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平成２９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２９年９月７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 

    １．１０番 藤 井 廣 明 君 

     １）農林水産物直売所について 

    ２． ３番 栗 原 京 子 君 

     １）ヘルプマークについて 

     ２）被災者支援システムについて 

    ３． ６番 内 山 愼 一 君 

     １）介護保険制度の充実と医療制度への取り組みは 

     ２）地域の特性を活かした観光地づくりを 

    ４． ８番 村 木   脩 君 

     １）人口減少下における町の政策について 

     ２）教育環境の充実 

    ５．１２番 鈴 木   勉 君 

     １）歩行中のケガについて 

     ２）人口減少・定住対策について 

    ６． １番 笠 井 政 明 君 

     １）ドローン（無人小型航空機）について 

     ２）幼小中学校において地域独自の体験プログラムの検討について 

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

出席議員（１２名） 

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

教 育 長 黒 田 種 樹 君 総 務 課 長 梅 原 裕 一 君 

企画調整課長 遠 藤 一 司 君 税 務 課 長 福 岡 俊 裕 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 森 田 七 徳 君 建 設 課 長 高 村 由喜彦 君 

建 設 産 業 課 
技 監 桑 原 建 美 君 防 災 課 長 竹 内   茂 君 

会 計 課 長 兼 
会 計 管 理 者 

正 木 三 郎 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 吉 田 瑞 樹 君 

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

 

◎開会の宣告 

○議長（飯田桂司君） 皆さん、おはようございます。 

  平成29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28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29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（飯田桂司君） 議会運営委員長より報告を求めます。 

  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。 

  議会運営委員会より、平成29年第３回定例会の運営につきまして御報告いたします。 

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

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

  また、本定例会に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、御協力をお願いします。 

  なお、質問通告者の中で３番、10番、14番議員より掲示板の使用願、10番、14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３件、条例の制定案が２件、一部改正

が１件、補正予算案が４件、財政の健全化に関する報告が２件、平成28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、よろしくお願いします。 

  なお、財政健全化に関する報告第３号と第４号につきましては、一括議題とします。 

  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、おおむね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します。 

  平成28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、一般会計が総務経済常任委員会所

属の委員、特別会計は文教厚生常任委員会所属の委員となっております。 

  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、

御協力をお願いします。 

  決算の大綱質疑につきましては、一括上程後に議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につきましては、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11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します。 

  ９月12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26日とします。 

  なお、９月11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27日までの21日間とさせていただきます。 

  閉会中に提出された要望書等につきましては、会期中、担当常任委員会にて審査し、報告

をお願いすることになりますので、御承知願います。 

  なお、この結果によっては、意見書案が日程に組み込まれますので、御留意願います。 

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

続調査といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  議員各位には、活発なる御審議と円滑な議会運営を切にお願い申し上げまして、議会運営

委員会からの報告といたします。 

 

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

 

◎開議の宣告 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付いたしたとおりでありま

す。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（飯田桂司君） 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、13番、定居議員、14番、

山田議員を指名します。 

 

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

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（飯田桂司君） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から９月27日までの21日間としたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 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。 

 

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

 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（飯田桂司君） 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28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。  

  陳情・要望書等の付託につきましては、お手元に一覧表を配付しました。 

  付託案件の審査につきましては、９月26日までに担当常任委員会にて審査し、報告をお願

いすることになりますので、御承知願います。 

  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（飯田桂司君） 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29年第３回議会定例会を召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、全国的に平年より気温が高い傾向となり猛暑が続く予想でしたが、気象庁の

予報が外れ、８月に入ってから長雨による日照不足等で夏らしくない天気が続きました。 

  また、７月５日から６日にかけ、福岡県と大分県を中心とする九州北部を記録的な豪雨が
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襲い、土砂崩れや河川の増水などにより、多くの死者・行方不明者が出るなど大きな被害と

なりました。お亡くなりになられた方々への御冥福をお祈りいたしますとともに、被災され

た皆様方に心よりお見舞い申し上げます。また、被災地の一日も早い復旧・復興をお祈り申

し上げます。 

  さて、最近の経済状況につきましては、内閣府が先月発表した４月から６月期国内総生産

（ＧＤＰ）速報値によれば、物価変動を除いた実質ベースの経済成長率は年２％を超え、６

四半期連続のプラス成長になると予想され、さらに夏以降も底固く回復するとの見方が強ま

っております。 

  このような経済状況の中、大手旅行会社の今年の夏休みの旅行動向調査によれば、７月の

「海の日」や８月の「山の日」の祝日を含む３連休が２回あり、企業の夏休みが８月11日か

ら10連休となる人も多くいると考えられておりました。 

  さらに昨今では、働き方改革推進や労働環境の見直しが進められていることから、連続休

暇取得への後押しがあり、夏休みに旅行を楽しみたいという傾向が見られるという予測がさ

れ、観光地にとりましては大きな期待を寄せていたところであります。 

  また、７月の訪日外国人客数は、東アジアを中心に旅行需要が高まり、航空路線の新規就

航や増便、クルーズ船寄港数の増加が追い風となり、前年同月比16.8％増で過去最多の268

万人を超え、さらに今年１月から７月までの訪日外国人客数の累計でも、前年対比17.3％増

の1,643万人に達しました。このような状況を踏まえ、当町においてもインバウンドヘの対

策をさらに強化していかなければならないと考えております。 

  さて、当町の入湯客の入り込み状況を見ますと、平成29年度の３月から６月までの４カ月

間の状況は、前年対比プラス3.6％、人数で8,900人の増となっておりますが、比較的天候に

恵まれたことや、全国的に大きなイベントがなかったことなどが影響しているものと考えら

れます。 

  しかし、７月後半から８月の夏の繁忙期は天候不順が続いたことから、厳しい状況ではな

いかと伺っておりますので、秋の行楽シーズンに向けてＪＲ東日本の重点販売が始まること

もあり、細野高原のススキイベントに全力で取り組み誘客に努力してまいりたいと考えてお

ります。 

  さて、今定例会でご審議いただく各会計における28年度決算概要につきましては、会計管

理者なら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

7,911万円､歳出総額51億6,876万1,000円となり、歳入歳出差引額は３億1,034万9,000円でご
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ざいます。このうち、翌年度に繰り越すべき財源が1,451万2,000円であり、これらを差引い

た実質収支額は２億9,583万7,000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、２億6,500万円を財政調整基金に積立て措置いたしております。 

  なお、歳入の根幹をなす町税の28年度決算における収納状況は、現年課税分が95.17％で、

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87.55％となり、収納率は前年度を

2.41ポイント上回る結果となりました。 

  職員が地道な税収確保に努めたことに加え、静岡地方税滞納整理機構及び賀茂地方税債権

整理回収協議会との連携により、効率的かつ効果的な滞納整理が行われた結果と捉えており

ます。 

  一方、課税面では、雇用情勢に景気回復の兆候が若干見られたものの、依然として地方へ

の波及効果は乏しく、当町におきましても、法人を中心に低迷が続く状況となっております。 

  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の表

彰審査委員会に諮問をいたしたところ、功労者１名、有功者３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、また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。 

  東日本大震災以降、他地域においては、突発地震への対応訓練が実施されておりますが、

当町におきましては、国の制度、方針が変更されるまで、予知型への住民の意識、対応が希

薄にならないよう、９月の総合防災訓練は予知型、12月の地域防災訓練は突発型の訓練と位

置づけ実施してまいりたいと考えております。 

  さて、訓練当日は、幼稚園児から高校生を含む住民及び自衛隊員など3,060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

実情、課題を踏まえた訓練を実施いたしました。 

  また、本年度は、昨年３月に災害支援協定を締結したＪＡ伊豆太陽青壮年部稲取支部が、

長期避難等で避難者の衛生保持に必要となるお風呂を、ビニールハウスの機材を活用した臨

時風呂の設置の実演を行いました。 

  南海トラフ巨大地震など、広域災害時において外部からの支援がなかなか届かない場合も

想定されることから、町内の事業所、団体等の協力による支援体制は最も重要であり、今後
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も町内事業所等と協定の締結など、災害時における体制づくりを進めてまいりたいと考えて

おります。 

  さらに、防災訓練を通じ、住民一人ひとり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ると考えておりますので、今後も地域の防災力向上を図るた

め､自主防災会と連携､協力していきたいと考えております。 

  次に、消防関係ですが、９月10日に静岡市において静岡県消防協会消防操法大会が行われ

ることとなっており、当町からは第９分団が小型ポンプ操法の賀茂支部代表として出場いた

します。６月の支部大会以降、引き続き訓練に精励してこられた団員の皆さんが、好成績を

収められますことを心より祈念しております。 

  また、８月27日、消防団本部役員並びに分団長が、東京晴海の国立東京臨海広域防災公園

内にある研修施設で、消防体制の充実､強化、知識向上を目的に視察研修を行いました。視

察研修で得た知識を今後の消防団活動、体制づくりに生かしていただけるものと期待をして

おります。 

  次に、今年度で13回目を迎えた「夏休み風車見学会」を８月３日から15日までの13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255人で、町外からの参加者が93.7％を占め、観光的な効

果にも寄与できたものと考えております。なお、開催に先立ち７月22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イア活動で実施し、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の第48回岡谷太鼓まつりに招待され、行政・議

会・関係団体の10名が岡谷市の姉妹都市であります群馬県富岡市・岡山県玉野市の皆さんと

ともに交流事業に参加し親睦を深めてまいりました。まつ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。 

  ７月31日には株式会社徳造丸との間で地方創生に関してパートナーシップ協定を締結いた

しました。協力する内容につきましては移住・定住、少子化対策、就労支援に関してであり、

町が実施するこれらの施策に参加された方には、特典として徳造丸各店で優遇を受けられる

ことになります。今後もさらに、町の活性化に向けた事業所の取り組みを支援してまいりた

いと考えております。 

  少子化対策の一環として行っている出会い創出事業では、７月８日に「海の見える農園」

にて若者園芸サークルを開催し、ジャガイモの収穫、ニンジンの種まきを行いました。収穫



－10－ 

したジャガイモはダイロクキッチンにて参加者全員で調理し、会食を楽しみながら親睦を深

めていただけたことと思います。また、地域おこし協力隊員が新入社員合同研修会に参画し、

１泊２日のセミナーに協力しました。これらの取り組みが若者の出会いにつながることと大

いに期待いたしております。 

  芝浦工大の学生による東海汽船事務所の改修事業は２年目を迎え、２階部分の改修を進め

ております。このフロアはものづくりを楽しめる空間にカフェを併設し、町民が気軽に立ち

寄れるスペースを目指しております。夏休み中には２週間の長期施工を行い、概要が見えて

まいりましたので、空き家利活用推進協議会の御協力を得て、よりよいものが完成すること

を期待しております。 

  次に、福祉関係では、26年４月に実施された消費税率の引き上げに伴う所得の少ない方へ

の影響を緩和するため、平成28年１月１日を基準日として、当町に住民票のある方で28年度

分の住民税非課税者に対し、臨時福祉給付金経済対策分の申請受付を５月１日より８月１日

まで３カ月間実施し、対象となられる方に、１人につき１万5,000円を支給いたしました。 

  ７月までに、町の社会福祉のために役立てていただきたいと３件の御寄付をいただきまし

た。京王熱川マンション自治会よりバザー及び納涼祭の収益金５万350円を、伊豆へルスケ

ア株式会社より、里の朝市で開催したバザーの収益金の一部３万円を、また、大川地区にお

住いの匿名希望の方より4,141円、合計で８万4,491円の御寄付をいただきました。 

  さらに、ライフケアガーデン熱川に入所され、晩年を当町で過ごされた医師の故半田照彦

様から遺言の執行者を通じて531万9,292円を御寄付いただきました。心より御礼申し上げま

すとともに、有効に活用させていただきたいと存じます。 

  ７月27日に、東伊豆町花の会稲取支部が、長年にわたる国道135号沿線の道路環境美化活

動の取り組みが認められ、静岡県道路利用者会議より感謝状をいただいたとの報告がありま

した。お祝いを申し上げますとともに、今後も活動の継続をお願いいたしたところでありま

す。 

  交通安全関係では、７月11日から20日まで、夏の交通安全県民運動が実施され、11日には、

交通指導員、学校及びＰＴＡ等の御協力をいただき、朝の街頭指導が行われました。御参加

いただいた関係各位に御礼を申し上げますとともに、秋の全国交通安全運動が、９月21日か

ら30日まで行われますので、関係各位には重ねて御協力をお願い申し上げます。 

  次に、健康づくり関係ですが、現在、国民健康保険加入者を対象とした特定健診を、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ております。受診者は本日予定を含
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め1,191名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、個別健診を実施して受診

率の向上に努めてまいります。 

  また、11月19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ような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23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ので、

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、各介護予防教室を４月から７教室開催しておりますが、７月末までで

延べ1,394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。 

  ８月１日に介護支援専門員及び介護事業所の職員69名の参加を受け、御自身も岩手県石巻

市で被災され、その後、避難所運営に携わり、現在も語り部として活動されている、ボラン

ティア看護法人キャンナス東北の山田葉子氏及び同じくキャンナスに所属し被災地で活動を

行った焼津市の池谷千尋氏を講師に招き、避難所の実情と平常時にできるリスクアセスメン

トに焦点を当てた防災研修会を開催いたしました。今後も地域と介護事業所、行政との連携

を深め、災害時に介護職員の専門知識が活用されることに期待するものでございます。 

  ８月８日に安心見守りネットワーク協力機関36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。協力機関との連携により、介護サービスの利用や

病院受診に結びついたケースなど、見守り活動が町民の安心、安全な生活に繋がっておりま

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。 

  次に建設関係では、去る６月21日の梅雨前線により町道湯ノ沢草崎線大川地内、旧日大セ

ミナーハウス付近で発生した路肩の一部崩壊箇所につきましては、８月８日、９日の両日､

国の災害実施査定を受け、現在、早期完成を目指し復旧工事を進めております。この間、町

道の一部区間を通行どめとしており、町民の皆様には、しばらくの間、御不便や御迷惑をお

かけいたしますが、御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  本年度、管内津波災害警戒区域を対象に、熱川地区から地籍調査事業に着手いたしました。

濁川河口左岸周辺150筆、0.04平方キロメートル内の土地の所有者に対し、８月27日には地

籍調査事業の内容説明会を開催し、これから10月にかけて地番ごとに境界確認し、敷地測量

に入ってまいります。調査が完了した区域における士地につきましては、法務局の地籍簿、
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地籍図となり、土地の売買や財産の管理など有効な士地情報を得ることができますので、関

係者の皆様には御協力をお願い申し上げます。 

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

５月21日にふるさと学級の「城東」「稲取」合同事業が行われ、50名の学級生が参加し、ベ

ニアズマの苗400本、落花生の苗500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。 

  ７月30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、総

勢51名で共同清掃作業や交流会を行い、親睦を深めました。利用者の皆さんに好評をいただ

いている「栽培講習会」を８月23日に開催し、賀茂農林事務所の技術職員を講師に招き、秋

冬野菜についての技術指導をしていただきました。市民農園の行政視察も増え、当町からの

情報発信や交流人口の増大など、地域の活性化が活発になってきている結果と思っておりま

す。 

  水産振興関係では、７月10日に16名の委員により「稲取漁港直売所建設推進協議会」が発

足し、漁協・農協の連携による農林水産物直売所の開設に向けて本格的に動き出しました。

実務担当者による作業部会も随時開催されており、本定例会に関連する予算の補正を計上さ

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。 

  次に観光イベント関係ですが、７月22日に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。土曜日だったこともあり、非常に多くの来場者でにぎわい、宿泊に関し

ても多くの施設で満室に近い状況でした。今年も大島町から、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していただくなど、祭りを盛り

上げていただきました。来年で３年目を迎える稲取・大島航路の運航を通じて、今後もさら

なる交流拡大に努めてまいりたいと考えております。 

  また、熱川温泉では夜の温泉場ににぎわいを創出することを目的に、８月11日から13日の

３日間、工学院大学の学生による光と音を使った空間アートイベント、「ニューサマーフェ

スティバル」が行われ、多くのお客様に喜んでいただきました。 

  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、７月末までの申請件数

は25件で、補助金額が460万円、補助対象工事費が4,950万円に上っております。新築住宅等

の建設件数が伸び悩む中、建築関連業界全体に波及する経済対策としても有効であり、事業

費の20％が補助される大変有利な制度となっておりますので、引き続き多くの町民の方に活

用いただければと思います。 
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  なお、昨年度に続き、県の地域商業パワーアップ事業費補助金を受けて、稲取センターロ

ード商店会及び熱川温泉商店会が主体となり、それぞれ街路灯のＬＥＤ化に取り組むことと

なりました。今後、観光、商工の両面から町として基盤整備に取り組む必要性を感じており、

今定例会において関連の補正予算の計上をさせて頂きましたので、よろしく御審議のほどお

願い申し上げます。 

  次に教育関係ですが、長野県岡谷市との姉妹都市児童交流事業が、８月３日、４日の２日

間、岡谷市塩嶺野外活動センターを中心に実施されました。東伊豆町からは、町内３小学校

の５年生62名が参加し、岡谷市児童・生徒57名の参加者とともに、アイススケート体験やシ

ルクファクト岡谷の見学を行いました。キャンプファイヤーでは、岡谷市リーダーズクラブ

による数多くのレクリエーションが行われ、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（中体連）が行われ、熱川中学校では、１団体１種目・個人６

人３種目、稲取中学校は、１団体１種目・個人14人６種目において、県大会に出場する活躍

を見せました。中でも稲取中学校陸上部、走り幅跳び男子１名は県大会で優勝し、東海大会

にも出場いたしました。 

  町立図書館の開館20周年を記念して、平成24年度から始めた開館記念イベント「図書館フ

ェスティバル」も本年で第６回目を迎え、７月29日に「ワールドフェスタ～多文化共生のた

めに～」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。本年は、

アフリカ文化について考える体験談や講演会、アフリカの子供達の遊び体験、さらに、世界

の民族衣装試着体験やダンス教室、写真展などを催し、幼児からお年寄りまで426名の町民

の皆様に御来館いただきました。 

  今後も、このようなイベントを通じて、図書館を身近に感じていただき、多くの皆様に役

立ち、親しまれる図書館を目指すとともに、利用者の利便性の向上に取り組んでまいります。 

  大川幼稚園と熱川幼稚園、大川小学校と熱川小学校の統合に係る準備の状況についてです

が、６月議会定例会でお話ししましたとおり、現在、統合準備会を設置し、両園・両校の統

合を円滑に進めるため、必要な準備、検討及び調整を行っております。詳細につきましては、

統合準備会会議録を町のホームページに掲載しておりますので、御確認いただきますようお

願いいたします。 

  次に水道事業関係ですが、本年度の第２期分までの水道使用量及び料金収入は、給水人口

や観光客数の伸び悩みにより減少している状況であり、前年同期と比較しますと、水道使用
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量は3.7％の減、料金収入も5.1％の減となっております。 

  このような状況の中、未収金の収納強化等を図りながら事業運営に努めておりますが、現

在、水道事業を持続可能なものとするためにアセットマネジメント（資産管理）計画を作成

中であります。これは、中長期的な視点に立って施設整備・更新需要及び財政収支の見通し

について検討し、計画的な更新計画を作成するものであります。また、この内容をもとに、

平成30年度には経営戦略・水道ビジョンを作成する予定であり、これらの計画策定を通じて、

安全・安心な水を供給することの方策を考えていきたいと思います。 

  結びに当たりまして、朝夕は大分過ごしやすくなったとはいえ、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（飯田桂司君） 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 

 

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

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（飯田桂司君） 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。 

  10番、藤井議員の第１問、農林水産物直売所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） 皆さん、おはようございます。 

  今日、私は１問のみですが、通告しておきましたので、通告に従って質問いたしますので

答弁よろしくお願いいたします。 

  質問の内容は、この間、議会全員協議会にも何度か提示されたんですが、稲取漁港の一角
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に農林水産業の直売施設を整備するという計画について、当局から説明をいただきました。

何度聞いてもちょっとわからないことが多いもので、いろいろ質問したいと思います。 

  また、この後、議会全員協議会でも、この港の農林水産物直売施設については、調査委員

会をつくりまして、みんなで調査したいなというふうになっておりますので、私一人余り先

走っても何ですけれども、わからないことを率直にお聞きして、また、町民の皆さんにも、

なるべく早く町のほうもお知らせしたほうがいいんじゃないかと思いまして、今日、質問に

上がりました。 

  そこで、以下の点、事業主体、つまり事業主は誰かという点でございます。 

  また、万が一赤字になった場合には町の負担はということで、お伺いしたいと思います。 

  ３番目に、公費で直売施設をつくる理由、いわゆる私たちの税金ですね、町の税金でこの

直売施設という物品販売施設をつくるという理由はどういうものか、まずお伺いしたいなと

いうふうに思っておりました。よろしくお願いします。 

  それから、４番目に、つくる場所が、いわば海抜ゼロメートルと申しますか、港でござい

ますので、今、地震・津波が切迫しているというふうに町はさんざん私どもにも申しまして、

いろんな対策をこの間とられているかと思います。町民もそのような意識で、さまざま訓練、

あるいはボランティア組織を立ち上げたり等々の動きがあるかと思います。その中で港に施

設をつくるということに関して不安はないのかどうか、その点についてお伺いしたい。 

  それから、物の販売ですから、これは当然市場調査といいますか、計画性やら、あるいは

集客見込み、さまざまな観点から市場調査、そういうものがやっぱりなされなければならな

いんではないかと、やみくもにやっているわけではないと思いますので、そのマーケティン

グリサーチというようなものはなされたかどうかについて、お伺いしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 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間、農林水産物直売所については、５点からの質問で

すので、順次お答えいたします。 

  １点目の事業主体つまり事業主は誰かについてですが、事業主体は東伊豆町です。 

  次に、２点目の赤字になった場合、町の負担はについてですが、７月12日の議会全員協議

会でも回答いたしましたが、基本的に町からの赤字補塡は考えておりません。 
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  次に、３点目の公費で直売所をつくる理由はについてですが、第５次東伊豆町総合計画の

後期基本計画や東伊豆町まち・ひと・しごと創生総合戦略に、直売所の開設や観光拠点整備

について明記しております。その中にも記載しておりますが、８月23日に議会全員協議会で

も説明いたしましたとおり、新たな人の流れによる地域振興とまちづくり、１次産業に携わ

る方々の所得向上を含めた経営の改善、情報発信による東伊豆町ブランドの認知度の向上等

が主な理由となります。 

  また、東伊豆町産業団体連絡会に参画する各事業所・団体や稲取漁港周辺整備推進協議会

の委員からも、稲取漁港を中心としたまちづくりや、商業的施設を中心とした人の流れの創

出について、提案を受けているところあります。これらを総合的に判断し、町の事業として

直売所の開設を計画いたしました。 

  ４点目の地震・津波が切迫しているといわれる中で港に施設をつくる不安はについてです

が、内閣府の中央防災会議が示した津波の想定高さをもとに、町が今年の３月に津波避難マ

ップを各戸配布いたしました。このマップで示しているとおり、計画予定地は津波の浸水区

域となりますが、レベル１の津波想定高さの場合、役場庁舎の山側の町道海岸線が安全な高

さの場所になります。また、避難距離は60メートルです。また、レベル２の場合でも稲取郵

便局の前が安全な高さの場所になりますと、避難距離は200メートルと、すぐ近くに安全な

高さの場所があります。 

  津波の対策といたしましては、直売所施設の内外に津波避難の案内板を設置し、常日ごろ

の避難対策等を講ずることによって、充分、不安は拭えるものと思っております。 

  ５点目の市場調査（マーケティングリサーチ）はなされたかについてですが、今回の直売

所計画に関する市場調査は行っておりませんが、近年、第５次総合計画策定のための町民ア

ンケート調査や、当町への来訪者の意識調査を実施しております。 

  結果の集計を見ますと、それぞれに立ち寄りどころの創設、地場産品の購入しやすい環境

や施設の必要性について回答をいただいております。 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） ただいまお答えいただいたんですが、さらにやはりわからないこと

だらけでございますので、これは町が主体でやるというようなことなんですが、そうします

と、町が税金でその建物を建てて物を売るといっても、町が売るわけではなくて、これは当

然どっかに委託するとかするのではないかというふうに思うんですが、今いただいた町の資

料ですね、稲取漁港直売所のイメージというような、これなんかも見ますと、漁港の管理者
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は静岡県で、東伊豆町が事業主だというふうに書いてございます。で、あとここに、指定管

理として稲取漁業協同組合稲取支所直売店というふうに書いてありますが、その右に伊豆太

陽農業協同組合稲取漁港直売店というふうに、両方の名前が載っておりまして、指定管理者

をするのかなというふうなことでございます。 

  そうしますと、どうなんでしょうか、これ、まだはっきり指定管理者を募集するとかなん

かという段階では全然ないと思いますけれども、いずれにせよ誰が経営するのかということ

に関しては、町は事業主ではあるけれども、指定管理でそこの建物に入ってもらうんだと、

物品をするということで、漁協と農協の名前が載っておりますけれども、これはあれですか、

指定管理制度をとるというわけですよね。その場合、漁業協同組合を考えているのか、農業

協同組合を考えているのか。あるいは、それの共同でやるというふうな、共同運営というふ

うに書いておりますけれども、一般的に共同運営というのは、私企業でもそうですけれども、

個人でもそうですけれども、いいようですごく悪いといいますか、どっちに責任があるかが

わかんないような状態になってくるわけで、この共同運営というのが果たしてうまくいくか

どうかちょっとわかりませんが、とりあえず町はそんなふうにイメージしているようです。 

  これ、建物としましては非常に平屋建ての立派な建物だと、敷地ですか、広さとしても平

屋の400平米を考えているということで、町役場、現在地の向かい側ですか、港のところに

このように立派な建物が現在設計を進めつつあるということでしょうか。中を見ますと、売

り場等々も確保されており、冷蔵設備ですか、そういったものなんかも備えているようだと

いうことで、なかなか壮大な規模だなと思いますけれども、これに関しては、さらにお伺い

したいと思いますけれども、先ほど事業主体を共同でやるのかどうか、それから町としては

委託というものを考えているのか、指定管理者を考えているのかどうか。それは、大体どの

くらいの期間を見るように考えているのかというようなことも、ちょっと伺いたいと思いま

す。 

  前、７月12日の全協のときに、私、どこが主体でやるんですかというふうに町長に伺った

ときに、町が主体でやるわけじゃないと。町は農協に頼まれたからやるんですよというふう

に、たしか発言されているんですよ、全協でね。これは後で議事録でも見ていただければわ

かると思います。そうしますと、ちょっと待てよと。頼まれたから町はお金出して建てるの

かなと、おかしいなというふうに思った経過がございます。今、はっきり町が事業主である

というふうにおっしゃられたので、その辺はちょっとそごがありますけれども、はっきりさ

せていただきたいなというふうに思います。 
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  また、全体の予算規模、これに関しても伺っておきたいなと思います。それはわからない

と言いつつも、一応町の全協にも示され、それからこういった設計も進んでおり、既に推進

委員会も立ち上がっているわけですから、全体的にどういったものをつくるのか、幾らぐら

いかかるのかということを考えない限り、事業というのはあり得ないわけで、その辺の予算

規模を、どんなふうに考えているか。 

  また、その中で、町は一体どのくらい出資するつもりでいるのか。町の負担分です。それ

と、その残りの分は、例えば補助金というふうにおっしゃられましたけれども、今までの全

協の中でも補助金がかなり来るんではないかと、国、県からのですね、そういった配分につ

いてもどのようになっているのか、考えているのか、お伺いしたいと思います。 

  それから、今、税金で直売施設をつくるというのは、１次産業の振興とか、交流人口の促

進とかいろいろおっしゃいましたけれども、いろいろそういう意味で、これ必要だなと思っ

て町はやろうとしているんでしょうけれども、ただ現在、町なかにも何店かお店はあるわけ

ですし、それから、どうでしょうか、ＪＡさんとか、それからＪＦ、いわゆる漁協さんの品

物の供給力、それは一体大丈夫かということを、やっぱりちょっと不安視するわけですよ。

私も調べてまいりました。ここが稲取の農協の直売所、これが熱川農協の直売所、こちらが

南城東白田ですね、あそこの直売所、それから上が大川ですね。見ても余りたくさん物があ

ふれているというふうには、ちょっと見受けませんでした。また、一番右下の、ここは漁協

の直売所です。しかし、予想以上に意外といい魚もあるななんて思いまして、私も買い求め

てきた経過がありますけれども、いずれにしましても、これだけの規模で、現在は何となく

間に合っているような感じです。それから、農協に関しては、稲取だけじゃなくて、これは

１市５町でしょうか、この辺のかなり広い組織ですから、松崎なんかにもまた、「ほのぼの

売店」とか、各支所にもいろいろ売店なんかがあるようでございます。 

  そういう中で、品物が、供給が、果たしてそれだけの大きな建物をつくって、１年365日

営業するとしまして、供給力が間に合うかな、コンスタントにちゃんと供給できるかなと、

これだけの魅力あるものが大丈夫かというふうにちょっと危惧しております。現在さらに、

例えば旧ヤオハン、いまイオンというんでしょうか、稲取のお店なんかの中にも地場産品直

売所みたいな、直売とは言わないでしょうけれども、地場産品の販売をしているコーナーが

あるのは御存じだと思います。ですから、そういう中で稲取のこういう直売所、大きなもの

が365日開いて大丈夫かなという危惧は持っております。 

  それともう一つ、町なかには御存じのように、港の朝市というのが、いわば町の駐車場で、
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これは行っているわけで、これとの関係は一体どうするのかと。片方に品物が供給されてい

るわけですから、こちらにも供給されるのかどうなのかなと。それから、買うほうの人にと

っても、これは供給力じゃなくて、今度は逆に購買力ですね。町民の皆さんが、あるいは今、

町長などが盛んにおっしゃっているように、町外から観光客の皆さん、町外から呼び込むそ

のときに、どういった魅力ある商品を並べられるかということもあると思います。その中で

購買力、現在はうちの町も御存じのように、県民所得では一番低いほうに属していると言っ

てますので、非常に購買力も低下している、こういう中で、やはり町民の皆さんが一番まず

来なければ成り立たないんじゃないかというふうに私は思うんですけれども、そうしますと、

こういう直売所でも品薄みたいな感じですけれども、さらに各店舗で、商店街の例えばピー

プルさんとか、ヤシロ薬局さんとか、個人名を挙げるのはどうかと思いますけれども、床屋

さんとか、その店頭にもちょっと野菜なんかも並んでいるんですよね。そういうふうなもの

もありまして、何となく町民の皆さんはその辺で新鮮な野菜やら、その辺は足りているのか

ななんていうふうに、うまくバランスとれているのかなというふうな感じがちょっとしてい

ますので、個々に大きな直販所ができることによって、供給力だけじゃなくて購買力に非常

に変化が出てくるんじゃないかと。つまり港の朝市も含めて民業の圧迫になるんではないか

と、他業種の人たち、現在営業している人たちが困るんじゃないかなということも私は考え

るわけですよ。例えば港の朝市をやっていらっしゃる方も何人かいらっしゃると思うんです

けれども、そちらで１年365日やるということであれば、今は別に土日だけなんですけれど

も、果たして相乗効果っていうふうに前説明された経過がございますが、相乗効果でなくて、

逆に共倒れということもちょっと考えられるわけですよ、重々。その辺についても町長の見

解を伺っておきたいなというふうに思います。 

  それから、マーケティングリサーチはまだしていないということなんで、これはどういう

お店でも１店出すに当たっては、大抵絶対もうかるという商売はないわけで、もうかるかも

うからないかいろいろ不安がある、その中で、果たして１店店舗出して、これは成り立つの

かなというふうなことは当然考えなくちゃならないわけで、いろんなマイナス要因、プラス

要因、そういうものを入れなくちゃ、これは成り立たないと思うんですよ。その辺はまだな

されていないというふうなことなんで、これは必要性を認めてないのかどうかちょっとわか

りませんけれども、やはりこれは専門的な機関も含めて、もっと綿密な私はこの採算に関し

て、よし行けるぞというような感じの調査をやっぱりなされるべきではないかというふうに

思っております。 
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  それから、最後になりますけれども、津波に関しておっしゃられました。これは現在もた

くさんの方が住んでいるし、現実にここへ町役場もあるわけですから、そんなに緊急に心配

しなくていいんだよというふうに言えば、それはそうなんですけれども、ただ今まである施

設はともかくとして、今からつくるというわけですよ。そこに関して、大丈夫かよと。現在

あるいろんな建物やら物もみんな高いとこに移るにはどうしたらいいか、避難するにはどう

したらいいかというふうなことを検討している中で、これから新しい施設をつくるというこ

とに関しては、やはり町長、200メートルぐらい逃げれば大丈夫だ、訓練すれば大丈夫だと

いうふうにおっしゃいましたけれども、万が一、人的な災害があった場合には、これは当然

町の責任問題にもなりかねない。 

  それともう一つは、建物はこれ、津波には到底耐えられないようなこともあるわけで、大

丈夫だというふうにおっしゃられても、これは海のすぐそばで大丈夫だと言うほうがちょっ

とおかしいわけで、その場合は、建物は放棄するということになるのか、そういうことにな

るんじゃないかと思うんですけれども、逃げる逃げないというふうな人的被害だけではなく

て、これから町が税金で港の中に建物をつくるということのよしあし、町長はその不安は大

丈夫だというふうにおっしゃっていますけれども、やはり町民としてはそういうものをたく

さん抱えていますので、よろしく御答弁お願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 民主主義ですから、これは議論もいろいろあっても私は当然だと考え

ております。その中で、まず１点、訂正したいのは、全協でも私は農協に頼まれたからと言

ったかもしれませんけれども、それは誤解でございます。それは訂正していただきたいと。

と申しますのは、まず公費で直売所をつくる理由は、檀上で言いましたように、まず総合計

画、さらに、ひと・まち・しごとの中で、直売所の開設、さらには観光拠点施設を明記して

おります。やっぱりそれに沿った中で、町はまちづくりをしておりますもんで、それは理解

願いたいと思いますし、さらに事業指定はあくまでも東伊豆町でございますけれども、全協

でこれを配付したときに、もう指定管理は伊豆漁業共同組合を指定管理者とすると、これは

藤井議員にも言っているんですよ。藤井議員もこれを見た中で、どこが指定管理をするのか

ということを言わないで、もう既にこの全協で配付した中に、指定管理者は伊豆漁業共同組

合を指定管理者とするとうたっておりますもので、その辺はちゃんと当局が配付したこの資

料を十分吟味した中で一般質問をしていただきたいと、そう考えておりますので、よろしく

お願いいたしたいと思います。さらに、指定管理の期間は、おおむね３年か、または５年、
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これを一応考えております。 

  この事業に対する補助金関係は、担当のほうから説明いたさせますので、よりお願いいた

したいと思います。 

  それから、購買力の関係です。やっぱり今、町が何をしなければ、さっき言ったように所

得、どんどん減っていきますよ。これを何とかしたいというために、やっぱり町といたしま

しては、施策をしなきゃいけないんですよ。これを何もしないで現況のままでいけば、もう

所得はどんどん減った中で、購買力も減っていきます。やっぱり言ったように、基本的には

１次産業を応援する、そういう中で、確かにいろいろ言います南伊豆はＮＰＯがやっており

ます。しかしながら、漁協、農協さん、この辺は民間企業なんですよ。そうして、なるべく

この組合の中のことを町民の中で手数料ですね、ほとんどもうけが出なくてもいい、ある程

度人件費が出ればそれでいいですよということを言っております。やっぱりそれだけ、１次

産業の方は所得が多くなるんですよ。そういうことによって町の購買力も上がってきますと

私は考えておりますもんで、やっぱり手数料とかいろんな面を考えた中で、やっぱり所得倍

増、ある程度の上げる、これは町も考えいたしますもんで、農協、漁協さんになると。 

  そして全協で言ったのは、一応町が基本的には、こういう直売所をやりたいよ、そして農

協さんのほうも一応そういう直売所的なものを考えていますよということを言われたもので、

それが合致した中で今やっているということです。そういうことなもので、頼まれたからや

っている、それはちょっと誤解でございます。私の言い方が悪かったかわかりませんけれど

も、その辺は御理解願いたいと思います。 

  それから、供給力に関しまして、私全協でも伝えたはずです。大丈夫だと言っております

もんで、皆様方その運営とかいろんなものが、まだまだちょっと危惧するというだけで、次、

全協の開催の予定を皆さん方にお願いしてありますもんで、そのときに一応、農協さん、漁

協さんに来てもらうことになっておりますもんで、そこで皆さん方の危惧することを十分質

疑していただければありがたいと思います。町がいくら全協で、運営、いろいろ大丈夫だと

言っても、やっぱり皆さん方が大分危惧しておりますもので、議会の皆さんの要望の中で、

農協、漁協さんを今度全協へ呼んだ中で、皆さんのことを考えていただければ大変ありがた

いと思います。 

  そういう中では、全協で言っておりますのは、品物に関しましては、現状はこうですけれ

ども、農協さんのほうはある程度大丈夫と言っております。しかし朝市に関しましては、も

う売り切れ御免でいいんじゃないかと言っております。基本的には朝市でございますが、ず
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っとあるよりも、その時期に来たもの、朝市に行かせてなくなったとか、そういう感じで私

はいいのではないかと考えておりますけれども、またその辺も皆さんといろいろ意見交換し

た中でやっていきたいと考えております。 

  それと、港の朝市の関係、これはやっぱりおのおの考えがあります。藤井議員は相乗効果

がないと言っておりますけれども、私はやっぱりいろんな中で人が集まってくれば、その相

乗効果って必ず出てくると考えておりますので、私は必ずや相乗効果があるのではないかと

考えている中で、相乗効果がある、そういうことを言わせていただきました。 

  それで、リサーチ。これは基本的には、私はもう今の朝市を見れば、あんだけの人が来て

いるんですよ。もうそれで私は、この競売に関しましてはある程度の人が来る、そういうこ

とは確信しておりますもので、さらにリサーチはしていないけれども、そういう要望は、い

ろんな結果、立ち寄りどころの創出、また地場産品の購入しやすい場所、そういう中で一応

リサーチをやったということを言わせていただきました。 

  津波の関係は、本当に建物に関しては、これはもうどこに来ても、建物に関して津波が来

れば、それはもうどうしようもないと私は考えております。津波に関しての保証までは、絶

対大丈夫ということは言っておりませんけれども、ちょうどいい機会ですから、また町民の

方に自分の住んでいる場所、各戸に配付しているものがありますよ。これを十分見ていただ

いた中、要するに、ここに建物が建っているんですね。レベル１、要するに、通常の地震が

来たときは、どんどん遠くに逃げたほうがいい。それが一番いいんです。しかし、最低、こ

の玄関前、ここに逃げれば、レベル２に関しましては浸水域ではないんですよ。しかし、浸

水域ではないといって、ここで立ちどまらないで、どんどん上に逃げてもらいたい。それを

まず町民の方で見ている方にもお願いしたいです。さらに1,000年に一度のレベル２、これ

は基本的には稲取郵便局まで行けば、これは浸水区域外になります。ほとんどゼロ。しかし、

それで安心してもらっては困るんです。基本的には、そこまでは多分予測では来ないんだけ

れども、住民の方はさらにそれ以上どんどん逃げてもらいたい。基本的には、予測ですね。

南海トラフの場合は、うちの町は20分です。20分で津波が到達します。相模トラフの場合は

７分です。これは予測ですけれどもね。その間に、とりあえず避難訓練、職員を徹底した中

で、この間に安心な場所に誘導する。そのような方法で町はやっていきたいと、そう考えて

おります。じゃ、あとは補助金関係です。 

○議長（飯田桂司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） それでは、ただいま補助金についての御質問ですので、詳細
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について御説明させていただきます。 

  国の補助金につきましては、対象事業費の50％が国の補助金になります。それから、その

国の補助金がついた場合、静岡県がそれに20％の上乗せ、かさ上げをしますので、町の負担

は30％になります。それから、国の補助対象にならなかったものについて、静岡県の県単独

の水産振興の補助金があります。これについては、補助率が３分の１となっています。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） ちょっと指定管理者につきましては、町は議決事項でございますので、

一応町としては伊豆協同組合を指定管理者とすると考えていることでありまして、これはま

ず議会の議決事項でございます。これは決まったことではございませんので、それは訂正さ

せていただきたいと考えておると。 

  さらに総予算に関しまして、以前、私言ったと思いますけれども、頭を大体１億5,000万

か、その四、五千万か、中でなるべく収めたいなと。これは上下するかわかりませんけれど

も、しかし要するに、起債なんかいろいろ考えて、一般財源から1,000万ぐらいの感じで、

起債は別です。起債も一般財源には必要ですよ。要するに、起債を除いたものを一般財源、

当初予算に上げるときに、大体1,000万円前後の中でこれをやっていきたい。さらに、この

1,000万も、基本的には町の活性化、にぎわいですから、ふるさと納税を使った、基金を使

った中で、これは町は設計ではふるさと納税を使いましたもので、基本的には町の活性化の

中で、ふるさと納税の基金を使った中で、これは事業を遂行していきたい、そう考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） 今、町長は冒頭、現在は民主主義国家ですからと、民主主義ですか

らというふうにおっしゃられました。そのとおりでございまして、それ以前に、今日テーマ

にしている問題に関しては、物を売るとか買うとかという、いわば商品の販売の問題で、僕、

日本は根本的に資本主義なんですよ。ですから、民主主義と相入れないとか何かって言って

いるんじゃなくて、否定しているんじゃなくて、民主主義の国家であり、その以前に物の販

売、商品の取引等においては、日本は資本主義国家であるから、自由主義、競争を原則とし

ているわけですよ。したがって、町というこの公共機関、我々の税金で運営する施設が、物

が、その税金を使って建物をつくる、そこに一つの企業なりなんなりや入れるということに
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関しては、これは競争をゆがめることになるわけですよ。 

  先ほどから言っているように、町にはまだまだたくさん業者さんもいるし、一般の方で頑

張っている方もいる、そういう中で、町が税金を使って建物つくって、さあやってください

というふうに言っていては、これは競争にならない。だって、そうじゃないですか。普通は

商売やりたいな、だけどちょっと資金が足りないな、どっかに建物建てたいな、借りたいな

と思っても、お金がなきゃできない理屈ですから、もう断念せざるを得ないという。そこに

農協さん、あるいは漁協さんというのは、かなり広域性は高いと言いながら、町長認められ

るように、一企業なんですよ。私企業なんですよ。そういう意味では、そこに建物を建てて

町が応援するということに関しては、僕は資本主義の原則にも劣る行為であるというふうに、

大きく言えば、そういうふうに私は考えております。 

  と同時に、またそのことは、もう一つ、町の活性化といいますか、活力、町民の皆さんの

やる気、そういうものが、逆に僕は損なうんではないかと。苦しければ苦しいように、皆さ

ん努力しますよ。何で苦しいんだろう、サービスが悪かったのかな、品物がよかったのか悪

かったのかのかな。いろんな形で誘客なり販売なり、そういったことに努力する、そういう

ことが、町がお金を出して、こういうものを提供しますといったら、これは勝負にならない

といいますか、農協さんやら漁協さんが得するか知りませんけれども、一般の企業に関して

は、それはちょっと勝負にならないよということになるんではないかというふうなことで、

私はその辺も自由主義の原則というふうな体現的なことじゃなくても、町の活力を奪うこと

になるんではないかというふうに私は思いますので、そういう点では、本当に広く、目先の

民業圧迫ということと同時に、また町の全体的なやる気といいますか、そういうものを失わ

せる結果にならないかと、長い目で見てですよ、そういうこともちょっと危惧しているわけ

です。 

  また、今いろいろ答えていただいた中で、供給力は大丈夫だというふうなことで、それは

指定管理者に今から町が考えている漁業協同組合さんなりがなられて、そこでどういうふう

に指定管理者がするかわかりませんが、ただランニングコストなんかも、そちらの指定管理

者が持つということになりますか。ランニングコストは、どのくらいというふうに考えてい

るんでしょう、建物全体のランニングコスト。これは400平方メートルの建物、その中に冷

蔵庫とか何かもいっぱい入っているようですので、やはりちょっと年間のランニングコスト

というのが、かかるんではないかと。その場合、指定管理者がそれは当然払うことになるん

でしょうけれども、それは利益を出せばそちらの利益だし、赤字は町は負担しないよと言っ
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ているので、細かいことといえば細かいことですけれども、いずれにせよ、そのランニング

コストが売り上げを上回った場合は、これは赤字になるわけですよ。ですから、そういう点

での町のある程度これだけの建物を建てる場合の、大体年間これくらいはかかるなというふ

うな試算もなければ、全くそれを漁協さんに、いわゆる指定管理者だから自分で考えなさい

ということではちょっとあり得ないというふうに思うんで、その辺もし町が考えているラン

ニングコストがあれば、ちょっと示してもらいたいなと。 

  それから、マーケティングリサーチはなされていなかったというふうなことなんですけれ

ども、それは私は、にもかかわらず、やはり町は１億5,000万ぐらいの総予算の中で、３分

の１、起債も含めれば、やはり5,000万ぐらいの金額はかかるんではないかと。わかりませ

ん。ただ先ほど町長が３分の１ぐらいを考えているというんで単純計算して、一般会計から

1,000万と、あと起債を起こすからいいんだといっても、これは起債というのは何てことな

い借金ですから、これは町の負担になるわけですよ。いずれにしましても、３分の１の負担

をするということについては、これはやはりかなり大きな金額でもありますので、これが後

で、例えば建設費がちょっと延びたからもうちょっととか、いろんなことになるとちょっと

困るなというふうに思うので、その点も含めて調査を綿密にお願いしたいなというふうに思

います。 

  それから、そのマーケティングリサーチという以前に、それをしないというふうに言って

いる中で、例えば近隣の伊東なんかには「いで湯っこ市場」、これはＪＡさんがやっていま

す。今日、あと皆さんの手元にも配付しましたけれども、南伊豆には「湯の花」という施設

がございます。これなんかも非常に、そういう意味では参考になるんじゃないかと思います

けれども、施設の私は調査くらいは自分たちでしないと、これは議会にも町民にも示せない

んじゃないかと思うんですよ。そういう意味で、ちょっと勉強不足じゃないかないうふうに

思うんです。 

  先日、７月12日でしたか、その後の８月23日の全協、ありましたね。そのとき私は質問し

て、例えば南伊豆の湯の花で大体どのくらいの出店者がありますかというふうに聞いたと思

うんですよ。しかし、町のほうではわからないと。議員の中で知っている方がいまして、

630人が出店しているというふうにおっしゃっていました。私はその前に調べていたんです

けれども、インターネットで簡単に出てくるんですよ。533人の方が出店しているというふ

うに書いているんですよ。これは一つＮＰＯが立ち上げて、もう既に、2005年だから12年く

らいになるんですよね。その中で、まず組織としてＮＰＯ、自分たちの仲間で農業者たちが
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５人ぐらいで何か店をやろうじゃないかというふうにして、これは立ち上げた。その中で、

これがどんどん仲間ができて、売り場所も確保ができて、うまくいったんでＮＰＯにしたと。

現在はもう売り上げもかなりのところにいって、16人の雇用を生んでいる。それから今言っ

たように、出店者が、インターネットでいえば533人の出品者があって、これは非常に活気

を呈しているという例があるわけですよ。こういうことくらいは、最低限調べないとまずい

んじゃないかというふうに思うんですよ。 

  私もあそこまで行ったりしましたし、インターネット以外にも現地にも行って、やっぱり

いろいろ聞いたりもしてきましたよ。そういったものが、やはりいち議員ですらやっぱり心

配でこう動くわけですから、金を、今から総事業費の３分の１を負担するという町が、その

辺の数字、供給力、購買力、それから車の流れ。この伊東のＪＡいで湯っこ市場にしても、

南伊豆の湯の花にしても、これは135号線と136号線、いずれも幹線道路に面しているんです

よ。片方は道の駅なんかにもなっているようで、こういう中で商売がそれなりに成り立って

いる。非常に活況でした。私も行った以上は何か一つ二つは買ってこなくちゃと思っていく

と、この辺にないようなものもやっぱり売っているんですよ。そういう点での活況があり、

そしてインターネットから見ますと533人の方が出店して、そのうちの180何人かは、出店者

の声としてインターネットにもちゃんと出しているんですよ、顔と名前と出品の一覧表とい

うか、何を出しているかと。例えば柑橘を出しています、イチゴを出しています、花を出し

ています、それからパンやらお菓子やらつくって出している方もいらっしゃる。それからい

ろんな手工芸品、そういったものも出店する方もいらっしゃる。そういう人たちが533人に

しても、少なく見積もっても、630人にしても、町の人口の何％に当たりますか。大体計算

すると７％ぐらいの人が出品しているような理屈になるんですよ。これは計算すると、１万

はいなんですよね、南伊豆はね。いずれにせよ、たくさんの方が出品して、町長が念頭に置

かれるように、１次産業の方たちが所得につながっていると。さらに近隣、あるいは都会か

らの観光客も、そこに立ち寄っているという現実があります。 

  ですから、そういう成功例やら、あるいはもっと失敗例もあると思うんですよ。その辺も

含めて、マーケティングリサーチと、そういうふうに余り大げさに考えなくても、やっぱり

参考例、そういったものを数字として町民に示して、そのほうがやっぱり安心するんじゃな

いかと思うんですよ。 

  それと、もう一つ、これは伊東の例なんですけれども、最近例えばイオンさん、旧ヤオハ

ンなんかに行ったり、アオキさんなんかに行っても、魚に関しては、伊東港とか下田港とか
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というふうな水揚げの魚が結構並んでいるんですよ。だけど、一向に稲取産とか稲取港なん

て魚のあれにはお目にかかったことがないんですよ。そういう点では、ちょっと水揚げの物

流の関係がいろいろあるのかわかりませんけれども、地元のスーパー等に置けるだけの余力

があるのかなというふうなことも、ちょっと調べられたかどうか、お聞きしたい。 

  それと、伊東の例と言いますと、もう一つ、ＪＡさんかＪＦですか、漁協さんなんかが、

たくさんとれた魚が余ってしまう。余ってしまうというと変な言い方ですけれども、要する

に市場に出回らないような、昔だったらぽんぽんと海に捨てちゃったような、網からいい魚

じゃないといいますか、いわば雑魚扱いのような魚を利用して、伊豆高原のレストランのシ

ェフなんかが講師になって、料理教室なんか開いているんですよ。これは富戸コミセンなん

かで、この間、３回ぐらいやっていたかな。私も１回ぐらい行ったことがあるんですけれど

も、そういうようなことで需要拡大を図っている。 

  また、それを主催しているのは、市民の方たちなんですよ、幾つか会があるんですけれど

も。その人たちと、伊豆高原あたりのレストランのシェフと、それから漁協さんが、魚を提

供する。既にサバの、すぐ焼いて食べられるようなサバメンチとか、それからパスタもシー

フードパスタとかいうようなものは、もう食品として完成しているわけです。そんなふうに

いろんな努力で需要拡大を図って、所得を拡大図って、交流を図っているという例がありま

すので、これなんかも大いに参考にされたほうがいいんじゃないかというふうに思うわけで

す。 

  それと、もう一つ、魚でやっぱりもし町を興すというようなイメージが少しあるんであれ

ば、例えば沼津の漁港なんかだとか、小田原の早川というところの漁港、あそこなんかはす

ごいにぎわいですよね。これはもちろん１店だけじゃなくて、たくさんのお店があって、そ

ういったそれこそ相乗効果が出ているんじゃないかと思いますけれども、つまりただとるだ

けじゃなくて、それを加工して売る、いわゆるレストランみたいなものを、食堂、レストラ

ンなんかをたくさんあることによって誘客しているわけですよ。そこに、本当に押すな押す

な、日によっては駐車場がないくらいの盛況ぶりなんですよ。そういうことを、もしこれか

ら町もやりたいなら、私らもあったらいいなと思いますよ。消費者の一人として、売るとこ

ろがあるのはいいし、利用者の一人として、レストランなんかもできたらいいなと思ってい

ますよ、本当に。だから、それをもしやるんでしたら、そういった例を参考にしていただい

たり、どうでしょうか、例えば今回は直売所の上にレストランとかそういう食品提供とか、

そういうものは考えていないんでしょうか。それはないんですね。それはよく言われるよう
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に、第６次産業なんていうふうにいって、ただとるだけじゃなくて、それを加工したりなん

かして付加価値をいろいろつけて、それを提供することによって価値をたくさん生むんだと、

雇用も生むんだと、人の交流も生むんだというふうにおっしゃられたと思うんで、それが眼

目であれば、もっとそういう幅広いたくさんの例を参考にして、抜かりないような事業を進

めていただきたいなと、そういうふうに思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） ほんと、いろいろな点、ありがとうございます。 

  そういう中で、全協で言ったように、町としては、何しろ町なかに人を引き込みたい。基

本的には何回も言っているように伊東から下田までうちの国道135号線はバイパスになって

いるものの、通過するばっかりで、一向に町の中に入ってこないですよ。やっぱりそういう

中で、何しろ町の中に引き込みたい。さらに、宿泊客もなんだっていっても80万人いますよ。

80万近く。やっぱりその１割でも５％でもいいですよ、１％ですと、もう800人ですからね、

はっきり言ってね。その人たちが一応、自分の考えとしては旅館の方たちにもお願いして、

できるだけ帰りにそこに寄ってもらうと。さらに大島航路の復活したときも、やっぱり帰り

にきても、どこも寄るところがないなんて言われているもので、そこもこれば、また観光客

もその直売所に来れる。 

  そういう中で、やっぱり購買力、何しろ購買力というか町の活性化、町の所得、これを私

は高めなきゃいけないと考えております。その中で町が主体となって、そういう事業をやっ

ていく。要するに、ほんと資本主義ですが、民官が来てやっていくのが一番いいんですよ。

この10年間来ましたか、この町に、そういう方々が。やっぱりある程度そこからです。行政

が主体になってそういう場所をつくってやった中で、やっぱりこの町を何とか生き残るため

に、ある程度の外貨を稼がなければ、福祉にも子育て支援も何もできませんよ、はっきり言

って。やっぱり外貨を稼いだ中で、町が運営していく。そうすれば町民もよくなっていくと

考えております。やっぱり町といたしましては、外貨を稼ぎたい。それで定管理者を漁協さ

んにお願いしたいと町は考えております。と申しますのは、ＮＰＯ、多分ＪＡ、伊東と南伊

豆、伊東は多分、農協さんですよ。それは農協が建てて農協がやっているのかわからない、

場所がありましたから。たださっき言ったように、基本的には、町はその直売所をやりたい。

しかし、農協さんはそういうものがないもんで、直売所をやりたいけれども何かないかなと

いう中で、意見が合致した中で、今回、まずは農協さんも入ってやってもらっている、そう

いう現状でございます。 
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  運営面につきましては、やっぱり我々当局が全協で何回も説明してもわからないですから、

農協さん、漁協さん来てもらった中で、今、藤井議員が言ったようなことを直に質問してい

ただければ、当然、漁協さん、農協さん、答えると思いますもんで、そのとき聞いていただ

いた中で、いろんなことをやっていただければ、また大変ありがたいと考えております。 

  だから一応、年間を通じて年間の維持管理ね、その金額は町は出しておりません。基本的

には、指定管理にやったとしてもある程度、委託としては占有料がかかります。占有料とあ

と浄化槽の点検、さらにはちょっと自動ドアが開きますので、自動の保守点検、この辺は最

低限見なきゃいけないかなと考えておりますけれども、電気代とか、そういうことは、一切

町は考えておりませんので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに、要するにマーケティングリサーチ、何回も言ったように、私もそういう声もある

し、やはり町民からも観光客が増える、そう直売所とかありませんかと聞かれているんです

よ。それで現に港の朝市にあれだけの人数が来ている、そういうことをもう観光客が望んで

いる。私はそういうとこで十分じゃないかと考えております。 

  そういう中では、漁協になった半公共的建物、ＮＰＯになりますと手数料がかかるんです

よ。確かに競争がありますけれども、要するに、農協さんとか漁協さん、要するに組合員、

要するに町民のためにできるだけの手数料をとらない安い方法、最低の手数料、それでやり

たいと町に言ってきております。それだけ、要するに野菜とかいろいろ出した方は、そうや

って自分に入っているお金が多くなるんですよ。町といたしましては、１次産業とか、そう

いう方の所得が増えて、それが町の中にまた循環していく。そして観光客がお金を落として

くれる。そういうことによって、またいろんな面で経済が流通していくと考えておりますも

んで、今回これを町が一応事業主体となった経緯でございますもんで、その辺は御理解願い

たいと思います。 

  それで言ったように、流通機関に稲取のあれが出ていないと。今のところ私もよく見るん

ですよ。そうすると、基本的には金目じゃないですか、雑魚もありますけれどもね。やっぱ

り私も金目がすごい気になるもんで。稲取金目は出ていませんよ。やっぱりそれだけブラン

ドが高いということだけは、理解していただきたいと思います。やっぱり市場に出ても、そ

れだけとって、それを一般の方には手数料というのがかかりますもんで、相当な金額になっ

ていきますもんで、それは稲取金目が市場に出ないでいたい。私も気になって、それは見ま

す。 

  さらに今回、レストランは考えておりません。簡単な刺身とか、その辺ちょっと説明いた
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させますので、１次産業の６次産業化と言いますけれども、レストランは考えてはおりませ

んけれども、ある程度そこに来たものを調理して刺身とかなんかにした中で、それを売ると、

そういうことはまた考えております。それは詳細については原課のほうから説明いたさせま

す。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） まずはデータの先日の全員協議会の中で数値が出なかったも

のは、我々がその席上、数字を、資料を持っていなかったのでお答えできなかったので、わ

からないではないので、その辺は御理解ください。 

  それから、今、南伊豆は、我々が計画しているのと同じように公設民営でやっていますの

で、指定管理でやっていますので、非常に規模も近く参考にさせていただいております。で

すから、国内の公設民営でやっている直売所については、農林水産省のホームページ等々に

も記載されておりますので、そういうところの資料を調べながら、データも農協さん、漁協

さんに提供しております。 

  それから、ランニングコストについては、今この店舗の設計をしている最中なんですけれ

ども、ここにショーウインドーを何個置くのかとか、そういう電気的なものを今、農協さん

と漁協の担当で決めています。それらの器具が決まった時点で、器具それぞれの電気の容量

とか決まってきますので、そこからランニングコストが計算できると思います。 

  それから、レストラン、飲食店は入りませんが、漁協さんのほうで今考えられているのは、

鮮魚の買い方の中にオプションとしてはらわたを抜く、それから三枚におろすというような

付加価値をつけるサービスは、今検討されています。 

  それから、農協さんのほうは、主に中晩柑、東伊豆町はかなりのいろんな種類の中晩柑を

出していますけれども、そのＰＲも兼ねたドリンクコーナー、その時期時期に中晩柑を使っ

たドリンクコーナーを、農協のほうで提供したいというふうに検討されています。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、10番、藤井議員の一般質問を終結します。 

  ここで暫時休憩いたします。 

  この際、11時10分までの休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時０３分 
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再開 午前１１時１０分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。  

 

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

 

◇ 栗 原 京 子 君 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員より一般質問で、掲示板の使用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、３番、栗原議員の第１問、ヘルプマーク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） こんにちは。 

今回は、２つの質問を用意させていただきました。ただいま議長より許可がありましたの

で、通告に従いまして質問をさせていただきます。 

まず最初に、ヘルプマークについてであります。 

義足や人口関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見

からわからなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の人に知らせることで援助を

得やすくなる東京都が作成したヘルプマークを、本町においても導入を検討すべきと考える

が、町長のお考えをお伺いします。 

○議長（飯田桂司君） 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、ヘルプマークについてですが、ヘルプマークは、

東京都が公共交通機関や商業施設等の不特定多数の人が利用する環境の中で、配慮が必要な

方や支援が必要だが、外見からわかりづらい慢性疾患等を抱えている方が、周りの方から支

援を得ることを目的として作成されております。 

  平成24年10月から都営地下鉄駅や都営バス営業所などでヘルプマークの配布や優先席への

ステッカー標示等を実施し、昨年12月から都立病院などにも拡大し、民間企業への働きかけ
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も行っている状況であります。 

  当町と東京都では環境が異なるが、今後、国や県などの普及・啓発状況などを考慮し、検

討していきたいと考えております。 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員。 

○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。 

  このヘルプマークですけれども、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを目指して、

外国人観光客にもわかりやすいように、７月20日、先日ですけれども、日本工業規格、いわ

ゆるＪＩＳ化がされたばかりであります。このＪＩＳ化によって、また東京オリンピック・

パラリンピックに向けて、これから急速に全国に広がっていくことに期待されるところであ

ると思います。 

  どういうものかと言いますと、掲示板を見ていただけるとすぐにわかると思うんですけれ

ども、材質はシリコンゴムでできています。大きさが、縦が８センチ、横が５センチ、厚さ

は２ミリであります。裏に連絡先とか、どういうことに困っているか、どういう支援が必要

なのかを書いたメモのようなものを張るようなシールが、今は一緒に配付はしていないよう

ですけれども、初めのころは、そういうシールも一緒に同封されてついていたようでありま

す。 

  どんな使い方をするかといいますと、例として自閉症のお子さんを持つお母さんは、その

メモのほうに、「自閉症という障害があります。コミュニケーションが苦手です。大きな音

が苦手です。何かあったら連絡をください」ということで連絡先を記入したりですとか、聴

覚障害の方は「私は音が聞こえません。筆談での対応をお願いします」と書いてみたり、ま

た、急に意識を失うことがある方は「低血圧などで倒れることがあります。横にして休ませ

てください。お薬手帳が鞄の中にあります」というメモを書いてあったりですとか、あとは

メンタル的に不安障害の方は「私は不安障害です。発作でうずくまってしまうと声が出ず動

けません。横になれるところまで連れていってください」などなど助けてほしいさまざまな

メッセージを書き込めるようになっています。都会では電車の優先席に座っていても、元気

なのに何で優先席に座っているという目で見られないで済むように、そのヘルプマークをつ

け、理解をいただいているという事例もあるようであります。 

  これは東京都で始まったマークなんですけれども、今、東京都でのヘルプマークの認知度

は、今年の３月で72％、かなりの方々に、この認知をされている状態であります。この背景

には、東日本大震災の影響も大きいと言われています。東日本大震災のときに、首都圏では
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515万人の帰宅困難者が生じたそうであります。この中には、外見からわからないために、

援助が必要でも周囲の人に気づいてもらえなくて、大変な思いをした方も少なくはなかった

そうでありますし、また、帰る方向とは全く逆の方向で保護された方もいらっしゃるという

ことでありました。そのいろんなことがありまして、ヘルプマークの必要性というのがクロ

ーズアップして、重要性を帯びてきたようであります。 

  今回のＪＩＳ化に伴いまして、これから全国に広がっていくことと思いますし、また、東

伊豆町は観光の町であります。町では、そのヘルプマークを使っている人が少なかったとし

ても、首都圏のほうから、また、これからオリンピック・パラリンピックに向けて外国人観

光客が来たときに増えてくると思いますので、ヘルプマークを目にする機会も、これから増

えてくるのではないかと予想されるところでありますけれども、そのマークを見たときに、

町民の皆さんが、あれは何だろうと何もわからない状態では、おもてなしという観点からも、

また、これはちょっとあってはならないというか、みんなが知っていくべきことであると思

いますが、いかがでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当はこういうおもてなしの町でございまして、2020年から本当にこ

の町には来町する方も多くなると思います。そういう中で、こういうヘルプマークを何かな

と一般町民が必ず疑問に思う中で、今、栗原議員が一般質問をして、このヘルプマークはそ

ういうものだよということを分かっていただければ、大変ありがたいと思います。大変これ

からのオリンピックには、いい質問ではないかと考えております。 

  その中で、町といたしましては、県のほうから８月15日と９月４日、一応照会が来ており

ます。そういう中で、最初私も余り知らなかったもので、それでかつ、さっき言ったように

認知度が全然まだ浸透していないもんで、まだ町のほうはやる気持ちはありませんと、そう

回答しています。その中で、必要性、要望等で、町全体でやったら、必要ありが27市町、な

しが８市町。とりあえず、その８市町の中にうちの町が入っておりますけれども、今そうい

う中で聞いた中で、やっぱりその必要性は十分感じていたもんで、さらには県のほうも９月

４日におきましては、関係団体で意見交換、県議会からの御意見、部内での検討等を通じて、

ヘルプマーク、ヘルプカードの導入を推進していきますと、そう書いてあります。 

  その中で、町といたしましても檀上説明したように、やっぱりこれから今言ったように大

変必要性を感じましたもんで、ちょっと内容がわからなかったもんで、今そういうことがわ

かりましたもんで、これは、そうならば積極的に導入というか、検討しようかと、同じよう
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な方向を歩んだ中で、これは町はやっていきたい、そう考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員。 

○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。 

  県のほうからも話があったということで、県のほうも詳しい事業内容はまだなんですけれ

ども、予算のほうは確保してあるということですので、これが各市町におりてくるのも時間

の問題かなというふうに思います。ちょっとその気がありませんという返事をしてしまった

中に入っていたのは残念だったなと思いますけれども、当町におきましても、この発達障害

のお子さんが事故や災害に遭ったときに援助してもらえるように、迷子札がわりに使えると

いう使い方もありますし、平常時に。また、認知症の方の徘徊する方、もしいつも持って歩

くバッグなんかがあれば、それにつけておけば身元確認なんかにも使えますので、使い道と

いうのはさまざまに広がってくると思います。 

  県と足並みをそろえてということでしたけれども、近隣市町に先駆けて、これは配ること

も大事なんですけれども、それ以上に、やはり認知を、周知をしていく、一人でも多くの人

に早く知っていただくということはとても大事だと思いますので、近隣市町に先駆けて、東

伊豆町、ぜひこのヘルプマーク、皆さんに知っていただけるように、私のほうからはよろし

くお願いしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、ほんと栗原議員から大変いい提案をされました。ほんとこのマー

クを知っている人は、町民ほとんどいないと思います。そういう中で、2020年に向けた中で、

やっぱりこれを認知してもらいたいと思います。これはなるべく早く、東伊豆町の広報のほ

うに、こういうものがありますよということで、広報の中でまたやっていきたいと考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、被災者支援システムについてを許します。 

  ３番、栗原議員。 

○３番（栗原京子君） 次に、被災者支援システムについて伺います。 

  このシステムは、1995年の阪神淡路大震災で壊滅的な被害を受けた直後に、救援や復旧・

復興にかかわる西宮市の職員によって開発をされました。住民基本台帳のデータをベースに

被災者台帳を作成し、被災状況を入力することで、罹災証明書の発行から支援金や義援金の
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交付、救援物資の管理、仮設住宅の入退去など、一元的に管理できるシステムであります。 

  同システムは2006年から無料公開され、2009年には総務省が、これはバージョン２なんで

すけれども、ＣＤ－ＲＯＭ化をして初めて全国の自治体に配付をいたしました。 

  災害発生時は、人命救助が最優先であります。しかし、その後はきめ細かい被災者支援が

求められます。中でも家を失った住民が生活再建に向けて、罹災証明書が必要となります。

しかし、大きな災害の場合は多くの被災者が必要とするものであり、システム化を行うこと

で、発行にかかる時間を大幅に短縮できます。被災者支援システムを平時に導入、運用して

いくことが、極めて有益だと考えます。 

  そこで、地方公共団体情報システム機構が全国の地方公共団体に無償提供している被災者

支援システムについて、次の点を伺います。 

  １、同システムの認識と評価について。２、本町における導入のお考えは。よろしくお願

いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 栗原議員の第２間、被災者支援システムについては、２点からの質問

となっておりますが、１点目の同システムの認識と評価及び２点目の本町における導入のお

考えはについては、関連がありますので、一括してお答えいたします。 

  阪神淡路大震災を契機に、西宮市の職員が開発した被災者支援システムについては、地方

公共団体情報システム機構がシステムを譲り受け、全国の自治体に無料配布していることは

承知しております。 

  同システムの評価といたしましては、大変よくできているシステムではありますが、シス

テムのカスタマイズや、システム稼働における災害時の職員の配置体制、事務量等、導入、

運用面においての課題もあるとの報告を受けておりますことから、導入については、引き続

き検討してまいりたいと考えております。 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員。 

○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。 

  これ被災者支援システム導入自治体の一つである奈良県の平群町、平らな郡と書いて「へ

ぐり」町と読むんですけれども、そこを紹介したいと思います。 

  平群町の最大の特徴は、稼働当初から住民基本台帳のデータと連携してありまして、毎日

夜９時に自動更新をされるシステムの仕組みをつくったそうであります。ほかに地理情報シ
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ステム、ＧＩＳの導入を初め、担当課の壁を越えて家屋データ、要援護者データの連携を強

化し、年１回全職員の研修も実施しているそうであります。いつ災害が起きても運用できる

体制ができているということでありました。自治体は災害時に直ちに救護、支援を開始しな

ければならない上に、迅速で的確な復旧・復興業務を行っていかなければなりません。職員

は自分や家族が被災者であったとしても、24時間過酷な勤務を強いられることになると思い

ます。システム導入で、少しでも事務にかかわる職員の負担を軽減することは、とても大切

なことだと思いますし、また、その分、人間にしかできない被災者のためのサポートに人や

時間を割り当てることもできると思います。そういう意味でも、町民に迅速で的確な対応を

提供し町民を守るとともに、職員を守るシステムでもあると思います。 

  先ほど町長のほうから、導入に当たってはいろいろな課題があるという御答弁でしたけれ

ども、コストの面でありますとか、あと個人情報の面のことだと思うんですけれども、コス

トも初期費用に業者委託しても数十万しかかからないということでありますし、また、ラン

ニングコストに関してはゼロだそうです。かかると言えば、電気代ぐらいだそうであります。

また、内容の面からもコストの面からも、このシステム導入の検討が必要かなというふうに

個人的には思います。個人情報保護のことも、政府から過剰反応を控えるよう通達があった

ことと思います。個人情報を守っていくということは大事なんですけれども、それよりもや

はり被災者の、町民の生命と生活を守っていくということのほうが重要ですので、まずそち

らを優先して大丈夫じゃないか。また、全国で今900以上の自治体が、この被災者システム

導入をしているそうであります。コストの面も、地方自治体というのはなかなかやっぱり財

政的に厳しいところも多いとは思いますけれども、それでも900の自治体が導入をしている

ということは、やはりこの被災者支援システム、コスト面でもそんなにかからないで導入が

できることだと思います。似たような名前でいろんな業者が出していますので、またその違

う業者のものによっては結構コスト的には高いものなんかもありますので、このジェイリス

の出しているものでしたら安心ではないのかなと思いますけれども、そこら辺はいかがでし

ょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは栗原議員の先輩議員が一般質問やりました。それが１年間やっ

た経緯があることは後で説明した中で、一応檀上で言ったような説明を答弁させていただき

ました。その中で奈良県の平群町のことを言われましたけれども、またこれを検討した中で、

またこれが導入できれば、また町は検討していきたいと考えております。ちょっと平成26年
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のときの、どういう状態だったか、ちょっと担当のほうから説明いたさせます。 

○議長（飯田桂司君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） それでは、このシステムの導入の状況につきまして説明させてい

ただきます。 

  平成26年度に、この機構からシステムのデータをいただきまして単独のノートパソコンに

１度入れたんですが、当然、先ほど栗原議員からもお話ありましたように、住基情報と連携

をしなければならないということになりますと、その開始につきましては、職員だけではで

きないということがあります。そうすると当然、民間に委託をするということになります。

その操作性をうちのほうでも確認したんですが、なかなか入力は大変な部分がありまして、

相当これはそのシステムになれないと入力ができないということもあります。 

  それで先ほど栗原議員もありましたように、このシステムについては、５つの項目で初め

てその被災者に対しての支援ができるシステムになっておるものですから、当然いろんな他

課にわたって、それぞれの課で得た情報を入れていただくという形になります。そうなると、

そのワークシステム化も必要になってくるものですから、そういうことを想定をしていく中

で、やはりちゃんとした体制、要は職員の体制が今、職員の災害に対する体制が今ぎりぎり

の状態でありますので、じゃ、その辺でどういうふうな導入が可能かどうかというのは、今

現在も検討している段階であります。 

  最近出ているＢＣＰも含めた中で、本当にそれが有効に活用できるかということも含めて

今検討をしている段階でありますので、御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員。 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

  このシステム、先ほど課長のほうもおっしゃいましたけれども、これ防災担当の職員だけ

が使うものと考える方も多いと思うんですけれども、災害発生時には、全職員が災害対策の

構成員となるわけであります。なので課の壁を越えて全庁的に必要なシステムだと思います。

これジェイリスのほうで講師派遣も無料で行っていまして、研修のほうも無償でやっていた

だけるようであります。これ１度研修をしてみてもいいのではないかなというふうに思いま

す。 

  また、先ほど操作も難しくてとおっしゃっていましたけれども、やはり導入しただけでは、

いざというときに使いこなせるシステムではない、役に立たないということであります。熊

本地震のときや広島の土砂災害のときにも、このシステムを導入をされていたにもかかわら
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ず、適切に運用されていなかったために使えなかったという事例も多々見られるようであり

ます。先ほどの平群町のように、やはり定期的に全職員が研修を受けて、いつでも使えるよ

うにしておくということは大事だと思います。なかなか大変だとは思うんですけれども、い

ざ大災害が起きてしまった場合は、それこそもっともっと大変になってしまいますので、こ

の平常時に、こういうシステムに対して備えていくということは、とても重要なことではな

いのかなというふうに思いますので、災害に強いまちづくりの一環として、ぜひまた御検討

をしていただければなというふうに思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） これはもう壇上で担当課長が言いましたが、これは引き続き検討して、

どのような方法が一番いいかという中に、これは。また講師料は無料と言われましたもんで、

そういういろいろ検討した中で、これはもうやらないわけじゃありませんもんで、引き続き

検討という中でお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、３番、栗原議員の一般質問を終結します。 

  暫時休憩します。 

  この際、午後１時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時３２分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（飯田桂司君） 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。 

 

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

 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（飯田桂司君） 次に、６番、内山議員の第１問、介護保険制度の充実と医療制度への

取組はについてを許します。 

  ６番、内山議員。 
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（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） それでは、私は２問質問をお願いしてありますけれども、まず、一番

初めの介護保険制度の充実と医療制度への取り組みについてお伺いします。 

  まず、町民が安心して利用できるような介護保険制度・医療制度を望む上から、次の点を

お伺いいたします。 

  まず第１点目は、介護保険制度のハードの面、施設等についてどんな支援をしているのか

どうか。 

  それから、ソフト面についての対応と、その支援についてはどうなっているのかどうか、

その辺を伺います。 

  それから、２点目としては、成人病予防、生活習慣病ですね、それについての取り組みに

ついてはどういうふうにしているのかどうか。 

  それから、こども医療費の支援・健診等の実態と、それから対応についてはどうなってい

るのかどうか、その辺をお伺いします。 

  それから、３点目については、年々負担が大きくなっている医療費の削減についてはどん

なふうに取り組んでいるのかどうか。 

  その３点についてお伺いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第１問、介護保険制度の充実と医療制度への取り組みにつ

いて３点からの質問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の介護制度のハード面（施設等）・ソフト面での対策と支援はについてですが、町

内の事業所は在宅系のサービスで６種32事業所、施設系のサービスでは５種７事業所となっ

ており、特に在宅系に関しましては、近隣市町と比較しても大変多いという状況であります。 

  介護サービスにつきましては、法律に基づき、居宅サービス、地域密着型サービス、施設

サービス等の介護給付と地域支援事業として新しい介護予防・日常生活支援総合事業、包括

的支援事業、任意事業を利用いただいております。 

  新しい総合事業では、これまでどおりのサービスを提供するとともに、当町の実情に即し

た独自の支援サービスを検討していきたいと考えております。 

  町の任意事業では、認知症サポーター養成や認知症高齢者見守り事業、成年後見制度利用
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支援事業などを実施しております。 

  次に、２点目の成人病予防への取り組みは。こども医療支援・健診等の実態と対策はにつ

いてですが、成人病予防への取り組みですが、健康増進計画の中で健康づくりの取り組み方

針として、生活習慣病の発症予防と重症化予防を目標に施策の展開を行っております。 

  事業としては、若年者生活習慣病予防健康診査、特定健康診査、特定保健指導、各種がん

検診などを行っております。こども医療支援につきましては、ゼロ歳から中学３年の３月31

日までの間、医療費については全額町負担となっております。 

  健診等の実態と対策についてですが、特定健康診査及び各種がん検診につきましては、町

民の方に一部自己負担をお願いし検診等を実施し、早期発見・早期治療へつなげるよう配慮

しております。 

  次に、３点目の年々負担が大きくなっている医療費削減の取り組みはについてですが、国

民健康保険の保険給付費につきましては、決算書等でもご確認いただけるとおり、被保険者

数の減も起因し、減少傾向となっております。１人当たりにしますと増加している状況です。

これは医療技術の高度化や多様化、また高額薬剤の保険適用によるものと推測されます。 

  医療費を抑制するために生活習慣病を予防する等を目的とした特定健診の受診率の向上を

図るとともに、将来、人工透析等につながる糖尿病の重症化予防に取り組んでまいります。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） まず、一番初めのハードな面の関係ですけれども、事業所は全部で39

事業所ですか、そういう中でいろいろやっていただいているということで、これの施設への

実際の支援策というようなことがどうなるかということを、ちょっとまたお聞きしたいと思

います。具体的に教えてください。 

  それから、私、前からちょっとお話ししているんですけれども、やっぱり年齢層が高くな

って、高齢者が40％もいる社会になっていますから、介護の施設ですね、そういうものを町

で考えてもらったらどうかということを何度か一般質問でもお話ししましたけれども、町有

地だとか、あるいは遊休土地について、町が運営を例えばしなくても、そういう土地を無償

で提供して外部の方に使っていただくような形、そういうものができないのかどうか。それ

については町長いつも、介護保険が重くなるからなかなか無理な点があるというようなこと

ですけれども、どの程度負担がかかるのかどうか。逆に言えば、40歳以上になると介護保険

をやっているわけですから、その皆さんがこれからお世話になるというか、そういう施設が
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この東伊豆地域にあればどれだけいいのかなと。 

  それと、私も前から言っているように、できれば年金で入れるようなそういう施設が地元

にあることによって、高齢者が、介護を受ける人たちが安心して住めるような町になるのか

なと、そういうようなことでいつも考えております。そういう点で、そういう考え方がある

のかどうか。 

  それから、介護保険についてはどの程度負担がくるのかどうか、その辺、住民の方がわか

る範囲で結構ですから、その辺のことをお願いしたいと思います。 

  それから、もう一つは、介護について、今重度の方が介護施設に入るような形があります

けれども、その順番待ちといいますか、そういう人たちがこの地域の中でどれだけの方がい

らっしゃるのか、その辺をちょっとお伺いしたいと思っています。 

  それとあと、成人病の関係については、ここの町は頑張って特定健診というようなことを

毎年行ってくれています。本当にありがたいことだと思います。実際に予約をとって、何月

何日にやりたいということを文書で希望をとって、これこれこういう日にやりますよという

ようなことを申し入れした者について、住民の方が書き込む。そういう中でうまくいってい

るのかなというようなことを考えています。 

  その関係ですけれども、これは実際に成人病の健診の関係がここのところ増えているのか

減っているのか、その辺のことをまず伺いたいと思います。 

  それから、子供については、今、町長のお話しがあったように、中学校３年まで医療費が

無料ということで本当に助かっていると思います。これはもっと高校生だとか、そういうと

ころまで行き着くことができるのかなと、そういうようなことの考え方があるのかどうか、

その辺のことをお伺いします。 

  ちょっと戻りますけれども、がんの検診についても、胃がんだとか、あるいは肺がん、そ

れから子宮がんだとか、そういう点についても一応町のほうからはいろんなＰＲ方やってい

ただいています。これもできるだけ早期発見というようなことが大事なことですから、でき

るだけの方に受けていただけるようなことを、さらに努力していただきたいと思いますけれ

ども、その辺の対策はどうなっているのかどうか、それをお伺いします。 

  それから、３点目の年々多くなっている医療費の削減についてですけれども、これは国保

の関係で若干医療費については減っているというようなことがありましたけれども、１人当

たりの医者にかかる部分は、医療費の高度化とか、その中にかかっている。これについては、

いずれにしても生活の習慣病といいますか、成人病について、やはり糖尿病とかそういうも
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のにかからないようにやっていくことが大事ですけれども、この辺についての医療費の削減

に取り組んでいるということももう少しわかるように、健康づくりだとか、そういう面から

どうなっているのかどうか、その辺についてちょっと伺いたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） ほとんど事務的な質問でございますもので事務局のほうから説明いた

させますが、まず、介護施設の関係でございます。介護施設の関係につきましては、３カ年

の間の介護計画を立てます。うちの町に介護施設が必要かどうか、その計画の中で審議する

ということになっておりますもので、一応、介護計画の中で、この町には介護施設が必要だ

ということが示されれば、それは町としては介護施設をつくる方向でいきます。基本的には、

もう介護計画の中で全てが決まっていくことはご理解願いたいと思いますし、また、再三再

四言っているように、やっぱり介護料にははね返ってきますもので、安易には私はできない

と考えておりますけれども、介護計画の中では、この町に介護施設は絶対必要だと計画の中

に盛り込まれれば、それは当然町としては考えていかなければならない、そういうことでご

ざいます。その辺はご理解願いたいと思います。 

  こども医療費の高校生への拡大、これは二、三日前、町長・市長合同会議の中で県の方が

来まして、今こども医療費につきましては検討していると言っておった。その詳細な面が出

てきておりませんもので、仮に県がやったならば、町といたしましてもそれに対応していき

たいとは、今基本的には考えておりますけれども、それが一体どのぐらいの費用負担がかか

っていくか検討しなければならないと考えております。そういう中で、安易にやりますよと

いうことは言えませんので、県が出た中で、また町はどれだけ負担が出てくるか、そういう

ことをいろいろ勘案した中で、これはやっていきたい、そう考えておりますもので、その辺

はご理解願いたいと思います。 

  あとは事務的なことでございますので事務局のほうから。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 介護保険の関係の事業所、施設等への支援策はというこ

とでございましたけれども、あくまで保険の範囲の中での事業ということになっております

ので、例えば新しい施設を町の計画の中に盛り込んで建設をするという場合に、建設に対す

る補助、助成というものはございますけれども、あくまで保険事業の中の適用の中では、支

援策という形のものは、事業者に対しては保険での給付になっておりますので、そこの部分
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はございません。ただ、建設等の場合には補助はございます。 

  それから、施設を例えばつくった場合、どれぐらい保険料が上がるのかというようなお話

でございましたけれども、今現在、第６期（27年から29年）の計画の中で標準月額というも

のが4,840円という形で設定されておりまして、それが９級段階に分かれておりまして、そ

れに率を掛けて保険料を算定しているんですけれども、実際これが幾ら上がるかというのは、

次の計画を策定した中で決まってくることなので、幾らぐらいというのは、はっきり現時点

でお話しすることはできないんですけれども、少なからずこの4,840円が5,000円とか、そう

いう金額になっていくのではないかと推測されます。 

  それから、待機者の数なんですけれども、特別養護老人ホームのほうの待機者の数なんで

すが、各年度１月１日現在なんですけれども、29年１月１日現在では39名が待機です。ちな

みに一昨年、28年度の場合は59名という形だったんですけれども、27年４月から特別養護老

人ホームへの入所の要件が、法律が改正されまして要介護度が３以上ということになりまし

たもので、その関係で人数的には待機者の数が減っているものかと思われます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） それでは、医療面のほうの答弁をさせていただきます。 

  健診の受診率の動向についてですけれども、28年度の受診率が38.7％、27年度が37.1％、

若干の伸びを見せておりますけれども、60％を目指すということで、一応目標を60％に置い

て健診の受診率の向上に努めております。 

  それから、医療費の削減ということで、どのような方策をとっているかということですが、

特定健診等でリスク等の高かった方に対しては、当然、特定保健指導というような形で生活

習慣病の予防のための生活の改善の指導、そういうものを保健師を中心に行っています。 

  健康づくりの面ですけれども、当然、介護予防も含めた中でアスド会館等を利用した健康

づくり教室、そういうものを実施しております。町民の方に多く参加していただくために、

その都度、その都度いろいろな分析をしながら新たな教室等も考えて、町民の方に参加をし

ていただきながら健康づくりを推進している状況にあります。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） まず、施設の整備というようなことについてが町のほうではなかなか
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できかねるということですけれども、私は、町がつくらなくても、町有地だとか遊休土地、

今もしやるならアスド会館の関係も売却をするとか、無償で譲渡したいというようなことを

町長いつも言っていますから、私はアスド会館もひとつそういう形で絞って、無償で貸与し

て、介護施設をやってくれるところを誘致したらどうかなと、そういうこともひとつ提案を

したいと思うんですよ。 

  というのは、やはりあそこ、町長がいろいろ費用かかって大変だということがあれば、有

効に生かすためには、今ちょうど伊豆東部総合病院も、おかげさまで私も何度も一般質問さ

せていただきましたけれども、ことし完成していい病院になったと思うんです。それと同じ

ように、今やっぱり介護施設がこの町に必要かなというようなことを考えると、できればア

スド会館をそういうものに絞って一度考えてみることはどうかなと、そういうふうに提案を

したいと思っています。 

  最新の目標だとか、あるいは撤去の費用というようなことについても、かかるところであ

れば国・県にも相談して、補助事業というか、補助していただいて耐震の補強をするとか、

あるいは建物を撤去するとか、そういうことを考えてみる必要があるのかなと。一度、町と

して、町長としてそういうことを考えていただきたいなと思いますが、よろしくお願いしま

す。 

  それから、ソフト面の関係ですけれども、基金については各事業所などが対象者にも保険

の範囲ということですけれども、これはやむを得ないというか、そういうことを思いますけ

れども、できればまた違う制度を町として考えていただければ、また安心していただけるの

かなと。 

  それで、施設等へ順番待ちの人については減っているということもありましたけれども、

これは今課長が説明したように、要介護の重度の問題で、軽い人はもうそこには入らないで

自宅で治療していただきたいというようなことになると思います。そういう点で、まだ今の

状態の中で、28年が59名、それから29年が39名ですか、そういう中でまだまだあります。そ

ういう点の中で、できれば先ほど言ったように、一般の民間の事業所だとかにも入れない人

については特養のものだとか、あるいは老人ホームをつくって、最低やっていくようなこと

がどうかなということを考えます。 

  それから、２点目のほうの成人病の関係の健診についても、これは国が求めているような

わけにいきませんけれども、実際に私は、ここの町は相当努力して38.2％ですか、そういう

ものの中であります。これまた実数だと1,191人が受けられたということもありましたけれ
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ども、その後の健診の指導も、もちろん指導して透析に移るとか、そういう重病にならない

ような格好の指導も必要ですけれども、まず健診をやっていただくような形のものを今きめ

細かくやっていますけれども、さらにそういうものをうまくやっていただいて、できるだけ

多くの人が受けるようにしていただければどうかと思います。 

  それで、やはり家族の中だと奥さんの言うことは確実に聞きますから。私もしょっちゅう、

この保健等の委員になったときにも、健診の文書の中に、奥さんだとか、旦那さんだとか、

子供さんだとか、そういうものをちゃんと受けるというようなことを示すような形のものを

とると、もっとよくなるかなみたいなことで意見も言いましたけれども、そんな工夫もして

もらうようなことができたらどうかなというようなことを考えています。 

  それで、こども医療についても、県のほうも家庭の負担が大きいというようなことで、高

校生だとか、そういうもっと年の上の方にも支援を検討しているということですから、もし

そういう指針が出て、県がそうなれば、確実に町でもそういうことをしていただけるような

形を取り入れていただくように、これはよろしくお願いします。 

  それから、医療費の削減についての取り組みも、実際に私も成果表だとかそういうものを

見て、本当にここの町はいろいろ、今、アスド会館も使って、それからそこの介護センター

というか、そこを使っていろいろやってくれています。それからゴルフ場あたりの山歩きと

いいますかね、そういうことまでかけてやってくれているものですから、本当にそういう点

では一生懸命で、医療費の削減にもつながる、あるいは皆さんの健康につながるようなこと

をやっていただいているものですから、これらについては、またぜひ継続してやっていただ

いて、できるだけ医療費を削減するようなことを考えていただくことはどうかなと思います。 

  あとは、１人当たりの医療費が増加するということについては、高度医療だとか、あるい

は寝たきりの場合に継続して医療費を受けるようなことがあるかと思いますけれども、それ

らは家族の中で延命治療をするとかしないとかというようなことについては、そういうふう

な裁きもあるといいますか、そういうことの中で医療費等を使うような格好のことを考える

ことと、それからやはり、いずれにしても重病にならないように、透析を受けているような

方が何人いらっしゃるかちょっとわかりませんけれども、従来から比べるとかなりいらっし

ゃると思うんですね。自分も大変ですけれども、医療費についても相当の負担があります。

そうならないような形の指導はぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 
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○町長（太田長八君） 介護施設に関しましては、本当に何回も言うように、介護計画の中で

計画されますもので、その辺を御理解願いたいと思います。 

  その中で、アスド会館の活用の提案がありました。アスド会館につきましては、やっぱり

そういうことで使いたいということは結構町も言ってきておりますけれども、当時も、現在

も、介護計画の中にそういう施設の計画がありませんもので、それをお断りしているのと、

かつまた介護保険料が上がってくるという中で、そういう提案がありましても、それはお断

りした計画もありますし、基本的には、アスド会館は何しろ町の活性化、若者とかいろいろ

来た中で町の活性化をするために使いたいというのが基本原則でありますもので、それは御

理解願いたいと思います。 

  また今後、介護計画の中で介護施設が必要だよということがあれば、そのときにアスド会

館があれば、それはまた一つの選択肢かなと考えておりますけれども、一つの提案として受

けとめさせていただきたいと思います。 

  あと、健診率の向上、これは本当に町としても重要な懸案事項でありまして、これは本当

に現課は一生懸命になって考えております。例えば土、日にやるとか、一般の町民が受けや

すいような方向で健診率の向上を努めておりますし、再度、また何かいい方法がありました

ら、また内山議員さんに提案してもらいたいし、また現課とか我々も一生懸命その方法を考

えていきたいと考えております。やっぱり受診率の向上、これは町としても絶対的にやって

いかなければなということを考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

  介護施設の補助はないということで、一切考えておりません、そこに関しましては。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 今の施設の立ち上げだとか、そういうものについては、アスド会館の

こともまた十分検討していただきたいと思っています。 

  １つ、今、３年に一度、３年計画で介護のその計画を詰めるというようなことですけれど

も、それに示されたら、今の介護施設が必要になれば考えていくということですけれども、

その条件というようなことについてをちょっと教えていただけますか。 

  それとあとは、今まで御説明されたことで一応了解しましたものですから、健診について

も土、日等について何かそういうことも考えていただけるかどうかということがありました

けれども、ぜひまたそれも検討していただいて、よろしくお願いします。 
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  そういう点で、介護施設の３年計画の云々で、そういう介護施設が示される条件というよ

うなことについてをちょっと教えていただきたいと思っています。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 介護計画についてですけれども、今度、第７期の介護保

険事業計画なんですが、こちらのほうが平成30年度から平成33年度、３カ年分の計画をつく

るということになりますけれども、こちらのほうで計画をつくるに当たり、３年間の認定者

の伸び、また施設とか介護サービスの利用者の伸びというものを見込みまして、その伸びて

くる方々にどのようなサービスが必要か、居宅のサービスや地域密着型施設サービス、どの

ようなサービスが必要かというものを考えまして、今現在ある施設の数等を考えた中で計画

をつくっていくという形になります。 

  ですので、今後、実際に28年度は介護給付費のほうは予想を下回る伸びだったんです。現

状では下回っているという状況で、この先は伸びていくだろうとは思うんですけれども、今

の時点ではそのような状況もありますもので、団塊の世代の方が75歳になるその年というも

のは2025年、もうちょっと先なんですけれども、この先３カ年の分がどの程度伸びていくか

というものは、今ちょうど試案中でございますもので、またその中で検討させていただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、地域の特性を生かした観光地づくりをについてを許し

ます。 

  ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） まず、地域の特性を生かした観光地づくりをということで質問させて

もらいますけれども、観光客が実際に減少の一途といいますか、町長が平成18年に町長にな

ったときは108万、今は、去年については82万ということで、相当の数が減っているわけで

すけれども、こういうことであるから、もう一度原点に返って地域の特性を生かした観光地

づくりを考えてもらったらどうかと、そういうものの提案をしたいと思っています。 

  まず、１点目は、地域の資源（自然、歴史、文化、伝統等）をどのように把握しているの

かどうか。その保存あるいはその伝承についてはどのようにされているのかどうか。また、

観光面についても、活用についてはどのようになっているのか。その辺のことを聞きます。 

  それから、２点目については、伊豆全体、広域での連携といいますか、そういうことだと

か、あるいはＰＲについてはどういうふうに取り組んでいるかどうか、その辺についてをお
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伺いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第２問、地域の特性を生かした観光地づくりについては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点目の地域資源（自然、歴史、文化、伝統等）をどのように把握しているのか。

その保存、伝承はどのようにされているのか。また、観光面への活用はについてですが、平

成24年度に当町を訪れた観光客を対象に行ったアンケートでは、観光客が当町に求めるもの

は上位から、温泉地の基本を楽しむ32.1％、とにかくのんびりしたい30.3％、いろいろ遊ぶ

15.9％になっており、伝統文化への伝承体験は4.4％、いろいろ学ぶが3.8％となっておりま

す。 

  これらのデータから、現在の観光客の多くは当町の観光の要素に歴史、文化、伝統を求め

ていないという傾向が見てとれ、町としても現状では雛のつるし飾り以外には観光面で有効

に活用できていないと認識しております。 

  しかし、今後の観光の形態については、インバウンドを中心に「モノ消費よりコト消費」

と言われるように、そこに住む住民の生活や文化を体験することが注目されております。町

の観光協会では、神社仏閣を中心にまち歩きを促す取り組みとして、御朱印さんぽ事業を新

たに企画中です。このような取り組みを通じて観光客に歴史、文化、伝統などに興味を持っ

ていただくためにはどのような工夫が必要なのかを考えていきたいと思います。 

  また、自然につきましては、アンケートの際の「東伊豆町で楽しんだものについては」と

の設問に、30.6％の方が「自然景観」と答えており、今後も細野高原のように新しい活用方

法を模索してもらいたいと考えております。 

  なお、地域資源の保存・伝承につきましては、主に所有者や町内会、各種保存会等の皆様

のご尽力によって実施されているものと認識しております。 

  次に、２点目の伊豆全体、広域での連携、ＰＲなどの取組はについてですが、伊豆半島で

は現在、広域的な連携組織として、美しい伊豆創造センターとジオパーク推進協議会に７市

６町が職員を派遣し、伊豆全体、広域でさまざまな課題に取り組んでおります。特に観光面

では、美しい伊豆創造センターにおいて、国内、国外向けにそれぞれの市町の地域資源を生

かしたＰＲ映像を制作し、さらには各種の誘客キャンペーン、海外の観光展への出展、トッ
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プセールスなどさまざまな手段で国内外に対して伊豆全体のＰＲを実施しており、今後も継

続して取り組んでいきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 私は、今町長が言われたように、自然を求めて来る方と、それから温

泉だとか、のんびりしたいというか、そういう方が多いというようなことをお聞きしたわけ

ですけれども、伝統だとか文化が４％だということになっていますけれども、実際にはうま

くＰＲができないというか、そういうことではないかと思うんですよね。 

  ここの地域には、すばらしい海があるし、それから山の自然もあるわけですね。そういう

中で、私は前から言っているように、観光地というのは海が汚染されたり、汚れたり、ある

いは畑だとか自然が荒廃したときについては、観光地としてはもう自殺行為というか、そう

いうふうにいつも受け取っております。 

  そこで、ここの地域には各地域ごとに港もあって、実際の港の風情というか、風景という

か、すばらしいものがあると思うんですね。こういうことの利用を十分考えて、そこには漁

師の営みもあるわけですから、都会から来る人はすばらしいところだなというようなことで

受け取ると思っています。 

  それから、海のものの中では、稲取地域だと黒根岬ですね、トモロ岬だとか、それからは

さみ石だとか、そういうところがあるわけですね。それから、みんなよくわからない点があ

るんだけれども、ごろた石というか、ごろごろしているような大きな石が海岸にあるわけで

すけれども、そういうものも都会から来る方については本当にすばらしいものだそうですね。

それから築城石だとか、あるいは石切り場があるというか、そういうことについての資源を

生かすような形をとれないのかなと。今、若干のことはやっていますけれども、まだちょっ

と未熟でないかなというふうに感じます。 

  それから、山のほうでは、今、細野高原が、おかげさんで観光課のほうで一生懸命やって

くれまして、あるいは観光協会もやってくれまして相当の魅力のあるところになりましたけ

れども、同じように、各地域にも石垣があって、田舎の風情というか、みかん畑があって、

みかんの咲く丘というかね、そういうところがたくさんまだ残っているんですね。そういう

ところを上手に使って観光的にそれを生かすようなこと。それから町長も言ったように、神

社仏閣だとかそういうものも、信心が深い町で、稲取にも相当のお寺さんだとか神社もあり

ます。各地域にもお寺さんもあって、神社もある。そういうものを有効活用していくことが
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大事かなと。 

  それから、伝統文化の中では、お祭りもすばらしいお祭りがあるわけですね。イベントと

いいますか、北川の鹿島踊りだとか、あるいは稲取の夏祭りの笛太鼓だとか、あるいは奈良

本だとか城東地区のしゃぎりだとかそういうふうなもの。それから馬鹿ばやしだとか、そう

いうものもあります。それから雛のまつりだとか、あるいは石曳についても今頭に上がって

くれますけれども、そういうものもある。 

  それから、やはり歴史だとか風俗についても、稲取には昔、日本の３大物語というような

ことで稲取村が紹介をされています。そういうものも生かしていけるのかな、いけないのか

なと。 

  それから、灯台守についても、今若干ＰＲもしていますけれども、その辺ところ。あるい

は八幡神社とか、頼朝の井戸とか、そういうものもあります。それから昔話だとか、はんま

あさまだとか、いろんなこともあるもんですから、その辺のこともうまく利用した形のもの

を取り入れることができないのかな。 

  それから、実際に今お客さんを呼んでいるところも、行政もあげても結構だと思います。

アニマルキングダムだとか、あるいはバナナワニ園だとか、昔から歴史もありますけれども、

もっともっと強く打ち出していくようなこと。 

  それから、行政のほうで頑張っていただいて、東海汽船も竣工したような格好です。そう

いうものについても十分生かし切れていないのかなということもありますから、そういうこ

ともどうですか。 

  それからあと、食べ物等についても、稲取についても、ほかの地域についても、ここは温

暖な地域でみかんもさまざまなものがありますし、それからテングサだとかキンメダイ、そ

ういうものを生かした観光地づくりをもう一度考えていただけるようなことを町のほうで取

り組んでいただければなと。 

  それと同じように、２番目の伊豆全体のＰＲについても町長からお聞きしましたけれども、

一応、美しい伊豆だとか、ジオパークということがありますけれども、ここの地域で特出し

たものを伊豆全体のＰＲに乗せるような形をさらに考えていただければなというようなこと

を思います。 

  一例をちょっと雑駁に言いましたけれども、あと、町長の答弁で若干こうしてほしいとい

うようなことをもう一度提案しますから、よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 
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○町長（太田長八君） 本当にいろんなことを提案して、この町はこれだけ本当にすばらしい

ものがある。これをいかに有効活用をしていくか、これを町の課題と考えておりまして、順

にやっていることはやっているんですよね。その方はまだ目に見えてこないというだけで、

これを今度はいかにやっていくか。 

  自分も、この港の風景、これはもう日本一と言ってもいい大変すばらしい景観と考えてお

ります。そういう中で南港から見た風景なんて日本の港の中でも本当にすばらしい風景でご

ざいますし、この港を観光に生かさない手はないと考えておりますので、その港の中の漁師

の営み、これは当然もうこれからの旅行者も、そういう土地に来たら、その土地の風習、い

ろんなことを知っていただく、これは今後も観光の主流になると考えております。体験とか

いろんな面で。今後これを生かしていきたいと考えております。 

  ただ、お祭りに関しましては、やっぱりいろいろ伝統とか歴史、いろいろありますもので

すから、これをすぐさま観光に生かすかということになると、これはやっぱり話し合いが一

つ考えられております。と申しますのは、やっぱり稲取におきましては、どんつく祭り等、

そういうときにいろんなことがあったと聞いておりますもので、やっぱりいろいろ話し合っ

た中で、そういう町の歴史を観光に生かしてもという話し合いが一致すれば、これは当然や

っていきたいと考えております。まず、その辺の話し合いをした中でこの辺はやっていきた

いと考えておりますし、海に関しては、黒根、ごろた石、築城石、石切り場と。私、石切り

場に関しましては、やっぱり町の指定にしたいんですけれども、これは民間の土地でござい

ますもので、法的には行政が指定していいということは言われておりますが、基本的にはや

っぱり民間との合意の中でこの石切り場の史跡の指定、そう考えております。だから、やっ

ぱり伊東とか結構やっておりますけれども、町といたしましては、基本的には民間のそうい

う石切り場につきましては、土地所有者と合意した中でそういう指定をしていきたいと考え

ておりますので、それらも理解願いたいと思います。 

  今言ったように、本当にいろいろ、そして石垣、これは昔、商工会の局長さんが、入谷の

石垣は大変すばらしいということを言っておりましたし、実際問題、今ああいう石垣はあり

ません。やっぱり自分が残念に思うのは、道路拡張したときに今の構造の石垣で積んでおり

ます。それなども確かに金はかかりますけれども、昔の風情を残した石垣をやっておけば、

入谷地区は本当にすばらしい風致景観地区になると私は考えております。ただ、これはあく

までも予算も伴いますし、そういうふうな今基準になっております。この石垣を生かすのも

一つの私は方法だとは考えております。いずれまた、入谷地区のその石垣に対しましては、
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このような石垣はめったにありませんもので、その辺はまた活用していきたいなとは考えて

おります。 

  しかし、あくまで相手方のいろんなこともありますもので、そういう話し合いをした中で、

今提案されたこと、これはどんどんやった中で町の活性化をしていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） ちょっと的を絞っておきますけれども、港の自然についても、今町長

言ったように、いろんな計画も立ったようなこともありますから、それをぜひ実現をしてい

ただくような形といいますかね。それと、前に、今企画課長になっている遠藤さんのときに、

東のほうの公園づくりといいますか、そういうものも若干今予算がつかないということがあ

りますけれども、そういうところの視点もぜひお願いしたいと思っています。 

  それから、私、一つは、はさみ石を、今地元の人たちも見れないような形になっているも

ので、そこの開発というか、町長はいろんなことをやってくれるんだけれども、これはやっ

ぱり百年の大計を考えて、もしできれば大きなお金をかけても、町のお金もそうだし、それ

から国・県のお金をいただいて、はさみ石のところをもう一度開発といいますか、されてみ

えれば、やはりここの観光地は相当寄与すると思うんですよ。ぜひその辺についてお願いで

きるかどうか、それを伺います。 

  それから、もう一つ、今、石曳のお祭りが奈良本で、熱川のお祭りと一緒にやっています

けれども、このお祭りというのはやっぱり全国的に石を曳くお祭りなんかありませんから、

そういう点ではもう一度、自治体も含めて考えていただいて、もっと盛大に、やっぱり全国

にＰＲするようなお祭りにして、それで観光客を誘致するようなことも考えていただけるか

どうか、その辺を伺います。 

  それともう一つ、町長、お祭りの関係ですけれども、地域のお祭りについては、私は地域

の人と相談するとかということも大事なんだけれども、逆に、観光の人たちとか自治体が、

いいお祭りがあればというようなことをＰＲしてあげればいいんですよ。ここの地域にはこ

ういう立派なお祭り、昔から伝統のあるお祭りがあって、こんなことですばらしいよという

ことをどんどんＰＲしてくれて、そこのお祭りの中身をどうしろこうしろなんていうことは

言う必要ありません。だから、よそから来る方たちに、ここにはこんなすばらしいお祭りが

あるということをＰＲをできるだけして、そこの地元のお祭りも盛大になるし、それから観
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光に来たお客さんも喜ぶような形にしてほしいということですから、その辺についてはよろ

しくお願いします。 

  あとは、食べ物だとかそういうものについては、これは昨日の新聞に載っていましたけれ

ども、よその地域でも、函南と伊豆市の商工会のほうで、そこの地域の中で徳造丸さんの伝

統の煮汁なんていうことがありますけれども、こういうものをＰＲしていただいています。

せっかく私どもの町のほうでも認定商品というようなことが、この間の中で商工会のほうと

してやったようですから、その辺を含めて、こういう催しというか、食べ物がこんなものが

あって、ここの名物だということを宣伝をする、あるいはこういう即売会だとか、あるいは

商談会というようなことについてもやっておけば、もっと食べ物についても有名になる可能

性があるもので、そういうことも含めて、ぜひ地域の特性を生かした観光地づくりに自治体

が全力を挙げてやって、強力な力を挙げてやってあげてもらいたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） もうはさみ石に関しましては、商工会長さん再三再四言われている中

で、やっぱり公共がやるとなると相当な金がかかります。これはほとんどもう一般財源でご

ざいます。補助はほとんどありません。そういう中で、大変厳しいということは言っており

ます。本当にすばらしい宝だと私は思っています。 

  そういう中で、稲取のものづくりの方もやってくれておりますし、最近では、商工会の一

部の有志が、そこへおりるまでの階段をつくってくれました。そうやった中で、これこそ民

間がやった中で、最初はもう危険が伴いますもので、そういうことから少しでもいいですか

ら、そういうところに行ってもらって、はさみ石もますます世の中に広がっていく、またい

ろんな面で国・県にも要望できますもので、まず地道にものづくり、そして商工会の一部の

有志がこのはさみ石を何とかしようと動いてきております。 

  しかしながら、現状ではそういう町とかが整備しますと、本当に事故もないようなことで

やらなければなりませんもので、相当な予算がかかりますもので、今そういう状況の中でも、

有志の方たちにはさみ石をやってもらっているのが現状でございますもので、ご理解願いた

いと思います。 

  それから、石曳まつりにつきましては、これは私もまだ議員のとき相当な予算を使った、

相当派手にやっておりました。そのときには、やっぱり一般の町民からはこれをやる必要が

あるのかどうかという中で、私が町長になって、一旦やめたような経緯がありましたけれど
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も、一部のそのやった子供が大人になりまして、それを復活したいという中で、今の石曳が

継続したような現状でございますもので、また町民一体となった中で、石曳まつりで町おこ

しをしようとか、そういう気運が盛り上がったならば、それはそれなりに考えていきたいな

と考えておりますけれども、今の状況は、今の現状の中でやっていきたい、そういうことを

今考えております。 

  確かに言っていることはわかるんですよ。しかし、例えば町がやって、その中で地元と観

光客のトラブルなんか発生した場合、やっぱりそういうことがあったら困りますもので、そ

こはある程度そういうことをＰＲすることもやっぱりあると、地元のまちづくりの人たちに

理解してもらった中で町がやるのはいいと思います。町がお祭りに参加すれば一番いいこと

ですけれども、見ることも大変重要でございます。大変いい祭りでございますので、特に天

王さんの神輿を上げるときのてぬぐいのあれですか、あれ本当に観光的になると考えており

ます。また危険も伴いますもので、やっぱりある程度そのお祭りの執行者側との話し合いの

中で、これは見せてもいいよということを言った中で、これは町はやっていきたい、そう考

えております。 

  当然、さっきのチラシを見せていただきましたね、美しい伊豆の中でも、やっぱりそうい

うことはやっていきますもので、できるだけ町の認定商品、これを世の中に広めたいという、

さっき藤井議員が言った直売所のこともあります。何しろせっかく商工会がそういう町の認

定商品を認定しても、なかなか世の中に出る機会がありませんもので、せっかくいいものが

ありますから、そういうものをＰＲというか、そういう場があったならば積極的に町の認定

商品、これはもう出していきたい、そう考えております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、６番、内山議員の一般質問を終結します。 

  ここで、暫時休憩いたします。午後２時まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５１分 

 

再開 午後 ２時００分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 村 木   脩 君 

○議長（飯田桂司君） 次に、８番、村木議員の第１問、人口減少下における町の政策につい

てを許します。 

  ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） それでは、私のほうから２問通告をしてございます。それぞれ２点ず

つの通告かと思いますけれども、それぞれ一問一答でよろしくお願いをいたします。 

  第１問目、人口減少下における町の政策について、２点について伺います。 

  １点目、人口減少下の中で行政の多様化にいかに対応するか。 

  人口減少は産業にも影響してくると思いますが、その対策についてお伺いをいたします。 

  ２点について、よろしくご答弁をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 村木議員の第１問、人口減少下における町の政策については、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点目の人口減少の中で行政の多様化にいかに対応するかについてですが、東伊豆町の人

口は、昭和50年の１万7,324人をピークとし、平成27年の国勢調査では１万2,624人と4,700

人減少しております。また、国立社会保障人口問題研究所における将来人口推計では、2040

年には7,830人とされ、人口減少を前提とした町政運営を最重要課題の一つととらえておっ

たと以前お答えいたしたとおりであります。 

  人口減少の中では財政規模を縮小しなければなりません。そのためには、当然、支出の抑

制が必要となってまいります。しかしながら、ご指摘のとおり、行政に対する住民ニーズは

多様化し、また国からおりてくる新たな施策も増えてきております。これまで公共施設等を

整備することによりニーズに対応してきた時代もありましたが、今後は、まずソフト面で対

応し、施設整備につきましても遊休施設の活用を図り、また民間活力の導入などコンパクト

な行政運営の能力が求められております。時代の変化に柔軟に対応できる職員の育成と身の

丈にあった財政運営を心がけてまいります。 
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  次に、２点目の人口減少は産業にも影響してくると思いますが対策はについてですが、影

響が危惧されている点については、まず１点目に、町民の購買力の減少による経済の衰退が

あります。個人の購買量のみならず、学校や事業所など法人の需要が減ってまいります。そ

れにより、商店等の売り上げが減少することが予想されます。これにつきましては、定住人

口はもとより、交流人口を増加させることにより町内事業者の売上高の増加を図っていきた

いと考えております。 

  そのためには、集客の核となる施設を開設し、町ににぎわいを生み出して、周辺商店が個

性を発揮した魅力的な施設となることにより相乗効果が生まれ、売り上げの向上につながる

ものと考えております。 

  ２点目には、企業の人手不足の問題であります。 

  有効求人倍率が高くなってきたことは、裏を返せば人手不足であるということになります。

ある宿泊施設では、お客様の予約は入ってきているのに、スタッフが足りず仕方なくお断り

している場合もあると伺っております。 

  地元の子供たちがこの町に残ってもらえるよう、中学、高校のときからインターンシップ

やキャリア教育などを通じて、この町の仕事について理解を深めてもらうことが重要と考え

ております。 

  また、農漁業では、新規就労に対して国からの助成制度が設けられているものの、いわゆ

る跡継ぎが家業を継ぐことに対して援助がされていない状況です。これにつきましても産業

団体連絡会を中心に何らかの助成制度を考えてまいりたいと思います。 

  また、町外からの方に対しては、企業が合同で就職相談会を開催しておりますし、移住定

住を考えておられる方には当然就労先が必要となりますが、そんな方々のライフスタイルに

合った就労形態に整えていくことも、企業と人材のマッチングのためには今後も必要だと考

えます。 

○議長（飯田桂司君） ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） 今町長のおっしゃっていることが正しいんだろうなということでござ

います。 

  今、コンパクトシティ、行政もコンパクト化していかなければならない、そういった中で

その時々のニーズに対応できるような機動性を持ったような行政、こういったものが今一番

各町村求められているのかなという気はいたします。 
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  昨年も250人以上の減少、こういった中で、2040年に七千幾つ、もうこれは現実として、

あと10年もしていくとこの町も１万人。そういった中で、今行政が行ってきたことも時代と

ともに陳腐化していくというか、今の時代のニーズに合わないものになってきているんだろ

うというふうに思います。 

  そういった中で、この人口減少が進んでくるとどのような事業を行ってもその利用者が少

ないというような現象が起きてくると思います。そういった中で、今やるべきことは、２点

目に町長の言っておりました有効求人倍率1.5が４カ月続いているという状況の中で、働き

手がないという問題も出てきている。そういった中で、就職の説明会を開いても、都会の人

が来てこの町で暮らしていくということは、なかなか長期の視点に立っても難しいのかなと

いう気がいたします。 

  そういった中で、この行政の、今町長がるる言いました補助制度、これらについてもやは

り今までは婚姻に幾らとか、そういうこともやってきました。そういった中で、今度はよそ

から来てくれた方に補助していくとか、いろいろな形があるんだろうというふうには思いま

す。１点目のほうは、施設的なものも総合的に管理して再利用していくとか、そういったこ

とになるんだろうと。 

  そうしないと、次の２問目の問題ですけれども、学校などもこれから空いてくる時代に入

ってくる中で、それぞれにどういう利用をしていくのがいいのか、今から、職員の優秀な方

がいるんだろうから検討していただくとか、また、課長会議とか、そういったプロジェクト

をつくっていただいても結構ですし、町の将来の10年、ここを一つ目指してどういった行政

にしていくのか、あと10年たつと、ここにいる課長さん方のほとんどがいなくなるんだろう

なと。定年延長になればまた別の話ですけれども、今の現況ではそういう時代でございます。 

  私は、町長が言っているソフト面、ここのところが一番重要な部分、このソフトをいかに

考えて今のニーズに合ったものにしていく、これは行政の組織もそうなんだろうなと。私ら

のころには考えられなかった子育て係ですとか、いろいろなものができてきております。こ

ういった中で今の組織がこの町の形態に合ってきているのかどうか、そういったものもこれ

から一つには、一番大きな課題になってくる可能性があります。だから、今職員の方も研修

制度とか、ほかの町へ見に行くというようなこともございませんので、そういったところに

もやはり目を配っていただいて、たとえ行けなくても今インターネットですとかいろんなも

のでいろんな町村のことも勉強できるかと思いますので、ぜひそういったこれからの、今の

現状の町を押さえて、そしてこれから先ここへ対応できるような行政を目指していただきた
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いなと思います。 

  そして、２点目につきましての人口減少というのは、これはもう昨日もテレビでやってお

りましたが、全く今都会でも労働力が不足しているという、これが現実でございます。うち

の町もやはり一次産業も減少していくんだろうと、そして、あとをやる農家の後継ぎもいな

いとか、漁業のほうでもいないとか、そういったことも一つにはこれから町の課題になって

くるのかなと。三次産業についても今までのようなサービスができるのかどうか、こういっ

た今後を左右する大きな問題になってくる。これはもう全国的な問題なんですが、東京あた

りでは３時間働くとか、主婦の力を利用するとか、昨日はマクドナルドでもそういった働き

方を今検討している。たとえ１時間、２時間でも時給で働けるときに働いていただく、そう

いった形態も今つくっているようでございます。 

  そういった中で、我が町はどういうことを考えられるのか。うちの町のそういった産業も

いつも現実として見据えて、そこに対応していく、これらはもう待っていられない最重要課

題かと思います。したがいまして、それらを町が先駆けて検討したり、一つのモデルケース

をつくったり、そういうこともこれから必要になってくる時代になってくると思います。 

  したがいまして、これらについて町長の何か具体的な考え方でもあれば、それを今言った

ようなことで再度お答えをしていただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この行政の多様化は、今後10年間、当然役場の中の機構を改革

をしていかなければならないと考えております。そういういろいろする中で町は対応してい

きたいし、また職員の研修費もありますし、行きたければどんどん行って欲しいということ

を言っておりますもので、職員の意識の高さもあっていいし、また研修も月１回の割合でや

っておりますもので、その辺はぶれないようにしていきたい。 

  最後に、公共施設の管理の問題もあります。これも当然、今後、修繕とかいうのにお金が

かかってきます。その中で、以前、町の行政アドバイザーの南先生は、「この東伊豆町には

財政を圧迫するような大きな施設はありませんからいいですね」ということは言われており

ます。隣町の一部では大きな施設、ああいうものは町にはありませんもので、財政を圧迫す

るような大きな施設がありませんもので、その辺は町はありがたいと考えております。これ

から公共施設をいかにやめていくとか、そういう町民のニーズをやった中でいきたいと思い

ます。 

  一番は村木議員が言ったように、やっぱり学校ですよね、学校をいかに活用するか。私、
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以前、防災の対策の建物を別個に、最低限の役場の行政ができるような建物を企画いたしま

したが、議会皆さんから、そういう空き学校を活用した中でそういうこともできるのではな

いかと。いろいろ考えていきたいと思いますので、また村木議員からいろんないいアイデア

がありましたら提案していただければありがたいと思います。 

  次に、ここのところ人手不足も本当に深刻でございます。町としては一つの試みとして、

地域おこし協議会の１人の方が、今、農業の中でハウスのほうが後継者不足ということで、

ハウスの後継者がいなければ、そこを借りてやろうかなという試みもしております。そうい

うことで去年からいろんな面を考えておりますので、そういうことはやっていきたいと思い

ます。 

  一番はやっぱりインターネットを使った中、サテライト的なものをこの町につくって、そ

ういうことも一つありかなとは頭の中で考えております。基本的には、この町に企業さんが

来てもらった中でやればいいけれども、この町の立地条件からいってなかなか企業は来ませ

んもので、そういうインターネットを使った中での町おこしとかをやっていきたいと思いま

す。これはある程度、地域おこし協力隊の方にお願いしながら、そういう方向もやった中で、

これはまた一つの空き家対策にもなってくると考えておりますもので、そのようなことはや

っていきたい、そう考えております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） 今、町長るるおっしゃっていただきましたけれども、行政の多様化は、

本当に私らの若いころに勤めていた時代と全く違ってきているなというのが周知の事実でご

ざいます。そして、職員の研修も、行きたいところは行く、まずこの町をよく知って、そし

て研修いただくと。まず町を知ることが一番大事なのかなという気はします。 

  そして、この施設の管理、これらにつきましても使わないものは処分していくというよう

な形にしないと、管理費ばっかりがかかっていくような、今児童公園もかなりありますけれ

ども、本当に人が遊んでいないです。その草を刈る手間だけでも大変なことだと思います。

こういったものを、近所に駐車場がなければ駐車場にしたり、いろいろな形にして使えるも

のは使っていったらどうだろうかと。そして、それらに都市公園ですとか、コミュニティー

の関係ですとか、いろいろな公園の管理が各課にまたいでいるものも一つにしてもいいかと

思うんですよ。都市公園の場合には管理条例とかいろいろございますけれども、一つのどこ
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かで管理をしていく。そして、余りいろんな課で同じような仕事をしないで、中を整理して

一つの管理係をつくったり、そういった形でやっていったらどうかと。そうすれば現業の方

たちもまた利用度が出てきたり、そして財政を圧迫するような施設がないとはいえ、これは

確かにそうなんですけれども、やはり一つには観光的にも使えるふれあいの森ですとか、こ

ういうところはそれなりに残していかなければいけないんだろうと、自然を残さなければい

けない、そういった施設もあります。こういったものは意外と手がかかって、今度の提案で

テニスコート、こういったものは教育委員会のほうでもなくす算段で条例改正が出てくるわ

けでございます。 

  そういった形で、当時はテニスも結構はやっていましたけれども、それはルネッサができ

る前で、ルネッサができてからはもう全くそういったものが使われなくなってきて、今は駐

車場的な使われ方をしている。こういったものはどんどん、私は時代に合った形で利用して

いけばいいというふうに思います。 

  そして、この教室を活用、次の質問にも関連してきますけれども、こういったものは当然

一番大きな問題で、ここの庁舎も地震のときにはどうなるかわからない。そういった中で、

第２の防災対策を行う場所としても、また一緒にやったり、そういうことはいいんだろうな

というふうに思います。 

  そして、産業の人手不足ですか、ハウスの後継者もない。これは私も現実的に、親戚のう

ちなんかもそういう状態でございます。そしてまた今荒れ放題の農地、これらも問題になっ

てくる。こういったものをもう一回再整備して、町が借り上げて、都会から来る人に逆に町

が一枚かんで貸してやるとか、昔の人はいろいろな思いがあって、直接土地を貸すことを嫌

がるもので、農地改革とかそういった時代がまだ頭に残っているんだろうというふうに思い

ますから、町が間に入ってやると。先ほど石垣の話もありましたけれども、美しい集落づく

りというか、そういった農業公園的な集落にしていければいいのかなというふうに思います。 

  そして、企業の誘致、これがまた一番簡単なようで一番大変な仕事なんだろうなと。やは

りこの半島の地理的な不利、どうしても縦貫道ができてきたら今度どうなるのかなという気

もしますけれども、なかなかあの縦貫道が１本できて大企業が入ってくるとも思いませんけ

れども、一つには、そういった配達なんかをするところの拠点がどこにできるかわかりまけ

んけれども、なかなかそれでも大企業の誘致というのは言うはやすしで、何十年もずっと。

むしろあそこの団結の家ですか、あそこもそうした人がただでもいいからもらってくれれば、

特にＩＴ産業なんかは一つの部屋で個人的にもやれるような商売ですから、そういったとこ
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ろでも一つ一つ借りてくれれば、何とか生きようもあるのかなという気はします。 

  そういった形で、本当に今は職員の方大変だと思います。今のこのニーズがどれぐらい続

くかわからない。今インターネットでいたずらして、件数が上がれば金が入るとか、そんな

時代にもなってきていますもので、そういったこともいろいろ考えますと、どこでどういう

ふうに変わっていくのか、僕らの考え方ではもう追いついていかない部分もありますので、

そういったことはやはり職員の皆さんは勉強しているんだろうし、若いし、そういったとこ

ろでこれからのこの町をどうしたらいいのか、まずその辺を、課長会議があるんでしょうか

ら、そういったところでまず企画会議みたいなことになって議論していただければなという

ふうに思います。 

  どれも質問のようで質問でないようなことになりましたけれども、何か答弁ございますか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） ほとんど言ってくれました。それだとこの機構、自分が議員となった

ときと全然また機構も変わってきております。10年先はどんな機構になっているかわかりま

せんけれども、やっぱり一元化、これももっと必要になってくるのではないかと頭では考え

ておりますので、その時代になったら、また議会の皆さんに相談しながら、一番よい方法の

役場の機構改革なんかを提案させてもらいたいと考えておりますし、そういう中で、やっぱ

り役場の職員が率先した中で、今後の将来のこの町がどのような方向になるのか、これは当

然検討してもらわなきゃいかん、これは積極的にまた若手に投げかけた中で検討してもらい

たいと考えております。 

  それには、やっぱり人口減少、産業、これは私、伊豆縦貫道ができたとしても企業は来な

い、無理ではないかと考えております。基本的に、伊豆市は多分企業が来ると思います。そ

れに対するドーナツ現象として、そこに通うような方法のそういうまちづくりしかないのか

なと今考えておりますけれども、どうなるかわかりません、その辺は。来てくれれば一番い

いんですが、なかなか大変厳しいのが現状でございますので、その辺は理解してもらいたい

と思います。 

  さらに、児童遊園のことに関しましても、若いお母さんたち、児童遊園の遊具がどうしよ

うもないものですから提案されて言ってきてくれておりますけれども、もう１カ所に集中し

た中で、そこを十分整備した中で、この児童遊園は申しわけないけれども廃止ではないけれ

ども、もっと有効活用ができればというそのような方向でいきたいなということは考えてお

りますもので、その辺はご理解願いたいと思います。 
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  耕作放棄地、この関係、基本的にうちの町は畑が本当にアクセスが大変なんですよね。や

っぱりある程度また町が中に入るとか、いろいろな方法が考えられると思いますので、その

辺はまた、今議員から提案されたものでその辺は考えていきたいと思いますし、さらに、先

般村木議員から提案していただいたテニスコートが駐車場になっています、それの条例改正

も今回できましたので、この条例改正、今の時代にマッチした中でそういうことをどんどん

やっていきたいと考えておりますので、いろんな面でまた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（飯田桂司君） ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） 今町長が耕作放棄地、ここも一つの課題なんだろうなという気はしま

す。そういった中で、よそからこの町へ来て百姓をやりたいという人は、やはり今結構ミカ

ンの木もそのまま残っていたりするもので、そういったものを大いに活用していただきたい

なと。そして、荒れ果てた農地を見せるのではなくて、ミカンの花が咲いているようなきれ

いな農地になっていただきたいなというふうに思います。これに対して答弁のほうは結構で

す。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、教育環境の充実についてを許します。 

  ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） 昨年の町の出生者は35人と聞いております。このような時期だからこ

そ教育環境の見直しをしてはどうかということでございますが、異常気象の中、学校の冷暖

房などを考えているか。 

  そして、２点目が、生徒数の少ない中で小中学校の統合も将来的に考えているか。 

  この２点についてお伺いをいたします。 

○議長（飯田桂司君） 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） 教育関係ですので教育長から答弁いたさせますが、再質問の中で予算

的な関係が出てきたならば、自分が答弁したいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 
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○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 村木議員の第２問、教育環境の充実については２点からの質問です

ので、順次お答えします。 

  １点目の異常気象の中、学校の冷暖房を考えているかについてですが、現在、当町の小中

学校の保健室、パソコン室など特別な教室には冷暖房エアコンが設置されております。普通

教室においては、夏の暑さ対策として扇風機を設置しておりますが、エアコンは設置されて

いない状況です。 

  ご質問の異常気象という面では、先月、小中学校始業式３日前の８月26日に稲取の気温が

36.4度という観測史上最高を23年ぶりに更新するほどの暑さとなりました。熱中症が心配さ

れるような高い気温の日が増えてきていることを考えますと、子供たちが学ぶ学校や幼稚園

の普通教室においても冷暖房エアコンの設置を考えていく必要があると思います。 

  現在取り組んでいる学校の再編整備と各施設の老朽化対策とともに検討していきたいと考

えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

  それから、２点目の生徒数が少ない中で小中学校の統合も将来的に考えているかについて

ですが、当初、全体の園児、児童生徒数の減少傾向の現状を踏まえ、平成27、28年度の２カ

年にわたり東伊豆町学校教育環境整備委員会において検討が行われ、本年３月に最終答申を

いただきました。 

  その内容は、当町の学校教育における現状と今後10年の見通し、さらにその先の将来展望

についても考慮した検討の結果、学校教育は一定の人数が確保された環境で子供たちのかか

わり合いを重視することが大切である。また、未来を見据え、より地域と一体となった東伊

豆町の教育を目指すべきであるとした上で２つの案が示されております。中学校を統合し、

幼稚園、小学校はできる限り現状を維持する。または熱川・稲取両地区にそれぞれ小中一貫

校を整備するといった内容です。 

  この答申に基づき、これまでに２回総合教育会議を開催し協議を行っております。今後さ

らに検討を重ね、本年度中の方向性の検討を目指しております。 

○議長（飯田桂司君） ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） 今現在がパソコン施設とか校長室、職員室まで入っているのかな、そ

ういった中で、あと少し何だろうなという気はしますけれども、これらについては補助事業

としても多分あるのかなという気はしますけれども、これらについて今は、昔と違って家に
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そういったエアコンのある時代ですので、そのギャップというのは子供の体にとってはかな

り無理があるのかなという気がします。 

  そういった中で熱中症、昔も倒れるのは貧血だとか、いろいろあったんですけれども、私

らのころは家にもない、学校にもないという時代ですけれども、今やはり環境的にも違って

いるし、非常に異常気象というか、とてつもない暑さになってきております。そういった中

で、やはり今の時代に合わせていくべきなのかなと。トイレなんかも和式から洋式に変えた

り、いろいろ家庭の生活様式が変わってきている中で、学校の環境もそういったものに合わ

せていくというのは、先ほど町長にも質問しましたニーズの多様化というか、今の生活様式

に合わせていきませんと、和式の使い方もわからないという子供たちが多いわけですね。そ

ういう中で、見たこともないものを学校へ行って見るわけですから、特に幼稚園なんかは最

初はそうでした。自分ちは洋式なのに、幼稚園に行くとみんな和式が並んでいたりして、そ

こいらが時代の流れなんだろうなと。昔の日本的なものからより今の時代に合った生活様式

になってきている、洋式というふうになっているわけです。 

  そういった中で、いつもうちではわりかし過ごしやすい環境の中で勉強したり遊んだりし

ている子供たちが、学校へ来ていきなりあの暑い中でやっていくというのは、これは大変な

ことだと思うんです。そんなに冷やさなくてもいいわけですから、せめて湿度でも取れれば

というぐらいなもので。私はなぜこれを質問したかというと、10年ぐらい前にスクールニュ

ーディールをやったときに、ペアガラスを入れたわけですね。ああ、これは冷暖房に移行し

ていくのかなという気がしていました。それが一向に進んでこないので、それはまた違った、

どうもこっちが思っているものと違ったのかなというふうに今は思っております。 

  僕らも途中までは入れた記憶があります。ただ、最後に教室が残っている。これをやって

いくには、その２点目にあります統廃合なり、町の学校の将来を先に見据えて整備していく

ほうがより効果的なんだろうなというふうに思います。小中一貫がいいのか、統合がいいの

か、これらは今、学校教育の環境整備委員会の最終答申には10年をということでございます

けれども、これをもう少し早めて５年ぐらいの間に何とか教育環境の整備というものを進め

ていってもらいたいなと。 

  生まれた子供は、昨年35人です。全く衝撃的な人数です。ゼロ歳児が４月末現在で33人、

１歳児が45人、そして２歳児が49人、これは稲取だけじゃないですよ、大川から全部。とい

うことは、大体半分に割っていくと、今５年生ぐらいまでが１クラス、ずっと１クラスでい

くのかな、この子たちはなんていうふうに感じます。 
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  こういう環境の現実を見ていくと、ますますこの町で子供を育てるのを不安に思う父兄も

出てくるのではないのかなと。ですから、少子化対策にしても、やはりそういった環境整備

をきちんとしてやるということが少子化の一つの対策になっていくんではないかというふう

に思います。 

  僕らみたいな年寄りは昔はなんていう話なんですけれども、それはもう現実の話として、

今の生活というのは、親御さんもやはり若い親御さんが多いですから、当然そういう生活は

していないわけです。ですから、そういった戦後の何もない時代から今の時代を生きている

人たちは全く今の様式が合っていないのではないかという気がします。ですから、こういっ

た問題をやはり教育委員会の中でひとつ研究していただきたいなと。 

  そして、10年の見通しということでございますが、こういった環境整備についてはなるべ

く早くやっていただければ。そして子供たちが60人以上は生まれてもらいたいなと。せめて

２クラス、多くの子供たちの環境の中で成長していくというのは、やはり世の中へ出ていく

上では必要ですので、大川小もそういった観点から統合されたんだろうという中で、それを

また一つに統合するのか、小中一貫にしていくのかという問題も出てきております。 

  私たちは２年ぐらい前ですか視察に行った高島市、琵琶湖の、あそこいらは学校は離れて

いても小中一貫にしたり、いろいろな試みをしております。今、静岡でも静浦ですとか、浜

松ですとか、子供の少ないところでそういった試みがいろいろ出てきておりますので、私は、

ぜひこの東伊豆町独自の、県が振り向くような、国が振り向くような教育の改革をしていた

だきたいなと思います。その点について教育長さんの今後の将来展望をお聞きします。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 御意見ありがとうございます。 

  まず、エアコンについてですけれども、村木議員がおっしゃるように、現在、家庭に冷暖

房のエアコンはほとんどの家庭にも設置されて、そういう生活様式になっているということ

はそのとおりだと思いますし、それを受けて、そういう子供たちの生活様式に合った学校の

教育環境を整備していくことも当然必要であるというふうに考えております。 

  本年度、４月１日現在の全国の冷房に関する空調の設備設置状況というものを文部科学省

が調査しております。これは３年ごとに調査は行われておりますが、その結果を見ますと、

平成10年、全国の公立小中学校の普通教室の冷房設置率は3.7％、教室数の中の3.7％に冷房

の設備が設置されていたということですが、本年度、平成29年度、約20年たっておりますが、

本年度の調査では49.6％となっております。ですから全国の教室の数で言えば、本年度は半
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分の普通教室に冷房の設備が設置されているということです。 

  ただ、それは都道府県それぞれの状況とか、気候、年間の気温等そういうことが違いがあ

りますので、北海道で言えばほとんどゼロ％です、0.3％ぐらいですかね。静岡県につきま

しては、本年度の普通教室は7.9％となっています。これは全国で41番目です。静岡県につ

きましてはその気候の状況等、それからこれまでの教育の環境等の考え方とかいろんなこと

があるのかもしれませんが、それほど全国的に進んでいる県ではないんですけれども、ただ、

全国でそのような変化があったということについては、やはり子供たちの生活様式も家庭の

生活様式も変わっておりますし、それから先ほど申したように、高い気温の日、熱中症が心

配されるというようなことが年々と進んできている、そういうことが理由ではないかなと思

っております。 

  本町につきましても、そういう状況から夏の暑さ対策の冷房設備は必要ではないかなと考

えております。 

  ただ、先ほど申しましたように、学校再編を今環境整備の中で検討中であります。村木議

員がおっしゃるように、できるだけ早く学校再編については進めて、新しい教育のあり方、

環境のあり方を示しながら進めていきたいと思っておりますが、そこは環境整備委員会の答

申としては10年先を見通した答申をいただいておりますが、町としては、教育委員会として

はできるだけ早く進めたいというのは、そういう施設設備の環境整備にも合わせていくため

にも必要であるというふうに考えております。それが何年後ということは、ちょっとはっき

りは申せませんが、なるべく早くということは私も同じように考えております。 

  そして、町独自というか、東伊豆町ならではの教育のあり方、そういうものを示すために

も、どのような学校づくりをしていくか、それは非常に大事なことでありまして、町民の子

供さんを持たれている家庭の保護者の皆さんのまず学校の教育に対する信頼と、それからこ

ういう教育を受けさせたいなというような、そういうふうな町ならではの教育の環境をつく

っていくということにつきましても、あわせて学校づくりの中で進めていきたいし、設備の

中でもそのように考えて進めていきたいと思っております。 

○議長（飯田桂司君） ８番、村木議員。 

（８番 村木 脩君登壇） 

○８番（村木 脩君） 教育長さんから大変前向きなご答弁をいただきまして、ともかく状況

が変わってきたということですよね。49.6％、これはやっぱり相当進んでいるということで

ございます。私、私学なんかは大体東京あたりは入っているんだろうなという気はします。
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ただ、私学と公立の教育環境の差も余り芳しくないなという気もいたします。そういった中

で公立も、大変でしょうけれども、そういったことにぜひ追いついていっていただきたいと。 

  学校再編もなるべく早く、答申が出て10年と言わず、10年の間にということでございます

が、それをなるべく早く教育長さんのほうからはやっていきたいというご答弁でございまし

たので、それらをお願いいたしまして、私の質問はこれで終わらせていただきます。 

  どうも前向きな答弁、ありがとうございます。 

○議長（飯田桂司君） 以上で８番、村木議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◇ 鈴 木   勉 君 

○議長（飯田桂司君） 次に、12番、鈴木議員の第１問、歩行中のケガについてを許します。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 元気よく質問しますもので、どうぞよろしく答弁のほどお願いしま

す。 

  今、私の手元に専決処分されました報告内容書が２件あるわけです。この歩行中のけがに

ついての第１問をしていくわけなんですけれども、町道上の転倒事故における損害賠償請求

事件の示談書でございます。この示談書の内容は、事故の原因といたしますと、町道内にお

いて旅行者が歩行中路面に生じていた穴につまずき転倒したという事件と、それから２件目

が、固定が十分でないコンクリートのふたにつまずき転倒したという事件でございます。こ

の治療に要しました経費は、町が管理しております保険会社のほうを通じてお支払いして、

示談が成立いたしましたという、これ報告書なんですけれども、このように観光等で東伊豆

町に来ていただいている旅行者の方々にはきちんと対応していただいておる。当然そういう

形をとらないといけないなと思っていますから、この点について質問するわけではないので

すけれども、このような事件は過去にも、ほかの案件にもありまして、示談で済ましていま

すよという形の中は報告を受けておるわけですけれども、私が伺いたいのは、町民の方が同

様の原因で転倒してけがをしたときはどうしたらよいのかなと思って、今回一般質問をさせ

てもらうわけでございます。 

  町は、区長や住民の要望により安心・安全なまちづくりの一環といたしまして、危険な坂

道、手すりや道路の補修整備などに尽力しておりますことに感謝を申し上げる次第でござい
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ます。高齢化社会になりますと想定外のことが起きます。ちょっとした道路の段差や陥没に

つまずき、救急車を呼ぶような大けがをするかもしれません。 

  このようなとき、町民の方も旅行者同様に町に損害賠償請求ができるかどうかをお伺いす

るわけでございます。 

  １点目といたしまして、歩行中、道路上の不備によりけがをしたとき、相談や手続は町の

どこにしたらよろしいんでしょうか。 

  ２点目といたしまして、事故原因の証拠や承認が必要なのか。 

  以上の点を伺います。答弁のほどよろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 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、歩行中のケガについては２点からの質問ですので、

順次お答えいたします。 

  １点目の歩行中、道路上の不備によりけがをしたとき、相談や手続は町のどこにしたらよ

いのかについてですが、まず建設課に御連絡をいただきます。その道路は町が管理する道路

かそうでないか、道路台帳や現地確認により場所の特定をいたします。事故の発生原因が町

にあると判断した場合、過失割合を考慮に入れて治療費などを支払うため必要な損害賠償の

手続を進めてまいります。 

  次に、２点目の事故原因の証拠や承認が必要なのかについてですが、通常は、どのような

状況で事故を起こされたのか現地において説明をしていただくことになります。事故原因が

特定できない場合や、明らかに本人に過失があると判断できる場合には、けがをされても損

害賠償の対象とならないこともありますので、御理解をください。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 今答弁いただきましたんですけれども、ちょっと私のほうで反復さ

せていただきたいんだけれども、町の町道であるという確認があれば対象になりますよとい

う話でいいのかな。けがをしたときの話です。それがもちろん国道だとか、県道だとかは違

いますよという形なんですよね。それと最後に、けがをした証拠というのか、その現場の説

明によっては対象外になるような形もありますよというのが町長の答弁内容ですよね。 

  私自体も議員生活をさせていただきまして18年になるわけなんですけれども、本当に自分
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としては恥ずかしいんですけれども、今言ったみたいに町民の方がこの示談書にあるように、

こういう大きなけがをしたよというのを私はちょっと聞いたことがないんですけれども、過

去にはあったのかなと思って、その分についてちょっとお伺いをしたいなと思うわけなんで

すけれども、私自体もこの間、ちょっとした役場の前の段差でつまずいて転んだりしたこと

があるんですけれども、幸いそんな大きなけがではないから、もちろん何の手当てをすると

かと、そういう状態ではなかったんですけれども、ご存じのように高齢化が進みますと、本

当にうちの中でもつまずくような、そういう人たちが多くなってくるから、私が心配するよ

うな形というのは起こり得るかもわかりませんもので、説明が申しわけございません、先ほ

ども私、町長が言った答弁に反復しましたけれども、そこら辺が私もよくわからなかったも

のですから、町のほうのどこの課に行ったらいいのか、それとも受付なんかでいいんですか。

そこのところがちょっと聞こえなかったもので。 

  よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは具体的なもので現課から説明いたさせますけれども、私が議員

と町長になって町民の大きなけがというのは、私も記憶にございません。だから多分、ほと

んどないんではないのかなと、記憶をしておりません。 

  私が一番の記憶をしているのは、温泉場の手すりから落ちた経過がありますが、それはあ

る程度頭の中に入っておりますけれども、道路上での大きなけがとかそういうのは、私が議

員になってからも、町長になってからも、そういうことは記憶にはございません。 

  また、担当によれば違うかもわかりませんけれども、私の認識の中にはそういうことでご

ざいます。 

  また、現課のほうから説明いたします。 

○議長（飯田桂司君） 建設課長。 

○建設課長（高村由喜彦君） それでは、鈴木議員にお答えいたします。 

  鈴木議員の質問では、道路においてという表現になっていますので、道路というのは一般

的に建設課、町道が322路線、180キロ近くあります。その路線において事故が起こされたと

いう認識で回答をしております。それが国・県道であるならば、国・県道の管理者である静

岡県またはその管理する道路の管理者が対象となります。 

  それから、全ての町民か町民でないか云々の判断はいたしておりません。それはなぜかと

いうと、事故があった場合は、国家賠償法第２条に基づいて道路に瑕疵があるとか、何かが
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なかった場合については、それは自己責任を伴うという基本原則があります。それに基づい

て町は町村会の総合賠償保険を適用して対応しているという状況ですので、もし事故等のけ

がをされた場合には、保険対応になるかならないかは当然保険会社、場合によっては、難し

い案件等については町の顧問弁護士等を通じて判断をさせていただきますが、まず一報はい

ただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 課長さん、答弁ありがとうね。 

  私たちが心配するのは、町民がけがをしたという自体が聞こえてこなかったというのは、

おかげさんでけがをしなかったのかなという気持ちもあるんですけれども、けがの程度によ

っては、恥ずかしいからいいよとかといって、この町の人間的なものがあろうかと思うんだ

けれども、なかなか率直に、こういうときにここでけがしたからちょっと町に相談に行こう

かなとかというのは遠慮したりしているのかなという気持ちがあるんですけれども、こうい

う機会を得まして、もしこれから想定していないような形の中でけがをしたら、やはり町の

ほうに相談をしていただきたいなというのは、これは町ではなくて、町民の皆様に一言話し

ておきたいなと私思うんですけれども、答弁のほうはどうですか……要らないよね。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、人口減少定住対策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） それでは、第２問、人口減少、定住対策についてもお伺いしたいと

思います。 

  町の人口は減少傾向にあり、平成27年の国勢調査では１万2,624人、20年間で約25％も減

っているというのが統計にあるわけなんですけれども、この人口減少の要因に地域経済の低

迷や少子化の進行などに伴い、雇用の場がないこと、そして多くの若年層が町外に流出して

いることが挙げられておるわけでございます。平成52年には人口が8,400人程度になるので

はないのかなという予想がされております。地域経済の再生と雇用の創出を図ることが私は

急務ではないかなと思っております。 

  ＩｏＴ化が進む現在、数十年後の東伊豆町の社会情勢や経済力、経済状況の変化や人口減

少の推移は計り知れないと思います。それに備えましたまちづくり構想や、若い人材の育成
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が必要ではないかと思いまして、次の点について伺います。 

  １点目、企業誘致は可能なのか。 

  ２点目、若い人たちへの定住対策は十分なのか。 

  ３点目、若い人たちが将来住みたい町とはどんな町なのか。意見や要望を町政に反映させ

たらどうかと思います。 

  答弁のほどよろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 鈴木議員の第２問、人口減少・定住対策については３点からの質問と

なっておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の企業誘致は可能かについてですが、企業誘致に関しましては、当町は地形上、平

たんで広い面積の土地を確保することが困難であること、道路網の脆弱なこと等の問題があ

るため、工場などの建設、物流を伴う産業の誘致は難しいものと考えます。 

  ただ、近年は通信インフラの整備が進み、町内でも光回線が敷設されましたので、ＩＣＴ

関連のオフィスの開設は可能となってまいりました。実際、山間部の町におきましても、実

験的にサテライトオフィスにおいて稼働を始めたケースもあります。町内に点在する空き店

舗や空き家を用いて、そのような企業を誘致することも図るべきと考えております。 

  また、遊休施設の活用として、若者人口の増加が見込める専門学校等の誘致を図ることも

一つの策かと考えております。 

  次に、２点目の若い人たちへの定住対策は十分なのかについてですが、現在、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略のうち、基本目標の２、結婚や出産、子育ての喜びを分かち合える

環境づくりに基づき、結婚機運を高め、結婚しやすい環境づくりを推進するため、若者サー

クル事業、若者交流事業、若者定住促進住宅取得補助金、結婚新生活補助金事業などを実施

しております。 

  それらの対策が十分なのかとのお尋ねですが、どこまでやってもこれで十分だということ

はないと考えておりますので、よりよい施策が実施できるようなお知恵をいただければ幸い

でございます。 

  次に、３点目の若い人たちが将来住みたい町とはどんな町なのか。意見や希望を町政に反

映されたらどうかについてですが、毎年、成人式の際に参加者にアンケートを実施し、町に



－72－ 

定住する意思、住みたくない理由、結婚を希望する年代、持ちたい子供の数、魅力を感じて

いるかを調査しております。これによりますと、今年の成人者は60％が町に魅力を感じてい

る一方、住みたいと答えた方は15.6％、住みたくないが23％、わからないが61.4％でした。

住みたい以外の方の理由は、やはり就職に対する不安が半数を占めており、過去３年間のア

ンケートも同様でありました。 

  もちろんこれだけでは不十分ですので、もっと幼少の段階からこの町のことを知って、ど

のような町になってもらいたいのか考えてもらう機会をつくるため、本年度から地域おこし

協力隊の荒武隊員を中心に「こどもっち」という活動を始めました。今後より多くの子供た

ちが参加し、自分の目や耳で見聞したものを情報発信してもらう活動にまでつなげることで、

自分の町に対する愛着やほこりを持ち、町に対する提言などをいただけるものと期待してお

ります。 

○議長（飯田桂司君） 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す。 

  町長に答弁いただいても、自分の考えであっても、東伊豆町というこの立地の中で新しい

企業を呼ぼうというのはなかなか難しいことだなというのは、私もそれなりには思うわけで

ございますけれども、この町は土地がない、平らなところがない、交通網がよくないとかと

いうそういう中で、ないもの探しをしなくて、今はあるものを生かしていこうよという、そ

ういうのがどこの観光の中でも多いではないですか。 

  私も、また非常識な、奇抜な、突拍子もないことを発言するわけなんですけれども、この

町にはアスド会館があるわけなんですよね。このアスド会館を活用して全国的な工房でもい

いですし、これを活用した企業、そういうことが誘致できないのかなというのを町長にお尋

ねしてみたいなと思うわけです。可能かどうかはわかりませんけれども、一つのアイデアと

して、今、よその町になくて東伊豆町にあるのはアスド会館があるわけなんですけれども、

例の体育館とプールのあるほうと本館とがあるんですけれども、私が言うのは本館のほうの

活用によってはどうなのかなと。その可能性を町長にお聞きしたいなということでございま

して。 

  ２点目といたましては、今いろいろ各種の補助制度や支援制度も町長が申し上げてくれた

んですけれども、総括しまして、一番新しいところですと29年３月15、16あたりの新聞の記

事によりますと、若い人たちの町外の流出防止だとか、何とかしてこの若い人たちの定住対
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策を企画したんだろうと思うんですけれども、農園を活用した出会い創生事業、そういうも

のも行っておるわけでございますよね。 

  それから、同じような時期に40歳未満の夫婦に対する住宅取得の補助金1,100万円が計上

されておるわけなんですけれども、こういう支援制度とか事業計画は、町のほうも若い人た

ちを何とかこの町にとどめたい、河津や伊東に住居を求めることなくして町内に住んでいた

だきたいという一つの目的を持った事業ですから、私はそれに反対するわけではございませ

ん。 

  ただ、お伺いしたいのは、こういう各種の制度や事業は本当に大いに期待をして実施して

いるということがわかるんですけれども、今の現代の人口減少対策・定住対策としての現状

での成果や将来の見通し、このような制度を続けていったときに、今の内容の中を続けてい

ったときにはどうなのかなと。その点についてお伺いしたいし、本当に今やっている形の中

で、私が前回も質問したんですけれども、この町から外に出ていく若い人たちが学校を終え

たりしてＵターンして帰ってきてくれる、そういう期待が持てるのかなと、その点について

お伺いしたいな思います。 

  ３点目については、よく私たちも青少年の主張大会なんかも聞かせていただいたりするわ

けですけれども、ああいう中でも、子供たちも非常に自分たちの考え方というのをしっかり

持って発言しているなというのを聞かせていただくわけなんですけれども、県の賀茂の振興

局ですか、そちらでも小中、高校生のアンケートなんかを踏まえて、賀茂の地域の将来像を

作成したりしているという記事がございます。東伊豆町でも小中、高校生のワークショップ

を開催したりするということがあったのかなと。なければ、これからやっていただくことも

考えているのかなということもあわせて聞きたいなと思っておりますけれども、いかがです

か。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点のアスド会館の関係でございます。これは大変残念な結果

に終わったことも皆さんご存じでございましょうけれども、町といたしましては、まずあそ

こも公共建物になるので一番財政圧迫をしているということでございますから、先般、大変

いいお話があった中で、残念だった。これは町といたしましても大変痛いことでございます。 

  そういう中で、今提案されましたアスド会館の活用ですね、当然それは公募のみならず、

町といたしましても一刻も早くあそこは処分したいところでございますし、さっき村木議員

から言っていただきまして本当にありがたかったです。町としては、何回も言っていますが、
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無償でやってもあそこはもう将来的には必ず財政を圧迫する。現に3,000万かかっておりま

すもので、これが４年でもう１億ですよ。何しろ早くあそこを処分したい、そう考えており

ますので、またそういう話がございましたら、また皆さん方に諮りますので、よろしくお願

いいたしたいと思います。 

  次に、若い人の定住対策これは十分なのか、いろんな検証結果があります。この若者サー

クル事業、こういうことは来ておりますけれども、補助金事業は住宅の取得補助金、今のと

ころは１件あるそうでございます。今、始めて１件ということは少ないかもわかりませんが、

これはやっぱり継続することが必要であろうと考えておりますので、これは継続した中でそ

ういう定住・移住の対策を考えていきたいと思いますし、一たん出た人がこっちに帰ってく

る、そういう方策をしていきたいと考えておりますし、そのためには、今とりあえず一次産

業の方が帰ってきたらある程度お金を助成するなり、長男とかそういう人が帰ってきて定住、

跡取りの方にまた新たに町単独で助成、そういうものを考えていきたいと考えておりますの

で、ご理解願いたいと思います。 

  また、タウンミーティングというのはワークショップですか、これは町独自でやってはお

りませんけれども、今鈴木議員から提案されましたもので、これは必要性があるかなという

ふうに考えております。しかしながら、壇上で言ったように、この地域おこし協議体が子供

を集めて、その子供たちがこの町の情報をいろいろ体験した中で、また発信していくという

中で、やっぱりこういう子供たちがそういうことをどんどん発信していただいて、この東伊

豆町のよい面をどんどん発信していただければ必ずよい結果になるかと考えておりますもの

で、この「こどもっち」に対しましては積極的に支援していきたいし、ワークショップ的な

ことも提案されたもので、これは取り入れていきたい、そういう考えでございます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 先ほどの村木議員さんの質問の中にもありました、出生率が34人で

すよという、そんなことを申し上げては申しわけないんだけれども、僕たちの子供のころな

んか一部落の人数ではないですかね。そういう形を憂いての中で、僕らも何とかしなきゃい

かんなという中で質問をさせてもらっているわけなんですけれども、アスド会館のこの企業

誘致も、この町にもちろん観光産業はあるんですけれども、なかなか今の学校を出て東京の

ほうに学んだり、働きに行った若い人たちがこの町に帰ってこれないという一つの要因の中
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では、やはりほかの、要するに都会的な働く場所がないんだよというのが、帰ってこれない

要因の中にもあるのではないのかと思うわけでございます。 

  そういう中で、今、町長が一つの対策としては苦慮しているような形の中にあるわけです

けれども、このアスド会館というのはね。大きな企業を誘致するという形は一つの考え方な

んですけれども、もう一つの私の考え方の中にはシェアリングハウスとして、あそこ大きな

建物ですから耐震化が要らないような部屋がいっぱいあるわけなんですよね。あれをシェア

リングハウスとして、それぞれ文化を持った人たちだとか、芸術を持った人たちだとかいろ

いろあるわけですよね、そういう人たちを全国的に公募したり、都会でしたらもちろんここ

ら辺でしたら関東圏でいいんですけれども、そういうところに発信して、お使いくださいと

かという形なんかも考えられていないかなと思うんですけれども、これはアスド会館にとっ

てはではなくて、こういうことを実績的にもう実施している自治体があるわけなんですよね。

自治体というか、そういうＮＰＯ法人なんかも立ち上げてシェアリング的な空き家を活用し

て、多くの人たちを都会から呼び寄せて、その人たちについて来るおつきの方がいるではな

いですか、追っかけの人たちとか、そういう人たちがまちの中ににぎやかせ、もちろん活性

化してくれるという、そういうシステムの中でやっているんですけれども、東伊豆町もすご

く空き家が多いんですけれども、空き家といってもただで貸してくれるわけではないわけな

んですよね。アスド会館は、そういう意味では町の持ち物ですから、非常に安易な、安いお

金で貸してあげたりすることも考えられるんではないかなと思って、大きな企業を呼ぶこと

も一つですけれども、そういう小さな人たちにも大勢集まってもらって、自分たちの持って

いるものであそこを生かしていただいて使っていただけるというのも一つの策ではないのか

なと思って町長にお伺いするわけなんですけれども。 

  それから、２点目といたしましては、即効性のあるというのは非常に難しい話なんですけ

れども、できれば私は即効性があれば一番いいと思っています。今やっている事業がすごい

ですよと。先ほど１組成果がありましたとかというのですけれども、こういう形の中が出て

くるという形が、将来的な形の中で、本当に将来を見越してやっている事業だけれども、そ

んなに猶予がある時間なのかなと思うわけではないですか、今やっている施策が悪いんでは

ないですよ、そうではなくて、即効性がなければなかなか、時間ばかりかかっていったなら

ば町の人口の減少の歯どめにはならないような気がしますから、また十分皆さん方で対策的

なものとか、内容の検討をしていただきまして、多くの人たちがこの町に帰ってきたり、ま

た若い人たちが働く場所の確保も、雇用の場もしっかりするような形も施策もとっていただ
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きたいなと思うわけです。 

  それから、３点目といたしましては、今の小中、高校生が考える将来町に住みたいなとい

うのは、私たちの考え方とは違うような気がするわけです。言葉が過ぎたら申しわけないん

だけれども、今私たちみたいな中高年が今まで生きてきた中で将来を考えていく目線よりも、

やはり小中、高校生の子供の目線で将来を考えていくという、それをすぐに実行するのでは

なくて、そういう子供たちの意見もちゃんと聞けるようなサークルというんですか、町とし

てはどういう対応になるかわからないんですけれども、余り僕らみたいな中高年が入らない、

子供たちで本当にフリートーキングできるような、そういう会議ができるようなものを設け

てあげて、子供たちに伸び伸びと意見を出させてあげたらどうかなと。 

  それを実施するかしないか、どういうものがよくて町に取り入れるかどうかは、これは町

長さんの配慮だろうと私は思うんだけれども、そういう意見の言える場というものをしっか

りと設けていただきたいなと思うのが今回の提案ですけれども、いかがですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、アスド会館から一つのシェアリングという提案をされました。や

っぱり町がそういうことを提供するとなったら、これは耐震が多分問題になってくるんでは

ないかと思います。これはちょっと調べさせていただく中で、いざ災害で建物が壊れちゃっ

て、損害賠償になってくると、せっかくいい企画をしても、そういうことがありますもので、

一つの提案としてこれは検討させていただきたい。 

  そのほかに、ちょっと話がある案件も一つ来ております。これはまだ言えませんけれども、

そういう案件も一つありますので、そういうものがなくなった中で検討していきますけれど

も、今、アスドはそういう状況でございますもので、もうちょっとアスド会館については今

の状況で見詰めていきたいなと考えておりますので、その辺はご理解願いたいと思います。 

  次に、２点目の定住対策、これ本当に即効性も大変重要でございますけれども、やはり一

歩一歩、遅くともいいですから、確実にやはり二面で進めていかなければならないと考えて

おります。そういう中で即効性というものはなかなかわかりにくい、役場の職員もいろいろ

考えております。またこれも引き続き考えた中で何が一番いいかということは、それはまた

施策に生かしていきたいと考えています。その辺は御理解願いたいと思います。 

  小中、高のワークショップ、大変すばらしい提案で、これはやっていきたいと思います。

ただ、小学生だけで以前やったとき、やっぱり小学生の子供たちはこの町にディズニーラン

ド的なものが欲しいとか、そういうことが多いですよ。この町の将来をどうやって進みたい
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の、そういうディズニーランド的なものが欲しいとか、そういうこと。小中、高の中でどう

いう意見をあれする、３世代ならどういう意見が出てくるか、これはまた検討する余地があ

るではなかろうかと考えておりますので、これはまた教育委員会サイドと相談しながら、そ

ういうことができればいいかなと考えておりますので、これは検討させていただきたいと思

います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で12番、鈴木議員の一般質問を終結します。 

  ここで暫時休憩します。この際、３時30分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 ３時１７分 

 

再開 午後 ３時３０分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 笠 井 政 明 君 

○議長（飯田桂司君） 次に、１番、笠井議員の第１問、ドローン（無人小型航空機）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。本日最後の質問者になりましたけれども、通告どおりな

んですが２問しておりますので、御答弁のほうよろしくお願いいたします。 

  早速ですが、１問目、ドローン（無人小型航空機）についてお伺いいたします。 

  近年、この無人型の小型航空機（ドローン）のことというのは、ニュース等々でも目にす

る機会が増えてきております。本年に関しましても、九州の大規模災害等々でも活躍をされ

た部分がございます。そこで、町長にちょっとお伺いをいたします。 

  まず、当町におけるドローンに対する町独自のルールはありますかということを１つ。 

  ２点目、災害時におけるドローンの活用の検討はなされているか。 
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  ３点目、観光に向けての活用の検討はいかがでしょうか。 

  以上、お願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 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、ドローン（無人小型航空機）については３点から

の質問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の当町におけるドローンに対するルールはについてですが、最近、各分野で

活用が検討されているドローンについては、平成27年に航空法の一部を改正する法律により、

飛行の禁止区域や飛行の方法など、ドローンの飛行に関する基本的なルールが定められまし

た。現在、町では、国のルールを順守していただくことを原則と考えており、独自のルール

は制定しておりません。 

  次に、２点目の災害時におけるドローン活用の検討はについてですが、近年、被災地にお

いてドローンを使った被害調査が行われ、人が立ち入れない場所などの被害状況確認におい

て有効な手段であることは認識しております。 

  昨年の熊本地震や本年７月の九州北部豪雨など、大規模災害時のドローンによる被害状況

把握では、国交省の職員が発災後３日以内に町の災害対策本部へ市町支援（リエゾン）とし

て派遣されることとなっております。 

  なお、小規模の災害におきましては、職員による対応が可能と思われますので、検討した

いと考えております。 

  次に、３点目の観光等への活用の検討はについてですが、観光への活用としては、おとと

し、昨年の２年をかけて実施した町の観光プロモーションビデオの制作にドローンによる空

撮を取り入れ、非常にすばらしい映像を撮影することができました。 

  今後のドローンの観光面での活用方法としては、イベント等の記録映像の撮影や、ロケ支

援のための資料映像の撮影などのほか、ドローンの飛行体験会や撮影会などのイベントの開

催を考えております。 

○議長（飯田桂司君） 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。 

  現在、町のほうではルールは特別設けていませんということで、航空法を遵守してという
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ことで、航空法のほうには細かく出ていますねというところなんですけれども、この近隣市

町で言いますと、下田市が夏の間、海水浴場の上空等を飛行禁止という形にしております。

こちらは人が集まるという状況も一つだと思うんですけれども、もう一つは、ちょっと詳し

くは聞いていませんが、盗撮等々の問題に絡めたところも考えられるかと思います。 

  当町においてもですが、シーズンになりますと観光客がたくさんおられます。確かに東伊

豆町は人口密集地域ではございませんので、航空法では飛行禁止エリアにはなっておりませ

ん。ただ、熱川の温泉場とか稲取のホテルが密集しているところについて、建物から30メー

ター離れて飛びなさいと航空法では決まっておりますが、近年、カメラの性能が上がってお

ります。 

  そうなってくると、お泊りいただいている方々の状況だったりとか、ビーチで遊んでいた

だいている方々の撮影というものに飛ばされてしまう可能性というのはゼロではないという

ことでございます。そこにおいて、当町として全てを飛ばしちゃだめだよということではな

くて、下田のようにそういう状況を加味してルールをつくるということは検討できていない

のかということと、逆に、熱川だったりとか稲取の旅館さんたちからドローンについての問

い合わせだったりとか、意見というのはないのかをひとつ教えていただきたいと思います。 

  ２点目の災害時におけるドローンに関しては、先ほど町長の御説明であったとおり、国の

ほうが３日以内ということは決めて、今迅速に動ける状況になっております。その中で、小

規模の場合に関してはということで、地域のほうで行わなければいけないような形かなとは

思うんですが、まず、東伊豆町の消防に関しては広域消防になっておりますので、町単体で

消防署に設置するのは難しいと考えております。 

  そこで、私の提案としましては、東伊豆町として防災用もしくは災害、その他用で１台設

置をして、何かあったときにすぐに職員の皆様が、例えば土砂災害があったときに危険にさ

らされず安全なところから状況の把握が瞬時にできるというところ。これ大きく話を膨らま

せてしまうと、お金の部分は非常にかかってしまうんですが、リモートでリアルタイムに情

報がとれるということまでできます。もっと言ってしまうと、大規模災害で稲取と城東地区

が離れた場合、災害時における場合であると、この航空法が地方と自治体であれば特に守ら

なくてもというところがありますので、薬だったりとか、軽いものの災害物資の輸送という

ものにも使えますので、ぜひ早急にご検討していただければと思います。 

  この近くでありますと、静岡県下では2015年に焼津市の災害本部にＤＪＩというメーカー

のものが配備されております。また、本年ですが西伊豆消防署、移転をしましたが、こちら
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にも１台新規で配備されております。この山岳地域等々の部分には非常に有効な手段となっ

ておりますので、ぜひ東伊豆町も設置の検討を前向きにしていただきたいと思います。 

  観光のほうは、町長の御説明でありますプロモーションビデオに活用してきましたよとい

うことがありますが、今後、先ほど体験イベントというのもありましたが、隣の河津町では

もうバガテル公園で動画フェスティバルというものを民間主体でやっております。この中で

は、同じようなのを隣同士でやってしまっても余り意味がないと思うんですが、東伊豆町は

細野高原というすばらしい場所がございますし、実際、インターネットでユーチューブとい

う動画サイトを検索していただきますと、かなり細野高原とか、あと東伊豆町の風車のとこ

ろで飛んでいる映像が確認されます。 

  ここに関してもですが、航空法では特に問題はないエリアだと思いますが、細野高原は実

際「ラジコンヘリ等の飛行はご遠慮いただいています」という看板があったりとか、あとは

風車のほうに関しては、ちょっと映像などで距離的な部分が見えないんですけれども、かな

り近くまで近づいている。使う方々のモラルというのもだんだん、だんだん変わってきちゃ

っているので、その辺で町としてもルールづくりをお願いしたいよと。ルールをつくる中で

観光への利用、先ほど言いましたが、体験イベントだったりとか、例えば細野高原を使った

レースイベント等々の誘致というのをしていければと思うんですが、町長どのようにお考え

かをお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、ドローンの当町独自のルール化、これは考えていかなければな

りません。現に、稲取温泉、熱川温泉各協会からその辺の要望が来ているかどうか現課から

説明いたさせますが、私、熱川のほうの祭りへ行きましたけれども、夜ドローンは飛んでい

ますよ。そして、そのドローンによって結構やっている。そこで規制すると、果たしてその

やつが情報発信できるかどうかね。 

  まず、盗撮というのはもってのほかでございますが、確かにカメラの性能がよくなったか

ら30メーター離れても撮れるとかそういうことも考えられます。私は、基本的には規制をか

けない緩やかな中で町の情報発信をしていただくのは大変ありがたいなと考えております。

この町をいかに情報発信するかということが一番大事だと考えておりますもので、ＳＮＳが

これで拡散することによって町の情報を発信できますもので、ドローンの撮影によってこの

町が大変すばらしいということになる。また情報発信していただければありがたいと考えて

おります。 
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  基本的にはルールをつくらないでいますけれども、当然、温泉場のほうから、こういうル

ールをつくってほしいという要望があれば、それはそれなりに対応していきたい、そういう

考えでございますので、ご理解願いたいと思います。 

  次に、災害時におけるドローン、これはもう前から考えております。大きな災害に対して

は国のほうがやるからいい、小規模な災害に対しては現課のほうで職員が対応するから今の

ところ必要ないと書きましたが、基本的には、西伊豆町は前町長のときにこのドローンに対

しても積極的に買ったと聞いておりますし、そういう中で、人の行けないところはもうドロ

ーンでやるんだと、そういうことまで言っておりましたので、当然私もその考えは大変正し

いと考えておりますので、積極的にそういうことは対応していきたいと考えておりますので、

その辺はご理解願いたいと思います。 

  あとは、観光の活用の検討。これは今言ったように、細野高原、確かに財産管理委員会で

すか、それだけでドローンを飛ばしている、そういう規約があれば、それはそれに沿った中

でそれを守らなければいけないと考えております。 

  また、稲取の町営風車、確かに風車ですから、あんまり近くに行って、その風車に対する

影響、事故が起きたら困りますから、その辺の、そういう事故が起きた場合に対しましては

そのルール化は必要なのかなとは考えておりますが、基本的には、やっぱりドローンによっ

てこの町のよさを全国に発信していただければ大変町はありがたいと考えておりますもので、

原則的にはルール化しない方向で私はいきたいなということでございますけれども、要望が

あればそれなりに対応していきたい、そういう考えでございます。 

○議長（飯田桂司君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（森田七徳君） 先ほど下田市の例をお話ししていただきましたが、下田市に

ついては海水浴場が夏の間規制をしております。また、都市公園９施設、寝姿山自然公園、

爪木崎自然公園、漁港施設が５カ所、吉佐美運動公園、これ全て公共施設でございまして、

下田市についてもホテル、旅館等については特にルール化ということはされていないと承知

しております。 

  また、公共施設につきましても、ドローン独自に条例制定したということではなくて、そ

れまでにある各施設の条例の中の他人に迷惑、または危害を及ぼす恐れのある行為というこ

との規制を使って規制をしております。また、全ての施設において、管理者の使用許可を得

て飛行することは可能となっております。 

  観光関係で言いますと、先ほどのホテル、旅館のほうからこういった相談等はないのかと
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いうような御質問でございましたが、雑談の中で、眺めのいいところにあるお風呂について

はドローンで盗撮されると困るねというような話はございましたが、その後、具体的にドロ

ーンが飛んできて困ったというような御相談はございませんが、今後も各観光協会等と連絡

を密にしながら、問題行為等が発生していないかどうかということをきちんと把握しまして、

要望等があれば、町長が答弁したように検討していきたいということでございますので、御

理解よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 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。 

  ルール化はしないよということで、余り締めてしまってもそうなんですけれども、先ほど

ありましたけれども、今のところ特にないのでということですが、逆に言ってしまうと、先

ほど下田市のお話と同じで、縛るところを先に縛っておいて、そのかわり、そこでとりたい

場合は役場のほうへ申請を出してくださいという形もとれますので、事故が起きてからどう

しようというお話もあるかもしれませんけれども、その前に手を打つというのも一つ手だと

思いますので、こちらのほうも全くもってつくらないよということではなくて、ちょっと検

討をしてくださいということでございます。 

  細野高原のところも、飛ばしちゃだめだよということではなくて、町としては、あの場所

をそういう場所にしたいということで、例えばフライトハウスとか、財産区の方々とお話し

合いを持っていただいて、ルールを示していただいて、例えば先ほど言いましたが、町のほ

うへ届け出をしていただければと飛ばしてもいいよとかいう形に、その申請もそんな大変に

しないでやっていただければいい方向になると思いますので、ぜひ検討のほうをお願いいた

します。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは全て検討ということでやっておきます。 

  一応、細野高原に関しましては、基本的には所有権が財産区に移っております。そういう

中で、町としては要望としてこういうことをお願いしたいということは言っていきますけれ

ども、これが要望でありましても、あくまでも所有権も、使い方も、全て町が使っていても

財産の管理委員会にお願いした中で使わせていただいております。財産区の管理委員会がそ

のドローンに対しましてある程度の規制をかけているならば、町といたしましてもそれに沿
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った形の中でいかなければならないと考えておりますけれども、今笠井議員からそういう要

望がありましたし、町といたしましても、大変細野高原すばらしいところでございますから、

ある程度ルールをつくった中で、また細野高原を活用していただければ大変ありがたいと思

いますので、この辺、また管理委員会のほうに投げかけた中で、どのようになるかわかりま

せん、一応管理委員会に投げかけて検討していきたい、そう考えております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、幼小中学校において地域独自の体験プログラムの検討

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） それでは、２つ目の幼小中学校において地域独自の体験プログラムの

検討についてお伺いをいたします。 

  来年度から大川幼小が熱川幼小に合併をされますが、今まで大川小学校は地域と一体にな

ってイベントとかを行っていた中で、その中で収穫祭なんていうものがあったわけですけれ

ども、１つ目は、熱川幼小に統合した後もこういうすばらしいイベントの継続はしていくの

かどうか。 

  ２つ目、継続していくという中で、していくのかしていかないのかというのもありますが、

今後、地域の独自プログラムですね。体験プログラム等々も含めますが、検討はなされてい

るのか教えていただけたらと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） これ教育関係でございますので、教育長に答弁させますので、よろし

くお願いいたしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 笠井議員の第２問、幼小中学校において地域独自の体験プログラム

の検討については２点の質問ですが、関連がありますので一括してお答えをいたします。 

  １点目の大川幼小で行われていた収穫祭等を熱川幼小に統合後も行っていくのか、２点目

の、今後、地域独自のプログラムの検討はについてですが、来年度、大川・熱川の幼稚園・

小学校が統合し新しい体制で学校・園がスタートします。これまでに行われていた大川幼小

の特色ある教育活動を新しい学校・園体制の中でどう生かしていくかは、統合を進める上で
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の大きな課題であると考えています。現在、具体的な教育内容について両園・両校において

話し合いが行われているところです。 

  御質問に例として挙げていただきました大川幼小の収穫祭ですが、この収穫祭は長年取り

組んできた農耕活動との関連で始まった行事です。農耕活動では、地域の方に指導・協力を

いただいて、田んぼや畑での栽培活動を通して作物を育てる難かしさや喜びを学んできまし

た。そのまとめとして、作物の収穫を祝い、お世話になった方々への感謝の心をあらわすこ

とを目的に収穫祭が計画、実施され、学校、保護者、地域一体となった現在の形となってお

ります。 

  これまでの学校同士の話し合いでは、統合後の熱川幼小において大川の田んぼや畑の環境

を生かすのは距離・時間等の課題があり、日々の学習としての農耕活動に取り組むというの

は難しいと考えています。農耕活動のまとめとしての収穫祭も、同じような形で行うことは

難しいというのが現在の認識です。 

  ただ、幼稚園教育、学校教育の充実のためには、東伊豆町やそれぞれの地域のよさを生か

した教育活動や独自の体験プログラムを考えていくことは大変重要であると考えております。 

  今後、地域の独自性を考慮した教育プログラムについて学校や園、そして地域の皆様と相

談するとともに、東伊豆町教育大綱の基本理念に定めたように、恵まれた自然、伝統・文化、

豊かな人情など、当町の教育資源を生かしながら心豊かな人づくりを目指した教育を進めて

いきたいと考えています。 

○議長（飯田桂司君） 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。 

  来年度以降、ちょっとその畑の問題等々があって難しいという御答弁だったと思います。

ただ、今後、学校教育の独自の体験プログラム等々は必要だという御認識で合っていると思

います。なぜ私はこのような質問をさせていただいたかというと、先ほど村木議員の中、ま

た鈴木議員の中にもありました、子供たちが少なくなっていますという中で、こちらのほう

の地元へ戻ってきていただくためには、町長も言っていましたが、地元のよさ等を小さなと

きから学んでいただいて、そして大人になっても戻ってきたいという心とか意識を高めてい

ただきたいというところであるということで、私もそう考えております。 

  その中で、この地域独自プログラムの検討ということなんですが、本年の平成28年ですか、

29年２月には地域教育振興方針の基本目標にふるさとに誇り、愛着を持つ地域の発展に貢献
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できる人づくりと。学校・家庭・地域が連携し、地域全体で賀茂の子を育てる環境づくり、

３つ目が学校教育、社会教育の魅力化により教育で人を呼び込む地域づくりとなっています。

これは町長も御存じのとおり、賀茂で決まって平成31年までにやっていこうというふうに決

められているものでございます。 

  この中で、当然ふるさとに誇りを持ち、愛着を持ちということで書いてあります。この地

域の独自体験プログラムなんですが、来年度以降、今検討していますよということなんです

が、じゃあ実際問題何をやりましょうという話が出てくると思います。僕が例に出したのは

収穫祭なんですね。確かに熱川から大川の畑に行くのは難しいかもしれませんが、体験農業

的なものを学校のカリキュラムに入れて、熱川だったりとかいうところ全部をやらなくても、

シーズン、シーズンでちょこっとお手伝いをさせていく、それを下の子たちから上の子たち

までやっていくということをしていくことによって、農業のすばらしさ、大変さというのも

話ができる。だんだんそれが中学生になったり、高校生になったときは、それをどうやって

事業化するか、どう膨らませていくかとかいうプログラムもやはり必要だと思います。そう

いうふうな考え方を小さいときからしていくことによって、ああ、こういう勉強をして、戻

ってきて、私は、僕はここの地域でこういうことをしていきたいんだというふうに思ってい

ただく子たちが増えていくんではないかと思いまして提案をしております。 

  また、本年、地域おこし協力隊にはテングサ漁、あとはハウスミカンで人を呼んでおりま

す。こういうところも小学校、中学校もしくは幼稚園かもしれません、というところから体

験をしていくことによって、地元の子たちがそういう職業につきたいと。小学校のうちはお

もしろいのが大多数だと思いますが、中学生、高校生になってくると、それが将来ビジョン

になっていくと僕は考えております。例えば、小学生には夏のときに磯で潜る体験事業があ

ったり、中学生、高校生になれば地元の業者さんと一緒に体験ダイビングをしてみる授業が

あったりという地域独自のそういうプログラム、お金をかけてということではなくて、そう

いうところをして町にこういう人たちがいて、こういうもので皆さんが地域の一次産業を支

えているんだよというのを知っていただくことが非常に大事だと思います。 

  ですので、統合以降こういうイベントがなくなってしまうのは非常に残念だと思いますし、

子供が人数が減っていく中で、今度は人数が少なくなったからこそやれるプログラムという

のは絶対あるはずです。ですので、今の段階から準備をしていただく検討をお願いしたいと

思います。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 
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○教育長（黒田種樹君） 御意見ありがとうございます。 

  まず、子供たちが地域のよさを感じて、その地域のよさを心に持ちながら育っていくとい

うことは、この町の将来にとっても非常に大切であるということは、本当に笠井議員さんの

おっしゃるとおりだと思います。例を挙げて、先ほど収穫祭のお話をしましたけれども、統

合して、その後熱川の幼稚園・小学校となるわけですが、そこでできることというのは、当

然地域のよさを生かした、そして地域の皆様の力をいただいた学校独自のプログラムが必要

だとは思っております。 

  先ほどお話ししたのは、大川ですばらしい行事として行われている収穫祭については、先

ほど述べたような大川の地域、それから田んぼ、畑、協力者等々のことにつきましては先ほ

ども述べたとおりでありまして、全く同じようなことはなかなか難しいというふうに話をさ

せていただきました。 

  ただ、新しく今度は熱川においての学校、幼稚園、今度は大川の地域を含めた学区となり

ますので、その学区の全ての皆さんの力や地域のよさを、また結集していただいて、それを

学校が、あるいは幼稚園がいい形での体験プログラムとして子供たちの教育に生かすという

のは、教育委員会もあわせて責務だと考えております。 

  ただ、今の段階で具体的に大川の例えばこういうところを生かすということは、まだ学

校・園での相談中です。現在は統合するということのほうにかなり力がいっておりまして、

具体的なその体験プログラムのこれをこういうふうにということがまだまだ進んでおりませ

んけれども、来年度すぐにということではないかもしれませんけれども、当然、大川のよさ

もあわせて、大川で蓄積してきた行事や子供たちの体験の教育に生かす、そのすばらしさを

新しい学校でも生かしていきたいというのは当然のことだと思いますので、そのように教育

委員会としても考え、支援して、それから保護者や地域の皆様のお力をかりて、またアイデ

アをいただいて、また新たな形で進めていきたいなと思っております。 

  これまでの統合の説明会等で保護者の皆様、地域の皆様と話した中では、やはり大川のよ

さをぜひ生かしてもらいたいという御意見をいただいておりますので、そういう中では、例

えばですけれども、大川の海に親しむ会というのを大川幼、小ではやっております。１日を

かけて大川の海の親しみ、大川の海で楽しく地域の方や保護者の方と過ごすという行事なん

ですが、例えばですけれども、熱川の学校に通うようになっても、学校全部では行けないで

すけれども、学年を限定して海のよさを体験するとか、そういうことは可能ではないかなと

いうことを、これまでの説明会でもお話をさせてもらいました。ただ、それは具体的に計画
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ができているかということでは、まだ今の段階ではありません。 

  本当に子供たちが町全体の教育を考えても、ここの町のよさをいろいろな体験をしていく

ということで、心に東伊豆町のよさが残る、先ほども申しましたように、この町の全てのよ

さを教育に生かすという面では、農業を含めてこの町で働く方のいろいろなすばらしい皆様

の様子を体験するということは小中、高、幼稚園の子供を含めて必要だと思っています。 

  特に、中学生は将来のビジョンとつながっていくという笠井議員さんのお話は本当にその

とおりだと思いますし、現在、学校教育の中では、中学校はキャリア教育ですね、職場体験

という形で、前にも議会でちょっとお話をさせていただきましたが、さまざまな業種の現場

というか、働いている皆様のところに行って体験をさせていただきながら、それは自然ばか

りではありませんけれども、いろんな働く場の中で、東伊豆町にはこのようなすばらしい職

場があるというようなことを中学生も体験して、自分の将来にまた生かすというようなこと

は教育に取り入れておりますし、あと、本年度は町長からの行政報告にもありましたが、城

東、それから稲取のふるさと学級の子供たちが農業の農園を使いましてサツマイモを育てた

りとか、そういうことで、町の施設やできるだけの環境を使いながら、そういう体験も広げ

ていきたいというふうに考えております。 

  まだまだ十分というわけではありませんので、ぜひいろいろな御意見をいただいて、学校

教育や社会教育、そういう中で子供たちに町のすばらしさを、心に残るような教育を進めて

いきたいと思いますので、また御意見をよろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 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。 

  今、先ほど教育長のほうも前向きに検討をしていただけるというような形で私はとらえて

おります。 

  ただ、先ほどもありましたが、もう人数自体がかなり急激に子供の数が減っております。

昨年やった賀茂地域の将来像、先ほど鈴木議員の中にもちょっと出てきましたが、このアン

ケートを見ますととてもおもしろい結果が出ております。残念なことと言っては何なんです

が、賀茂地域に住んでいたくない児童生徒の割合というアンケート項目の中で、東伊豆町の

中学生女子に関しては、残念ながら先ほどのキャリア教育で中学生が体験をしているよと言

っていますが、90.5％が残りたくないという形のアンケートがもう出ています。 

  残りたくない理由はいろいろだと思うんですけれども、やはり小学校のときのふるさと学
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級という、ちょっと楽しみながらやってくるところから、中学生のキャリア教育、実際の職

業として見たときのこのギャップというのが、どうしても少しあるのかもしれないというの

が私の見解でございます。 

  ですので、どうしても若いうちは都会にあこがれて行きたいよというのもあるんですけれ

ども、その後、じゃあ田舎で何ができるかなというものまで含めた教育理念と体験プログラ

ムというのを町独自にしていただいて、それがすばらしいという人たちが転校してでも東伊

豆町に来て教育を受けさせたいと思わせるぐらいの提案を期待して、質問のほうは終わらせ

ていただきます。 

  ありがとうございます。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 先ほどのアンケートの東伊豆町中学生、特に女子は町に残りたくな

いというような割合が非常に多いということは私も認識をしております。おっしゃるとおり

に、現在行っている教育の中で子供たちの心にどれぐらい町のよさが伝わって残って、それ

をまたもとにして町へ戻ってくるというそういう気持ちにつながっていくかは、なかなかそ

こまで把握をきちんとはできていないというところがあります。 

  アンケートではそのような答えが出ておりますけれども、おっしゃるように、小さいころ、

小学生の時代の楽しめる教育体験あるいはふるさと学級等の体験が、中学生でのキャリア教

育の中での職場体験等とつながっていないのではないかということは、私もそうではないか

なという思いはありますので、その辺のところは教育委員会としても学校とさらに、どんな

ふうにしたら把握できるかということは考えていかなければならないなと思っております。 

  また、御意見をもとに教育委員会、それから学校や幼稚園、いい学校づくりの中で、魅力

的で、東伊豆町で教育を受けたいという方を町内、町外からも増やしていきたいという思い

は同じように私も思っておりますので、ぜひ御協力、御支援をよろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 以上で１番、笠井議員の一般質問を終結します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時０６分 

 

再開 午後 ４時０６分 
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○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◎発言の訂正について 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） すみません、先ほど１番議員のドローンのときに、ちょっと表現に間

違い、また紛らわしい点がありましたもので訂正させていただきたいと考えております。 

  ドローンの中で、山の稲取地区特別財産運営委員会が管理しているところを財産区と言い

ましたもので、海の財産区と間違える可能性がありますもので、その辺は稲取地区の特別財

産運営委員会、これに訂正させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（飯田桂司君） 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 ４時０８分 
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平成２９年第３回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

                     平成２９年９月８日（金）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 

    １．１４番 山 田 直 志 君 

     １）高齢者福祉について 

     ２）農業振興について 

     ３）国民健康保険の広域化について 

     ４）伊豆縦貫道の残土捨て場について 

    ２． ５番 西 塚 孝 男 君 

     １）災害等発生時の消防力強化は 

     ２）海水浴客減少への対策は 

日程第 ２ 専決承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度東伊豆 

               町一般会計補正予算（第３号）） 

日程第 ３ 専決承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度東伊豆 

               町一般会計補正予算（第４号）） 

日程第 ４ 専決承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度東伊豆 

               町一般会計補正予算（第５号）） 

日程第 ５ 発議第 ３号 防災情報システム整備特別委員会の運営経費の変更について 

日程第 ６ 議案第３０号 東伊豆町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定につ 

             いて 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（飯田桂司君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定足数の半数に達しております。 

  よって、平成29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（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 14番、山田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。 

  14番、山田議員の第１問、高齢者福祉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。 

  ４問通告してございますが、第１問、高齢者福祉についてお伺いいたします。 
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  高齢化の進行はとどまることなく進み、町でも高齢化率は40％を超える状況に達しました。 

  高齢化は、人数の増加だけでなく、長寿の方が増えたという一面もあります。そしてこの

状況は、これまで当たり前の生活が当たり前でなくなるという問題に直面しているというふ

うに思います。 

  そこで、質問いたします。 

  まず第１点として、高齢者を単身数または世帯数と人口世帯数に対する割合は、現在どう

なっていますか。 

  ２つ目、足の弱ってきた方また免許返納者にシニアカーの導入は図ってはどうか。 

  ３点目に、緊急通報システムの拡充が必要ではないか。 

  これらについてお考えを伺います。 

○議長（飯田桂司君） 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、高齢者福祉については、３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。 

  １点目の高齢者の世帯数と割合はについてですが、高齢者の世帯数は平成29年４月現在で

2,483世帯、割合は39.8％となっております。そのうち、ひとり暮らしの世帯数は1,525世帯

となっております。 

  ２点目の足の弱ってきた方、免許返納者にシニアカーの導入を図ったらどうかについてで

すが、シニアカーは運転免許証が不要であり、自動車等の運転経験がなくても扱え、買い物

や移動が便利なことから、シニアカー利用者が増えていると考えます。しかし、道路交通法

では車両ではなく歩行者扱いとなるため、歩道を通行することとなり、当町では歩道と車道

が明確に分けられている道路が少ないため、車道を通行しているのが現状であります。交通

事故に遭う可能性も高くなると思いますので、慎重に検討してまいりたいと考えております。 

  ３点目の緊急通報システムの拡充が必要ではないかについてですが、緊急通報システムを

利用している方は独居の方が60名、老々世帯の方が６名、その他世帯の方が２名で、合計68

名の方が利用しております。 

  28年度は２名の方が新規で設置しており、今年度もケアマネジャーなどから設置の要望が

３件あると聞いておりますので、今後の推移を検討していきたいと考えております。 
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○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 高齢化率もそうですが、高齢者だけというかそういうやっぱりお子

さんたちが都会にいて、高齢者だけで生活している世帯の割合というのも大変多いというの

は実態だと思います。 

  そこで町長、今回、２つの点で私は質問したんですけれども、やっぱり私の身の回りでも

そういう方が増えてきたというのが、今回２点取り上げたのは、まず町長が言われた移動の

問題ですよね。町長にバスの問題だとかいろんなことをこの間も質問してきているんですけ

れども、なかなかバスという乗り物の場合、人を確保してまたある程度の大きさのものを動

かすということについてのやっぱり経費がうちの町内の事情を考えると、大きなものをきめ

細かく動かすということについてはちょっと限界もあります。 

  そうしたことの中で、今回ちょっとシニアカーというものについて提案をしているわけな

んですが、実際町長、自分もこの質問のきっかけというのは何かというと、隣の伊東市の池

にお住いの方々、今、５人くらいかな、男の人たちが実はこのシニアカーに乗ってられます。

言われたように、免許返納した方、またそうでない方も１人いらっしゃいます。実際、これ

ここにあれしたのは、この方はこれで来まして、結生の風の奥の田んぼを管理しているんで

すが、この車で来て、草刈機持ってきて、畔の草刈りをしていくんです。ここのおじいちゃ

んはこれは偶然雨の日通りかかったんですが、えっと思って、車をとめて、おじいさんどこ

へ行くんですかと言ったら、野菜もとったんで親戚のところへくれに行くだよという方なん

です。これ利用している方に聞いてみて実際自分驚いたのは、池の人たちは八幡野の国道の

ところにあるマックスバリューまで、あれで往復して買い物もしているんだと。ここに書い

てあるように、八幡野の親戚まで行ったりするという、１キロメートルちょっとぐらいです

けれども、しかしあの坂道を上って移動していくと、こういうやっぱり性能があるというこ

とに実は驚きました。こういうものは私も割と障害者が乗るとか、足のうんと悪い人が乗っ

ているようなというふうにちょっと決めつけて見ていたんですけれども、そうではなくて男

の人もこういうもの使って、田んぼ・畑に行くというような生活を確保しているわけだし、

そういう意味での社会的な生活・つながりというものを生かしているというのが実態として

ある。町内でも稲取でも今１台ぐらい見ますし、白田でも１台ぐらいあります。奈良本も前

はよく１台くらいよく見かけてましたけれども、最近は余り見ない。大川にも１台、２台あ

るかな。割と足が悪い方だよねというふうに先入観持っていたんですけれども、どうもそう
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いう活用の仕方だけじゃなくて、かなり利用できる面もある。 

  確かに町長言われたように、今日も朝日新聞なんかで事故もありますよという指摘もあっ

たのも事実で、これは多少の講習等も必要な側面もある。ただしかし、買い物に前から言っ

ているように、足が弱って買い物にも行けないんだとか、友達のところにも行けないんだと

いうような状況の人が増えていく中で、やっぱりこういうものの導入というものについては

実際男の人でも活用しているということを考えると、検討する大いに価値があるんだろうと

私は思っています。 

  例えば、これも導入を検討する上で、一つの僕はポイントは、助成購入補助をするとかい

ろんな形じゃなくて、できれば町が買い上げて、月3,000円ぐらいで貸し出すという、こう

いうやっぱり仕組みが必要だと思っています。というのは、これもやっぱり30万円から40万

円ぐらいするんです。そうするとお年寄りだと年金で30万円買うというのは、何年乗れるか

というようなことを考えたりすると、非常にやっぱり高いハードルがあります。そうじゃな

くて元気なうち使う。元気じゃなくなった場合、変な話ですけれども、介護支援等また要支

援とか介護になった場合でも、健康であれば、動かす能力があれば介護用品として活用でき

るという側面もあります。なので、やっぱり購入をお願いする、またそれを支援するという

よりは、30万円ぐらいのを買って、変な話が3,000円ずつ月、町が利用料取っても、年間３

万6,000円、10年使えば36万円で、極端に言えば元を取るような。その間にやっぱり整備点

検とかバッテリーの交換というのが１点入りますけれども、こういう形である程度やって、

ちょっと今足が弱ってきた、免許、車取り上げられちゃって、行きたいけれども電話で何か

ものを済ませているよというお年寄りのところが、移動ができるというそのことも通じて社

会的な関係が豊かになることによって、町長言われるような高齢者のやっぱり笑顔が生まれ

てくるということではないかと。まさに池のそのお年寄りたちは自分で、車を取り上げられ

ても畑に行き、畑を管理し、こういうことをやっぱりしているわけですね。この辺をぜひお

考えいただきたいなというふうに思います。 

  ２つ目の緊急通報システムの問題ですが、やっぱり町長言われたように、68基、購入して

いるので69基ですか、決算で見ると。やっぱり単身世帯とか高齢者世帯の状況という数から

考えてみても、やっぱり必要としている方がもっといるんじゃないかな。というのは、介護

のいわゆるケアマネからの問題ということじゃなくて、例えばやっぱり高齢者になって、心

臓だとか持病を持っていて、万が一のときの心配というのがやっぱり高齢者の方々の中には

いっぱいあるわけです。 
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  やっぱり中に聞いてみますと、この移動ができない、買い物や何か不自由だろうというこ

とと、同時に万が一のときに親や兄弟がというようなことが理由となって町民を都会やどこ

かへ自分の近くへ住まわせたいということで連れてってしまうということは実際例としてあ

るわけです。介護というところに至らなくても、持病を持ったりしてそういうことを通じて、

やっぱりまた本人も安心だけれども、家族も非常に安心だという状況に至るわけで、今やっ

ぱり高齢者の世帯状況を考えて、今のやっぱり町が整備している数は少ないんじゃないかな。

もっとやっぱりこの点を町内、昨日も移住・定住というような課題があったわけなんですけ

れども、そういう中で、こういう環境が整わないことで町民の方が都会へ連れ去られるとい

うような、余りにも親を置いていけないよとこういう環境であっては、やっぱりならないの

かな。そういう点ではこの緊急通報システムを整備をしていく、そういう方々へのまた都会

にいるお子さん、兄弟へも安心感としてやっぱり整備していくというのが、１点、私は必要

じゃないかなと思いますが、いかがでしょう。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） このシニアカーですか、私も奈良本で見た。これ大変便利だなという

ことは、そのとき感じました。その方々、本当、山の奥なんです。山の奥からやっぱり下り

てきて、また帰っていく。これはもう大変いいことだなと思ったので、今、山田議員がこう

いうことを提案されました。 

  それと、やることはやっぱり一番安全性の問題。やっぱり、特に稲取地区の町内のいろい

ろ狭くて、ちょっと車両大分多くなってきますので、その辺をどうやってクリアするかとか、

やることは大変いいことだと私は考えますが、その辺をまず検証した中でやらなければ、こ

れはちょっと事故が起きた場合、また町いろんな責任があってきますもんで、それは検討さ

せていただきたいと思います。その中で、本当、これを使って行動範囲が広くなりまして、

その生きがいに通じる、これは本当にいいことでございますから、その辺はまたちょっと検

証させていただきたいと思います。これは本当、八幡野の人も本当引きこもらないで社会復

帰などいろんなことできるもの。これは本当、年をとってからの生きがいにもなりますので、

これは大変いいやつだなと思います。これはちょっと検討させていただきたいと思います。 

  次に、この緊急通報システム。これが山田議員から出てからちょっと担当呼んで聞いた中

で、要するにこれを使う人が少ないという言い方おかしいですけれども、やったらどうかと

一応言いましたけれども、一昨年にちょうどゼロなんて言ってました。28年度が２名、そし

て３名。そういう中で、今、スマホでもすぐ119番通報できるなんてことも、担当も言って
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おりますので、私もこれはもう必要ないと考えている中で、担当、現場がそういうようなこ

と言っておりますもんで、これはまた再度検討した中で、どのような方向が一番いいのかと

いうことは検討した中で対応していきたい、そう考えております。御理解願いたい。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 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、シニアカーの問題なんですけれども、実はここへスズ

キのやつを表示させていただいたんですけれども、別にスズキの宣伝マンじゃありません。

というのは、町内の２つの事業所でこれを取り扱っているということがあるんです。やっぱ

り、今日の新聞でもありましたけれども、確かに町長言われたように、安全講習というよう

な問題。例えば性能的に言うと、平らなところだと時速６キロメートル出るということです

から、かなり人間でいうと速歩きになります。例えば今言われたように、稲取なんかで、時

速６キロメートルで走るとどうなの、それはやっぱり無理があると思います。もうほとんど

２キロメートルとか３キロメートルぐらいのスピードでやってもらわなきゃならないよとい

うのはやっぱりあると思うんです。かなり歩道が整備されたようなところであれば、全く平

らなところであれば６キロメートルで急いでというのもあるでしょうけれども、やっぱりそ

ういう点では、やっぱり地域の町内の事業所なんかでも講習を開いていただいたり、そうい

うちょっとルールというものは必要なんじゃないかなというふうに思ってますし、町内でも

バスや何かほしいよというおばちゃんちも乗ってみたい、触ってみたいというのもあります

んで、今度ぜひ試乗会をやっていただこうかと思っておりますので、また町長もできればあ

れして、特に東や西町の場合、静銀の辺の坂をどのくらいの感じで上っていくのかと。約10

度まで上っていくというか、八幡野から池へ上っていくということを考えると、静銀あたり

は軽々行くし、場合によっては小学校のところから水下あたりまではだってかなりあの辺の

坂も行くんじゃないかなと思うんですけれども、当然、さっき言ったように本当にルールも

必要だし、実際可能性もある。町長、これも御承知のところですけれども、この間、新聞折

り込みされた県民だより９月号ですけれども、やっぱり人との交流が介護の予防にというこ

とで、同居家族以外との交流が週１回未満の場合には要介護になるリスクが高いよと。やっ

ぱりこういうことの意味があるというふうに思っています。 

  ２つ目の緊急通報システムの問題なんですけれども、町長、ただね、スマホの問題は確か

にあるでしょう。ただ、実際は、もう私対象にしているこういうシニアカーが必要な人たち
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とかいうのは、やっぱり実際、仕事はしていませんから、携帯電話を持つということ自体が

やっぱりどの程度所有しているのかなということもあります。それでアプリをやってという

ようなこともあるんですけれども、やっぱりそういう面から考えると、今の通報システムで

あれば、持っていればここで何か異常があったときに、それを押すだけだという、このやっ

ぱり簡単だというところは捨てがたいものがあります。ただ、町の決算の状況を見ても、や

っぱり１台につき約３万円弱費用がかかってます。保守点検とやっぱり利用料というもの。

この辺の問題をどう考えていくのか、これからもっと増やしていくという点で言うと、そこ

がやっぱり私、ひとつ悩みの種じゃないかなと。 

  昔、この問題について質問、大分前になりますが、山田大八郎町長とやりとりをしたこと

があるのですけれども、まだあの当時、30代、40代のころだったんですけれども、この程度、

今、町が観光でもうけているんだから、この程度のことをやれる力はあるんだと。そんなこ

とを一々負担を心配する必要がないと、こういうやりとりを昔はしたんです。ただ、実際の

ところ、保守点検というものは町が持っているわけなんで、そうしてみるとやっぱり実際の

使用料、通信料というふうな部分の一部はやっぱり御負担していただくと、低額でも。そう

いうことなんかもやっぱり今後検討していかないと、ただ財政負担をしていけばいいという

ことではないんだと思うんです。１台につき５万円の機械を貸し出し、保守点検も町がして、

その上やっぱり通信料も何も全部町ということでは、やっぱりこれからの高齢化社会で必要

とする方々にやっぱりサービスは行き届きません。どうしたってやっぱり自分が少なくとも

使っている分野のところの一定はやっぱり御負担していただくという考え方も導入をして、

やっぱり広範囲にやっていくというようなことが必要じゃないかなと思いますが、よろしく

お願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） とにかくシニアカーも町内業者は２業者はやっているという中で、そ

の辺の様子を伺って、現状はどのようなことになっているかとか、様子を伺ってまたこれ検

討していきたいと考えております。 

  本当、やっぱり社会に出ることが介護を防ぐ、これ本当そのとおりでございますもんで、

そのような中でうちの町の老人が元気な方向、そのような方向で施策していきたいと考えて

おりますもんで、シニアカーに対してはその辺でご理解願いたいということ。 

  あとは緊急システムの関係でございますけれども、これ本当、今の人は多分、スマホなど

使う。ある程度の年代になると多分スマホのほうが便利になってくると思う。その切りかえ
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のときまでにいかにやるかと、これはちょっと検討してもらいたいと思います。 

  さらに、本当に前々々々々町長とかとのやりとりの中で、確かに当時は財政がよかったか

ら全部町が負担したという。これからはやっぱり一番いいのは当然町が全額負担するのは一

番いいんでしょうけれども、やっぱり多少の利用者に対しまして負担をお願いするというこ

とはこれからはそういう時代になってくるのではないかと私は考えております。財政豊かで

あればそれはやるのだけれども、本当、税収がどんどん減っていく中で、町政運営大変だけ

れども一部負担はお願いするような、多分そういう可能性が高いんじゃないかと自分は考え

ておりますので、そのときは皆様方と話し合いをした中でそういうような方向でいきたい、

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（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、やっぱり財政負担という問題がやっぱりこれ福祉の部分でも

あると思うんですけれども、その点でも１つは社会福祉基金も決算ベースでみると2,800万

円くらいですか。少ないといっても今、現実に福祉会館をつくるとか、建物形成をするとい

う当座の目標とか目的というものもないわけですから、いろいろ御浄財もいただいている基

金ですけれども、やっぱり町民のそういう暮らしにまたは福祉に役立つ形での活用というも

のも考えられると思われますし、それについても、全額やっぱり町が負担ということだけで

はなくて、一定必要なものも町が提供するけれども実際に使うところ、当然シニアカーなん

かの場合も電気はコンセントからやるわけなんですけれども、当然、一定のその使用料とい

うものは大きくない程度でやっぱりしていくし、この緊急通報システムの今までの考え方と

はやっぱり違って、そういう考え方もやっぱり導入をしていかないと、これから必要な方々

に一定安心できるサービス環境を整えるという点では、ちょっと問題も、課題も非常に大き

いわけですから、この基金の活用と一定の負担をお願いするということも通じて、こういう

ものの整備が図られることを私期待しております。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） やっぱり本当、山田議員言う基金を積めばいいと問題あります。やっ

ぱり福祉に関しても今言ったように、当面そういう蓄えもありませんもんで、当然、基金の

活用もこれから考えていかなくなり、そういう基金を使った中でやっぱり一般財源かなり少

なくなるとか。やっぱりふるさと納税大分多くなった中で、ふるさと納税の活用方法が一応
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ありますもんで、そのふるさと納税を使って一般財源の負担を軽くするとか。やっぱりこれ

からまた基金の活用の仕方も問題となってくると思います。そういうまた基金を活用した中

でまたそういうことができればいいかなとは考えております。 

  緊急通報システムの関しましても、そういうような方向の中でやっていけばいいんじゃな

いかと考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、農業振興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） 次に、農業振興について伺います。 

  端的に、１つ目は耕作放棄地を解消させる取り組みに対する支援というものについて、町

はどういう今状況でありますか。 

  ２つ目に、農業従事者、後継者の不足、農業従事者またはアルバイトも含めてなんですけ

れども、こういう方の不足というものが、今、町内農家でも現実味を帯びてきました。そう

いうところで昔は東北のほうでは、営農お助け隊なんていう言葉もあったり、また私の小さ

いころなんかは山梨のほうからミカン取りに大勢来ていただいたなんていうこともあるわけ

なんですけれども、しかし、今の時代に合った形でその人材バンクがいいなのか、仮称の支

援公社みたいなものがいいなのか、何らかやっぱり町も人材の確保のあり方について考えて

いく必要がもう出てきたんじゃないかなと、こんなことを考えておりますが、いかがでしょ

うか。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第２問、農業振興については、２点からの質問ですので、

順次お答えいたします。 

  まず、１点目の耕作放棄地を解消させる取り組みに対する支援はどういう状況かについて

ですが、国の補助事業として荒廃農地等利活用推進事業交付金と町が東伊豆町農業経営振興

会の後継者部会に対して交付している耕作放棄地対策事業補助金があります。 

  国の交付金は、荒廃農地を引き受けて作物生産を再生する農業者等が行う再生作業や土壌

改良、必要な施設の整備等の取り組みを補助する制度で、過去に１農家が実施し、現在は２
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農家と交付申請に向けて協議をしております。 

  また、町の補助金は、農業経営振興会の後継者部会が自己または会員の農地の小規模な基

盤整備を行うもので、平成24年より継続して実施しております。また、耕作放棄地の未然防

止対策としては、中山間地域等直接支払制度を活用した農家への補助支援も行っております。 

  ２点目の農業従事者の不足に対する営農お助け隊や人材バンク、（仮称）支援公社などを

設けてはどうかについてですが、収穫期を中心とした繁忙期における農家の労働力不足は、

以前より生産者の方々からお聞きしております。全国的にも農家の安定経営及び経営規模拡

大に向けた課題の１つとして挙げられております。当町の農家の労働力確保の現状は、シル

バー人材センターの活用や、親類・知人への作業依頼を中心に行われており、近年では農協

職員による農家支援も行われているとのことです。今後の対応につきましては、伊豆太陽農

協はもとより、農業経営振興会などと協議の上、よりよい方策を模索してまいりたいと考え

ております。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、大体そういうことなんですけれども、このところにも国の制

度のほうは張りつけてはあるんですけれども、やっぱり私は前から言っているように、うち

の場合、特に静岡県の場合は耕作放棄地といってもほとんどがやっぱりミカン畑だというこ

とですよね。だから国のやっている普通に言えば、大多数、田んぼを想定しているんだと思

うんですよ、国の制度は。そうするとやっぱりミカンということになると、木を切るのはと

もかく、やっぱり抜根をしていくと。どうしてもユンボや何かやらないと、人力ではやっぱ

りかなわない。それはそのまんま経費の増加ということも出てきます。この部分でのやっぱ

り上乗せというのが、当然町も検討していかなきゃならないし、県も含めてもっと上積みを

していただく必要があります。 

  もう１つは耕作放棄という言葉がいいかどうかあれですけれども、この耕作放棄されてい

るやっぱり原因は何かというと、当然、農産物が安いからとかいうことで話していくんだけ

れども、もう一方の問題は、やっぱり軽自動車や何かの入らない段々畑で作業がしづらい。

こういうことがやっぱりあるわけで、そうしますと今後の問題で言うと、その抜根も大事な

んだけれども、やっぱり圃場内道路の整備であったり、昔で言えば生コン支給をもうあれは

３軒の農家とか一定の基準があったんだけれども、やっぱりある意味、１軒の中でも活用す

るみたいな形で、道路整備というのかそういう基盤の整備をして、機械化が図れるとかしな
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いと、機械化が図れるような道路がなかったら、言えば抜根するためにもユンボも入らない

とかね、こういうところもあるんですよ。これらについてやっぱり考えていく必要があるん

だと私は思っています。 

  もう一つの問題は、農家の支援策、本当に町長、この繁忙期だけだというところがあるん

ですよね。だから、カーネーションや何かでも、一時期は忙しいんだけれども、一時期は余

りいらない。でもやっぱりアルバイトであっても今、働いている人は１年間働けるような環

境というものもやっぱり必要なわけですよね、生活していく上では。いろいろこれ調べてみ

ると、１次産業の中で、今新規の就農者が増えている分野というのが２つあるんですよ。１

つは林業者。この分野は増えているんですよ。林業者が増えているというのは、３分の１ぐ

らいは森林組合。そのほかは林業者ですよ。もう１つは農業雇用従事者です。いわゆるこれ

は農業法人等に対して就職して働くというパターン。これがやっぱりあるんです。だから、

自営として即若い人が自営化していくかというと、ここのところがやっぱり今、若い人が就

農するところにおいてやっぱり課題なんだと思うんですよ。 

  農林水産省なんかの統計でも、なぜ就農が問題、困難なんだろうかというと、やっぱり第

１に所得が安定しない。第２は農業技術が未熟であるということを考えると、やっぱり農業

自分でひとり立ちするよりも、農業というものに対しては関心があって係わりたいんだけれ

ども、やっぱり不安定な道ではなくて、できればやっぱり給料ももらい、休みもあり、年金

などちゃんと保障がされている、こういう労働環境というものがあれば、林業であれ農業で

あれ若い人は来るんですよ。やっぱり何でもかんでもやっぱり自営でひとり立ちして頑張り

なさいといってもそれをやれる人やれない人がいる。そう考えてみますと、やっぱりそうい

うことで先ほど私、公社みたいなことも言ったんですけれども、これ質問を考えながら、と

いうよりはもしかしたら農協や町なんかも出資して農業生産法人あたりをつくって、いろん

な形である程度人数がいれば、あるときは花の支援行ったりとか、自分たちでベースの作物

をやりながら、あるときは例えば一番ある面お金を考えると、例えば、絹さやをある程度ベ

ースにやりながら、空いている時間もありますから、空いている時期にハウスみかんのお手

伝いに行こうとか、一定の管理はあるんだけれども、１軒ではできない、１軒の家族ではで

きないことがある程度数が重なることによって、作業を通年ベースでやり、年間通して収益

を上げていく、そしてある程度の補償をして雇用をしていくというようなプログラムという

ものはかなり多角経営をある程度人数でやることによって、リスクを分散をして収穫の対価

を獲得するということはしやすい部分もあると思うんですよ。この点がやっぱりこういうこ
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とを通じてでも、今、若い人の働き場所といっても、なかなか前回も言いましたけれども、

観光も必要だと思いますけれども、やっぱり観光に対するイメージとかいろんなものもやっ

ぱりまだ私は払拭しきれていないと思います。 

  農業についてもやっぱり自然とともに生きて、朝、日が上って働き、汗を流して働いて、

魅力を感じるものもあるけれども、やっぱり不安定であったり休みがなかったりじゃあ、や

っぱり若い人は来ない。そういうときにやっぱり町や農協何かが後ろ盾になっていってやっ

ぱり安心できる労働環境をつくり、やっぱり収益を上げられるようなことをやる。場合によ

っては、放棄した農家の畑を丸ごと借り受けて、農業生産だってどんどんしたっていいわけ

ですよね。例えば、もう大川、北川のほうだとニューサマーなんていうのはいいものを取っ

ていたうちなんかでもほとんどやめちゃって、農家の中でもニューサマーオレンジもこのま

まタイワンリスやなんかも含めて増え続けたら、それこそ幻の産品になってしまうんじゃな

いかというような危惧を持っている方もいらっしゃいますよね。そういうことを含めて、や

っぱり個人の農家ではやれない、しかしそういう耕作放棄地であれ、もうこのままであった

ら耕作できないところ、国や県のやつでは中間管理機構みたいな形もありますけれども、し

かしそれだけではやっぱり補えないと思うんです。いろんな形で国の青年就業資金なんかの

やり方もあるでしょう。ただこれも自営農家への形。だけれども、自営に限らず、やっぱり

若い人をこの町に残し、この町で働ける環境として整えていくというような意味合いも含め

て、私はそういうこともこれから考えて支援していかないと、町長言われたように、シルバ

ー人材センターも人手不足、なおかつやっぱり草刈りを含めてこういう作業に携わってきた

人が少なくなっている中で、その農家支援への取り組みもだんだん少なくなってくる。やっ

ぱりミカンをとったりとか力仕事では対応できない問題も出てきています。そうしますと何

らかの支援の受け皿をやっぱり今考えないといけないのではないかというふうに考えていま

す。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当、山田議員は農業のこと、まさにそのとおりだと考えております。

そのようなこの一番、耕作放棄地ね、これ何とか解消したい、町の一番のあれで、やっぱり

この耕作放棄地があるおかげで有害鳥獣が増えたりしていまして、その解消がまず有害鳥獣

を撃退する一番のあれじゃないかと考えておりますもんで、町といたしましても、その耕作

放棄地に対しましてはもうできることはどんどんやっていきたいと考えております。その中

でも町は農協の青年部に助成しておる中で、やっぱり彼らの話を聞きますと、ほとんど抜根
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するためのあれですよ。やっぱりそういうことを町がやって大変助かることを言われており

ますし、さらにもう一点、今山田議員が言ったようにアクセスの問題。やっぱりせっかく耕

作放棄地だとそこへ行くまでのアクセスが大変だと、トラックも入らないとか言われており

ますもんで、当然これからはそういうこともちょっと検討していかなければならないかなと

いうことは考えております。 

  何しろ耕作放棄地というのは絶対なくす方向で町とやっていきたいと思いますし、この山

をまた農協さんとちゃんと話合いをした中で、この町どのように一番いいかとか考えていき

たい。 

  さらに、支援の関係で、本当、農協のほうが壇上でも言いましたけれども、農協の職員を

送った中で人手不足の解消しているのは現状でございます。その中で私自身感じているのは、

やっぱりこの賀茂郡１市５町の中で見て、うちの町の農業、一番元気がいいと考えておりま

すもので、やっぱりその火を消してはいけないなとは自分は考えております。 

  その中で農協さんが職員を派遣しているだけといいますか、山田議員が提案したように、

それに対してまた町が入った中でその公社じゃないですけれども、それも一つの方法だと考

えておりますもんで、それはまた検討させていただきたいと思います。 

  やっぱり後継者不足というのは、本当に農業に対してこれは本当に課題だということ。今

回も地域おこし協力隊が１人で入っておりますけれども、これも基本的にはハウスの中でや

っぱり後継者がいなくなって、その施設をだめにするのは悲しいし、今までやったものを東

伊豆町でやったものをなくすのは大変だという中で、そういう中で一応、町といたしまして

もそういうことが現状としてあるならば、やっぱり町としてできることはまたそこから支援

したい中で、今回１人地域おこし協力隊にやっていただいておりますけれども、またその隊

員のいろいろ話を聞いた中で、また町がとれる支援その辺をまた検討していきたいと考えて

おりますので、また山田議員もいろいろまた考えも持っているようでございますもんで、そ

の辺はまたいろんな考えをお聞かせ願えればありがたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、後継者不足の問題で言いますと、例えば入谷なんかでも後継

者がいるいるとかと言われているわけですけれども、だけれども実際周りを見渡してみたら、

今、20代の後継者って確か１人しかいないですよ。今、若い子で例えばお子さんが大学等行
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っているという方も何人かいるわけですけれども、私がちょっと知っている限りで言うと、

農学系の大学に通っている人は２人です。かなり40代の今中心になっている農家でもお子さ

んが工学部だとか、そういうところに通っていまして、だからこの先本当に後継者というも

のが生まれてくるのかという問題はかなり深刻です。 

  もう１つは、農協もやっぱりこれどこでも深刻だということになって、伊豆太陽農協も確

か今年度、こないだ総会ですかね、人手不足等のやっぱり不足というのはどの程度なのかと

いう実態調査をやっぱり全組合員を対象にやるんだというような事態に至っているそうです。

その中で、私はさっき言ったようなことで、町も含めてやっぱり自営農家の後継者をつくっ

ていきたいわけだけれども、やっぱりその底辺に農業にかかわる若い人たちをもっとやっぱ

りつくって、農業自身が食料の生産を含め、この地域の国土を環境を守っているというよう

な意味も含めて、本当にやりがいのある仕事なんだというような部分、またそしてそれは魅

力もあり、ちゃんとお金にもなると、こういうやっぱりところで若い人をもっと引きつけて

いく、またそういう雇用の場を確保していくようなことで、底辺も広げ、やっぱり中核とな

るような自営農家も育てていく。やっぱり農協の方ともお話をするんですけれども、やっぱ

り農業新聞や何かから読んでいくと、我が町は自営農家も非常に昔的の経営ですよね。やっ

ぱり今、一部農家の中でも、自分の息子であっても、やっぱり当然青色申告にし、若手に対

しては給料制を図り、また休日を設ける、こういうことを意図して行って、そのためにどう

いう形で収益を得ていくのかというようなことで、やっとそういうことを考えるような農家

もやっぱり模索しながら出てきているわけですよ。ここのところもやっぱり防衛して近代化

を図りながら、やっぱり家族経営も一定限界もあります。しかし、それをどう補っていくの

かということで知恵を出していかないと、自営農家もできないし、またいろんな若手の農業

に対して関心を持てないまま、また当然町内を去っていくと、こういうことにもなりますの

で、あわせてそういう点もよくお考えいただいて取り組んでいただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） やっぱりこの１次産業の発展なくしては町の発展はないと考えており

ます。やっぱりまず後継者の問題、そのまず所得になることはまず第一だと思いますよ、や

っぱり。所得になればやっぱり後継者たちもやってみようかということになりますし、まず

その次は労働条件で今言ったように、本当に朝から晩まで働いて、休みもない、こういう労

働条件はやっぱり後継者としてはこれでいいのかな、当然考えてくると思います。その上で、

山田議員言ったように、家族経営の中でもそういう労働条件の見直しとね、やっぱりこれは
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最低限私は必要と考えておりますし、その辺はやらなければとてもじゃないけれどもますま

す人手不足、後継者不足がいくんじゃないかと考えております。そういう中で町がいかにそ

の人たちに支援でいくかというとなれば、やっぱり今言ったように、ある程度いろんな環境

を整えてやって、この１次産業に携わって、また農業、漁業に携わって本当によかったと、

そういう感情を持てるようなそういう環境づくり、それが果たして公社がいいのか何がいい

のかという中で、これはやっぱり模索した中でやっぱり現場、農協、町、三者、三位一体、

漁協もそうですけれども、三位一体どのような方法が一番いいかの、これから慎重に検討し

ていきたい、そう考えますのでよろしくお願いいたしたい。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第３問、国民健康保険の広域化へ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） 次に、国民健康保険の広域化について伺います。 

  まず、広域化によって、県と市町の役割分担というものがどのようになるのか、この点が

１つ。 

  ２つ目に、この都道府県化、広域化に向けて、国の指示のもと第３回の試算が行われたと。

この試算の中で、町の国保税はどのように算定されてきたのか、この内容をお聞かせいただ

きたいと思います。 

  ３つ目に、この広域化の中で今問題になってくるのが、まちづくりの法定外繰入というこ

とだと思っているんですけれども、これに対してどのように対応されるのか。 

○議長（飯田桂司君） 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、国民健康保険の広域化については、３点からの質

問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の県と市町の役割分担はどのようになるのかについてですが、平成30年度からは、

県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中

心的な役割を担うこととなります。市町は地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、

保健税率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこ

ととなります。 
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  次に、２点目の都道府県化に向けた第３回試算で、町の国保税はどのような算定をされて

いるのか、内容を明らかにしてくださいについてですが、第３回の試算は、平成29年７月末

を基準日とした係数により、算定を行っております。現在、試算中であり、市町への提示は

10月以降になるとの連絡を受けておりますので、現時点では内容をお示しすることができな

い状況でありますので、御理解願いたいと思います。 

  次に、３点目の町独自の法定外繰入に対する考え方はについてですが、国のガイドライン

において、全市町で法定外繰入を解消することが目標とされており、静岡県の国保運営方針

でも解消・削減を段階的に行うことが示されております。当町は本年度より法定外の繰り入

れは行っておりませんので、これを維持してまいりたいと考えております。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、広域化ということで、広域化で県がやってくれるということ

で、かなりの部分で県が役をほとんどやってくれるのかというふうに思いましたら、まあ財

政運営だけで、結局、給付や徴収の部分は全部町に残っていくと。こういう状況でしたよね。

だから、全部やってくれるんじゃないんだというところが１つありました。 

  ２つ目の問題なんですけれども、第３回の試算が非常に大事だというのは、この間、国が

１回２回と試算をしたんだけれども、国保新聞なんかに載った記事で言うと、やっぱり町長

言われたように、法案全体の中では、市町村負担をなくすんだと、法定外繰入をやっていこ

うよという、こういう話はあった。しかし、試算をすると、実際のところ国保の中で限度額

世帯があって、また一方で減免世帯があって、そこのところ除いたら一般会計からの法定外

繰入をよしちゃったら、真ん中の中間層のところへのしわ寄せがものすごいわけですよね。

中にはやっぱり３割４割とか５割６割負担が増えるんだというような、かなり試算も１回２

回目で出て、３回目やってもまだ出ているという話はあるんです、個々にはね。ただ、私が

知っているのは、もう既に当局のほうも通知では見ていると思いますけれども、今年の７月

10日付で、厚生労働省の保険局長がいわゆる保険料算定についてのガイドライン改定につい

てということの厚生省通知が出たわけですよ。結局、この中の第３回試算は、それまでの実

態に合わせた改定ということではなくて、国も一定の費用負担を入れる、都道府県の一定の

負担というものも入れて計算をしたわけですよ。でもしかし、この通知を読むと、しかしそ

れでも激変緩和が必要だという言葉が出てくるんですよ。都道府県、市町に対して一定の激

変緩和をしなさいよという通知がこの中身ですよね、７月10日の通知になっているわけです
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よ。激変緩和をしろと言って、どうしたらいいのといったら、だけれども保険料が上がり過

ぎるから、それを上がらないようにするといったらどこかからお金を持ってくるしかないわ

けで、そうするともう制度として、法律の段階ではそうなっているんだけれども、やっぱり

市町村、都道府県なりの法定外繰入というものをなければ、結局、国保会計というか国保財

政は運営が回らないという側面が今、出てきているんじゃないか。そうすると、この法定外

繰入についてもやっぱりいま一度考えないと。 

  また町長言ったように、まだ公表、連絡が来ないということですから、公表されて連絡が

来た段階で私たちもぜひお知らせいただきたいわけですけれども、そのときにやっぱり考え

てみないといけない。国のほうで国会議員に厚生省の方々、いろんな保険料が国民健康保険

という名前はあっても、隣の町に行ったら保険料上がったの下がったのと、そんなことは言

ったけれども、しかし、この通知でもそうだし、国の国会での付帯決議でも、やっぱり医療

サービスの環境が違うんだから、保険が全て一緒だったら保険料が一緒にしなきゃおかしい

というのもあるけれども、医療サービスの提供の水準が違い、高齢者とか若い人が多いか少

ないかとかというこういう構造の違い、また所得の違いがある中で、国民健康保険というん

だったら、じゃあ全部国がやってくれれば全部均等にいくんじゃないのと。都道府県でやれ

といったって、やっぱり地方ではこういうひずみが出てくるということが一つの問題になっ

ていると思いますので、ぜひ、３回の試算が出た段階で、もう一回やっぱり町長これは考え

ていかないと、町民に大きな負担を、制度の改定によって大きな負担が起きるということに

ついてはそれはいかがなものかなという点はありますし、法定外繰入という言葉を国のほう

は使うけれども、しかしそうしなければ、徴収を含めてやっぱり今まで市町村努力しても、

収納率を上げることができなかったということが、やっぱり実態だと思うんですよね。ぜひ

その点をお考えいただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当、私もこの県がやるということは町の事務負担がなくなると思っ

て、大変いいことだと思いました。実際問題、檀上言ったように、町の業務がほとんど残り

ます。その中で、これはもう国のほうもそういうふうな方向でやってますもんね。これはも

うやるしかない。 

  しかしながら、まずこのある程度町の試算が出たならば、議会は当然、国保運営協議会に

も投げかけた中で、これ対応していかなければならんと考えておりますので、ある程度試算

が出たら、直ちに議会また国保運営協議会を開催した中でこれ対応していきたい。 
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  私、理事をやらしてもらっております。その理事会でもやっぱり山田議員が言ったように、

人口の各年代の差とかそれ果たして一定でいいのかとかそんなことも言いますし、その中で

も本当県が今、苦労しているのが本当わかりますよ。その中で県は一生懸命やっている中で、

10月の試算。一応町としてもできるだけ早く出してもらわないと、町民に対するその啓蒙と

かいろんなことできないし、もう来年の４月にはこれは出るもんで、まず町民にいかにわか

ってもらうかというので、町は早く県のほうにもこの試算を出してくれとは言っておるよう

な現状でございます。何しろ出た段階では町はすぐに議会または運営協議会を開催した中で、

町民に私は知らしめていきたい、そう考えておる。 

  現状いいですか、どういう現状かと、いいですか。 

（「いい」の声あり） 

○町長（太田長八君） そういう現状でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、最後に１点聞きたいんですけれども、この広域化の制度設計

の中では、税徴収の目標値、また目標値を達成することによるインセンティブというのか報

奨金がいわゆる交付金を上げますよとか、やっぱり収納率が低かった場合はペナルティーと

いうのか交付金が下がりますよというような、こういう問題があるんですけれども、収納率

や何かの問題を含めて、東伊豆町は非常に気になるところなんで、報奨金が出るという方向

があるのか、それともやっぱりペナルティーを気にしなけりゃならないというのか、この制

度の中でどちらのほうが気になるところなのか、ちょっとこの点をお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 今回の平成30年度からの改正なんですけれども、こちら

につきましてはペナルティーという考え方ではなくて、努力者支援制度という形で頑張った

市町にお金を上げますという制度になってますので、例えば徴収率が高いところにはプラス

何点、加点がされます。それから、前年度よりも徴収率が上がったところについても加点の

仕方があります。だからいろんな加点の方法がありますもので、そういうものを利用してよ

り多くの国からのお金をもらうような努力というのも必要になってくるかと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第４問、伊豆縦貫道の残土捨て場についてを許します。 

  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） 次に、伊豆縦貫道の残土捨て場について質問をいたします。 

  質問は２点でありますが、事業の概要と今後の展開はどうなっていくのか、また事業の課

題は何か、町としてそれに対する対応、どのように考えていますか。 

○議長（飯田桂司君） 第４問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第４問、伊豆縦貫道の残土捨て場については、２点からの

質問ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の事業の概要と今後の展開はどうなるのかについてですが、この事業は国の直轄事

業であります。沼津市と下田市を結ぶ、高規格幹線道路、伊豆縦貫自動車道、延長約60キロ

メートルのうち、河津下田道路（Ⅱ期）延長6.8キロメートルの事業から発生する、建設発

生土を町有地に受け入れるという内容です。国からは、来年度以降に運び出しを始める意向

と伺っておりますが、その期間やボリュームについては、国と調整中で、まだ確定はしてお

りません。 

  ２点目の問題は何か、町としての対応はについてですが、建設発生土を運搬するダンプの

走行による、交通安全上の問題や町道の損傷、造成工事に伴う騒音・振動の問題、造成後の

雨水排水や盛土の安定などを想定しており、国と積極的に調整を行う予定であります。 

  また、この埋め立て予定地周辺で開催される各種イベントとの調整や、同時期に事業実施

される県営農道の開設、エコクリーンセンターの改修、東京電力の送電線タワーの立てかえ

などと大型事業が重なっており、これらについても各事業者を交え、総合的に工程等の連絡

調整も随時行わなければならないと考えております。 

  町としての対応につきましては、町民の安全・安心を最優先の課題と位置づけ、各事業内

容の把握や連絡調整の迅速化を目的に、協議・交渉窓口を農林水産課に１本化しております。

また、各事業同士の連絡調整のため、担当者レベルでの連絡会を立ち上げさせたところでご

ざいます。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、今の話を聞いていますと、そうしますと今、全協でもお示し

をされましたけれども、総合グラウンドについては既に候補地となったということ、まだそ
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こまではいっていないですか。決定ですか。決定なんですね。わかりました。決定されたと。 

  町長、今言われたような課題の問題で言いますと、大体そういう課題があると思うし、全

協でも出たように、近隣へのやっぱり説明という問題もあろうかと思います。 

  町長今言われなかった点で言うと、やっぱり私、クロスカントリーの利用者、ここへもお

示ししましたけれども、やっぱり町道との関係で言えば、平面交差が２カ所ありますよね。

今言われたような大型事業で、やっぱり大型車両が頻繁に出入りする、町道を利用する。ま

たそうすると、そこでやっぱりクロスカントリーコースを利用している方とのバッティン

グ・危険性というのもやっぱりないわけじゃありません。こういうところについてもやっぱ

りちゃんとした配慮をしなければいけない問題があると思います。 

  町長言われたように、周辺及び施設の雨水また排水の問題というのがあるんですが、特に

やっぱりあの排水は稲取大川へつながっていますけれども、あそこの敷地のところはね。現

状はやっぱりアニマルキングダムまたは打ちっぱなし、またクロスカントリーコース全体の

雨水排水もあり、今回３万平米なり広げるその計画地の雨水排水の問題もある。 

  これが私見ていきますと、あそこに権現様があるんです。あの下の一定のところはコンク

リートで整備されているんですが、上限のところでいうとまだコンクリート整備されていま

せん。特に下のほうの150メートルぐらいは昔の田んぼつくっていた時代のままで、ほとん

どやっぱり上よりかえって狭いです。最後の150メートルぐらいが狭い。そういう点で言う

と、河川のかなりの改良も含めてあると思います。これは建設に対する１つの問題。 

  ２つ目の問題は、今後やっぱり跡地利用でも、この間示されたような問題含めると、維持

経費の増加というものは十分目配りをして、これもし埋め立てて事業が成り立ったとしても、

ここのところよく考えないと、将来的に大きなお荷物をいただくということになりかねませ

んので、この点について十分配慮していただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、クロスカントリーの人たちの安全、当然それは考えなきゃなら

ないことで、もう８月17日に国交省、県、そして東電さん、そして町の観光関係を呼びまし

て、打ち合わせを開きました。そういう中で、毎月１回必ず、今度は担当者レベルで話し合

うということは決定しておりますので、また１カ月に１回、担当者レベルで話し合いますの

で、その辺でまたいろいろな問題点が出たときにはそこで打ち合わせをするとそうなってお

ります。 

  その使い勝手、これは本当、新聞ではそう言いましたけれども、全協でまた決定ではあり
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ませんので、これからいろいろ考えていきたいと思います。さらに私、これ盛土ですから、

盛土の落ち着くまでは一切使う気持ちはありません。やっぱり盛土が落ち着くには最低１年

か２年くらいかかると考えておりますもんで、始まってから１年。その間にこの土地をどの

ように使うかということは多分皆様方と協議した中で、この町にとって使い勝手何が一番い

いかということはこれからまたそれは検討していきたい、そう考えておりますもんで、その

ような御理解いただきたい。 

  何しろこれ本当大変大きな事業でございます。ダンプカーも多分、結構通るんじゃないか

と考えております。当然、高校生の安全問題、そしてまた保育所もありますので、そういう

ことの安全考えなきゃいけない。何してもこれによって事故が起こるのが一番困りますので、

その辺は細心の注意を払った中で国交省との打ち合わせはやっていきたい。そういう心がけ

でやっていきたいと考えております。御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 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45分まで休憩とします。 

 

休憩 午前１０時３０分 

 

再開 午前１０時４５分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◇ 西 塚 孝 男 君 

○議長（飯田桂司君） 次に、５番、西塚議員の第１問、災害等発生時の消防力強化について

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） 私の質問は２問からなっていますので、ひとつよろしくお願いします。 

  １問目、災害等発生時の消防力強化は。 
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  １、団員が少なくなっていく中で、災害時における日中・夜間の各団の出動人員は。 

  ２点目、町職員が団員になっているが、団の訓練や活動はできているのか。 

  答弁お願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 西塚議員の第１問、災害等発生時の消防力強化について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点目の団員が少なくなっている中で、災害時等における日中・夜間の各団の出動

人員はについてですが、災害時等における出動団員数につきましては、災害ごとに出動団員

数が異なりますので、平均で申し上げますと、平日の場合は、二割から三割程度、夜間は８

割程度の参集となっております。 

  次に、２点目の町職員が団員になっているが、団の訓練や活動はできているかについてで

すが、消防団に加入している職員の訓練及び活動につきましては、大規模災害発生時及び公

務で参加できない場合を除き、職務免除により活動できる体制をとっており、団本部、各分

団長の指揮のもと、訓練及び活動に従事できているものと考えております。 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 今、町長の発言ですと、昼間は二、三割程度と言いました。それだと

今、いわゆる訓練、この前も訓練やっていますけれども、いわゆる本当に団員の誰が昼間い

て、自主防とかそういう人たちの連携をとれるのかと、そういうことを踏まえた訓練方式と

いうのを変えていかなかったら、今いる訓練は団が大体出てきてその中でやっている訓練な

わけですよね。だけれども、有事のときは、いる団員が昼間、本当にこの団員がいるのか、

何人いるのかという、各地区がそれをわかって訓練していかなかったら、災害時のときの発

生したときに混乱するのではないかと思うんですけれども、どう思いますか。 

○議長（飯田桂司君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） 今、御指摘の件につきましては、昨年度から消防団に対しまして

少人数でできる体制をとってほしいということで、訓練についてもそのような対応をお願い

しているところであります。実際にじゃあどこまで、先ほど西塚議員からも指摘がありまし

たように、どうしてもまだ訓練の内容が大人数でやっているということは否めないものです

から、引き続き少人数、日中参集できる体制、自分が言っているのは５人程度である程度消
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火活動ができる体制、それなりの技術向上というものを考えていただきたいというふうには

考えています。 

  それと、初動態勢につきましては、今まで火災発生地域の消防団が第一出動となっており

ましたが、今はそれぞれ２個分団、稲取ですと２個分団、入谷と田町で発生した場合につい

ては５分団、６分団。それと西町と東で発生した場合については７分団、８分団という形で

複数の第一出動において複数の分団が出るような体制を本年度からとっておりますので、御

理解お願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） １点、今、西塚議員が言った、その消防団員の日中いる人数の把握、

これは多分必要だと考えております。これは本部の言った中で例えばじゃあ何分団、日中何

人、どのような人がいるか、これちょっと把握していきたいと思いますので御理解願いたい

と思います。 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） やっぱり災害時は１人１人のいわゆるマンパワーですか、力それがや

っぱり１人１人が何を持っているかというようなあるわけですよ。いる地域住民の中にもい

わゆる医療がない北川、大川なんかは、いわゆるナース経験者とか、そういう人たちとかそ

ういうものの連携とかそういうのがやっぱり大災害のときにその地域が生き抜く、３日でも

４日でもそうやって生き抜く力になるんじゃないかなと。そういうやっぱりひとつのつくり

方として、今人を集めるだけの訓練じゃなくて、いわゆるテーブルの上でいろんなことを考

えることもひとつの必要じゃないかと。誰がどの顔が、やっぱり顔が見えないと、この人が

いるんだなとかこの人がいるとか。じゃあ、地域の人じゃこの人がいるよとかという中で連

携をとっていかなかったら、ただいるからと、何人ですよ何人ですという訓練じゃなくて、

顔の見える、おいと言えるような訓練の仕方をしていかなければだめだと思っているんです。 

  そして、２点目に言いました町職員の、団員が少なくなって町職員が団員になっています

よね。そういう中で訓練はしていると言いますけれども、昼間だと役場に役職としています。

けれども夜間はやっぱり地域の安全が確保されて、それから体制に入るということをちゃん

と言っていかないと、みんな履き違えていて、役場の職員は本部に行っちゃうよとかという

ような考えを持っている人もいるから、そういうところのやっぱり地域にいて、地域の安全

が確保されたならそっちに出ていくような体制をしてもらっていくというのは、と思います
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けれども。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 徹底しなければ、これから徹底言っておきますけれども、基本的には

役場の職員は大規模災害のときはもう何があっても役場第一ですよ。しかし、平時の場合は

これはもう団のほうが優先ですから、私も何回も言っているように、時間のある人はできる

だけ地域に戻って地域のことをやりなさいとことは言っておりますもんで、もしその辺がま

だ徹底していなければまた本部のほうに普段の訓練は役場の職員だって一般町民ですから、

その辺は十分使っていただいて結構だと思います。 

  ただ、本当、大災害時のときは申しわけないけれども、消防よりやっぱり町の使命のあり

ますもんで、町の使命でやってもらいたい。 

  それと今回１点、やっぱりはっきり言って今回うちの職員が分団長やっている中で、やっ

ぱり今回分団長も大防災、９月１日ですけれども、出席してくれと要望が来たらしいですね。

今回は出席させましたけれども、基本的にはもう来年以降は、やっぱりいざ大災害が起きた

ときはやっぱり、そういう中では分団長出しているもんで、大災害が起きたときは幾ら分団

長であろうとも、基本的には町に戻ってきて、これが大前提の中で出しておるもんで、私が

一番危惧したのは、時間がだんだん緩やかになっていくと、そういうの忘れちゃうんですね。

やっぱり役場の職員の分団長、当然、地域に帰ってくるんじゃないか、そういう認識がある

と困りますもんで、この辺は大規模災害のときには役場の職員が分団長であろうと、それは

副分団長が指揮を執った中で地域のことはやってもらう。これが大前提の中で役場出してい

るもんで、大規模災害のときはもう役場職員は町のことやってもらう。ただしほかのときの

ことは地域に帰った中で、どんどん地域のことやってもらってこれは結構だと考えておりま

すもんで、その辺のもし認識がなかったならばこれは徹底してやっていきたい、そう考えて

おります。よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） それと、今訓練の中で、やっぱり町外者いわゆる宿泊施設がこれだけ

多くなっているなかで、そういういわゆる地域のところのやっぱり連携とか、そういう訓練

もこれからは必要じゃないかなと思うんですけれども、どうでしょう。 

○議長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 
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休憩 午前１０時５５分 

 

再開 午前１０時５５分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） 防災訓練等の町外者の取り扱いにつきましては、今、町内ですと、

稲取と熱川に防災対策協議会というのをつくっております。そこで観光客等の対応という形

でお願いをしてございます。この自主防につきましては、全国でも珍しい、観光を対象にし

た自主防を設置しているのは東伊豆町だけというふうに聞いております。 

  この自主防の設置につきましては、53年の地震を機に、そういう観光客への対策が必要で

はないかということで、うちの町独自で自主防という位置づけをもちまして対応していただ

いているというふうに考えてます。 

  実際に訓練のときに観光客がどの程度参加しているかというのは、今のところ、うちのほ

うで把握している中では余りないなというのは思っています。ただ、津波避難訓練等におい

ては熱川海岸において観光客がいれば同じように避難してくれということをやっているとい

うのは聞いておりますので、そういう中でそれぞれの観光客に対しては、それぞれの事業所

また防災対策協議会を通じて対応していただいているのかなというのは思っております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、海水浴客減少への対策は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） ２点目、海水浴客の減少への対策は。 

  １、全国的に海水浴の人口が平成19年には2,000万人あったが、今年は750万人と約３分の

１になっている中で、町のこれからの対策はどのように考えているか。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 西塚議員の第２問、海水浴客減少への対策はの全国的に海水浴の人口

が平成19年2,000万人あったが、今年は750万人と約３分の１になっている中で、町のこれか
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らの対策はどのように考えているかについてお答えいたします。 

  日本財団が４月、５月にインターネットで10代から60代を対象に実施した意識調査によれ

ば、10代、20代のうち約６割は「小学生のときに海に行ったのは年１回以内」と回答してお

り、10代が海水浴に行っていない理由では「泳ぐこと自体が好きではない」、「海まで距離

があり時間がかかる」などのほか、「日焼けが嫌」、「海水や海風がべたべたするのが嫌」

といった意見が目立ったとのことで、若者を中心とした海離れの傾向が裏づけられておりま

す。 

  当町におきましては現在、町内唯一の海水浴場である熱川ＹＯＵ湯ビーチでは、ライフセ

ーバーが安全管理を行うとともに、ビーチスポーツ大会を開催するなど、海水浴客に海に親

しんでいただけるような工夫をしております。 

  また、池尻海岸でも稲取温泉観光協会がサザエ狩りを開催するなど集客に努めております。

今年の夏についても天候不順にもかかわらず、砂浜とは違った要素でお越しいただいた方か

ら御好評をいただいたと聞いております。 

  海離れという社会全体の現象を町独自の対策で解決するのは困難だと考えますが、訪れた

お客様にできるだけ楽しんでいただけるような努力については、観光協会を中心に続けてい

ただきたいと考えております。 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） やっぱり町長が言うように、やっぱり若者の海離れ、砂浜の砂が汚い

とか暑いとか。今、都会ではライトアップした大型プール、ナイトプールとかがものすごく

はやっていると。そういう中で、やっぱり私この町で一番あれなのは、砂浜じゃなくて玉石

のある稲取だと志津摩海岸なんかはものすごくいい海岸で、沖へ300メートル行っても水深

14メートルぐらいしかないという中で、やっぱり今、１次産業と観光を結びつけて、前、稲

取観推協で岩山つくったように沖に大きないわゆる育てる漁業、いわゆる100メートルから

幅50メートルの水深２メートルぐらいの漁礁、サザエ・アワビ・伊勢エビの漁礁をつくるこ

とによって、中を波の立たない遊べるいわゆる海、さっき町長が言いましたように、砂浜じ

ゃなくて子供たちがシュノーケリングやったり安心して遊べる海岸、まして近くだといるか

浜みたいに下りやすくというような中で、藤三の堤防をもう少し出すことによって、海士が

漁場までは船をいつも出して行けるとか。そういう中で、いわゆる大きなものをやっていか

なかったら、今、夏になるとお客さんが昔は来たとか、春になると桜とつるしでお客さんが
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来たと。だけれども、今、桜だってそうですし、山に桜の木を植えて、つるしだって無料の

館をつくっていると。要するにみんなどんどん取られていると。そういう中で、やっぱりこ

れは膨大なる計画かもしれないですけれども、そういうのに向かってやっていかなかったら、

この町はどんどんと衰退していくんじゃなかと思うんですけれども、そこのところやっぱり

町と民間とみんなであげて、いわゆるそのどういう方式で国へ県からの予算持って来れてそ

ういう計画ができるのかというのを考えていったらどうかなと思っているんですけれども、

町長の考えは。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） その稲取観推協が計画した模型が２階のロビーの窓側に置いてありま

す。本当これ大変すばらしい計画でございます。私は１日町長室で感心してそれを見させて

いただいておりますけれども、やっぱり今西塚議員が言ったようなことは１つ、町独自の砂

浜ではなくごろた石を使った中での海の活用、これは大変いい意見だと思います。そうなる

とまず漁協さんがどのように考えているか。まず漁協さんのある程度のオーケーもらわなけ

れば、やっぱりつくるのもできませんもので、そういう中でまたこれはすぐにはできません

もので、10カ年なら10カ年かけた中で、これはやっていく。これは有効なまたうち独自の海

離れを抜くような活用方法じゃないかと考えておりますので、これひとつ検討させていただ

きたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） そのつくる漁業というのがやっぱり大切だと思うんですよ。今、稲取

の天草もいわゆる舟がなくなったと。じゃあ、今町外から来てやっていますけれども、やっ

ぱり地元の人たちにもやって。やっぱり天草なんかは波打ち際のほうがいい天草が取れるわ

けですよね、沖より。そういう中で、やっぱり漁協さんがどういうかという中で、やっぱり

だけれどもさっき言ったように、つくる・育てる漁業というものを前面においてやっていっ

たときは、漁協さんだって反対しないと思うんですよ。そういう中でやっぱりだけれども本

当にさっき町長が言うように10年計画かもしれないけれども、それに向かってみんながやっ

ていく、そこに将来があるというような考え方をもってみんなで向かっていかなかったら、

本当にこのままだと町が衰退していくんじゃないかと、観光立町であってお客さんが来ない

ということが一番の問題であって、それに向かって希望、さっき言ったように若い人たちが

ここにいれば稼げるよとか、ここにいれば仕事があるよというようなまちづくりをしていか
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なかったらだめじゃないかなと思っております。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 私は、そういう大変すばらしい提案だと、そのとき常々言っているも

う今本当に河津桜にみんな頼っております。やっぱり河津桜もいずれだめになるよと再三再

四言って、そういう中で東伊豆町が河津桜がなくても東伊豆町にくるようなそういう文化そ

ういうイベントじゃないそういうことをつくりなさいということは再三再四言っていますけ

れども、まだまだ河津桜さんからお客が来るもんで、まだせっぱ詰まったという感じが私は

していないんですよ。やっぱりそこは強くもっと言った中で、河津桜だってもう10年先どう

なるかわからないから、それに頼らない観光地づくりやらなきゃいけない。やっぱり四季を

通じた中で、やっぱりこれからもつるしもやれば、つるしはまだまだ知らない人が大勢いま

すから、これはその啓蒙の仕方でまだまだ私は伸びると考えております、やり方によって。

そして秋は細野のススキがありますよね。やっぱり夏は観光シーズンは海水浴などの海離れ

が進んでいると。一番今まで弱かったのが、こっちに砂浜が熱川しかなかった。これが一番

弱かったんですけれども、それを逆転にとった中で、今、西塚議員が言ったような方向でそ

こが活用できれば、それはそれなりに東伊豆町の魅力になると感じますもんで、そういうま

たいろいろな中で話し合いをした中で、観推協、町、いろんな含めた中でこれ話し合う余地

はあるかなと考えておりますもんで、その辺はまたそういう方向で話し合いは持ちたいとは

思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、５番、西塚議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◎日程第２ 専決承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年

度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）） 

○議長（飯田桂司君） 日程第２ 専決承認第４号 専決処分の承認を求めることについて

（平成29年度東伊豆町一般会計補正予算（第３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専決承認第４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６月21日の大雨の影響により被災した町道５路線、６

カ所の崩土や倒木及び補助災害の対象となる町道湯ノ沢草崎線について、早急に修復復旧す

る必要が生じたため、平成29年度東伊豆町一般会計補正予算（第３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（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいま提案されました専決承認第４号 専決処分の承認を求め

ることについての平成29年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）について概要を御説明い

たします。 

  平成29年度東伊豆町の一般会計補正予算（第３号）は次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ303万4,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ47億7,932万2,000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。 

  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303万4,000円を

追加し、２億6,734万8,000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303万4,000円の増は、今回の補正における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。 

  10款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、１目道路橋梁災害復旧費、補正前の金額

に303万4,000円を追加し、887万6,000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湯ノ沢草崎線測量設計業務委託料140万円の増につきましては、６月21日
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の大雨の影響により被災した当該路線の路肩崩壊の災害査定に係る測量設計業務委託料の増

額措置であります。15節工事請負費、細節１災害復旧工事163万4,000円の増につきましても、

同じく大雨の影響により被災した町道５路線、６カ所の崩土や倒木除去のための工事請負費

の増額措置であります。 

  恐れ入りますが、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47億7,628万8,000円に303万4,000円を追加し、47億7,932万

2,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額47億7,628万8,000円に303万4,000円を追加し、47億7,932万

2,000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、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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４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（飯田桂司君） 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５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年

度東伊豆町一般会計補正予算（第４号）） 

○議長（飯田桂司君） 日程第３ 専決承認第５号 専決処分の承認を求めることについて

（平成29年度東伊豆町一般会計補正予算（第４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専決承認第５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、前回の補正予算第３号における町道湯ノ沢草崎線の設計に

基づき、公共災害分並びに町単独災害分の災害復旧工事を実施するため、平成29年度東伊豆

町一般会計補正予算（第４号）を処分したものであります。 

  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（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいま提案されました専決承認第５号 専決処分の承認を求め

ることについての平成29年度東伊豆町一般会計補正予算（第４号）について概要を御説明い

たします。 

  平成29年度東伊豆町の一般会計補正予算（第４号）は次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ880万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ47億8,812万2,000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。 

  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880万円を追加

し、２億7,614万8,000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880万円の増は、今回の補正における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。 

  10款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、１目道路橋梁災害復旧費、補正前の金額

に880万円を追加し、1,767万6,000円といたします。事業コード１道路災害復旧事業、15節
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工事請負費、細節３町道湯ノ沢草崎線災害復旧工事公共災害580万円の増、並びに細節４町

道湯ノ沢草崎線災害復旧工事町単災害300万円の増につきましては、先ほどの補正予算（第

３号）により実施した設計に基づき、工事請負費を増額措置するものであります。 

  恐れ入りますが、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47億7,932万2,000円に880万円を追加し、47億8,812万2,000

円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額47億7,932万2,000円に880万円を追加し、47億8,812万2,000

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、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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５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（飯田桂司君） 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 専決承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年

度東伊豆町一般会計補正予算（第５号）） 

○議長（飯田桂司君） 日程第４ 専決承認第６号 専決処分の承認を求めることについて

（平成29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。 
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  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専決承認第６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、静岡海区に漁業調整委員会委員１名欠員による補欠選挙執

行及び７月18日の落雷の影響により故障した保健福祉センターの消防設備を速やかに復旧す

る必要が生じたため、平成29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（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいま提案されました専決承認第６号 専決処分の承認を求め

ることについての平成29年度東伊豆町一般会計補正予算（第５号）について概要を御説明い

たします。 

  平成29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333万5,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ47億9,145万7,000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。 

  15款県支出金、３項委託金、１目総務費委託金、補正前の金額に121万3,000円を追加し、

3,652万2,000円といたします。３節選挙費委託金、細節２静岡海区漁業調整委員会委員選挙

費委託金121万3,000円の増は、細節に計上しております当該選挙執行に要する経費に対して

の県からの委託金を増額するものであります。 

  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212万2,000円を

追加し、２億7,827万円といたします。１節財政調整基金繰入金、細節１財政調整基金繰入
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金、212万2,000円の増は、今回の補正における不足額を補塡措置いたした内容でございます。 

  ５ページ、６ページをごらん願います。 

  次に、３歳出について御説明いたします。 

  ２款総務費、４項選挙費、５目静岡海区漁業調整委員会委員選挙費、補正前の金額に121

万3,000円を追加し、121万3,000円といたします。事業コード１静岡海区漁業調整委員会委

員選挙事業において、当該選挙執行に係る経費を予算措置いたした内容であります。なお、

欠員１名に対し立候補者が１名であったため、無投票となりましたのであわせて御報告させ

ていただきます。 

  10款災害復旧費、３項その他公共施設公用施設災害復旧費、１目衛生施設災害復旧費、補

正前の金額に212万2,000円を追加し、212万2,000円といたします。事業コード１衛生施設災

害復旧事業、15節工事請負費、細節１災害復旧工事212万2,000円の増につきましては、７月

18日の落雷の影響により故障した保健福祉センターの消防設備を復旧するための工事請負費

の増額措置であります。 

  恐れ入りますが、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47億8,812万2,000円に333万5,000円を追加し、47億9,145万

7,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額47億8,812万2,000円に333万5,000円を追加し、47億9,145万

7,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国県支出金が121万3,000円の増、一般財源を

212万2,000円の増といたします。 

  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。よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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６号 専決処分の承認を求めることについてを採択します。 
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  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（飯田桂司君） 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５ 発議第３号 防災情報システム整備特別委員会の運営経費の変更につ

いて 

○議長（飯田桂司君） 日程第５ 発議第３号 防災情報システム整備特別委員会の運営経費

の変更についてを議題とします。 

  提出者より提出理由の説明を求めます。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 発議第３号でございます。 

  提案の理由ということでいきますと３月に議決をいただきまして特別委員会が設置されま

した。委員会の中で、当初デジタル化に変更される行政無線を中心に、またコミュニティー

ＦＭなど調査研究をしてまいりましたが、それぞれに課題が非常に多い。そういう中で、そ

のほかの方式であります280ポケットベルの周波数帯を活用した防災システム、また現在使

われておりませんドコモのフォーマ電波帯を活用してのＩＰ通信機を活用しての防災システ

ム、こうしたものの運用状況等を視察する必要がでてきたということによりまして、当初は

伊豆の国市、伊東市などで視察すれば足りたんですけれども、これらの方式につきましては、

導入をしているところが日光市であったり、また奈良県五條市というような遠方であるため、

どうしてもそちらへの視察を実際する必要が生じたためでございます。また、この経費につ

きましては、車での移動を考えて、経費についても最小限の経費で行えるよう設定をして金

額を上程してございますので、御理解をお願いします。 

  それでは発議３号のほうを朗読をさせていただきます。 

  発議第３号 防災情報システム整備特別委員会の運営経費の変更について。 

  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出しま

す。 

  平成29年９月７日提出。 
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  東伊豆町議会議長、飯田桂司様。 

  提出者、東伊豆町議会議員、山田直志。 

  賛成者、東伊豆町議会議員、笠井政明。 

  提案理由は先進地の視察が必要となったためでございます。 

  お開きください。 

  防災情報システム整備特別委員会運営経費の変更について。 

  平成29年３月８日に議決により設置した防災情報システム整備特別委員会の運営費を次の

ように改める。 

  ６運営費、変更前20万円以内を変更後43万円以内に改めるものでございます。御理解のほ

どお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより発議第３号 防災情報システム整備特別委員会の運営経費の変更についてを採決

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（飯田桂司君） 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１時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時２５分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第６ 議案第３０号 東伊豆町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

の制定について 

○議長（飯田桂司君） 日程第６ 議案第30号 東伊豆町人事行政の運営等の状況の公表に関

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30号 東伊豆町人事行政の運営等の状

況の公表に関する条例について、提案理由を申し上げます。 

  当議案は、地方公務員法第58条の２の規定により人事行政の運営等の状況を公表しなくて

はならないとすることが新たに条例制定するものでございます。 

  本条例の内容としては人事行政の運営等の状況に関し、公表時期、公表内容、公表方法な

どを定めるものであります。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） それでは、ただいま提案されました議案第30号 東伊豆町人事行

政の運営等の状況の公表に関する条例につきまして概要を御説明させていただきます。 

  当議案は、地方公務員法第58条の２の規定に基づき、人事行政の運営等の状況を公表する

ため新たに条例制定するもので、地方公共団体における人事行政の運営等の状況を住民に公

表することにより、透明性を高め、その公平性の一層の確保を図るため、広く町民の皆様に

お知らせするものであります。 

  当町におきましては、従来より職員数、職員給与の状況を広報誌及びホームページにて公

表しておりましたが、当該公表を行うため地方公共団体は条例で定める必要があることから、

本条例において公表すべき事項、公表時期、公表方法などについて規定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。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
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  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 法律の趣旨で見ていくと、分限や懲戒処分の状況ということで、い

ろいろ町の中で職員に関するいろいろトラブルがあった場合、ある程度公表しますよという

ことになるわけですよね、１つの問題は。 

  それとやっぱりあといろんな勤務時間だとかいろんな状況を通じて、職員のメンタルヘル

スというのかな、健康管理という面なんかも一定わかるのかなというふうには思うんだけれ

ども、１つのこの法律の趣旨としては、どの辺に眼目があるのかなということが１つと、第

３条の11のところで、その他町長が必要と認めるというところがありますが、私なんかもこ

だわっているんですけれども、この間、議会なんかで問題にしてきた例えばやっぱり職員の

いろんなイベント等への参加させると、こういうようなことだって場合によっては11項の適

用をして、やっぱり町民に明らかにしてもいいんじゃないかと思いますけれども、その辺は

いかがですか。 

○議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） まずは、この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定

めるというふうなことですけれども、他の市町の状況を見ましても、主だって特別云々とい

うのは余りないような状況にありまして、必要ならばこの辺は公表すべきものというものは

その判断のもと公表していきたいというふうに考えております。 

  それから、この内容につきまして、全て例えば人事評価にしても、その辺の服務の状況で

すとかその辺についても、他の市町の状況を見ますと、具体的に詳しく掲載している例とい

うのは余りないものですから、大まかな人数ですとかそういった状況が今、県内のそれぞれ

の公表されている内容を見ますとそういう状況にありますので、いずれにいたしましてもこ

の条例制定されましたら、その辺の他の市町との状況確認した上でおくれのないような形で

町民の皆さんに公表したいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） そうすると、今、課長は他の市町、他の市町と言うけれども、他の

市町というよりも東伊豆町ほど例えば職員をイベントや何かに出しているところは僕はない

と思うんですよ。ほかの伊東だとか河津にしたって、こんなに出ているなんていう話は聞か

ないですよ。そういう意味では、やっぱり全体的な状況を考えるとメンタルヘルスとか職員

の適正な管理というような意味を含めたら、そういう状況というものも出すべきじゃないか
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と。その点はぜひ今後検討していただきたい。そうしなければ、やっぱりメンタルヘルスを

含めて職員をちゃんと管理しているということの一端が見えてこないと思います。よろしく

お願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、山田議員からそういうことを言われた。またこれは検討した中で

それが否かどうかまたは総務課長、副町長含めた中で検討いたしますので、その辺御理解願

いたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） ほかに。 

  ８番、村木議員。 

○８番（村木 脩君） この職員の服務の状況ですとかこういった判断は誰がしていくのか。

町長一人でこれだけの人数を見ることはまあ無理だとは思うんですけれども。ほかの御殿場

市ですとかああいうところは課長が評価して、そして職員がまた課長を評価するというよう

なシステムをとっているところもあるわけですけれども、そういった状況の中でうちの町は

これは職員だけがいろいろ休業の状況ですとかありますけれども、これはそれぞれ体の健康

状態とかいろいろな問題ありますけれども、そういった評価を結局は誰がどういう形でして

いくのか。その辺の状況を教えていただきたい。 

○議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいまの質問ですけれども、人事評価の関係だと思いますけれ

ども、この人事評価につきましては、平成28年度途中から試行行いまして、平成29年度より

今年度から通年で実施しております。その内容につきましては、自分の現在の職務、いわゆ

る主査ですとか主任主事等々に適合する人事評価の記録書を作成して、これを翌年の３月ま

で、自分の業務における目標を具体的に２つ以上、今設定をしております。その目標を記載

した人事評価記録書を用いて、一時評価書と協議、書記面談を行うということで、その課の

課長と書記面談を行うということになっていまして、目標の内容ですとか方向性、その仕事

場で非常に困難であれば、そういう困難の度合いですとか重要度を決定しております。それ

を５月いっぱいまでに終了させておりまして、またその年度途中で目標は変更あるいはそう

いった追加等があった場合でも、一時評価書に課長に申し出て、その人事評価の記録書の変

更、そうした協議ですか面談を行っております。 

  人事評価記録というのは期末の面談まで年度末まで一時評価者が管理をするということで、

翌年の１月にその人事評価記録書の能力評価ですとか業績評価、自己申告を記録したそうい
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った一時評価書とまた期末の面談を行うというふうな形になっておりまして、当然ながらこ

の管理職も部下に係長補佐に人事評価を受けるというふうな形になっておりまして、最終的

には副町長のその辺の評価を受けるというような形になっております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員が心配する。これ私ではとてもできませんから、まず課によ

って課長、職員やってます。そして副町長にいきます。最終的な判断は私がするということ

で御理解願えればいいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ほかに。 

（発言する人なし） 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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30号 東伊豆町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定につい

てを採決します。 

  本案を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（飯田桂司君） 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。 

 

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

 

◎日程第７ 議案第３１号 東伊豆町スクールバス条例の制定について 

○議長（飯田桂司君） 日程第７ 議案第31号 東伊豆町スクールバス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31号 東伊豆町スクールバス条例の制
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定について、提案理由を申し上げます。 

  平成30年４月１日からの大川幼稚園と熱川幼稚園及び大川小学校と熱川小学校の統合に伴

い、園児・児童の通学に使用するスクールバスの運行について必要な事項を定める条例を制

定したいため、議会の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、教育委員会事務局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（飯田桂司君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） それではお願いします。 

  ただいま上程されました議案第31号 東伊豆町スクールバス条例の制定について御説明さ

せていただきます。 

  当議案は、平成30年４月１日からの大川幼稚園と熱川幼稚園及び大川小学校と熱川小学校

の統合に伴い、大川地区と北川地区の児童等の通学に使用いたしますスクールバスの運行に

ついて必要な事項を定めるための条例の制定でございます。 

  それでは、条例案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。 

  恐れ入りますが、条例案をごらんください。 

  東伊豆町条例第 号 

  平成 年 月 日 

  東伊豆町スクールバス条例 

  （趣旨） 

  第１条 この条例は、東伊豆町が設置するスクールバスの運行について必要な事項を定め

るものとする。 

  （運行目的） 

  第２条 スクールバスは、町立小学校児童及び町立幼稚園園児を輸送することを目的とす

る。 

  （目的外利用） 

  第３条 スクールバスは、前条の規定による目的以外に運行してはならない。ただし、町

長が必要と認める次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。 

  （１）小学校又は中学校が実施する学習活動に利用すること。 

  （２）教育振興に関する行事に利用すること。 

  （３）その他特に必要と認められるものに利用すること。 
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  （利用の許可） 

  第４条 前条ただし書きの規定により、スクールバスを利用しようとする者は、規則で定

めるところにより町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとす

る場合も同様とする。 

  ２ 前項の許可の申請に係るスクールバスの利用が次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、同項の許可をしない。 

  （１）スクールバスにおける秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。 

  （２）スクールバスを損傷するおそれがあるとき。 

  （３）前２号に掲げるもののほか、その運行の目的に反するとき。 

  （権利譲渡等の禁止） 

  第５条 前条第１項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、スクールバスを利

用する権利を譲渡し、又はこれを転貸してはならない。 

  （使用料） 

  第６条 スクールバス利用者に対する使用料は、これを徴収しない。 

  ただし、第３条に規定する目的外利用の運行に係る経費の負担については、別に規則で定

めるものとする。 

  （委託） 

  第７条 スクールバスの運行の目的を効果的に達成するため、その運行を委託することが

できる。 

  （委任） 

  第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

  附則 

  この条例は平成30年４月１日から施行する。 

  以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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31号 東伊豆町スクールバス条例の制定についてを採決します。 

  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（飯田桂司君） 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。 

 

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

 

◎日程第８ 議案第３２号 東伊豆町総合グラウンドの設置及び管理等に関する条

例の一部を改正する条例について 

○議長（飯田桂司君） 日程第８ 議案第32号 東伊豆町総合グラウンドの設置及び管理等に

関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  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32号 東伊豆町総合グラウンドの設置

及び管理等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  東伊豆町稲取字白窪3350番地内にある東伊豆町総合グラウンド町営テニスコートについて

は、経年劣化に伴う破損により使用不可能と判断し利用停止していることから、利用実態に

合った条文の整備を図りたいため、議会の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、教育委員会事務局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（飯田桂司君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） それではお願いいたします。 

  ただいま上程されました議案第32号 東伊豆町総合グラウンドの設置及び管理等に関する

条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。 

  当議案は、東伊豆町稲取字白窪3350番地内東伊豆町総合グラウンド町営テニスコートにつ

いて、経年劣化に伴うコート面の凹凸やひび割れ等により使用を停止している状態です。当

初、改修等も検討しておりましたが、当町には町立体育センターなどこれにかわる施設も存

在することから、現在の施設の実態と条例との整合性を図るため、テニスコートに関係する

部分を削り、条文の整備を行うものでございます。 
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  恐れ入りますが、新旧対照表をごらんください。 

  東伊豆町総合グラウンドの使用料徴収について規定しております第７条関係の別表中、テ

ニスコート使用料の部分を削るものでございます。 

  以上、簡単ではございますが説明にかえさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を……失礼しました。 

  ８番、村木議員。 

○８番（村木 脩君） このテニスコートはわかりますが、その上の運動場について道路の入

った状況でどのように今後管理していくのか。駐車場に使ったり、イベントのときのテント

張ったり、いろいろなそういう使用の仕方ですが、あれを運動場として金をとって貸してい

けるのかどうか、その辺について御意見を伺いたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今の村木議員のサッカー場の件でございますけれども、本当に今いろ

んな使い勝手しています。駐車場またはいろいろまた保育園も使ったりなんかしております

もんで、今もうちょっと検討させていただきたいと思います。どのような方法が一番いいか

という中を検討した中でまた議会の皆さんにお示ししたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○議長（飯田桂司君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 御質問の多目的グラウンドの管理についてでございま

すが、村木議員よりただいまお話のありました風車へ行く道路部分から左側の部分について

は、普通財産に移譲させていただいている状況をお知らせさせていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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32号 東伊豆町総合グラウンドの設置及び管理等に関する条例の一部を改

正する条例についてを採決します。 

  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（飯田桂司君） 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。 

 

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

 

◎日程第９ 議案第３３号 平成２９年度東伊豆町一般会計補正予算（第６号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第９ 議案第33号 平成29年度東伊豆町一般会計補正予算（第６

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33号 平成29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9,475万円を追加いたしまして、歳入歳

出予算の総額を48億8,620万7,000円とするものでございます。 

  歳入の主な内容でございますが、既に算定事務が完了した交付額が決定いたしました普通

交付税を増額とさせていただきました。また、補助メニューの変更により基準や補助率がか

さ上げとなった保育対策総合支援事業補助金や観光施設整備並びに街路灯のＬＥＤ化に対す

る県補助金などを増額としております。 

  次に、歳出の主な内容ですが、学校統合に向けたスクールバスの購入費や県の補助金を活

用した稲取漁港街路灯整備工事及び商店街街路灯ＬＥＤ化推進事業補助金など措置させてい

ただきました。 

  また、本年４月の職員人事異動の内容により、全般的に人件費の調整を行いました。 

  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。 
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○議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいま提案されました議案第33号 平成29年度東伊豆町一般会

計補正予算（第６号）について概要を御説明いたします。 

  平成29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9,475万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ48億8,620万7,000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。 

  （地方債の補正） 

  第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」によります。 

  恐れ入りますが、６ページ、７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。 

  ９款地方特例交付金、１項１目減収補塡特例交付金、補正前の金額に60万3,000円を追加

し、310万3,000円といたします。１節減収補塡特例交付金、細節１減収補塡特例交付金60万

3,000円の増は交付決定に基づく増額措置であります。 

  10款１項１目地方交付税、補正前の金額に１億5,645万5,000円を追加し、11億1,145万

5,000円といたします。１節地方交付税、細節１普通交付税１億5,645万5,000円の増は、本

算定の終了した普通交付税の交付決定に基づく増額であります。 

  基準財政収入額の固定資産税のうち、償却資産について減価償却により課税額が減少して

おります。これにより交付額は前年対比2,902万7,000円、2.9％の増となりました。 

  14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、補正前の金額に96万3,000円

を追加し、２億4,351万円といたします。２節児童保護措置費等負担金、細節１子どものた

めの教育・保育給付費負担金96万3,000円の増は、広域入所委託料に対する国庫負担金の増

額であります。２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金、補正前の金額に735万3,000円を追

加し、3,577万5,000円といたします。１節社会福祉費補助金、細節４保育対策総合支援事業

費補助金735万3,000円の増は、小規模保育事業費補助金に対する補助メニュー変更に伴い補

助率が変更になったことに加え、補助基準額も確実となり国庫補助分が増額する内容であり

ます。４目消防費国庫補助金、補正前の金額から45万2,000円を減額し、66万4,000円といた

します。１節地震対策費補助金、細節３建築物耐震診断事業費補助金50万円の減は、一般建
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築物耐震診断の件数減に伴う減額措置であります。５目教育費国庫補助金、補正前の金額に

300万円を追加し、318万3,000円といたします。１節教育費補助金、細節５へき地児童生徒

援助費等補助金300万円の増は、歳出に計上しておりますスクールバス購入費に対する国庫

補助金の増額であります。 

  ８ページ、９ページをごらん願います。 

  15款県支出金、２項県補助金、９目商工費県補助金、補正前の金額に1,527万円を追加し、

1,583万8,000円といたします。１節商工費補助金、細節３地域商業パワーアップ事業費補助

金277万円の増は、歳出に計上しております商店街街路灯ＬＥＤ化推進事業補助金に対する

県補助金の増額であります。２節観光費補助金、細節１観光施設整備事業費補助金1,250万

円の増は、同じく歳出と関連がございます。稲取漁港街路灯整備工事に対する県補助金の増

額であります。 

  10ページ、11ページをごらん願います。 

  17款１項寄付金、２目民生費寄付金、補正前の金額に８万5,000円を追加し、12万3,000円

といたします。１節社会福祉費寄付金、細節１社会福祉費寄付金８万5,000円の増は、大川

地区の匿名希望の方より4,141円、伊豆ヘルスケア株式会社より里の朝市でのバザーの売り

上げから３万円、京王熱川マンション自治会よりマンション内の納涼祭でのバザーの売り上

げから５万350円をそれぞれ御寄付いただきましたので、今回増額する内容であります。４

目一般寄附金、補正前の金額に532万円を追加し、532万円といたします。１節一般寄付金、

細節１一般寄付金532万円の増は東伊豆町に縁のあった故、半田照彦様の遺言に基づき531万

9,292円を一般寄付金として御寄付いただきましたので、今回増額する内容であります。 

  12ページ、13ページをごらん願います。 

  18款繰入金、２項特別会計繰入金、４目介護保険特別会計繰入金、補正前の金額に580万

7,000円を追加し、580万7,000円といたします。１節介護保険特別会計繰入金、細節１介護

保険特別会計繰入金580万7,000円の増は、介護保険特別会計の平成28年度決算確定により精

算に伴う返還金の受け入れのため、増額する内容であります。３項基金繰入金、２目財政調

整基金繰入金、補正前の金額から１億614万5,000万円を減額し、１億7,212万5000円といた

します。１節財政調整基金繰入金、細節１財政調整基金繰入金１億614万5,000万円の減は、

今回の補正予算における歳入歳出調整後の余剰金を基金へ繰り戻すため減額するものであり

ます。なお、補正後の財政調整基金残高は７億1,900万円となります。３目ふるさと納税基

金繰入金、補正前の金額から320万5,000円を減額し、2,229万5,000円といたします。１節ふ
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るさと納税基金繰入金、細節１ふるさと納税基金繰入金320万5,000円の減は、当初予算にお

いて財源として充当しておりました保育園事業における小規模保育事業費補助金について国

の補助メニュー変更により国の負担分が増加し町の負担は減少いたしました。この町負担減

少分320万5,000円をふるさと納税基金へ繰り戻す内容となっております。 

  19款１項１目繰越金、補正前の金額に83万7,000円を追加し、3,083万7,000円といたしま

す。１節繰越金、細節１前年度繰越金83万7,000円の増は、平成28年度決算において実質収

支額確定に伴い増額するものであります。 

  20款諸収入、４項雑入、１目過年度収入、補正前の金額に196万4,000円を追加し、196万

6,000円といたします。２節消防費過年度収入、細節１駿東伊豆消防組合負担金過年度返還

金196万4,000円の増は、平成28年度決算確定に伴い負担金の返還金を増額する内容でありま

す。 

  21款１項町債、４目商工債、補正前の金額に560万円を追加し、560万円といたします。１

節観光施設整備事業債、細節１稲取漁港街路灯整備事業560万円の増は、稲取漁港街路灯整

備工事に係る記載の増額であります。 

  次に、３歳出について御説明いたします。 

  22ページ、23ページをごらん願います。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、補正前の金額に279万3,000円を追加

し、１億2,176万3,000円といたします。事業コード１社会福祉事業、19節負担金補助及び交

付金、細節２ＡＥＤ購入費負担金60万円の増につきましては、各地区公民館に設置している

ＡＥＤの耐用年数経過による更新に伴い、日赤で一括購入し負担金として支払う内容であり

ます。９目介護予防事業費、補正前の金額に79万1,000円を追加し、1,661万1,000円といた

します。事業コード１介護予防拠点施設維持管理事業、15節工事請負費、細節１プールろ過

ポンプ取りかえ工事79万1,000円の増につきましては、アスド会館のプールろ過ポンプ不良

により工事請負費を増加するものであります。10目社会福祉基金費、補正前の金額に540万

5,000円を追加し、544万3,000円といたします。事業コード１社会福祉基金管理事業、25節

積立金、細節１基金積立金540万5,000円の増につきましては、歳入で御説明いたしました社

会福祉費寄付金並びに一般寄付金を社会福祉基金へ積み立てするための増額措置であります。

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、補正前の金額に614万5,000円を追加し、１億9,165

万9,000円といたします。 

  24ページ、25ページをごらん願います。 
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  事業コード２地域型保育事業、13節委託料、細節２広域入所委託料192万6,000円の増につ

きましては、他町事業所内保育の利用者の増により委託料を増額するものであります。事業

コード４保育園事業、19節負担金補助及び交付金、細節３小規模保育事業費補助金414万

8,000円の増につきましては、歳入でも御説明いたしました国の補助メニュー変更に伴い、

補助基準額及び補助率が増加したため増額する内容であります。 

  30ページ、31ページをごらん願います。 

  ５款農林水産業費、２項林業費、３目公園緑地管理費、補正前の金額に56万2,000円を追

加し、1,509万9,000円といたします。事業コード１公園緑地維持管理事業、15節工事請負費、

細節１細野高原すすき遊歩道雨水対策工事56万2,000円の増につきましては、当該遊歩道の

雨水対策として側溝及び階段補強等を施工するための増額措置であります。 

  ６款１項商工費、２目商工振興費、補正前の金額に1,182万円を追加し、3,457万7,000円

といたします。 

  32ページ、33ページをごらん願います。 

  事業コード１商工振興事業、19節負担金補助及び交付金、細節１商工会補助金418万円の

増につきましては、商工会が事業主体となるプレミアムつき地域商品券発行事業に対し補助

するものであります。細節４リフォーム振興事業補助金200万円の増につきましては、これ

までの実績に基づき増額措置するものであります。細節５商店街街路灯ＬＥＤ化推進事業補

助金554万円の増につきましては、稲取センターロード商店会、熱川商店会街路灯のＬＥＤ

化に対する県３分の１、町３分の１負担の補助金の増額であります。３目観光費、補正前の

金額に3,345万9,000円を追加し、１億3,827万3,000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１地方観光協会補助金350万円の増につき

ましては、河津町と共同で実施する観光キャンペーンや雛つるし飾りでの無料休憩所運営な

どに係る増額措置であります。細節９ロケ誘致推進事業補助金60万円の増につきましては、

利用実績の大幅な伸びにより今回追加する内容であります。細節10インバウンド等対策事業

補助金173万円の増につきましては、団体バスの補助額増加や台湾旅行代理店誘致等の経費

を増額するものであります。細節15北川温泉観光協会補助金160万円の増につきましては、

北川温泉黒根岩風呂の運営に対する補助金の増額措置であります。事業コード４観光施設維

持管理事業、11節需用費、細節５修繕料70万円の増につきましては、熱川海岸遊歩道及び熱

川ホットパークブロア等修繕のための増額であります。事業コード６観光施設整備事業、15

節工事請負費、細節２稲取漁港街路灯整備工事2,500万円の増につきましては、県の補助金
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を活用し、稲取漁港周辺の環境整備としてＬＥＤの街路灯やスポットライト等を設置するた

めの増額であります。 

  34ページ、35ページをごらん願います。 

  ７款土木費、２項道路橋梁費、３目道路新設改良費、補正前の金額に300万円を追加し、

8,067万円といたします。事業コード１道路新設改良事業、15節工事請負費、細節６小橋熱

川線（熱川橋）橋梁補修工事300万円の増につきましては、国の前年度２次補正を活用し、

繰り越しにて実施いたします小橋熱川線（熱川橋）橋梁補修工事において、人件費及び資材

の等高騰に伴い、今回不足分を増額しております。３項河川費、２目用悪水路費、補正前の

金額に50万円を追加し、1,030万円といたします。事業コード１河川改修事業、15節工事請

負費、細節90水路維持補修工事50万円の増につきましては、今後の不足見込みの措置であり

ます。 

  36ページ、37ページをごらん願います。 

  ５項住宅費、１目住宅管理費、補正前の金額に50万円を追加し、594万2,000円といたしま

す。事業コード１町営住宅維持管理事業、11節需用費、細節５修繕料50万円の増につきまし

ては、稲取町営住宅の入退去に伴う改修のため、修繕料を増額するものであります。 

  ８款１項消防費、４目防災対策費、補正前の金額に164万8,000円を追加し、2,646万9,000

円といたします。事業コード１住宅耐震化事業、19節負担金補助及び交付金、細節１木造住

宅耐震補強助成事業費補助金100万円の増につきましては、高齢者世帯の申請件数の増に伴

う増額措置であります。 

  38ページ、39ページをごらん願います。 

  事業コード７防災施設等整備事業、16節原材料費、細節１木材等77万6,000円の増につき

ましては、熱川温泉しおかぜ広場の植栽に係る原材料費を増額する内容であります。事業コ

ード12建築物耐震化事業、19節負担金補助及び交付金、細節１建築物耐震診断事業費補助金

100万円の減につきましては、歳入と同様、一般建築物耐震診断件数の減に伴う減額措置で

あります。 

  ９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、補正前の金額に535万6,000円を追加し、１

億172万1,000円といたします。事業コード９スクールバス整備事業、18節備品購入費、細節

１自動車672万9,000円の増につきましては、来年度の幼稚園、小学校統合に伴い、スクール

バスを整備するものであります。 

  40ページ、41ページをごらん願います。 
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  ２項小学校費、１目学校管理費、補正前の金額に307万4,000円を追加し、4,913万7,000円

といたします。事業コード８熱川小学校施設維持管理事業、15節工事請負費、細節１小プー

ル防水改修工事272万4,000円の増につきましては、熱川小学校小プール老朽化に伴い、ＦＲ

Ｐによる防水改修を行うため工事請負費を増額するものであります。 

  42ページ、43ページをごらん願います。 

  ６項保健体育費、２目学校給食費、補正前の金額に105万3,000円を追加し、5,692万6,000

円といたします。事業コード１学校給食センター事業、11節需用費、細節５修繕料85万

8,000円の増につきましては、給食センターの設備老朽化に伴い、真空冷却器及びエアコン

等の修繕料を増額する内容であります。 

  恐れ入りますが、４ページへお戻りください。 

  第２表 地方債の補正でありますが、観光施設整備事業における稲取漁港街路灯整備事業

に係る起債について今回追加をいたします。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ページをごらん願います。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書でただいま説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず歳入ですが、補正前の額47億9,145万7,000円に9,475万円を追加いたしまして、48億

8,620万7,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額47億9,145万7,000円に9,475万円を追加いたしまして、48億

8,620万7,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国県支出金が2,690万7,000円の増、地方債が

560万円の増、その他財が262万6,000円の減、一般財源は6,486万9,000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（飯田桂司君） 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） すみません、28、29ページのところからまず伺いたいんですが、け

やき公園の修繕費が計上されておりますけれども、修繕の内容というのは具体的にどういう

内容であるのか。 

  ２点目に、その下に市民農園の街路灯設置工事がありますが、これどの辺の位置に立てる

というような状況にあるのかというのをお聞きしたいのが２点目です。 
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  ３点目に、その次の30ページ、31ページのところですけれども、細野高原のススキの遊歩

道また雨水対策工事ということなんですが、具体的にどういう方法で工事をされるのかとい

うことについてお聞きしたいというのが３点目です。 

  ４点目ですが、その下ですけれども、稲取漁港直販所建設推進協議会委員報酬、旅費等と

あるんですけれども、これどういうことを計画しての予算計上であるのかというのが４点目。 

  32ページ、33ページのほうをお開きください。 

  ５点目に、産業団体連絡会の10万円の内容というのをちょっと、10万円なんですけれども

具体的にどういう形で計上しているのかということをお聞きしたいです。 

  ６点目に、稲取漁港の街路灯整備工事ということで2,500万円、今回の補正の一番の目玉

になるかというふうに思いますけれども、これはどういう工事、具体的にどういう内容のも

のを工事していくのか。そしてこの工事をなぜ実施する必要があるのか、目的は何なのかと

いうことについてお聞かせをいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、一番最後の漁港の街路灯整備、この目的等は基本的には、これ

は昨年実証実験といたしましてやりました。それが大変評判がよかったもんで、今年も引き

続きやりたいという、今度は常設やりましょうということになりました。そういう中で、町

といたしましては、稲取の照明をとりあえず一元化していきたい。基本的には去年温泉場や

って、銀座通りやりました。そしてさらに今度はこの商店街。要するに街路灯一体化した中

で町一体化していきたい。そういう中で町といたしましては観光のみならず、街路灯の防犯

も兼ねております。そういう中で区長さんちも説明した中で、大変いい事業だからという中

で、ある程度区長さんちも了解を得ています。ただ、観光だけの目的ではなくて、観光プラ

ス一応まちづくりの一環といたしまして、夜間の街路灯の照明、これを全て統一した中でや

っていきたい、その一環として考えていただければ大変ありがたいと思います。 

  目的としては以上でございますけれども、あとは事務的なことでございますもんで、事務

局から説明いたさせます。 

○議長（飯田桂司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） それでは順次お答えさせていただきます。 

  １点目のけやき公園の修繕の内容ですが、けやき公園で奈良本の地元の方々がボランティ

アでホタルを生息していただいて、イベントやっていただいておりますが、そのカワニナ等
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を生息しているご存じかと思いますが、水車がある池から下流側に水路をつくってございま

すけれども、そこが経年によって泥水が非常に堆積してしまって、今後のカワニナ等の生息

にちょっと不備があるということで、この泥水を上げる事業の修繕となっております。 

  それから２点目の市民農園の照明ですが、ラウベを10灯立たせていただいたんですが、あ

そこの周りが全然照明がなくて、利用者のほうからも真っ暗暗であるということで、そこに

ＬＥＤの防犯灯を３基、電柱につける内容でございます。 

  それから３点目の細野高原のすすきのところの雨水対策ですが、第１駐車場の裏に臨時の

駐車場がございますが、あそこに地形的にどうしても雨水が集結してくる、集まってくると

いうのがわかったものですから、そこへと土側溝といって、大きなお堀のような横断的に雨

水を強制的に取る内容で、約44メートル土側溝を掘って、荒れた昨年整備しました遊歩道の

砂利の補充等をする内容でございます。 

  それから４点目の稲取漁港直売所推進協議会の委員報酬なんですが、今、産業部会等でも

検討してもらっています販売時点処理情報システムというレジと出荷のシステムが総合した

ものを検討していただいておりますが、そこへの研修といいますか、視察研修のための報酬

を補正であげさせていただいております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（森田七徳君） それでは産業団体連絡会に対する補正10万円の内容について

まず説明させていただきます。 

  これにつきましては、町内に就職した若者の定着率の向上を目的として、企業の枠を超え

て20代の若者の横のつながりをつくるための交流会を開催しております。今年度につきまし

ては６月に１度、山田議員にも御視察いただきましたが開催しております。２回目を９月27

日に予定しておりますが、大変よいことだということと、あと交流を深めるには年に３回程

度は実施したほうがいいのではないかということもありまして、町内に就職した方に町内の

観光資源ですとか施設の視察をしていただいて、その後バーベキュー等で交流会を持ちたい

というように考えておりまして、その交流会に対しての補助金ということになります。 

  次に、稲取漁港街路灯整備工事についての内容でございます。内容について説明をさせて

いただきます。 

  まず、場所ですが黒根の伊豆急行のトンネル付近からまえだ苑のところまでですので、漁

港周辺一帯が今回の計画区域ということになります。この区域で防犯灯も含めまして、街路
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灯を景観に配慮した色とデザインのＬＥＤ電球に交換し、さらに海防の松と数カ所のライト

アップを行うなどの環境基盤整備を実施することとして予算を計上したものでございます。

現在、街灯が設置されている東電柱、交換ポール、水銀灯ポールについては照明器具のみの

交換となります。木柱についてはかなり老朽化しているものがございますので、交換ポール

への立てかえを行う予定となっております。 

  また、役場駐車場海側ですとか漁業競り場等は街灯の新設を考えております。電柱数が80

本、現在ついている蛍光灯１灯につき２つずつＬＥＤの街灯をつけていきますので、街灯の

数とすると157灯ということ。木柱の立てかえとしては12本を計画しております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 町長、まずけやき公園の関係なんですけれども、こういう金額のも

のというのは通常指定管理でやっているわけだから、軽微な金額ということであれば、指定

管理者のほうの収益からやっぱり修繕とかかけるということもあるんじゃないかと思うんで

すけれども、指定管理者はそうしますと一定の管理経費をもらって、利用した場合の使用料

を丸もうけということになってくるわけですね。そうすると、全体的に最低限、軽微な備品

とか軽微な修繕というのは、私は指定管理者がされてもいいんじゃないか、それより指定管

理制度にした意味が出てこないんじゃないかなというふうに思っています。 

  ２点目ですけれども、今、課長さんのお話で大体わかった。確かにあの距離に何もなくて

外出るのは不安だというのはそうなんですけれども、ただこの間利用している方とお会いし

ますと、あそこの中だけじゃないんですよね。あそこは外へ行く、東部総合病院のほうまで

行く間も街路灯はなくて、非常にあの家が建ってないせいもあるんですが、非常に怖いよと

いうような声もありまして、そこだけじゃないんじゃないのかな。実際あそこでラウベがあ

って、生活していくということになると、やっぱりそういう別の角度の問題も起きているの

かなというふうに思っています。 

  ３点目のススキの遊歩道の問題なんですけれども、町長言われたこの間から去年やったあ

そこの階段ですよね。やっぱり僕思うのは、できるだけ土をいじらない、だから言えば掘ら

ない方がいいんですよ。やっぱり雨の量が平場と全然違うという状況があると思うんですよ。

今回財産区何かでもやっている例で言いますと、やっぱり土を動かさないで、シートを張っ

てそのシートの上を水流しながら、場合によって必要なところは蛇篭みたいな形でやると。

やっぱりとにかく土の形状にくわを入れてやれば、そこにとにかく水がたまってやっぱりど
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んどん土が掘れる。そのくらい雨の量が多いので、できるだけ土をいじらないということが

細野高原での工事はやっぱり原則じゃないのかな。まして寒いときはそこが凍結をして霜柱

ができたりしてだめになるというのがやっぱり標高の高い細野高原の実情なんで、工事のあ

り方はそういう配慮をしないと、結局やってもまた土にくわを入れたりして側溝をつくるこ

とによって、またその周辺が荒れてくるというようなね。これがやっぱり町がつくったあの

階段から横断する芝原へ行く遊歩道何かの階段なんかもそうじゃないですか。階段はつくっ

たんだけれども、どんどん周りの土が流れるとかやっぱりそういうことがあるので、できる

だけ現状にある土をいじらないで、その状況を生かしながら水を流したり、階段みたいに遊

歩道を整備するということが必要ではないかな。やっぱり特にそういう感じをしております。 

  ４点目の稲取漁港の問題なんですけれども、いわゆるポスシステムみたいな形のやつです

よね。これはニセコ僕らも視察を随分させていただいたんですけれども、ニセコとか今実際、

河津や南伊豆なんかもやってますけれども、現状で言うと今すぐ東伊豆町でこれが必要にな

るのかなと、それだけの量、はけるのかなというのがシステム的には僕はそんな早急に必要

ではないんじゃないかな。もう少し、近隣のやっぱり施設や等含めて、やっぱり施設はこれ

は立ち位置も含めてもっと考えるべき現状にあるのではないかというふうに思ってみており

ます。 

  産業団体連絡会の10万円については、町長がこの間６月ですか、新入社員の方々に約束し

たことを実行されたというふうに受けとめさせていただきます。 

  最後の観光施設の整備事業の問題なんですけれども、課長さんの説明でわかるところとわ

からないところがあるんですけれども、町長いわれたように一体化していくということです

と、今ままで商店街に今やってますよね、ＬＥＤのこう、あれと同じものをやっていくんで

すか。その辺がよくわからない。それと実証実験というのは去年やったときのライトという

のは、昔の古いどこでも家にあったようなやつをやっていたですよね、実証実験というとき。

その辺の一体感というのはどこにあるのかなというのと、実証実験というのは実験ですから、

誰がまとめてその報告というものが出されているのか。というのは、そんなに観光客が歩い

ているわけじゃないし、かえって夜ウオーキングされている方々はかえって明るくなりすぎ

て申しわけないです、何て言う人もいるぐらいで、本当にそこまで八十何本とかというほど

街路灯があの範囲に本当に必要なのかなというような感じもしているんですけれども、そう

すると実証実験とやっぱりこの成果というものは我々はそういう報告書も目にしてませんし、

その点では非常に本当にこれが有用かどうかという問題については、非常に私は疑問を感じ
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ております。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、けやき公園の修繕料、これ一応42万円なんですよ、軽微ではあ

りません。基本的には町が指定管理やったときは一応30万円以上のものに関しましては町が

みますようなこと……10万円か、10万円以上か、指定管理。 

  それで今回のは基本的には奈良本の皆さんがボランティアでホタルやってもらっておりま

す。その中の水路がけやき公園できても全然やってなかったもんで、今回どうしてもやって

ほしいという中でやっておりますもんで、これがまた指定管理とはまた別に感じてもらえれ

ば大変ありがたいと思います。 

  次に、細野高原の関係、これは基本的には確か山田議員言ったそのとおりだと感じており

ますが、去年、コスモスやりましたよね、そのとき水が全部こっちに流れてきちゃったんで

す。要するに、今回はコスモスの手前で、側溝水を階段のほうへ流さない、そのような方向

でやっていきたいと考えております。さらに階段の今不整備と言いました。基本的にはその

水をそっちに逃がす、それがメーンだと私は考えております。そういう中で、今言ったよう

にその細野高原、このこれから整備するのにはなるべく土壌いたずらしないようなその方向

でやっていきたいとは考えております。 

  さらに、今の土捨て場になっているところにまた有志がそこにハギを細野高原に今既にあ

るハギを全体的にやってみたいなということも言われておりますもんで、その辺は前回提案

されてまだやっておりませんけれども、あの下は今コスモスをやってます。有志があの下の

やつは細野高原に自生しているハギでなんとかこれ一体化したいようなことを言っておりま

すもんで、その辺はまた管理委員会ですかそれとまた相談しながらやっていきたいと思う。

このやつはあくまでもコスモスの手前で水が向こうへ流そうか、それがメーンな工事でござ

いますもんで御理解願いたいと思います。 

  そのあとは漁港の関係、基本的には温泉場でやりましたよね。基本的には温泉場のような

雰囲気でやりたいと考えております。山田議員が明るいという町民からの。私はもう暗いと

いうことばかり聞いていて、その明るいとか全然聞いておりませんもんで、前回の区長さん

ちの話し合いの中でも、やっぱりこれがやったことによって暗くなっては困るから、今の明

るさは保持してくださいということを言われました。これは当然、委員会のときも鈴木議員

からそういうことを言われましたもんで、要するに最低今の照明、ルクス、明るさ、それは

保持した中でこれはやっていきたいと考えております。さらにこれはさっきの黒根から全体
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のまえだ苑さんまで一応考えているもんで、これこの前、一応実証実験は一部で本当に漁港

だけのあれですけれども、今度は黒根から一体含めたまえだ苑さんまでの一応整備なもんで

すから、一応その観光だけではなくて、町としては一応将来的なまちづくりの一環として、

これを考えていること、また理解していただきたいと思います。基本的には場所によっては

傘をつけるような方向です。レトロ感出していきたいということは考えております。 

  直売所の関係はまたちょっとこれは産業部会のほうでやっているもんで、ちょっとその辺

がちょっとわかりませんもんで、それは原課の方からの説明させたいと思います。 

  実証実験の報告は受けておりませんけれども、基本的にはある程度評判がよかったと私も

聞いております、その辺のあれは。そうするとやっぱり１つはこの港が観光のひとつの核と

なると考えておりますもんで、そういう中でこれもその地域づくりの一環とした中で、これ

やっていこうかなと考えておりますもんで、その辺はまた御理解願いたいと思います。 

  あとは事務的なことは事務のほうから。 

○議長（飯田桂司君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（森田七徳君） 港周辺の照明実験の関係でございますが、照明実験について

これについては稲取の観光協会が中心に実施しておりまして、報告書等については特にいた

だいておりません。ただ、去年、商店街のＬＥＤ化を実施しました。銀座通り商店街ですと

か温泉街の商店街については、当初は電気量の削減を目的に通常のＬＥＤに交換するという

予定だったんですけれども、商店街の皆さん、あの照明実験を見ていただいて、なかなか雰

囲気がいいんで、どうせやるんであればああいったものを採用したいということで、いろい

ろ工夫をしていただいたというようなことも聞いておりますので、町の皆さんから見ても、

味気のない蛍光灯よりも温かみのある色の照明でなおかつ寿命等も蛍光灯と比べたら延びま

すので、そういったメンテナンスの分でもＬＥＤ化というのはいいものではないかというそ

ういったご感想をいただいた上で今回の実施となっております。 

  それと数のほうは、特段今ある証明からライトアップの部分以外については増やすもので

はありませんので、今よりも明るくなるということはないかというように考えております。 

  器具についてですが、基本は去年温泉場の商店街につけたようなものなんですが、通りで

よく目立つような場所については、傘のついたものにして、さらにレトロな感じで見栄えの

いいものにしたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 農林水産課長。 
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○農林水産課長（鈴木伸和君） ただいまポスシステムのお話ありましたけれども、その内容

についてちょっと述べさせていただきます。 

  今、漁協と農協さんのほうで産業部会で検討していただいておりますこのポスシステムと

いうのは、今、直販所の主流となってますけれども、出店者の登録、それからそこからバー

コードの発券機、それからレジ、出荷情報から会計の決をまとめる全部のシステムとなった

ようなシステムで、それをみんなで研修していただくための費用ということで上げさせてい

ただいております。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） いろいろまあ聞いて理解できるところもたくさんあります。 

  ただ、町長、一つだけやっぱり私は異議があるのは、この漁港の整備事業の問題で言うと、

やっぱり報告書は私、もらわなきゃいけないと思うんですよ、やっぱり。１つ１つの事業に

対して。商店会の問題について言えば、自己負担も含めて自分たちのある程度責任で補助と

して出していくわけなんだけれども、町のこれだけの事業にやるに対して、観光協会が実証

実験をしたと。そういうことについても、実際、その実証実験というものに対して、どうい

う形で利用者なり町民の声を把握したのか。実際、それに対して町民の反応や観光客の方々

の反応はどうだったのかというのを、ただ評判がよかったとかそういう一言でこういう事業

を進めていくというのは、やっぱり私は町の手続としてはよくないんじゃないかなと。幾ら

観光協会のものでも、やっぱりこれだけの事業に対して町が出費する以上、やっぱり実証実

験という言葉で使った以上は、実証実験をしたらそのやっぱり結果というものを報告をして、

我々にもやっぱり開示して、これだけの効果があるんだからこれをぜひやってくださいとい

うのが、やっぱり当たり前な話じゃないかなと。そういうことをやっぱり環境としてもやら

れないという点で言えば、私は非常にこの点に今不満がある。確かに今、課長から説明受け

たように、ＬＥＤにおける電気の節電を含めて、今あるところをできるだけ活用するという

点なんかについては、よく理解もできますし、おそらく現状、今、ＬＥＤの照明がついてい

ますのでそれもおそらく有効的にはほかに移設されるもんだと思いますが、しかしこの点に

ついては、非常に私は町の取り組みについてはやっぱりいかに観光立町だと言っても観光の

要望に対してもしっかりとやっぱり報告を求めて、それを評価して事業化すべきだと、その

点については非常に不満があります。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然これはまた観光協会にそう言います。 
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  しかしながら、課長に言ったように、要するに実証実験を見て、温泉場また銀座商店街、

これを参考にして大変よかった、これはもう１つの評価じゃないですか、実証実験としての。

そういう中で私はやっぱり今後のまちづくりとして一貫性が必要であるという中で、今回提

案させて、それは黒根からずっとまえだ苑、やるもんでね、やっぱりそういう中で町の一貫

性、そうやってＬＥＤ化によって電気代も本当に安くなります。そういう中で町は今100万

円しか助成してやってない、街路灯の助成、これも既にもう持ちきれないからもう町に電気

代何とかしてくれと言ってきたのがすべてでございますもんで、その辺のＬＥＤ化につきま

して、山田議員もある程度分かってくれると思いますけれども。その実証また観光協会そう

いう報告書持ってまた皆さんにお示ししますけれども、基本的にはやっぱり１つの参考とし

て、この実証実験も本当よかったからまた温泉場さらに銀座がある。さらに今度は今やって

いるセンターロードもそういうような方向でやっていきますもんで、やっぱりそれが１つの

実証試験ではないかと私は考えております。その中で今言ったように、観光協会からのその

報告書的なものはまた求めていきたいと考えておりますけれども、これはやっぱり１つのそ

ういう実証実験によってこの町の照明が変わっていく。これは私は大変すばらしいことでは

ないかと考えておりますもんで、その辺はまた御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、村木議員。 

○８番（村木 脩君） ただいまの街灯の件でございますが、かつてこの街灯については、企

画のほうで一回考えたことがある事業でございます。街灯と植栽と看板ともう１つ何だか忘

れちゃったんですけれども、４本の柱で町おこしをしようということでやった事業が、今の

課長がまた係長の前くらいかな、そのころそんな議論をしてやったことがあるんですけれど

も、その考え方からいくと、この照明も１つには資源だという考え方。ただ、今、ここで補

正で出てくる、これがちょっとグランドデザインが足りないんじゃないかという、そこがや

はりもう少し練って、来年の新年度予算でこういうまちづくりの方向でいこうとかそういう

ことであれば、別段、そんな議論になるべきものでもないなと。ですから、今回は補助金の

関係とかいろいろありますから、こういうものについては企画も入って、まちづくりの中で

１つの観光的要素を持たせるというような議論でやっていけば、私は別に問題ないなと。そ

ういうことですので、私はこの2,500万円、ちょっと早急かなという気もしますけれども、

今、光もデザイナーですとかいろいろおりますし、どういうデザインがいいのか、その辺は
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これから皆さんと協議して進めてもらえれば。特に港に合った、そのかわり先ほども４階か

らこう見ていて、港が余りにも中が汚い部分もありますので、その辺もあわせて修景という

ことであればやっていただければというふうに思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 村木議員の言うのはもっともと。私もこれが来たときには、当初でき

ないかと提案いたしました。しかし来年、プレＤＣが６月かな、あるらしい。やっぱりそれ

に間に合わせたいということを言いました。そしてやっぱり町単だけでは厳しいもので、県

のほうに新たな観光整備事業使えますよと言われたもんで、本当は村木議員が言ったように

私もこれは当然当初やるべきじゃないと考えている中で、今回たまたまそういうことがあっ

た中で、プレＤＣに間に合わせたい、そして観光整備も使えるという中で、今回は補正で対

応させていただきましたけれども、基本的にはこれは当初予算でやる事業ではないかと考え

ており、しかしながら今回そういう事情でありましたもんで、補正で対応させていただきま

す。 

  やっぱりこれ、光だけで今言ったような港の中の修景、これも当然なってきますもんで、

それはもうまた考えた中でこのまちづくりをやっていきたいと考えますので、またよろしく

お願いいたしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） ほかにございますか。 

（発言する人なし） 

○議長（飯田桂司君） 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） 私は本議案に反対をしたいと思います。 

  説明はよくわかります。わかってはいます。個々の問題は、大体質問したことも大体内容

はわかる。ただ、この観光関係の問題についていうと、やっぱりよかったよかったというよ

うなあうんの呼吸で事業を進めるようなやり方ではなくて、やっぱり実証実験というような

ことをやったならしっかりとそれを評価し、結果をやっぱり議会にも出して事業を進めると。

こういうことやっていかないと、これまでもやっぱり文化公園のＬＥＤなんかの問題含めて、

観光関係の方々、いろんなこと言ってくるんだけれども、結果としてちゃんとそれが結果が

出ているのか。要望や何かがただ通せばいいんじゃなくて、やっぱり今、町の財政もこうい

う状況ですから、観光の要望であってもやっぱり厳しくチェックすべきであって、そういう
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ことが十分なされていないという点においては、この進め方は私はいかがなものかなと。内

容はわかるけれども、しかしこういう進め方で事業化されていくという町のやり方について

は、私はちょっと納得できない。そういうことで、この点については反対を表明をしておき

ます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 今、14番、山田議員から反対の発言をいただきました。 

  まだ、反対ありますか。 

  次に、本案に賛成の発言を求めます。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） ただいまの案件につきまして、私賛成の立場から意見を申させてい

ただきます。 

  確かに、指摘されたとおりに、実験的に実施をするだったら、やはりちゃんとしたものを

回答を出して皆さんに説明していくというのは、これ当然の話なんですけれども、しかし私、

今度のこのことにつきましては、やはり街路灯という役目の中からいきますと、今非常に町

民の方たちが健康的な志向の中でウオーキングをしている。そのエリアとしたら黒根岬とい

うのは、非常に皆さんが行く先なんですけれども、そういう中でも夜間にもある程度の明る

さの照明というものは常々求めているわけなんですけれども。 

  それからもう１つの観光的な面からいきますと、今まですごく自分たちも参加していたん

ですけれども、小さな白球電球でやっておりましたあの形につきましては、稲取高校の高台

のほうから見ますと、それなりにやはり情緒があるよ、そういう雰囲気が非常にあるもので、

今回のこの計画の中で港周辺に数多くのものが整備されたならば、非常に遠くから見たとき

の稲取の観光的なものとしては、すごく寄与できるわけですけれども。 

  そういう観点から、私は賛成をさせていただきます。 

○議長（飯田桂司君） ほかに討論ありませんか。 

  ８番、村木議員。 

○８番（村木 脩君） 私は観光という視点ではなくて、１つのまちづくりの資源として、や

はりこの電灯と電球を考えていただきたいなと。 

  昔、こんな質問もした記憶も何かかすかにあるんですけれども、やはりこの観光立町と言

ってもやはり住んでいる住民が一番それに納得していくような電気、これらを時間は短いで

すけれども、その辺をよく皆さんで考えていただいて、余り観光観光ということではなくて、
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この１つに港を誇れる港にしていただきたいなというふうに意見を申し上げます。 

○議長（飯田桂司君） ほかに。 

  10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） 私は今の議論の中で、やはり農地費の中のけやき公園の維持管理に

関しても、修繕料が…… 

○議長（飯田桂司君） ちょっと藤井さん、それは違います。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１４分 

 

再開 午後 ２時１７分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開をいたします。 

  ただいま、10番、藤井議員からありました発言を許します。 

  10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） 私は２点にわたってちょっと疑義がありますので、この補正に関し

ては反対させていただきたいと思います。 

  １点目は、けやき公園の維持管理事業で修繕料42万2,000円出ているんですけれども、こ

れに関しては既に指定管理をしておりますので、指定管理者が本来的にはこの金額的にもそ

ういった膨大なものでもないし、本来は指定管理をしている意味から言うと、指定管理者が

支払うべきであるというふうに思います。ここを計上しているのはおかしいというふうに考

えます。 

  それともう１つ、31ページになりますが、稲取漁港の直売所建設推進協議会の委員報酬と

いう先ほど課長からも説明ありましたが、これに関してはまだ検討中というふうに私は思っ

てますので、推進協議会という名前そのものもちょっと不思議だなという気がしますが、委

員の研修でそのポスシステムですか、レジとか何かの研修に行ったというんですが、それに

関してもまだこれは決定事項でも何でもないわけで、時期尚早でこれを既に予算補正に組ん

でくるのは、私は尚早じゃないかと思いますので、この補正に関しては反対させていただき

ます。 

○議長（飯田桂司君） ほかに。 
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  今、10番、藤井議員より反対の発言をいただきました。 

  次に、賛成者の発言を許します。 

  ６番、内山議員。 

○６番（内山愼一君） 賛成の立場でお話します。 

  今の旅費の関係ですけれども、実際、委員会ができてあちこち視察に行きたいということ

は当然のことだと思います。そういう意味から賛成をいたします。 

○議長（飯田桂司君） ほかに討論はありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（飯田桂司君） これで討論を終結します。 

  これより議案第33号 平成29年度東伊豆町一般会計補正予算（第６号）を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（飯田桂司君） ありがとうございます。起立多数です。多数によって、本案は原案の

とおり可決されました。 

  この際、２時35分まで休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２１分 

 

再開 午後 ２時３５分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程第１０ 議案第３４号 平成２９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（飯田桂司君） 日程第10 議案第34号 平成29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。 
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  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34号 平成29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、規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ9,229万2,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ23億5,071万8,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入は平成28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、繰越金の一部の支払準備基金への積み立てと、平成28年度の国庫負担

金精算による過年度返還金の増額補正等でございます。 

  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（飯田桂司君） 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34号 平成29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29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9,229万2,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ23億5,071万8,000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。 

  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9,229万2,000円を追加し、9,229

万3,000円といたします。１節細節１その他の繰越金の増は、平成28年度の決算見込みで実

質収支額が9,229万2,185円となる見込みですので、全額を29年度に繰越措置するものでござ

います。 

  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8,360万円を
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追加し、8,360万2,000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

8,360万円の増は、平成28年度の繰越金から平成28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853万5,000円を

追加し、854万円といたします。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600万9,000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

252万6,000円の増は、平成28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。 

  ２ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額22億5,842万6,000円に9,229万2,000円

を追加いたしまして、23億5,071万8,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額22億5,842万6,000円に9,229万2,000円を追加いたしまして、

23億5,071万8,000円といたします。 

  補正額の財源内訳ですが、一般財源で9,229万2,000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（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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34号 平成29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（飯田桂司君） 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１１ 議案第３５号 平成２９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（飯田桂司君） 日程第11 議案第35号 平成29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） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第35号 平成29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、規定の歳入歳出予算の総額に201万4,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ１億7,094万6,000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28年度決算剰余金の繰越を行うものであります。 

  歳出につきまして、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（飯田桂司君） 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35号 平成29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29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201万4,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億7,094万6,000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、３ページ、４ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明いたします。 

  ５款１項１目繰越金、補正前の金額に201万4,000円を追加し、201万5,000円といたします。
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１節細節１繰越金の増は、平成28年度の決算見込みで実質収支額が201万3,128円となる見込

みですので、全額を平成29年度に繰越措置するものでございます。 

  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、補正前の金額に201万4,000円を追加し、１

億7,052万5,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１後期高齢者医療広域連

合納付金201万4,000円の増は、平成29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。 

  ２ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額１億6,893万2,000円に201万4,000円を

追加いたしまして、１億7,094万6,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額１億6,893万2,000円に201万4,000円を追加いたしまして、１

億7,094万6,000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201万4,000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（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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35号 平成29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（飯田桂司君） 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１２ 議案第３６号 平成２９年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算

（第１号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第12 議案第36号 平成29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） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第36号 平成29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、規定の歳入歳出予算の総額に4,976万2,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ13億4,539万9,000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28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、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（飯田桂司君） 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36号 平成29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29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4,976万,2000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億4,539万9,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明いたします。 

  ８款１項１目繰越金、補正前の金額に4,971万5,000円を追加し、5,171万5,000円といたし

ます。１節繰越金、細節１前年度繰越金4,971万5,000円の増は、平成28年度の決算見込みで

実質収支額が5,171万5,845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
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た金額を平成29年度に繰越措置するものでございます。 

  ５ページ、６ページをお開きください。 

  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、補正前の金額に1,931万7,000

円を追加し、3,865万2,000円といたします。25節積立金、細節１介護保険給付費準備基金積

立金1,931万7,000円の増は、繰越金等補正額4,976万2,000円から国庫支出金等の過年度分返

還金補正額3,044万5,000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3,044万5,000円を追加い

たします。23節償還金利子及び割引料3,044万5,000円の内容は、平成28年度の介護給付費地

域支援事業及び事務費等の確定に伴い、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1,255万3,000円、細節３県介護給付費

負担金過年度分返還金644万6,000円、細節４支払基金介護給付費交付金過年度分返還金494

万1,000円、細節５一般会計介護給付費繰入金過年度分返還金507万円を返還するものでござ

います。 

  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56万1,000円を返還

いたします。 

  ２ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額12億9,563万7,000円に4,976万2,000円

を追加いたしまして、13億4,539万9,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額12億9,563万7,000円に4,976万2,000円を追加いたしまして、

13億4,539万9,000円といたします。 

  補正額の財源内訳ですが、一般財源で4,976万2,000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（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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） 
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○議長（飯田桂司君） 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36号 平成29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（飯田桂司君） 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。 

 

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

 

◎日程第１３ 報告第３号 平成２８年度東伊豆町健全化判断比率の報告について 

◎日程第１４ 報告第４号 平成２８年度東伊豆町資金不足比率の報告について 

○議長（飯田桂司君） 日程第13 報告第３号 平成28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14 報告第４号 平成28年度東伊豆町資金不足比率の報告についてを一括

議題とします。 

  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３号 平成28年度東伊豆町健全化判断

比率及び報告第４号 平成28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28年度決算における東伊豆町の健全化判断比率及び資金比率不

足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（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいま提案されました報告第３号 平成28年度東伊豆町健全化

判断比率、報告第４号 平成28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。 
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  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28

年度決算における各比率を報告するものであります。 

  それでは初めに、平成28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をいたし

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

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6.7％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48.1％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28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28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28年度決算におきま
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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（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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 ２時５６分 



－165－ 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○副議長（西塚孝男君） 皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は10名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成29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、議長が公務で出張のため議会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、12番議員につきましては、急用のためおくれて出席することの報告がありました。 

 

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

 

◎日程第１ 議案第３７号 平成２８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３８号 平成２８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３９号 平成２８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４０号 平成２８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４１号 平成２８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４２号 平成２８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４３号 平成２８年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

○副議長（西塚孝男君） 日程第１ 議案第37号 平成28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43号 平成28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。 
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  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37号から議案第43号までについて、提案理由を申し上

げます。 

  まず、議案第37号から議案第42号までの各会計の平成28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28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ものでございます。 

  議案第37号 平成28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54億6,906万8,000円に対しまして、歳入は調定額57億6,646万860円、収入済額54

億7,911万374円となり、調定額に対する収納率は95.0％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額51億6,876万1,356円、繰越明許費１億2,364万6,000円で、

予算現額に対する執行率は94.5％であります。 

  歳入歳出差し引き残額は３億1,034万9,018円となり、翌年度へ繰り越すべき財源1,451万

2,000円を差し引いた実質収支額は２億9,583万7,000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の規定により財政調整基金への積み立てには、２億6,500万

円を措置いたしましたので、翌年度への繰越金は3,083万7,000円となっております。 

  収入の根幹をなす町税では、固定資産税の地価の下落等により、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、前年をにわ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及び賀茂地方税債権整理回収協議会との連

携はもとより、納税者の利便性の向上に資する施策の展開を図り、さらなる税収の確保に努

めてまいります。 

  次に、議案第38号 平成28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22億8,343万3,000円に対しまして、歳入は調定額24億6,007万6,207円、収入済額

23億2,058万1,580円となり、調定額に対する収納率は92.7％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額22億2,828万9,395円で、執行率は97.6％であります。歳入

歳出差し引き残額は9,229万2,185円となっております。 

  続きまして、議案第39号 平成28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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について、決算概要を申し上げます。 

  予算現額１億6,353万円に対しまして、歳入は調定額１億6,974万828円、収入済額１億

6,519万5,128円となり、調定額に対する収納率は97.3％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額１億6,318万2,000円で、執行率は99.8％であります。歳入

歳出差し引き残額は201万3,128円となっております。 

  次に、議案第40号 平成28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13億1,284万5,000円に対しまして、歳入は調定額13億5,200万832円、収入済額13

億2,126万2,732円となり、調定額に対する収納率は97.7％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額12億6,954万6,887円、執行率は96.7％であります。歳入歳

出差し引き残額は5,171万5,845円となっております。 

  次に、議案第41号 平成28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94万9,000円に対しまして、歳入は調定額及び収入済額ともに94万9,358円でござ

います。 

  歳出につきましては、支出済額88万1,000円で、執行率は92.8％であります。歳入歳出差

し引き残額は６万8,358円となっております。 

  次に、議案第42号 平成28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6,558万2,000円に対しまして、歳入は調定額及び収入済額ともに6,412万748円で

ございます。 

  歳出につきましては、支出済額6,360万4,536円、予算現額に対する執行率は97.0％であり

ます。歳入歳出差し引き額は51万6,212円となっております。 

  以上、議案第37号から議案第42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。 

  議案第43号 平成28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28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ものでございます。 
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  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、給水人口の減少などにより水道使用量は減少しましたが、

営業収益は微増となり、水道事業収益の決算額は４億6,757万45円で、前年度対比0.1％増と

なりました。 

  収益的支出につきましては、動力費で電気料金が下がったことなどにより、水道事業費用

の決算額は４億1,824万3,730円で前年度対比2.5％の減となりました。 

  また、資本的支出における決算額は、２億1,691万8,719円で、前年度対比16.6％増となり

ました。 

  最後に、事業損益につきましては、純利益が3,974万4,254円となり、前年度繰越欠損金

2,525万4,863円を補塡した残りの1,448万9,391円を当年度未処分利益剰余金に計上させてい

ただきました。 

  詳細につきましては水道課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○副議長（西塚孝男君） 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 正木三郎君登壇） 

○会計課長兼会計管理者（正木三郎君） ただいま提案されました議案第37号 平成28年度東

伊豆町一般会計歳入歳出決算から議案第42号 平成28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37号 平成28年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算につきまして御説明申し

上げます。 

  それでは、一般会計歳入歳出決算書の１ページ及び２ページをお開きください。 

  まず、歳入でございますが、１款町税20億334万3,074円、9,380万1,422円、１億9,036万

9,669円。 

  １項町民税５億3,057万9,656円、409万6,153円、3,616万9,530円。 
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  ２項固定資産税12億720万9,586円、8,945万9,469円、１億5,233万3,039円。 

  ３項軽自動車税3,313万2,600円、24万5,800円、186万7,100円。 

  ４項町たばこ税１億1,024万4,032円、ゼロ、ゼロ。 

  ６項入湯税１億2,217万7,200円、ゼロ、ゼロ。 

  ２款地方譲与税5,052万5,000円、ゼロ、ゼロ。 

  １項自動車重量譲与税3,576万8,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項地方揮発油譲与税1,475万7,000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129万5,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款１項配当割交付金386万5,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款１項株式等譲渡所得割交付金292万7,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ６款１項地方消費税交付金２億3,633万4,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ７款１項ゴルフ場利用税交付金1,869万6,720円、ゼロ、ゼロ。 

  ８款１項自動車取得税交付金1,373万9,000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309万3,000円、ゼロ、ゼロ。 

  10款１項地方交付税11億3,509万円、ゼロ、ゼロ。 

  11款１項交通安全対策特別交付金101万7,000円、ゼロ、ゼロ。 

  12款分担金及び負担金、１項負担金2,835万6,756円、ゼロ、266万3,120円。 

  13款使用料及び手数料4,846万4,380円、ゼロ、51万6,275円。 

  ３ページ及び４ページをお開きください。 

  １項使用料3,892万6,930円、ゼロ、51万6,275円。 

  ２項手数料953万7,450円、ゼロ、ゼロ。 

  14款国庫支出金５億2,576万6,596円、ゼロ、ゼロ。 

  １項国庫負担金２億7,235万5,016円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項国庫補助金２億4,104万5,635円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項委託金1,236万5,945円、ゼロ、ゼロ。 

  15款県支出金３億3,426万2,902円、ゼロ、ゼロ。 

  １項県負担金１億9,303万254円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項県補助金１億1,007万1,592円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項委託金3,116万1,056円、ゼロ、ゼロ。 
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  16款財産収入6,909万3,943円、ゼロ、ゼロ。 

  １項財産運用収入6,696万1,943円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項財産売払収入213万2,000円、ゼロ、ゼロ。 

  17款１項寄付金２億6,307万7,178円、ゼロ、ゼロ。 

  18款繰入金２億7,428万466円、ゼロ、ゼロ。 

  １項財産区繰入金16万2,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項特別会計繰入金778万9,466円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項基金繰入金２億6,632万9,000円、ゼロ、ゼロ。 

  19款１項繰越金4,716万330円、ゼロ、ゼロ。 

  20款諸収入7,572万3,029円、ゼロ、ゼロ。 

  １項延滞金、加算金及び過料407万3,661円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項町預金利子943円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項貸付金元利収入19万2,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ４項雑入7,121万8,897円、ゼロ、ゼロ。 

  ５項収益事業収入23万7,528円、ゼロ、ゼロ。 

  21款１項町債３億4,300万円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計、予算現額54億6,906万8,000円、調定額57億6,646万860円、収入済額54億7,911

万374円、不納欠損額9,380万1,422円、収入未済額１億9,354万9,064円、予算減額と収入済

額との比較1,004万2,374円でございます。 

  次に、歳出でございます。 

  ５ページ及び６ページをお開きください。 

  １款１項議会費6,361万1,477円、ゼロ、41万2,523円。 

  ２款総務費１億6,529万912円、101万7,000円、9,314万1,088円。 

  １項総務管理費８億9,284万422円、ゼロ、8,357万578円。 

  ２項徴税費１億1,127万2,114円、ゼロ、526万9,886円。 

  ３項戸籍住民基本台帳費3,708万5,267円、101万7,000円、122万1,733円。 

  ４項選挙費1,513万3,093円、ゼロ、283万7,907円。 

  ５項統計調査費808万615円、ゼロ、７万3,385円。 

  ６項監査委員費87万9,401円、ゼロ、16万7,599円。 

  ３款民生費13億9,530万1,180円、4,262万9,000円、2,829万2,820円。 
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  １項社会福祉費10億7,268万6,353円、4,262万9,000円、2,472万7,647円。 

  ２項児童福祉費３億1,642万2,836円、ゼロ、355万5,164円。 

  ３項国民年金事務取扱費603万1,991円、ゼロ、１万９円。 

  ４項災害救助費16万円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款衛生費７億282万9,301円、ゼロ、789万3,699円。 

  １項保健衛生費２億461万5,499円、ゼロ、725万6,501円。 

  ２項清掃費４億9,821万3,802円、ゼロ、63万7,198円。 

  ５款農林水産業費２億3,612万396円、ゼロ、390万7,604円。 

  １項農業費１億9,534万5,001円、ゼロ、263万4,999円。 

  ２項林業費2,380万103円、ゼロ、82万7,897円。 

  ３項水産業費1,697万5,292円、ゼロ、44万4,708円。 

  ６款１項商工費２億741万5,788円、ゼロ、262万1,212円。 

  ７款土木費１億5,743万18円、8,000万円、487万6,982円。 

  １項土木管理費1,162万744円、ゼロ、18万4,256円。 

  ２項道路橋りょう費１億349万1,671円、8,000万円、263万2,329円。 

  ３項河川費1,185万1,345円、ゼロ、12万9,655円。 

  ４項都市計画費2,948万493円、ゼロ、148万8,507円。 

  ５項住宅費98万5,765円、ゼロ、44万2,235円。 

  ８款１項消防費４億3,848万8,046円、ゼロ、1,416万9,954円。 

  ７ページ及び８ページをお開きください。 

  ９款教育費３億7,733万6,210円、ゼロ、965万7,790円。 

  １項教育総務費9,188万691円、ゼロ、86万7,309円。 

  ２項小学校費4,877万319円、ゼロ、228万7,681円。 

  ３項中学校費3,882万5,574円、ゼロ、182万426円。 

  ４項幼稚園費9,599万2,427円、ゼロ、92万2,573円。 

  ５項社会教育費3,066万7,459円、ゼロ、79万5,541円。 

  ６項保健体育費6,976万9,760円、ゼロ、294万7,240円。 

  ７項教育奨学費142万9,980円、ゼロ、１万7,020円。 

  10款災害復旧費1,217万804円、ゼロ、10万7,196円。 

  １項農林水産業施設災害復旧費274万9,232円、ゼロ、８万9,768円。 
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  ２項公共土木施設災害復旧費942万1,572円、ゼロ、１万7,428円。 

  11款１項公債費５億1,276万7,224円、ゼロ、828万6,776円。 

  12款１項予備費ゼロ、ゼロ、329万3,000円。 

  歳出合計、予算現額54億6,906万8,000円、支出済額51億6,876万1,356円、翌年度繰越額１

億2,364万6,000円、不用額１億7,666万644円、予算現額と支出済額との比較３億30万6,644

円となった内容でございます。 

  歳入歳出差し引き残額３億1,034万9,018円、うち基金繰入額２億6,500万円でございます。

この繰入額につきましては、地方自治法並びに東伊豆町財政調整基金条例第２条第２号の規

定に基づきまして措置した内容でございます。 

  続きまして、173ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書でございますが、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54億7,911万円、２、歳出総額51億6,876万1,000円、３、歳入歳出差し引き

額３億1,034万9,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源、継続費逓次繰越額ゼロ円、繰越明

許費繰越額1,451万2,000円、事故繰越額ゼロ円、計1,451万2,000円、５、実質収支額２億

9,583万7,000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２

億6,500万円でございます。 

  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38号 平成28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４億7,370万6,830円、1,625万946円、１億2,318万7,800円。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料46万6,400円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款国庫支出金４億2,649万6,640円、ゼロ、ゼロ。 

  １項国庫負担金３億3,114万7,640円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項国庫補助金9,534万9,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款１項療養給付費交付金5,383万4,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款１項前期高齢者交付金５億4,033万7,696円、ゼロ、ゼロ。 

  ６款県支出金１億4,715万1,345円、ゼロ、ゼロ。 

  １項県補助金１億3,150万6,813円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項県負担金1,564万4,532円、ゼロ、ゼロ。 
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  ７款１項共同事業交付金４億5,244万3,147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１億4,252万104円、ゼロ、ゼロ。 

  １項一般会計繰入金１億4,252万104円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項基金繰入金ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  10款１項繰越金7,575万8,327円、ゼロ、ゼロ。 

  11款諸収入786万7,091円、ゼロ、５万5,881円。 

  １項延滞金、加算金及び過料652万9,125円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項預金利子ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ３項雑入133万7,966円、ゼロ、５万5,881円。 

  歳入合計、予算現額22億8,343万3,000円、調定額24億6,007万6,207円、収入済額23億

2,058万1,580円、不納欠損額1,625万946円、収入未済額１億2,324万3,681円、予算現額と収

入済額との比較3,714万8,580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811万5,087円、ゼロ、91万2,913円。 

  １項総務管理費614万5,207円、ゼロ、44万793円。 

  ２項徴税費163万515円、ゼロ、34万485円。 

  ３項運営協議会費15万1,920円、ゼロ、７万2,080円。 

  ４項趣旨普及費18万7,445円、ゼロ、５万9,555円。 

  ２款保険給付費12億8,535万2,362円、ゼロ、4,789万4,638円。 

  １項療養諸費11億2,121万7,252円、ゼロ、3,844万2,748円。 

  ２項高額療養費１億5,895万3,220円、ゼロ、580万9,780円。 

  ３項移送費ゼロ、ゼロ、10万円。 

  ４項出産育児諸費378万1,890円、ゼロ、294万2,110円。 

  ５項葬祭諸費140万円、ゼロ、60万円。 

  ３款１項後期高齢者支援金２億5,245万834円、ゼロ、8,166円。 

  ４款１項前期高齢者納付金17万5,207円、ゼロ、793円。 

  ５款１項老人保健拠出金8,729円、ゼロ、１万5,271円。 

  ６款１項介護納付金9,575万2,826円、ゼロ、174円。 
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  ７款１項共同事業拠出金５億1,200万32円、ゼロ、22万968円。 

  ８款保健事業費1,720万5,102円、ゼロ、104万1,898円。 

  １項保健事業費474万8,529円、ゼロ、42万6,471円。 

  ２項特定健康診査等事業費1,245万6,573円、ゼロ、61万5,427円。 

  ９款１項基金積立金4,299万6,000円、ゼロ、ゼロ。 

  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1,423万3,216円、ゼロ、30万784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、474万7,000円。 

  歳出合計予算現額22億8,343万3,000円、支出済額22億2,828万9,395円、翌年度繰越額ゼロ

円、不用額5,514万3,605円、予算現額と支出済額との比較5,514万3,605円でございます。 

  歳入歳出差し引き残額9,229万2,185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が、１、歳入総額23億2,058万1,000円、２、歳出総額

22億2,828万9,000円、３、歳入歳出差し引き額9,229万2,000円、４、翌年度へ繰り越すべき

財源ゼロ円、５、実質収支額9,229万2,000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は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（西塚孝男君） 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

分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時０４分 

 

再開 午前１０時２０分 

 

○副議長（西塚孝男君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  引き続き、会計管理者より決算概要の説明を求めます。 

  会計管理者。 

（会計課長兼会計管理者 正木三郎君登壇） 
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○会計課長兼会計管理者（正木三郎君） 議案第39号 平成28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。 

  後期高齢者医療特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  まず、歳入でございます。 

  １款１項後期高齢者医療保険料１億2,152万5,100円、92万3,400円、362万2,300円。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料４万5,200円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款繰入金、１項一般会計繰入金3,845万7,255円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料７万100円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款１項繰越金509万7,473円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計、予算現額１億6,353万円、調定額１億6,974万828円、収入済額１億6,519万

5,128円、不納欠損額92万3,400円、収入未済額362万2,300円、予算現額と収入済額との比較

166万5,128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１億6,309万9,100円、ゼロ、9,900円。 

  ２款諸支出金８万2,900円、ゼロ、33万8,100円。 

  １項償還金及び還付加算金３万7,700円、ゼロ、31万3,300円。 

  ２項繰出金４万5,200円、ゼロ、２万4,800円。 

  歳出合計、予算現額１億6,353万円、支出済額１億6,318万2,000円、翌年度繰越額ゼロ円、

不用額34万8,000円、予算現額と支出済額との比較34万8,000円でございます。歳入歳出差し

引き残額201万3,128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１億6,519万5,000円、２、歳出総額

１億6,318万2,000円、３、歳入歳出差し引き額201万3,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財

源ゼロ円、５、実質収支額201万3,000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ゼロ円でございます。 

  次に、介護保険特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第40号 平成28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。 
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  １款保険料、１項介護保険料２億9,273万5,600円、742万3,800円、2,331万4,300円。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料９万4,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款国庫支出金３億２万1,475円、ゼロ、ゼロ。 

  １項国庫負担金２億2,718万275円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項国庫補助金7,284万1,200円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款１項支払基金交付金３億3,496万4,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款県支出金１億7,918万1,100円、ゼロ、ゼロ。 

  １項県負担金１億7,396万6,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項県補助金521万5,100円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項財政安定化基金支出金ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ６款財産収入、１項財産運用収入ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ７款繰入金１億7,339万5,000円、ゼロ、ゼロ。 

  １項一般会計繰入金１億7,339万5,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項基金繰入金ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ８款１項繰越金4,069万6,657円、ゼロ、ゼロ。 

  ９款諸収入17万4,900円、ゼロ、ゼロ。 

  １項延滞金、加算金及び過料9,500円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項預金利子ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ３項雑入16万5,400円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計、予算現額13億1,284万5,000円、調定額13億5,200万832円、収入済額13億2,126

万2,732円、不納欠損額742万3,800円、収入未済額2,331万4,300円、予算現額と収入済額と

の比較841万7,732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1,189万3,642円、ゼロ、53万3,358円。 

  １項総務管理費96万7,284円、ゼロ、13万3,716円。 

  ２項徴収費145万9,570円、ゼロ、１万4,430円。 

  ３項介護認定審査会費946万6,788円、ゼロ、38万5,212円。 

  ２款保険給付費11億7,583万8,961円、ゼロ、4,096万9,039円。 

  １項介護サービス等諸費10億6,405万4,237円、ゼロ、3,327万5,763円。 
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  ２項介護予防サービス等諸費4,869万1,183円、ゼロ、353万3,817円。 

  ３項その他諸費87万4,170円、ゼロ、１万3,830円。 

  ４項高額介護サービス等費2,099万3,075円、ゼロ、87万2,925円。 

  ５項高額医療合算介護サービス等費207万3,561円、ゼロ、116万9,439円。 

  ６項特定入所者介護サービス等費3,915万2,735円、ゼロ、210万3,265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4,527万円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款地域支援事業費2,754万2,354円、ゼロ、98万1,646円。 

  １項介護予防事業費312万8,140円、ゼロ、16万3,860円。 

  ２項包括的支援事業等費2,441万4,214円、ゼロ、81万7,786円。 

  ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金900万1,930円、ゼロ、22万6,070円。 

  ７款１項予備費ゼロ、ゼロ、58万7,000円。 

  歳出合計、予算現額13億1,284万5,000円、支出済額12億6,954万6,887円、翌年度繰越額ゼ

ロ円、不用額4,329万8,113円、予算現額と支出済額との比較4,329万8,113円でございます。 

  歳入歳出差し引き残額5,171万5,845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、29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13億2,126万2,000円、２、歳出総額

12億6,954万7,000円、３、歳入歳出差し引き額5,171万5,000円、４、翌年度へ繰り越すべき

財源ゼロ円、５、実質収支額5,171万5,000円、６、実質収支額のうち地方自治法第233条の

２の規定による基金繰入金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41号 平成28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85万1,394円、ゼロ、ゼロ。 

  ２款１項繰越金９万7,964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94万9,000円、調定額94万9,358円、収入済額94万9,058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358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。 
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  歳出でございます。 

  １款管理会費、１項管理会委員会費71万9,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２款諸支出金、１項繰出金16万2,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款１項予備費ゼロ、ゼロ、６万8,000円。 

  歳出合計、予算現額94万9,000円、支出済額88万1,000円、翌年度繰越額ゼロ円、不用額６

万8,000円、予算現額と支出済額との比較６万8,000円でございます。 

  歳入歳出差し引き残額６万8,358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が、１、歳入総額94万9,000円、２、歳出総額88万

1,000円、３、歳入歳出差し引き額６万8,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、５、

実質収支額６万8,000円、６、実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金繰

入金ゼロ円でございます。 

  次に、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42号 平成28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3,479円、ゼロ、ゼロ。 

  ２款繰入金、１項基金繰入金3,487万8,822円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款１項繰越金73万8,368円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款諸収入2,850万79円、ゼロ、ゼロ。 

  １項収益事業収入2,846万539円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項雑入３万9,540円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計、予算現額6,558万2,000円、調定額6,412万748円、収入済額6,412万748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△146万1,252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3,645万4,567円、ゼロ、46万4,433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3,641万2,567円、ゼロ、46万4,433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265万7,161円、ゼロ、101万1,839円。 

  ４款１項予備費ゼロ、ゼロ、50万円。 

  歳出合計、予算現額6,558万2,000円、支出済額6,360万4,536円、翌年度繰越額ゼロ円、不

用額197万7,464円、予算現額と支出済額との比較197万7,464円でございます。 

  歳入歳出差し引き残額51万6,212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6,412万1,000円、２、歳出総額

6,360万5,000円、３、歳入歳出差し引き額51万6,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源ゼ

ロ円、５、実質収支額51万6,000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。 

  なお、別冊主要施策の成果説明書の164ページから172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。 

○副議長（西塚孝男君） 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43号 平成28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、よろしくお願いいたします。 

  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４億6,523万1,000円に対

し、決算額は４億6,757万45円で、予算額に比べ233万9,045円の増。 

  第１項営業収益は予算額４億3,835万8,000円に対し、決算額は４億4,045万9,314円で、予

算額に比べ210万1,314円の増。 

  第２項営業外収益は予算額2,687万3,000円に対し、決算額は2,709万731円で、予算額に比

べ21万7,731円の増。 

  第３項特別利益は決算額が２万円で、予算額に比べ２万円の増。 

  次に、支出ですが、第１款水道事業費用は予算額４億3,391万4,000円に対し、決算額は４
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億1,824万3,730円で、不用額1,567万270円。 

  第１項営業費用は、予算額３億9,075万3,000円に対し、決算額は３億7,748万6,775円で、

不用額1,326万6,225円。 

  第２項営業外費用は予算額4,216万円に対し、決算額は4,075万6,955円で、不用額140万

3,045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２億2,740万9,000円に対し、決算額は２億1,691万8,719

円で、不用額1,049万281円。 

  第１項建設改良費は予算額１億3,965万1,000円に対し、決算額は１億2,916万1,180円で、

不用額1,048万9,820円。内容としては、稲取地区水源調査ボーリング工事など10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ページに記載してあります。 

  第２項企業債償還金は予算額8,775万8,000円に対し、決算額は8,775万7,539円で、不用額

461円。 

  資本的収入額が資本的支出額に不足する額２億1,691万8,719円は、過年度分損益勘定留保

資金２億963万7,151円、過年度分消費税資本的収支調整額728万1,568円で補塡しました。 

  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ページをお開きください。 

  事業損益につきましては、当年度純利益が3,974万4,254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８億2,176万3,345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、附属資料、参考資料及び注記を添付してありますのでごらん

いただきたいと思います。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○副議長（西塚孝男君） ただいま、決算概要の説明がございました。 
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  本日は、一括上程されまし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

締め切りにつきましては、本日の午前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（西塚孝男君） 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

本日の午前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、詳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（西塚孝男君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  12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。 

  御苦労さまでした。 

  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、各議員は出席してください。 

 

散会 午前１０時４５分 
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平成２９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２９年９月１２日（火）午後１時００分開議 

日程第 １ 議案第３７号 平成２８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３８号 平成２８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３９号 平成２８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４０号 平成２８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４１号 平成２８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４２号 平成２８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４３号 平成２８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 梅 原 裕 一 君 

企画調整課長 遠 藤 一 司 君 税 務 課 長 福 岡 俊 裕 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 森 田 七 徳 君 建 設 課 長 高 村 由喜彦 君 

建 設 産 業 課 
技 監 桑 原 建 美 君 防 災 課 長 竹 内   茂 君 

会 計 課 長 兼 
会 計 管 理 者 正 木 三 郎 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 吉 田 瑞 樹 君 

───────────────────────────────────────────────── 
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開議 午後 １時０１分 

 

◎開議の宣告 

○議長（飯田桂司君） 皆さん、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29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（飯田桂司君） 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３７号 平成２８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３８号 平成２８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３９号 平成２８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４０号 平成２８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４１号 平成２８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４２号 平成２８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４３号 平成２８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（飯田桂司君） 日程第１ 議案第37号 平成28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43号 平成28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、山田議員の一般会計決算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） 通告に基づきまして、一般会計決算について大綱的な質問をさせて

いただきます。 

  まず、１点目、町税の徴収についてでございます。 

  監査委員の意見書等でも静岡地方税滞納整理機構、また賀茂地方税債権整理回収協議会と

の連携で徴収事務が進んでいると、こういうこともございますが、町の徴収事務については

どのように変わったのか、この点を１点伺っておきたいと思います。 

  ２点目に、固定資産税の現年分の収入未済額及び滞納繰り越し分について、町内、町外別

の件数と金額、それぞれに対する徴収事務についての対応はどのようになされておりました

でしょうか伺います。 

  ２点目に、寄付金についてでございます。 

  ふるさと納税について、増加したというふるさと納税でございますけれども、申し込みの

分類と返礼品の構成について大ざっぱお伺いをさせていただきます。 

  ３点目に、歳出の商工費負担金補助及び交付金でございます。 

  １点目は、それぞれ補助金の計上とその効果について、どのように判断、分析しているの

かというのが１つ。２つ目に、特にインバウンド等の対策事業についての効果、また施設の

受け入れ態勢の充実など図られているのか、その辺についてお伺いをします。 

○議長（飯田桂司君） 順次答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第１問、町税の徴収については、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、静岡地方税滞納整理機構、賀茂地方税債権整理回収協議会との連携で徴収
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事務はどう変わったのかについてですが、平成20年度に静岡地方税滞納整理機構が発足した

ことに伴い、町では徴収困難な案件を同機構に移管することで徴収対策を図っており、監査

委員の決算意見書にございますとおり、平成27年12月に滞納者144人に対し、滞納整理機構

への移管予告を送付することにより、平成29年５月末時点において2,639万4,000円の移管予

告効果がございました。平成28年度も滞納者10件を滞納整理機構に移管することにより、同

機構の直接徴収によって271万8,000円の納付があり、合計で2,911万2,000円の移管予告効果

及び徴収実績が得られました。平成28年度に発足した賀茂地方税債権整理回収協議会との連

携につきましては、下田財務事務所及び賀茂１市５町で構成する運営委員会のもと、県職員

及び市町職員３名が１班となり、３班による特別滞納整理チームを組織して、６市町の滞納

事案の処理に当たっております。租税の賦課徴収は公正で公平な事務の遂行が基本であり、

税収の確保と租税負担の公平の実現という目的に向かって、さらなる連携強化に努めていき

たいと考えております。 

  次、２点目の固定資産税現年分収入未済額と滞納繰り越し分の町内、町外別の件数と金額、

それに対する徴収事務はどのように行ったかについてですが、還付未済額を差し引いた固定

資産税の現年分収入未済額の合計は551件6,007万5,400円となり、町内が271件1,551万3,200

円、町外が280件4,456万2,200円となります。滞納繰り越し分の合計は422件9,250万4,839円

となり、町内が208件3,628万158円、町外が214件5,622万4,681円となります。町内、町外を

問わず現年分については、年２回の一斉催告を初め、電話や文書による催告を通じて納付を

促しており、滞納繰り越し分については100万円以上の高額案件、50万以上の準高額案件及

び時効管理の優先順位づけを行いまして、賀茂地方税債権整理回収協議会の滞納整理チーム

との連携を図りながら処理に当たっております。 

  山田議員の第２問、寄付金、ふるさと納税についての増加したふるさと納税などが申し込

みの分類は、また返礼品の構成などについてお答えいたします。 

  前年度と比較し、ふるさと納税寄付金が11倍以上と大幅に増加いたしましたが、インター

ネット申し込みとクレジット決済を導入したことが原因となっております。申し込みの分類

につきましては、ふるさとチョイスを経由したインターネットでの申し込みが4,012人で全

体の98％、その他窓口への来庁や電話連絡をいただいた方が80人で全体の２％でありました。

また、返戻品の構成につきましては、干物などの水産加工品が49.1％と約半数を占め、次に

宿泊補助券やゴルフ場、動物園等の利用券が34.6％と約３分の１を占める結果となりました。

３番目がかんきつなどの農産物で8.2％、４番目が伊勢エビ、アワビなどの水産物で6.4％と
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なっております。 

  次に、山田議員の第３問、商工費負担金補助及び交付金については、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点目の補助金の計上とその効果についてどのように判断、分析しているのかにつ

いてですが、補助金はその性質上、それぞれ事業主体となる団体や個人からの申請を受けて、

その効果や必要性について検討し、補助金交付要綱に規定された目的に適合する場合や、地

域振興にとって有益であると判断した場合に交付するものです。事業実施後の分析につきま

しては、申請件数や経済効果等の数字によるもののほか、ヒアリングなどを踏まえ総合的に

判断しております。 

  次に、２点目の特にインバウンド等対策事業の効果は、また施設の受け入れ態勢の充実を

図れたのかについてですが、平成28年の当町への外国人宿泊数は１万8,361人となり、前年

と比較して46.2％、5,801人と大幅に増加しました。特に、誘客に力を入れている台湾から

のお客様の増加が目立っていることから、インバウンド等対策事業が一定の効果を上げてい

るものと考えております。 

  町では平成27年度から無線ＬＡＮ機器の設置に対し補助金を交付し、さらには町観光協会

が取りまとめを行い国の補助事業の採択を受け、和室の洋室化やトイレの改修などを各宿泊

施設が進めてまいりました。また、ソフト面では宿泊施設が台湾から大学生のインターンを

受け入れ、さらに独自に外国人従業員を雇用するなど、着実に取り組みを進めているものと

承知しております。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） なるほど、町長、町税の関係で県と賀茂の協議会等々で徴収の取り

組みで前進があると、こういうお話でした。ただ、私思うに、そうはいってもうちの町の特

徴としては、滞納者また滞納金額ともに町外にお住まいの方の比率がやっぱり非常に大きい

ところが１つの特徴になっているんじゃないかな。そうしますと、こういう形で静岡県の税

滞納整理機構を使い、賀茂の回収機構を使っていくという中でいくと、人材の配置的な考え

方をしますと、この町外での徴収をさらに強化をしていくというようなところに若干の人員

的な力点を置いて、そちらのほうをもう少し厚めに向くということもかなり困難な部分で、

今まで何回も臨宅徴収をしたりしてきた、そういうところというものをみんな今、県のやつ

であれ郡のやつに回していくということになるわけだから、そうすると、一定そこでの余力
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があるかないかわかりませんけれども、しかしそうしてくると、特に町の問題で言うと、や

っぱり町外のところでのこの収入未済額や滞納が発生をしているという点で言うと、そちら

のほうへもう少し重点も置くことが可能なのかなという見方をしておりますけれども、その

辺についていかがなものでしょうか。 

  ２つ目に、ふるさと納税については着実に増加してきたということと、ちょっと若干心配

はしていたんですが、一時はちょっと何か宿泊なんかの補助券的なもののほうがかなり多か

ったというようなあれですけれども、今まで伊東やなんかはふるさと納税に余り力を入れて

こなかったと。今年あたりから伊東市自体もこのふるさと納税について、宿泊補助券なんか

をかなり中心にしてやってきたということと聞いておりますので、そうするとうちの町なん

かもある面影響が出るのかなと。しかし、宿泊の補助券の部分が３分の１程度ということで

あれば、干物というかキンメを中心にしたうちの町の特産を情報発信としてはちゃんとアピ

ールをするということによって、それはもう少し維持はできるのかなと。 

  また、逆に少し若干ショックなのは、かんきつなんかが非常に低いということについては

ちょっと、中には町内でも千疋屋さんあたりへ取引するような方もいらっしゃるわけなんで

ね、そういう面でいくと、全体甘夏であれニューサマーであれ、いろんなものについて非常

にいいものもあるわけなんで、やっぱり少しそういうプレミアム感というものもないとあれ

なのかもしれないですけれども、もう少し農産物のところも活用されていくことで町の魅力、

情報発信が行われるのかなというふうにちょっと感じております。 

  ３点目の観光関係の補助金ですけれども、これは実は町長言葉で言っているけれども、こ

れは大変な作業だと思います。実際の申請を受けて、それをしっかりチェックをしていくと

いうこと自体は非常に大変な作業なんだろうと。ある面で言うと、そこがやっぱりマンネリ

的に行われないことが重要で、それは担当課もそうなんだけれども、やっぱり申請してくる

団体も的確に今のお客さんのニーズとか自分たちの旅館の状況を含めて、的確なものを町に

申請をして、それをしっかり審査をしていく。今までこうだからこうだということではない

と思うんですよ。そういう点でのめり張りをつけた、しっかりした申請とチェックが必要に

なってくるし、そういうものの中でやっていかないと、非常にここはお金も大きく使う部署

なんで、そうでなければやっぱり町民の信頼も得られていかないのかなと思います。 

  特に、質問しましたインバウンドの問題で、この間ずっとインバウンドということに軸足

を置いてやってきているわけなんですけれども、今言ったようにＬＡＮの問題、これ当然最

低限の問題としてあって、これに若干関連すればバスの補助を出したり、トータルでこのイ
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ンバウンド関係というものは─しかし、私自身見ると、じゃ、受け入れの宿泊の本体のほ

うが、全てのうちの町の宿泊施設がインバウンドに対応できるというふうにも思いませんが、

やっぱり本当にこれだけお客さんを、町も補助をして呼んでこようという、それにまさると

も劣らないぐらいの旅館のほうでの受け入れ態勢の整備、それはいわゆる全てＬＡＮで対応

できるものだけじゃないと思うんですね。いわゆる従業員の中での言葉での対応というよう

なこともあるでしょうし、いろいろな問題について、ちゃんとした中国語や英語表示での姿

勢、そういうものを含めて、町が力を入れることに対して連動した取り組みがしっかりでき

ているかどうか、非常にね、今そういう点ではまだ十分でないところもやっぱりあるんじゃ

ないかなと。 

  昔、相当前になりますけれども、今でもニセコあたりが外国人の方々が別荘を買ったりマ

ンションを買ったりというメッカとして北海道の中でも有名なんですけれども、例えばニセ

コあたりに行きますと、町内の商店では全て外国語表示と、日本語と外国語はもう全て商店

街なんかなっているわけですよね。例えばそういうことを含めて、やっぱりそれはそれだけ

のメッカにもなってきたからそうなのかもしれません。しかし、うちの町で、じゃ本当に宿

泊施設がお客さんが来るということに何とか対応できるという対応で終わるのか、やっぱり

しっかり言葉での対応もそうだし、またそれぞれの観光、宿泊、温泉場を楽しんでいただけ

るような一定のそういうおもてなしのしっかりとした対応につながっているかどうか、そう

いうところは町も重点的にこの取り組みをしている以上、しっかりとそこを目配りをしてや

っていかないと、受け入れでウエルカム、ウエルカムということだけではやっぱりいけない

と思いますし、そういう方々のしっかりとした満足感、ちゃんと提供できる、やっぱりここ

はいい観光地だなと、そういうお言葉をいただくような、しっかり民間との連動した体制が

必要かなというふうに思います。いかがですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点、町税の関係。本当に町外に職員が行っております。それで

職員がちょうど行ってこいで今２人派遣しているもので、その数的には厳しいところがあり

ますもんで、職員が２人向こう行っているおかげで、ほかの人がこっちに来て税の徴収は上

がっているんですけれども、人数的にはちょっと厳しいことがありますもんで、その辺はや

っぱりこれからちょっと考えなきゃならないかな。現状ではちょっと厳しいかなということ

でございますので、これはちょっと検討させていただきたいと思います。 

  次、ふるさと納税に関して、かんきつ類、本当、この町には大変いいものがあります。そ
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ういう中で、町といたしましてもなるべく多くの方にふるさと納税の返礼品として出してく

ださいということは言っております。それがやっぱり海系が結構多くなってきますもので、

今まで季節になるともう海系とかね、やっぱりまだまだ数多くのそういう人がいると思いま

すので、また町といたしましては引き続きもっとかんきつ類は大変いいものがありますもの

で、その辺は町としてもどんどん返礼品に募集じゃないけれども、入ってくださいというこ

とは、これまたお願いしていきたいと考えております。 

  次に、商工会の補助金関係。本当、山田議員の言った補助金ありきじゃ、もう、これ毎年

もらえるだというそういう気持ちになっては本当困りますもので、当然その辺はもうマンネ

リ化しないで、やっぱり何年になっても一応、どういう新しいものをやるとかということは

一応原課も聞いてもらうし、こちらも聞いて。一番いいのはやっぱり商品券の、いつも毎年

暮れにやるお金も、なんかもうもらうのが当たり前だということを考えておりますもので、

それ何か新しいものがあった中で町民の購買意欲を燃やすようなことをやってほしいという

ことはやっていますし、その辺はもう十分吟味していると考えておりますし、補助金ありき

という考えは一番困りますもので、その辺は町としても気をつけてまた指示していきたいと、

そう考えております。 

  次、観光関係のインバウンド、これ山田議員が言ったように、本当ハードよりやっぱりソ

フトが大変重要だと考えております。そういう中で町といたしましても、インバウンド、や

っぱり国内の観光客がもう頭打ちとなりますし、これから伸びるにはインバウンドに力を入

れなければならないと考えて、やっぱり町全体でやんなきゃならないと考えておりますし、

町と民間が協働した中でやらなければ、この町は生き残っていかない考えで。 

  そういう中で職員の、従業員さんというのはやっぱり基礎的なウエルカム、やっぱりおも

てなしや言葉の問題もあります。さらに、今言ったように町の外国語表示、これもずっと考

えています。それと、今回河津のほうで、このクレジットの決済をね、一応各商店街そうい

うこと補助出してやっているようなことも聞いておりますもので、やっぱりこれからやっぱ

りクレジット関係を重要視しなければ、このインバウンドに対応していけないと考えており

ますので、そういう中でやっぱりこれから民間と一体となった中で、そういう力を入れてい

きたいと考えおりますので、その辺はまた御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、14番、山田議員の一般会計決算の大綱質疑を終結します。 

  次に、１番、笠井議員の特別会計決算の大綱質疑を許します。 
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  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 私は、１問の通告になっていますので、御対応のほうだけお願いいた

します。 

  風力発電特別会計の繰出金のところについてお伺いをいたします。基金積立金を全額取り

崩して、積立金がもうほぼない中で、一般会計繰り出しを行わなければならなかった理由を

お伺いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 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、風力発電事業特別会計３款１項１目繰出金の基金

積立金を取り崩し、積立金が少なくなった中、一般会計への繰り出しを行わなければならな

かったのかについてお答えいたします。 

  風力発電事業は単に売電収入を得ることが目的ではなく、収益を我が町が掲げるエコリゾ

ートタウン推進のための施策を実施する財源に充てていることは、御案内のとおりでありま

す。昨年度は住宅用太陽光発電施設の設置費補助金、各小学校で行っている環境教育アース

キッズ事業負担金及び温泉熱・小水力発電施設管理業務委託料に充てております。 

  御指摘のとおり、昨年度は大規模な修繕が必要となり、基金を取り崩す必要がありました

が、単年度赤字という状況は避けることができましたので、当初の目的に沿って一般会計に

対し、収益の一部を繰り出したものであります。 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 町長がおっしゃるとおり、単年度赤字というのは回避されているとい

うことでございますが、単純に普通の家庭の家計で言えば、貯金を全て取り崩して回避をし

ましたということでございます。貯金を取り崩して、ほかの人のところへお金を繰り出しま

すよということは、なかなか通常では考えにくいというところで、当初予算で最初から繰り

出すよと、これだけの売電が見込めて繰り出しますということを昨年度に関しては大規模修

繕があって、余計な出費が出た、これはわかっております。その中で、私が聞きたいのは、

なぜ途中で変更しないでそのままやったのかということでございます。 

  要は、積立基金は目的としましては、最終的には取り壊しの費用というところで積み立て
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を行っていたと私は考えております。そこの部分をゼロにしてまで単年度黒字にした理由を

再度お聞かせください。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然、基金の最初の目的は、やっぱりその撤去するときの費用が基金

の目的でございました。しかしながら、やっぱりエコリゾートタウンとうたっている中で、

やっぱり町といたしましてはエコに力を入れていく。これはやっぱり今後地球温暖化いろん

な面でね、これは目指さなきゃならないことじゃないかと考えております。 

  私はこの中で、この特別会計から一般財源に出さなくなったならば、私は一般会計でもや

っぱりこの事業はやるべきじゃないかと考えております。と申しますのは、基本的には太陽

光はもうちょっと今年はやめましたけれども、アースキッズ事業なんて、これ本当にもう七、

八年続いているのかな、ちょっとわからないけれども、もう稲小が、熱小、大川小の子供た

ちがもう５年生のこの地球温暖化に関していろいろ６月の期間２週間、家庭に帰って、要す

るに二酸化炭素をいかに減らすかとかを家庭で勉強しております。そういう中で先般もちょ

っと熱川のほうでその修了式があったんですけれども、やっぱり子供たちがこの地球温暖化

をいかに防ぐか、これを考えることは大変すばらしい、いいことじゃないかと考えておりま

すもので、町といたしましてはこの事業は特別会計から繰り出さなくても子供たちのために

これは一般会計でもやるべきじゃないかなとは考えております。 

  さらに、温泉熱・小水力発電管理、これもう途中でやめられませんもんで、これはまたこ

れからだめになった場合はどうなるで、やっぱり現在これもう設置しておりますもんで、こ

の辺やっぱりこの特別会計から出せなくなったとしても、この辺の事業はやっぱり一般会計

から財源を委ねてもこれはやるべきじゃないかと今私は考えているところでございます。 

  その他、全協でも言いましたように、１基故障している中で、２基が稼働しております。

あと、起債もあと２カ年でちょうど切れるものですね、それ何とかうまくやっていきたいと

いう中で、町といたしましては机上では本当、この風力はもう完全にもうかるというメリッ

トある事業だと考えておりましたけれども、実際本当これやった中で机上の計算というか大

変苦労しているのは現実でございまして、そういう中で町といたしましては、これはできれ

ばどこかやってくれるところがありがたいなと今模索しているところでございます。その中

で、この風力発電のところはあっても、それ以外として町がエコリゾートタウンということ

をうたっている、これからもいきたいと考えておりますもので、そういう中で今回基金がな

くなった中で、こういう事業に使ったということは一応御理解願いたいと思います。 
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  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、１番、笠井議員の特別会計決算の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37号 平成28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（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、議案第37号については、６人の委員で

構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決しまし

た。 

  お諮りします。ただいま設置されました一般会計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（飯田桂司君） 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37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26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（飯田桂司君） 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26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38号 平成28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43号 平成28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（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、議案第38号から議案第43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。 
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  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（飯田桂司君） 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38号から議案第43号までは、

会議規則第46条第１項の規定により、来る９月26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（飯田桂司君） 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26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13日から９月25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（飯田桂司君） 異議なしと認めます。したがって、９月13日から９月25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26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（飯田桂司君） 異議なしと認めます。したがって、来る９月26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（飯田桂司君） 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 １時３３分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（飯田桂司君） 皆さん、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29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。 

  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（飯田桂司君） 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３７号 平成２８年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて 

○議長（飯田桂司君） 日程第１ 議案第37号 平成28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。 

  報告を求めます前に、一般会計決算特別委員長から副委員長の同席を求めたいとの申し出

がありましたのでこれを許可します。 

  一般会計決算審査特別委員長の報告を求めます。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 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書を朗読をもって報告をさせていただきます。 

  平成29年９月26日。東伊豆町議会議長 飯田桂司様。一般会計決算審査特別委員会委員長

鈴木 勉。 
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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37号。 

  件名、平成28年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について。 

  審査の結果、原案認定。 

  １ページをお開きください。 

  一般会計決算審査特別委員会に付託された議案第37号 平成28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ページ、２ペー

ジ、３ページをごらんください。 

  それでは、４ページをお開きください。 

  第２、主な質疑の内容。 

  （１）地方交付税について（総務課）。 

  問い、地方交付税は当初予算より増加したが、前年度より増加したのか。 

  答え、国勢調査人口が大きく減少したため、基準財政需要額が減少したことが要因となり、

前年度比で1.9％減となった。 

  （２）ふるさと納税について（総務課）。 

  問い、ふるさと納税は当初予算より大幅に増加しているが、当初から見込めなかったのか。 

  答え、当初予算額3,000万円に対し、収入額は２億6,000万円と大幅な増となったが、寄付

という性格上過大な予算計上はできない。 

  問い、寄付者が申し込み時に希望した指定項目の内訳は。 

  答え、町長にお任せ44.9％、教育子育て35.2％、地域福祉10.5％、生活環境8.4％、指定

事業0.9％となっている。 

  （３）風力発電事業特別会計への繰り出しについて（企画調整課）。 

  問い、風力発電事業繰入金については、風力会計から繰り入れしているが、風力会計が基

金を取り崩す状況なのに、繰り入れしたのはなぜか。 

  答え、当初予算に両会計が繰り出し、繰り入れの計上をした以上、単年度赤字で執行がで



－203－ 

きなければいたし方ないが、成り立つものであれば約束事なので、繰り出し、繰り入れをし

た。風力会計自体の目的が環境政策実施のためなので、こういう措置をした。本年度につい

ては4,600万円の収入のうち400万円程度を積み立てた上で、環境政策に対して繰り出しをす

る。太陽光発電施設の補助金は一般財源で賄ってもらった。今のところ順調に稼働している

が、見込みどおりいかない場合があれば繰り出しはやめることにする。 

  （４）お試し居住について（企画調整課）。 

  問い、お試し居住の利用状況は。 

  答え、実績は15件、29人、147日間の利用があった。１日1,000円だが、都合によるキャン

セルや短縮の場合があっても返金しない取り決めがあるので168日分の収入であった。 

  問い、お試し居住の目的はその後の移住につなげることだが、利用者の声などはとってい

るか。 

  答え、利用者が２名移住している。滞在中に雑記帳に感想を書いてもらったり、終了時に

アンケートを記入していただき、改善に努めている。 

  （５）町民税・固定資産税の滞納について（税務課）。 

  問い、滞納整理については。 

  答え、現年分の滞納については、全ての滞納者に同様の手続で進めている。催告状の発送、

電話催告により納付を促し、納付に応じない場合は、財産調査や差し押さえを行っている。 

  ５ページをごらんください。 

  滞納繰り越し分については、優先順位をつけ賀茂地方税債権整理回収協議会との連携のも

と財産調査、差し押さえを行い、特に徴収困難者については、静岡地方税滞納整理機構に移

管することで処分に当たっている。 

  （６）東河環境センターの分担金について（住民福祉課）。 

  問い、東河環境センターごみ処理施設の分担金比率は。 

  答え、運営費分担金については、前年のごみ搬入量により比率が変わるため、平成28年度

は東伊豆町が65.19％、河津町が34.81％となっている。また、工事費分担金については、現

施設の建設工事が59.56％で、平成29年度から実施する長寿延命化工事は59.35％が当町負担

となっている。 

  （７）市民農園について（農林水産課）。 

  問い、日帰り型農園とラウベの利用の内訳は。 

  答え、日帰り型農園は50平米が11区画、40平米が８区画、ラウベは今年度から使用開始と
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なっているが今現在９棟の利用となっている。 

  問い、日帰り型もラウベも全て埋まるようにしてほしい。ＰＲはどのようにしているのか。 

  答え、新聞掲載、ホームページ、ポスターを店頭に掲示するなどＰＲを行っており、今後

も同様に継続していく。 

  （８）観光振興対策補助金について（観光商工課）。 

  問い、雛のつるし飾りイベント事業補助金の内訳と効果は。 

  答え、当補助金については総事業費435万904円で実施した。主な内容は、新たに三嶋神社

へのひな段の設置、ノベルティーの制作、国道への看板設置、スタンプラリー、花火などを

実施した。来場客は４年ぶりに10万人を超え、特に素戔嗚神社のひな段飾りは好評で来場者

は前年の7,199人から１万1,432人に増加した。また、スタンプラリーについてはアンケート

調査を実施し、お客様からは高評価をいただいた。 

  問い、ロケ誘致の推進事業について予算規模は十分だったのか。 

  答え、平成28年度については補正予算によって対応した。件数も伸びているが、補助金の

効果によって１日の予定だったロケが２日に変更となるケースなどもあり、宿泊などにもつ

ながっている。 

  問い、細野高原イベント事業補助金の減額理由は。 

  答え、補助金額が多額であり、入山料がある程度安定的に確保できる見込みが立ったので

補助金を減額した。 

  問い、人数が減った原因に天候を挙げているが、６年たったので内容を変革したらどうか。

また、入山料確保の努力を。 

  答え、細野高原イベントでは入山料を増やす努力をしたい。入山者の伸びがとまって踊り

場に差しかかっていると感じているので、ＪＲの重点販売の力もかりててこ入れをしていき

たい。 

  （９）インバウンド等対策事業補助金について（観光商工課）。 

  問い、インバウンド等対策事業補助金の内容と成果は。 

  答え、町観光協会に補助金を交付して実施している。主な内容は、団体バス35台、旅行会

社のモニターツアー、台湾での商談会、多言語パンフレット印刷、海外専用ウエブサイトジ

ャパニカンに広告を出した。また、町の制度だけでなく、国の制度も活用して７軒の宿泊施

設がホームページの多言語化、トイレの洋式化、和室の洋室化を行った。平成27年度より外

国人観光客が大幅に増え成果が上がっている。 



－205－ 

  （10）自然災害対策について（防災課）。 

  問い、緊急地震・津波対策等交付金の内訳は。 

  答え、防災、消防関係の備品及び熱川温泉しおかぜ広場の整備費。 

  問い、津波監視カメラ維持管理業務委託料が平成27年度に比べ倍になっているがなぜか。 

  答え、平成27年度は保証期間中のため、平成28年度と比べ安価となっている。 

  問い、自然災害時の自主防での避難所開設等のルールは。 

  答え、大雨洪水警報発令で一時避難所の開設。土砂災害警報情報発令で避難勧告し、広域

避難所を開設する。 

  第３、その他の質疑の事項につきましては、お手元の資料６ページ、７ページ、８ページ

をごらんください。 

  では、８ページをお開きください。 

  以上のとおり、質疑の内容を付し、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（飯田桂司君） 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。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 委員長に２点お伺いします。 

  １点目は、（９）でインバウンドの対策事業補助金のところなんですけれども、最終的に

平成27年度より大幅に観光客が増えたということを評価しているわけなんですけれども、実

数とした実態幾ら増えたのか。441万5,000円の支出で何人の方のお客さんが、27年度から28

年度増えたという実態があるのかぜひお聞かせいただきたいと。 

  ２つ目に、その他の質疑の対象となった事項ということなんですが、財政調整基金の健全

化ということを言われておりますけれども、どういう議論がなされて、今、基金状況が健全

ではないというようなお考えなのかどうなのか、この点をお聞かせください。 

（「委員長、ちょっと暫時休憩させてください」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時４７分 
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再開 午前 ９時５１分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） ただいま、山田議員よりの質疑に対しての答弁をさせていただきま

す。 

  １点目のインバウンド事業に対しての質疑は、インバウンド対策事業の補助金のついての

成果についての人数的なお話が質疑されたわけなんですけれども、当委員会におきましては、

人数的な数字につきましては質疑もしませんでしたし、それによって当局側からの答弁はご

ざいませんでした。 

  それから、もう１点の財政の基準化、それについても私たちのほうでは、この基準額が減

少したことについての議論はさせていただきましたし、財政調整基金が６億円に達したとい

う形が、その数字が大きいのか少ないのかというそういう形の中で、今後も10億円を目標に

して財政基金を積み立てていきたいというそういう目的を持っていますという答弁をいただ

きましたけれども、内容的な数字につきましては私たち当委員会では質疑をしておりません

でした。ですから、当局側からも細かい数字においての答弁はいただかなかったという形で

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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37号 平成28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。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 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。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第２ 議案第３８号 平成２８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３９号 平成２８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４０号 平成２８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４１号 平成２８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４２号 平成２８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４３号 平成２８年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

○議長（飯田桂司君） 日程第２ 議案第38号 平成28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43号 平成28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。 

  報告を求めます前に、特別会計決算審査特別委員長から、副委員長の同席を求めたいとの

申し出がありましたので、これを許可します。 

  特別会計決算審査特別委員長の報告を求めます。 

  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 皆様、改めましておはようございます。 

  それでは、特別会計決算審査を朗読をもって報告させていただきます。 

  平成29年９月26日。東伊豆町議会議長 飯田桂司様。特別会計決算審査特別委員会委員長

栗原京子。 

  特別会計決算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託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。 
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  事件の番号、件名、審査の結果の順に朗読します。 

  議案第38号 平成28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39号 平成28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40号 平成28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41号 平成28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42号 平成28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43号 平成28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38号 平成28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39号 平成28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40号 平成28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41号 平成28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42号 平成28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43号 平成28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、１ページ、２ページに記載され

ていますので、御確認ください。朗読は省略させていただきます。 

  ３ページをお開きください。 

  審査の要旨。 

  １、平成28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予算編成での見込みの収納率と決算での収納率はどうなっているか。 

  予算では、特別徴収は収納率100％、普通徴収は一般が90％、退職が92％で算出している。 

  決算書の収納率は92.36％、前年90.80％と前年対比で1.56％の増となった。増の要因は、
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賀茂地方税債権整理回収協議会ができたことによる徴収事務の取り組みが強化されたことで

ある。 

  ②滞納などの徴収が協議会へ移行して徴収業務はどう変わったのか。 

  協議会へ移行し、金融調査、差し押さえ処分が実施されている。28年度協議会は、国民健

康保険税だけでなく町税全般での対応で、協議会が差し押さえたもの129件、町が差し押さ

えたものが22件（平成27年度は12件）であり、徴収の取り組みが強化された。 

  ③滞納世帯の所得状況はどうなっているのか。臨宅徴収の実績が少なくなっているのでは

ないか。 

  滞納世帯の所得状況は、無所得92世帯、ゼロから50万円未満57世帯、50から100万円未満

63世帯、100から200万円未満78世帯、200から300万円未満29世帯、300から500万円未満９世

帯、500万円以上７世帯、不明・未申告38世帯と200万円未満の世帯が77％を占めている。 

  協議会の方針として臨宅徴収は行わず、役場に出向いてもらい自主納付をする方向に変わ

っている。 

  委員からは、収納率の向上は必要だが、所得の少ない人への配慮もお願いしたい。事務的

な対応のみに走ると町との距離ができるのではないか。コミュニケーションをもっととるべ

きではないか。 

  新規の滞納者への対応は、協議会が行っているのでコミュニケーションはとりづらくなっ

ている。 

  ④軽減世帯と限度額世帯の状況はどうなっているか。 

  軽減世帯は1,544世帯、限度額世帯は、医療47世帯、後期高齢者支援76世帯、介護27世帯

となっている。 

  次のページをごらんください。 

  歳出。 

  ①療養給付費の疾病別の医療費状況はどうなっているか。県下での順位はどうなっている

か。 

  疾病別医療費は、入院では①新生物（がん）、②精神及び行動の障害、③循環器系疾患。

入院外では①循環器系の疾患、②内分泌の疾患（糖尿病ほか）、③尿路性器（腎不全ほか）。

総合では①慢性腎不全（人工透析含む）、②糖尿病、③高血圧症となっている。 

  １人当たりの医療費は32万2,247円、市町村平均33万1,908円で35市町中30位となっている。 

  ②精神疾患が伸びているようだが状況は。透析を初め糖尿病対策はどうなっているのか。 
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  精神疾患では相談事業により早期での入院を含む治療に結びつけるケースが増えている。

退院に伴う地域での受け入れ先がなく思うように退院に結びついていない。 

  透析については、糖尿病対策を含む生活習慣病予防対策として、特定健診での結果に基づ

き指導し、透析に至らないよう生活習慣の改善を促している。その上で、賀茂圏域で対応に

向けた検討をしている。 

  ③自殺者の状況は。 

  28年度は２人、27年度は７人となっている。 

  ④歯科診療費での子供の状況はどうか。対策は。 

  小学６年生及び中学３年生の虫歯保有率は県下でも非常に高く、将来にわたって医療費に

影響を与えかねない。平成29年度からは５歳児歯科検診事業を実施し歯科保健対策を進めて

いる。 

  以上のとおり、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。 

  意見書。 

  精神疾患に関する患者と医療費は、町などの相談事業の取り組み、国や企業におけるスト

レスチェックなどメンタルヘルスへの取り組みが充実するにつれて対象者の増加等が見込ま

れる。 

  しかし、賀茂圏域には病院しかなく、精神疾患の患者が退院しても地域で暮らしていける

住まいの場や就労支援など地域に精神障害者の福祉の基盤がない。 

  そのため退院できない長期入院の増加による医療費増加や自殺者の増加などにつながりか

ねない。 

  町は、県や賀茂の市町と連携し、精神疾患の患者の退院後の生活を支える福祉サービスの

施設施策を創設するなど、社会的地域的な受け入れ態勢の整備を図り、町民の健康の増進と

医療費の軽減を図られたい。 

  次のページをごらんください。 

  ２、平成28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医療費データの活用について、医療費の内訳などデータが示されていない。 

  平成27年度決算認定の報告書でも要望事項として、決算成果表に取り入れるという要望が

あったが、６月支払い１カ月のデータであり７月に示されるため、成果表作成に間に合わな

い現状である。 
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  保健センターでは、内容を把握しているのか。 

  把握できていない。 

  高齢者の医療状況が把握されず、保健などの事業と共有化できていない広域連合にデータ

提供をさらに要望すべきでは。 

  今後要望していきたい。 

  ②後期高齢者の健康づくりについて、健康教室への後期高齢者の参加状況は。 

  65歳以上が対象の４教室98人中、42人が後期高齢者である。 

  アスド会館を利用したマスターズ大会開催、健康教室充実など高齢者の健康づくりに対す

る意欲向上を図り医療費削減に取り組んではどうか。 

  高齢者の教室をバランスよく行い、健康増進と医療費軽減に取り組んでいく。 

  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。 

  次のページをごらんください。 

  ３、平成28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。 

  ①介護保険料収納について、普通徴収の滞納繰り越し分の収納は厳しいのではないか。 

  年金年額が18万円未満などが対象なので、所得の低い人が多く滞納になりやすい。 

  滞納未収金は精査して処分を行うべきではないか。 

  監査委員からの指摘もあるが、未納者は介護サービス利用に制限がかかることもあるので

慎重に事務処理していきたい。 

  ②在宅医療介護連携推進事業について、在宅医療介護連携推進事業の取り組み状況は。 

  効率的な事業実施から賀茂地域１市５町で広域的に実施することになり、下田メディカル

センター内に医療介護連携推進センターを設置させた。相談窓口業務を行ったり、住民向け

等の講演会等を実施した。 

  本人情報等を医療関係と介護事業所とがネットワークをつくり、在宅生活を支援していく

必要性があるのではないか。 

  ネットワークシステムでは、県内では医師会と中西部が先行している。 

  賀茂市域でもソフトのデモを実施しているが、参加が少なく一斉に加入しないとうまくい

かない面もある。小さい医療機関や介護事業所には財政負担も大きく、医師にとっては入力

による負担も懸念される。 
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  県や町が財政支援を行い、取り組みを進めないと医療費や介護費の軽減はできない。 

  少しずつ進めていくしかない。 

  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。 

  次のページをごらんください。 

  ４、平成28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天草漁の今後の見通しは。 

  28年度に唯一の海女さんが亡くなり、面潜という伝統的な作業方式を改め、アクアラング

を使用したダイバーによる天草漁を導入した。平成29年度に地域おこし協力隊１名を、町が

配置し訓練を行っている。船が大きく小回りがきかず小さな船が欲しいなどの課題もある。

また、３人の女性が天草漁をやりたいと訓練中である。 

  ②昆布やワカメの収穫に刈り取ったものをポンプで吸い上げるようなやり方をしていると

ころがある。新しい技術を取り入れ、生産性の効率を上げ収入の増加を図っていくべきでは

ないか。 

  管理会でも先進地の研究をして新しい操業方法を学び、導入を検討していきたい。 

  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。 

  次のページをごらんください。 

  ５、平成28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。 

  ①28年度は３号機の故障により２基での稼働の中、風車の民間委託を考えているというが

現在の状況は。 

  知見と技術を持った企業に運営を委託すべきという考えを持っている。何社かと折衝して

いるがベンチャー企業的で、町が望んでいるのはメンテナンスや修繕を自社で行い、コスト

を低く効率よくできる企業である。今現在メンテナンスを委託している会社が試算等を行っ

ていることに期待を寄せている。風況的にはいい場所であるので、現状の施設をリプレイス

して建てて、自社で運営していくことができれば収益の上がる場所でもあるので、提案して

興味を示す企業があれば粘り強く交渉をしていくつもりである。 

  ②一番の問題は現在の施設が600キロワットで現在の主流の機器より規模が小さく、部品
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の供給に関して対応がおくれてきてしまう。また建てかえるとしても運搬路が大規模施設の

部品に対応していない可能性もある。現状の２基を順調に動かしていくことも１つの方策だ。

また現在のタワーを利用して別の方式を導入することも考えられる。それらに対しての考え

は。 

  現在、熊本県の企業局が当町と同じ風車を使用しており、部品の相互融通の協定を結び故

障に対する対処のスピードアップを図っている。全国の同機種を使用している自治体と連携

を広げさらなる効率向上を図りたい。今後施設更新の際には規格が大きくなり、部品の大型

化に運搬路等が対応できない可能性があるが、その点も含めて専門の企業に相談をしていき

たい。 

  ③撤去の準備はどうなのか。 

  １基撤去する費用は1,500万円と推計している。３基で5,000万円あれば問題ない。来年債

務を完済した後、２年順調に運転できれば用意ができる。また鉄材の売却収入も見込まれる

ので補塡できるはずである。 

  ④売電収入が減り基金を取り崩し残高がない状況で一般会計に繰り出す必要があったのか。 

  一般会計と特別会計に、繰り入れ繰り出しを計上していることは、会計間の約束というこ

とになり、単年度で赤字が出ることがなかったので繰り出したということである。今年は太

陽光発電補助金の財源は一般財源にし、400万円の積み立ても計上しているが、もし赤字に

なればそれも減額し、最悪の場合、一般会計からの支援も受けなければならない事態もある。

昨年についてはそういう事態が起きなかったため計上どおり執行した。 

  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。 

  次のページをごらんください。 

  ６、平成28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。 

  ①５次拡張を含む企業債の償還予定について。 

  ５次拡張を含む企業債の償還は28年度決算で元金8,775万7,539円、利息2,606万6,833円、

合計で１億1,382万4,372円。企業債平成28年度末残高は10億1,204万1,427円で、償還最終年

度は平成42年３月１日となっている。 

  ②送水管等の耐用年数がきている現状は理解している。その中で、自主防災の公民館や学

校施設・病院等の重要拠点での水の確保が重要となるため、工事の計画も考える必要がある
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のではないか。 

  水道管が40年超過しているのが全体の28％から29％になっている。アセットマネジメント

で現在の状況、施設の状況を調査して、平成30年度水道ビジョンを作成するために生かして

いけたらと考えている。ただ、交換するにも費用がかかるので水道会計は厳しい。 

  ③使用量が減っているのに、料金収入は増になっているが相関関係はあるのか。 

  27年度の２期分から水道料金の改定を行った。平成27年度２期分から６期分と平成28年度

２期分、６期分を比較すると1.8％で66万6,746円の減になっている。 

  ④今後の使用水量は少なくなっていく。今の浄水場をどう考えているのか。また、稲取で

掘った井戸の利用については。 

  浄水場はなくせないと考える。井戸も温泉と同じで枯渇してしまうことも考えられる。行

政としては、悪いことが起こることを想定しながら事業を考えなければならない。平成30年

度に３号井戸、平成27年、平成28年に掘削した井戸の３カ所で同時にポンプアップして揚水

検査を行う。影響を調べた上で水道事業変更申請書を提出する予定である。揚水量に対して

の許可量が70％として計算すると、３本の１日当たりの水量は3,353立方メートルとなり、

これに対して、現在、白田浄水場から野球場横の新稲取配水池への配水量は年間平均で１日

当たり3,583立方メートルとなる。入谷、水下地区は熊口からの配水となるので、この地域

を除いても稲取地区の７割から８割を賄うことができ、動力費も28年度決算で2,250万円ぐ

らいであったが、ある程度削減できると考える。浄水場から新稲取配水池に送っている水量

は８月平均4,190立方メートルで夏は厳しいだろう。 

  ⑤今後の計画で拡張は必要ではないのでは。水道事業もコンパクトに縮小していくことを

考えていかなければならないだろう。 

  28年度では白田浄水場の最大稼働率が55.2％で、最大配水量の半分ほどしかない。白田浄

水場を整備するとしたら現在の半分程度でよいのではないか。 

  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いたします。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） お諮りします。日程第２ 議案第38号から日程第７ 議案第43号まで

の平成28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） 
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○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。したがって、議案第38号から議案第43号までを

一括質疑とします。 

  それでは、議案第38号から議案第43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（飯田桂司君） 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38号 平成28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（飯田桂司君） 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38号 平成28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（飯田桂司君） 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39号 平成28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（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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40号 平成28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（飯田桂司君） 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40号 平成28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（飯田桂司君） 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41号 平成28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。 

（発言する人なし） 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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42号 平成28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） 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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43号 平成28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（飯田桂司君） 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43号 平成28年度東伊豆町水道事業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（飯田桂司君） 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 発議第４号 大川幼稚園大川小学校の統合に関する決議について 

○議長（飯田桂司君） 日程第８ 発議第４号 大川幼稚園大川小学校の統合に関する決議に

ついてを議題とします。 

  提出者より提出理由の説明を求めます。 

  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） それでは、大川幼稚園大川小学校の統合に関する決議について、朗読

をもって説明とさせていただきます。 

  大川幼稚園大川小学校の統合に関する決議。 

  町と議会は、大川幼稚園を熱川幼稚園に、大川小学校を熱川小学校に統合する方針を決定

した。 

  町・教育委員会は、統合の答申を受けて保護者の不安を解消するために説明会や意向調査

などを行い合意の形成を行って…… 

○議長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２９分 

 

再開 午前１０時２９分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

○３番（栗原京子君） すみません。 
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  発議第４号 大川幼稚園大川小学校の統合に関する決議について。 

  上記の決議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出し

ます。 

  平成29年９月26日提出。東伊豆町議会議長 飯田桂司様。 

  提出者、東伊豆町議会議員栗原京子。賛成者、議員全員の署名をいただいております。 

  １ページおめくりください。 

  大川幼稚園大川小学校の統合に関する決議。 

  町と議会は、大川幼稚園を熱川幼稚園に、大川小学校を熱川小学校に統合する方針を決定

した。 

  町・教育委員会は、統合の答申を受けて保護者の不安を解消するために説明会や意向調査

などを行い合意の形成を行ってきた。 

  地域や保護者の声にあるように、園児と児童の安全を最優先し、あわせて大川小学校の良

い伝統や取り組みを生かすこと、保護者への負担を最小限に留めることが、町及び教育委員

会に期待されている。 

  また、今後もこれまでのように丁寧な対応がなされることが重要である。 

  よって、議会は、町と教育委員会が下記事項を実行することを求める。 

  記。 

  １、「大川幼稚園・大川小学校統合に関する提案書」（別紙資料１）「保護者説明会・ア

ンケートで出された、意見要望事項（条件）の主なものとそれに対する町及び教育委員会の

回答」（別紙資料２）を確実に実行すること。 

  ２、提案事項・要望事項の内容に見直しが必要となった時には、町・教育委員会と大川地

域の保護者それぞれの代表が話し合い結論を出すこと。 

  以上、決議する。 

  平成29年９月26日。 

東伊豆町議会。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより発議第４号 大川幼稚園大川小学校の統合に関する決議についてを採決します。 

  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（飯田桂司君） 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。 

 

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

 

◎日程第９ 陳情・要望書等の審査について 

○議長（飯田桂司君） 日程第９ 陳情・要望書等の審査についてを議題とします。 

  審査を付託した総務経済常任委員長の報告を求めます。 

  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） それでは、陳情・要望書等の審査について、朗読をもって説明にかえ

させていただきます。 

  平成29年９月26日。 

東伊豆町議会議長 飯田桂司様。 

総務経済常任委員会委員長笠井政明。 

  陳情・要望書等審査報告書。 

  本委員会に付託された陳情・要望書を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則

第94条第１項の規定により報告します。 

  受付番号、195。 

  付託年月日、平成29年９月７日。 

  件名、「道路整備事業に係る補助率等の嵩上げ措置の継続を求める意見書」の採択につい

て。 

  審査の結果、採択であります。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） ただいま、総務経済常任委員長より報告のありました陳情・要望書等

の審査報告について質疑に入ります。質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより陳情・要望書等の審査報告についてを採決します。 

  本件に対する委員長の審査報告は採決です。この審査報告については、委員長の報告のと

おり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、陳情・要望書等の審査については、委

員長の報告のとおり決しました。 

 

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

 

◎日程第１０ 意見書案第１号 道路整備事業に係る補助率等の嵩上げ措置の継続

を求める意見書について 

○議長（飯田桂司君） 日程第10 意見書案第１号 道路整備事業に係る補助率等の嵩上げ措

置の継続を求める意見書についてを議題とします。 

  提出者より提出理由の説明を求めます。 

  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 意見書案第１号 道路整備事業に係る補助率等の嵩上げ措置の継続を

求める意見書について。 

  地方自治法第99条の規定により、国会及び関係行政庁に対し、道路整備事業に係る補助率

等の嵩上げ措置の継続を求める意見書を別紙のとおり提出する。 

  平成29年９月26日提出。 

東伊豆町議会議長 飯田桂司様。 

提出者、東伊豆町議会議員笠井政明。賛成者、東伊豆町議会議員鈴木 勉。 

  １枚おめくりください。 

  道路整備事業に係る補助率等の嵩上げ措置の継続を求める意見書（案）。 



－221－ 

  道路は、町民の安全・安心な暮らしや持続的な地域経済の成長を支えるとともに、災害時

には町民の命を守るライフラインとして機能するなど町民生活になくてならない貴重な社会

基盤である。 

  現在、道路事業においては、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（以

下「道路財特法」という）の規定により、地域の高規格道路や交付金事業の補助率等の嵩上

げを行い、道路整備事業に対する格別な配慮がなされているが、この措置は平成29年度まで

の時限措置となっている。来年度以降補助率等が低減になれば、実施予定の交付金事業に影

響し、地方の負担が大きくなってしまう。 

  町民の安全・安心な暮らしや持続的な地域経済を支えていくには、安定的な予算の確保が

必要である。 

  よって、国においては、来年度以降も着実な道路整備事業を推進するため、下記の措置を

講じられるよう強く要望する。 

  記。 

  １、持続可能な地域社会を支えるため道路整備事業に必要な予算の拡充を図ること。 

  ２、道路財特法の補助率等の嵩上げ措置について、平成30年度以降も継続すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成29年９月26日。 

  静岡県東伊豆町議会。 

  １枚おめくりください。 

  送付先につきましては、国会及び関係行政庁、下記のとおりになっておりますので、よろ

しく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより意見書案第１号 道路整備事業に係る補助率等の嵩上げ措置の継続を求める意見

書についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 



－222－ 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 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。 

 

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

 

◎日程第１１ 各常任委員会の研修視察計画について 

○議長（飯田桂司君） 日程第11 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。 

  各常任委員長に対する質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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１２ 議員派遣について 

○議長（飯田桂司君） 日程第12 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、現時点では期日等が確

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（飯田桂司君） 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配付

しましたとおり派遣することに決定しました。 

 

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



－223－ 

 

◎日程第１３ 議会運営委員会所管事務調査について 

○議長（飯田桂司君） 日程第13 議会運営委員会所管事務調査についてを議題とします。 

  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29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。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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29年第３回東伊豆町議会定例会を閉会します。 

  御苦労さまでした。 

 

閉会 午前１０時４３分 


