましたように、売却金額よりも町にとって有益な事業内容、また活用方法を最優先したい

と考えております。 

  次に、５点目の介護予防・健康づくり拠点施設のプール、体育館を売却から分離してはに

ついてですが、プール、体育館の売却移管にかかわらず、アスド会館での介護予防の健康づ

くり教室はこれからも継続実施してまいります。 

  プール、体育館を売却対象から外してはどうかという御質問ですが、プール、体育館と源

泉や送湯管などの源泉関連施設は一体のものであり、源泉関連施設の維持管理費、また、故

障の際の多額の修繕費用などを勘案し、売却対象に含める方向で検討しております。 

○議長（村木 脩君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 確かにこれは学校がどこまでできるかどうかというのはまだ話し合

ってはいないということなんですが、ただこの売却に関して、これは伊豆新聞さん、それか

ら静岡新聞さんにも報道されて、町民の皆さんも先刻承知しているということでございます。

私どもは全協のほうにもこれは４月26日でしたか、全協に話がありまして、売却したいんだ

というふうに話が来たものですから、私たちもこれは真剣に考えなくてはいかんというわけ

でございます。 

  今、そのときは売却の相手が西和彦さんであるというふうに、その学園の学園長、西和彦

さんということだったんですが、今聞くと何か理事長さんに来てもらいたいというふうな話

だけれども、御病気といいますか、ちょっと夏休み中でまだ話が進んでいないというお話な

んですが、これは兄妹ですね、妹さんですか、理事長さんは。学園長さんが西和彦さんで、

妹さんのその理事長さんがこっちに来てほしいと言ったけれども、それはちょっと今はまだ

来られていないという今お話だったと思うんですが、これは売却先としてはどうなんですか。

変更があったんですか。西和彦さんからそれともそういう須磨学園というふうな学校法人に

変更があったのかどうか、その点をまず１点伺っておきます。 

  それから、売却に当たってまだいろんなその学校建設のいわば計画書といいますか、そう

いったものはまだ示されていないんだというふうに、この前の事業計画書、それは出されて

いないという話だったんですが、それもそうしますとまだ出されていないということでよろ

しいですか。 

  それでまた平成21年ごろに出されました、７年ぐらい前になりますか、これは同じような
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西和彦さんが来まして、秋葉大学院大学をつくりたいんだというふうに言って、町長も何回

も答弁の中で、これは町百年の計を考えると非常にいいことだと、同じ１つの答弁の中で４

回ほど使っておりますけれども、百年の計というふうに思い入れはあったんですが、今お聞

きしますと、リーマンショックで断念したというようなことなんですが、これも何かそれだ

けではちょっと、私たちも相当議論しましたし、また町のほうでも何回か先ほどおっしゃい

ましたようなアスド小委員会というものをつくりまして、向こうに交渉に行ったり話を聞き

に行ったりしたんだと。それがリーマンショックというふうなことで断念したということだ

けで私たちはいいのかどうか。当時町で売却にかかった金は幾らだと私伺いましたら、９万

8,000円ぐらいは経費としてかかっていますよということを伺いました。金額はそれまでに

しても、これだけの話が単なるリーマンショックで断念されたというようなことで、私ども

がこれだけ力を入れて、委員会もつくり、何度も案内したり、向こうにも行ったりしながら

やってきたものが、御破算になってしまうということではちょっとどうなのかなということ

です。 

  また、今回売却対象資産というふうに先ほどおっしゃいましたけれども、売却対象の資産

に関しまして面積を聞きましたら、坪にして１万2,940坪というふうにお答えになったと思

うんです。それでここに今日皆さんにお配りした中にも、売却対象財産ということで書いて

ございます。そうしますと、アスド会館全体の面積は１万9,500坪なんです。そうすると、

どうですか。今回買いたい、あるいは町が売りたいと言っているのは１万2,940坪。そうす

ると、これは残りはどうなるんですか。これ全体の坪数からいうと、約66％ぐらいになりま

すか。約２万坪のうちから買いたいと言っているのは１万3,000坪くらいだと、ちょっと大

ざっぱに言えば、約ですよ。ということは、あと7,000坪残されるわけですけれども、これ

はどうなんだということです。こういう買い方は、私は非常に町に対しても失礼ではないか

と思うんです。いわばいいところどりなわけです。 

  いいですか、ちょっとここに図面、これは町からいただいた資料なわけですけれども、全

体が１万9,500坪の中で、この今赤い線で囲った部分、１万3,000坪ぐらいが欲しいんだと。

その中で、この１万3,000坪の中で、宅地のほうが多いんです。宅地もしくは宅地評価とい

うのが約６割です。どうですか。静岡県の地価調査資料というものがございます。これを見

ますと、静岡県はどんなに安くても、この東伊豆町が宅地は平均しますと３万7,000円、坪

ではなくて平米ですよ、というふうに言っているわけです。もちろん安いところもあります

でしょう。高いところもあるでしょう。だけれども、こういった数字が出ている。じゃ、こ
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の残された土地は一体どうなるのかということです。草ぼうぼうになって、町の所有ではあ

るけれども、売るに売れないという状態になると思うんですよ、これは。一番いいところの

今アスド会館、これ全景図ですね、これ。この辺は全部買いましょう、温泉も買いましょう、

体育館も買いましょうと。それで、約６割方の宅地のところは買うけれども、そのほか周り

のこの線を引いていない山林とかそういうものは残されてしまうわけです。これは町がしか

し管理しなくてはならない。今度は売るに売れない。これは当たり前ではないでしょうか。

面積が少なくなったからといって喜んでいるのではなくて、これは隣地は10アール当たり10

万円ぐらいです。 

  そこで、首を何かひねっているようですけれども、お伺いしますけれども、それでは適正

な価格をどういうふうに出したのか。町はどういうふうに決めようとしているのか。それに

関して、不動産鑑定士は入れるのか入れないのか。これは以前ですと、何か入れないという

ふうなちょっと経費がかかるので入れないというふうなことを伺ったような気がするんです

けれども。 

  それから、前回の秋葉大学院大学の調査のときには、町の売却希望価格は３億円と考えて

いるというふうに文書でも残しておるんです。そしてあれから時間がたつとはいえ、約２万

坪の土地で宅地が６割を占めている土地を、相手が希望額をこの前おっしゃったのでは

3,000万円だというふうに言っているわけで、これはとんでもない話だと。町民の財産です

よ、これは。私たちの住民１人１人の財産を家１軒を買うくらいの値段で買いたいというふ

うに言ってくるのは全くおかしいわけで、いいですか、静岡県の地価調査資料、こういった

もので調べても、さっき言ったように平米で３万7,000円。坪にしたらどうですか。3.3を掛

けてください。掛ける６割の宅地面積を掛けてください。どんなにそこに古い建物が建って

いようが山の上だろうが、価格というものはあるんじゃないでしょうか。私はこの売買に関

しては非常に疑問としているところです。 

  先ほどプール、体育館はこれからも継続するんだと。源泉も一体のものだから、これも含

めて売るんだというふうに町長はおっしゃいましたけれども、以前はこれは売らないという

ことをはっきり議会でも明言しているんです。いいですか。平成21年の３月議会では、町長

の答弁が健康増進事業を実施している介護予防拠点施設、いわゆる体育館、プール施設でご

ざいますが、売却せずにこの介護予防拠点施設の継続運営を図ることを決定すると、こうい

うふうに言っているわけです。「売却せずに」と明確にお答えになっているんです。契約書

にもそんなふうに売却に関しては別になっていたんです。それでここに来て、お金がかかる
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からだということで、プール、体育館、源泉も含めて売るんだというふうにおっしゃってい

るようですけれども、これも含めて非常にこの契約といいますか、売却しようとしている内

容に関しては疑問が拭い切れないということでございます。 

  ただいまおっしゃったような諸点について、お答えいただけますか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、西学園長が来た中で、買うのは須磨学園です。須磨学園名義で

買うと言っているんです。それで再三再四言っているように、これは町民の大事な財産です。

町も安易に売るわけにはいきません。そういう中で、町は理事長と話をした中で、正式に交

渉していきたい、今そういう状況でございますもので、壇上で言ったように、夏休みに来て

もらうつもりが理事長が検査入院して長引いているので来ない、その状況でございますので、

町は諦めたわけではございません。あくまでも西さんが来ましても名義は須磨学園で買うと

いう、須磨学園の理事長さんに会った中で、この話をちゃんと煮詰めた中で、じゃ正式に話

し合いをしましょうという中で、今そういう現状でございますもので、町民の方もこの話は

なくなったと勘違いしている方もいます。私にも聞いてきますけれども、そういうふうでは

なく、現状は、町は大変貴重な大切な財産であるから慎重審議した中でやっていきたい、そ

ういう中で、やっぱり理事長さんの話を聞いた中で話を進めていきたい、そういう考えでご

ざいますもので、御理解願いたいと思います。 

  ２回目の秋葉大学院大学こそたかがリーマンショックと言いますけれども、このリーマン

ショックが世界をどれだけ揺るがしたか、藤井さん、御存じではないですか。このリーマン

ショックによっていろんな企業がもう経営の方向、方針転換、これをしているんです。リー

マンショックはそれだけ世界を揺るがしたんです。その辺の認識がなければ、藤井さんと幾

ら話をしても、これはもう経済情勢が全然もう、私はリーマンショックは世界を揺るがすほ

どのリーマンショックとも考えている。世界の経済がどれだけこれによってやったか。それ

がたかがリーマンショックと言われますと、これはいかがなものかと。私はそのリーマンシ

ョックであっても、それは十分計画頓挫してもこれはやむを得ないんじゃないかと、自分は

そういう感じでございます。これは見解の相違でございます。やっぱりリーマンショックと

いうのはそれだけ世界を揺るがしたこの世界経済恐慌、それの認識の違いで、私はリーマン

ショックはそれだけでも十分この大学構想を頓挫したこと、これはやぶさかではないと考え

ております。 

  次に、売却に係る面積、これで違うのは、基本的に保安林が入っているんです。保安林が



－72－ 

入っていると、保安林はもう売買できないことになっている。保安林を除いた面積がこれで

ございます。だから、町は変なところは売らない、そんな当然保安林に入っていなければ全

部売りますよ。この保安林が入っている限り、この保安林は売却できない。そういう状況の

中でこの面積の差が出てきたことだけ御理解願いたい。ただ変なところだから売らない、そ

ういうことではなくて、ちゃんと根拠があるんです。保安林が入っているからこのところは

売れない、その辺はまた御理解願いたいと。それが面積の差異でございます。 

  次に、適正価格、これはもう再三再四藤井議員とはやり合っている。やっぱり金額だけの

私は問題ではないと。例えば金額だけでやった場合に、例えば暴力団だったらどうするんで

すか。名前を変えた中の暴力団。金額が高ければとそこにいった中で、町はもうめためたに

されてしまいますよ。ただそういう中で町は金額だけではなくて、やっぱり町にとって大変

将来的にもよくなる方向、それで金額ではないと言っています。そして先般議場では言いま

した。確かに今回の金額は安いです。それは土地だけです。これから改修をするんです。あ

の建物では現状は使えません。そこを改修することを含めてやっぱり４億か５億かかるんで

す。ただ土地購入が安いというだけで、町民がそれで判断されては困るんです。土地購入し

てからそれを活用するまで四、五億かかる。やっぱりトータルとなると４億か５億かかるん

です。その辺はやっぱり町民の皆さんも理解してもらいたい。ただ土地の購入代金が安い、

それじゃおかしいではないか。町はそんなに単純なものではないです。基本的にはそれを活

用してもらうためには、それだけかかるんですから、やっぱりそういうことも考慮した中で

町の活性化やっていきたい、そういう考えでございますもので、御理解願いたいと思います。 

  次に、プールの関係、確かに平成21年のときは、議事録にあって売らないと言っています。

そのときは体育館が国庫の補助金を受けたというのがあります。さらに当時は３億円という

金額の中で、白田浜に代替施設を建てようかと考えたんです。考えた中で、いろいろと考慮

した中で、あそこに建てるのもやっぱり3.11、いろんなこともありましたし、それは頓挫し

た経過があります。そういう中で今回プールの売却、源泉の売却、やっぱり壇上で言ったよ

うに、これは本当に経費がかかるんですよね、その源泉に関しましては。やっぱり町として

はある程度健康づくりに対してプールを使っていたり、これは相手方も承知しております。

自由に使ってもいいですと言われていますもので、それは使っていきます。その中でプール

だと、源泉が当然プールには使われている。すると、プールの維持費、これは相当かかるも

ので、やっぱりこのプールの維持費に対しても折半でいけば、折半である程度のここまで出

してもらえれば、町の経済負担も大分楽になります。やっぱり21年と今の現状、大分社会情
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勢も変わってきておりますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） リーマンショックを全然知らないのかみたいな話ですけれども、そ

んなことではないですよ。私はそのことがこの話の買い手である相手方の須磨学園さんにど

れだけのダメージがあったのかということです。今現在は非常にあの方も影響がありました

し、そんなことでこの問題をどうこうというふうな問題ではないというふうに私は思ってお

ります。 

  それから、今答えていないところは、不動産鑑定士を入れるのか入れないかというふうな

問題は、ちょっと答弁漏れです。先におっしゃいますか。どうぞ。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 答弁漏れがありましたので。 

  不動産鑑定士は入れる気持ちはありません。基本的には、さっき何回も言ったように、こ

の金額だけではないと町は考えておりますもので、その辺は御理解願いたい。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） 副町長。 

○副町長（鈴木忠一君） 藤井議員のほうから、静岡県の地価調査ということで平米３万

7,000円という資料をいただいておりますが、これについて当然藤井議員も御承知のように、

町内の４つの基準値で調査した、静岡県のほうは、商業地１つ、住宅地が２カ所、山林が１

カ所ということで、この調査した箇所というのが奈良本の熱川小学校のグラウンドの東側、

これ１カ所、ここの金額が…… 

（「２万9,400円です」の声あり） 

○副町長（鈴木忠一君） そうですね。もう一カ所が片瀬の中ノ瀬公園の付近。この２つの地

点の評価額を足して、それを単純に２で割ったものがここにあります３万7,000円と推定と

ありますもので、その立地条件とかを考えますと、当然これはアスド会館には当てはまらな

い数字だと思います。 

○議長（村木 脩君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） お答えいただきましたけれども、なぜ不動産鑑定士を入れないでこ
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ちらの売却の価格が出るのかどうか。それに関しては、今町長がおっしゃるように、これは

目的がいいからだというふうなことをおっしゃっていますけれども、これは目的はどうあれ、

きちんと町民の財産である以上、価格というものはあるものなんですよ。 

  いいですか、この前私どもに配りました総務経済委員会のところに出しましたこの観光商

工課の案件ですけれども、奈良本の52平米、１坪にも満たない52平米のこの駅のところの土

地を町が買うといったときに、不動産鑑定士を入れているではありませんか。これは当たり

前ですよ。町が買うというからには、やはりそのぐらい慎重であるべきだし、同じように52

平米どころか、坪でいうと２万坪のような土地を売るに当たって不動産鑑定士も入れないで

どうして適正な価格がはかれるのか。 

  今、副町長がおっしゃったように、基準値の地価もあります。それからその建物があるか

ないかとか、その辺もあります。にもかかわらず、一定の価格というものはあるものなんで

す。これは町民の財産ですよ、何度も言いますけれども。それであれば、自分たちがこれは

目的がいいから安くしたいんだというようなことはあり得ないわけで、向こうがどんなに言

ってきても、こちらはこちらの一定の正式な手続をきちんともって、これはお尋ねしますが、

そういう価格をこれは一般競争入札で、今の時代ですからインターネットも含めて売るとい

うのが大原則ではありませんか。もし目的が学校をつくるのでいいことだとしても、なおそ

うであればあるほど町民の皆さんにお知らせして、これは一般競争入札にかけて公明正大に

売却を検討するというのがこれは筋でございます。それを何ですか、初めから値段も何だか

決まっているような、個人でやるような。 

  今聞きましたら、何か理事長と話をしたいんだというふうに言っていますが、この前のと

きの答弁は、町長はこうおっしゃいましたよ。西さんに売るんだけれども、西さんは買った

ら学園に名義を変更するんだというふうに、このように言っています。それは精査してくだ

さい。それで、私は個人なのか法人なのかということを聞いたわけです。そうしたら、そう

いうふうにおっしゃいました。どうですか、皆さん、西さん個人が買って須磨学園に売ると

いうふうな話になるわけですよ、今の話から言うと。名義変更ということはそういうことで

しょう。違うではないですよ、法的にはそのようになるんです。個人で買って、自分が学園

長をやっている学校法人須磨学園に売るんだということをもう初めから言っているみたいな

ものなんです。これはそういう形でどんどん転売されていくことも考えられる。そういう意

味で、これは町でたった3,000万円ばかりで売るなんていう話は、直ちに町民の前から謝罪

とともにこれは削除してもらいたいと思いますよ、私は。撤回してもらいたい。 
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  どの副町長がおっしゃった資料をもっても何にしても、あれは平米ですから、坪なんかで

いえば、これはもっともっと価格もきちんと出せるものもあるわけですけれども、例えば平

米１万円としても、どうですか、この平米数からいうと２万四千、何千平米、ざっと考えた

って２億4,000万になっているわけでしょう。そういう点で値段だけではない、目的がいい

からだと言うけれども、その目的に関しても、果たして学校ができるかどうかに関してはい

いことづくめな話だけれども、きちんとこれはわかっていない。もう現にその理事長が病気

とか、あるいは夏休みで出てこられないなんていう形で、話がいわば頓挫している。こうい

う点では個人なのか法人なのかを明らかにすること。それから適正価格に関して、前回とは

違うとか何かと言いつつ、きちんと町が不動産鑑定士を入れて、これはこのくらいの値段で

売るんだと。さっき言ったように、買うときには52平米の１坪にも満たないような土地に不

動産鑑定士を入れて、２万坪を売る話に不動産鑑定士も入れないで、価格を決めて町民の財

産を売ろうというのは、町民に対して本当にこれは失礼な話、ばかにした話だと私は思いま

す。 

  今までもそうですけれども、随分町長、この間町民の土地を売る話はあったのではないで

すか。例えば磯辺の下の旧……今日は通告外ですからいいですけれども、ああいうようにい

い話だ、ホテルをつくるんだというふうに持ってきた話で町有地を買われても、そのままホ

テルもできないというようなことが何件かあります。これはまた通告外ですから、別の案件

で、私は次回かその次あたりにやりたいと思いますけれども。 

  このように、町が例えば財政基盤が弱くなったから、わかりますよ。今日の行政報告でも、

たばこ税は減りました、固定資産税は減りました、何が減りましたと。人口がこれだけ減っ

てくるんだから、いろいろ減ってくるのはやむを得ないと思うんです。それは苦しい。苦し

いからといって、今ある町の財産をこっちを売りあっちを売りしていったら、これは全く町

の土地なんかなくなってしまうわけです。いいですか、これはタコ足みたいなものではない

ですか。タコが自分の足を食っているみたいなものです。幾ら苦しくても、現在町民が延べ

人数で１万4,000人も使っている、こういう健康づくりに役立って、みんなも喜んで使って

いる、これに関してそんな値段で売っていいものかどうか、これは非常に私は町民を愚弄す

るものだと思いますので、とんでもない話だと。 

  これに関してあともう一点、現在あるあの財産、あれは町の財産から言うと、行政財産で

すか、それとも普通財産ですか。その点に関しても承っておきます。 

  それと、代替施設をつくらないという話ですが、現在１万4,000人も利用しているものに
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関して、貸してもらうんだからいいんだと言いますけれども、どうですか、皆さん。今は自

分たちは大家ですよ。それを売ってしまって、今度相手からそこの場所を借りるなんていう、

こんな屈辱的な話はないと思うんです。また、貸してもらうにしても、今と全く同じ条件で

貸してくれるなんていうのは、これは子供でもわかりますよ、そんなことはないはずです。

どんなに契約がどうたらこうたらと言っても、相手が変わってしまえば終わりなわけですか

ら。そういう意味でこれも代替施設、プールはつくらないという話も、今現在利用している

町民の人たちに対してどう説明するのか。 

  それから、今現在はそれはちょっとところでこれ故障していますよね。今使っていません。

これはこの前直したばかりで、この４月から始まったんですけれども、いいですか、これは

３月の議会に町当局が出してきた資料で、温泉管が壊れたと、何か温度が下がってきておか

しいと思ったら、パイプを引き抜いたけれども、13本中11本しか抜けなかったと。それが調

べたら温泉の揚湯管ではないかというふうなことで示されました。これに関してはたしか

189万円でしょうか、これをかけて直して、町長、前のときの行政報告を見てください。長

らくお待たせしましたと、いわば直りましたと。結構ですよ。それで、４月から今までで

1,800人ですか、1,600人かな、その人が利用しているというふうに、７月までで４、５、６、

７の４カ月で、すると１カ月450人くらいの人が利用しているわけです。それが現在これは

ストップしている。これ年間１万4,000人というのは延べ人数ですけれども、それにもかか

わらず、やはりこれだけの人が利用して、健康増進にみんな一定の成果が上がり、これは健

康づくり課も頑張っているんでしょう。これは町長の成果だと思います。本当に誇っていい

ことだと思います。そういう輝かしい現在を全く一学園に売るんだという話は、これは私は

町民としては絶対に許せないことだと思います。ですから、この辺の現在の工事も含めて、

今言ったことを答弁漏れのないように、ひとつよろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） それでは、ゆっくり話させていただきます。 

  まず、本当に一般の町民が誤解しているんですよ、あのプールは使えなくなると。そんな

ことはないと再三再四言っているではないですか。幾ら売却しても、今のプールは今までど

おり使えますよということを再三再四言っています。また、そういう契約の中で売買いたし

ます。だから、町民の方は絶対に、ここで聞いている方は誤解しないでほしい。プールは今

までどおり使えるんです。これを使えない、使えないとそういうふうにもうインプットされ

ては困りますもので、私がここで断言して言います。プールは今までどおり使えます。これ
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は契約で必ずそのような契約を結びます。この契約が結べなければ、これは御破算です。や

っぱり町は健康づくりに力を入れておりますもので、プールが今までどおり使えないような

ことは断じてあってはならないと考えておりますもので、これは使えます。その辺はこれを

聞いている町民の方は、安心して健康づくりに通っていただきたいと思います。 

  それともう一点、再三再四この購入希望者須磨学園の西和彦さんですけれども、名義は学

校法人の須磨学園が取得、これは言っております。私は何かその変なことは言っていないと

考えております。あくまでも来たのは西さん、須磨学園長。しかし、購入希望は学校法人の

須磨学園が取得、そういうことを私は答弁しているつもりでございますもので、その辺は御

理解願いたいと思います。 

  さらに、不動産鑑定士を入れない、これはもう基本的には藤井さんとの考えの相違といえ

ばそれまでです。要するにほかの自治体で活性化するために、学校を誘致するときはもう無

償であげているんです。そのぐらいある程度不動産鑑定士を無視してほかの自治体はやって

いるんです。不動産鑑定士が全てではありません。やっぱり町の活性化をやるためには、不

動産鑑定士を入れないで、これは無償であげたほうがいい。私は本当はあそこは無償であげ

てもいいと思っているんです。そのぐらいの覚悟でやっています。やっぱり町の活性化にあ

そこにいいものが来ていただける、そういう若者がどんどん来ていただいて、町の活性化に

つながれば、ある程度無償でやってもいいと考えておりますけれども、しかし源泉を売った

金額がありますもので、その辺はある程度回収したいなという中で、本当に安い金額でやっ

ています。 

  だから、不動産鑑定士に関しましては、やっぱり考えの相違で、やっぱり藤井さんは不動

産鑑定士を入れたほうがいい、しかしよそのほかの自治体もそういう学校の誘致というとき

はほとんど入れないで、ある程度効果が、または無償でやっております。前回の秋葉大学の

ときも早稲田大学が来ましたよ、講師が。そのときに嫌みを言われました、はっきりと。学

校を誘致している自治体は、ほとんどが土地を無償であげますからどうぞここでやってくだ

さいと、そこまで嫌みを言われました。うちの町が当時言われた３億を提示したときに、早

稲田大学のそのときの某教授がはっきり私に言いました。大学誘致とは、そういうときは自

治体は土地を提供して来てくれと、それで町を活性化してほしい、それが一般的な自治体で

すよとはっきり私は嫌みを言われました。 

  やっぱり藤井さんは不動産鑑定士をここに入れるべき、しかしながら私は私の町を預かっ

ている段階で、不動産鑑定士を入れないである程度この町の活性化にそういう施設が来てい
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ただけるという中で今現状進めていることだけは御理解願いたいと思います。 

  それとあと財産に関しましては、担当のほうから説明いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 財産に関しましては、行政財産という形で登録しておりま

す。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 答弁漏れがありました。 

  工事に関してでございます。揚湯管、あれが直った途端に基盤の機械が壊れてしまったん

です。それの詳しいことは原課に。そういう中で、やっぱり源泉というのは結構補修費用が

係ってくるもので、壇上で言ったように、やっぱりある程度21年の時から社会情勢が変わっ

てきたもので、やっぱり町といたしましては、一応そういうことも今回須磨学園と共有した

中でやっていきたいと考えておりますもので、源泉のほうも売買したい、そういうことだけ

は御理解願いたいと。 

  詳しいことは担当のほうから説明いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 現在閉館をしていることについて御説明申し上げます。 

  ８月６日になりますけれども、温泉を揚げている中継ポンプ場において、ポンプの圧力弁

の管が破裂をしました。ポンプ室内に噴水状態で温泉が広がり、計器が故障したということ

で、現在その計器の復旧に向けて補正予算を措置させていただいているところであります。 

  なお、温泉の温度によってプールの温度を維持しております。これは健康づくりにとって

非常に重要ということで、現在職員総出で復旧に向けて温泉については揚げて温度維持を図

っている状態です。その中で、町民の方に使える状態になったら、手動であっても使うとい

う方向で対応しておりますので、御理解を願います。 

  以上です。 

（「町長、これ行政財産だったら、これ売れないじゃないですか。売る

こともあげることもできない」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 藤井さん、手を上げて。もう一回ありますから。 

  10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 
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○１０番（藤井廣明君） ただいま行政財産だというふうなお答えだったんですけれども、こ

れはいいですか、地方自治法、この中で、行政財産は売却することも譲渡することも貸しつ

けることもできないんですよ。そのことに関して、既にあげるであるとか、売るであるとか

というふうに言っていること自体がナンセンスな話でということで、普通財産にするんです

か。普通財産にする。ということは、使わせないようにして、普通財産に持っていくという

ことですか。それはちょっとこれまた町民に対する背任行為になると私は思います。今現在

使っているんですから、それをどんどん使わせるように、マイクロバスでももっと行くよう

にして、健康づくりに使わせるということが常識だと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で10番、藤井議員の一般質問を終結します。 

  この際、３時20分まで休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時１１分 

 

再開 午後 ３時２０分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

  ２番、稲葉議員の質問の前に、町長、健康づくり課長より答弁の訂正をいたしたいという

ことで。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 先ほど10番の藤井議員のときに、答弁の中で不適切な言葉を使いまし

た。暴力団という言葉を使いましたので、そこを非社会的勢力に変更していただきたいと思

います。よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 先ほど行政財産ということで御紹介をさせていただきまし

たけれども、プール、体育館についてのみということで訂正をさせていただきます。 

 

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

 

◇ 稲 葉 義 仁 君 
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○議長（村木 脩君） 次に、２番、稲葉議員の第１問、移住・定住促進についてを許します。 

  ２番、稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） それでは、本日多分最後の質問者となると思います。よろしくお願い

いたします。 

  今回は、１問の質問をさせていただきます。 

  移住・定住促進についてということでございます。 

  この春から、東伊豆町まち・ひと・しごと創生戦略の一環である移住・定住促進に向けた

具体策の現在の状況についてお伺いしたいと思います。 

  １、お試し移住体験施設の利用状況及び利用者の反応、いただいている御意見等について。 

  ２、地域おこし協力隊の活動状況及び現時点での成果や課題等について。 

  ３、移住者のサポート事業について、現在行っている状況と今後構築を検討されているよ

うな体制等がありましたら、そのあたりについてお聞かせください。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 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） 稲葉議員の第１問、移住・定住促進については、３点からの質問です

ので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目のお試し移住体験施設の利用状況及び利用者の反応、意見についてですが、

６月１日にオープンした施設は、６月23日を皮切りに、４組12人の方が５日から最長２週間

宿泊し、町内各所を自分の目で見て、住民と触れ合い、移住について真剣に検討し、この町

に好感触を抱いて帰られております。 

  利用者層については、中高年の方を想定していましたが、30歳から40歳代の利用も多く、

驚いております。 

  今後の利用につきましても多くの問い合わせがあり、10月初旬まで予約が入っております。 

  その中で、30代の男性が具体的に移住をするための準備を始め、既に効果が現れておりま

す。利用者から施設の使い勝手について若干の希望がありますが、その都度対応して改善し

ております。 

  次に、２点目の地域おこし協力隊の活動状況及び現時点での成果、課題についてですが、
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本年度の地域おこし協力隊員は、オリーブ栽培及び市民農園支援１名、空き家対策１名が４

月から、観光振興１名が６月から活動しております。また、基本的な活動のほか、地域内の

若者交流の企画及び運営活動の情報発信並びに移住施策への支援を共通の課題としておりま

す。 

  農業部門では、隊員自身が当町にて農業者になることを目指しており、オリーブ栽培にお

いて民間企業との協働戦略にも存在感を示しつつあるとともに、海の見える農園の管理も積

極的に取り組んでおります。 

  空き家対策として活動している隊員は、消防器具置き場を改修したダイロクキッチンで写

真倶楽部の展示会など、小規模ながらイベントも複数実施しており、またさまざまな用途に

対応できるよう、飲食店の許可と食品衛生管理者の資格も取得しております。彼の活動によ

り、一歩ずつ地域の方に親しまれる場になってきていると感じております。 

  観光部門では、ソーシャルメディアを活用し、観光イベントの告知だけでなく、町の小さ

な魅力を数多く発信し、その閲覧数も増加しております。県の観光協会からも評価をいただ

いております。 

  今後の課題としては、地域外からの人材ですので、細かい制約やしがらみにとらわれず萎

縮せずに伸び伸び活動できる地域ぐるみの温かい支援体制を継続していきたいと考えており

ます。 

  次に、３点目の移住者のサポート事業について、現在の状況と今後構築を検討している体

制についてですが、移住のサポートについては事前と事後に分かれますが、現在は移住を考

えている方に対して、お試し移住や空き家の紹介などの事前サポートが中心となっておりま

す。今後移住者が増えてくるに従い、就業、起業及び生活支援など、事後のサポートも充実

するように、お試し居住施設利用者や地域おこし協力隊などからニーズを把握し、ワンスト

ップで対応できるよう、各種団体と連携し、民間活力なども導入を視野に入れて準備をして

いきたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） ２番、稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） 御答弁ありがとうございます。 

  お試し移住体験施設については、まず順調というか、いいスタートをどうも切れたようで、

非常に安心いたしました。つくった当初はどんなもんだろうなというのも多分あったかとは

思うんですけれども、それなりに反応があった。特に30代から40代の方々の利用や問い合わ
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せもあったということで、このあたりは本当にこれからこういった移住・定住の施策を進め

ていく上でも、何ていうんでしょう、後押ししてくれるというか、勇気づけてくれる大切な

材料ではないかと思っております。 

  こういった特に若い方が多いという部分については、以前ちょっと何かで私も本を読んだ

ときに、比較的やっぱり20代から40代の若い世代の地方とか農村への移住に対する希望とい

うか願望みたいなもの、関心というものが非常に高まっているというような調査もあるとい

うことで伺っておりますので、そういった部分ともリンクするのかなと思い、ちょっと驚い

たというか、そういったところがあるんだなということで実感いたしました。 

  ただ実際に移住したいと思っていても、やはりなかなか本当にそれを実行するに当たって

はどうしてもいろいろギャップがあり、仕事の部分であったりいろんな部分が障害になって

くるのではないかとも思っております。 

  そういった意味で、今後の参考までにもしわかるようなことがあれば伺いたいのですけれ

ども、今まで御利用されたお客様、利用者の中で、当町にこうやってお試し移住というか滞

在されて得られた具体的な印象というんですかね、こういうところがよかったよとか、こう

いったところがちょっと困るねといったそんな意見なんかがあれば、あわせてお聞かせいた

だければと思います。 

  また、地域おこし協力隊の活動につきましても、今御答弁いただいたとおり、三人が三様

に活発に活動いただいているようで、心強く感じております。ふだんもフェイスブックなん

かを初め、いろんなＳＮＳ等で見えてくる活動状況でも、町内だけではなく他地域の協力隊

の皆様との連携とかそういった部分を含めても、いろんなネットワークがちょっと広がって

いるなということを私としても実感をしております。 

  地域おこし協力隊の皆様も、他地域から来てこれから３年間頑張って、できればこの町で

定住してという意味で言えば、先ほどのお試し体験移住施設の利用者の先輩に当たる部分も

あるわけで、そういった意味で、これらの３名の方々につきましても、この町で数カ月暮ら

して何か気のついたこと、こういった部分が気になるというような今後の施策展開に当たり

参考になるような意見等がもし得られているのであれば、お聞かせいただければと思います。 

  あと、移住者へのサポート体制、この部分につきましてですが、現在始められたばかりで、

事前の最初のこの移住・定住、あるいは空き家対策といった部分に対するサポートというの

がメーンになっているということで伺っております。 

  今回質問に当たり、当町を含め近隣の市町なんかのこの移住・定住に関する告知の状況な
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んかをざっと比べてみたんですけれども、どこも役場なり官公庁のホームページなどで必要

な情報というのは網羅はされているんですが、多少やっぱりその構成の違いとかスタンスの

違いというのが少し見受けられるように思いました。 

  私ども東伊豆町のホームページを見た場合に、トップページに移住・定住のバナーもあり、

そういう意味では入り口はすごい見つけやすいんですけれども、このバナーをクリックした

後ぽこっと次に出てくるのが、お試し移住体験施設と空き家バンクのリンクというか文字が

ぴっぴっとあるだけで、大変シンプルな形になっておりまして、逆にいうとそっけないとい

うか、あっさりした感じを少し受けました。こういった部分に町のプロフィールですとかア

ピールしたい点、それからいろいろな補助制度等、そういった部分についてもある程度この

移住・定住のページ内というか、ここのスペースで直接お知らせすることによって、興味を

持って来られた方が、ここちょっとやる気あるなというか、いいところだなと思ってもらえ

る可能性もより高まるのではないかと考えております。 

  ホームページ全体を見ますと、今言ったような情報はもちろんどこかに入っていますし、

全部を見ていけばわかることではあるんですけれども、そういった部分を工夫することによ

って、与える印象も変わってくるので、少しその辺も御検討いただければと思います。 

  同じように、先ほどの移住体験施設の告知の部分についても、手続に必要な情報等は一通

り入っております。こういう形でやればいいんだなというのはあるんですけれども、具体的

にここに移住してきたときに、じゃ、どういうスケジュールで過ごすんだろうとか、どんな

ことをすればいいんだろうなという部分がやっぱり少しはっきりしない部分もありますので、

ある程度モデルケースのような日程表ですとか、あとこれまで利用された方の感想やそうい

った部分、ある程度ここで過ごすことで具体的なイメージが湧くようなものを少し入れると、

またよりいろんな関心を持たせることができるのではないかと思うんですが、いかがでしょ

うか。 

  以上、お願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点、お試し居住、本当に私は何というか、30歳代、40歳代の

年齢の方が多い、これは本当に私も大変びっくりしております。やっぱり基本的にはリタイ

アした人が来るのかなという中でこういう人が来て、町の文化や町の状況を勉強してもらう

こと、大変町としてもうれしく思っております。そういう中で、うちの町、お試し居住、隣

の町もやっているんですけれども、うちの町が結構利用されているようでございますもので、
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今後またさらに継続して利用できるような状況、それにもっていって、そういう中で、今ホ

ームページのことをいろいろ提案されました。これは最もでございます。やっぱりこの辺は

クリックしてやって、この東伊豆に興味を持ってもらった中で、じゃやっぱりお試し居住し

てみようかなとか、そういうことは必要だと考えておりますもので、これはちょっと検討し

て、なるべくそういう方向でいきたいと。 

  それで、また各市町でこの定住に対する冊子をつくっているんですよね。やっぱり担当の

いろんなところで頑張って、これは県のほうでつくったんですけれども、やっぱりちょっと

うちの町も定住の冊子、いかがなものかなと考えておりますもので、これはちょっと手を入

れた中でまたよりよいそういう冊子、魅力あるそういう冊子をつくっていきたい、そういう

ふうに考えております。 

  さらに、この地域おこし協力隊、今回は３名、本当にこの３名の方、今年は当たり年、当

たり年という言い方はおかしいかも、大変いい方に来ていただいたと町は思っております。

何しろ一生懸命やっております。オリーブにしても、空き家にしても、そして観光に対して

も本当に真剣にやって、今後この町で勉強してこの町で起業してくれれば自分はいいなと思

っている中で、本当に頑張っております。それは町としても担当課がフォローしております

もので、積極的にフォローした中で、この町で起業、または定住してもらうような方向でま

たやってもらいたいと考えております。 

  そういう中で、お試し居住、また地域おこし協力隊のその感想とかいろいろ気づいた点、

これは担当課のほうで聞いていると思いますもので、その辺は担当課から説明いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） お試し居住の利用者の方の感想ということなんですけれども、

まだ日が浅いものですから、しっかりと検証はなされてはおりませんけれども、皆さん１泊

１家族で1,000円ということで、かなり安い金額でお泊まりになられるので、長い期間、本

当は１カ月ずっといたいんだけれども、間にちょっと予約が入ったのでという方もいらっし

ゃるぐらい本当に気に入って使ってくださっていただいて、周りの方ともうまくいっている

ようで、特に苦情などももらっておりませんので、そこら辺はうまく機能しているかなと思

っています。 

  稲取にかかわらず、町内ぐるっと回ったり、近隣でちょっとラーメン屋なんかを起業した

いなんていう方は、下田から伊東ぐらいまで行っていらっしゃる方がいて、現実にその店を

開業するような候補地を探していらっしゃる方もいます。 
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  １名、34歳の方なんですけれども、片瀬に仮住まいを借りて、自分が起業して英会話の講

座なんかをやりたいということなものですから、その拠点を探している方が１名いらっしゃ

います。 

  我々としては、こっちに来られる方で、町なかに住みたいという方も結構いらっしゃるん

ですけれども、どうしても空き家バンクですと、山のほうの別荘地のほうが多いものですか

ら、今まで空き家バンクで成約されたのが４件ぐらいありますが、やはり町なかが多くて、

そこら辺の情報といいますか、その物件を確保して皆さんに提供することが今からの課題で

あるし、皆さんの住みたい場所の感想ではないかと思います。 

  それから、地域おこし協力隊につきましては、毎朝30分以上担当の者とコミュニケーショ

ンを図っておりまして、町の文化のことであるとか、いろんな暮らしであるとか、仕事のこ

ととか話し合いがあってバックアップをしておりますけれども、３年たった後に起業するこ

とについてどういうふうにバックアップしていくのか、そこら辺がやはり一番の課題なのか

なという気がしておりまして、我々も始めたばかりでお互いに勉強し合って、いろんなとこ

ろの情報を集めた中でバックアップしていきたいなと思っております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ２番、稲葉議員。 

（２番 稲葉義仁君登壇） 

○２番（稲葉義仁君） ありがとうございます。 

  ホームページの中の告知内容ですとか、先ほど町長がおっしゃられた冊子の部分ですとか、

案内の工夫でいろいろできる部分というのは、ある意味ちょっと手を加えれば劇的によくな

る可能性もあったりする部分ですので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。 

  あと、まだ始めてから実質７月から２カ月と少しということで、まだ利用者も４組という

ことで、それほどたくさんの方が来られているわけではないので、いろんな意見もそれほど

来ているわけではないというのは重々承知しておりますが、こういった部分から得られるち

ょっとした意見というのが、多分私どもが町に住んでいると一番気がつかないところだった

りすることもあるかと思うので、そういった部分のヒアリングというか、情報収集というの

も引き続きよろしくお願いいたします。 

  実際30代、40代の方が多いというのと、意外と町なかの物件を求める方が多いというのも

やはり実際始めたからこそわかったことではないかと思っております。そういう意味では、

仕事があるないというのはありますけれども、意外と普通に町の中に住みたいという意思を
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もってこういったところに来られる方もいるのかなというのは、私もちょっと驚いたという

か、新たな発見でございました。 

  こういった部分も空き家バンク―この移住・定住の施策というのは多分入り口があって、

どれか１つがいいだけではうまく進まないものだと思いますので、こうやって見つかった部

分、見つかった課題というのを一つ一つ潰しながら地道にやっていくんだと思いますので、

ぜひよろしくお願いいたします。 

  あと、地域おこし協力隊の先ほど出ておりました３年後の起業とか、そのあたりの心配に

ついてという部分、いろいろ難しいこともあろうかと思います。３年間が長いか短いかは別

として、３年間ございますので、今ようやく半年、ざっくり半年というところだと思います。 

  最初の１年は別として、２年目以降で何かその起業等に関して、隊員の皆さんがはっきり

した方向がもしイメージとかが出てくるようであれば、少し隊員の活動と並行してそういっ

たものを試していくというのも一つの手だてだと思います。そういった部分につきまして、

サポートという意味ではこちらの一町民としてもできることはしていきたいと思っておりま

すので、そういった部分のコミュニケーションも含め、今後ともまたよろしくお願いいたし

ます。 

  最後になりますが、重ねてになりますけれども、移住・定住というのは、この町の総合的

な政策の結果で最終的にある程度長期にわたって結果が出てくるものではあると思っており

ます。ただ、一方でわかりやすいアピールする部分、武器になる部分というのも必要なので

はと。そういう意味では、私どものお試し移住体験施設ですか、こちらでは、もしかしたら

料金の部分がある程度引っかかったのかなというようにも思っております。 

  一方で、これからこういった形で外から人を呼び込む施策と同時に、前から出ている課題

としましては、地元で育った方々がやっぱり近隣の伊東とか市町に流れていってしまうとい

う部分もあるかと思います。近場同士の競争でなかなか難しい部分もありますが、こういっ

たところで来た人には気持ちよく住んでもらって、ここにいる人は離さない、もしくは頑張

って引きつけていくというような形で、今後も政策をいろいろと進めていっていただきたい

と考えております。 

  いろいろと難しいことは多いかと思いますが、ただやらなければ進まないことですし、動

いていった結果を少しずつ反映させて工夫をしていけば、どこかで結果というのは出てくる

と思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 
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○町長（太田長八君） まず、定住するのにやっぱり一番苦労したのは、今課長が言いました

けれども、空き家バンクをやっても、ほとんど情報提供は分譲地なんですよね。やっぱり町

内にある空き家、これを登録していただくと町も大変ありがたいと考えておりますし、また、

こういうお試し居住の方もほとんど町内に居住をしたいと言われておりますもので、そうす

ると町民の皆さん、これを聞いておりましたら、どんどん町も空き家バンクをやっておりま

すもので、その空き家バンクに登録していただければ大変ありがたいと思いますし、そうす

ると１件でも空き家がどんどん減っていきますもので、町の活性化になりますもので、それ

はひとつお願いいたしたいと思います。 

  さらに、地域おこし協力隊、私は基本的には１年ごとの更新で３カ年でございますから、

１回また12月、１月ごろ地域おこし協力隊の皆さんと話をした中で、こういうところ、こう

いうところを気づいた点を言っていただいた中で、また引き続きこの町でやっていただくよ

うにお願いはするつもりでございます。何しろ今は地域おこし協力隊、一生懸命頑張ってお

りますもので、基本的には３カ年この町でいろいろ勉強した中で起業していただきたいなと

考えておりますもので、１回話し合いはまたしていきたい、そういう考えでおりますので、

御理解願いたいと思います。 

  一番は今回提案されたその町のホームページ、ここからいろいろ広くやっていくのを東伊

豆町の魅力をいかにこの町に来る方に啓蒙するか、これは大変重要と考えますもので、これ

はまたさらによりよいホームページになるようにこれは検討していきたいと思うし、またい

い案がありましたら、また稲葉議員から提案していただければ大変ありがたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で２番、稲葉議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（村木 脩君） 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します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時４７分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） 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28年東伊豆町議会第３回定例会第２日目は成立しましたので、開会します。 

  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（村木 脩君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（村木 脩君） 日程第１ 昨日に引き続き一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 山 田 直 志 君 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員より、一般質問で掲示板を使用したいとの申し出があ

りましたので、これを許可します。 

  14番、山田議員の第１問、町民の足としてのタクシーの活用についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） おはようございます。 

  通告に基づきまして、一般質問をさせていただきます。 



－92－ 

  まず、第１問、町民の足としてのタクシーの活用についてを伺います。 

  町民が今、知り合いを誘いタクシーで通院をしたり、買い物をしたりしているということ

がありますが、こうした町民のタクシー利用について町のほうでは知っていますでしょうか。 

  ２点目、タクシーの活用を位置づけて、タクシー券の助成やコミュニティタクシーを導入

されるというようなお考えはありませんでしょうか、伺います。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） おはようございます。 

  山田議員の第１問、町民の足としてのタクシーの活用については２点からの質問になって

おりますが、１点目、町民が知り合いを誘い、タクシーで通院したり買い物をしたりしてい

るが、こうした町民のタクシー利用を知っていますか及び２点目、タクシーの活用を位置づ

け、タクシー券助成やコミュニティタクシーを導入される考えについては関連がありますの

で、一括してお答えいたします。 

  タクシーは目的地までドア・ツー・ドアで移動できる便利な交通手段ですので、町民の方

がそのような利用をされていることは想定しておりますが、これまで行政の助成の要請など

はなかったかと思いますので、どのようなことに困っているのかまでは議論されておりませ

ん。 

  他の交通手段もあるため、どこまで町が対応すべきか検討していきたいと考えております。 

  現在実施しているタクシー利用の助成事業としては、身体障害者２級以上の方に助成し活

用いただいておりますが、高齢者や困窮者への助成制度を想定しておりません。 

  通院につきましては、各医院が町内の広範囲をカバーして送迎を行っていますので、不便

は少ないと考えております。また、ある医療機関のバスは任意の場所で乗おりさせてもらえ

る場合もあると伺っておりますので、買い物の利用が可能な場合もあります。 

  ただ、これらの送迎バスや自主運行バスのルートから離れている家の方は、買い物など普

段の移動手段に困っている場合もあると思われますし、自家用車を運転しなくなった高齢者

の方も増えてきていることは確かですので、最適な支援の検討も必要かと考えます。 

  次に、コミュニティタクシーの導入についてですが、コミュニティタクシーは自治体や自

治会、また町内会単位での導入も増えている便利な交通手段ですが、一般的には予約制のた

め、利用の進まない実態もあると聞いておりますし、地区が分散している当町においては、
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車両も複数台必要なため費用対効果について慎重な議論が必要と考えております。 

  町では、町内の交通対策につきましては地域公共交通会議という組織を設け、現状把握と

対策を検討し、町の状況に応じた最適な公共交通について協議しております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、まず、僕もね、タクシーで通院をしたりとか、買い物をした

りという方の話というのを今年に入って特に何件も聞くようになりました。当然、町長が言

われたように、それまで車があったとか御夫婦が健在で何とか対応できたとか、中には電車

で河津や伊豆高原へ行って買い物をしてきていたとか、自主運行バスを使って、例えば大川

の方がマックスバリューまで買い物に来るとか、いろんな形でやっていた方々がそれができ

なくなってきたということがあるんです。 

  この病院の問題は、例えば入谷とかいろいろ病院の送迎バスが来ないところなんかでは必

要になってきて、タクシーで乗り合わせて病院へ行くんだというケース、それで買い物の問

題でいいますと、町長、この役場から見える範囲の方々から何人からかも聞くんですよ。例

えば静銀の坂を上って三島信用のところへ行くまでに２回、３回休憩しなきゃいけないんだ

よと、そういう方々が今、増えて、だから誘い合ってタクシーを利用しなきゃならない。 

  そうやって物事を考えてみると、単に言えば高齢者が増えてこれは大変だという問題だけ

ではないんですよね。ちょっと昨年１年振り返ってみると、私の知り合いでも２人ぐらい都

会に住んでいる子供たちのところへ転出をされて行きました。御夫婦で健在であると、こう

いう通院や買い物という基本的なことも何とかなったんだけれども、年齢を重ね、そういう

ことが困難になってくると、結果として待ち受けている問題は、やっぱりここから離れられ

る条件を持った人は、結局、子供たちのところに出て行ってしまうという今、事態だと思う

んです。 

  自主運行バスを使って買い物に来たという人もいるんですけれども、自主運行バスも都会

で今、走っているような低床タイプと言われているような１段、２段ぐらいで乗れるバスで

すと、大体地上から40センチぐらい、２段ぐらい。しかし、今、町で使っている自主運行バ

スというのは、大体フロアまでが60センチぐらい、３段ぐらいあるんですよ。幾つかの病院

とか介護事業所の送迎車なんか見ていますと、大体いわゆるワンボックスの大きいハイエー

スとか、ああいう大きいやつ使っているではないですか。そうすると、病院の利用の方々な

んかは、さらに木の台なんかを用意して送迎の乗りおりを補助しているんですよね。 
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  そういう状況までやっぱり町民の方々の状況は来ていて、タクシーということで今、取り

上げているんだけれども、高齢化というものの進展によって町民がやっぱりこの町で生活し

づらくなっているという側面、ここがやっぱり一番大きな問題で、本当にこの周りの方々で

さえ、マックスバリューに買い物に行きたいけれども行けないよとかというような事態がや

っぱり生まれていること、それが結果としてどんどん町外へ転出をする事態になっていると

いうこと、ここにやっぱり非常に深刻な問題があるんだと思うんです。 

  ここに町長、資料を掲示させていただきましたけれども、これは私、コミュニティタクシ

ーということでいろいろ調べていたんですけれども、国土交通省の統計ではコミュニティタ

クシーというような形の統計がなくて、道路運送法やいろんな形で統計をとる上では、乗り

合いタクシーというふうな形で統計はとられているようですけれども、現在、実施されてい

るところが541市町村あります。だから、うちの町だけの問題ではなくて、非常に全国的な

問題としてもそういう問題があるということです。 

  隣にありますのは、町長、これは人口問題研究所のいわゆるデータですけれども、うちの

町自身もさっき言ったように、もう本当に80前後の方々が特に急速にそういう要望というか

ニーズを抱えていらっしゃるという状況と、既に今、高齢化率が40％を超えてきた、特に75

歳を超える後期高齢者というものがこれからも増大をしていくよというこの状況を勘案しま

すと、この問題、やっぱり今後非常に重要な問題として避けて通れないものがあるんではな

いのかなと。 

  そういう意味から考えてもらいたいし、町の事業でも町民の皆さんには健康で元気でいて

いただきたいとか、やっぱり孤立化しないで認知症予防のそういうことを言っているんだけ

れども、結局、いろんな事業をやっても足がなかったら事業に参加できないとか、こういう

やっぱり足の移動手段の問題というのが、まさに生きるために必要な問題として今後も出て

くるんではないかということと、もう一つ言わせていただくと、例えば京王マンションなん

かでは昨年、新聞記事にも出ましたけれども、管理組合がバスを買って、やっぱり移動手段

を確保しようとか、三井大林の別荘でも、ワンボックスを持った人がボランティアでやっぱ

り駅までの送迎や買い物をやるとかということも、自分たちでもうせっぱ詰まってきた方々

はそういう動きもしているわけですよ。 

  だから、この問題は放置すると、片方で移住、定住者を迎え入れようということの取り組

みは昨日もいろいろ言っているんだけれども、ある面でいうと、こうした人口流出のいわば

水漏れをとめなかったら、町民も移住してきた方々も安心して暮らせないという、こういう
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問題が今あるのではないかなという私は認識を持っております。 

  そこで、町長は言われなかったけれども、やっぱり財源という問題が恐らくその次に出て

くるわけなんですよ。この間、自主運行バスの運行状況をずっと見ていたんですけれども、

考えることは、今６往復半走っているんですけれども、この６往復半を子供たちの通学を中

心に、朝昼晩なりの３往復半ぐらいにすることで収益の改善と、そこで300万円なり400万円

という生まれる一般財源を、さっき町長が言われたように、こういうタクシー事業をやって

も確かに１台ではだめですね、稲取とか城東地域で１台とか、こういうことにやっぱり振り

分けて、財源も負担も増やさないで行政サービスの改善を図るということが必要ではないか

と。こういういろんなものを今の町民の暮らしている状況に合わせてやっぱり見直していく

という作業が私は今、必要ではないかと思うですが、いかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員、本当にいいことを問題提起していただきました。本当にま

さかこの付近の方がそういう乗り合いして買い物に行く、これ今、初めて聞きましたし、私

がちょっと聞いたのは、いろいろゲートボールでタクシーに乗り合わせていく、それは聞い

ておりましたけれども、こういうことをちょっと聞きましたもので、これは早速対応してい

きたいと。 

  そういう中で、やっぱりまずバスの問題、低床バス、これはもう東海バスさんに言ってい

きます。今、こういう状況の中でやっぱり低床バスを使うのがあれじゃないか、これは東海

バスさんのほうにはちょっと言っていって、そのような方法というか言っておきたいし、ま

たワンボックスに対するこの段、これは基本的に本当にワンボックスも使っていると、基本

的には安全とまたサービスというものがあると思うんですよ。うちのほうはある程度、農林、

観光のほうはやっていますけれども、やっぱり高齢者のみならず一般の方にもそうです。サ

ービスという意味でね。その辺もあると思いますので、低床バスに関しては、これは先ほど

言ったように。 

  そして、壇上で言いましたように、今、町は年１回、地域の公共安全会をやっています。

やっぱりこの町に対して、どのような方法が一番いいかというのをまず検討しております。

そういう中で、自分自身も東海バスさん、果たして６往復あるのかというのは疑問に思って

いますし、それとまた、町内くまなく回ってもらうようなこともやっています。そこで検討

した中で、当然、私は東海バスさんには申し上げます。その辺は自分の頭の中にあります。

やっぱり縮小した中で、それが果たして定期バス、今言われたタクシー、これを想定してお
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りませんで、そういう方向の中でも、これまた地域の交通安全、その会議には提案していき

たい。何しろ言ったように町民の足、これが定住・移住をやっても流出人口が多くなると、

これはまた大変でございますもんで、その辺を加味した中で今後また検討していきたい。こ

れはもう前向きに検討したい、そういう考えでございますもんで御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 本当に、ただやっぱり町長が言われたように自主運行バス、どうし

てもやっぱり県の補助の関係もあった今までの路線から余り大きく細かくは回れない、また、

そういうそれは車両の問題もやっぱりあるわけなので、だからやっぱり僕はこの間、こう見

ていた感じでは、熱川小学校、中学校への通学だとか、また稲取高校への通学、また下校

等々の中に特化して考えるとやっぱり一番いいのではないかと。 

  先日の記事でしたけれども、焼津市がいわゆるコミュニティバスというか、乗り合いタク

シーという形のものを導入するという中で１台について90万円の補助を出すという、この形

が100％いいかどうか、運営形態については、もっと国土交通省でも細かい検討がされてい

るというふうには聞いていますけれども、そういう金額でやっぱり町長が言われたように、

ドア・ツー・ドアのメリットを生かして一定の負担もしていただきながら利便性を改善して

いくということが、やっぱりできる部分としてはタクシーというものの活用は非常に必要だ

ろうと思いますし、そこにおいての補助をして、料金設定をして、当然、できれば地元のタ

クシー業者さんがそれに対応していただくということについていえば、当然、町長が言われ

た公共交通会議自身がそういうものを検討して決定していただければ、いわゆる通常のタク

シー料金の設定を安くした設定をしたもので運行ができるというのが法律上の交通公共会議

のやっぱり権限、権能があるわけですから、そういうものをやっぱり十分検討していただく

と。 

  そうしていかないと、これから本当に後期高齢者が増えていく中で生活が維持できない、

また、元気で暮らしていただきたいという福祉やいろんな事業に対しても、なかなかマイク

ロやなんかで送迎していますけれども、参加も非常に厳しくなってきて、総合計画に掲げる

ような笑顔あふれるまちづくりというのは、高齢者からすればとても笑顔なんていうものは

程遠いという状況になってしまうのではないかなと。 

  こういう点でいろいろな検討はあれだし、町長が言われたように、病院のいわゆる送迎バ
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スなんかでも工夫したり努力されているところもあるんで、こういう部分も当然、そういう

連携の中には一つの手段としてはあり得るんだろうと思いますけれども、エリアを分けてや

っぱりある程度ニーズに対応していくという点では、やっぱりタクシーということが必要だ

と、重要なポイントになると思いますし、現状、決算でも自主運行バス事業について1,200

万円、半分が県の補助でということで、町が600万円というやっぱり支出をしておりますけ

れども、さっき言ったように６往復半を半分ぐらいにしますと、大体この半分というのは、

ほとんどが通学帯の時間を中心にすると収益の改善、今まででいうのでは赤字負担というも

のが減少することもありますので、単純に600万が半分の300万が残るというよりは、場合に

よってはもっと一般財源としては財源の確保というものが可能になる要素も私はあるのでは

ないかなと。そうすると、こういうものの改善をやっぱり新しい事業に振り向けていくとい

うことで、いろんな形で対応ができる。 

  町長が言われたように、うまくいっているところ、うまくいっていないところ、いろいろ

あるので、例えば伊東なんかでもなかなかうまくいっていないんですよ。なかなかこれは市

役所のほうで、職員がバスがなくなるからタクシーでいいだろうというふうに、職員が考え

て職員が提案した企画であっても、結局、住民が利用するという状況がないんですよね。や

っぱり根本には、みんなが利用するために必要な制度を町もやるから、町民のみなさんもや

っぱり利用してくださいと、一緒にこれは維持しましょうと、また、利用がなければ維持で

きませんよというお互いの共通認識がやっぱり必要なんだろうと。 

  だから、市役所なりが一方的に決めてもなかなかうまくいかないというのが、やっぱり実

態としてはあるのではないかというふうに考えておりますので、この辺も含めて、ぜひ町の

ほうでも真剣なちょっと対応を御検討いただきたい。ぜひ流出をストップして、住んでもよ

し、移住してもよしというふうにしていただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 先ほど言った地域公共交通会議、これでもう今の自主運行バスのあり

方がいいかということは、もう再三言って検討しております。そういう中で、ある民間業者

が、壇上で言ったように、これを実証実験として、病院だけではなく買い物とかそういうの

も乗ってもいいですとやってくれておりますし、そういう中でやっぱり公共交通安全会議、

国交省、いろんな方、タクシー会社、いろんな方が入っておりますもんで、その辺でこの東

伊豆町にとって一番いい方法を今模索しておりますもんで、その辺はまた理解願いたい。 

  また、そういう中で今、山田議員が言ったように町民を巻き込んだ中で、幾ら町がやって
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も町民が必要ないということでは困りますもんで、それは原則には公共交通会議、これで大

体決定いたしますが、その後は十分町民に対する啓蒙、啓発、これはやっていきたい。やっ

ぱりこの東伊豆町に一番いい交通機関を検討していく。私も東海バスに関しては本当にいい

ところだけを、要するに稲取高校生のバス、あれはもうかるから本当は入っていないんです

よ。それをもうからないところの路線ね、これ本当に必要かどうか。確かに私は、やっぱり

通学に対してこれは必要だと思いますので、それ以外のところは本当に必要かどうか私も疑

問に思っていますもんで、それは十分検討した中で、この町で一番最善の交通機関、そのよ

うな方向で検討していきたい。よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員の第２問、災害時の事業継続計画作成の推進について

を許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 第２点、災害時の事業継続計画作成の推進についてを質問いたしま

す。 

  まず、１点目に新防災計画策定の進行状況はどうなっているのかということを伺っておき

たいと思いますし、２点目に、町としての事業継続計画の作成はどうなっているか。３点目

に、事業継続計画を作成した事業者などを把握しているかどうか。４点目に、事業継続計画

作成を推進するという考えについて伺っておきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 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、災害時の事業継続計画作成の推進については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。 

  まず、１点目の新防災計画策定の進行状況はどうなっているかについてですが、町の地域

防災計画の見直し、策定につきましては、県の地域防災計画に準拠して見直しております。 

  ６月の県の防災会議において、県の地域防災計画の見直しが行われており、今後、県より

修正箇所等の資料が提示されますので、資料に基づき町の計画も見直すこととしております。 

  次に、２点目の町の事業継続計画作成はどうなっているかについてですが、町では、事業

継続計画（ＢＣＰ）の策定に必要な災害時に優先して行わなければならない事務事業につい

て、現在、各課に対し基礎資料の作成を指示しているところであり、早期計画策定に向け取

り組んでおります。 
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  次に、３点目の事業継続計画を作成した事業者などを把握していますかについてですが、

事業継続計画の策定について、町内の事業者から町への報告義務がないため、詳細は把握し

ておりません。 

  次に、４点目の事業継続計画作成を推進に対する考えはについてですが、事業継続計画に

つきましては、商工会を中心にこれまで研修会の開催や啓蒙を図ってきているところであり

ます。 

  発災後の事業の早期再開は、観光産業にとどまらず、町内全ての産業において大変重要で

ありますので、引き続き商工会を通じ、町内の事業者に対し、事業継続計画の必要性や策定

について働きかけを行ってまいりたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、事業継続計画というと非常に言葉が固くて、ただ、やっぱり

それぞれの商売、なりわいがやっぱり継続していかなければならないと。被災、自然災害を

避けることができなくても、災害を受けた後、いち早く復興するためには、やっぱりこの事

業継続計画というような形で、自分たちが受けるであろう被害またはリスクを想定してそれ

に備える、またその状況が起きたときに、その次何が必要であるのか、そのことをやっぱり

準備する、こういうやっぱりプランをしっかり持っていくということが大事だというふうに

言われているわけですよね。 

  大変、１週間、もう10日ぐらいになりますか、岩手や北海道で台風による大きな被害があ

りまして、もうこの１週間を過ぎてからの被災者の皆さんの声というのは、やっぱり１日も

早く元の生活に戻りたい、こういうことがやっぱり声として聞かれてくる。まさに、そこの

ところを確かなものにしていくのが事業継続計画というものだろうと思うんです。 

  ここに町長、張ってある資料でいいますと、これは静岡県が作成をした資料ですけれども、

この１万7,971というのは、東日本大震災関連の倒産企業の従業員数、だから被害だけでは

なくて、結果として職を失った人がそういう形でいますよというような数値でありまして、

結局、命が助かっても働く場を失ってしまえば、その町に住み続けることができなくなると

いう、こういうやっぱり深刻な問題がそこに一つまた横たわっているんではないかなとやっ

ぱり思うんです。 

  町の継続計画でというと、総務省の統計では平成25年度13％ですから、東伊豆町も今やっ

ている最中だということでいえば、これは当然そういう状況だというふうに思うんですけれ
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ども、ただ、一番、私、心配になるのは、総務省のガイドライン等々の中にも書いてあるん

だけれども、やっぱり今の行政というのは、仕事を何が必要かという問題とともに、一番や

っぱり大きいのは、それを回っていくために必要なのが電気ですよね。非常用電源がちゃん

と確保できるのかどうか。 

  そして、もう一つが、ちょっと意外だったんですけれども、総務省の市町村の事業継続の

ガイドラインの中で意外と言っては申しわけないんだけれども、役場の職員の食糧確保とい

うことが実はどこでもやっぱり欠落をしていると。それはそうですよね。災害が起きたとき

に、役場の職員というのはある面、不眠不休で頑張らなきゃならないんだけれども、避難所

の方々に提供するということを優先する余りに、頑張っている人たちのところに食糧がない

ということがやっぱり逆に大きな障害になってくるということもありました。 

  これは、やっぱり必要なことなんですよね。頑張ってもらわなければいけないんで。また、

その役場の職員だからできる、また、役場の職員でしかできない仕事があるからこそ、避難

所のということだけではなくて、やっぱり職員の食糧を確保するということもはっきりとこ

れはうたって確保していかないといけないというのを、問題だと思うんです。 

  こういうこともぜひ、今後トータルの中でやっていくためには、当然、自動車も確保しな

きゃ、何も確保しなきゃいけないけれども、こういう電源や食糧というのも灯台もと暗しだ

ったなと、我々つい避難所の食糧のことを言っちゃうけれども、しかし、不眠不休で働く職

員がある面何も用意されていなかったということではいけないということも、しっかりぜひ

今後つくる計画の中には位置づけていただきたいと思っています。 

  事業継続計画については、当然、町長が言われたように、町へ届け出義務もありません。

私、聞くところによると、大体金融機関、これは当然、お金が必要になるということで、そ

のニーズに応えるために金融機関というのは、割とこういう計画をしっかりとつくっている

というふうには聞いていますが、それ以外の事業所というのは本当に持っているのかなと。

やっぱりそこのところは、例えば観光でも、ただ宣伝だけすればいいのかというと、じゃそ

のときにストックしてあった食糧をどう使うんだとかいろんな問題も出てきますよね。復興

に来る従業員に貸すのかとか、いろんなボランティアを出すのか、いろんな問題もそれぞれ

やっぱり経営の立場から御検討される必要があるんではないかと思います。 

  やっぱりこれは、基本は民間事業ですから、当然、観光、商業、農漁業においても、全て

やっぱりつくっていただくということが必要なものだと思っているんですよ。本当に商工会

任せでいいのかということで考えていただきたいのは、私は、やっぱりぜひ産業団体連絡会
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なんかでもしっかりと勉強もして、認識を新たにしていく必要があると思う。 

  この間、ちょっと確認したんですけれども、町長、大体４次被害想定もそうですし、一番

例えば産業的なリスクということでいうと、当然、津波や地震による揺れがある。だけど、

産業的にいうと一番やっぱりある面で大きいのは、僕、電気だと思うんですよ。農家におい

て、今、施設栽培が中心となっている。もし冬場の時期に電気が１日とまったらどうなるか

と聞いたら、センター長に聞いたんですけれども、一晩電気がとまってイチゴやカーネーシ

ョンの苗が凍ってしまったら、もうそれはその年はゼロですよね。そういうリスクが今の施

設園芸にはやっぱりあるわけですよ。 

  漁業についても、やっぱり当然、港が必要だ、当然、油も必要だと。じゃ今の油のタンク

は、地震の関係でいうと防護壁をつくったんだけれども、津波に対して大丈夫なのというよ

うな問題もあるし、特に、あと問題は製氷ですよね。氷がやっぱり供給できなかったら、漁

に行っても漁にならないわけですよ。 

  こういうような問題を各産業、いろいろやって積み上げていくことが必要になってくるん

ではないのかなと。そうしないと、万が一、被災を受けた場合に、復興するために農家や漁

業者を支援するために何が必要かという問題が当然、その中で集約されて出てくるんじゃな

いかと。 

  電気屋さんに聞いたんですけれども、町長のところもそうで、うちもそうですけれども、

ハウスのボイラーなんていうのは200ボルトを使っているわけですよ。通常の発電機という

のは大体10万円前後で買えるんですけれども、200ボルトになると50万から60万ぐらいする

んですよね、発電機自身が。それをやっていくのか。電気屋さんが言うと、逆に10万円の発

電機を買って、よくホームセンターのコマーシャル、チラシにもありますけれども、業務用

の大型のストーブを買って、それに送風用のダクトをつけるとか、こんな形でいくと20万は

かかりませんよと言うんだけれども、これで凍結を防止できるのかどうかというような問題

だってあるわけですよ。 

  直接被災がされた場合は、場合によっては借金の返済の猶予というようなこともあります

けれども、遠くから電気が来ている我が町にとっては、途中でこういう状況が起こったとき

には、当然、借金の猶予というようなことは起きません。だから、農家にとってみても、こ

の電気が１日とまるだけで大変なやっぱり損失が発生をするし、直接的な被災もあれば、本

当に立ち上がれないような状況というものが生まれてくるわけなんですよ。 

  ですから、やっぱりさっき言ったように本当に産業団体でそれぞれの事業者が、いや、来
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たらもうしようがねえんだというんではなくて、本当にその災害に対して何ができるのか、

何はできないのか、どこで町の支援なりを受ける必要があるのかということを真剣に考えて

いただかないと、結果として働く場を失い、町がまた衰退をするというような方向性がやっ

ぱり出てきてしまうんではないかと。 

  岩手なんかではやっぱり漁港を直したけれども、いろんな関連企業が復興できないまま漁

師がいまだに復興工事の作業員をしているとか、もうどうしようもないからといって、やっ

ぱり仙台のほうへ出て行ったりというような実態がいっぱい起こっているわけですよね。や

っぱりそういう事態を避けるためにも、それぞれの事業所においてやっぱりつくっていただ

くという努力をして、その中で必要なものを町が当然、防災計画等々でフィードバックをし

て、油であったりいろんなものを確保するというような、こうやっていく必要が今あるので

はないかと思いますが、いかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この質問、本当に用意してもという言い方はおかしい、一般の人はほ

とんどに知らないと思うんですよね、こういう計画があるということを。そして、この計画

がいかに重要かということは、今言ったことでもうほとんど理解できると思うんですよ。そ

の中で、大変ありがたかったなと自分自身は思っております。 

  その中で役場の関係、やっぱりこれは3.11の東日本大震災、やっぱり役場がしっかりしな

ければ復興はおくれるということを言われておりますもので、それは十分理解した中でやっ

ていきたいし、また非常用電源、今、地下タンクが、厳密に言えば地下タンクで、それを上

に持ってきたらどうかなと、分散して、そういうことも管理職会議でも話しましたし、職員

の食糧確保、これは本当に自分は頭に入っていなかったもので、これは大変いいことを言わ

れました。聞いたことは感じております。 

  次に、民間のこと、事業継続計画、これはやっぱり産団連の中でやるのが今の話を聞くと

一番いいのかなと自分自身は考えておりますし、やっぱり電気の問題、3.11とかこれは本当

に計画停電でございましたけれども、ちょっととまっただけでも大変もう大混乱いたしまし

たもんで、その辺のことも考慮しながら、一応そういう経験がありますもんで、そういうと

きはどのようにしたらいいかということを、これは産団連でちょっと検討させていただきた

いと思います。 

  また、商工会においては、もっと積極的にこの事業計画の必要性ということを訴えるよう

に、これまた商工会のほうにも強く働きかけていきたいと思います。 
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  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 先日の時事公論かな、ＮＨＫの解説委員の話の中では、防災という

ことについてもやっぱりこの事業継続計画みたいなもの、いわゆる事前防災なんだと、今、

そういう事前防災という言葉を使って表現しておりましたけれども、あらかじめ予想して、

その後のことをやっていく。 

  防災ということでいうと、いわば起こるであろう自然災害を防ぐということ、ないしそこ

で起きるものに対処するということなんだけれども、しかし、生活、命を当然守るというこ

とが一番大事なんだけれども、同時にそこでのなりわい、仕事をやっぱり確保して生活を維

持するための計画というのは、こういうやっぱり言葉でいうと事業継続計画と難しい言葉な

んだけれども、やっぱり自分たちのなりわいを守っていくためには事前の準備が必要で、で

きることでさっき言ったようにハウスでも、じゃ発電機を買うことでその被害を防げるとい

うことであれば、それはそれで１つ問題点を解決していくことにもなるわけなんで、そうい

う計画を事前防災というのか、言葉が適切かどうかわかりません。しかし、そのことを通じ

て、避けられない自然災害に対してもやっぱり被害を避けて、いわゆる減災をしていくとい

うことが確実に実行できるんだというふうにまた思うもんですから、ぜひ観光だけがやっぱ

り被害を受けてもお客さんが来なくなったらもうお手上げだということだけではなくて、し

っかりと雇用も守り、どうやっぱりその次、立ち上がっていくのかということについては、

それぞれやっぱりなかなか簡単な解決課題ではないと思いますけれども、やっぱりシミュレ

ーションをして、そのために何ができるかということについては考えていく必要がある課題

だと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員の第３問、ごみの減量についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 第３問、ごみの減量について伺います。 

  町長、今年度からいよいよエコセンターも改修工事に入っていくということになりまして、

それ自身については、町長と私と意見の違うところも若干あるかというふうに思っておりま

す。しかし、今後の町ということを考えたときに、このごみの減量という問題が私は避けら

れない問題としてあるだろうということで質問させていただきます。 
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  １点目に、昨年のごみ排出の総量と町民１人当たりのごみの量、また、特に平成15年、今

のエコセンターを立ち上げた当時との比較において、どういう実態になっているのかという

のがまず１点、お伺いしておきたいと思います。 

  ２点目に、現在ごみの減量化の目標と計画というものがあるかどうかについて伺いたいと

思います。 

○議長（村木 脩君） 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、ごみの減量については２点からの質問ですので、

順次お答えいたします。 

  １点目の昨年のごみの排出量の総量と町民１人当たりの量は、平成15年との比較において

どうかについてですが、平成27年度の実態調査が未実施のため、平成26年度実態調査の数値

でお答えさせていただきます。 

  当町のごみの総排出量は7,574トンであり、町民１人当たりのごみ排出量は570.13キログ

ラム、町民１人１日当たりにしますと1,562グラムの排出量となっております。 

  また、平成15年度と比較いたしますと、ごみの総排出量は2,691トン、26.2％の減、町民

１人当たりのごみ排出量も97.09グラム、14.6％の減、町民１人１日当たりにしますと266グ

ラムの減少となっております。 

  ２点目の現在ごみ減量化の目標と計画はありますかについてですが、ごみ減量化の目標に

つきましては、マイバッグやマイ箸の利用によるライフスタイルの見直し及び家庭用電動生

ごみ処理機購入費補助等により、平成35年度に１人１日当たりの生活系のごみ排出量を、平

成24年度実績に対し15％の削減目標とした東伊豆町一般廃棄物処理基本計画を平成26年３月

に策定しております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、ごみの減量については、エコセンターの改修をする段階でも

そうでしたけれども、非常にまだ１日の排出量というのは高いということがあれで、県のこ

の計算を見ると、場合によっては、事業ごみなんかの問題も含めてある部分もあるので、な

かなか難しい問題があるんですけれども、下のほうに資料を掲示させていただきましたけれ

ども、我が町の、これ25年ですから、１人当たり1.64キロという数字になっているんですけ
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れども、資源化率、リサイクル率というのは、資源化率が10.29％、リサイクル率10.82％と

いうふうに数字が出ていますけれども、熱海や伊東、また、町ということでいくと川根本町

や森町などと比べても非常にこのリサイクル率が低いという点でいうと、15％の目標という

ことのこれはそれでいいんだけれども、もっとやっぱりそこについては取り組まなければい

けないという実態があるのではないかというふうに私は思うんですよ、この実態としてね。 

  賀茂郡のほかと比べたら、それは一、二％いいか悪いかというレベルなんだけれども、た

だ、実際ごみとしての量が非常にほかの賀茂郡の町よりも多いだけに、もっとやっぱり意欲

的な目標設定も必要だし、取り組みが必要ではないかと考えるわけです。 

  もう一つは、町長、あるようにごみ焼却施設についていえば、平成14年度に現在のエコセ

ンターを建設しました。これが39億2,628万ですか、約40億に近かった仕事をして、今15年

たとうとする前に今度の事業が33億と、こういう事業で、組合議員やなんかのいろんな話等

をすると、一組ではその後、場合によっては平成45年、あるかどうかわかりませんけれども、

全面改修ということになって、今回は炉の改修だけなりで33億、約34億、これがいろんな入

れるともっと35億ぐらいいくんだけれども、こういうお金が必要になるわけですよ。 

  必要な施設だから簡単に削れないという部分はあるんだけれども、やっぱりでも減量をし

て、その施設規模を小さくしたり維持経費を小さくする努力をしていかないと、10年、15年

でもうすぐ次の計画の立案が来てしまうわけではないですか。ここがやっぱり非常に悩まし

い部分だと思うんですよ。ほかのいわゆるごみの排出量も県の平均が大体0.91キロ、うちの

町の場合はいうと、さっきの1.5で計算しても大体1.5倍なわけですよ。 

  このごみ処理自身に大変なお金がかかる、なおかつ15年サイクルで建物から焼却炉、全部

をかえて、15年たったら炉を全部やり直して、またいわゆる最初から考えれば、30年たった

ら炉も建物も全部やりかえる、それに将来的な問題でいけば50億、60億もかかるかもしれな

い。だけど、町長は、あそこにもあるように人口はどんどん減っていくわけですよ。これで

は財政負担がたまらないではないかと。 

  町の総合計画でも、ごみの減量ということは言っているし、今、町長が言われたような生

ごみの処理機の問題だとかいろいろやっていますよとは言っているんだけれども、さらにこ

ういう特集も配っていますよと、行政的には一応やっていますよということなんだけれども、

問題は、そうしたことによって町民にそれがどれだけ定着をしているのかということだと思

うんですよ。 

  平成15年にエコセンターを建設する前であれば、いわゆるごみのシンポジウムやったり講
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演会をやったり、各団体、各地域を回って、このことがなぜ必要なのか、財政的な負担等も

含めてたくさんやっぱり勉強会を開いて、町民の皆さんに協力してもらうために、これとこ

れをやってくださいということがあったんだけれども、今回は残念ながらそういうことはな

かった。 

  しかし、それでもいいんですよ。今、スタートを切った。でも、もう後10年、15年先にま

た次の50億、60億という計画が場合によっては避けられないままあるわけですよ。ぶら下が

っているんですよ。それをぜひやっぱり経費のかからないような、町民へもまた町の行財政

への負担を小さくするためには、今から10年のスパンでごみをうんと減量するということを

具体的にやっていかないといけないと思うんですよ。 

  それで、町長が言われたように、計画はある、目標も設定してあると言うんだけれども、

どうも僕らとしていつも感じるのは、そういう意味では町民の皆さん、また事業者の皆さん

とこの目標をやり切るんだという熱意が感じられないんですよ、行政からの。町も本当にこ

の問題、真剣に考えているのか。例えばこの間の行財政の負担だって、あのエコセンターに

ついてだって、大体平均していれば元利償還で１億3,000万ぐらいずつ負担してきたわけで

すよ。大半借金でつくっているんだから。 

  今度のやつだって、概略をざぼっと計算すると、焼却センターの部分、焼却炉の部分だけ

で9,600万、約１億弱かかるわけですね。今回、プラスし尿処理もプラントもあるから、ま

たこれで足していくと１億3,000万ぐらいになると。１億3,000万で今までの負担より負担は

増えないけれども、人口も減り、財政も苦しくなる中でこれだけの負担を今しているわけで

すよ。だから、この次に50億、60億のものを建設するなんていうのは、私から考えたらとて

もできないのではないかと思うんですよ。 

  そこのところを避けるためには、何よりもごみの量も少なく、人口も少なくなった中でい

つまでもミニ広域という形でとどまるのか、また別の手があるのかわかりません。しかし、

町の負担というものは、最終的にはごみの排出量で決まってくるんだから、この排出量を少

なくするという取り組みを本当に熱意を持ってやらないと、新しい財源は町が幾ら熱心に取

り組んでもなかなか生まれてこないんですよ。 

  だけど、この取り組みは、役場も含めて町民の皆さんと一生懸命やることで避けられる、

税金の負担というものを小さくすることはできるんですよ、将来にわたって。ここの部分を

ね、別に50億、60億、新しいこと、もう既定路線だとは考えていません。しかし、ごみの量

を少なくすると、排出量をうんと少なくすると、だからこのことに取り組まない限りは、町
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自身が、また町民の負担は非常に大変ではないかというふうに考えますけれども、いかがで

すか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に今、エコセンターで改修やっている中で、やっぱり一番自分が

ちょっといかがなのは、当時建設したときに、例えば平成29年までに施設をつくってくださ

い、そういう中でつくったんですよね。それで、国のほうの関係でこんなものができなくな

ったもんで、また各自治体が継続してやるようなことになった。その辺は御理解願いたいと

思いますし、さらに今回、地域住民に説明会をしなかった、あくまでも全面建設や改修では

なくて、ある一部、炉の改修ですからね、これはそこまでやる必要はないのではないかと自

分は考えたもんで、地域住民への説明会はしませんでした。 

  しかし、これが全面建設、取り壊して建設する、これならば、私は地域住民説明会、当然

開かなければならないと考えておりますけれども、今回は炉の改修という中で説明会をしな

かったことだけはちょっと皆さん方に理解していただきたいと思います。 

  それで、やっぱり何だかんだ言っても、本当はこの先どうなるかわかりません。もうこの

先は多分、河津との２町だけではできないと思う。広域でやっぱり賀茂郡全体とか、そうい

う広域でなければとてもじゃないけれども大変になってきますので、自分はそういう方向で

いくのかなとは自分の中では考えている。 

  それから、やっぱり今、山田議員が言った、その建設に関してはごみの排出量によって大

体負担金が決まってきますもんで、そのところのごみの減量化、これは十分町民とともにや

っていきたいと思いますし、そのごみの減量、これは大変重要でございますもんで、これは

今後、引き続きやっていきたい。 

  そういう中で行政の熱意が感じられないと言われれば、一応、分別やいろんなことをやっ

ています。この冊子なんかも、本当にこれは立派な冊子だと考えておりますし、その辺はま

た地域住民の方に徹底していただいた中でこのごみの減量化、これはまた進めていきたいと

思います。 

  確かに負担金、今回の改修に関しても相当お金がかかりますもんで、その辺はごみの今回

はいたし方ない、次に対する改修建設のときの町の負担金、これをできるだけ少なくするよ

うな方向でごみの減量化を皆さん方と一緒に進めていきたい、そう考えておりますので。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 
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（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長とそこは違うところで、だって改修だからと言うけれども、炉

の改修だと言うけれども、今34億かかるわけですよ。例えば自動車でいえば、タイヤの交換

だとかオイル交換というレベルではなくて、エンジン全部交換しましょうというような話な

わけではないですか。そうしたら、どう考えたって車を買うのと変わらないじゃんという話

で、これは家族でと相談するわけですよ。だから、もう核心的な部分で費用も本当に大きい

ということも含めて私は前から言うわけで、当然それはある面、ここへ来た経過の中ではも

うある面で済んだことですから、そこはそれでいいんですよ。 

  ただ、まずリサイクルでも、資源化、リサイクル率等の問題でいうと、県の出している一

般廃棄物処理の統計があるんですけれども、やっぱり資源化率が低いという部分でいうと、

やっぱり資源化やリサイクルに取り組む品目や内容についてまだまだ少ない、うちの町自身

が。という部分では、この取り組みのそこにまだ余地もあるわけですよ。だから、こういう

ものもしっかりと位置づけて、やっぱりごみの減量というものはもう一回やっぱり、国にな

り補助金を出した計画はいいんです。でも、町民とともにやるべきこと、やれることは何な

のかという点で見れば、もう一回、やっぱり少なくても県の各市町が出しているような資源

化やなんかの取り組みからしたらうんとおくれていますから、やれることはまだたくさんあ

るという面では、もう少し考えた上で、この取り組みについて充実を図っていかないと、先

ほどの町長の答弁で生ごみ処理機の問題ですとか、冊子だとかいろんな面でいうと、見まし

たら、平成26年に当時の居山議員が質問した答弁とほとんど変わらないんですよ。２年半た

ってほとんど変わらない。 

  だから、やっぱりそこが僕は問題だと思うので、もう一回、やっぱり何が減量できるのか、

資源化できるのかということについて、もう既に先進の周辺市町もたくさんありますから、

やっぱりしっかり学んだ上でもう一回目標の設定等、計画の立案というのもやっぱりしてい

ただきたいと思います。 

  もう一つは、なかなかエコセンターを建てる当時、清掃問題の特別委員会なんかで旅館な

んかの生ごみ等々もいろいろいきました、厨芥ごみも。なかなか旅館の問題とかになると、

ごみを出す量は多いんだけれども難しいのかなというふうに思っていたんですけれども、例

えば県のホームページなんかで、修善寺ホテルさんなんかの先進的な取り組みということで

紹介をされているんですけれども、例えば合成洗剤の廃止やアメニティグッズの未使用に対

する還元、食事におけるリデュース、また、食事量を注文に応じて見直すとか、そういう取
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り組みをやっぱりホテルでもできるんだと。 

  観光の皆さん、なかなか大変だという面があって、なかなか食品残渣のことだけ考えると

難しいんだけれども、でもそういう問題でも、こうやってホテルでも取り組んで、エコなホ

テルとしていろんなこういうチャレンジできる部分という、廃棄物を削減するということで、

こういう業界においても取り組みができるんだということを県のホームページを見て知った

んですけれども、そういう面も含めて町民の皆さんにも、一番大きなごみを出している観光

の事業者の皆さんにも、できることは何なのかということをもう一回やっぱり町から投げか

けて、まさに総合計画にあるように、町民の皆さんと連携してこの問題に取り組まなかった

ら、この先待っている大きな事業負担というものに、やっぱり私は町民も町も耐えられない

のではないかと思いますけれども。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） このエコセンターも、これは必ずやらなければならない、これは重要

でございます。その中で本当に町民の負担、これは大変大きくなると自分は考えています。

これはできるだけごみの排出量が減った中でやっていきたい、それでまた再度見直した中で

やっていきたいと考えております。 

  その中で、やっぱり一つ入湯税というものがありますよね。入湯税、やっぱりあと観光の

ほうから言っています、観光に使わせてくれと。しかし、入湯税に関しては、やっぱりエコ

と焼却と、あと消防があるではないですか。そこの中で、やっぱりその負担金が含めばある

程度また観光に対する助成ですか、応援はできるという中で、そういう中でもまたいろんな

エコとかそういうことを検討していくということ、またやっていきたいと考えておりますし、

ただし、やっぱり質問のあったように、問題は旅館の生ごみですか、それがやっぱりまず一

番の懸案事項で、これもさらにまた減らす方向、そしてまた、これは町民一体となった中で

やっていきたいと考えていますし、何しろごみの減量化によって将来への町の経費の負担、

これは当然減少していきたいと考えています。そういうような方向で、町民とまた話をして

いきたい、そう考えていますので、よろしくお願いいたします。 

  また、議員からいろんなことも言われましたので、これは総合的な中でやっぱり、ああ、

これはできる、また検討させていただいて、これはできる問題はやっていきたい。本当にリ

サイクルとかいろんな面を見ると、やっぱり視察に行くと、ほかでリサイクルをすごいやっ

ているんですよね。うちの町見ると、ほとんどないんではないですか、はっきり言って。そ

ういう面でもうちはおくれているなと感じておりますもんで、その辺もまた河津町さんと検
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討してこれはやっていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、だから直接的に食品残渣だけではなくて、いろんな形で旅館

もやれることがあるし、入湯税の問題は、それは財政的な内訳の問題ではなくて、ただ旅館

の方々にはそういうアメニティの問題一つからごみの搬出、小さいことなんだけれども、少

しずつでもできることがあるし、その積み上げの結果として、それがもっと大きな成果につ

ながれば一番それはうれしいことなんですけれども、だから、できることがあるんだと、な

いのではないんだということですよね。 

  同時に、河津の問題がありますけれども、少なくてもこれは、収集の業務というものは町

の仕事としてあるわけですから、エコセンターでの受け入れの問題等々もあるかと思います

けれども、やっぱり足並みがそろう、そろわないではなくて、町としてもやっぱりできるも

の、だって当然、食油なんかの、廃油なんかの問題なんか町独自の部分もありますよね。 

  だから、町独自でやっぱり本当に考えていかないと、この負担は非常に大きいという、将

来的に人口が減っていく中で、なおかつ将来的に人口が減っていくというのもあらためて見

てみると、社会保障・人口問題研究所という国の機関が出した数字をはるかに下回っている

わけですよ、人口は。既にやっぱり2005年から2015年に至るこの10年間では、国のデータよ

りもさらに1,000人ぐらい低い状況で進行している、こういう状況もやっぱりあるわけです

から、当然このことが財政的にさらに厳しくなるということを予想させるわけですよ。 

  さっき言ったように、高齢化率も後期高齢化の比率も高まっていくという状況を勘案する

と、やはりいろんな形で協力していただくことの必要性が出てくると思いますので、町民の

皆さんに、やっぱりいろいろしていますではなくて、本当に真剣に町がやらないと大変だと

いうぐらいの熱意が伝わるような取り組みを期待したいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然、これに関しましては、人口減少、さらにはやることによってそ

の財政負担、これは多くなって、当然、区長会、いろんな通じた中でこれは真剣にやって、

これに関しては私は、説明会とかそういう地域の中で出ていってこういうことはやってもら

う、これは、私はもうそれは検討してもいいと考えております。やっぱりその負担というの

は、大変本当に多くなりますし、本当に50億だとか、たとえ２町でやってもとてもではない
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けれどもできません、今度、全面改修というのはなかなかね。 

  そういう中で、やっぱりもう２町ではとてもできない、ある程度広域でやらなければ、将

来的にはもうできないかなと考えて、将来的にやったとしてもやっぱり負担が出てきますも

んで、その負担をいかに少なくするかということは、これは真剣になってまた町民の皆さん

方と、また区長さんを含めた中でこれは真剣になってやっていきたい、そう考えております

もんで御理解願いたいと。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、14番、山田議員の一般質問を終結します。 

  この際、10時40分まで休憩します。 

 

休憩 午前１０時３０分 

 

再開 午前１０時４０分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 鈴 木   勉 君 

○議長（村木 脩君） 次に、12番、鈴木議員の第１問、山等の管理条例についてを許します。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 皆様、おはようございます。 

  今回は１問だけの通告でございますから、よろしくご答弁のほどをお願いしたいなと思い

ます。 

  それでは、山等の管理条例についてをお伺いいたします。 

  稲取高原や細野高原の利活用が多様化になってきております。夏になると、海岸で楽しむ

家族連れが見受けられております。また、アスドプール等の管理条例についてをお伺いをさ

せていただくところでございます。 

  １点目といたしまして、アスドプールにわかりやすい使用説明文を掲示したらいかがでし
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ょうか。 

  ２点目といたしまして、海岸で楽しむ家族連れ等の安全対策をどのようになさっているの

かもお伺いしたいと思います。 

  それから３点目といたしまして、稲取高原や細野高原で開催されたイベントの数と内容に

ついてをお伺いしますし、その開催いたします業者との使用料金の設定などはなされておる

のか、また、そのイベントに対して町職員が派遣されているのかをお伺いいたすところでご

ざいます。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 鈴木議員の第１問、山等の管理条例については３点からの質問ですの

で、順次お答えいたします。 

  １点目のアスドプールにわかりやすい使用説明文を掲示したらどうかについてですが、プ

ール受付フロアの壁に、ロッカールームやプールの水深などを記載した施設内配置図と利用

時間、休館日、使用料金、注意事項など、条例や規則にのっとった内容を記載した施設御利

用の御案内という掲示板を設置しておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の海岸で楽しむ家族連れ等の安全対策はどうかについてですが、海岸は、海

岸法に基づき管理をする者が、それぞれ条例や規則等を定め管理を行っております。 

  一般の方々が各海岸で釣りなどのレジャーを楽しまれる場合は、各自の自己責任で安全対

策を行ってほしいと考えております。 

  次に、３点目の稲取高原や細野高原で開催されたイベントの数と内容は、業者との使用料

金の設定は、町職員は派遣するかについてですが、まず、稲取高原についてですが、毎年４

月には産業団体連絡会が主催する花見の宴が、10月には町が主催する東伊豆クロスカントリ

ー大会がそれぞれ開催されております。また、民間が主催するイベントといたしましては、

平成27年、28年のゴールデンウィークに３日間、野外音楽イベントのレインボーディスコク

ラブが開催され、また、本年６月には２日間、稲取キンメマラソンのコースの一部として利

用されました。 

  芝生広場の使用料金につきましては、現在のところ規定がないことから、レインボーディ

スククラブについては体育センター、野球場、新グラウンドの使用料として10万円を受領し、

キンメマラソンにつきましては無料といたしました。 
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  また、今月には音楽イベント楽木祭やグリーンフォレストマーケットの開催が予定されて

おります。 

  稲取高原につきましては、町有地であることから、現在は町民が中心となって実施するイ

ベントの場合は無料で開放しており、町外の民間企業等が主催の場合は、イベントの規模や

収益性からその都度、判断することとしておりますが、町としては交流人口の増加を大きな

目標としていることから、可能な限りイベントを開催しやすい金額での提供を考えておりま

す。 

  次に、細野高原で開催されたイベントについてお答えいたします。平成23年に始まったす

すきイベントは今年で６回目となりますが、平成25年から入山料の徴収を開始しております。

土地の使用料については観光協会が稲取地区特別財産運営委員会に対し、入山者１名につき

20円を支払っております。 

  また、平成26年には地図を頼りに山の中に設置された指定ポイントを探しながらレースす

るオリジナルマウンテンマラソン、平成27年には音楽イベントライフフォース・スカイウォ

ーク、平成27年、28年には家族やグループで参加でき、チェックポイントに用意された課題

をクリアしながら自然の中を移動するアドベンチャーラリーが開催されました。使用料につ

きましては、イベントの内容により、所有者である稲取地区特別財産運営委員会に支払われ

ていると承知しております。 

  なお、山菜狩りにつきましては、毎年、稲取地区の特別財産運営委員会が直営で開催して

いるところであります。 

  町職員の派遣についてですが、イベント開催は交流人口の増加という町の目標とも合致し、

町内への経済波及効果も期待でき、また、スポーツや音楽に親しむ機会を多くの方に提供す

るという側面もあることなどから、安全管理やトラブル防止などを目的として、必要に応じ

て職員を立ち会わせる等の協力を行っております。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 答弁ありがとうございました。 

  アスド会館のプールにつきましては、私なんかもやはり健康づくりの教室を優先させてい

ただいて、それから、あいている時間にプールの開放をしているのではないかなという気持

ちはあるわけですけれども、使用上の注意につきましては、町長が今答弁されたとおりなん

ですけれども、プールを使用する人たちが多様化になってきておるのではないかなと思うわ
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けですよね、教室以外の使い方について。やはりそういう方たちにもいろいろなケース・バ

イ・ケースによっては、なかなか許可をするとかという方についても難しい点も出てきたり

するのではないかなと思うもんで、そういう事態が起きたときにはどのような対応をしてい

くかという形を町長を初め、職員の方たちには対応していただきたいなと思っておりますけ

れども。 

  それから、海につきまして、稲取漁港は県営漁港だという形の中で、管理条例は下田土木

のほうが行っているよという形だろうと思うんですけれども、今この伊豆新聞なんかで見ま

すと、網代漁港の現況、今こういう熱海土木でつくった条例に対して熱海の網代港の周辺で

の取り締まりと言ってはおかしいんでしょうけれども、条例違反の車を指導しているとかと

いう新聞の記事もあるんですけれども、その反面、今度は釣り情報として下田から、稲取か

ら、もちろん網代もそうなんですけれども、今こういう魚が釣れていますよというそういう

記事が掲載されているのが事実なんですけれども。 

  こういう両方の点が今報道されてきておるわけなんですけれども、なかなか釣りを楽しむ

人と、この厳しい条例のもとで管理する管理者との難しい点が発生しているのではないのか

なとは理解したいなと思っておりますけれども。 

  それから、我が町のことに話を移したいんですけれども、夏になりますと、夏休みにこの

庁舎の前のところでたむろして楽しんでいる親子連れだとか、非常に増えるわけですよね。

ああ、よかったなという、よそから来ていただいてうれしいなという、そういう気持で眺め

ているんですけれども、この岸壁というのはなだらかなスロープではなくして、この役場の

庁舎の前は海まで３メーターぐらいあるわけです、水面から陸までの間がね。 

  今はそういう事故が起きなくていいなと思っているんですけれども、もし不測の事故でし

て、幼い子供がもし海に落ちたときに、この高さでどうやって今助けるのかな。そういう中

で、もし大人が気がついて海に飛び込んで助けても、その場の助けはできるんですけれども、

どうしてその人たちを丘に上げるのかな。非常にそういういろいろ物事を考えていくと、や

はりそこには安全対策というものが必要ではないかなと思うんですけれども、そこら辺も町

長にお伺いしていきたいなと思うわけです。 

  思い起こせば何年か前ですけれども、田町の堤防の先で幼い子供が風にあおられて乳母車

ごと海に落ちて、たまたまそのときに稲取の人がいて海に飛び込んで、両親はおどおどして

しまって何もできなかったそうなんですけれども、それで助けてあげたというそういう事実

もあるわけですよね。そのときも、あの岸壁も高いですから、それでも堤防というのはすぐ
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スロープが近くにありますからね、そこに泳ぎ着いて助けるという形があったんだろうと思

うんですけれども、この前は、見たとおりに何十メートルの、100メートル近くが全然上が

るところがないわけですよね。 

  そういうことを考えると、やはり安全対策というのは何か必要ではないのかなと私は思う

わけですけれどもね。この場所は町長のお考えを聞いて、こうしろとかああしろとかではな

くて、やはり安全対策という意味では大事なところではないかなと思うんですよ。 

  それから、熱川の海岸の話に移っていきたいんですけれども、熱川でも例の犬の補償問題

がありましたよね。この熱川の砂浜も御存じのとおりに、夏を初めとしても、冬でも多くの

観光客があそこで集っていただける場所なんですけれども、犬の事件を教訓として、その後、

あの熱湯ですか、お湯がこう海岸に行くのはどうなったのかと、この間、見に行ってきたん

ですけれども、ちょっと私としたら場所はどこなのかな、それとも、海へ流れ込むルートを

変えて安全対策をしたのかな、そこら辺もどうなったのかちょっとお聞きしたいなと思うわ

けですけれどもね。 

  それから、山についてでございます。山について質問をしたいわけですけれども、今、答

弁の中にもいろいろとイベントをやられたという形があるんですけれども、私、細野高原と

稲取高原、これの活用、稲取高原と細野高原との私は違いを町長にちょっと説いていきたい

なと思うんですけれども、細野高原は今、アドベンチャーラリーもやりましたとかという形

の中で、もちろんすすきイベントもそうですけれども、できる限り細野高原は静の文化、ジ

オや貴重な動植物の観賞、それからアドベンチャーラリーがもちろんありましたし、すすき

イベントも行われるわけですよね。 

  それから、まだ、私はもう昔から存じておりますけれども、議員の中でも御存じの方いる

んですけれども、細野高原というのはスズムシの音色がすごいいい場所なんですよね。今ご

ろ行けば、もう盛んに鳴いていると思うんですけれどもね。 

  それから、満点の星、このすばらしい景観もあるわけですけれども、まだこの虫の音とか

夜空の景観だとかというのは、まだまだ開発されていないから隠された魅力の一つになるん

ですけれども、こういう細野高原においてのライブ活動、これはやはり考えていただきたい

なと思うわけです。やはり細野高原なんかは、環境の保全に取り組みながら活用すべきだと

私は町長に提言していきたいなと思っております。 

  それから、水コケの剝ぎ取り事件がございましたね。28年４月27日ですけれども、この盗

難の再発の防止などはどう考えているのかも聞きたいなと思っております。 
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  それから、去年の27年９月ごろです。今、私、先に言ったんですけれども、大音響を夜間

で出すようなライブ活動は住民の苦情なんかもございますし、細野高原については、夜間に

おいても音を出すようなライブ活動は許可しないでいただきたいなと思っておりますけれど

もね。 

  それから、今年も10月にはすすきイベントが行われて、町長も答弁しておりましたけれど

も、この間、ちょっとこういう質問をするのに対して山に行ってきたんですけれども、今度

できました駐車場から上にかけて、熊口からまた上にかけてと道があるわけですけれども、

非常に道が傷んでいるわけですよね。こういう道をこのすすきイベントが開催されるときに

タクシーがこう走るわけではないですかね。だから、そういう道路の天城線のエリア内の道

路の傷んだところなんかも修復していくのかなと、その点も聞いていきたいなと思っており

ます。 

  それから、稲取高原のほう、こっちね、ここはやはり動のゾーンだと思うんです。スポー

ツゾーンの。もちろん答弁にありましたとおりにクロカンや、この間、前回初めて行われま

したキンメマラソンとか、本当にそれ以外には、そういう団体が使う以外にも町民の健康づ

くりや、今度ツリーハウスだとかプールができたりした関係でやはり子供たちの遊び場、そ

ういう場に稲取高原のほうは活用していったらいいのではないかなと思っておりますし、そ

れから、今年の５月ですか、私、メーデーをやっているのかなと思ったくらいに大音響の音

楽ライブをやっていたんですけれども、そういうのも音響に対する、夜間もやっていたみた

いなんですけれども、近所から、住民から音響に対する苦情だとかそういうのがまだ聞こえ

てこないんですけれども、そういうものも加味しながら許可できるような形をとっていただ

きたいなと。 

  だから、細野高原と稲取高原の使い分けですよね、この２つをやっていっていただきたい

なと思っているわけですけれどもね。 

  それから、質問を続けますけれども、ライブを申し込んでくる団体とはどのような契約が

許可する前になされているのかという形ですね。１点目としては、テントを張ってキャンプ

をしている、そういう行為が見受けられるわけですけれども、事前にこういうのは、さっき

の話、契約の中に協議して入っているのかなと。 

  それから、賃貸料ですよね。ライブにあそこを貸す、そういう料金体制は整っているのか

どうか。先ほどの答弁の中でいくと、何かちょっと地元の人たちには無料で開放するよとい

う形はわかったんですけれども、ああいうライブを行っていく2,000人も集めてくるような
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人たちとはどういう賃貸契約になっているのかと。 

  それから、環境保全についても加味していきたいなと思っておりますけれども、この環境

保全というのは、ライブが終了した後、町民の方が健康づくりにクロカンを歩くではないで

すか。そのときに車のわだち、これが激しくて、そういうのに蹴っつまずいてけがをしたり

するよと、そういう話があるもんで、こういうライブが終わった後の敷地内の整理はどうし

ているのかなと。 

  それから、稲取高原には、利用基本ルールというきれいな看板があるんですよね。資料提

供をしていないから、皆さんの手元には配付していないんですけれども、こういう看板が、

有料の、ごめんなさい、この前できました新しい大きな駐車場の前にあるんですけれども、

稲取高原にはこういうのがないもんで、何でなのかなという気持ちがするんですよ。ごめん

なさいね、ワイン工場からずっと清掃センターに行くエリアと、それからクロカンの駐車場

ができた、トイレができましたあの入り口、あそこのところへ行ってきましたけれども、な

いんですよね。 

  それから、職員の派遣ですけれども、無料でやったりする、ごめんね、無料と言ってはお

かしいんですけれども、町がどこまで派遣をするのかなというその限度ですけれども、答弁

の中でも、町の住民が行ったりするようなものについては職員の派遣をしていくような答弁

があったと思っているんですけれども、こういうライブ活動をやるような、もちろんライブ

活動だから有料なわけですよね、その参加者が。そういう大会には職員の派遣なんかがある

のかなという気持ちで再度聞いてみたいなと思うわけですけれどもね。 

  よろしいですか。お願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 質問が大変多いので、答弁漏れがあったらまた言っていただければや

っていきたいと思います。 

  アスドプールのやつ、ケース・バイ・ケースということを提案されました。これは現場が

どのようにやっているか、ちょっとまた現場のほうから説明いたさせますので、その辺はよ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

  次、２点目、海岸での安全対策。これは基本的には常にもう自己責任の中でやってもらっ

ている中で、やるとしたら、例えば本当に夏なんかはあそこは釣り客でにぎわっていますの

で、基本的にはもうこのジャケット、やるなら基本的なんですよ。だから、そこまでやると

あれだから、やっぱり基本的には連れてくるお客さんたちに、ライフジャケットとかそうい
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うのをつけてもらった中でやるしかないのではないかと私は考えておりますもんで、これは

あくまでも各自の自己責任、これでお願いしたいと考えております。 

  さらに、熱川海岸に関しましては、建設課長のほうから、今、現状どうなっているか説明

いたさせたいと思います。 

  次に、稲取高原と細野高原の関係、基本的には細野高原に関しましては、もう既に財産区

にいっていますもんで、町がどうこうする問題ではありません。基本的には、町が何かやり

たいときは、財産区のほうにこういう企画をやりたいんだけれども、お願いしたいんですけ

れどもというのを、やっぱり主導権はあくまでも財産区にあるということだけは理解してい

ただければと思います。 

  その中で、イベントの使用料とかそういうのは、全然、町は一切関知しておりませんもん

で、細野高原の活用に関しては、基本的には町が提案している中で財産区のほうで許可、許

可という言い方はおかしい、そういうことなんで、細野高原に関しては町の一方的なあれで

はでき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、確かに細野高原にはスズムシとか、それ１回やったんですよね。１回目か２回

目のとき、すすきのイベントのときに何かのときにやった中で、やっぱり電気を全部消して

虫の音と夜空を見た、大変すばらしかったですよ。しかし、その企画はやっぱりもう寒いと

いうことでちょっと１年でだめになりましたけれども、それは再度やってもいいのかなと考

えておりますので、これはまた財産区のほうに、こういうことを提案されたもんでいかがな

ものか、そして、音響のこともやっぱりこういうことをまた財産区のほうに相談しながらや

っていきたいと、細野高原に関しましては。 

  そして、やっぱりコケの問題、それに関してはやっぱりもう幾らやっても、要するに看板

やってももうモラルの問題ですよ。やっぱり幾らやってもやっても、とる人はもうとってい

きますから、やっぱりそういう人間性のモラルという中でやってもらいたいと思います。町

としては、看板とかそういう中で大変貴重なものがあるということでやっていきたいとは考

えておりますけれども、細野高原はまた答弁漏れがあったら言ってください。 

  道路の修理は、これはもう財産区の方から要望がありましたもんで、これ一気にできない

もんで継続しながら徐々に、タクシーが走っておりますもんで、継続的に今改修しているの

が現状でございますので御理解願いたいと思います。 

  次に、稲取高原につきまして、これはもう町が管理しておりますもんで、これは町の意向

がほとんどできますもんで、今言われたことは結構やっていきたいと思います。 
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それで、１点、看板がありましたよね。これはとりあえず前回、細野高原のほうは基本的

にはこういうことはいろんなことが起こるもんで、こういう看板を設置したいと町に聞きま

した中で、それは看板を設置しまた。そして稲取高原のほうにはないのではないかと言われ

ましたもんで、これはまた検討した中で、もしそういうものが必要であるならば、それは設

置していきたいと思います。今のところ、その必要性というのが見当たらないので設置して

いないのが現状でございます。 

  さらに、あとは音の問題、レインボーディスコとかそういう関係、やっぱりこれはある程

度までやって、一部の近々の方からやっぱり音の問題は結構ありました。大変、話し合いの

中で今のところある程度いい方向でいっています。音の苦情に関しましては、私のほうは直

に聞いておりません。その辺はまた担当の観光課長のほうに答弁させたいと思います。 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） 契約とか事務的なものは、あと全部そっちに任せますもんで。 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） わだちの件、これは本当にもう自分も再三再四十分注意して、基本的

にもう以前自転車、ミヤタカップのときに雨天になってすぐやって、もうわだちがあっても

う芝生もだめになったもんで、そのわだちに関しては十分注意して、要望はしておりますけ

れども、今もそういう鈴木議員からも言われましたもんで、それは再度また注意した中で、

もうこういうことはないようなことは再度注意していきたい、これはもう再三再四イベント

やる方にはお願いしてあります。 

  さらに、キャンプの問題です。これは基本的に町がレインボーディスコ、これは町として

も大変いい企画だと考えております。と申しますのは、やっぱり今までお台場でやっていた

のがこっちへ来る。それで、こっちへ来たときに参加する人たちを見ますと、やっぱり家族

連れが結構多いですよ。やっぱり家族連れが多いということは、将来的にこの東伊豆町のこ

とに再度子供たちがまた来て、押してくる。そういうリピーターの関係もありますし、そう

いうあとはごみの関係、これも本当にしっかりしています。ごみもちゃんともう分別して、

ごみの問題、自分が一番危惧していたのは、そのごみがいかがなものかと考えて、ごみもち

ゃんとやってくれていますもんで、レインボーディスコに関しましては、町としてもこれか

らも積極的にやっていった中で町おこしをやっていきたい、そう考えております。 

  そういう中で、今まで町民の方もある程度理解した中で、健康づくりのほうのことも理解

した中でやっておりますもんで、その辺はまた引き続きやっていきたいし…… 
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（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） 職員の派遣に関しては、やっぱりこれは基本的には幾ら有料であろう

とも、一応、町の将来というか町の活性化、そういうことにつながれば、ある程度、職員に

対しては協力してやりなさいということは言っております。やっぱり基本的には、イベント

が本当に興業的だけのイベントならば、それは町もやりません。この企画が将来、この町に

とって本当にプラスになるのではないか、メリットになるのではないかということは、一応、

有料であろうとちょっと職員を応援させている、これが現状ということです。 

  あとは事務的なことになると思いますので、事務のほうから答弁いたさせます。 

  ちょっと訂正させてください。 

  財産区と言いましたけれども、稲取地区特別財産運営委員会が細野高原は管理していると

いうことです。 

○議長（村木 脩君） 建設課長。 

○建設課長（高村由喜彦君） それでは、建設課関連について２点お答えします。 

  熱川海岸の犬の熱湯事故の関係の場所については、５年ほど前に静岡県土木事務所のほう

で、熱川海岸に排水が流れないような対策をしてもらいました。それで、今、テトラポット

がある海岸区域については、熱湯は流れていません。 

  ２点目の入谷天城２号線の道路の破損の関係についてでございますが、熊口水源の上のあ

たりについては、この８月、９月の頭にかけて舗装の打ちかえをしました。数十メートルや

ったんですが、御確認をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） アスドのプールについてお答えいたします。 

  アスド会館のプールにつきましては、健康づくりの事業を目的として行っております。そ

れについては、町民の参加という形で制限をさせていただいております。 

  それから、健康づくりの事業で使用していない部分については一般に開放という形をとっ

ておりますけれども、これにつきましては、東伊豆町及び河津町の公有施設の相互利用とい

うものに基づいて、河津町民の方も利用しております。 

  それから、今年の夏ですと、大川地区のプールがなくなったということと、それから白田

のプールがなくなったということで議会でもやりましたけれども、バスを運行して地区の方

への運用をということで図らせていただきました。 
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  その他、夏休みということで、窓口には実家のほうに帰省をされた方とかそういう方が訪

れることもあります。この辺のところは、規則上申し上げれば、町民の方の利用というのは

基本にはなりますけれども、御実家に帰ってきた方が地元で今、プールがなくなったりとか

したような状況の中で利用をしたいというときに、規則に当てはめていくとなかなか上手に

できない部分もあろうかと思います。運用については、今後、そういう部分も検討し、なお

かつ一般開放であっても健康づくりを目的に訪れる町民の方がたくさんおられますので、そ

の方たちの使用が不便にならないようなことも検討しながら、今後、少し運用については検

討してまいりたいと思いますので、御理解をお願いします。 

○議長（村木 脩君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） それでは、稲取高原のライブイベントについて、まず、どう

いった形で許可をということですけれども、これにつきましては、主催者側となる実行委員

会のほうから企画書を出していただいて、それでその内容を十分精査した上でいろいろ問題

となる、例えば音の問題ですとか、これについては夜の９時までというふうな形で取り決め

をさせていただいて、それから、近隣に宿泊施設がございます。その宿泊施設のほうにも十

分に説明をさせていただいて回って、御理解をいただくというふうな形で、このイベントが

終わった後も必ずそういった近隣の宿泊施設について、そのような問題はなかったかどうか

ということの検証もあわせてしっかりとそのようなお話を伺いに、これにつきましては観光

商工課の職員も同行して行くというふうな形になっております。 

  昨年からこのイベントを始めまして、町といたしましては、２年目に公演というふうな形

をとらせていただきました。１年目につきましては、本当に手探りの状態だったかもしれま

せんけれども、職員については、その内容を十分精査した上で行ったところでございます。

今のところ、その中で今年の５月に実施したイベントの中で１件だけ、３日間を開催した中

で、風向きによって１件だけちょっと近隣から音がちょっと聞こえるということで、職員の

ほうが行きまして、その内容を説明させていただいて、大きなトラブルにはならなかったと

いうふうに聞いております。 

  それから、警察のほうからも１件問い合わせもありましたけれども、内容を説明させてい

ただいて、それから、このイベントをやるに当たっても区長さん、区長会のほうでもお話を

させていただいたことと、それから、回覧でも配布させていただいて、その音の問題につい

ても十分皆さんに御理解いただけるような形で実施をさせていただいたところでございます。 

  それから、テントについてですけれども、テントにつきましては、テントサイトエリアを
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設けまして、クロスカントリーコースの一部を利用して、そこにテントを張るというような

形になっております。それで、料金につきましては、町の条例に規定がございませんので、

体育館あるいはグラウンドについて、使用料として２年間、昨年が10万円、今年10万円とい

うことで体育館等の使用料を徴収させていただいております。芝生広場につきましては、町

のほうで条例を定めておりませんので、無料で提供させていただいているというような内容

でございます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 課長さんたち、ありがとうね、答弁。 

  今、聞きました健康づくり課長もそうですけれども、建設課長かな、答弁いただいて、道

のほうもまた直していくよという形の中で、善処していっていただいているという答弁です

からうれしいなと思っておりますし、また、先ほどみたいに、うまく皆さんで楽しく使える

ようにプールもお願いしていきたいなと思っております。 

  それから、今、最後に答弁いただいた観光課長さんのほうの話で、ちょっと中心的にそっ

ちになってしまうから、ごめんね、観光課長を集中的に質問していると、そういう感じでと

らないでね。私も先ほどの町長の答弁で、終了後にちゃんとチェックしていきますよ、私の

ところにそういう声が来るということは、以前はやはりあそこをウォーキングに利用する人

たちがそれだけの実態というものを経験しているという形の中で、あそこは歩きにくいよと

いう声が来たんだと思うんですよね。だから、現状は今、私どうなっているかは、ごめんな

さい、現状が修復されているのか、そのままに放置されているのかというのは、私自体は確

認していないから、町長が答弁するように、もうきれいになっているよという形の答弁で私

はそれを承諾するというしかないわけなんですけれどもね。 

  それから、看板についても、やはり細野高原と稲取高原の使い分けというものが私、大事

ではないかなと思っているわけですよ。ですから、今、町長の答弁もあったんですけれども、

細野高原については、やはりこれは町の看板なんですよ。新しくできたばかりの看板。 

（何事か言う声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） これ東伊豆町と書いてありますよ。これ違うの。これ駐車場のとこ

ろから撮ってきた写真だよ。あのね…… 

○議長（村木 脩君） 暫時休憩いたします。 
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休憩 午前１１時１６分 

 

再開 午前１１時１８分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

○１２番（鈴木 勉君） 質問を再開したいと思います。 

  この看板の設置者が町ではないよというのは、今説明でわかったんですけれども、見たと

きにすぐわかったし、なかなか文字ではなくしてわかりやすいなという形だったもんで、じ

ゃこれ稲取高原のほうにもこういうものがあるのかなと思って行ったんですけれども、なか

なかさっきのエリアの中では、駐車場のクロスカントリー入り口には町の教育委員会のほう

の看板がずっとあるわけなんですけれども、それ以外は見当たらなかったもんで、私の誤解

なんですけれども、細野高原に立てたようなああいうわかりやすい看板が稲取高原のほうに

もあればいいなと思って、ちょっとそこら辺が町がつくったのではないんだということがわ

かりましたから、ぜひ検討してもらいたいなと思いますけれども、そちらはね。 

  それから、クロカンをやったりする事業だとか、キンメマラソンだとかという形について

は職員の派遣がなされているよという形は私も理解していきたいんですけれども、ライブ活

動、大音響が出てくる、泊まり込みでやって来る、ああいう大会に職員がもし派遣されてい

たならば、派遣はやはりやめたほうがいいのではないかなと私は進言したいわけですよね。

ボランティアで皆さんが助けてくれるという形はすばらしいと思うんですけれども、町があ

あいう有料でやるライブ、ああいう大きなものの大会に職員の派遣をしていくという形は、

やはり労働条件の厳しさが出てきますから、できる限り職員は派遣しないで、業者にやはり

完全な運営を進言すべきだと私、思うわけですよね。 

  それから、先ほど10万円という数字が出てきたんですけれども、非常に金額的には、私は

もっと検討すべきではないかなと思うわけですよ。金額を大きくするとか小さくするかは検

討委員会でまたやってもらえばいいんですけれども、この間、聞くところによると、大体５

月のあのライブは2,000人ぐらいの参加者があるんだという話を聞いたんですけれども、有

料でもし5,000円ずつもらったとしても1,000万ですよね。１万円ずつ参加費をもらったら

2,000万ですよ。テントを張ったりするから、設営費から何からずっとあるわけですよね。

だから、私は、定かに幾らの入場券でやったかというのは、町長も御存じないんでしょう。
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知っているんですか。あそこに参加してくる人たちの申込参加料というのは、金額を知って

いるんですか。 

（何事か言う声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） ああ、そうですか。よかったら教えていただきたいと思います。私

なんか、それ情報がわからないからね、臆測で私、5,000円だったら1,000万、そういう数字

をはじき出すわけですけれども、その1,000万の事業費を10万円で貸していただけたらすご

いなと、僕が業者だったら思うわけですよね。 

  だから、貸すほうにしたって整地したり、荒れ放題のところを貸すわけではないではない

ですか。この町だって、そういう環境を整えるお金がかかるではないですか。だから、利用

委員会がそういうところで、これからもこの町は、そういう意味では山の魅力というのは非

常にあると思うんですよ。だから、そういう今、来ている既存というのか、そこまでいかな

いんだろうけれども、今まで利用した業者、そういう人たちだって、もちろん来年もお願い

したいなという気持ちもあるでしょうし、また別な団体もこのエリアを貸していただいて、

何かを催したいという形だって考えられるわけですよね。 

  ですから、できればそういう意味では、先ほど地元の人たちが使ったりする、そういうも

のもちゃんと完備しながら、山の管理とやはり賃貸料については検討する、そういう第三者

的なものを立ち上げて検討したらいいのではないのかなと思うんですけれども、どうでしょ

うかね。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この鈴木議員からの質問ですけれども、やっぱり稲取高原、その管理

のあれがないことがちょっと問題なことだったもんで、これはちょっと検討していきたいと

考えております。 

  それで、職員の派遣でございますけれども、イベントとかの職員の派遣はということの中

で、これ観光課だけなんですけれども、今回、職員の派遣しているのは。しかし、これがま

ず当初ですから、これからある程度運営が伸び出したらば、それはもうイベントの方でやっ

て、一切職員は派遣しない、そういうことも考えていきたいと思います。今、要するに、何

しろお台場からこっちへ来たもんで、相手も全然わからないもんで、一、二年、３年、ある

程度、町がフォローした中で、これはいい事業だと考えておりますので、これを定着させた

いなという中で今、観光課の方が応援、やっている、そういうことでございます。これが軌

道に乗ってもう自分たちでできるとなれば、これはもう職員のそういう応援、これはやめて
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もいいかなということは自分自身は感じております。 

  その中で、やっぱり金額の問題も出ました。たしか３段階、前売りと当日、２段階か、前

売りは結構安い、金額はごめんなさい、忘れちゃったけれども、平均１万ぐらいではないか

と思ったけれども、平均１万ぐらいではないかなと、キャンプサイト。それぐらい…… 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） そうじゃない、平均１万ぐらい。 

（「１万円」の声あり） 

○町長（太田長八君） 平均ね。だから、前々売り、前売り、そして当日券かな、そうすると

平均すると大体、やっぱり前々売りは七、八千円で安いですよ。それでだんだんこう上がっ

ていくもんで、多分、平均それくらいではないかと思うもんで、そういうことを考慮してい

くと、またいろんな施設の今度は見直しが出てくるわけですよ。さすが10万円で安いとなれ

ば、じゃ今度、今までこの施設を貸したとき、その辺の全部の見直しもしていきたいと考え

て、これはちょっと検討させていただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 職員の派遣について御説明をさせていただきます。 

  鈴木議員は、運営のほうに携わっているというふうな形に捉れているのかなと思いますけ

れども、例えばクロスカントリー大会ですとか、それからキンメマラソンのように直接職員

がその運営に携わるというふうな形を捉えているかと思いますけれども、このレインボーデ

ィスコ音楽イベントについては、2,000人規模、３日間ということで、あくまでもトラブル

防止ですとかそういった近隣の音の問題とか、そのような防止のために職員が体育館に詰め

ているというふうな形でございます。運営のほうに手を出しているという意味ではございま

せん。 

  それから、先ほどその料金について、１万円の話をさせていただきましたけれども、ここ

に来るお客様2,000人というのは、非常に有名なイベントでありまして、世界、イギリスで

すとか、あるいはヨーロッパのほうから有名なアーティストが、この分野では非常に有名な

アーティストが来るということで、そのような人を呼ぶためのものというのは相当の金額が

かかりまして、そういった経費で本当にトントンのような形ですね、もうけを主義でやって

いるような形ではないということを御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 
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（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 今の観光課長の話については、またちょっと後で触れますけれども、

海の話で最後の質問なんですけれども、海の管理条例というのは非常に厳しいものがあると、

町長の答弁では、ライフジャケットを着て釣りをやればいいではないかと言うんですけれど

も、私は、釣りのお客だけのことではなくして、ここの要するにエリアというのは非常に家

族連れの幼い子を散歩させたり、地元の人たちも使っているわけですよね。 

  だから、できれば立入禁止という形は、それはあるにしても、やはり人というのは海辺に

行ったりするという、ずっとそれこそ40年、50年、60年という昔の中では、あそこで子供が

落ちて亡くなったりしているわけですよね。そういう事実だってあるんですけれども、町と

しては、管理条例というものはちゃんと土木のほうがしているんだという形があって、私、

それは理解するんですけれども、やはりあそこで遊ぶ子供たちには何の罪もないわけなんで

すけれども、だから、私は大人にしても子供にしても、あそこに落ちたときに、そこではい

上がるだけの高さが非常に厳しいから、何か安全対策として考えていったらどうなのかなと

いうのは、これはあくまでも、すみません、年寄りの冷や水です。 

  それから、山のほうの話、私、先ほどの職員の派遣のことについて、今、観光課長さんが

答弁なさったんですけれども、私、キンメマラソンとか今まで行ったクロスカントリー、そ

ういうところに職員の派遣なんかをやめなさいとかと、そういう形の中の発言ではないわけ

ですよね。私が発言して、職員の派遣について労働枠になるから少し考えたほうがいいので

はないですかというのは、今行われているライブの話なんですよ。 

  そういうところに、だから今、答弁の中で、運営に対してだとか管理に対しては職員は派

遣されていないという形の答弁がされたから、それでいいんではないかなと思うんですけれ

ども、これからも、そういうよそから有料でやるようなああいう大きなライブというのは、

今、観光課長が言ったみたいに、この町では金出しても呼べないようなアーティストが来る

んだとかという、そういうことはそれでまた別な話なんですよ。 

  そういうものがさっき私も言ったみたいに、これからだってこの高原を使って、そういう

別の団体だって来るのではないかなと思うから、前もって使用料の話だとかを町がやるので

はなくして、第三者委員会みたいなところで決めてもらったり、使用ルールを話し合っても

らったりするとかというほうがいいのではないですかというのが一つの提案なんですけれど

も、だから、職員の派遣もそういう大きなライブに対しての派遣はしないと言うから、それ

で安心していますけれども、これからもそういうところには職員の派遣なんかはしないでい
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ただきたいなと思っておりますけれどもね。 

  以上でございます。ありがとうございました。 

○議長（村木 脩君） 答弁は。 

○１２番（鈴木 勉君） 答弁はいい。しますか。 

（何事か言う声あり） 

○議長（村木 脩君） よろしいですか。 

以上で、12番、鈴木議員の一般質問を終結します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時３０分 

 

再開 午前１１時３０分 

 

○議長（村木 脩君） では、休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 西 塚 孝 男 君 

○議長（村木 脩君） 次に、５番、西塚議員の第１問、水道事業についてを許します。 

  ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） よろしくお願いします。 

  私の質問は２問からなっておりますので、ひとつよろしく。 

  １問目、水道事業について。 

  １、水道料金25％を上げてから１年たちますが、運営はどうなっているのか。 

  ２点目、平成28年度稲取地区水源調査ボーリング工事の現状は。また、熱川地区のこれか

らの予定は。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 
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○町長（太田長八君） 西塚議員の第１問、水道事業については２点からの質問ですので、順

次お答えいたします。 

  まず、１点目の水道料25％値上げを行って１年がたちますが、運営はどうなっていますか

についてですが、平成27年度第２期分から25％の水道料金値上げを行いましたが、景気低迷

の影響や節水意識の向上などにより使用水量が減少したことから、２期から６期までの水道

料金調定額の前年度対比は19.5％増にとどまりました。しかしながら、動力費の負担が減少

したことなどから、純利益は当初の予想を上回る3,073万6,536円となりました。 

  ２点目の平成28年度稲取地区水源調査ボーリング工事の現状は。また、熱川地区のこれか

らの予定はについてですが、稲取地区の水源調査ボーリング工事につきましては、現場への

資機材の運搬や掘削機の設置などの準備も整ったことから、８月31日より井戸掘削を始めま

した。 

  また、熱川地区のこれからの予定はについてですが、平成21年度に作成した水道ビジョン

に基づき、平成23年度に奈良本地区で水源調査を行いましたが、残念な結果になりました。 

  なお、給水人口の減少など社会情勢の変化もあり、平成30年度に新たな水道ビジョンと経

営戦略を策定したいと考えております。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 今の話の中で、25％上げたのに旅館など大口なところが節水の意識を

持ち、使用料を減らしたら前年度対比19.5％になったと。それは簡単に言うと、25％増やし

て19.5ということはマイナス5.5ということになると、このままでまたいくと、４年後には

上げる前と同じような現状になるということですよね。それだと、何かいわゆる節水したり、

教育長もいますけれども、子供たちに水は大切だから節水しなさいよと言っていると水道料

が上がっていくと。これはどこかに問題があるのではないかと。やっぱりそこのところをち

ゃんと考えて水道業務をやっていかないとだめではないかと思うんです。 

  それと、それを解決するには、２点目に挙げた地区のいわゆるボーリング調査をして井戸

水を出すと。それで、稲取のことを考えると、今、白田のほうからポンプアップして電気料

が2,700万とか、カルキ代がかかったりとか、そういう中のお金を減らしていって水道料の

値上げを抑えるというようなことを考えていかないと、そのビジョンを早くしていかないと、

４年後にはまた同じになると。だから、そういうことを考えたら、もっと早くスムーズに水

源を熱川地区にもどんどん進めていかなかったら、住民の負担がだんだん多くなるのではな
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いかなと思いますけれども、どうですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然、先般の水道ビジョン、平成の水道ビジョンそういうことを考え

た中で改築、どっちがいいか考えて、維持管理がかからない方法で各地区に水源調査をやり

ましょうという中でやっているのが現状でございます。その中で、稲取地区はもうありがた

いことに出ましたし、また今回は出る可能が大変大きいのではないかと期待しております。 

  ただ、熱川地区におきましては、奈良本において残念な結果になった。やっぱり基本的に

は水源調査の中で維持管理、いろんなものを経費を削減した中で水道料金を抑えていきたい、

これは基本的な考えでございます。その中で、今回の25％、本当に町民の方に……。去年か

やったときは一応３年間をめどに25％ということで答申した。その前には、やっぱり議員な

んかも当時、何パーセントやったか、もう相当の覚悟で四十何％やったほうがいいよという

ことも言われました。 

  しかしながら、それはやっぱり一般町民に負担かかるもので、15かそのぐらいにしたと思

いましたけれども、やっぱり水道料金、年々この水道の使用量が減少でございますもんで、

あくまでもその辺は西塚議員が言ったように、水源調査をなるべく前倒し前倒しでやった中

でこの水道料金の値上げを抑えていきたい、そう考えておりますもんで、御理解願いたいと

思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 本当に大口な、今、旅館さんも大変だと思うんですよ。そこで25％上

げたということは、やっぱり営業というものに対しては、非常に厳しいところがあると思う

んですよね。それをやっぱり、また上がるのかと、このままでいくと上がるんだというと、

非常にこれから旅館さんも耐震とか、いろんな問題でお金がかかってくるのに、そこから

25％という数字は本当に耐え難い数字だったと思うんですよね。それをどうにかして、それ

で維持していくような形をどんどんとっていかないと、やっぱり観光立町であって、基盤の

旅館さん、そういうところが営業が苦しくなったら、一番この町の収入が減っていくことで

あるし、これは本当に真剣にやってもらわないと困ると思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） やっぱりこの水道料金というのは、もう旅館だけでなく、一般町民の
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ことがありますもので、一般町民の方がこれだけ値上がりもしますので、やっぱり相当な負

担になってきておりますもので、それは町民のことを考えたら、ある程度水源掘削を早めて、

またその方向でやるのがベストではないかと、そう考えておりますもので、なるべく町民に

負担のかからないような方向で水道のほうをやっていきたい、そう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（村木 脩君） 次に、第２問、訪日外国人対策についてを許します。 

  ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 訪日外国人客対策について。 

  １、インバウンド推進協議会の現状は。 

  ２、町にある案内看板はどうするのか。 

  よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 西塚議員の第２問、訪日外国人客対策については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、インバウンド推進協議会の現状についてですが、ビザの要件の緩和やＬＣＣの

路線拡大に加え、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催等に向けて訪日外国人

旅行者は、今後もさらに増加が見込まれます。 

  これらを踏まえて、インバウンド誘客対策として、今年度より官民共同で戦略的に実行す

るための組織としてインバウンド推進協議会を立ち上げ、訪日外国人旅行者の受け入れ体制

の強化を図ってまいりたいと考えております。現在、事務局となる町の観光協会で準備を進

めており、今月中には第１回目の会議を開催する運びとなっておりますので、御理解をお願

いいたします。 

  ２点目の、町にある案内看板はどうするのかについてですが、駅から観光関係施設までわ

かりやすい案内や看板での誘導が必要ではないかとの指摘を受け、稲取温泉の観光協会や旅

館組合では、雛のつるし飾りまつりを初め、四季折々に観光に訪れるお客様が安心してまち

歩きができるような案内看板の設置に関する町への要望を検討されていると伺っております。

町といたしましても、外国人旅行者への対応を含めた総合的な見地から案内看板の整備を検
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討してまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 町長、推進協議会のメンバーとかわかりますかね。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これ事務的には、観光担当課のほうから説明いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 委員組織といたしまして、一応案ということで、観光協会、

それから商工会、観光施設、行政、鉄道事業者等々、約10名を一応予定しております。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） それだと、何かいつも同じようなメンバーでやっているような感じが

するんですよね。やっぱり外国人を呼ぶという、この町の魅力を、何か違った意味で、ほか

のところと違ったことで魅力を出させるんだったら、稲取地区なんかはＩＳＫで、いろんな

体験やっていますよね、まち歩きとか、それとか餅つきとか、いろんな夜のクワガタ取りと

かシュノーケリングとか、そういう一つの遊びをやっていたり、ほかの地区でやっていない、

そういうことをやっている会社を入れたりして誘致をしたほうがいいのではないかなと。い

わゆるただ旅館へ来て泊まるだけのところだったら、どこでもやっていると思うんですよ。 

  だから、これからはやっぱり、いろんな観光客、外国人に、この町でなきゃできない体験

とかそういうもの、まち歩きとかそういうことをさせることによって、今、フェイスブック

とか、いろんなツイッターで世界中にその人の感想が流れたりする中で、やっぱりこの町の

魅力というのがそこへ出てくると思うんですけれども、どう思いますか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然、このインバウンド協議会、やっぱり東伊豆町独自の誘客、これ

は今、西塚議員が言ったようなことは当然網羅した中で検討することを考えております。そ

ういうわけで、今構想としては、観光協会、商工会、観光施設、行政、鉄道事業等の10名程

度ということはうたっておりますもので、その辺でまた入らなかったとしても一応、議員か

らこういうことを提案されて、これを加味した中で検討をしてほしいとか、またメンバー的

にそういう人も入ってもらう可能性もあるし、それは十分、西塚議員から提案されたもので、

その辺はちょっとやるときに人選をした中で、一応観光協会がやっておりますけれども、議
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会からこういうことを提案されたもので、もしいなくてもこういうことを検討した中で協議

してほしい、これは言っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） ひとつよろしくお願いします。 

  次の２点目の案内看板の整備ですけれども、いわゆる朝市とか、あと商店街がつくった看

板とかと、そういうやつの補助金とか、町が携わってやってくれるのかというのを聞きたい

んですけれども。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には、民間がやったものは民間が継続的にやってもらいたい、

これが基本的な考えでございます。ただ町といたしましては、壇上で言ったように、まちの

経路、そういう駅からいろんなメーン路、これは整備していきたいです。ただ、個人的な民

間、今言ったような朝市さんとかそういう関係、それはあくまで民間が設置したものは、や

っぱり基本的には民間の方がやってもらいたい、これが基本でございますので、その辺は御

理解願いたいと思います。また、そのときはまた相談していただければいい方法が何かある

かわかりませんもので、基本的にはそういう考えでやっていただければありがたいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、５番、西塚議員の一般質問を終結します。 

  この際、１時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時４５分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

  午前に引き続き一般質問を行います。 

 

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



－133－ 

 

◇ 定 居 利 子 君 

○議長（村木 脩君） 次に、13番、定居議員の第１問、町民の交通安全対策についてを許し

ます。 

  13番、定居議員。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 最後の一般質問になりますけれども、よろしくお願いいたします。 

  私は、今回１問だけ通告をしてありますので、よろしく御答弁のほどお願いいたします。 

  町民の交通安全対策について。 

  近年、国道にコンビニ、スーパー等が進出していく中で、歩行者の安全性についてお伺い

いたします。 

  １点目、国道135号線、県道稲取停車場線を利用する歩行者の安全対策は、町はどう考え

ていらっしゃいますか。 

  ２点目、稲取片瀬線の新白田トンネル内の照明の明るさに問題はないか。またその対策は。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 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） 定居議員の第１問、町民の交通安全対策については２点からの質問で

すので、順次お答えいたします。 

  １点目の、国道135号線、県道稲取停車場線を利用する歩行者の安全対策についてですが、

国道135号線、県道稲取停車場線は静岡県の管理となっております。県に伺ったところ、何

らかの対策が必要であるとは認識しているようですが、国道135号の下を通るガードトンネ

ルの改良や背後地の急傾斜地対策が伴いますので、歩道の整備が地形的、構造的に困難な状

況になっていると聞いております。 

  今後、現状で効果的な必要な対応につきましては、県は町と一緒になって検討していきた

いと申しておりますので御理解ください。 

  次に、２点目の稲取片瀬線の新白田トンネル内の照明の明るさに問題はないか、またその

対策はについてですが、このトンネルは昭和57年に完成し、34年が経過しております。その

間、点灯不良となった既設のナトリウム灯を補完する形で照明設備の改修をしておりました
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が、まだ十分なトンネル内照度が確保できていないと考えております。 

  今後、ＬＥＤ照明への交換など照明設備の見直しを考えておりますので、御理解をくださ

い。 

○議長（村木 脩君） 13番、定居議員。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 御答弁ありがとうございます。 

  国道135号線につきましては、歩道等を今整備されている中で用地買収等が絡んでいると

思いますので、それは順次解決をされていくと思います。 

  停車場線のほうについてお尋ねしたいと思います。 

  駅前から役場のほうへ下っていくところで、信号から駅のところまでは町道の停車場線に

なって、あそこは整備されております。駅から入谷の大畑へ長坂２号線までの間が県道の停

車場線ということで、それで国道の135号線に入っていくという形になるんですけれども、

今、中年の方たちが駅の停車場線を利用して、歩きながら135号線へ出てお買い物をされる

とか、またほかの用事でという形の方が大変多くなっているんですよ。 

停車場線というのは国道から町内に入る重要な幹線であり、大型バスも通ったりトラック

が通ったり、大変車両の多いところだと思うんです。やっぱり稲取の稲取港線ですか、あそ

こと停車場線が、私、稲取の町内に入っていくには、一番車両が多いのではないかなと思い

ますので、歩行者の安全性ですよね、駅から国道まで出る間の道幅が大変狭いということで、

歩行者の方はガードレールに沿って歩いていかれるんですよね。それで、そのトンネルを超

えていければいいんですけれども、そこを真っすぐ坂道を国道へ出られて、国道135号線を

横切るという形が最近特に見られるということで、近隣の方が、大変これは危ないから、何

とか対策をしていかなければならないのではないかという、そのお声も聞いています。歩行

者が135号線を渡って、途中で左往して、両方から車に挟まれたりとかそういうことが、近

年にちょっとあるもので、何とかということでちょっとお声をかけられた件もあります。 

  それで、停車場線の中で、結局ガードレールではなくて反対側のところを歩かれる方もい

る。両脇に歩いて135号線に行かれるという方も、最近特にちょっと目立っていますので、

運転手も大変ちょっとそういう危ない部分に遭遇しているという、結局ミラーがその人に当

たったりとかするもので、運転する方もちょっと危険もあるし、怖い部分もありますよとい

うことで、今後、あそこいずれは改良されていくと思うんですけれども、以前ちょっとお聞

きしたところでは、伊豆急の稲取駅が改築されたときにはされるという計画があれば、あそ
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こも、県のほうも停車場線を将来的に計画をしていかなきゃならないのではないかという、

そういう以前お話もありましたので、いずれはそういう話が出てくるのではなかろうかなと

思うんですよ。そうすれば、町もそういう声を聞きながら、一緒になって停車場線の整備等

を進められていくのではなかろうかなと思うんです。県のほうの管轄ですので、町は余りど

うこうということはできないですけれども、町からいろいろな要望書を出すことはできると

思うんですよ、こういう歩行者に対して大変危ないですよということで。それを町のほうの

働きとして努めていっていただきたいなと思う、それは一つの要望です。 

  それと、稲取片瀬線の、これ申しわけない、新と入れなかったものですから、本当の名称

は新白田トンネルなんです。申しわけなかったです。 

  このトンネルの照明の明るさは、蛍光灯が９個ですか、ついているんですよ。ちょうど中

間あたりに行きますとカーブがあるものですから、先が全然見えないんですよ。それで、

300メートルぐらいあのトンネルはあるんですけどね、ちょうど100メートルぐらい行ったと

ころにカーブがあるもので、途中明るさから急に暗いところへ行きますと、もう中真っ暗で

見えなかったり、ちょっと危険性があるし、今は県外車の方も結構あそこを通りますしね、

アスド会館を利用される方もあのトンネルを利用してアスドへ行かれるという方もいらっし

ゃいますので、災害用の迂回路として大島近海地震の後につくられたということで、やはり

町としては、あれは町道ですので町の管轄ですから、町もやはり整備ではないんですけれど

も、時々見回りながらどういう様子であるか、そういうことも私は必要ではなかろうかなと

思います。 

  それで、例えば照明を町で直したらどうか、ＬＥＤにしたらいいかという、やっぱり財源

的にかかりますので、今後、いろんな方法があろうかと思いますけれども、そういう点で検

討もしていただきたい。 

  それと、通告外なんですけれども、国道135号線、東伊豆町内のトンネル、トモロとか熱

川のトンネル、北川のトンネル等も恐らく間引きはしてあると思うんですけれども、大変ち

ょっと暗いんですよね。私たち中年層があそこを運転して通るとちょっと暗い部分がありま

すので、もし何か県のほうへそういう要望がありましたら、一緒にあわせてお願いしたいと

思いますので、よろしく御答弁のほどお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点目の稲取停車場線、これ本当、県道でございますから、一

応これは今、定居議員から言われたことは県に伝えた中で要望活動をして、基本的には県と
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土木と農林と当局で、一応年に１回か２回話し合いを持っておりますもので、その中でまた

こういうことが、事例が出てきたからお願いしますということは言ってありますし、これの

以外に熱川におきまして橋があって、ホテルからコンビニに行くまで、あの橋が大変危ない

から本当に何とかしてほしいということもその席で言っております。県との話し合いがあり

ますもので、要望事項はそのとき要望していきたい。それと改良できるものは改良してほし

いということは、再三言っていくつもりでございます。 

  さらに先般、本当は稲取が改築するときに、土木、そして町が一体となってあの辺をよく

しましょうということ、話がありました。そういう中で、稲取駅の改築のことですけれども、

今、町としては、エレベーターを何とかしてと要望しているんですよね。そういう中で、と

りあえず今トンネル工事を開始している中で、稲取がその起点になっているもので、それが

二、三年後終わるのかな、そうしたら駅の全面改築をもまた考慮した中でエレベーター、ど

ちらがいいかと考慮をした中で解決しましょうということを言われておりますもので、でき

れば町としては、駅の改築、そしてその中で、土木、町と一体となって歩行者の安全性、こ

れは確保していきたい、そう考えておりますもので、御理解願いたいと思います。 

  次に、トンネル、これは本当に新白田トンネルにつきましては、町の管理でございますか

ら、確かに私もアスド会館へ行くときに奈良本からこちら、本当、入った瞬間暗いなと感じ

はしてちょっとあの中で、車ですから多少あれですけれども、歩行者のことを考えますと確

かに定居議員が言ったように、真ん中がほとんど暗いからということを今言われました。こ

れはちょっと早急に対応していきたいし、やっぱり財源がかかりますもので、基本的にはど

のような方向が一番いいかというのは担当課と相談しながら、徐々に整備していきたいと考

えております。 

  それとまた、県道、国道におきましては、やっぱりこれ本当、県のことでございますから、

これもさっき言ったように、年２回、土木と話し合いがありますもので、やっぱりトンネル

内が暗いから何とかしてほしいということ、これは要望していきたいと思いますし、何しろ

事故が起きては困りますもので、起こらないような方向で、これどんどん県のときは県に要

望して、町のときはなるべく財源を確保した中でやっていきたい、そう考えておりますので、

御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 13番、定居議員。 

（１３番 定居利子君登壇） 
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○１３番（定居利子君） １点目につきましては、町長、伊豆急関係者とは大変懇意にされて、

公務的にもいろいろ会合等ありまして、そういうお話等をされると思うんですよ。そういう

中で、いろんな情報を吸収して、県と、また町とがうまく連携をとっていただいて要望活動

もしていただきたいと思います。 

  トンネルの件もやっぱり同じですので、町のできないことは県にもいろいろ探ってみて、

協力していただくという方向でよろしくお願いいたします。 

  これで一般質問を終了させていただきます。ありがとうございました。 

○議長（村木 脩君） 以上で、13番、定居議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◎日程第２ 専決承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（平成２８年

 度東伊豆町一般会計補正予算（第５号）） 

○議長（村木 脩君） 日程第２ 専決承認第９号 専決処分の承認を求めることについて

（平成28年度東伊豆町一般会計補正予算（第５号））を議題とします。 

  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９号 専決処分の承認を求めることについて（平成28年度

一般会計補正予算（第５号））。 

  ただいま上程されました専決承認第９号 専決処分の承認を求めることについて、提案理

由を申し上げます。 

  地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので同条第３項の規

定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

  この専決処分につきましては、去る８月22日の台風９号の影響による被災箇所について、

早急に復旧対応する必要が生じたことから、平成28年度東伊豆町一般会計補正予算（第５

号）を処分したものであります。 

  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（村木 脩君） 総務課長。 
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○総務課長（鈴木利昌君） ただいま提案されました専決承認第９号 専決処分の承認を求め

ることについての平成28年度東伊豆町一般会計補正予算（第５号）について、概要を説明い

たします。 

  平成28年度東伊豆町の一般会計補正予算（第５号）は次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ266万5,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ48億8,314万1,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページをお開きください。 

  ２歳入について御説明いたします。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額に266万5,000円を

追加し、３億341万1,000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266万5,000円の増は、今回の補正における財源不足額を補塡措置いたした内容でござい

ます。 

  次に、３歳出について御説明いたします。 

  今回の補正予算につきましては、去る８月22日の台風９号の影響により被災した農林水産

業施設並びに公共土木施設の復旧に関する内容となっております。 

  10款災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧費、２目林業用施設災害復旧費、補正前の

金額に38万4,000円を追加し、60万6,000円といたします。事業コード１林業用施設災害復旧

事業、15節工事請負費、細節１災害復旧工事38万4,000円の増は、稲取ふれあいの森周辺及

び林道大川小溝線の倒木や落石の除去に要する工事請負費の増額措置であります。 

  ３目漁港災害復旧費、補正前の金額に10万6,000円を追加し、10万6,000円といたします。

事業コード１漁港災害復旧事業、15節工事請負費、細節１災害復旧工事10万6,000円の増は、

白田漁港船揚げ場の堆積ごみ撤去に要する工事請負費の増額措置であります。 

  ２項公共土木施設災害復旧費、１目道路橋りょう災害復旧費、補正前の金額に189万1,000

円を追加し、273万3,000円といたします。事業コード１道路災害復旧事業、15節工事請負費、

細節１災害復旧工事189万1,000円の増は、町道10路線の崩土除去や巨石積工等の復旧にかか

る工事請負費の増額措置であります。 

  ２目河川災害復旧費、補正前の金額に28万4,000円を追加し、68万4,000円といたします。
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事業コード１河川災害復旧事業、15節工事請負費、細節１災害復旧工事28万4,000円の増は、

河川３カ所における堆積土除去や護岸擁壁工などに要する工事請負費の増額措置であります。 

  ２ページをごらん願います。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書でただいま御説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず歳入ですが、補正前の額48億8,047万6,000円に266万5,000円を追加いたしまして、48

億8,314万1,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額48億8,047万6,000円に266万5,000円を追加いたしまして、48

億8,314万1,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、全額一般財源といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  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（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより専決承認第９号 専決処分の承認を求めることについてを採択します。 

  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（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

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

 

◎日程第３ 専決承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（東伊豆町

  道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例） 

○議長（村木 脩君） 日程第３ 専決承認第10号 専決処分の承認を求めることについて

（東伊豆町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 
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（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 専決承認第10号 専決処分の承認を求めることについて（道路占用料

等徴収条例の一部を改正する条例）。 

  ただいま上程されました専決承認第10号 専決処分の承認を求めることについて、提案理

由を申し上げます。 

  地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので同条第３項の規

定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

  この専決処分につきましては、東伊豆町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例につ

いて修正が生じたため、道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例を専決処分したもので

あります。 

  詳細につきましては建設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（村木 脩君） 建設課長。 

○建設課長（高村由喜彦君） それでは、ただいま提案されました専決承認第10号 専決処分

の承認を求めることについての東伊豆町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例につい

て、概要を説明いたします。 

  昨年12月に県に準拠した形で道路占用料の改正をさせていただきましたが、一部に誤りが

ありましたので、今回修正をするものでございます。 

  それでは、説明をさせていただきます。 

  恐れ入りますが、３ページ目、４ページ目をお開きください。 

  東伊豆町条例第18号、平成28年８月31日付。 

  東伊豆町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例。 

  東伊豆町道路占用料等徴収条例（平成14年東伊豆町条例第12号）の一部を次のように改正

する。 

  別表中、占用物件の令―この令というのは道路法施行令でございます―第７条第２号

に掲げる工作物―工作物というのは工事用の施設などを対象としております―単位、占

用面積１平方メートルにつき「１月1,500円」を、「１年1,500円」に改めます。 

  次に、占用物件の令第７条第３号に掲げる施設、ここで言う施設というのは工事用材料置

き場などをいいます。単位、占用面積１平方メートルにつき「１月、面積に0.025を乗じて

得た額」を、「１年、面積に0.025を乗じて得た額」に改めます。 
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  次に、占用物件の令第７条第６号に掲げる仮設建築物、ここで言う仮設建築物というのは

トンネル内に設ける事務所、倉庫などをいいます。及び同条第７号に掲げる施設、ここで言

う第７号に掲げる施設というのは高速道路の上空に設置する仮設事務所などをいいます。単

位、占用面積１平方メートルにつき「１年150円」を、「１月150円」に改めます。 

  附則。この条例は、公布の日から施行し、平成28年４月１日から適用する。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどを

お願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  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（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより専決承認第10号 専決処分の承認を求めることについてを採択します。 

  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（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

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

 

◎日程第４ 議案第３８号 東伊豆町防災公園の設置及び管理等に関する条例の制

定について 

○議長（村木 脩君） 日程第４ 議案第38号 東伊豆町防災公園の設置及び管理等に関する

条例の制定についてを議題とします。 

  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38号 東伊豆町防災公園の設置及び管

理等に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 

  昨年度から整備を進めております奈良本地区避難地整備において、工事完了後すぐに供用
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開始することが、国の補助を受けるときの条件となっておりますので、供用開始に当たり、

公園の設置及び管理に必要な事項について、条例を制定するものであります。 

  詳細につきましては、防災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（村木 脩君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） それでは、ただいま提案されました議案第38号 東伊豆町防災公

園の設置及び管理等に関する条例の制定について、添付してございます資料で御説明させて

いただきます。 

  それでは、条例案の最後に添付してございます説明資料をごらんください。 

  本条例は、現在整備している奈良本地区避難地、防災公園「熱川温泉しおかぜ広場」の供

用開始に当たり、設置管理等に必要な事項について条例を制定するものであります。 

  条例の構成としましては、第１条の目的及び設置から第15条の委任までとなっております。 

  内容でありますが、第１条から第３条までは、公園の目的・設置、名称、公園内の施設に

ついて規定しており、防災公園としての活用はもちろんでありますが、地域住民の交流促進、

産業振興、にぎわい空間の創出など、広く利活用していただける規定の内容となっておりま

す。 

  第２条の名称でありますが、一般公募65点の中から選考委員会が選定した「熱川温泉しお

かぜ広場」を名称に決定させていただいております。 

  第４条から第７条までは、公園の使用における禁止事項、使用許可、制限、許可取り消し

について規定し、第８条、第９条については公園内を催し物等で使用する場合の使用料につ

いて、第12条から第14条については公園を指定管理によって管理させることができる内容の

規定となっております。 

  なお、本条例は、公布の日から施行するものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほうお願い

します。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） １点お伺いしますけれども、しおかぜ広場についていうと、キャン

プやバーベキューというものはやっていいという解釈をしているんでしょうか。それとも、

やってはいけないという解釈をしているんでしょうか。どちらでしょうか。 
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○議長（村木 脩君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） 災害時においては、ここでテント等で避難される場合については、

火気の使用というのは考えられるかなと思っています。ただ、一般の方の火気使用について

は当然、この周辺については住宅等もありますので、その辺については禁止させていただき

たいなというふうに考えております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 当然、それは一般的な考え方でそうだと思うんですよ。そうすると、

第４条の禁止行為のところに（４）のところで「たき火その他」というふうに書いてあって、

今、防災課長が言われたように、火の使用全般も取り締るのであれば、たき火ではなくて火

の使用ということについてを禁止事項にして、当然、町が避難所として使う場合について許

可する。また、イベントによっては当然火を使う場合があって、それは条件を付して許可す

るという中身でないと、今、大体キャンプをやる人の中で、またはバーベキューをやる人の

中で、たき火という形で落ち葉やその辺から落ちた枝や何かを寄せ集めて、いわゆるたき火

をやるなんていう人は恐らく一人もいないですよ。だって安い家庭用のガスコンロ持ち込ん

でキャンプだってできるわけだし、ホームセンターなんかで二、三千円もすればバーベキュ

ーセットあるわけですよ。だから、たき火の使用という言葉は、そこに限ることによって、

今答弁された内容と違うのではないかという面が出てきませんか。言葉一つですけれども、

たき火ならだめで、そのほかいいということにこれなっちゃうわけではないですか。 

  例えば今年、細野高原であった例で言えば、町の駐車場に来てあそこのところで、俺は警

察の許可をとって、ここ使っているんだから何だといってフライトハウスに文句を言ったと

いう、そういう利用者もいるんですよ。だから、たき火なのか、火の使用なのかということ

についても厳密にやっぱり決めて対応をしていかないと、思っていることとは違う形で、日

常的にそういうところに利用者が入ってくる。今あいているところで、公園なんかで簡単に、

特に夏場なんかはキャンプやなんかやるなんていう例は、今幾らでもあるではないですか。

だから、その取り締まりに今この条文では不十分ではないかと思うんです、私は。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然、それは規則で十分縛りつけるので、この条例のたき火その他と

いうことで点がありますよね。「たき火、その他」のあれで、たき火その他の中で、その他

の中で火気全般が含まれていると、そういう解釈によってお願いしたいと思います。 

  以上です。 
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○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） だから、やっぱりそれは火の使用全般も禁止して、当然イベントや

災害時に使うときはいいですというふうに文章にするのが当たり前で、最初から非常に狭め

た使用にすることによって、やっぱり疑念が生じてくるのではないかなと私は思うんです。

だから火全般を基本的には禁止すると。 

それで、避難地とかイベントやなんかで必要な許可をして住民の交流企画を打つときに、

当然それは許可するということでいいのではないかな。何でこんなたき火なんていう言葉を、

もうほとんど死語に近いような言葉、行為を禁止事項に入れるなんていうこと自身が、私は

これは不十分だと思いますよ。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは、町の条例を制定するときに例規検討委員会で当然そういうこ

とも検討した中で、山田議員がそういう疑念があるという中で、これで十分ではないかとこ

ちらは解釈していたもので、これで出させていただきました。 

町といたしましてもその例規検討委員会、ここで十分検討した中でこれを出したと、提出

してあると思いますもので、その辺は山田議員の疑念することも一応全部ある程度網羅され

ているのではないかとは自分自身は考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） そのほか質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 私は、やっぱり火の管理のところについては言葉は本当にもっと慎

重であるべきだし、たき火なんていう今ほとんどやらないことを制限しても意味がなくて、

やっぱり一般的に不法にキャンプやバーベキューをやるという例は今、町内に、また以外に

もいっぱいあるんですよ。だから、そういうことをもっと想定した言葉の使用が私は適切で、

この文面はやっぱり適切ではない、不十分な点があるというふうに思いますもので、この点

では、反対をしておきます。 

○議長（村木 脩君） そのほか討論はございませんか。 

  暫時休憩します。 
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休憩 午後 １時３１分 

 

再開 午後 １時３３分 

 

○議長（村木 脩君） それでは、休憩を閉じ再開いたします。 

  それでは、先ほど山田議員より反対討論がございましたので、これに対する賛成討論の方

はおられますか。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 先ほどの14番議員さんが指摘した点については、私たちも言葉のあ

やとしては、非常にわかるわけですよね。たき火ということと火を使うという形が同じだと

いう形の中で、私は理解をしていきたいなと思うわけです。たとえバケツの中でたいても、

れんがの組み立てをしても、これはやはり火を使うことだと、たき火だという形の中の定義

でなくて、広く私は町のほうは指定していると、そういう形の中で賛成をさせていただきた

いと思っております。 

○議長（村木 脩君） ほかに討論はありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） これで討論を終結します。 

  これより議案第38号 東伊豆町防災公園の設置及び管理等に関する条例の制定についてを

採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（村木 脩君） 起立多数ですので、本案は原案のとおり決しました。 

 

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

 

◎日程第５ 議案第３９号 平成２８年度東伊豆町一般会計補正予算（第６号） 

○議長（村木 脩君） 日程第５ 議案第39号 平成28年度東伊豆町一般会計補正予算（第６

号）を議題とします。 
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  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39号 平成28年度東伊豆町一般会計補

正予算（第６号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に9,982万1,000円を追加いたしまして、歳

入歳出予算の総額を49億8,296万2,000円とするものでございます。 

  歳入の主な内容ですが、算定事務が完了した交付決定を受けました普通交付税の増額、ま

た、これまでの実績から推計し、ふるさと納税寄付金を増額いたします。 

  一方、社会資本整備総合交付金の内示に基づく減額と、これにあわせ町債につきましても

減額といたしております。 

  次に、歳出の主な内容ですが、歳入でも触れましたふるさと納税関係では、基金積立金と

寄付謝礼を増額しております。 

  そのほかにも、町の観光協会補助金やインバウンド等対策事業補助金、雛のつるし飾りま

つり二十周年記念事業費補助金等を増額し、各種キャンペーンやインバウンド対策を強化す

るなど、観光振興対策に取り組んでまいりたいと考えております。 

  必要な財源配分を行った後、余剰財源を財政調整基金へ繰り戻し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（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木利昌君） ただいま提案されました議案第39号 平成28年度東伊豆町一般会

計補正予算（第６号）について、概要を説明いたします。 

  平成28年度東伊豆町の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,982万1,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ49億8,296万2,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  （地方債の補正） 



－147－ 

  第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」によります。 

  １ページをお開きください。 

  また、補正予算書とあわせてお配りいたしました資料もごらんいただきたいと思います。 

  第１表、歳入歳出予算補正。 

  歳入について御説明いたします。 

  10款１項地方交付税、補正前の金額に１億4,742万8,000円を追加し、10億8,242万8,000円

といたします。本算定の終了した普通交付税の交付決定に伴う増額であります。本年度は国

勢調査の人口が反映されることもあり、交付額の減少を見込んで予算措置いたしておりまし

たが、人口急減補正の適用などにより、前年度比1.9％の微減にとどまったことが増額要因

となっております。 

  14款国庫支出金、１項国庫負担金、補正前の金額に369万9,000円を追加し、２億4,816万

8,000円といたします。保育ママ委託料の増額に伴う子どものための教育・保育給付費負担

金の増が要因でございます。 

  ２項国庫補助金、補正前の金額から559万4,000円を減額し、１億3,016万2,000円といたし

ます。社会資本整備総合交付金につきましては、内示に基づき大幅に減額としております。

一方、増額要因といたしまして、臨時福祉給付金並びに年金生活者等支援臨時福祉給付金に

係る補助金が増額となっております。 

  15款県支出金、１項県負担金、補正前の金額に185万円を追加し、１億8,185万9,000円と

いたします。民生費県負担金の子ども・子育て支援給付費負担金の増は、先ほどの国庫負担

金の増額と同じく、保育ママ委託料の増額に伴う県負担金の増額措置でございます。 

  ２項県補助金、補正前の金額に430万3,000円を追加し、１億2,515万4,000円といたします。

消防費県補助金では、防災情報システム整備調査業務に対する補助率３分の１の緊急地震・

津波対策等交付金を増額とし、また商工費県補助金では、商店街の街路灯ＬＥＤ化に対する

地域商業パワーアップ事業費補助金を増額としております。 

  17款１項寄付金、補正前の金額に7,001万9,000円を追加し、１億5,100万3,000円といたし

ます。ふるさと納税寄付金につきましては、本年度の実績に基づき推計をし、増額といたし

ております。 

  また、一覧表には記載されておりませんが、一般寄付金といたしまして東伊豆町消防職員

互助会会長八代明彦様より、互助会解散に伴う剰余金をお寄せいただいております。寄付者

の御意向に沿って、有効に活用させていただきます。 
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  18款繰入金、２項特別会計繰入金、補正前の金額に215万円を追加し、884万7,000円とい

たします。風力発電事業特別会計繰入金につきまして、歳出のエコタウンガイド育成事業業

務委託料とあわせて減額といたします。また、介護保険特別会計の平成27年度決算確定によ

り、精算に伴う返還金の受け入れとして介護保険特別会計繰入金を増額いたします。 

  ３項基金繰入金、補正前の金額から１億366万7,000円を減額し、２億312万4,000円といた

します。今回の補正予算における歳入歳出調整後の剰余金を基金へ繰り戻すため、財政調整

基金繰入金を減額いたします。なお、補正後の財政調整基金残高の見込みは約６億9,100万

円でございます。 

  21款１項町債、補正前の金額から2,210万円を減額し、３億1,660万円といたします。国庫

支出金で御説明いたしました社会資本整備総合交付金の内示額減額により、歳出では事業量

を調整しておりますので、事業費に合わせ借入額も減額する内容でございます。 

  ２ページをごらん願います。 

  次に、歳出について主なものを御説明いたします。 

  今回の補正予算における人件費つきましては、本年４月の職員人事異動の内容及び全般的

な調整をさせていただきましたので、御理解をお願いいたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、補正前の金額に5,992万7,000円を追加し、８億1,804万

4,000円といたします。職員共済事業における共済組合納付金の減は、恩給受給者の減少な

どにより、追加費用率が減少したことに伴い減額するものでございます。ふるさと納税関係

では、寄付謝礼、代理収納システム利用料、基金積立金について、これまでの実績から推計

し、合計で歳入と同額の7,000万円を増額としております。エコリゾートタウン推進事業に

おけるエコタウンガイド育成事業業務委託料の減は観光振興のため、地域おこし協力隊が活

動を開始しておりますが、エコタウンガイドの活動もあわせて行っているため、委託料を減

額する内容であります。そのほかには、町有施設の改修工事費等を増額しております。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、補正前の金額に3,060万6,000円を追加し、９億9,595万

6,000円といたします。臨時福祉給付金給付事業並びに年金生活者等支援臨時福祉給付金給

付事業において、給付金と、これらの給付に必要なシステム改修委託料などを増額してござ

います。 

  ２項児童福祉費、補正前の金額に725万9,000円を追加し、３億1,143万6,000円といたしま

す。地域型保育事業における保育ママ委託料の増は利用者増に伴い、委託料を増額する内容

でございます。 
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  ４款衛生費、１項保健衛生費、補正前の金額に77万7,000円を追加し、２億1,266万6,000

円といたします。救急医療対策事業では、ドクターヘリの出動体制や整備作業効率向上のた

め、静岡市を含む県東部21市町による東部ドクターヘリ格納庫設置にかかる負担金を増額し

てございます。 

  ５款農林水産業費、１項農業費、補正前の金額に841万5,000円を追加し、２億709万9,000

円といたします。鳥獣等対策事業における有害鳥獣捕獲報奨金について、鹿及びイノシシの

捕獲頭数増加に伴い、報奨金を増額するものであります。 

  ６款１項商工費、補正前の金額に2,044万2,000円を追加し、１億9,368万7,000円といたし

ます。商工振興事業では、リフォーム振興事業補助金に不足が見込まれるため増額とし、ま

た、県の補助金を活用した商店街街路灯ＬＥＤ化推進事業補助金を新たに計上してございま

す。地域観光振興対策事業では、すすきイベント並びにムーンロード関連のキャンペーン実

施や、観光キャンペーン等で使用する記念品―これはノベルティーになります―の作製

費、またガイドブックの印刷等に要する経費について、町観光協会補助金を増額しておりま

す。そのほかには、インバウンド等対策事業補助金や雛のつるし飾りまつり二十周年記念事

業費補助金、東伊豆町観光協会出捐金などを計上しております。 

  ７款土木費、２項道路橋りょう費、補正前の金額から4,346万4,000円を減額し、１億

2,788万7,000円といたします。道路新設改良事業におきまして歳入で御説明いたしました社

会資本整備総合交付金の内示に基づき、事業量を見直し、歳出額を調整いたしております。 

  ３項河川費、補正前の金額に170万円を追加し、1,205万6,000円といたします。河川改修

事業では安全対策として片瀬地区の山岸水路防護柵設置工事を増額措置いたしております。 

  ８款１項消防費、補正前の金額に1,526万1,000円を追加し、３億4,236万8,000円といたし

ます。常備消防費の駿東伊豆消防組合負担金について、職員の昇給、昇格等による給与、手

当の不足分を増額した内容であります。防災対策費では、防災情報システムの今後の整備方

法について比較検討するため、防災情報システム整備調査業務委託料を増額しております。 

  ９款教育費、６項保健体育費、補正前の金額に175万2,000円を追加し、7,691万4,000円と

いたします。学校給食センター費における修繕料につきましては、浄化槽や研修室、自動ド

ア並びにシャッターの開閉器に不良が生じたため増額する内容であります。 

  ３ページをお開きください。 

  10款災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧費、補正前の金額に185万円を追加し、278

万4,000円といたします。先日の台風９号及び10号通過後の被災箇所復旧のため、林業用施
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設災害復旧事業並びに漁港災害復旧事業の工事請負費を増額いたしました。 

  ４ページをごらんください。 

  第２表、地方債の補正でありますが、第１表で御説明いたしました、道路新設改良事業に

おける湯ヶ岡赤川線整備事業、湯ノ沢草崎線のり面対策事業、入谷天城１号線整備事業及び

稲取片瀬線整備事業に係る起債について、今回変更いたします。なお、起債の方法、利率、

償還の方法は記載のとおりでありますので、御確認願います。 

  ５ページ、６ページをごらん願います。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で、ただいま御説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず、歳入ですが、補正前の額48億8,314万1,000円に9,982万1,000円を追加いたしまして、

49億8,296万2,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額48億8,314万1,000円に9,982万1,000円を追加いたしまして、

49億8,296万2,000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418万6,000円の増、地方債が

2,210万円の減、その他財源は6,782万1,000円の増、一般財源を4,991万4,000円の増といた

します。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 幾つかお尋ねいたします。 

  まず、22ページで介護ロボット導入促進事業補助金というものの、こういうどこにどうい

う形で支出されるのかというのが一つ。 

  ２つ目に、24ページ、26ページに出てきますけれども、これは国の制度ではありますが、

臨時福祉給付金が960万と年金生活者等支援臨時福祉給付金で660万、おおむね対象人数はど

の程度かということが２つ目です。 

  ３つ目に、34ページですけれども、ツリーハウスの工事費があります。内容は聞いたんで

すけれども、町長、これは一体ツリーハウスというのは、町としてですよ、オブジェという

位置づけなのか、町民が使用する遊具や設備としての位置づけを持っているのか、このとこ

ろで、そのどちらかでやっぱりこの修理が適切かどうかという問題に変わってくると思うん

ですけれども、これは町としては、どういう位置づけをされているのかというのがお尋ねで
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す。 

  最後に、38ページで防災情報システムの整備で調査業務委託というのがあるんですけれど

も、具体的にどんな内容を調査委託するのかということについて、少し説明をお願いしたい

と思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、ツリーハウスの件でございます。 

  つくった人は芸術品とかオブジェということ、町としてはやっぱりそれだけでは困ります

から、当然一般の方が使う。だから両方のあれがある。町としては基本的には芸術というか、

一般の町民に使ってもらいたい、そのほうに重きを置いております。 

  しかしながら、やっぱり作った人は一応オブジェという感じで、またつくったのではない

かと思いますけれども、基本的には町民が使う方向、町としてはその方向が強い、そう感じ

ております。 

  ほかの件につきましては、担当のほうから説明いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） それでは、介護ロボット導入促進事業補助金について、御

説明させていただきます。 

  同事業は、平成28年１月20日付の法律で成立をした事業でございまして、92万7,000円、

全額、10分の10の補助金の対象となっておりまして、対象事業所につきましてはライフガー

デン熱川、対象品目は見守り支援ベッドシステムとなります。 

  以上です。 

（何事か言う声あり） 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 議長、いいですか。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） すみません、失礼しました。 

  対象事業所は、ライフケアガーデン熱川になります。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 臨時福祉給付金の見込み対象者でございますが、3,200人

を見込んでおります。 

  次に、年金生活者等支援臨時福祉金の見込み対象者は220人を想定しております。 
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  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） 38ページの防災情報システム整備調査業務委託料につきましては、

今現在運用しておりますアナログの同報無線が、33年度までにデジタル化というものにしな

ければならないということで、今現在デジタル化ですと、概算でいきますと、大体６億から

８億、整備費にかかるという、これはあくまでも概算ですが、そういう提示があります。 

  そういう中で、今後のまちづくりとして、情報提供として、どういうものがいいのか、

前々からお話をさせていただいていますコミュニティＦＭ等々、今システムがいろいろ出て

きておりますので、その比較検討をした中で、これは議会の皆様のほうにも比較検討を提示

しながら方向性を決めていきたいというふうに考えておりまして、その調査費となります。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 数字を聞いたところと、あれは大体わかったところがありますが、

そうすると町長、まずツリーハウスの修繕費の関係ですけれども、両方の性格ということで

すけれども、しかし、一般的な修繕の状況からしますと、非常に高額になってくるというと

ころがあろうかと思うんですけれども、やっぱりまだ建設して５年程度で、こういう修繕が

必要になるという点でいうと、耐久性の問題にしてもそうだし、町民にある程度使っていた

だくということでいうと、やっぱり手すりや何かでも、例えば子供たちが使用したときに手

すりからすり落ちないような、一定、安全対策というのは町の施設としたら最低限備えてい

なきゃいけないと思うので、この工事においては、そういうこともやっぱり配慮される必要

があるし、当然経費の問題で見ても、普通にただ階段や手すり等の改修をすれば、こんな金

額はとてもかからないわけですから、十分その辺については対応を図っていただかないと、

それぞれの趣旨から外れてくるのかなという感じがしておりますので、町長のお考えを再度

お伺いしたいと思います。 

  デジタル行政無線については、そうしますと、今の無線の問題というのもいろいろありま

すよね、サイレンの問題から無線の問題。いずれにしても、町が町民の皆さんにどういう形

で情報を提供していくかという、非常に根幹的な問題になってくるのかなというふうに思う

んですけれども、いわゆるコミュニティＦＭのほか、対象としてはどういうこと、どういう

手段を調査するのかということと、あと調査方法としては、例えばどこかのまちへ行ったり、

いろんなことをするのか、業者に委託して、どういう形で胸にあるのか、ちょっとその辺は
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もう少し具体的に御説明いただけませんか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、このツリーハウスの修繕工事、委員会でも、本当、山田議員と

やはり、それぞれの当初予算は大体この1.5倍の金額で来ました。しかし、それでは余りに

も高いというような、とりあえずこれに抑えられたのが現状で、しかし現実問題として、今

オブジェといっても、あのツリーハウスには小さい子供たちが登っておりますもので、町と

いたしましても、絶対その安全性の確保はやらなければならんと考えております。 

  そういう中で、そういうことをもろもろ含めた中で、今回入札やら随意契約など、そうい

うことをやっていきたいと思いますし、委員会でも言った、じゃ、防腐剤はどうするだとか

ね、そういうことも含めた中で、この修繕の中でやっていきたいと思うし、何しろ自分自身

もこの金額が高いということは感じておりますもので、別に業者はこの業者に限らなくても

いいとは自分自身は考えておりますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） それでは、システムの業務委託の細かな内容になりますが、デジ

タル無線の伝搬調査もあわせて行います。先ほど、情報の伝達の方法についてなんですが、

総務省のほうでは同報無線が基本的な考え方であります。ただ、それにかわるものとして、

住民に広く周知ができる、屋外、屋内も含めて周知ができる方法を検討しなさいということ

になっておるものですから、先ほど話がありましたコミュニティＦＭですと、当然一般の通

常のＦＭラジオから聞こえるという形になりますので、そういう面ですと、専用のＦＭラジ

オというのもあるんですが、そういうものの導入も含めて検討していきたいというふうには

思っています。これについては全てコンサル会社を通じて調査をする計画でいます。 

  あと、先ほど伝搬調査というのは、要は電波の届く範囲、要は先ほど、前々からお話があ

るデジタル化になって、なかなか電波の届きが余りよくないのではないかというのは、どう

してもデジタル化になりますと指向性が高くなって、アナログと比べるとちょっと入りが悪

いというか、届く範囲が少ないということもありますので、そういうことも含めて、どのタ

イプがいいのかというのを調査検討するという内容でございます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ほかに質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 
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  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（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第39号 平成28年度東伊豆町一般会計補正予算（第６号）を採決します。 

  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（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  この際、午後２時10分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時１０分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程第６ 議案第４０号 平成２８年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 

○議長（村木 脩君） 日程第６ 議案第40号 平成28年度東伊豆町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

  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40号 平成28年度東伊豆町国民健康保

険特別会計補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ7,575万8,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ23億4,314万6,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入は平成27年度決算剰余金の繰り越しを行うものでありま

す。歳出につきましては、繰越金の一部の支払準備基金への積み立てと、平成27年度の国庫
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負担金精算による過年度返還金の増額補正でございます。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第40号 平成28年度東伊豆

町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について、概要を説明させていただきます。 

  平成28年度東伊豆町の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,575万8,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ23億4,314万6,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について御説明をいたします。 

  10款１項繰越金、２目その他の繰越金、補正前の金額に7,575万8,000円を追加し、7,575

万9,000円といたします。１節細節１その他の繰越金の増は、平成27年度の決算見込みで実

質収支額が7,575万8,327円となる見込みですので、全額を28年度に繰越措置するものでござ

います。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明いたします。 

  ９款１項基金積立金、１目保険給付等支払準備基金積立金、補正前の金額に6,299万4,000

円を追加し、6,299万6,000円といたします。25節積立金、細節１保険給付等支払準備基金積

立金6,299万4,000円の増は、平成27年度の繰越金から平成27年度分療養給付費精算返還金等

を差し引いた額を基金に積み立てるものでございます。 

  11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金、補正前の金額に1,263万9,000円

を追加し、1,264万4,000円といたします。23節償還金利子及び割引料、細節１一般被保険者

国庫支出金精算返還金1,080万8,000円の増並びに細節２退職被保険者等療養給付費交付金精

算返還金183万1,000円の増は、平成27年度の療養給付費負担金の確定に伴う精算返還金であ

ります。 
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  ３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額22億6,738万8,000円に7,575万8,000

円を追加いたしまして、23億4,314万6,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額22億6,738万8,000円に7,575万8,000円を追加いたしまして、

23億4,314万6,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、一般財源で7,575万8,000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。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  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（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第40号 平成28年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を採

決します。 

  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（村木 脩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第７ 議案第４１号 平成２８年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号） 

○議長（村木 脩君） 日程第７ 議案第41号 平成28年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

  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） 
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○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第41号 平成28年度東伊豆町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に509万8,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ１億6,457万円とするものであります。 

  内容を申し上げますと、歳入は、平成27年度決算剰余金の繰り越しを行うものであります。

歳出につきましては、ただいまの繰越金を後期高齢者医療広域連合に前年度精算分として納

付するための増額補正でございます。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第41号 平成28年度東伊豆

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、概要を説明させていただきます。 

  平成28年度東伊豆町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

によります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ509万8,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億6,457万円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明いたします。 

  ５款１項１目繰越金、補正前の額に509万8,000円を追加し、509万9,000円といたします。

１節細節１繰越金の増は、平成27年度の決算見込みで実質収支額が509万7,473円となる見込

みですので、全額を平成28年度に繰越措置するものでございます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明をいたします。 

  １款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、補正前の額に509万8,000円を追加し、１億

6,414万9,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１後期高齢者医療広域連合

納付金509万8,000円の増は、平成28年度に繰り越した額を後期高齢者医療広域連合に納付し、

精算するものであります。 
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  ３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額１億5,947万2,000円に509万8,000円

を追加いたしまして、１億6,457万円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額１億5,947万2,000円に509万8,000円を追加いたしまして、

１億6,457万円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、一般財源で509万8,000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。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  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（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第41号 平成28年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を

採決します。 

  本案は原案のとおり可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（村木 脩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第８ 議案第４２号 平成２８年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第

１号） 

○議長（村木 脩君） 日程第８ 議案第42号 平成28年度東伊豆町介護保険特別会計補正予

算（第１号）を議題とします。 

  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） 
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○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第42号 平成28年度東伊豆町介護保険特

別会計補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に3,869万6,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ13億4,235万4,000円とするものであります。 

  内容を申し上げますと、歳入は、平成27年度決算剰余金の繰り越しを行うものであります。

歳出につきましては、国庫負担金等の過年度分の精算と介護給付費準備基金への積み立てを

行うものであります。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第42号 平成28年度東伊豆

町介護保険特別会計補正予算（第１号）について、概要を説明させていただきます。 

  平成28年度東伊豆町の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところにより

ます。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,869万6,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億4,235万4,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明いたします。 

  ８款１項１目繰越金、補正前の額に3,869万6,000円を追加し、4,069万6,000円といたしま

す。１節繰越金、細節１前年度繰越金3,869万6,000円の増は、平成27年度の決算見込みで実

質収支額が4,069万6,657円となる見込みですので、当初予算計上分の200万円を差し引いた

全額を平成28年度に繰越措置するものでございます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明をいたします。 

  ４款１項基金積立金、１目介護保険給付費準備基金積立金、補正前の額に2,981万9,000円

を追加し、4,377万8,000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2,981万9,000円の増は、繰越金4,069万6,000円から国庫支出金等の過年度分返還金887万
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7,000円を差し引いた額を基金に積み立て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、補正額887万7,000円を追加いた

します。23節償還金利子及び割引料887万7,000円の内容は、平成27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をするものでございます。 

  介護給付費につきましては、細節２国庫介護給付費負担金過年度分返還金257万8,000円、

細節３県介護給付費負担金過年度分返還金56万4,000円、細節５一般会計介護給付費繰入金

過年度分返還金414万3,000円を返還いたします。 

  ９ページ、10ページをお開きください。 

  事務費につきましては、細節10一般会計事務費繰入金過年度分返還金84万円を返還いたし

ます。 

  ３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額13億365万8,000円に3,869万6,000円

を追加いたしまして、13億4,235万4,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額13億365万8,000円に3,869万6,000円を追加いたしまして、

13億4,235万4,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、一般財源で3,869万6,000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。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  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（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第42号 平成28年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第１号）を採決し

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（村木 脩君） 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。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第９ 議案第４３号 平成２８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（村木 脩君） 日程第９ 議案第43号 平成28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43号 平成28年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第

１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ27万7,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を7,078万6,000円とするものであります。 

  決算の確定と繰出金の減額により、基金の積み立てに充てさせていただいたものでありま

す。 

  詳細につきましては、企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） ただいま提案されました議案第43号 平成28年度東伊豆町風

力発電事業特別会計補正予算（第１号）について、概要説明をさせていただきます。 

  平成28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27万7,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ7,078万6,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入ですが、３款１項１目繰越金、補正前の金額に23万8,000円を追加し、73万8,000円と
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いたします。１節繰越金、細節１前年度繰越金23万8,000円の増は、決算の確定によるもの

でございます。 

  次、７ページ、８ページをお開きください。 

  歳出ですが、１款電気事業費、２項風力発電事業費、２目風力発電基金費、補正前の金額

に321万5,000円を増額し、1,176万円といたします。25節積立金、細節01基金積立金321万

5,000円の増は、歳入歳出の収支により基金積立金を増額するものでございます。 

  ３款諸支出金、１項１目繰出金、補正前の金額から293万8,000円を減額し、368万9,000円

といたします。28節繰出金、細節01一般会計繰出金293万8,000円の減は、一般会計への繰出

金を減額するものでございます。 

  ３ページ、４ページにお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で補正内容を総括してございます。 

  補正前の歳入及び歳出予算の総額7,050万9,000円に歳入歳出それぞれ27万7,000円を増額

し、補正後の歳入及び歳出予算の総額をそれぞれ7,078万6,000円といたします。 

  なお、補正予算財源は、一般財源で27万7,000円の増となっております。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほど、お願い

申し上げます。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  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（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第43号 平成28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（村木 脩君） 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。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第１０ 議案第４４号 平成２８年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第１

号） 

○議長（村木 脩君） 日程第10 議案第44号 平成28年度東伊豆町水道事業会計補正予算

（第１号）を議題とします。 

  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44号 平成28年度東伊豆町水道事業会

計補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、予算第３条に定めた収益的支出の予定額に392万9,000円を追加し、総

額４億3,633万9,000円といたします。 

  主な内容につきましては、職員の４月の人事異動に伴う人件費の補正と、白田浄水場のコ

ンプレッサー修繕費用などであります。 

  詳細につきましては、水道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（村木 脩君） 水道課長。 

○水道課長（石井尚徳君） ただいま提案されました議案第44号 平成28年度東伊豆町水道事

業会計補正予算（第１号）について、概要を御説明いたします。 

  （総則） 

  第１条 平成28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 予算第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４億3,241万円に392万9,000円を追加し、４億3,633

万9,000円といたします。第１項営業費用、既決予定額３億9,114万2,000円に392万9,000円

を追加し、３億9,507万1,000円といたします。 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

  第３条 予算第５条に定めた経費の金額を次のように改めます。 

  第１号 職員給与費、既決予定額8,383万8,000円に179万8,000円を追加し、8,563万6,000

円といたします。 
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  ７ページをごらんください。 

  参考資料により、主な補正内容を御説明いたします。 

  収益的支出ですが、１款水道事業費用、１項営業費用の既決予定額３億9,114万2,000円に

392万9,000円を増額し、補正後の予算額を３億9,507万1,000円といたします。この中で営業

費用全般の給料などの人件費の増減額につきましては、４月の人事異動による人件費の補正

で、合計で179万8,000円となります。 

  また、１目原水及び浄水費、22節修繕費210万円の増額は、白田浄水場のコンプレッサー

が故障をしまして、その修繕費と、沈殿池にたまっている砂の除去費用を補正するものであ

ります。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いし

ます。 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  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（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第44号 平成28年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第１号）を採決しま

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（村木 脩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 

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

 

◎日程第１１ 報告第２号 平成２７年度東伊豆町健全化判断比率の報告について 

◎日程第１２ 報告第３号 平成２７年度東伊豆町資金不足比率の報告について 

○議長（村木 脩君） 日程第11 報告第２号 平成27年度東伊豆町健全化判断比率の報告に

ついて及び日程第12 報告第３号 平成27年度東伊豆町資金不足比率の報告についてを一括
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議題とします。 

  町長より順次、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました報告第２号 平成27年度東伊豆町健全化判断

比率及び報告第３号 平成27年度東伊豆町資金不足比率の報告について、提案理由を申し上

げます。 

  本案につきましては、平成27年度決算における東伊豆町の健全化判断比率及び資金不足比

率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を、地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律第３条第１項及び第22条第１項の規定に基づき、東伊豆町監査委員の審査に付し、そ

の意見をつけて議会に報告するものであります。 

  なお、内容につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木利昌君） ただいま提案されました報告第２号 平成27年度東伊豆町健全化

判断比率、報告第３号 平成27年度東伊豆町資金不足比率の報告について、御説明させてい

ただきます。 

  今回報告をいたします健全化判断比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律第３条第１項の規定に基づくものであり、また、資金不足比率につきましては、同

法第22条第１項の規定に基づき、それぞれ監査委員の審査に付し、その意見をつけて平成27

年度決算における各比率を報告するものでございます。 

  それでは初めに、平成27年度決算における当町の健全化判断比率について御説明いたしま

す。 

  健全化判断比率につきましては、４つの判断比率がございます。 

  １つ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、財政健全化法で規定する一般会計等には、当町の場合、一般会計のみが対象となり、

実質収支額が黒字となっており、赤字額がないため記載してございません。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定され、当町では15％と

なります。 

  ２つ目の連結実質赤字比率は、当町の全ての会計の赤字額と黒字額を合算した連結赤字額
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の標準財政規模に対する比率となっておりまして、全会計の合計が黒字となっており、連結

赤字額がないためこちらも記載してございません。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％であります。 

  ３つ目の実質公債費比率は7.0％であります。実質公債費比率は、一般会計等が負担する

元利償還金や元利償還に準じた支出の標準財政規模に対する比率となっており、算定におき

ましては、普通交付税における基準財政需要額算入分を差し引いて算出しております。早期

健全化基準は25％と定められております。 

  ４つ目の将来負担比率は46.4％であります。将来負担比率は、一般会計等の地方債や将来

支払っていく可能性のある負担額の標準財政規模に対する比率となっており、算定におきま

しては、将来負担額から負債の償還に充てることができる基金や基準財政需要額算入分等を

差し引いて算出しております。早期健全化基準は350％と定められております。 

  健全化判断比率につきましては、平成27年度決算におきましても、全ての比率が早期健全

化基準を下回る結果となりました。 

  次に、平成27年度決算における当町の資金不足比率について御説明いたします。 

  資金不足比率は、資金の不足額の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。当町におきましては、水道事業特別会計（法適用企

業）と風力発電事業特別会計（法非適用企業）が対象となります。平成27年度決算におきま

しては、２会計とも資金不足がないため、比率は記載されておりません。 

  以上、簡単でありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  以上で報告を終わります。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（村木 脩君） 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します。 
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  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ２時４２分 
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平成２８年第３回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

                    平成２８年９月１２日（月）午前９時３０分開議 

日程第 １ 議案第４５号 平成２７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４６号 平成２７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４７号 平成２７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 ４ 議案第４８号 平成２７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
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○副議長（山田直志君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は11名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成28年東伊豆町議会第３回定例会第５日目は成立しましたので、開会しま

す。 

  なお、本日、議長が公務出張のため会議を欠席するとの届け出がありましたので、御報告

をいたします。 

  また、発言の訂正があります。 

  ９日、一般質問において、14番議員が、自主運行バスの運行本数を６往復半と発言しまし

たが、正しくは、５往復半でした。訂正をいたします。 

 

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

 

◎日程第１ 議案第４５号 平成２７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４６号 平成２７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４７号 平成２７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４ 議案第４８号 平成２７年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について 

◎日程第５ 議案第４９号 平成２７年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決

算認定について 

◎日程第６ 議案第５０号 平成２７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７ 議案第５１号 平成２７年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

○副議長（山田直志君） 日程第１ 議案第45号 平成27年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算
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認定についてから日程第７ 議案第51号 平成27年度東伊豆町水道事業会計決算認定につい

てまで、以上７件を一括議題といたします。 

  町長から順次、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） おはようございます。 

  ただいま一括上程されました議案第45号から議案第51号までについて提案理由を申し上げ

ます。 

  まず、議案第45号から議案第50号までの各会計の平成27年度歳入歳出決算認定については、

地方自治法第233条第３項の規定により、平成27年度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ものでございます。 

  議案第45号 平成27年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について、決算概要を申し上

げます。 

  予算現額55億1,799万1,000円に対しまして、歳入は調定額57億9,072万6,809円、収入済額

54億4,599万7,190円となり、調定額に対する収納率は94.0％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額52億2,983万6,860円、繰越明許費２億437万5,000円で、予

算現額に対する執行率は94.8％であります。歳入歳出差し引き残額は２億1,616万330円とな

り、翌年度へ繰り越すべき財源1,668万7,000円を差し引いた実質収支額は１億9,947万3,330

円となっております。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１億6,900万を措置いたしましたので、翌年度への繰越金は3,047万

3,330円となっております。 

  収入の根幹をなす町税では、固定資産の評価替えや地価の下落等により町税の収納額は減

額となりましたが、町税の収納率につきましては前年をわずかに上回る結果となりました。

引き続き、町税の収納においては、静岡地方税滞納整理機構や、また、今年度より新たに立

ち上げました賀茂地方税債権整理回収協議会などにより、さらなる収納率の向上を図ってま

いります。 

  次に、議案第46号 平成27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

決算概要を申し上げます。 

  予算現額23億8,819万8,000円に対しましては、歳入は調定額26億882万7,848円、収入済額

24億1,844万7,379円となり、調定額に対する収納率は92.7％でございます。 
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  歳出につきましては、支出済額23億4,268万9,052円で、執行率は98.1％であります。歳入

歳出差し引き残額は7,575万8,327円となっております。 

  続きまして、議案第47号 平成27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、決算概要を申し上げます。 

  予算現額１億4,362万9,000円に対しまして、歳入は調定額１億5,352万9,273円、収入済額

１億4,867万2,773円となり、調定額に対する収納率は96.8％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額１億4,357万5,300円で、執行率は99.9％であります。歳入

歳出差し引き残額は509万7,473円となっております。 

  次に、議案第48号 平成27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、決

算概要を申し上げます。 

  予算現額13億968万6,000円に対しまして、歳入は調定額13億4,759万808円、収入済額13億

1,422万8,508円となり、調定額に対する収納率は97.5％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額12億7,353万1,851円で、執行率は97.2％であります。歳入

歳出差し引き残額は4,069万6,657円となっております。 

  次に、議案第49号 平成27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、

決算概要を申し上げます。 

  予算現額106万5,000円に対しまして、歳入は調定額及び収入済額ともに106万4,964円でご

ざいます。 

  歳出につきましては、支出済額96万7,000円で、執行率は90.8％であります。歳入歳出差

し引き残額は９万7,690円となっております。 

  次に、議案第50号 平成27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、

決算概要を申し上げます。 

  予算現額は5,965万5,000円に対しまして、歳入は調定額及び収入済額ともに5,819万7,080

円でございます。 

  歳出につきましては、支出済額5,745万8,640円、予算現額に対する執行率は96.3％であり

ます。歳入歳出差し引き残額は73万8,368円となっております。 

  以上、議案第45号から議案第50号について６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いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

いいたします。 

  引き続きまして、水道事業会計について申し上げます。 
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  議案第51号 平成27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27年度東伊豆町水道事業会計決算を別紙

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。 

  収益的収入の状況でありますが、長引く景気低迷の影響や節水意識の向上などにより、使

用水量は減少しましたが、水道料金を第２期分から値上げしたことにより、営業収益は大幅

に増収となりました。水道事業収益の決算額は４億6,723万28円で、前年度に比べ15.3％増

となりました。 

  収益的支出につきましては、原油安などにより動力費の負担などが減少したことから、水

道事業費用の決算額は４億2,903万5,334円で、前年度に比べ5.1％の減となりました。 

  また、資本的支出における建設改良費の決算額は１億8,599万8,680円で、前年度に比べ

22.1％の増となりました。 

  事業損益につきましては、水道料金の値上げと動力費負担の減少などにより純利益が

3,073万6,536円となり、利益を確保することはできました。 

  詳細につきましては、水道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。 

○副議長（山田直志君） 次に、会計管理者に決算概要の説明を求めます。 

  会計管理者。 

（会計課長兼会計管理者 鈴木敏之君登壇） 

○会計課長兼会計管理者（鈴木敏之君） ただいま提案されました議案第45号 平成27年度東

伊豆町一般会計歳入歳出決算から議案第50号 平成27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、決算書の款項のみの朗読をもちまして御説

明と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、収入済額、不納欠損額、

収入未済額、歳出につきましては、款、項、支出済額、翌年度繰越額、不用額の順に朗読さ

せていただきますので、よろしく御理解のほどお願い申し上げます。 

  初めに、議案第45号 平成27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。 
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  まず、歳入でございますが、１款町税19億6,077万900円、１億1,255万6,774円、２億

2,910万2,679円。 

  １項町民税５億1,874万2,317円、989万2,415円、4,527万7,535円。 

  ２項固定資産税11億7,468万9,182円、１億108万1,609円、１億8,102万394円。 

  ３項軽自動車税2,763万2,600円、93万2,500円、154万7,200円。 

  ４項町たばこ税１億1,612万9,851円、ゼロ、ゼロ。 

  ６項入湯税１億2,357万6,950円、65万250円、125万7,550円。 

  ２款地方譲与税5,103万1,000円、ゼロ、ゼロ。 

  １項自動車重量譲与税3,553万円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項地方揮発油譲与税1,550万1,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項地方道路譲与税ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ３款１項利子割交付金229万1,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款１項配当割交付金638万1,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款１項株式等譲渡所得割交付金673万5,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ６款１項地方消費税交付金２億8,073万9,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ７款１項ゴルフ場利用税交付金1,824万5,640円、ゼロ、ゼロ。 

  ８款１項自動車取得税交付金1,310万7,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ９款地方特例交付金、１項減収補てん特例交付金264万7,000円、ゼロ、ゼロ。 

  10款１項地方交付税11億5,671万円、ゼロ、ゼロ。 

  11款１項交通安全対策特別交付金115万7,000円、ゼロ、ゼロ。 

  12款分担金及び負担金、１項負担金2,836万867円、ゼロ、270万150円。 

  13款使用料及び手数料4,684万1,109円、ゼロ、37万16円。 

  ３ページ及び４ページをお開きください。 

  １項使用料3,669万2,169円、ゼロ、37万16円。 

  ２項手数料1,014万8,940円、ゼロ、ゼロ。 

  14款国庫支出金５億1,301万4,578円、ゼロ、ゼロ。 

  １項国庫負担金２億6,820万5,307円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項国庫補助金２億4,021万8,635円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項委託金459万636円、ゼロ、ゼロ。 

  15款県支出金３億3,406万6,247円、ゼロ、ゼロ。 
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  １項県負担金１億8,936万8,829円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項県補助金１億88万4,821円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項委託金4,381万2,597円、ゼロ、ゼロ。 

  16款財産収入7,588万9,042円、ゼロ、ゼロ。 

  １項財産運用収入6,857万1,042円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項財産売払収入731万8,000円、ゼロ、ゼロ。 

  17款１項寄付金2,462万9,201円、ゼロ、ゼロ。 

  18款繰入金２億5,226万6,689円、ゼロ、ゼロ。 

  １項財産区繰入金13万1,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項特別会計繰入金1,186万5,689円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項基金繰入金２億4,027万円、ゼロ、ゼロ。 

  19款１項繰越金4,416万5,243円、ゼロ、ゼロ。 

  20款諸収入7,974万9,674円、ゼロ、ゼロ。 

  １項延滞金、加算金及び過料317万9,563円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項町預金利子2,517円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項貸付金元利収入137万6,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ４項雑入7,475万1,932円、ゼロ、ゼロ。 

  ５項収益事業収入43万9,662円、ゼロ、ゼロ。 

  21款１項町債５億4,720万円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計予算現額55億1,799万1,000円、調定額57億9,072万6,809円、収入済額54億4,599

万7,190円、不納欠損額１億1,255万6,774円、収入未済額２億3,217万2,845円、予算現額と

収入済額との比較△7,199万3,810円でございます。 

  次に、５ページ及び６ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  １款１項議会費6,683万3,813円、ゼロ、113万1,187円。 

  ２款総務費９億1,048万2,203円、1,518万4,000円、2,089万7,797円。 

  １項総務管理費７億4,195万9,950円、1,210万円、1,762万3,050円。 

  ２項徴税費9,855万3,966円、ゼロ、194万8,034円。 

  ３項戸籍住民基本台帳費3,955万7,856円、308万4,000円、43万9,144円。 

  ４項選挙費1,663万6,232円、ゼロ、68万9,768円。 
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  ５項統計調査費1,284万6,709円、ゼロ、３万7,291円。 

  ６項監査委員費92万7,490円、ゼロ、16万510円。 

  ３款民生費13億2,257万5,660円、6,749万4,000円、2,152万4,340円。 

  １項社会福祉費10億1,288万7,719円、6,749万4,000円、1,801万9,281円。 

  ２項児童福祉費３億587万9,667円、ゼロ、340万1,333円。 

  ３項国民年金事務取扱費364万8,274円、ゼロ、６万3,726円。 

  ４項災害救助費16万円、ゼロ、４万円。 

  ４款衛生費６億6,280万4,948円、ゼロ、657万8,052円。 

  １項保健衛生費２億55万6,955円、ゼロ、513万2,045円。 

  ２項清掃費４億6,224万7,993円、ゼロ、144万6,007円。 

  ５款農林水産業費１億7,257万9,837円、ゼロ、344万7,163円。 

  １項農業費１億1,583万9,558円、ゼロ、245万6,442円。 

  ２項林業費4,001万9,921円、ゼロ、66万8,079円。 

  ３項水産業費1,672万358円、ゼロ、32万2,642円。 

  ６款１項商工費２億3,168万8,232円、1,000万円、210万5,768円。 

  ７款土木費１億6,204万4,187円、ゼロ、124万4,813円。 

  １項土木管理費2,974万3,312円、ゼロ、33万6,688円。 

  ２項道路橋りょう費9,674万4,144円、ゼロ、23万856円。 

  ３項河川費1,168万5,400円、ゼロ、８万8,600円。 

  ４項都市計画費2,217万9,350円、ゼロ、51万7,650円。 

  ５項住宅費169万1,981円、ゼロ、７万1,019円。 

  ８款１項消防費６億4,305万5,191円、１億1,169万7,000円、988万4,809円。 

  ７ページ及び８ページをお開きください。 

  ９款教育費５億6,259万4,264円、ゼロ、918万2,736円。 

  １項教育総務費9,774万5,819円、ゼロ、175万2,181円。 

  ２項小学校費１億2,489万2,127円、ゼロ、160万9,873円。 

  ３項中学校費１億3,600万8,671円、ゼロ、194万9,329円。 

  ４項幼稚園費9,699万816円、ゼロ、46万2,184円。 

  ５項社会教育費3,026万7,926円、ゼロ、119万1,074円。 

  ６項保健体育費7,395万2,905円、ゼロ、218万3,095円。 
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  ７項育英奨学費273万6,000円、ゼロ、３万5,000円。 

  10款災害復旧費687万530円、ゼロ、35万1,470円。 

  １項農林水産業施設災害復旧費21万1,444円、ゼロ、33万4,556円。 

  ２項公共土木施設災害復旧費665万9,086円、ゼロ、１万6,914円。 

  11款１項公債費４億8,830万7,995円、ゼロ、494万6,005円。 

  12款１項予備費ゼロ、ゼロ、248万5,000円。 

  歳出合計予算現額55億1,799万1,000円、支出済額52億2,983万6,860円、翌年度繰越額２億

437万5,000円、不用額8,377万9,140円、予算現額と支出済額との比較２億8,815万4,140円と

なった内容でございます。 

  歳入歳出差し引き残額２億1,616万330円、うち基金繰入額１億6,900万円でございます。

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、175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、各会計とも区分、金額の順に御説明申し上げます。 

  １、歳入総額54億4,599万7,000円、２、歳出総額52億2,983万7,000円、３、歳入歳出差し

引き額２億1,616万円、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1,668万7,000円、（３）事故繰越額ゼロ円、計1,668万7,000円、５、

実質収支額１億9,947万3,000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１億6,900万円でございます。 

  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46号 平成27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１項国民健康保険税４億7,644万2,432円、2,960万7,193円、１億6,077万3,276円。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料39万5,500円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款国庫支出金４億4,872万6,875円、ゼロ、ゼロ。 

  １項国庫負担金３億5,226万6,875円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項国庫補助金9,646万円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款１項療養給付費交付金9,668万8,448円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款１項前期高齢者交付金５億5,015万6,427円、ゼロ、ゼロ。 
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  ６款県支出金１億4,945万9,140円、ゼロ、ゼロ。 

  １項県補助金１億3,431万5,651円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項県負担金1,514万3,489円、ゼロ、ゼロ。 

  ７款１項共同事業交付金４億8,556万5,736円、ゼロ、ゼロ。 

  ８款財産収入、１項財産運用収入ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ９款繰入金１億6,318万9,308円、ゼロ、ゼロ。 

  １項一般会計繰入金１億5,318万9,308円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項基金繰入金1,000万円、ゼロ、ゼロ。 

  10款１項繰越金4,157万4,904円、ゼロ、ゼロ。 

  11款諸収入624万8,609円、ゼロ、ゼロ。 

  １項延滞金、加算金及び過料393万4,800円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項預金利子ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ３項雑入231万3,809円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計予算現額23億8,819万8,000円、調定額26億882万7,848円、収入済額24億1,844万

7,379円、不納欠損額2,960万7,193円、収入未済額１億6,077万3,276円、予算現額と収入済

額との比較3,024万9,379円でございます。 

  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款総務費704万3,081円、ゼロ、78万6,919円。 

  １項総務管理費516万3,798円、ゼロ、34万1,202円。 

  ２項徴税費164万3,867円、ゼロ、30万2,133円。 

  ３項運営協議会費12万8,280円、ゼロ、９万3,720円。 

  ４項趣旨普及費10万7,136円、ゼロ、４万9,864円。 

  ２款保険給付費13億5,578万3,958円、ゼロ、3,768万3,042円。 

  １項療養諸費11億8,369万9,475円、ゼロ、3,012万9,525円。 

  ２項高額療養費１億6,571万2,173円、ゼロ、426万1,827円。 

  ３項移送費ゼロ、ゼロ、10万円。 

  ４項出産育児諸費462万2,310円、ゼロ、294万1,690円。 

  ５項葬祭諸費175万円、ゼロ、25万円。 

  ３款１項後期高齢者支援金２億7,320万7,660円、ゼロ、2,340円。 
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  ４款１項前期高齢者納付金17万6,165円、ゼロ、1,835円。 

  ５款１項老人保健拠出金１万1,110円、ゼロ、１万2,890円。 

  ６款１項介護納付金１億1,324万2,985円、ゼロ、15円。 

  ７款１項共同事業拠出金５億7,230万8,777円、ゼロ、2,223円。 

  ８款保健事業費1,829万3,862円、ゼロ、160万8,138円。 

  １項保健事業費586万5,307円、ゼロ、23万7,693円。 

  ２項特定健康診査等事業費1,242万8,555円、ゼロ、137万445円。 

  ９款１項基金積立金3,159万円、ゼロ、2,000円。 

  10款１項公債費ゼロ、ゼロ、1,000円。 

  11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金1,103万1,454円、ゼロ、48万2,546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項予備費ゼロ、ゼロ、492万6,000円。 

  歳出合計予算現額23億8,819万8,000円、支出済額23億4,268万9,052円、翌年度繰越額ゼロ

円、不用額4,550万8,948円、予算現額と支出済額との比較4,550万8,948円でございます。 

  歳入歳出差し引き残額7,575万8,327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、33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。１、歳入総額24億1,844万7,000円、２、歳出総額23

億4,268万9,000円、３、歳入歳出差し引き額7,575万8,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財

源ゼロ円、５、実質収支額7,575万8,000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。 

  以上、国民健康保険特別会計でした。 

○副議長（山田直志君） 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20

分まで休憩とします。 

 

休憩 午前１０時０７分 

 

再開 午前１０時１８分 

 

○副議長（山田直志君） 休憩を閉じ再開します。 
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  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。 

（会計課長兼会計管理者 鈴木敏之君登壇） 

○会計課長兼会計管理者（鈴木敏之君） 続きまして、議案第47号 平成27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きまして、御説明申し上げます。 

  後期高齢者特別会計の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１項後期高齢者医療保険料１億1,096万300円、73万6,200円、412万300円。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料４万4,400円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款繰入金、１項一般会計繰入金3,721万7,573円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料36万2,500円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款１項繰越金８万8,000円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計予算現額１億4,362万9,000円、調定額１億5,352万9,273円、収入済額１億4,867

万2,773円、不納欠損額73万6,200円、収入未済額412万300円、予算現額と収入済額との比較

504万3,773円でございます。 

  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１項後期高齢者医療広域連合納付金１億4,320万8,000円、ゼロ、

ゼロ。 

  ２款諸支出金36万7,300円、ゼロ、５万3,700円。 

  １項償還金及び還付加算金32万3,500円、ゼロ、２万7,500円。 

  ２項繰出金４万3,800円、ゼロ、２万6,200円。 

  歳出合計予算現額１億4,362万9,000円、支出済額１億4,357万5,300円、翌年度繰越額ゼロ

円、不用額５万3,700円、予算現額と支出済額との比較５万3,700円でございます。 

  歳入歳出差し引き残額509万7,473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、１、歳入総額１億4,867万2,000円、２、歳出総額

１億4,357万5,000円、３、歳入歳出差し引き額509万7,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財

源ゼロ円、５、実質収支額509万7,000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、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。 
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  議案第48号 平成27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２億8,670万2,500円、732万8,600円、2,603万3,700円。 

  ３款使用料及び手数料、１項手数料10万6,400円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款国庫支出金２億8,823万7,874円、ゼロ、ゼロ。 

  １項国庫負担金２億1,994万5,724円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項国庫補助金6,829万2,150円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款１項支払基金交付金３億3,743万823円、ゼロ、ゼロ。 

  ６款県支出金１億7,880万806円、ゼロ、ゼロ。 

  １項県負担金１億7,397万4,231円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項県補助金482万6,575円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項財政安定化基金支出金ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ７款財産収入、１項財産運用収入ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ８款繰入金１億7,467万円、ゼロ、ゼロ。 

  １項一般会計繰入金１億7,467万円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項基金繰入金ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ９款１項繰越金4,807万2,025円、ゼロ、ゼロ。 

  10款諸収入20万8,080円、ゼロ、ゼロ。 

  １項延滞金、加算金及び過料ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ２項預金利子ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ３項雑入20万8,080円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計予算現額13億968万6,000円、調定額13億4,759万808円、収入済額13億1,422万

8,508円、不納欠損額732万8,600円、収入未済額2,603万3,700円、予算現額と収入済額との

比較454万2,508円でございます。 

  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款総務費1,227万3,090円、ゼロ、55万9,910円。 

  １項総務管理費165万5,933円、ゼロ、11万8,067円。 

  ２項徴収費144万88円、ゼロ、6,912円。 

  ３項介護認定審査会費917万7,069円、ゼロ、43万4,931円。 
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  ２款保険給付費11億9,332万3,085円、ゼロ、3,314万1,915円。 

  １項介護サービス等諸費10億8,707万3,711円、ゼロ、2,907万4,289円。 

  ２項介護予防サービス等諸費3,998万9,854円、ゼロ、172万5,146円。 

  ３項その他諸費75万5,730円、ゼロ、７万5,270円。 

  ４項高額介護サービス等費2,174万8,291円、ゼロ、42万8,709円。 

  ５項高額医療合算介護サービス等費220万9,499円、ゼロ、49万501円。 

  ６項特定入所者介護サービス等費4,154万6,000円、ゼロ、134万8,000円。 

  ３款１項財政安定化基金拠出金ゼロ、ゼロ、1,000円。 

  ４款１項基金積立金3,204万4,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款地域支援事業費2,633万9,166円、ゼロ、116万7,834円。 

  １項介護予防事業費333万5,430円、ゼロ、31万6,570円。 

  ２項包括的支援事業等費2,300万3,736円、ゼロ、85万1,264円。 

  ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金955万2,510円、ゼロ、28万3,490円。 

  ７款１項予備費ゼロ、ゼロ、100万円。 

  歳出合計予算現額13億968万6,000円、支出済額12億7,353万1,851円、翌年度繰越額ゼロ円、

不用額3,615万4,149円、予算現額と支出済額との比較3,615万4,149円でございます。 

  歳入歳出差し引き残額4,069万6,657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ございます。１、歳入総額13億1,422万8,000円、２、歳出総額12

億7,353万2,000円、３、歳入歳出差し引き額4,069万6,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財

源ゼロ円、５、実質収支額4,069万6,000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、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49号 平成27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97万1,759円、ゼロ、ゼロ。 

  ２款１項繰越金９万3,205円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款諸収入、１項預金利子ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計予算現額106万5,000円、調定額106万4,964円、収入済額106万4,964円、不納欠損
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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△36円でございます。 

  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款管理会費、１項管理会委員会費83万6,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２款諸支出金、１項繰出金13万1,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款１項予備費ゼロ、ゼロ、９万8,000円。 

  歳出合計予算現額106万5,000円、支出済額96万7,000円、翌年度繰越額ゼロ円、不用額９

万8,000円、予算現額と支出済額との比較９万8,000円でございます。 

  歳入歳出差し引き残額９万7,964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でございます。１、歳入総額106万4,000円、２、歳出総額96万

7,000円、３、歳入歳出差し引き額９万7,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、５、

実質収支額９万7,000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、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50号 平成27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、歳入でございます。１款財産収入、１項財産運用収入8,350円、ゼロ、ゼロ。 

  ２款繰入金、１項基金繰入金ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ３款１項繰越金411万8,500円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款諸収入5,407万158円、ゼロ、ゼロ。 

  １項収益事業収入5,403万4,078円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項雑入３万6,080円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計予算現額5,965万5,000円、調定額5,819万7,008円、収入済額5,819万7,008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△145万7,992円でござい

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2,700万6,830円、ゼロ、135万8,170円。 

  １項電気事業管理費４万2,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項風力発電事業費2,696万4,830円、ゼロ、135万8,170円。 
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  ２款１項公債費2,449万2,808円、ゼロ、1,192円。 

  ３款諸支出金、１項繰出金595万9,002円、ゼロ、33万6,998円。 

  ４款１項予備費ゼロ、ゼロ、50万円。 

  歳出合計予算現額5,965万5,000円、支出済額5,745万8,640円、翌年度繰越額ゼロ円、不用

額219万6,360円、予算現額と支出済額との比較219万6,360円でございます。 

  歳入歳出差し引き残額73万8,368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。１、歳入総額5,819万7,000円、２、歳出総額5,745

万9,000円、３、歳入歳出差し引き額73万8,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、

５、実質収支額73万8,000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。 

  なお、別冊主要施策の成果説明書の165ページから173ページに財産に関する調書の詳細が

記されておりますので、御参照ください。 

  以上で各会計の決算の概要説明とさせていただきます。よろしく御審議のほど、お願いい

たします。 

○副議長（山田直志君） 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 石井尚徳君登壇） 

○水道課長（石井尚徳君） 続きまして、議案第51号 平成27年度東伊豆町水道事業会計決算

について、概要を御説明申し上げます。 

  款、項の区分による説明とさせていただきますので、よろしくお願いします。 

  それでは、決算書の１ページをお開きください。 

 収益的収入及び支出ですが、収入の第１款水道事業収益は予算額４億6,444万9,000円に対し、

決算額は４億6,723万28円で、予算額に比べ278万1,028円の増。 

  第１項営業収益は予算額４億3,624万7,000円に対し、決算額は４億3,787万5,914円で、予

算額に比べ162万8,914円の増。 

  第２項営業外収益は予算額2,820万2,000円に対し、決算額は2,935万4,114円で、予算額に

比べ115万2,114円の増。 

  次に、支出ですが、第１款水道事業費用は予算額４億4,497万4,000円に対し、決算額は４

億2,903万5,334円で、不用額1,593万8,666円。 
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  第１項営業費用は予算額３億9,864万円に対し、決算額は３億8,439万2,402円で、不用額

1,424万7,598円。 

  第２項営業外費用は予算額4,533万3,000円に対し、決算額は4,464万2,932円で、不用額69

万68円。 

  第３項特別損失、第４項予備費については、執行がありませんでした。 

  ２ページをお開きください。 

  資本的収入及び支出ですが、収入はありませんでした。 

  支出の第１款資本的支出は予算額１億9,948万円に対し、決算額は１億8,599万8,680円で、

不用額1,348万1,320円。 

  第１項建設改良費は予算額１億1,386万5,000円に対し、決算額は１億38万4,188円で、不

用額1,348万812円。内容としては、稲取地区水源調査ボーリング工事など13件の建設工事を

実施しました。建設工事の概況につきましては15ページと16ページに記載をしてあります。 

  第２項企業債償還金は予算額8,561万5,000円に対し、決算額は8,561万4,492円で、不用額

508円。 

  資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億8,599万8,680円は、過年度分損益勘定留保

資金１億8,130万9,160円、過年度分消費税資本的収支調整額468万9,520円で補填をしました。 

  ３ページと４ページには損益計算書を記載してあります。 

  ４ページをごらんください。 

  事業損益につきましては、当年度純利益が3,073万6,536円となりました。 

  ５ページから８ページには貸借対照表を、９ページと10ページにはキャッシュフロー計算

書を、11ページには剰余金計算書を記載してあります。 

  12ページをお開きください。 

  未処分利益剰余金７億8,201万9,091円につきましては、剰余金処理計算書（案）のとおり

翌年度へ繰り越しとさせていただきました。 

  13ページからは事業報告書、付属資料、参考資料及び注記を添付してありますのでごらん

ください。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○副議長（山田直志君） ただいま、決算概要の説明がございました。 

  本日は、一括上程された各会計の決算概要の説明のみとし、決算に対する大綱質疑の締め
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切りについては、本日午前11時30分まで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） 

○副議長（山田直志君） 異議なしと認めます。よって、決算に対する大綱質疑の締め切りを

本日午前11時30分までとすることに決定しました。 

  質問の範囲は、款項目の事業までとし、子細については特別委員会にて質問していただく

ようお願いいたします。 

  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。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○副議長（山田直志君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  13日は午後１時からの本会議となります。 

  本日は、これにて散会します。 

  なお、午前11時30分より議会運営委員会を開催しますので、各委員は御出席ください。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午前１０時４７分 
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平成２８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２８年９月１３日（火）午後１時００分開議 

日程第 １ 議案第４５号 平成２７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４６号 平成２７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４７号 平成２７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 ４ 議案第４８号 平成２７年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい 

             て 

日程第 ５ 議案第４９号 平成２７年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定につ 

             いて 

日程第 ６ 議案第５０号 平成２７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 ７ 議案第５１号 平成２７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  笠 井 政 明 君      ２番  稲 葉 義 仁 君 

     ３番  栗 原 京 子 君      ５番  西 塚 孝 男 君 

     ６番  内 山 愼 一 君      ７番  飯 田 桂 司 君 

     ８番  村 木   脩 君     １０番  藤 井 廣 明 君 

    １１番  森 田 禮 治 君     １２番  鈴 木   勉 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 忠 一 君 
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教 育 長 黒 田 種 樹 君 総 務 課 長 鈴 木 利 昌 君 

企画調整課長 遠 藤 一 司 君 税 務 課 長 正 木 三 郎 君 

住民福祉課長 齋 藤   匠 君 
住 民 福 祉 課 
参 事 木 田 尚 宏 君 

健 康 づ く り 
課 長 鈴 木 嘉 久 君 

健康づくり課 
参 事 村 上 則 将 君 

農 林 水 産 課 
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開議 午後 １時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） 皆様、こんにちは。 

  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28年東伊豆町議会第３回定例会第６日目は成立しましたので、開会します。 

  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（村木 脩君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付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４５号 平成２７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４６号 平成２７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４７号 平成２７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４ 議案第４８号 平成２７年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について 

◎日程第５ 議案第４９号 平成２７年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決

算認定について 

◎日程第６ 議案第５０号 平成２７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７ 議案第５１号 平成２７年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 
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○議長（村木 脩君） 日程第１ 議案第45号 平成27年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認

定についてから日程第７ 議案第51号 平成27年度東伊豆町水道事業会計決算認定について

まで、以上７件を一括議題とします。 

  これより、大綱質疑を行います。 

  質問回数は２回までとし、質問と答弁を含め１人30分以内とします。 

  14番、山田議員の大綱質疑を許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 私は、一般会計の決算についてということで、当然、一般会計とい

うことですから、町のかなりの仕事に絡んでくる会計だというふうに認識をしておりますの

で、そうした仕事のありようについてお伺いをさせていただきます。 

  まず１点目に、人件費についてであります。 

  とりわけ振りかえ休日についてでありますが、代休等で行った事業またイベント数。その

うち町の主催事業数と動員の職員総数、代休の消化率。後援等の事業数と動員の総職員数と

代休の消化率ということをまずはお伺いをしたいと思います。 

  ２点目に、観光費についてですが、インバウンド関連の予算というのがここ数年増加はし

ておりますけれども、本決算におけるインバウンド関連の費用予算の合計、この予算執行の

内容とその成果。ここ数年の外国人観光客の入湯客数というものは、現実態としてどうなっ

ておるのか、お伺いいたします。 

  ３点目に、土木費についてであります。予算も大変厳しいということから、道路維持補修

等については予算がなかなか厳しいというふうには認識をしております。この道路維持補修

箇所の決定については、どのような形で決められているのか、この点についてお伺いをした

いと思います。 

  ４点目に、財産収入についてであります。一般質問でも明らかになったように、町有地の

条例や契約に基づかない貸し付けということがあるということも明らかになりました。そう

した条例や契約に基づかない町有地の貸付件数、また有償・無償、また貸し付けの基準、金

額の基準というものがどのようになされていたのか、これらをお伺いします。 

○議長（村木 脩君） 順次答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 
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○町長（太田長八君） 山田議員の一般会計の大綱質疑は４点からの質問となっていますので

順次お答えいたします。 

  まず１点目の人件費につきましては、振りかえ休日について代休で行った事業、イベント

数は。うち、町の主催事業数と動員の総職員数、消化率。後援等による事業数、動員の総職

員数、消化率についてですが、振りかえ休日で行った事業、イベント数は66件で、うち町主

催の事業数は17件、職員の動員数は約306人で、振りかえ休日の消化率は91.8％となってお

ります。 

  また、後援等による事業数は49件、職員の動員数は272人で、消化率は81.6％となってお

ります。 

  次に２点目の観光費について。 

  インバウンド関連の費用合計は、予算の執行内容と成果、ここ数年の外国人観光客の入湯

客数はについてですが、平成27年度インバウンド事業にかかわる決算額は総額で874万3,000

円となっております。 

  主な事業内容につきましては、外国人観光客誘客体質の環境整備の一環として無線ＬＡＮ

機器の設置に対して、50万円を限度に費用の２分の１を補助するもので、今年度は町内のホ

テル、旅館等で13件を対象に479万3,000円を補助いたしました。 

  これにより、当町の無線ＬＡＮ環境は既に整備を完了していた施設と合わせると、他の観

光温泉観光地に先行したものと考えております。 

  また、インバウンド推進事業として、町の観光協会へ395万円を補助し、その内容につき

ましては、海外に訪問してのインバウンド誘客セールスや海外の旅行会社・マスコミ等に対

するファムトリップ等の誘客活動を実施いたしました。 

  さらに貸し切りバス料金の改正による大幅な値上げに伴い、外国人団体バス支援事業とし

て１台につき３万円を補助することにより、バス46台1,278人の団体客を受け入れることが

できました。 

  なお、外国人観光客の宿泊者につきまして、平成25年が5,036人、26年は8,458人、さらに

27年は１万2,268人となっております。 

  次に３点目の土木費について、道路維持補修箇所の決定はどのようになされているかにつ

いてですが、毎年、各自治会から町に提出されている要望箇所において地区要望の優先順位

が高いものから対応しております。 

  次に、町民からの情報提供など突発的に補修が必要な箇所や道路管理者として道路の維持



－194－ 

管理上このまま放置しておくと、著しい危険を及ぼす恐れがある判断した箇所を対応してお

ります。また、毎年稲取地区、熱川地区の祭典前に実施している各地区との合同道路点検作

業において補修が必要な個所を特定して対応しております。 

  次に４点目の財産収入について。 

  町有地の条例や契約に基づかない貸付件数は。貸し付けの基準、金額の基準などについて

ですが、貸し付けとは長期間にわたって安定的に利用を可能とするもので、使用許可とは違

いますのでその辺は御理解願いたいと思います。 

  16款の財産収入、町有地貸付料につきましては全て東伊豆町財産の取得、管理及び処分に

関する規則にのっとって、契約に基づき管理をしております。 

  貸し付けの基準ですが、相手先はＮＴＴ、東京電力、下田警察署等であり、公共の用に供

するものが主なもので、そのほか東海岸駐車場の貸し付けを行っております。 

  また、個人に貸し付け中の土地につきましては、従来から私有地に隣接した公有地が住宅

建設のため必要であった等の理由により貸し付けているようなケースもあります。 

  金額の基準につきましては、道路占用料等を参考に試算しております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、今の御説明を伺っておりますと、いずれにしても町の事業で

の振りかえというのは過去もずっとありましたよね、いろんな町民大会であったりとかいろ

んな形のもので振りかえるということがあったんです。 

  ただ、最近はどうも今お伺いするように、町のやっぱり主催事業でなくてもやっぱり職員

が動員をされて、こういう振りかえという形で対応しなきゃならなくなっていると。前はも

う、町の後援ということについては名義後援だけだよと。それで、こういう後援をもらった

ときに、いわゆる回覧版で配付してもらったり、町関連施設にそのイベントや何かのチラシ

を配付してもらうと。こういう、いわばサービス提供ぐらいが後援という形だったと思うん

ですよ。 

  今やっぱり本当に49件の中身について見たときに、これは細かくはここではできないんで

すけれども、本当にその必要性があるのかどうなのか、公務ではない部分に対して一体、で

はどの基準があって、こういう形になるのかなというのが一つの疑問としてやっぱりありま

す。 

  これは私は２つの問題があって、１つはやっぱり労働基準法との関係もあると思います。
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正規にやっぱり、ちゃんと現実的にまだ消化もできないということでいけば、労働基準法と

の関係でブラック企業というようなことの部分も、サービス残業させている、なにしろブラ

ック企業だよという部分もある、これが１つあると思う。 

  同時に、それと100％イコールかどうかわからないけれども、やっぱり職員が土日やいろ

んな形のイベントに、こう年中出されるということで、例えばやっぱり職員の研修参加、い

わゆる自主的な研修等というのは今決算で見る限り15人ですよということが実績としてはあ

る。やっぱりこういうふうに公的な町と事業としての代休的なものと、さらに民間のイベン

トに対してもやっぱり職員が動員されるという形になってくると、やはり職員の研鑚自身も、

休養や研鑚も進まないというような弊害もやっぱり出てくるんではないかというふうに私は

思われます。場合によっては職員が、ある課はほとんど出払って、行っても対応できないと

いうような、そういうやっぱり弊害も出てくるんじゃないのかな。 

  この点ではやっぱりこの職員の振りかえ休日というものを使ってのやっぱり参加というの

が本当に適切かどうかという点は十分検討する必要があるのではないかというふうに思いま

す。 

  ２つ目にインバウンドの問題ですけれども、数字的にはこれからの部分もあると思います、

それ自身は。ただ、若干気になる点でいうと、午前中の全協でもありましたけれども、ただ

もうインバウンドというと町なり観光協会なんか台湾をかなり行くという形になっているん

ですけれども、国のデータとかを見ますと東南アジア全般、例えばシンガポール、マレーシ

ア、インドネシア、ここ二、三年でやっぱり日本へ来る訪日外国人という点で見ると、これ

らの国々もやっぱり倍増をするというような状況ですよね。台湾だけが戦略的に大事なのか

どうかということ。やっぱりこれはそういう面での戦略としてどういう形が一番必要なのか

ということについては、そこも検討がいるのではないかというふうに私はちょっと感じてお

ります。 

  ３つ目に道路維持補修の関係なんですけれども、非常に予算が小さくなって、昔あった生

コン支給なんていうものもなくなって、それは新しい道をつくるよりも今あるものを維持し

ていくことが大切になったんだという、一つの象徴だというふうには見ているんですけれど

も、しかし突発的な問題も非常に多い。町として当然、区のほうから上がってくる問題と

322路線ですか、町道してあるこの路線のやっぱりその点検というのかな、危険箇所という

もの全体を捉えてやっぱりこう計画的に対応しているのかどうか。 

  というのは、やっぱり土木費の中でも復旧関係の予算もあるし、当然災害復旧の件数も増
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えてきた。そういう点で見るとやっぱり維持管理について、全般をやっぱり目を光らせなが

ら危ないところというものを先手先手で町のほうも手を打っていく必要があって、この辺に

ついて全体の把握と一定の計画性が今後やっぱりないと、なかなかこれは厳しいなという部

分が、予算が少なくなる中で、区の要望も大事なんだけれども、まずやっぱり町としてしっ

かりとした点検とそうした計画を持って対応をしていくことが、私は必要ではないかと思っ

ております。 

  ４点目については、町長が言われたように、どうも一時使用と貸し付けのところで逃げら

れてしまったという印象があれですけれども、一時使用の問題は一時使用でまたぜひこれは

委員会のほうでやっていただきたいと思いますし、この本会議の中でそうした規約、規則、

要綱等に基づかないで貸し出している例というのも実際出たわけですから、これはまた十分

にそれが適正な対応だったのか、適正な価格なのかという面は、十分にまたご審議していた

だきたいと思っておりますので、そこは委員会のほうにお願いをします。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず職員の振りかえ休日、これは基本的に消化率からいきますとこれ

は県下では上のほうでございます。 

  確か、その中で振りかえ休日のことも後援とか言いました。基本的には後援といえば、基

本的にはやっぱし名義だけが結構多いと思う。ただし内容を見た中で、やっぱり後援等でも

この町の活性化に必要かなということは、中で一応、後援の中でも職員を出していることが

ございます。この研修参加は町はとりあえず積極的にどんどん行きなさいよと言っている中

で、今、山田議員から15名ということがありました。 

  そういう中で休日にこういう研修の参加が多ければ、またそれは考えていきますけれども、

とりあえず今までは平日の中でこうやって参加なりを見ますとね、多分平日のほうが多いも

ので、またそれのことは検討させていただきたいと思います。そしてその中でまた弊害が出

てきたら、またそれはそれなりにまた検討していく、そういう考えでございます。 

  次に観光のインバウンド。 

  今、本当、山田議員が言った台湾を主要にやっております。と申しますと、まずとっかか

りが台湾が一番とっかかりやすかった。そういう中でやっぱり山田議員が言ったシンガポー

ル、タイ、これも大変重要でございますが、これは今、観光協会である程度対応しておりま

すので、ゆくゆくはそっちのほうも当然トップセールスに行って、その方面のお客さんを多
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くしていきたいと考えています。 

  しかし、中国に関しましては、やっぱり中国が全て来ればいいという問題ではありません。

やっぱり中国をやることによって、この観光地がだめになることもありますもので、それに

ついては十分慎重にやっていきたい。山田議員の言ったことは当然にはその方向ではやって

いきたいと考えております。 

  次に、道路維持。 

  職員はとりあえず危険箇所は点検しているけれども、東伊豆町は大分広いですから一応区

長のほうにお願いして、やっぱし危険なところがあったら町のほうに言って、この要望以外

にですね、本当に危険がところがありましたら現課のほうに言っていただきたいと言ってお

りますもので、やっぱり当然そういう危険箇所に関しましては、この自治会に提出されてい

るのと同じぐらいか、またそれ以上に重要と考えておりますもので、その辺の点検はさらに

やっていきたいと考えております。 

  さらに町有地、４点目は十分委員会で検討していただければいいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、14番、山田議員の一般会計の大綱質疑を終結します。 

  次に、10番、藤井議員の一般会計の大綱質疑を許します。 

  10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） それでは、大綱質疑のうちの歳入に関しまして、１款町税について

伺いたいと思います。 

  １番目に、町税の収納状況は若干改善の方向にあるようですが、滞納繰越分を入れるとか

なり低い収納率となってしまう。その原因はどこにあるか。 

  ２番、県下及び近隣市町村との比較ではどのような位置にあるか。 

  ３、現年度分・過年度分の徴収について、今後の取り組みについて伺っておきたいと思い

ます。 

○議長（村木 脩君） 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） 藤井議員の一般会計の大綱質疑、歳入１款町税については３点からの

質問ですので、順次お答えいたします。 
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  １点目の町税の収納状況は、若干改善の方向にあるが滞納繰越分を入れるとかなり低い収

納率となる。その原因はについてですが、当町の収納率を下げる一番の要因は町税の６割を

占める固定資産税にあり、収納不可能な課税客体を残したまま廃業したホテルや関連業者が

主な高額滞納者であり、それが複数存在し、交付要求中の保留案件につきましても、毎年課

税されることにより滞納繰越分に累積されております。 

  次に、２点目の県下及び近隣市町村との比較ではどのような位置になるかについてですが、

平成27年度の県内比較が公開されていませんので、平成26年度の資料に基づき回答させてい

ただきます。 

  県下では35市町中34番目の位置にあります。収納率が低いのを受け、当町ではいち早く滞

納処分の徹底を図り、３年をかけ30番以内に位置するまでになりましたが、観光産業を主体

とする当町では東日本大震災の影響を大きく受け、さらにはリーマンショック後の経済状況

がありまして現在は再び下方に位置しております。 

  次に３点目の現年度分・過年度分の徴収についての取り組みはについてですが、現年度分

については納期ごとに督促状を発送し、年２回催告を発することにより自主納付を促してお

ります。過年度分につきましては財産徴収を主として滞納処分により取り組みを行っており

ます。悪質な案件につきましては、静岡地方税滞納整理機構へ移管しております。 

○議長（村木 脩君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） これは町税の主な状況については0.5ポイントばかり今回は前年度

上がったということで、まことに喜ばしいことなんですが、また職員の皆さんの並々ならぬ

努力があったんではないかというふうには思っております。 

その努力には多とするんですけれども、しかし今伺うとやはり県下の中でもかなり低い位

置にあると。それには固定資産税が町税の６割を占めていると、その固定資産税の滞納があ

ったり、あるいはまた企業の倒産等もありまして、なかなかこれが捕捉できないんだという

ような御答弁だったようなふうに思います。 

  そうしますと今後も、今年度に滞納繰り越しも２億二千九百何十万というふうな額になる

わけですけれども、これが処理されないとなかなかいつまでも、この順位はともかく、税の

不公平感といいますか公平感からいいますと、払わないで済ませるとこれはそれで５年過ぎ

て不納欠損に処されるというような状況にもなりますので、これは何とかそのアップの方向

を目指してもらいたいということで努力されているかと思います。 
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  静岡県の税滞納回収機構、これのほうにもですね、これどのくらいの件数で送られている

のかということもちょっと伺っておきます。 

  それから、努力の中ではここにも見えるように収納努力はインターネット等を使ったり、

調定額を減したり、職員が一所懸命やっているということだと思うんですが、特別徴収とこ

れ普通徴収の割合なんかも少し変わってきているんじゃないかと思うんで、その辺なんかも

徐々に収納率を上げるためにはこの徴収率、徴収方法、こういったものの変更等も上げてき

ているのかなというふうに思うんですが、その特別徴収と普通徴収のその比率、どんなふう

に上がってきているかとか、大雑把で結構ですのでその辺を教えていただきたい。 

  それから固定資産税の中で、町長もおっしゃられるように倒産したり、あるいは例えば固

定資産税は一番初めに、例えばうちなり会社なりマンションなり建てたときには入るわけで

すけれども、その後それが例えば別荘地の中の方なんかも捕捉できないような状態で、東京

なら東京にまた戻ってしまって、どなたかわからないというような件数もかなりあるんじゃ

ないかと思うんで、その辺の倒産と同時にまた個人の固定資産税等の滞納にどんなふうにこ

れから捕捉していくのか、滞納を迫っていくのかということも、一つは大きな課題ではない

かと思いますので、今後の現年度分２億2,966万4,960円というこの滞納繰越金を今年度に持

ち越しているわけですけれども、それに対する対処のしかた等々を、やはり伺っておきたい

なというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 事務的なことは担当から説明いたさせます。 

  まず、基本的にはこの不納欠損が大分やんなければ、そういう中で５年ということがあり

ます。これはやっぱり一般町民の方が一番誤解されて困るのは、５年滞納すればそれは税金

が全部なくなるなんてこと、そうじゃありませんから。基本的には５年たってもまだやりま

すけれども、毎年毎年その税のことをやります。そこから５年ですから、あくまでも５年滞

納してからやらなかった５年たてば、これは不納欠損でもう落とせるんだと、そういうこと

じゃありませんから、その辺は誤解しないでいただきたいと思う。 

  やっぱり一般質問でそういうことをやると町民が誤解いたしましてね、５年間、じゃ税を

払わなければ全部なくなっちゃうのかと、そう勘違いいたしますもので、その辺は違います

もので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらにそういう中で本当、壇上でも言いましたその固定資産税の６割でございます。その

中の26年度、ある程度この収入、これは収入率だ、これを見ますと町税が結構下位から五、
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六番目に行っているんですけれども、固定資産税がやっぱり最下位なんですよね。やっぱり

そういう平均した中でワースト２ということになっていますけれども、やっぱり固定資産税

に係る率が一番でございます。基本的にはその中でやっぱり不納欠損をやっていく。それで

議会のほうからもなるべくその徴収率を上げるよう指導されておりますのでその方向でいき

たいと思います。 

町民の方がぜひともその辺は誤解しないように、あくまでも滞納した方へ毎年毎年送りま

す。そこから５年でございますから、もう半永久的に逃れられないということだけは理解し

ていただけると。あとは事務的なことは担当課から説明いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 税務課長。 

○税務課長（正木三郎君） 御質問にお答えします。 

  特徴につきましては、普徴と特徴ほぼ今半分ぐらいの指定になっております。さらに特徴

の指定をふやすために毎年事業所への理解を求めるために、県と共同してお願いに行ってお

ります。あと別荘地の町外の滞納者についても年２回実施する出張徴収において調べ、対応

等今していただいているところであります。あと住登外課税者の退職後の徴収が困難という

こともありまして、特別徴収の指定率のアップというものはこれからも重要だと考えており

ます。 

  あと…… 

（何事か言う声あり） 

○税務課長（正木三郎君） 失礼しました。 

  静岡滞納整理機構への移管は毎年10件、東伊豆町は移管しております。移管してそれの６

割から７割、滞納整理機構で徴収をしていただいて、それを戻ってからも引き続きうちのほ

うでそれを引き継いで完納するように心がけてやっております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で10番、藤井議員の一般会計に対する大綱質疑を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第45号 平成27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（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、議案第45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。 
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  お諮りします。ただいま設置されました一般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２項の規定によって、お手元にお配りしてあります名簿のとおり

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（村木 脩君） 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、お手元にお配りしてあります名簿のとおり選任することに決定しました。 

  ただいま一般会計決算審査特別委員会に付託しました議案第45号については、会議規則第

46条第１項の規定により、来る９月27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（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、一般会計決算審査特別委員会において

９月27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46号 平成27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から議案第51号 平成27年度東伊豆町水道事業会計

決算認定についてまでの６件については、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（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、議案第46号から議案第51号までは、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２項の規定によって、お手元にお配りしてあります名簿のとおり

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（村木 脩君） 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、お手元にお配りしてあります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しました議案第46号から議案第51号までは、

会議規則第46条第１項の規定により、来る９月27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） 
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○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、特別会計決算審査特別委員会において

９月27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中会議室を、特別会計決算審査

特別委員会には第１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14日から９月26日までの13日間を休会とした

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（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、９月14日から９月26日までの13日

間を休会とすることに決定しました。 

  ただいまから委員会を開き、付託案件の審査をお願いします。 

  来る９月27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（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、来る９月27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しました。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（村木 脩君） 本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時３２分 
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平成２８年第３回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第５号） 

 

                    平成２８年９月２７日（火）午前９時３０分開議 

日程第 １ 議案第４５号 平成２７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４６号 平成２７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４７号 平成２７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 
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日程第１０ 議員派遣について 

日程第１１ 議会運営委員会所管事務調査について 

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

出席議員（１１名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ２番  稲 葉 義 仁 君 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） 皆様、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28年東伊豆町議会第３回定例会第20日目は成立しましたので、開会します。 

  11番、森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の

で御報告します。 

  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（村木 脩君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付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４５号 平成２７年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて 

○議長（村木 脩君） 日程第１ 議案第45号 平成27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します。 

  一般会計決算審査特別委員長の報告を求めます。 

  ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 皆さん、おはようございます。 

  では、一般会計決算審査特別委員会審査報告を朗読をもって報告とさせていただきます。 

  平成28年９月27日。東伊豆町議会議長 村木 脩様。一般会計決算審査特別委員会委員長

飯田桂司。 
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  一般会計決算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託された事件は審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第77条の規定

により報告します。 

  記。 

  事件の番号、議案第45号。 

  平成27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。 

  １ページをごらんください。 

  一般会計決算審査特別委員会に付託された、議案第45号 平成27年度東伊豆町一般会計歳

入歳出決算認定について。 

  歳入・歳出全部。 

  第１、会議回数、月日、場所、出席委員、説明員ほかにつきましては（１）から１ページ、

２ページ、３ページと書いてございますので、ごらんになってください。 

  では、４ページをごらんください。 

  第２、主な質疑の内容。 

  （１）振りかえ休日について（総務課）。 

  問い、振りかえ休日を適用した事業（イベント）数は。振りかえ休日を取得した職員と取

得率は。振りかえ休日の有効期限は。職員が参加する事業（イベント）が多いが、職務とし

て参加・協力する事業かどうかを個別に精査するべきではないか。 

  答え、全体で66事業。対象者は578名。取得率は87.0％。そのうち町主催・共催は17事業、

対象者306名で取得率91.8％。後援等は49事業、対象者は272名で取得率81.6％。 

  振りかえ休日の有効期限は、条例でイベントの前４週から後８週に取得するように定めら

れている。年次休暇は１月から12月までの１年間に20日取得でき、うち20日は翌年に繰り越

すことができ、１年間で最大40日取得可能である。職員がどの程度かかわるかについては、

配慮する必要はあるが、観光産業は町の基幹産業であるので、イベントを盛り上げるために

も協力が必要と考える。 

  （２）インバウンド事業について（観光商工課）。 

  問い、インバウンドについては今後もさらに増え続けることが予想されるが、町並み整備

や散策ルートの整備等を含め、受け入れ体制をどのように考えているか。 

  答え、町並み整備等には多額の経費と時間を要することから、すぐにでも実現可能な取り
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組みとして、外国人目線に立った地域資源の発掘、活用を図り、モデルコースの設定や案内

看板の整備を進めていきたい。 

  （３）道路の維持補修について（建設課）。 

  問い、建設課として道路維持管理の考え方は。 

  答え、予算の多くが稲取地区・熱川地区の祭典前の舗装補修工事に使われており、その他

の補修が必要な箇所には十分対応できていない。 

  問い、維持補修費の予算が限られている現状で、地区要望などが出てきてもすぐに対応で

きないのではないか。 

  答え、町が管理する道路路線数・距離延長は膨大で、今後も維持補修費が膨らんでいくと

予想される。建設課としても全ての要望には応えられないのが実情である。今後どのように

行うかは町長と相談させていただきたい。 

  （４）町有地の一時貸し付けについて（企画調整課）。 

  問い、民間団体主催のイベントが町有地を使用したとき、使用料を取っていないというこ

とだが、今後はどう対応するのか。 

  答え、「財産の取得、管理及び処分に関する規則」の中では、使用料については貸し付け

の規定に準ずることになっている。今回行われたイベントは、経済波及効果を考え、町立体

育館の使用料以外は徴収しなかった。今後は、イベントが定着するまで助成の意味も含め、

３年ほどは使用料を免除したい。その後、徴収するかどうかの対応や仕組みを、関係する

課・局とともに検討していきたい。 

  ５ページをごらんください。 

  （５）町税について（税務課）。 

  問い、固定資産税の現年分の収納率が低い原因は。 

  答え、課税客体を残して廃業し、収納不可能な高額案件が複数ある。これだけでも数パー

セント収納率を下げている。 

  問い、静岡県下市町の中で収納率の順位と特に伊豆東海岸の収納率が悪い原因は。 

  答え、35市町中34位。当町ではいち早く滞納整理に取り組み、近隣市町より上位になった

が、東日本大震災の影響で観光業本体だけでなく、観光業に従事する従業員にまで波及し収

納率が落ち込んだ。分納計画もうまくいかず、廃業したホテル等もあった。 

  第３、その他の質疑の事項ということで、５ページ、６ページの（１）から（９）まで書

いてありますのでごらんになってくださいませ。 
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  では、第４、決算に対する意見。 

  平成27年度一般会計決算は、予算現額55億1,799万1,000円に対し、歳入総額54億4,599万

7,000円、歳出総額52億2,983万7,000円で歳入歳出差し引き額２億1,616万円である。このう

ち繰越明許費繰越額を差し引いた実質収支額は１億9,947万3,000円で、会計上は黒字であり

財政の健全化に努めている。          

  人口減少が進むと町税などの自主財源が減少し、財政運営は年々厳しい状況になると思わ

れる。ふるさと納税については、他自治体の例を見習い、寄付額の増を目指し、歳入増を図

られたい。観光イベントの内容を精査し、費用対効果をしっかり検証し、補助金の見直しを

図られたい。道路橋梁などの既存の施設の経年劣化に加え、市民農園や防災公園など、国県

の交付金を活用した施設が新たに整備されることによって、維持管理費用が増大することが

予想される。各施設の健全なる維持管理・運営を実行される一方、増大する費用に対しては、

指定管理の見直しや施設管理体制の一元化・集約化によってコストの削減を図られたい。 

  文化公園の管理が、町との契約に定められたとおり適正に行われているか、また利用実態

との間に―７ページをごらんください―乖離がないか調査・検討願いたい。契約内容に

違反する場合は是正するよう町から指導していただきたい。また、利用実態に合わない契約

内容は、法的に問題がない範囲で契約内容を変更していただきたい。 

  以上のとおり、質疑の内容と意見を付し、全会一致で原案を認定すべきものと決定したこ

とを報告します。 

  御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  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（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第45号 平成27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します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお

り認定することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時４１分 

 

再開 午前 ９時４４分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第４６号 平成２７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４７号 平成２７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４ 議案第４８号 平成２７年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について 

◎日程第５ 議案第４９号 平成２７年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決

算認定について 

◎日程第６ 議案第５０号 平成２７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７ 議案第５１号 平成２７年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

○議長（村木 脩君） 日程第２ 議案第46号 平成27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から日程第７ 議案第51号 平成27年度東伊豆町水道事業会計決算

認定についてまで、以上６件を一括議題とします。 

  特別会計決算審査特別委員長の報告を求めます。 

  10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 皆様、改めておはようございます。 
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  今回、私たち総務経済常任委員会は特別会計決算審査をいたしました。朗読をもって報告

させていただきます。 

  平成28年９月27日。東伊豆町議会議長 村木 脩様。特別会計決算審査特別委員会委員長

藤井廣明。 

  特別会計審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託された事件は審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第77条の規定

により報告します。 

  記。 

  事件の番号、件名、審査の結果の順に朗読します。 

  議案第46号 平成27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47号 平成27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48号 平成27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49号 平成27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50号 平成27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51号 平成27年度東伊豆町水道事業会計決算認定について、原案認定。 

  次のページをごらんください。 

  特別会計決算審査特別委員会に付託された 

  １、議案第46号 平成27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 

  ２、議案第47号 平成27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 

  ３、議案第48号 平成27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 

  ４、議案第49号 平成27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 

  ５、議案第50号 平成27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 

  ６、議案第51号 平成27年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

  審査の対象となった主な事項を報告します。 

  一、会議回数、月日、場所、出席委員等につきましては、このページと次のページにあり

ますので確認の上、朗読を省略させていただきます。 
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  ４ページをお開きください。 

  二、審査の要旨。 

  １、平成27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）主な質疑の内容。 

  歳入。 

  ①軽減制度があるが世帯の状況と短期・資格の状況は。 

  軽減1,827世帯、調定ベースで４億8,284万3,400円。 

  平成28年５月31日時点で、短期は195世帯329人、資格者証は138世帯172人。 

  ②軽減の対象世帯は加入者世帯の６割強と非常に多い。短期保険証と資格証明証は普通世

帯の加入者が多いのか、軽減世帯の加入者が多いのかその内容は。 

  データとして抽出がされていない。調べる場合は対象者１件ずつ確認することとなる。 

  ③不納欠損の実情は。 

  不納欠損は、250件、2,960万7,193円。実情は財産等滞納整理を行うものがないのが実態

である。 

  ④滞納の年齢別データはあるのか。 

  所得区分データはあるが、年齢別データはない。 

  歳出。 

  ①被保険者が減少し年齢の高齢化が当分の間続くと保険給付費が伸びる。また、後期高齢

者支援分、介護納付金への負担も大きくなると思ってもいいのか。 

  後期高齢者支援分、介護納付金が伸びる見込み。 

  介護保険２号、拠出金29％から28％になる。40歳から64歳の給付金が上がることが予想さ

れるが急激ではない。 

  ②かかりつけ医をつくり紹介で大きな病院を受診するよう指導したほうがよいと思うが。 

  リストにより指導対象者を抽出することにより、訪問等を行うが重症化の予防対策も行っ

ている。 

  ③重複と薬手帳の関係の中で、薬手帳が重要ではないか。ジェネリック医薬品の推進は。

重症化対策で栄養士のかかわりが重要ではないか。また、疾病分類状況は。 

  かかりつけ医同様にかかりつけ薬剤師を持つことが勧められている。これにより薬剤の重

複を確認できる。保険証の更新時にジェネリック利用カードを送付している。また、薬剤師

会を通じてジェネリック医薬の普及も図るよう啓発していきたい。栄養士の人数が少ないの
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で保健師と分担して対応している。 

  入院は、①循環器系の疾患、②新生物、③精神及び行動障害。 

  入院外は、①循環器系の疾患、②内分泌、栄養及び代謝疾患、③筋骨格系及び結合組織の

疾患となっている。 

  （２）その他審議の対象となった事項。 

  ①被保険者が減少したので赤字にならずにおさまったが、経済状況が落ち込んでいる減少

要因について。 

  ②後期高齢者に団塊世代が入ってくると医療費は増えるのでは。 

  ③災害や急に職を失った方への減免について。 

  ④滞納者は、一度つまづくと後に引きずってしまうので、それに対する対策について。 

  ⑤重複多受診の内容は。 

  ⑥重症化予防について。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を認定すべきものと

決定したことを報告します。 

  ６ページをお開きください。 

  ２、平成27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）主な質疑の内容。 

  ①広域連合に移って、後期高齢者の医療費や疾病状態がわかりにくくなった。広域連合か

らのデータ等のフィードバックはあるのか。 

  広域連合とはパソコンを通じてやりとりをしている。データがあるか確認をする。 

  ②納付金の根拠になる疾病状況やデータのフィードバックにより、保険事業に結びつけて

いくべきではないか。成果説明書に記入することも必要ではないか。 

  必要なことなので、確認して成果説明書に来年度盛り込みたい。 

  （２）要望事項。 

  広域連合よりデータをフィードバックし、次年度より成果説明書に取り入れること。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と委員会からの要望を付し、全会一致で原案

を認定すべきものと決定したことを報告します。 

  ７ページをごらんください。 

  ３、平成27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）主な質疑の内容。 
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  ①保険給付費について、給付費及び認定者数が増えている中で施設介護サービス費は減少

し、デイサービスの利用者が増えている。その要因の分析は。 

  施設サービスについては、近隣で特別養護老人ホームが伊東に「伊豆の瞳」、天城に「天

城の杜」ができたが当町からの入所者は二、三名程度となるため、余り影響はなく、利用者

の死亡等により給付費は微減となった。居宅介護サービス費の増は、町内にデイサービスの

事業所が多いため、利用者が増えたことによる増。 

  ②施設サービスの利用は、介護者の負担軽減となることから今後も必要なサービスではな

いか。 

  国の指針では、施設系サービスから在宅系サービスへ移行する方針が立てられているが、

それだけにとどまらず、隣近所などの互助も重要になっていくと考えられる。 

  ③サービスつき高齢者住宅の町内の状況は。 

  サービスつき高齢者住宅はないが、有料老人ホームが３カ所ある。 

  （２）その他審議の対象となった事項。 

  ①介護事業所のレベルアップをするための町のかかわりについて。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を認定すべきものと

決定したことを報告します。 

  ８ページをごらんください。 

  ４、平成27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）主な質疑の内容。 

  ①天草漁の今後の展望は。 

  今年の８月に唯一の海女さんが亡くなってしまい、９月末日までの漁期を残して平成28年

度の漁は終了した。本年１月に伊豆漁協の総会で規則を改正したので、来期については以前

から検討しているアクアラングを使用したダイバーによる天草漁を実施し、漁を絶えさせる

ことのないようにする予定である。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を認定すべきものと

決定したことを報告します。 

  ９ページをごらんください。 

  ５、平成27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）主な質疑の内容。 

  ①３基の風車の稼働率が悪かった要因は。 
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  老朽化による故障が主要因である。２号機の主軸メインギアが故障し、部品を発注したが

納期が９カ月半にわたり、それに伴う停止期間により減収を余儀なくされた。今後は消耗部

品の故障の発生が予測されるので売電収入は厳しい状況が続く。 

  ②今後の使用期間の見込みは。 

  老朽化に対して早目に対応し延命化を図っていくが、検査により金属疲労等による本体な

どに根幹的なふぐあいが見つかった場合には、費用対効果を考え、当初の予定より早期の撤

退も考えなければならない。 

  ③今後稼働率を上げ、利益を確保するための方策は。 

  自然条件に左右されるが、故障が予見されるものについては早目に部品の調達をし、稼働

期間を確保する。支出では償還金、撤去のための積立金を確保し、環境教育の事業に対する

繰出金を有効に使った上で、その他の費用を削減したい。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を認定すべきものと

決定したことを報告します。 

  10ページをごらんください。 

  ６、平成27年度東伊豆町水道事業会計決算認定について。 

  （１）主な質疑。 

  ①水道料金を25％値上げしたが、25％の収益にならなかった理由は。 

  ２期分から25％に値上げしたので１期分は対象外。１期分当たりで4.16％の減と使用水量

が前年対比3.6％減少したことによる。 

  ②施設稼働率が40％で人口と観光客数を考えると過大なものを持っているのではないか。

有収水量が70％を切ってきたのは老朽化が進んでいるからではないか。 

  現在、川から取水して浄水しているが、取水の調整が難しい。老朽化の状況は、平成29年

度にアセットマネジメントで資産管理を見直して、翌年度の水道ビジョンと経営戦略に反映

させたい。 

  ③３条予算で費用の業務状況を改善するには浄水場の人件費しかないと思うが。 

  宿日直を委託した場合、しばらくは専門的な人に業務を行ってもらい、いずれは土地の人

の雇用を考えている。水道課職員数は平成27年度に13名が12名に１名減になった。業務係は

３人であるが、アパート関係などの転出入による水道メーターの開閉作業が一日に何件もあ

る。人件費を下げるとしたら浄水場関係しかないと思う。 

  ④滞納の収納状況は。 
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  未収金は、貸借対照表の営業未収金3,439万9,731円。内訳は、現年度分が1,868万2,736円

で過年度分が1,571万6,995円。 

  収納率は現年度分で95.73％、過年度分が41.78％、全体で90.87％。 

  ⑤滞納者への対応はどうなっているか。 

  年３回停水など厳しく行っている。現年度分で、水道料金の金額が大きい事業所などでは

１期分当たり数百万になったりする場合があるが、事業所が３月に処理しても収納が４月に

なったりして、１つの会社で１％程度収納率に影響する場合がある。 

  ⑥今後、掘削した水源をどう活用していくか。施設整備はどう考えるか。 

  平成29年度に資産整理をしてアセットマネジメントを作成し、平成30年度で水道ビジョ

ン・経営戦略を作成し考えたい。 

  ⑦電気料金が下がり、値上げ時期が３年が５年になるのなら、今のうちに経営をしっかり

させる考えは。 

  平成29年度のアセットマネジメントと平成30年度の水道ビジョン・経営戦略をしっかり作

成していきたい。 

  次のページお願いします。 

  （２）その他審議の対象となった事項。 

  ①河津町との連絡管の使用について。 

  ②30年度策定予定の水道ビジョンの骨格について。 

  ③水道管の老朽化について。 

  ④開閉業務は、管工事組合など民間委託はできないか。 

  ⑤内部留保資金と企業債について。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を認定すべきものと

決定したことを報告します。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時０４分 

 

再開 午前１０時０７分 
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○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  委員長。 

○１０番（藤井廣明君） 先ほど冒頭で今回私たち総務経済常任委員会はというふうに言いま

したが、その部分は不必要ですので削除をお願いしたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） お諮りします。日程第２ 議案第46号から日程第７ 議案第51号まで

の平成27年度特別会計及び水道事業会計の決算６件について、一括質疑とすることにしたい

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（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、議案第46号から議案第51号までを

一括質疑とします。 

  それでは、議案第46号から議案第51号までについて、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（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより議案第46号 平成27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

て討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第46号 平成27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

てを採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決定しまし

た。 

  次に、議案第47号 平成27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

て討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 
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  これより議案第47号 平成27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

いてを採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

  次に、議案第48号 平成27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討論

に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第48号 平成27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

採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

  次に、議案第49号 平成27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討

論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第49号 平成27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

を採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決定しまし

た。 

  次に、議案第50号 平成27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

討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第50号 平成27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

てを採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

  次に、議案第51号 平成27年度東伊豆町水道事業会計決算認定について討論に入ります。

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第51号 平成27年度東伊豆町水道事業会計決算認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

 

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

 

◎日程第８ 議案第５２号 平成２８年度東伊豆町一般会計補正予算（第７号） 

○議長（村木 脩君） 日程第８ 議案第52号 平成28年度東伊豆町一般会計補正予算（第７

号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第52号 平成28年度東伊豆町一般会計補

正予算（第７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222万5,000円を追加いたしまして、歳入

歳出予算の総額を49億8,518万7,000円とするものであります。 

  補正内容といたしましては、去る９月13日の大雨の影響により被災した町道桜久保線の復
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旧のため、測量設計業務委託料を増額しております。また、当町と伊東市、西伊豆の１市２

町で実施するインバウンド対策事業にかかわる旅費等を増額措置いたします。必要な財源配

分を行った後、財政調整基金からの繰入措置をさせていただきましたので、御理解をお願い

いたします。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木利昌君） ただいま提案されました議案第52号 平成28年度東伊豆町一般会

計補正予算（第７号）について概要を説明いたします。 

  平成28年度東伊豆町一般会計補正予算（第７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222万5,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ49億8,518万7,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページをお開きください。 

  ２、歳入について御説明いたします。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額に177万5,000円を

追加し、２億151万9,000円といたします。１節財政調整基金繰入金、細節１財政調金基金繰

入金177万5,000円の増は、今回の補正における財源不足を補塡措置いたした内容でございま

す。 

  20款諸収入、４項２目雑入、補正前の金額に45万円を追加し、6,531万5,000円といたしま

す。 

  ９節雑入、細節24地域づくり推進事業助成金45万円の増は、歳出で増額しておりますイン

バウンド等対策にかかる旅費に対する県市町村振興協会からの助成金の増額措置でございま

す。 

  ５ページ、６ページをお開きください。 

  次に、３、歳出について御説明いたします。 

  １款１項１目議会費、補正前の金額に15万円を追加し、6,434万6,000円といたします。事

業コード１議会運営事業、９節旅費、細節５議員旅費15万円の増は、インバウンド対策事業
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にかかる議長１名分の旅費を増額する内容であります。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正前の金額に30万円を追加し、４億

7,564万2,000円といたします。事業コード３秘書事務事業、９節旅費、細節１普通旅費30万

円の増につきましても、同じくインバウンド対策事業にかかる町長及び随行者の旅費を増額

するものでございます。 

  ６款１項商工費、３目観光費、補正前の金額に37万5,000円を追加し、１億2,933万1,000

円といたします。事業コード１地域観光振興対策事業、19節負担金補助及び交付金、細節10

インバウンド等対策事業補助金37万5,000円の増は、当町と伊東市、西伊豆町の１市２町で

実施する台湾におけるインバウンド対策事業に対する補助金の増額措置でございます。 

  10款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、１目道路橋りょう災害復旧費、補正前の

金額に140万円を追加し413万3,000円といたします。事業コード１道路災害復旧事業、13節

委託料、細節１桜久保線測量設計業務委託料140万円の増は、大雨の影響により被災した町

道桜久保線の復旧に向け測量設計を実施する必要が生じたため、委託料を増額措置するもの

でございます。 

  ２ページへお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で、ただいま御説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず歳入ですが、補正前の額49億8,296万2,000円に222万5,000円を追加いたしまして、49

億8,518万7,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額49億8,296万2,000円に222万5,000円を追加いたしまして、49

億8,518万7,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源はその他財源が45万円の増、一般財源を177万

5,000円の増といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 商工費のインバウンド事業のところなんですけれども、この程度の

金額であれば観光協会また町のほうの今までの予算の中で対応できる規模ではないかと思う

んですけれども、１市２町でやるという中で、現状ではどういう内容とどういう考え方で行

うのかというのが１点お伺いしたい。 
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  ２点目に、すみませんが、桜久保線の被害状況と場所と工事内容等の概略を御説明くださ

い。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、インバウンド事業ですね。 

  これは７市６町の中で、基本的にはこれからの対策として国内観光はある程度もうキャパ

が決まって、これからインバウンドでいきましょうという中で、去年かな、７市６町で行っ

てきました。 

  そういう中で各市町いろんなことが、そういう中でうちの町と伊東、西伊豆はとにかく台

湾をメインにやりましょうという中で、特に１市２町で今やっているのが現状、これ今２年

ぐらいもう既にやっております。 

  そういう中で今回チャーター便をやって断念になりましたけれども、効果といたしまして

は基本的には来た宿泊先としてですね、うちの町の旅館に泊まってもらう、さらに西伊豆に

おきましては堂ヶ島の銀水荘、そういう費用対効果が出てきております。 

  そういう中でやはり一番大変嬉しく思いますのは、やはり今までトップセールスしていた

中ですね、今回ちょっとチャーター便が断念したが、自分自身、もう前から１回、議員の方

に行っていただきたい、やはり現状を現地に行って見ていっていただきたいという中で、今

回補正措置をさせていただく。 

  そういう中で、今、山田議員がこのぐらいの金額ならば観光の費用から出せるんじゃない

かと言いますが、多分観光のほうは大変厳しく、吟味した中で厳しくなった結果、今回補正

させていただきました。 

  基本的にはやはりうちの町、ある一般議員からも言われたように、これからはインバウン

ド対策を中心にやっていきたい。特にまた、今、台湾を特に中心にやりたい。さらに、14番

議員が言っているように、これからはもうさらに東南アジアのほうにも手を広げていきたい

と考えておる。これまず第１弾と考えていただけたらと思います。 

  まず第１弾として今回本当、議員の皆さん方に、これ本当ボランティアだと私は考えてお

る。と申し上げますのは、この災害関係の中で、私と職員と議長は一応、公務災害が出ます。

そういう中で一般の議員さんは、本当これボランティアの中で自分自身で保険をかけて災害

協定をしてくるので、町としては本当大変ありがたいと感じております。と申しますのは、

内容的にほとんどが公務でございます。まず、内容的には澎湖島の県庁表敬訪問、そうして

県知事を含めた中で意見交換をいたします。さらに澎湖県におきましてジオパークを見ます
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し、水産試験場、さらには養殖場、漁業市場と澎湖島では視察いたします。 

  さらに台北へ帰って来まして、まず、北投温泉街のオープニングセレモニーの中で、観光

ブース、うちの町、西伊豆、伊東市、これを出しますもので、そこでまた議員。さらに全国

旅行組合、これの表敬訪問。これも意見交換いたします。さらに桃園市の市長訪問、これも

いたします。だからほとんどが、これ公務なんですよね。その中で議員さんの皆さん方には

本当、ある程度のお金を出していただいた中で、これを参加していただけること、本当、町

としては大変嬉しく考えております。 

  インバウンドに関してはそのような方向でございます。 

  あとは……。 

○議長（村木 脩君） 建設課長。 

○建設課長（高村由喜彦君） それでは桜久保線の場所と被害状況についてお答えします。 

  場所につきましては、白田川にかかる浄水場の下、堰口橋から日東天城ハイランド方面に

向かう山側200メーター先の大カーブの手前の山側が崩れました。崩れた場所と被災状況に

つきましては、のり面が15メーター、高さ約７メーター、のり面が10立米ほど崩れました。

３日間ほど通行止めをかけました。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 町長、１市２町という枠組みがどうしてそこで必要なのか、ちょっ

とよくそこもわからないんだけれども、こういろいろ聞いてみますと、伊東市や西伊豆町の

議会のほうも取り組みはばらばらですよね。ただ、伊東市の場合も確認はしたんだけれども、

伊東市の場合、研修費、またいわゆる伊東市の場合は政務調査費がありますから、それで行

ける方は行ってくださいと、このレベルですよね。西伊豆のほうは旅費規定を見直して３万

円の、海外へ行くということで支度金まで用意したけれども、行かれる方は11名中６人とい

うことで、取り組みとして議員が本当に行かなきゃならないのかどうなのか、また本当に行

くことが町長の言われるように、インバウンドのいろんな状況を知ってもらうというような

趣旨に沿っているのかどうかというようなことを考えてみても、それぞれの市町においても、

やはり受け止めとしてはそれは余り効果がないんではないかというようなことも含めてです

よ、意見も出ているから、現状としては伊東や西伊豆の議会においてもそういう実態になっ

ているんではないかと。 

  それで、やはりそれはチャーター便云々かんぬんというふうに、何か最初から風呂敷を広
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げ過ぎたところから、結局事業がどんどん縮小していって、やはり計画にどこかやはりビジ

ネスとしてインバウンド事業の取り組みということが冠には入っているんだけれども、内容

としてそういうふうに受け止められていないというのが実態になっていて、この辺の取り組

みもばらばらになっているんではないかと思うんですけれども。 

  だから、こうやって新たに補正予算で費用を計上しているのは、伊東市とか西伊豆じゃな

いですよね。西伊豆はそもそも最初からチャーター便の考えもあったから、旅費規程もやっ

て当初予算から既にそういう予算をのせてあった。 

  それで、うちの町だけは新たに補正予算財源措置をするという対応になっているんだけれ

ども、さっき言ったように、伊東市のほうでも特段のそういう対応はないということで考え

ると、本当にじゃこの37万5,000円という金額の部分ではね、インバウンド事業で観光協会

等にも多額な支出補助をしているわけですけれども、そういう予算を含めて活用できる余地

というのは本当にないのか、新たにここでこういう金額を計上するという必要性はないので

はないのかということも考えられるんですがいかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは山田議員と見解の相違です。 

  私は絶対にこの機会に行ってほしい。ただ、山田議員は、誰に聞いたかわかりません。ト

ップの市長それで町長、これはね、台湾に行ったとき大変強いですよ。そういう中で伊東市

とか、伊東市も全額助成すると聞いております。それで、今言ったように西伊豆さんはもう

トンボロ現象があるから、そういう町づくりの中でということで。自分自身も本当はやりた

いんだけれども、やはり何かした中でね、そういうことがなければ、今回本当、チャーター

便で行ってもらうつもりでいましたけれども、それがだめになったもので、本当議員の方に、

その台湾の生、どんな感じか、それを肌で感じて知ってもらいたい。 

  そういう中で言ったように、今ね、内容がほとんど公務ですよ。公務の中でやはり行って

もらいたい。首長として、やはり今、台湾を本当にやっている中で、１回これやってぜひと

も議員の皆さんに行ってもらいたい。 

  そういう強い思いがあって今回補正予算をさせていただいています。これ第１弾と考えて

ください。これからはますますインバウンドが大変重要になってきておりますもので、これ

はただ当初予算にのるかわかりません。また、今回のような補正になるかもわかりませんけ

れども、何しろ議員の皆さんも現在の世界のインバウンドの情勢、どのようなことになって

いるかということを実際肌で感じてもらいたいと思っている中で、今回補正予算を措置させ
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ていただきました。やはり首長の思いは、やはり市長、西伊豆町長、話をしますとやはりイ

ンバウンド、特に台湾は大変重要だなと考えております。 

  山田議員は誰に聞いたかわかりませんけれども、これは予算編成の中でそういうことも、

西伊豆町はトンボロ現象がある中でもやりました。やはり伊東市もある程度その政務費がな

くても一応今回職員を連れていくようなことを聞いております。そういう中でやはり現場を

見るということも大変重要と考えておりますもので、その中ではインバウンドの予算の中で

できないかということでございます。それも検討してみますけれども、基本的には今回、15

万円の半額負担した中で行っていただきたい。 

  本当にこれ公務でございますもので、本当は全額出してやりたいのが基本でございますけ

れども、その中で議員の皆さんが手を挙げて行ってくれるということを言われまして、大変

町としてはありがたく感じております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 町長、私もね、町長が何回も台湾も行って、それはトップセールス

をしていると。いろんな形で旅行エージェントさん等々も回られたり、いろんな団体を回ら

れているんだろうと思っていますし、そういうことが必要な時代だということについては理

解はできるし、それはそうだと思っております。 

  ただ、今回やはり西伊豆でも出たりしている中で、例えば西伊豆の場合はトンボロ現象と

の関係で姉妹公園というような形で協定を結んでいて、そこへ観光協会、また商工会長が行

ってまちづくりのことを勉強し合う、これはこれで一つの意味があったわけですよ。 

  ただ、言われるような、その澎湖県とかいうところでいえば、そういういわゆる観光県と

いうような部分であるわけですよね。そうして考えると、マネジメントとして本来お客さん

として来ていただける対象の方なんだろうかということを考えると、例えばやはりそれはど

うしてもまだですよ、日本でもそうですけれども、我々伊豆にいて観光地だと言ったって、

じゃその観光の従業員の皆さんが、大多数が海外へ行っているのかなということになると、

そうじゃない。まして台湾や東南アジアでもまだ海外、日本等々に来られる方々というのは、

まだ一部の富裕層にとどまっているわけですよ。そうして考えると、観光を中心にしたその

地域にマネジメント、営業をかけることが本当にやはりリターンとして考え得るかどうかと。 

  やはり、台北だとか高雄だとか主要都市のいろんな富裕層を中心とした方々のところへマ

ネジメントをかけるのとは、やはり意味が違っているんではないかなと。そういう点では、
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そういうところに今回の企画も無理があって、それを町長や議長さんなんかが表敬訪問する

というレベルなら、「ああ、そういうところも行って来て、どうぞいろんな形で営業かけて

きてくださいよ」ということで、それはそれで僕はいいと思うんですよ。 

  ただ、議員やなんかを含めていろんな方々が行って営業までかけるような、実際、そうい

う県であり適地かどうかということになると、そんなにやはりマネジメントの対象としたら

効果の低い地域を選んでいるから、現状でも西伊豆でも受け止めもさまざまだし、我々も受

け止めとしてはそこはさまざまで、そういういろんな名勝地や何かがあるかもしれない、だ

けれどもそれはあくまでもインバウンドではなくて、まちづくりの中で見るなら、それはそ

れの問題ですけれども、しかし今回インバウンド対策として、誘客事業に効果を出したいと

いうことで考えると、やはりこの企画自体はちょっとやはり風呂敷を広げ過ぎて、ここまで

やる必要はないのではないか。 

  また、町長が言うように、議員がインバウンド事業についてもっと勉強しろということで

あれば、またその形はこういう形でなくても、もっとそれはもう考えてやるべきではないか

なと。町長なんかと一緒にこういう県に行くことが、本当にインバウンド事業の現実を知る

ための機会になり得るのかという点でも、ちょっとやはり企画自体が無理があるのではない

かなと思いますよ。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、やはりこの本気度。やはりトップの首長だけじゃなく議会が行

くとですね、その町の本気度というのがわかるんですよ。やはり議会をすごい向こうは重視

いたします。なぜ澎湖県が言われれば、やはり澎湖県との関係、大変すばらしいところです。

これは観光だけでなくて、私も見てもらいたいのですが、エコの町なんですよ。確かインバ

ウンド対策でやっております。要するにエコの町で、本当、行ったときにはね風車、風力と

かそういう自然を使ったエネルギー対策、そういう中でまちづくりをやっているんです。 

確かこれはインバウンドとなっておりますけれども、インバウンド含めた中でその澎湖県

におけるまちづくりね。私は当初、西伊豆がトンボロ現象、これでやりましても、本当にま

ちづくりとしてこの澎湖県、自然のエコのまちづくりを今やっておりますもので、私はそう

いう中でまちづくりをやってもいいかなと考えてみましても、まだ時期なお尚早だからちょ

っと黙っていた中で、トンボロ現象の中でさっきありました。だから、そういう中で観光の

インバウンド、これ私はやはり、今度チャーター便はほとんど澎湖県の方です、来るのは。

ということはやはりこの県知事さんの意向が大変強いんじゃ、やはり向こうは県知事さん、
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うちの静岡県知事となると、本当に全権の、ある程度のあれ持っております。それが県知事

さんがある程度の意向がないと、じゃ伊豆半島はこれでいきましょうよと言えば、大体その

方向で一般の方もほとんどなびいてくる。そういう台湾の方の形、そういうことも聞いても

らった中で、やはり議会が行くことによって、この東伊豆町の本気度がわかりますもので、

私はこれに対しましては観光のインバウンドになると思う。 

  そういう中で、やはり議会は議会で行けるということも聞いておりますもので、やはり首

長と議会が行くとまた一体感が強くなりまして、より以上のインパクトがありますもので、

今回そういったまたチャーター便がだめになった中で、皆さん方も行くような意向がありま

したもので今回補正措置をさせていただいた、そういうことでございますもので御理解願い

たいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ほかに質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

  14番、山田議員、反対討論からお願いします。 

○１４番（山田直志君） すみません、本件に対して反対の意見を表明したいと思います。 

  とりわけ町長が言われたこのインバウンドという、町長の言われている熱意もわかります

けれども、やはりビジネス・トゥー・ビジネスで考えたときに、やはり本当にこの企画が必

要なのかなと。また、確かに議員が我々自身もインバウンドに対してもっと認識を深め、勉

強するという必要性もあるということは理解しておりますけれども、しかしこの企画が本当

にじゃその趣旨に合っているかどうかという点も含めて、大いにやはり疑問があるという企

画ではなかろうかと思います。 

  私はそういう点で、この点についてはやはり反対を表明して、そのほかの部分は賛成でご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、本案に賛成者の発言を。 

  12番、鈴木 勉議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 私は、この補正について賛成という形の中で発言をさせていただき

たいと思います。 
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  今、日本の国の中でインバウンドというと皆さん御存じのように中国人が我が日本国に格

安ツアーで非常に来て爆買いという、日本の経済を押し上げるという現状が続いたわけなん

ですけれども、平成27年11月ごろからだんだんと下火になりまして、今、中国の経済が非常

に衰退しておりまして、この爆買いツアーではほとんど日本の企業が今、赤字になるという

ような現状でございます。 

  しかしながら我が町の現状を見ますと、こういう格安の爆買いツアーという形はほとんど

皆無でございまして、今、我々の宿泊施設とか地元の商業のほうにも一応、数少ないんです

けれどもそういうお客さんが見えております。 

  今度のこの補正につきましては、中国でなくしてやはり台湾という、今の世の中の動きを

加味しながら、これからどういう形の中で我が町にもこのインバウンドのお客さんも入れて

くるかと、そういう意味では台湾というこの地域を選定したという形については私も賛同い

たしますし、本来ならば私たち議員も全員参加という形の中で行かなければならないのかな

という気持ちもございますけれども、やはり我々議員にもそれぞれの立場という形と、自分

たちの都合というものがございまして、参加できる方たちには申しわけないんですけれども、

やはり御苦労をお願いいたしまして、この研修におきます成果を私は期待をしたいと思いま

して、賛成をさせていただきます。 

○議長（村木 脩君） ほかに討論ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） これで討論を終結します。 

  これより議案第52号 平成28年度東伊豆町一般会計補正予算（第７号）を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（村木 脩君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第９ 各常任委員会の研修視察計画について 

○議長（村木 脩君） 日程第９ 各常任委員会の研修視察計画についてを議題とします。 

  研修視察計画は、お手元に配付したとおりであります。 
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  各常任委員長に対する質疑はありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  ただいま議題となっております各常任委員会の研修視察計画については、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（村木 脩君） 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 議員派遣について 

○議長（村木 脩君） 日程第10 議員派遣についてを議題とします。 

  お諮りします。議員派遣につきましてはお手元に配付したとおり、現時点で期日等が確定

している行事について派遣することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣についてはお手元にお配

りしましたとおり派遣することに決定しました。 

 

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

 

◎日程第１１ 議会運営委員会所管事務調査について 

○議長（村木 脩君） 日程第11 議会運営委員会所管事務調査についてを議題とします。 

  内容としては、議会の運営に関すること、議会の会議規則・委員会に関する条例等に関す

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28年第４回定例会までに調査することにしたいと思い

ます。御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） これをもちまして、本定例会に付議された案件の審議は全て終了しま

した。したがって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 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

しました。 

  平成28年第３回東伊豆町議会定例会を閉会します。 

  長期間、御苦労さまでございました。 

 

閉会 午前１０時４０分 
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