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一般会計決算審査特別委員会（第１日目）記録 

 

                    平成３０年９月１３日（木）午後１時４４分開会 

 

出席委員（５名） 

     ３番  栗 原 京 子 君      ７番  飯 田 桂 司 君 

     ８番  須 佐   衛 君     １１番  森 田 禮 治 君 

    １４番  山 田 直 志 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（６名） 

総 務 課 長 梅 原 裕 一 君 総務課長補佐
兼 財 政 係 長 鈴 木 貞 雄 君 

総 務 課 
庶 務 係 長 鈴 木 文 昭 君 総 務 課 

行 政 係 長 飯 田 七 重 君 

総務課財政係 稲 葉 堅太郎 君 会 計 課 長 正 木 三 郎 君 

 

議会事務局 

議会事務局長 山 田 義 則 君   
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開会 午後 １時４４分 

 

○臨時委員長（森田禮治君） 委員会条例第９条第２項の規定に基づき、私が臨時委員長の職

務を行います。どうぞよろしくお願いします。 

  ただいまの出席委員は５名で、委員定数の半数に達しております。よって、一般会計決算

審査特別委員会は成立しましたので、開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  これより委員長選挙を行います。 

  お諮りいたします。委員長選挙は指名推選にしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時委員長（森田禮治君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行

うことに決定しました。 

  お諮りいたします。指名の方法については、臨時委員長が指名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） 

○臨時委員長（森田禮治君） 異議なしと認めます。したがって、臨時委員長が指名すること

に決定しました。 

  委員長に８番、須佐委員を指名したいと思います。 

  お諮りいたします。ただいまの臨時委員長が指名しました８番、須佐委員を委員長の当選

人とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時委員長（森田禮治君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました８番、須

佐委員が委員長に当選されました。 

  ただいま委員長に当選されました８番、須佐委員が本委員会に出席しておりますので、本

席より告知いたします。 

  ８番、須佐委員に委員長就任の御挨拶をお願いいたします。 

○委員長（須佐 衛君） ただいま指名されました８番の須佐衛でございます。 

  大変微力ですけれども、円滑な委員会運営に努めてまいりたいと思いますので、皆様の御

協力をどうぞよろしくお願いいたします。 
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○臨時委員長（森田禮治君） これで私の役目は終了しました。 

  御協力ありがとうございました。 

  委員長には、恐れ入りますが、委員長席にお願いします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４９分 

 

再開 午後 １時５０分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  これより副委員長選挙を行います。 

  お諮りいたします。副委員長の選挙は指名推選にしたいと思いますが、御異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うこ

とに決定しました。 

  お諮りします。指名の方法については、委員長が指名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） 

○委員長（須佐 衛君） 異議なしと認めます。したがって、委員長が指名することに決定し

ました。 

  副委員長に、14番、山田委員を指名します。 

  ただいま委員長が指名しました14番、山田委員を副委員長の当選人と定めることに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました14番、山田委

員が副委員長に当選されました。 

  ただいま副委員長に当選されました14番、山田委員が本委員会に出席しておりますので、

本席より告知いたします。 

  副委員長に就任されました14番、山田委員は、副委員長席へお願いいたします。 
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  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時５１分 

 

再開 午後 １時５２分 

 

○委員長（須佐 衛君） それでは、再開いたします。 

  14番、山田委員に副委員長就任の御挨拶をお願いいたします。 

○副委員長（山田直志君） 副委員長だということで、一生懸命やりますが、突然ちょっと突

発的な問題が出るかと思いますが、この際は御容赦お願いしたいと思います。 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５２分 

 

再開 午後 ２時５０分 

 

○委員長（須佐 衛君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

  本委員会に付託されました議案51号 平成29年度一般会計歳入歳出決算認定についてを議

題といたします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑の対象を総務課、選挙管理委員会とします。 

  質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） １つ目は、財政調整基金のところでお伺いしますけれども、今年度

の決算ベースで考えると、財政…… 

○委員長（須佐 衛君） ページ数をちょっと。どの辺。 

○１４番（山田直志君） ページを言えというから、決算書で35から36というところだと。 

  財産調書で見ても、財政調整基金は29年度中で言えば増額されたという状況にあるという

ふうには思うんですけれども、ただ、昨今の気候変動の関係等々で、地震であり、今回の大

阪のような雨があったり、北海道のまた地震があるというような、やっぱり災害大国に我々

は住んでいるということを考えてみると、この非常にまだ７億というところの基金というの
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は財調はどうなのかなという点は、一旦災害が起こった場合にやっぱりいろんな形で費用等

を立てかえたりしなきゃならないと。激甚指定がされたとしても、交付金はやっぱり時間が

かかってから交付されるというようなことを考えると、この財調をもう一回考えてみると、

もう少しやっぱりこれは確保すべきところがあるんじゃないのかな、ほかのものもいっぱい

あるんだけれども、こういう災害を目の当たりにしたときにそういうものを感じるんだけれ

ども、これらの目標について、皆さんどういうふうに対応しておりますか。 

○総務課長（梅原裕一君） 山田議員のおっしゃるとおりであります。私が10年前に、10年間

財政を担当したときの金額で、一番財調があったときは７億1,500万ですから、きょう見ま

すと７億1,600万ということで、東伊豆町の中では過去で、15年、20年の間の中では財調の

残高というのは少し大きくなったかなというふうに思っております。しかしながら、おっし

ゃるとおり、この財政調整基金が本当に多ければいいというふうに思っていまして、今こう

やって地震、災害等々がいつ来るかわからない状況にありますので、よく言われているのは、

標準財政規模の20％というふうに言われておりまして、そうしますと約７億なんですけれど

も、昨年度の国の財務省の財務状況ヒアリングというのを受けまして、そのときの指導を受

けたのがもうそういう山田議員がおっしゃるとおり、災害等々備えて、人口の減少というこ

とで財源不足も想定できるということの中で、標準財政規模の30％を今目標に掲げてほしい

ということで、そうしますと約10億というふうな形で、前にもそういった一般質問があって、

お答えしたと思いますけれども、災害等々も加味した中で、町としては10億を今目標にしっ

かりと財調を積み立てるというふうな認識でおります。 

○１４番（山田直志君） そうですね、たしかそういう数字を見ていると思うんで、財政も厳

しくて、しかしやらなきゃならないことが多い中ではあるけれども、でもここのところが本

当に、ここ不足してしまうと、万が一のときに全く町民の皆さんに手が行き届かないという

事態をやっぱりまた起こしかねないわけなんで、ある面で２次災害みたいな形のものをつく

っちゃうわけだから、やっぱり今言われたような点は、本当にできるところの自助努力、ま

さに災害に対して町民の皆様、自助努力していかなきゃいかんのですけれども、町としても

国・県のいろんな支援はあるんだけれども、最低限のところの自助努力をしていていく手は

財調の一定の確保というのは、今後のことを考えると、やっぱり必要だなというふうに思っ

ていますんで、その点はぜひ頑張って対応していただきたいと思います。 

  そのほかの問題をいいですか、そのまま言っちゃって。 

○委員長（須佐 衛君） はい、どうぞ。 
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○１４番（山田直志君） 成果表の５ページで１つずつやっていきたいと思うんですけれども、

まず人事、職員採用の関係ですけれども、消防の関係があって、この見る限りにおいては採

用と退職との関係でいくと、２名の減ということなんで、やっぱり一番大きいのは一般職全

般の人事管理、定数管理というような問題が出てくると思うんですけれども、29年度の対応

としては、この状況というのは、定員管理、また定員の削減というふうな角度から考えたと

きに、対応上どうなったのかなということをお伺いしたいんですけれども。 

○総務課長（梅原裕一君） この表のとおり、採用者と退職者ということで、この状況という

か、平均年齢も45.3歳ということの中で、これもやっぱりちょっとこの辺をしっかりと受け

とめなきゃいけないなという反面、やはりこの職員の定員管理というのはしっかりと今後も

管理していかなけりゃならないというふうに思っています。ただ、この今の状況、退職者の

不補充の部分については、現行、臨時職員で補っている部分もありますし、それからもう一

つ厳しいというふうに思うのは、技術職員が今非常に不足している、これは町村だけではな

くて、県あるいは国も同様で、この町も数年前からいわゆる土木と、それから建築を募集し

ているんですけれども、この間も締め切ったところ、建築は１名ということで、土木はゼロ

というふうな形になっておりまして、それから保健師のほうについても、何とか２名ほど応

募がありそうな状況にありますので、特にこの技術職員については、退職者も想定しながら

しっかりと補充していかないと、今後非常にそういう特殊の技術を持った職員でなければで

きない仕事、通常の職員が見よう見まねでやる時代ではもうないもんですから、その辺をし

っかりと管理していかなきゃいけないというふうに思っています。 

○１４番（山田直志君） そうすると、県も含めてそうなんだけれども、本当に専門職の確保

というのが物すごく難しい問題になってきて、県も含めて、やっぱり人事交流なんかも含め

ていろんな形で、技術職だけ町単独で例えば給料を上げたからって何とかなるということで

もないんだと思うんですよ。そうすると、やっぱり県とか大きい枠の中で採用をしていただ

いて、さらにその中で市町村へ派遣されるとか、何かそういうことも含めて専門職の確保と

いうのをしていかないと、行政能力自体がすごくやっぱり低下しちゃうという部分があるん

で、これ何か本当に町が一生懸命募集で声をかけるということじゃなくて、ちょっとそうい

う考え方なんかも含めて、やっぱりいろんな角度から採用していかないと難しい問題になっ

てきてしまうなという感じがしていますけれども。 

○総務課長（梅原裕一君） 現在、芝浦工大との交流というか、いろいろまちづくりにお手伝

いしていただいている中、そういう大学ともうまくインターンシップと絡めた中でやってい
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く方法、それから、保健師なんかもこれからもインターンシップを活用していくという、そ

ういった大学とのそういう接点をしっかり持って、高校生はもちろん稲取高校ともやってお

りますけれども、その辺をしっかりとつながりをつくっていくということというのは非常に

大事だというふうに思っていますので、そういった意味では、単なる芝工大とのつながりと

いうのは非常に今深いもんですから、町長に大学のほうにも赴いていただいて、その辺の話

をしていただくとか、そういったいろんな方法が今できると思いますので、そのような取り

組みもしたいというふうに思っています。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

  ありませんか。 

○３番（栗原京子君） すみません、成果表の６ページなんですけれども、産業医委託、また

カウンセリング委託、ストレスチェック委託とありますけれども、これ、カウンセリングの

ほうは隔月、偶数月に３名ずつ17名に実施したということですけれども、このストレスチェ

ックを受けた後にその必要があるという方を対象としているものなのか、そこら辺をちょっ

と確認したいんですけれども。 

○総務課庶務係長（鈴木文昭君） カウンセリングにつきましては、今現在のやり方ですと、

偶数月に職員全て行き渡るような形で、順番で今、回しているのが現状でございます。ただ

し、本人が希望される場合、あと職場の環境ですね、そちらのほうで上司のほうからちょっ

と問題があるとか、そういった話があった場合ですね。その場合は、その職員に対してうち

のほうから優先的にカウンセリングを受けさせるような形にしております。 

  ストレスチェックにつきましては、毎年11月に職員、臨時職員、全職員に対して実施をし

ておりまして、ストレス度が高い職員につきましては、個別に医師との面談を勧奨するよう

にしております。 

  以上です。 

○委員長（須佐 衛君） ３番、いかがですか。 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

○委員長（須佐 衛君） 大丈夫ですか。 

○３番（栗原京子君） はい。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） 今の職員管理の点で言うと、過去の経過からすると、こういうスト

レスチェックをするか、メンタルヘルス全般を職員の問題として、そういう取り組むという
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ことがここのところずっとできてきたというふうには思うんで、そういう点で言うと、それ

がやられていなかった時代からすると、職員のところでも昔は病欠していたとか、そういう

人たちもほとんど今見られないのかな、そういう点では一応体制をつくって、そこに至る段

階での対応がやっぱりできているのかなというふうには感じているんですけれども、今のス

トレスチェックだとか、このカウンセリング委託の中で今はやっぱりそういう状況で例えば

先生方と通院したりするようなレベルの方なんていうのは、こういう結果を受けた段階で、

今数字的に言うとどのくらいいらっしゃるというような状況ですか。わかればその辺、数字

のことも。 

○総務課庶務係長（鈴木文昭君） 今の御質問ですと、ストレス度が高いとみなされる方がど

れくらいいるということでよろしいですか。 

  一応、10名ほどなんですけれども、その方につきましては、個人個人に結果が直接私のほ

うを経由せずに行くような形になっているんですけれども、その中でストレス度が高い方に

関しましては、医師の面談を勧奨するような文章が入って、それぞれ行くような形になって

おります。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） いずれにしても、またそういうことから各課の上司もやっぱり皆さ

んそういうことをちゃんと見守って、仕事をするのは当然だけれども、仕事と同時に健康で

あるということも周りが見守る時代になっているので、それが一定機能してきているという

感じはしているので、なかなかこれがそれぞれの資質の問題のあたりもあるんで、またゼロ

というのはないのかもしれないけれども、ただ、ストレスが起きても、それをちゃんと解決

できるという体制はしっかりつくってください。 

  もう一つ次の質問で、職員研修の関係なんですけれども、ここに決算成果表の６ページ、

７ページ、８ページとあるんだけれども、僕の印象とすると、全体とすると研修に行く人間

が職員全体の中で割合として少ないんじゃないのかなと。140人ぐらいいる職員の中で、例

えばこの７ページにあるところで言うと、54人の参加というような形にとどまってくるのか

な。そうすると、そのほかに職員の自主研修というのを入れてもさらに40人ぐらいというよ

うな状況で、そういう点ではこう何かまだまだ参加者が少ないのではないかなというふうな

感じもしていますし、割とこの県がやるやつって何かすごく一般的なやつで、逆に言うと、

もっと専門性を持った研修というのを、例えばアカデミーや何かでもやっているんだけれど

も、そういうところのもっと専門性を持ったやっぱり研修というのも、特に今、係長だとか
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そういうレベルの方なんかはどんどんもう次の時代に対応していくという面でいくと、そう

いう研修なんかも必要なんじゃないかなと思うんだけれども、この辺はどういうふうに考え

ていますか。 

○総務課庶務係長（鈴木文昭君） 結果としまして、例年大体同じぐらいの人数のところで行

くような形になっているんですけれども、これ以外にもおっしゃるとおり、専門的な研修等

もありますので、それについてはどんどん行かせるような形で考えておりますので、あと自

主研修につきましては、特に最近若い職員ですね、積極的に手を挙げて、行かせてください

ということで言ってきておりますので、そちらについてはどんどん今後も行かせるような形

で勧奨していきたいと思っておりますんで、よろしくお願いします。 

○総務課長（梅原裕一君） ８ページをごらんいただきたいと思いますけれども、職員の自主

研修費の助成ということで15人、それから先進地の視察研修ということで、この辺で40人以

上が行っていまして、私は本当に山田議員おっしゃるとおり、そうやっていろんなところに、

特に市町村アカデミーなんかは北は北海道から沖縄まで全国規模で来ていまして、やはりそ

こへ行くことによっていろんな仲よくなって、まちづくりの話だとか、今後情報交換ができ

るんですね。うちの町もそうですし、お互いにそういったことがずっと長く続く、そういっ

たつながりというのは、近隣の市町というのはそれはそれでいいんですけれども、やっぱり

もっとほかの県、都だとか、そういうところ、北海道もそうですし、そういうところとつな

がりを持って人脈を広げていくということがこれからうんと必要になってくると思いますの

で、予算が足りないときにはその辺は町長のほうにお願いをして、今後もこの辺特に若く、

それから中堅ぐらいの職員はこれからはもっとまちづくりって難しい時代に入ってくるもん

で、その辺を積極的に行かせたいというふうに思っています。 

○１４番（山田直志君） 本当、僕も７月に唐崎のほうをやったんだけれども、２講座、職員

の皆さんの研修があって、やっぱり20代、30代の方が全国からわんさか来て、食事しながら

いろいろ意見も聞いたんだけれども、やっぱり非常に活発だし、休憩時間も図書室へ行って

勉強して、また話す中、過去やっぱり職員の皆さん、僕も聞くと、消防長だとかやられた方

というのは、かなり消防学校なんかで全国の人と会って、ずっとそのつながりを持った情報

交換をしていたようなところもあるけれども、やっぱりなかなかこの県の研修レベルだと何

かちょっと一般的で終わってしまうのかなというところがあるんで、これからやっぱりこの

辺のところにかなり意を配して、人材育成、まさに職員の人材育成という点で特に力を入れ

ていかないと、やっぱりなかなか町長や議員はサポートし切れないんじゃないかなというよ
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うにも思うんで、ぜひそういう点をまた努力していただきたいと思います。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○委員長（須佐 衛君） 以上で総務課、選挙管理委員会に対する質疑を終結いたします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時１０分 

 

再開 午後 ３時１２分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  本日の会議はこの程度にとどめ、延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） 

○委員長（須佐 衛君） 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決

しました。 

  本日はこれにて延会いたします。 

  なお、９月14日は午前９時30分より会議を開きますので、よろしくお願いします。 

 

延会 午後 ３時１３分 
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開会 午前 ９時３０分 

 

○委員長（須佐 衛君） これより質疑を行います。 

  質疑の対象を企画調整課とします。 

  質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） すみません、まず成果説明書の25ページで２点伺いたいんですけれ

ども、ちょっと広報「ひがしいず」の関係ですけれども、いろんな事業所等に置く問題とい

うのもあるけれども、町内会等での配布の状況というのは、実態どのくらいでいるのかとい

うことをまずお伺いしたいですけれども。 

  ２つ目に、広聴活動のところで一日町長室というやつがあって、一般質問でやったところ

はいいんですけれども、懇談回数は12件というようなことで、分類した場合にどういう傾向

のお話を町長とされているのか、そんなことを粗々話せる範囲お願いしたいと思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 広報「ひがしいず」の配布の状況なんですけれども、各区を

を通じて各戸配布ということで、田町地区の場合ですけれども、アパートのほうにも投函し

てくださっているようです。各戸には配布しているということで、はっきりしたことはちょ

っと把握はしていませんけれども、そういう状況です。 

  それから、一日町長室の関係については係長のほうからお答えさせていただきます。 

○企画調整課長補佐兼情報係長（山西和孝君） 一日町長室につきましては、情報係のほうで

受け付けのほうをさせてもらいますが、住所とお名前を書いた形で町長に相談という、相談

の内容等はうちのほうでは把握はしていません。 

○１４番（山田直志君） 一日町長はそういうブラックボックスだからしようがないんだけれ

ども、戸々の配布の関係というのは、今言われたようなその田町の状況とかあると思うんで

すが、全体として町内会とその辺の関係では今どの程度の方々が配布される状況に至ってい

るんでしょうか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 一応、全世帯に戸別配布ということなんですけれども、全体

でいきますと加入率が61.96％になります。全世帯数に対して町内会の加入世帯数が……数

字を申し上げます。全世帯数が6,252世帯で、そのうち自治会に加入しているのが3,874世帯

ということになりまして、61.96％。一応、数字上ではそこには全部配布しているところの

ものです。 
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○１４番（山田直志君） この数字というのがちょっと、例えば自分の家で考えても、国民健

康保険やいろんなやつも含めて、扶養になっていないからおやじと自分んち、夫婦というと、

やっぱり１軒でも結局、世帯数で言うと２つになっちゃっているわけさ。そうすると、この

61％というと非常に衝撃的な数字になるんだけれども、実際のところで言うと、やっぱりそ

こに本当に住んでいる方の中でいくと、そこほど悪くはないんじゃないのかなと、実際そう

いうふうに１軒で２世帯、その親とね。親が国民健康保険、こっちは社会保険だとかという

と、どうしたって２世帯になったりするわけだから、そうすると本当はもうちょっとやっぱ

り違うんじゃないかなと思ったりするんだけれども、何か広報の部分もそうなんだけれども、

いろんなここの情報というものをちゃんと最低限町民の皆さんにお伝えするという点で言う

と、やっぱりこの数字だけで言うと、届いていない人ってただ多いじゃという数字がひとり

歩きするんだけれども、何か町内会の皆さんを含めてもうちょっと精査して、本当にやっぱ

り町内会に入っていなくて情報が行き渡らない人というのはどこなのかなというような部分

というのは、いわゆるこれは企画じゃないけれども、防災や何かの対応の問題を含めても、

やっぱり数字を少し精査して、受け入れることができないかなと思ったりするんだけれども、

情報が届かない人たちというのは、ちょっと町の行政の情報、またサービスの提供という点

でもどんどん離れていっちゃうところがあるんじゃないかなと思うんですよね。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 御指摘のとおり、確かに、昔棟に住んでいて、世帯が２人、

２つということであれば、そういうことも起こり得ると思いますけれども、ただ町内会で回

すときには、でも同じ家であれば１枚、２枚は要らないんで、そういう面では行き渡ってい

るとは言いませんけれども、行っているとは思いますけれども、あとは別荘地についても、

回覧は郵送で送っているんだよね。ですから、あとはアパートに住んでいる方なんですけれ

ども、私の近所、そういうふうにやってくださっているので、ちょっとそこら辺、ほかのと

ころはどうなのか、また区長会のときにでも確認をしておきます。 

○委員長（須佐 衛君） いいですか。 

○１４番（山田直志君） 区長さんちの話でも、やっぱり何とか自分があれしていても、老人

の夫婦の方が１人亡くなられると、やっぱり１人の年金生活ということになったときに、町

内会費なんかももう払うも容易じゃないからなんていって、残念ながらやめていくという人

がいて、稲取の区長さんなんかともいろいろ話しても、何とか区費やなんかということは置

いといても、その広報や防災のことで何とかつながっていく仕組みというものをやっぱり何

とかしたいねというのはあるみたいなんだけれども、なかなかやっぱり形としては出てこな
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いで、ただ各町内会長さんに聞いても、本当に若い人がいない、高齢者だけの世帯が１人亡

くなっていくと、本当にそういう意味で町内会費やなんかかなり削られて、会員が出ていく

というのがどこでもあるような感じなんで、そうすると本当に、本当はそういう１人の人な

んかが逆に本当は元気よく読んでほしい対象にもなる、行政の手の上に乗っけてあげなきゃ

いけない対象なんだけれども、本当にちょっとコミュニティーの部分で非常に課題かなとい

うふうには思っています。 

○企画調整課長（遠藤一司君） そうですね、年配の方については、若い人であればツイッタ

ーであるとか、情報メールとかとうちに入っていることができますけれども、そういう年配

の方は大変近所のコミュニティーに頼らざるを得ないかなと思いますけれども、そこら辺の

状況もまた区長会あたりで聞いてみるような形にしたいと思います。 

○８番（須佐 衛君） じゃ、関連で、すみません、ちょっと今の質問で。 

  今の広報「ひがしいず」と、この広報、別荘地という話もありました。マンションなんか

もあると思うんですけれども、そういうところにも配布していると思うんですが、その数と

いうのはやっぱりそこに居住している人の数をちゃんと把握して送っている、大体これぐら

いじゃないかというような感じで送っているのか、その辺のところはいかがですか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 管理事務所がありますので、そこで数を把握していただいて、

変更があればまたこちらに教えていただくような形でやっております。 

○８番（須佐 衛君） いいです。 

○副委員長（山田直志君） よろしいですか。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○３番（栗原京子君） 成果表の26ページの行政情報と携帯電話メール配信事業なんですけれ

ども、これ、登録者はどのぐらいいらっしゃるのか、また増えているのか、また利用推進に

対してどういう処置をとっているのか教えてください。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これに書いてありますとおり、30年５月31日現在で登録者が

3,496名ということになります。平成28年度につきましては3,300でしたので、500人近く増

えておりますので、そこそこ加入の増加率は増えているというふうに考えております。 

○委員長（須佐 衛君） 26ページですね。 

○企画調整課長（遠藤一司君） はい。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○３番（栗原京子君） はい。 
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○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○３番（栗原京子君） すみません、成果表の29ページなんですけれども、４番、空き家バン

ク推進事業なんですが、これがゼロ円ということで、なかなか厳しいかなというふうに思う

んですけれども、登録するに当たって、例えば住んでいて、高齢者の人が子供さんのところ

に身の回りの物だけ持っていくパターンとかも結構あると思うんですね。そうすると、その

残った家具とかいろんな片づけがとても大変で、例えばそこら辺の業者さんを呼ぶのに補助

を出すとか、そこら辺はちょっとお考えはないですか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 確かにそういうところも結構多くて、貸してあげたいんだけ

れどもなかなか片づかないんだよという話があります。今のところ、支援といいますか、助

成ということは今考えていないんですけれども、今、商工会の青年部と、それと地域おこし

協力隊の荒武がタッグを組んで、３月３日、４日ですかね、雛フェスというのをやる予定で、

ここの通りでやりますけれども、そこの空き店舗をあけて、そこで歩行者天国でやるという

ことを考えているんですが、その中で、やはり今栗原議員がおっしゃったように、うち、ち

ょっと中片づいていないんだよという人については、その若い人たちが集まって、それを片

づけて、人に貸せられるような状況に持っていこうかとか、そういうような取り組みを試験

的に今回やるようですので、それが成功裏に終われば、またそれが制度化まではいかなくて

も、そういうやり方ができるのかなという判断材料になろうかと思いますので、それについ

てちょっと注目していきたいと思っております。 

○３番（栗原京子君） 以上です。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○３番（栗原京子君） はい。 

○１４番（山田直志君） 今のところで、やっぱり補助でなくても、貸し付けだっていいわけ

だよね。きれいにすることで借り手が見つかるようなことになれば、当然、貸し付けした場

合でも返済はできるんだと思うんですけれども、せっかく、ずっとこの成果表を見ていくと、

いろいろな形で出て移住やなんかのペアをやると。それはそれなりに関心を持ってもらって、

相談にも来てくれる。ただ問題は、ちょっと今そこのところを結果に結びつけるところで言

うと、ホームページや何かに載っているやつを見ても、やっぱり都会の人が借りたいと思え

るような家がちょっとどうかなと。今栗原議員が言われたけれども、僕も実際にそういうの

を見ていると思うのは、書類を書くのが面倒くさいとか、一般的には仏壇があってさとかい

ろいろ言うんだけれども、そうじゃなくて、やっぱり書類を書くのが面倒くさい、またもう
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気持ちが向こうへ行くとかとなえちゃっているから、家の中のものを片づけることが物すご

く苦痛になっていたりとかといろんなパターンあるんだけれども、何か本当に移住してもら

いたいようなやっぱりちょっといい物件も探さないと、片方で関心があって来てもらえるの

に、今ある物件だとちょっと何か半分別荘みたいな、移住とか田舎暮らしもちょっと考えて

いる人たちからすると、ちょっと魅力的じゃないよなというようなのがあるんで、何かもっ

と本当にそういう意味では生かせるところってないのかな。せっかくいろんな企画に出て、

いろんな窓口をつくっているんだけれども、最後のところで、要は体験移住なんかも含めて

いろいろやっていて、結果として入ってもらうというここが何か、まだまだ都会から来る移

住者の希望をかなえられるような物件がそろっていないというところで、これはやっぱり解

決をしていかないと、今後せっかくの事業の最後がさ、フィニッシュが決まらないというと

ころじゃないのかなと思っているんで、また考えていただきたいと思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 本当に御指摘のとおりで、物件についてはほとんどが別荘地

みたいなちょっとその町から離れたところが多いんですよね。それももう正直要らないから

みたいなのが近いような物件が多いというのが正直なところです。お試しに来られる方もあ

そこに住みたいなという人もいるぐらいで、やっぱり町なかにいい物件があれば移住してき

たいんだけれども、ちょっと別荘地みたいなところじゃないみたいところが確かにあります。

ないことはないわけですよね、その物件については。だからそれを貸すことに対して、いろ

いろハードルが今おっしゃるように、書類の問題とかあるかもしれませんけれども、それを

片づけてあげるというさっきの話もそうですけれども、そういうことは例えば、ちょっと今

思いつきですけれども、ふるさと納税のサービスとしてシルバー人材センターが片づけてあ

げるというようなことを都会に住んでいる方に提供するとか、そういうことも今後していっ

たりとかすれば多少変わってくるのかなと思いますけれども、とにかく本当に御指摘のとお

り、紹介できる物件がなければ、幾ら来い来いと言っても、いいところだとわかっていただ

いても、実際こっちに住んでいただけないというところが本当に正直なところです。 

  あと、若干ちょっと論点が違うかもしれませんけれども、空き家バンクのノウハウを生か

して、空き店舗バンクというのをちょっとやりたいなということで、商工課で今相談してい

まして、空き店舗、住居兼用もあったりしますので、そこら辺が今どういう状況というか、

どういう条件で貸してもらえるかというのはほとんど町なかで情報がないので、その辺がわ

かるようなものをちょっと構築したいなということで、動き始めているのが現状です。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 
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○１４番（山田直志君） 最後。 

○委員長（須佐 衛君） 最後。 

○１４番（山田直志君） 津波のあれがあると、なかなか東のほうを紹介するというのもでき

ないんだけれども、西町だとか田町なんかのところでも結構、町内会、区の役員さんがさっ

き言ったような感じで、ポストやいろんな形でつながっていると、あいているよというとこ

ろなんかも結構把握できているような話は聞くんで、何かやっぱりそこのところを１軒１軒

見てみたら、どういうところへちょっと手を出してあげたら解決していくのかなというのも

含めて、そういう感じがちょっとするもんですから、今度はひとつウエルカムの部分も大切

ですけど、最後の着陸地点の整備、この辺をしっかり実情を把握した中で対応をして、もう

結果が出るような形にしていただければいいなと思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 行政だけが危機感を持ってやるのではなく、今度の雛フェス

についても、空き店舗を持っていらっしゃる方も結構興味を示してくださっているようなと

ころがありますので、やはり自分たちの問題だということで、町民が危機感なり、そういう

ものを持っていただければ、あっていくこともできるのかなというふうには思っております。

御指摘のとおり、またいろいろ考えてやっていきたいと思います。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

  じゃ、すみません。 

○８番（須佐 衛君） 今のページですね、57ページ、58ページのところで、お試し居住事業

というのが話題に出ているんです、決算書のですね。これで、電話料というのが７万2,000

円ですか。これは電話を引いているんですかね、あそこの施設で。それ、１点ちょっとお聞

きしたいのと、それから次の59、60ページですか、空き家利活用拠点づくり事業ということ

で、これは東海汽船のところに皆さんがやっているということですけれども、こちらのほう

は今後どういう展開をしていくのかということをちょっとお聞きしたいなというものです。 

○企画調整課長（遠藤一司君） お試し居住のほうの電話料につきましては、Ｗｉ－Ｆｉのサ

ービスをやっておりまして、それの基本料といいますか、その金額になります。 

  それから、空き家利用拠点づくり事業の関係なんですけれども、御存じのとおり、今、東

海汽船の改修をやっていまして、今年３年目で、ほぼ完成の形が見えてまいりました。内容

としましては、物づくりの拠点という形で整備しまして、２階についてはレーザーカッター

を入れたりとか、プリンターなんかも予算化しておりますけれども、そういうもので子供た

ちなり、この町の人が物づくりに携われるような場所であると同時に、カフェも併設して、
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都会のノマドワーカーだったりとか、サテライトオフィスとか、そういうような形で使える

ような、週末そこに来てデスクワークやパソコンを使ってできるような環境をつくるという

ことで、そういう内容で整備をやると思います。 

○８番（須佐 衛君） ぜひそういう形でその拠点づくりということですから、せっかくこう

いうお金を使ってやっていることですから、活用して広めていってもらいたいなというふう

に思います。 

  それと、57、58ページのところですが、出会い創出事業、こちらですが、その中で若者交

流事業委託料ということで55万8,000円かな。これは成果表にもあるんですけれども、活動

実績としては、委託をして19回開催したと。延べ136人。もう少しその事業の内容、どうい

うもの、どういうことをやって、どういう成果があったのかということをお聞かせください。 

○企画調整課地域振興係長兼企画係長（岩崎名臣君） 現在、この事業につきましては、地域

おこし協力隊の荒武のほうにお願いしてやっていただいているんですけれども、例えばニュ

ーサマーの収穫の体験も若者でみんなでやったりですとか、あとはダイロクキッチンという

ところがちょっと本部的な部分になったりしていますので、そこでちょっと映画観賞会的な

ものを若者を集めて、ちょっと研修だったりとかといったものをやったり、あと外の体験で

すと、ダイビングですとかパラグライダーだったりとかという、そういう体験なんかも含め

ながら若者の交流をということで、全19回開催して、延べ136人参加ということで、そうい

った交流を目的にやっております。 

○８番（須佐 衛君） 19回で136人ということで、１回10人弱ぐらいですか、こちらのほう

は、町としてもどうかかわり、その広報とかも手伝っているのか、また町内外からというこ

とですけれども、大体町内の方が中心ですかね。ちょっとその辺のところも聞かせてくださ

い。 

○企画調整課地域振興係長兼企画係長（岩崎名臣君） 旅館に努めている若い方が結構中心に

なっているんですけれども、そういったところで結構ネットワークを広げながら、町内のそ

ういう若い方たちにみんな来てくださいねということで、広報、そういったものを使っての

告知とかというのはちょっとなかなかないんですけれども、そういった若者同士のネットワ

ークを広げて、増えてはいるんですね。 

○８番（須佐 衛君） ５月でしたかね、旅館の新入社員の方たちを集めて、私もちょっと議

会にも案内が来ましたもんですから参加させてもらいましたけれども、非常に活発な若い人

たちがそういう形で交流をしているというようなことで、ぜひそういう形でどんどん参加者
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が多くなるようにお願いしたいなというふうに思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 今おっしゃったように、旅館組合がやっている事業を、その

年２回ありますけれども、そこで終わらないように、それを引き継ぐような形でここで受け

皿になってやっているというような感覚でいていただければよろしいかと思います。 

○８番（須佐 衛君） わかりました。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） 成果表の31ページで、生活路線バスの問題で、いろいろいつも担当

課のほうも年間を通じて調査はして、いろいろ対応を講じたりしているというふうには理解

していますけれども、今年度またその調査等々を通じてどういうものをやられているのか、

今当然、公共交通会議等々にいろんなかけなきゃいけないという問題もあるんだけれども、

調査を通じてやっぱりわかってきている課題とかというのは何かありますか。 

○企画調整課地域振興係長兼企画係長（岩崎名臣君） 今現在、やはり年に２回調査を行って

いる段階ですと、その利用者というものはもう一定して二百四、五十人という形で一定して

いるんですけれども、そのほかでこれからデマンドといいますか、山間部というか、別荘の

ほうにお住まいの方だとか、そういった方たちの意見も、これから新聞折り込みがいいのか、

そういったアンケート調査をちょっと行って、自主運行バス以外でも何か方法があればとい

うことで、ちょっと検討もしております。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 今言ったのは需要がどれだけあるかという調査をしようとい

うことなんですけれども、あと福祉の有償運送を奈良本のＮＰＯがやりたいというようなこ

とがありまして、それの協議会的なものを今度立ち上げるので、その要綱をこの間つくりま

したので、それは福祉のほう、事務局になりますが、こちらのほうも入れてくれということ

で、そういう話をしています。 

○１４番（山田直志君） あれは福祉タクシーというか、あれなのか、移動介助タクシーとか、

何かそういう感じのもの。ちょっとイメージが。話は何となく耳にしているんだけれども、

そのイメージがよくわからないんだけれども。どういう事業なのか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 福祉有償運送、そういう形なので、そういう足がない方、高

齢者だったりとか、障害者の方に限った運行をするというようなふうに聞いておりますけれ

ども、ちょっと不確かなんで、また確認して、もし間違っていたら訂正させていただきます。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○１４番（山田直志君） はい。 
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○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○８番（須佐 衛君） ちょっとよろしいですかね。 

  歳入のところで、39ページ、40ページですね。地域協働促進事業助成金というのが68万

7,000円あるんですけれども、これの使われ方というのはどういう形になっていますでしょ

うか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これにつきましては、先ほども御質問ありました東海汽船で

の空き家利活用拠点づくり事業の経費103万519円の３分の２が県市町村振興協会から助成が

あったということで、68万7,000円収入しております。 

○８番（須佐 衛君） そうしますと、その振興協会からの補助金みたいな形でこう入ってき

て、それを東海汽船のところで使用した。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

（「ちょっと休憩して」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時５８分 

 

再開 午前 ９時５９分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  じゃ、質疑ありませんか。 

○８番（須佐 衛君） じゃ、１点だけごめんなさい、私もじゃ。 

  また、ちょっと歳入のことで、先ほどの41ページ、42ページになりますが、公共事業ユニ

バーサルデザイン化助成金がありますけれども、これが100万ですか、ついているようでし

たけれども、これはどういう形で利用されたのかということ。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これにつきましては、熱川小学校の放課後児童クラブのトイ

レの整備に充てまして、それをユニバーサル化したということで、事業費が106万5,960円で

すけれども、これは10分の10ということで100万円が出ております。 

○８番（須佐 衛君） オーケーです。 

○委員長（須佐 衛君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○委員長（須佐 衛君） 質疑なしと認めます。 

  以上で企画調整課に対する質疑を終結します。 

  御苦労さまです。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時０１分 

 

再開 午前１０時１５分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  これより質疑を行います。 

  質疑の対象を税務課とします。 

  質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） 成果表の41ページで、まず町税の問題なんですけれども、町税のと

ころはこの資料で見ると、平成29年度、25年度からの５年間の経過で見ても、いわゆる調定

額が増加を、基本的にはこう傾向にあるということは、全体としてこれは一定経済的には所

得的な部分で緩やかに景気がいいというような判断ができるのかなと思うんだけれども、こ

の辺の分析はどうなっているのかなというのが１つと、あわせて、逆に個人町民税のその下

にある所得区分による税率等のところを見ると、やっぱりその辺が反映しているのかなとも

思えるし、あとここの部分で言うと、全体の納税者の変動というのがちょっと出てこないの

で、やっぱり納税者が増えていたりするのか、そういうこの個人町民税の今のこの29年度に

至る経過というのは、景気の問題、また納税者の増減の問題なのか、どういうふうに影響し

てこういう結果になっているのかというのをまず教えてください。 

○税務課長（福岡俊裕君） ただいまの個人町民税の調定額の増加傾向にある内容につきまし

てですけれども、こちらにつきましてはまず平成29年度の決算で申し上げますと、給与所得

者及び営業所得者の納税者数は減少しているんですけれども、所得割が増えているというこ

とがございます。給与所得者につきましては、ベースアップなどの要因によりまして調定額

が増えたものというふうに考えております。 

  なお、平成28年度の国内総生産ＧＤＰの実質成長率が1.2％であったということも増の要

因の一因ではないかというふうに考えております。 
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○１４番（山田直志君） そうですね、じゃ給与所得のところとそういう問題があるところ。

今ちょっと課長が言われた中で、納税者数について言うと、この３年間ぐらいの変動を見た

ときに、納税者数というのはどのくらい減少しているんですか。 

○税務課長（福岡俊裕君） 納税者数につきましては、少子高齢化の影響ですとか、町外への

人口流出によりまして減少しているわけですけれども、減少者数について申し上げますと、

これは29年度、一応、課税人員が8,897名ということで計算したんですが、大体前年対比で

97％ぐらいの減少となっております。80名ほどの人口減という形になっております。課税人

口減という形になっております。 

○委員長（須佐 衛君） というと、３％減という形ですか。 

○１４番（山田直志君） そうそう、そうだね。 

○税務課長（福岡俊裕君） はい。 

○１４番（山田直志君） 新聞もよくにぎわしたり、それを県が出すやつでさ、町民所得とい

う形で県が出したりすると、いわゆるこの納税者対町税なんかのやったりすると、東伊豆町

は最下位とか最下位クラスとよく、またそれだけ見てああだこうだと言う人もいるんだけれ

ども、この実態としてあのやり方はどうなのかなと思って、最下位になる要因というのは一

体どこにあるというふうに税務課のほうでは。というのは、普通で考えると、うちの町は所

得税なんかは結構多いので、納税者数とのやつでやればそんなに低くならないんじゃないか

と思うんだけれども、あの県がやるやつでいくとさ、どういうわけだか最下位になるという

のがちょっと俺はよく理解できないんだけれども、県がやっている数字なんだけれども、だ

けれどもいつも最下位とかブービー賞というようなことでさ、とかくちょっと10月ごろにな

ると新聞をにぎわすあれなんだけれどもさ。 

○税務課長（福岡俊裕君） まず、産業形態が観光産業ということで、仕事に対する流動性が

あるということが１つ原因として考えられるかと思います。１つの職場にとどまって長く勤

める方も当然いらっしゃいますけれども、その中で複数の事業所を渡り歩かれる方もいたり

ということで、そういったことも一因としては考えられるかと思います。 

○１４番（山田直志君） 製造業の人が多い職場と違うので、ベースアップをあれしたとかと、

そもそも旅館なんかベースアップなんかしているのかなというところもあるし、観光関係の

部分で言うと、全般今言われたように勤続年数も短いこともあったりして、給与も全体とし

ては低いんだよね、観光関連はね。やっぱりそういうことなのかななんかは思ったりしたん

だけれども、わかりました。 
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○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○８番（須佐 衛君） 固定資産税のことについてちょっとお伺いしたいと思うんですけれど

も、決算書の９ページ、10ページですか。この中でやはり収入未済額ということで１億

3,000万ほどあるようです。この辺の状況と、その後収納があったのかどうかというのがわ

かったらということでお願いしたいと思います。 

○税務課長（福岡俊裕君） まず固定資産税の収入未済、この理由につきましては、既に滞納

になっている分に、滞納になったものの中には調査によりまして執行停止をかけてあるもの、

こういったものも含まれるんですけれども、それが３年間まだ経過する前に滞納分として残

っております。そこに新たに繰り越される滞納分が加わりまして、２億745万5,000円となっ

ております。 

  一応、催告書ですとか電話催告などによりまして納付を促しまして、納付に応じられない

場合には財産調査や差押を行っております。滞納処分の中で優先順位をつけまして、賀茂地

方税債権整理回収協議会と連携した中で、財産調査、差押を行っているんですけれども、特

に徴収困難な滞納者につきましては、静岡地方税滞納整理機構のほうに移管することで処分

に当たっておりますけれども、中には破産をしていたりとかということで、収入が見込めな

いもの、こういったものがございます。 

  ちなみにですが、現年分だけで50万円以上の収入が見込めない案件、実態のない法人等と

してあるものとしまして、件数が10件、未納額が5,468万9,600円に上っております。ですの

で、これが毎年積み重なっていくということになっていきますので、執行停止ですとか不納

欠損をかけた中でこの整理を行っているという状況で、固定資産の滞納については水準とし

てはちょっと高い水準にあるという部分がございます。 

○８番（須佐 衛君） そうしますと、その昨年度末で締めて、まだ未払いの方たちはその収

納というのは進んでいるわけですか、本年度に関して。 

○税務課長（福岡俊裕君） もちろん滞納分につきましては先ほど申し上げましたように、催

告ですとか差押、財産調査等を行っておりますし、困難な案件につきましても静岡地方税滞

納整理機構に移管して、そこで専門機関の中で還付化できるものについては処分を行ってい

ると。そういった中で滞納整理をしていく中で、もうこれ以上処分ができないというものに

ついては、場合によっては即時欠損、もしくは執行停止で３年間待って欠損にしていくとい

う形で滞納整理のほうを行っております。 

○８番（須佐 衛君） わかりました。 
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○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） まず１つ、固定資産税のところなんですけれども、若干の減少傾向

というのは地価の問題なんかがあったりするというふうには、この間も聞いたんですけれど

も、なかなか今町内を見ていくと、新しい家とか新しいマンションが建つなんていうことは

ないわけなんで、そうすると例えば地価の問題もあるだけれども、上物も建物のほうの評価

もやっぱり下がっていくということになると、うちの町の税の一番骨格の町税の中でも一番

ここが大きかったから助かってきたというこの固定資産税というのは、結局どんどん土地は、

面積は広がらないわけなんだから、全体としてこれは減少傾向になっていくということがこ

の地価の問題とあわせて建物の老朽化というのはそういうことが影響するのかなというふう

にちょっと思うんだけれども、その辺はどうですか。 

○税務課長（福岡俊裕君） まず固定資産につきましては、地価の下落につきましては伊豆地

域での地価の下落は他の市町を見ましても、下げどまっていない状況が続いております。現

在も当町では２％から2.2％ぐらいで下落傾向にございます。これは当町に限ったことでは

なく、伊豆半島、特に賀茂地域の市町では同じ傾向にございます。ですので、固定資産税の

中の土地での増収ということは今の時点では見込むことはちょっとできないかというふうに

考えております。家屋につきましては、平成29年度の内容で申し上げますと、木造の新築が

25件から23件に２件、28年度から29年度にかけまして２件減少しております。非木造につき

ましては、28年度７件から２件に５件減少しておりますけれども、滅失家屋が少なかったの

で、増減として見た場合にはほぼ減らなかったということで、29年度については家屋は増減

なしということになるんですけれども、評価替えの年には３年間の原価を反映させて、家屋

のほうは減少していく形になりますので、やはり新たな施設の開業等がない限りは家屋につ

いても減少傾向にあるということでございます。 

○１４番（山田直志君） そうすると、例えばホテルやマンション、リゾートマンションはみ

んなそうなんだけれども、例えばもう列島改造とかかなりやったやつ、それも50年を過ぎて

きて、その非木造でもやっぱりそういう状況になるわけなんで、バブルのころつくったやつ

だって、もう何だかんだ言って30年たってくるということは、これだって価値観も含めてで

すよね、非常に評価が下がってくるんだから、そうするとやっぱり今までそれに支えられて

きたけれども、この後もやっぱりこのところが本当にリニューアルして価値が上がってくる

ということがなければ、やっぱり固定資産税の部分も本当に大きな減少になっていくのかな、

場合によっては大きなお荷物にもなりかねない部分があるのかなというふうな感じをしてい
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ますけれども。 

○税務課長（福岡俊裕君） 固定資産はやはり別荘なんかもそうなんですが、所有権が移転し

て、新たな方がその資産に価値を見出して所有するということ、ホテルなんかでもそうなん

ですが、廃業したホテルを新たな方が購入してリニューアルして、オープンしていくと。そ

ういった魅力のある町、地域を生かしてそういったことをしていくといったことで、家屋に

対する価値を上げていくということも必要なのかなというふうには思いますけれども、今の

状況ですと、減価が進んで下がっていくという形になっております。 

○１４番（山田直志君） 次に、滞納の取り組みについてお伺いしたいんですけれども、監査

のほうを含めても、賀茂及び県の滞納整理機構や何かとの連携で収納率は上がっているよと、

これはこれでいいことではあるのかなと思ってはいるんですが、この辺のすみ分け、ちょっ

と前に聞いた話で言うと、当年度中の、その29年度中の滞納の部分については税務課なりが

対応して、言えば１年過ぎたものについては賀茂のほうに回して、賀茂のほうでもちょっと

もう収入やね、やっぱり財産とか、そんな何か扱ったりとかというのがあった場合には、年

に何件かその県の滞納整理機構へ回すと、この辺の大枠の枠組みは大体そういう捉え方で間

違っていないのかどうかということをまずお伺いしたい。 

○税務課長（福岡俊裕君） ただいまの滞納整理の関係ですけれども、今現在、毎年どういっ

たやり方が一番効率的に徴収ができるかということを検討した中で、枠組みは多少見直しを

しております。今現在は、29年度につきましては町内の10万円以上滞納がある滞納者につい

て、賀茂地方税債権整理回収協議会の職員が徴収を行っておりました。町外につきましては、

１万円以上の滞納がある滞納者の整理を協議会の職員が行っていました。それ以外の滞納者

については町の職員、収納係の職員が対応に当たっていたという内容になっております。 

○１４番（山田直志君） そうすると、決算だから29年度のその決算との税務課の取り組みと

して、例えば10万円、１万円のやつとかというこの形にすることによって、だから課税者の

総数に対してどのくらいの部分がこの賀茂のほうへ行くような形になったのかとか、前年も

しそういうやりくりがなければ、かなりの部分は賀茂の協議会のほうへ移行をされているわ

けで、さらにその中からやっぱり悪質だとかいろんなものについては県の滞納整理機構のほ

うへ回るわけなんで、その辺は件数的に見てどういうような形だったのか、いわゆる収納の

取り組みとしての数字がね、担当課でやった部分、賀茂のほうへ回した部分、県のほうへ滞

納整理機構へ回した部分というところのやつが数字的にわかれば。 

○税務課長（福岡俊裕君） 滞納額につきましては、１人当たりの職員の負担が均等になるよ
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うに配分のほうは行っております。 

  ちなみになんですが、件数で申し上げますと、町内者が1,053件、町外者が884件というこ

とで、合計で1,937件を、多少のばらつきはありますけれども、なるべく均等になるように

配分して…… 

○１４番（山田直志君） それは賀茂のほうに渡したやつ。 

○税務課長（福岡俊裕君） 職員…… 

○１４番（山田直志君） これは職員の配分ね。 

○税務課長（福岡俊裕君） はい。職員と賀茂が、協議会の職員が突出しないように、なるべ

く均等になるように配分のほうはしております。 

○１４番（山田直志君） だから、それは当然そういう配慮はいいんだけれども、賀茂や県の

滞納整理機構のその連携がよくなって、やっぱり収納率も上がっているというふうに説明さ

れたとき、僕らからすると全体の課税者総数に対して何％ぐらいが賀茂の取り組みになった

んだとか、それから何件ぐらいが県の滞納整理機構のほうに行って、そこで対応してもらっ

たとか、それが今まで全部町の職員がやっていた状況からすると、その賀茂に渡ることによ

って増えたということは、だからどのくらいの件数が渡ったから上がったのかというそこの

ところをちょっと。ただ結果的に上がっているからいいさよと言えばそれだけの話なんだけ

れども、実際どのくらいの課税対象者に対して賀茂のほうへ回ったり、県の滞納整理機構に

回したやつが。昔は、四、五年前の県の滞納整理機構ができたころなんかだと、大体年間10

件ぐらいしかないよなんていうのが昔の話だったわけで、だからそれが今はそれより増えて

渡しているのか、賀茂のやつを町の職員が行かないで賀茂の関係で連携して職員に行っても

らったりする件数がどの程度増えたりしてそのことが効果につながったのかという、そこの

ところの数字的なやつがわかればというふうに思ったんだけれども。 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時３８分 

 

再開 午前１０時４２分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

○税務課長（福岡俊裕君） 内容につきましては、案件によりまして、町の職員が対応したほ
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うがよい内容か協議会の職員が対応したほうがよい内容かというものも割り振られた件数の

中にはいろいろありますので、そのあたりは柔軟に対応を図るような形をしておりますので、

件数として何件というような形で出すことはちょっと困難というふうに考えております。 

○１４番（山田直志君） わかりました。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

  よろしいですか。 

（発言する人なし） 

○委員長（須佐 衛君） 質疑なしと認めます。 

  これにて税務課の質疑を終結いたします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時４３分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  これより質疑を行います。 

  質疑の対象を住民福祉課とします。 

  質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） 成果説明書の47ページでちょっとお伺いしたいんですが、（２）の

戸籍事件の事務処理状況で、離婚の件数がいろいろ多いというのはいつもうちの町は県の資

料にも出てくるんだけれども、入籍が29年度13件というのは前年からしても減っているんだ

けれども、案外この入籍の状況というのを聞いていない。この四、五年の状況でもやっぱり

こういう状況で来ているんですかね。この辺どうなのか。去年は特段に低過ぎたのか、これ

がもうある面で言うと、今後こういう状況のまま下げどまりなのかというところはどういう

状況ですか。何かわかれば。 

○住民福祉課長補佐兼窓口係長（大鳥香苗君） 入籍についての13件は離婚と連動している部

分があって、例えば離婚してお子さんがいる場合、母親のほうに子供を引き取るという場合

がほとんど多いので、そうなると離婚をした場合、妻がそこの戸籍から外れるわけなんです。

で、自分１人の戸籍をつくって、その後に子供を今度裁判所の許可をもらって、自分の戸籍
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のほうに子供を入れるというのが入籍届になるんですが、大体離婚と連動してそういうパタ

ーンが多いのでというのかなという。 

○１４番（山田直志君） こっちの意味はその意味ね。そういう意味なんだ。 

○住民福祉課長補佐兼窓口係長（大鳥香苗君） はい。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○１４番（山田直志君） はい。 

○委員長（須佐 衛君） 質疑ありませんか。 

○３番（栗原京子君） すみません、成果表の52ページの犬の予防注射、狂犬病の予防注射な

んですけれども、登録頭数の割には予防注射の犬の数が随分少ないなと思うんですけれども、

これは病院とかで接種した分は入っていないからですか、それともそれも入っての数でしょ

うか。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 病院でやって、うちのほうへ届けがされているものは入って

いますけれども、そのまま届け出していないものについてはカウントがされていないという

のがこのカウントになります。 

○３番（栗原京子君） じゃ、実際はどのぐらい未登録の犬、未接種の犬がいるというのはわ

からない感じですよね。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 数字的にはちょっとつかみづらいというところは、実際もう

亡くなっている犬とかというのも登録されている数に入っちゃっている部分もありますので、

ちょっとそこはなかなかつかみづらいところがあります。 

○３番（栗原京子君） じゃそれは追跡的にははがきを、例えば狂犬病の注射がまたあります

よと追加のはがきとか来るじゃないですか。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） はい。 

○３番（栗原京子君） あれのみということですか、現状では。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 実際そうですね、はがきを出して、届かないで返ってくるの

もありますし、もう転出しちゃっているとかというのもありますし、ただそういうところに

は２回、３回、亡くなっていれば届けを出してくださいねというのも、要は注射接種率が悪

いということで、県のほうからも言われている中で、その15歳以上の犬は亡くなっているん

じゃないかというのも調査もちょっと始めているところですんで、実際の犬と登録されてい

る犬が合うようになるべくその辺は努力はしていきたいと思います。 

○３番（栗原京子君） お願いします。 
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○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） 51ページのところで、上野墓園の維持管理というところでやっぱり

ちょっと問題になるのが、利用者の特定というのは進んでいるのか。今後ここのところはや

っぱり利用者が特定できないと、草ぼうぼうの放置された墓所というのが増えていくという

ところがあると思うんだけれども、その辺は現状の状況はどうなっているのかなというのが

１つと、次のページの合併処理浄化槽の補助事業の関係なんだけれども、これは毎年やって

きているんだけれども、担当課のほうで現状として、世帯に対してどのくらいの普及率とい

うところまで来ているのか、その辺は把握できていますか。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 墓地の所有者の調査につきましては、墓地ができてから古い

もんですから代もかわっちゃっている中で、調査というのはなかなか難しいです。ただ、人

が亡くなって届けに来るようになってからは、その承継の手続等は進めておりますので、そ

ういうところで把握をしていくということが現状でございます。ただ所有者の関係でいきま

すと、旧墓地がそんな状況なんですが、新墓地においても今承継されたりというその辺も、

そこは今つかまえやすいところだと思いますので、その新墓地についてはチェックをして、

所有者のその承継ですか、承継等をするような調査は今進めさせているところであります。 

  それから、浄化槽につきまして、これについては、普及率というのは。 

○住民福祉課地域係長（中田光昭君） 一応雨水の人口統計調査というのがありまして、普及

率は20.7％にはなっているんですけれども、ただ浄化槽の設置世帯の台帳というのがうちの

ほうはないものですから、正確な数字ではありません。ですので、県のほうと合同で今度30

年度の話になってしまうんですけれども、その台帳整備をしようという形で今動いています

んで、今後その台帳が整備できれば、ある程度把握したまとまった数字が出るのかとは思い

ます。 

○１４番（山田直志君） 合併処理は大体もうそういうことだと思う。 

  墓地のほうはやっぱり今後どんどん維持管理の部分で手間がかかって、やっぱり本来普通

にはどこでも墓地というのはある程度利用者の方に負担もしていただくような形でやってい

るわけですよね。だからそういう意味で言うと、今後ここが特定できないことでどんどんや

っぱり町としてもお荷物になってくる部分というのがあるじゃないのかなと。そうすると早

目に所有者の人に名乗ってもらったり、いろんな形の手も打って把握をしていかないと、普

通に管理している人も困るしというところがやっぱりあるかと思うんで、ぜひまずその把握

をしっかりやるようにしてください。 
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○住民福祉課長（齋藤 匠君） ここに来てその返還墓地というのもかなり出てきている中で、

草ぼうぼう、それもうちの地域係のほうで草を刈ったりとやって、それでも増えてくると思

いますけれども、どの手がいいのかというのは今ここではこれが一番いいんだよというのを

ちょっと言えないんですが、何らかの方法を検討した中で、所有者の特定というものはして

いきたいというふうに思います。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○１４番（山田直志君） はい。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○３番（栗原京子君） すみません、ごみの件なんですけれども、成果表の55ページ、年度別

のごみ搬入量が書いてあるんですけれども、これ、可燃ごみ、不燃ごみとかという分け方は

してありますけれども、産業の廃棄と個人の一般の廃棄との分けてあるという部分はいかが

でしょうか。 

（「産廃……」の声あり） 

○３番（栗原京子君） 旅館だったりとか、そういうものも個人、一般家庭のごみと分けて統

計をとったりはしていますか。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） この分が旅館のごみだよというのは出ません。というのは、

旅館が業者に委託をした営業の中で、旅館であったり店舗であったり、その業者が仕分けて

持ってくるわけではないもんですから、あくまでその許可業者でどれぐらい、何トン、それ

から町が委託している一般廃棄物の収集で何トンというのは仕分けはできますけれども、業

種別での仕分けというのは困難であると思います。 

○３番（栗原京子君） 業種別というか、ごみが減っていますよね、ごみの分量が。ただこれ

が一般家庭のそれぞれの家庭で減らす、ごみ減量に努力をして減ったものなのか、それとも

旅館とかのお客さんが減って減ったものなのかというのが、これ、こう全体に見るとそれは

わかりづらいので、そこら辺ざっくりでもいいので、分かれているほうがいいのかなという

ふうには感じますけれども。難しい。 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時１１分 

 

再開 午後 １時１３分 
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○委員長（須佐 衛君） じゃ休憩を閉じ、再開します。 

○住民福祉課地域係長（中田光昭君） エコセンターから一般ごみと事業系ごみという分類は

あるんですけれども、例えばその事業系のごみであっても、業者さんが許可業者が持ってく

るごみであれば事業系なんですけれども、業者さんが普通に申し込んだ場合、一般ごみとし

て扱う場合がありますんで、その事業所と一般ごみの区別というのがなかなか難しいもので

すから、数字的にちょっとその辺は曖昧なものになってしまうと思いますので、正確なもの

は出せない。 

  以上です。 

○３番（栗原京子君） 了解です。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○３番（栗原京子君） はい。 

○８番（須佐 衛君） じゃ、すみません。 

  今のごみの関係で、最近、水分が非常に多いごみがあると。その辺のところの燃焼効率悪

いという話を聞きます。その辺のところでこのごみの水分の問題というのはどういうふうに

考えておられますでしょうか。 

○住民福祉課地域係長（中田光昭君） 一応エコセンターのほうでもごみ質の調査というのは

行っております。その時期によって水分量というのは大分変わりますので、44％から47％ぐ

らいの間で推移をしております。それはちょっと一般的に水分が多いかどうかというのは全

国的な統計の数字がないものですから、僕でこれを把握していないもんですからわからない

んですけれども、ただ県のほうも食品ロスとか、そういった水分を水切りをするとかという

のでなるべくごみを減らして、水分を減らすというような取り組みもしていますので、なか

なか広報で周知するしか方法としてはないんですけれども、引き続きうちのほうも広報とか

はしていますんで、引き続き広報もしてそういうことに努めていただくという形をとってい

こうかなと思っております。 

○８番（須佐 衛君） 私も前に東京のごみ問題ということで、その水分がほとんどというか、

半分以上水分とかという話があったもので、これはいけないなということで思ったことがあ

るんですけれども、また今告知してくれるということですので、その辺のところでお願いし

たいなと思います。 

  それと、先ほど14番委員が質問したところで戸籍の問題ですかね。戸籍事件、成果説明書
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47ページ、ここで、転籍というのはこれは転出者という理解でよろしいかと思うんですけれ

ども、その辺の転出された方々のその意識調査といいますか、その辺のところは行っていま

すでしょうか。アンケートというのかな、その転出される際に。 

○住民福祉課長補佐兼窓口係長（大鳥香苗君） 特にそういうのは行ってはないです。 

○８番（須佐 衛君） 今、人口が町内減っているということがありますので、その辺のとこ

ろの意識調査といいますか、アンケート的なものというのは行われるのかどうか、ちょっと

お聞きしたいと思います。 

○住民福祉課長補佐兼窓口係長（大鳥香苗君） 転籍については、住所を置いてある置いてい

ないは関係なくて、本籍を移すかどうかということなので、直接人口とは関係のない。 

○８番（須佐 衛君） そうですか。 

○住民福祉課長補佐兼窓口係長（大鳥香苗君） はい。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） ごみの問題で、今エコセンターの改修をやっているわけなんだけれ

ども、今後のことを考えていくとやっぱりごみの減量というのも本当に大事で、当然ごみの

量が減っていくことで炉のほうの改修のあり方も変わってくるし、収集するあり方もコース

も変わってくるんだろうなと思うんだけれども、そうするとやっぱり本当にその辺は負担が

出ている部分で、また負担になっている部分なので、やっぱりもう少し今いろいろ、ハイキ

ャットや何かでやっていたり、電動のごみ処理機のやつもあるんだけれども、そのごみ処理

機じゃなくてもさ、町内というふうにさ、買えという話になってもさ、なかなかあんまり現

実的に、昔はそれでもよかったかもしれないけれども、もう現実的に町内電気屋さんといっ

たところで考えると、本当にやっぱりもう少しごみ減量ということを考えたときには、いろ

んな啓発の問題もあるけれども、こういう問題についてもちょっと今までのやり方ももうち

ょっと考えて対応していかないと、なかなか現状というのは難しいんじゃないのかなという

ふうに思いますけれども。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 今、生ごみ処理機のその町内というのは前から話があって、

これは多分その町内の業者を活性化じゃないですけれども、それが今もう本当の町内の業者

も少なくなっているので、これは考えどきなのかなという気はしております。 

  ごみの減量についてもやはり総務課長のお考えといいますか、お話しさせてもらったこと

もありますけれども、この改修に合わせてじゃないですけれども、やはりもう有料化という

ものも考えていかなければならないかなということは思っております。 
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○１４番（山田直志君） 有料化もあるし、前の事業仕分けのときにあったように、やっぱり

ほかからしたら３回の収集を２回にするだとか、２回にすると確かに生ごみなんかは臭くな

るんで、だから臭くなるやつはやっぱり生ごみ処理機だとかコンポストを活用してもらうと

か、またそういうものでの方向づけだってやっぱりあると思うんだよね。だからいろんな形

の中でやっていかないと、今までのやり方をずっとやっていくといっても、なかなかやっぱ

り町もそれを維持できないよね、収集体制にしたって。そういう面はあるだろうなと思うの

で、いろんな意味で角度から考えてやっていただけるといいなと思います。 

  それが１つと、もう１つ、最終処分場の民間委託の関係なんだけれども、これはこれで経

費的に全体としてはこのやり方のほうがいいんだろうか、この辺は財政的なメリットという

のは生まれているのかなというのが。まだ２年目、28年からだから２年目ということではあ

あるんだけれども、その辺ではどういうふうに見ていますか。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） ２月、３月だかのその予算の特別委員会のときにも、14番委

員さんからその収集のこともお話をいただきましたけれども、それでちょっと見ましたけれ

ども、２回といっても地区ごとで分けている。月、木がこの地区で、火、金がこの地区でと

いうことで、要は週４回回っているような状況もあると思いますし、３回の収集を２回にす

れば、単純にですけれども、ごみが1.5倍になるということは、今午前中で処理を済ませて

いるものが済まなくなるでしょうし、そうなれば業者もそのパッカー車を台数を増やしたり、

人員を増やしたりということになりますし、その辺で経費が下がるのかどうかというのもち

ょっと疑問があるところでございます。 

  それから、処分場につきましては、今、２年目、３年目かな。 

○１４番（山田直志君） 今年ね。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） ですよね。その何か故障とかということに関しても、こちら

に、今のところこの２年ぐらいで全て業者のほうで対応しています。それを今どおり町のほ

うで予算、補正とかで対応していただくとか、そういうことは今ない状況ということは、数

字的にはあらわれませんけれども、民間委託したことでよかったのかなというふうに、今の

ところは解釈をしています。 

○１４番（山田直志君） わかりました。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○３番（栗原京子君） すみません、成果表の58ページです。町営住宅の維持管理事業という
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ことで、今回ベランダの手すりを改修したということで、これからまた老朽化に伴って、い

ろんな修繕箇所なんかも出てくるのかなという、そこら辺の見込みはどのように考えている

のかというところと、あと、家賃の収入未済額が３世帯分、ここの部分もまたこれから増え

てくるんじゃないかななんて思うんですけれども、そこら辺の対策はお考えなのかどうかお

聞かせください。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 修繕につきましては、これはたしか大阪のほうでベランダか

ら落っこちたという事件を受けて、25、26年度で熱川の町営住宅２棟を改修させていただい

て、昨年が１棟目、今年度、稲取が２棟目、来年度３棟目ということで計画をしてございま

す。これは私の考えになるかもしれませんが、もうかなり古い建物でして、今後この町営住

宅としてどうなのかなというところがちょっと頭の中であります。ですから計画としては、

この３棟目までの一応ベランダはやる予定ではありますけれども、その後またどこかの改修

を全５棟ある中、全部やっていくということは、今のところはちょっと考えておりません。 

  それから、滞納につきましては、やはりおくれおくれになってきちゃって次に回ってきち

ゃうもんですから、年度の早いうちに対応をしているような状況と、あとは条例上は３カ月

以上ためた場合にはもう退去だということがあるんですが、その辺がなかなかぎゅうと言え

ない部分がありましたけれども、今後はその辺も全面に出した中で対応していければと思っ

ております。 

  以上です。 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

  それと、このベランダの手すりの工事のときに、住民の方たちに周知がされていなかった

ようで、何か知らないままに何か工事が始まっちゃったという状況があったみたいなんです

けれども…… 

（「去年」の声あり） 

○３番（栗原京子君） うん、去年。またそこら辺も、例えば郵便受け、場所、ポストのとこ

ろに張るとか、そういうまた対策というか、周知をお願いしたいと思います。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 申しわけない、昨年はちょっと業者に任せた部分はあったの

かなという、その辺はちょっと反省する部分でありまして、今年度につきましては、きのう

業者のほうでチラシをつくって、各家庭に配布したと。自治会長さんにも話をしたと、する

のかな、したのかな。 

（「はい、しました」の声あり） 
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○住民福祉課長（齋藤 匠君） したところであります。 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○３番（栗原京子君） はい。 

○委員長（須佐 衛君） 質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） すみません、成果表の64と65のところでよろしくお願いします。 

  64のところのひとり暮らしの緊急通報システムで、新しく買ったのが１つで、撤去が９と

いうことであるんですけれども、これについて、旧のほうは廃棄とかそういう状況なのか、

今その買ったのが１つで、撤去した９個というのはどういう状況にあるのかというのをまず。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） その内訳は、死亡された方が６人、施設に入所した方が２

人、入院された方が１人という内容になっています。 

○１４番（山田直志君） 機械は今どうなっている。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 機械は撤去している状態ですね。こちらのほうに、町にあ

ります。 

○１４番（山田直志君） この辺、貸し出しの要綱的なやつで、たしか昔はひとり暮らしとか

いろんな条件もあるんだろうなと思うんだけれども、ひとり暮らしじゃなくて高齢者夫婦で

もやっぱり病気を持っていたりするとさ、そういうのがやっぱり必要の家って増えているわ

けなんで、高齢者だけの世帯だと本当にそこの部分ではそういうところにも必要な人があっ

たりして、もう少しやっぱり考えていかないと、うちの町はたしか県下でも高齢者のみ世帯

というのが非常に多いという中で、一人でなくてもやっぱりこういうものを病気があるとか

という場合にはやっぱり貸し出すとか考えていかないと、せっかくあるものが現状こう取り

外してということであれば、何かもうちょっとこの点は考えていただきたいなというふうに

私は思っていますけれども。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） これはひとり暮らしの老人だけではなくて、そういった障

害とか病気とかでそういう方にもつけられると思いますけれども、町長が認めた場合とかと

いうこともありますので、その辺は柔軟性が多少あるとは思います。 

○１４番（山田直志君） もしそうであれば、町長がそういうところもいいよというんであれ

ば、ずっとひとり暮らしとかというんじゃなくて、制度として必要な高齢者のある面見守り

というのかね、活動なので、そうしていかないと民生委員や何かもやっぱりそういうところ

が変わって、これが本当に必要な方がいたら声をかけてくださいねというふうに言わないと、
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制度として、いつまでもひとり暮らしということの名前はちょっと考えたほうが、町長も柔

軟に考えているんであればね。そういうんではやっぱり夫婦でも必要な方がたくさんいると

私は思っていますけれども。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） その辺ですね、周知徹底がなされていないという部分もあ

るような状況もあるかと思うんですけれども、現在、包括支援センターとかケアマネさんと

か、そういった方が申し込んでくることが非常に多いもんですから、そういったケアマネさ

んとかの会議でそういう周知徹底もしているんですけれども、その辺をまた今後検討してい

って、また広めていくような形をとりたいと思っております。 

○１４番（山田直志君） ケアマネというとさ、介護とかいろんな、そうじゃなくても病気で

とかいうやっぱり世帯というのもあるわけさ。だからそういうと、ケアマネのところだけじ

ゃなくて、そうじゃない世帯で病気、心臓だとか何かの病気、持病を持っていて、そういう

ものがあったら本当にいいなというのをやっぱり家族は考えたりするわけさ。だからやっぱ

りそういう意味も含めてぜひ考えていていただける。せっかくこうあって、機械もある、そ

れなりに今１人１人なかなかボランティアや何かの見守り活動なんかできない中だと、この

通報システムはそれなりにやっぱり役に立っているところだと思うんで、家族もすごく安心

できるわけだから、ぜひそのケアマネとかいうだけに限らず、ぜひそういう点はここのとこ

ろを使わせのできるようにしていただけるといいなと私は思います。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） そうですね、その辺はまた今後どういうふうにその辺を使

えるようにしていくか、またちょっと検討していきたいと思いますが、実際申し込みの数と

いうですか、そういったものが余りないような状況がちょっと続いているというようなこと

がありまして、今スマホとかそういったものが非常に普及しているもんですから、その辺で

皆さん使われるようなことが多いのかなという気もしますけれども、何かあった場合ですね。 

○１４番（山田直志君） 自分が知っている人のケースで言っても、例えば病気や何かになっ

たときに、やっぱりスマホで消防や知りあいに電話できるかというと、確かにらくらくホン

の場合というのはあったりするんだけれども、なかなか実際そういうところはなくても、持

っていても連絡さえやっぱりできない場合だってあるぐらい、特に心臓だとかいろんな場合

は思わぬところで、ぐあいが悪くなったと思って、連絡しなくちゃと意識があって、押せる

という人はそれはいいさ。だけれども、それをそういう状況がわからずに、転んで落ちてし

まったりとか、心臓が急に悪くなったとかという場合も、意識していないからそもそもそう

いう行動に移れない前にやっぱり息がとまってしまうというようなことで亡くなった人なん
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かもあるんですよ。だからそういう面では、もうちょっとケアマネとかのというもうちょっ

と外にいて、まだ手帳や何かを使っていないけれどももう80を過ぎて、いいかげん高齢者の

人なんていうのは、やっぱりそういうところにいる人もいるわけです、持病を持っていると

かね。もっとその辺活用をだからやってほしいのかなというふうに私は思っているわけさ。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） その辺も踏まえて、今後、周知をしていくような形で検討

はしてまいりたいと考えております。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですね。 

○１４番（山田直志君） はい。ほかの。 

  65ページのいわゆる高齢者等の配食サービス事業の問題なんですけれども、本当に高齢者

世帯の高齢者の人たちを見ていくと、どこからあれするか、買い物難民、いろんな言葉はあ

るんだけれども、歳をとってきて、食事をつくるというところが一番やっぱり大きい境目み

たいになって、これができ続けたり、また食事をちゃんと提供されれば、何とか元気に暮ら

していける。だけれども、食事をつくれなくなるとどうしても施設にお願いするだとか、逆

に都会にいるお子さんのところに連れていかれるという状況というのをやっぱりよく目にす

るんですよ。この配食サービスのやつも、１週間で７食だっけか、何か制限があるんだよね。 

（「５食ですね」の声あり） 

○１４番（山田直志君） ５食だっけか。 

（「はい」の声あり） 

○１４番（山田直志君） だからそこの部分がどうなのかなという。もっと言えば、お金の問

題じゃなくて、もうちょっとこの今300円ぐらいの補助かな、それをちょっと削ってでもも

う少し必要な方がやれるだとか、何かもうちょっとその工夫が必要で、実際にできない人が

５食もらえても、じゃ残りの16食をどうするんだと。朝食なんかは割と簡単なもので済ませ

るということもあるので、そうすりゃ、じゃ５食プラスアルファで16ぐらい、残りのお昼、

夜の５食、６食というもののやっぱり確保というようなことも出てきて、買い物難民的な部

分もあるんだけれども、同時に、やっぱりこの食事がとれないことから施設やいろんな形の

ほうへお年寄りは生活が変わっていく非常に節目な事業で、そうして見ると、デイサービス

へ行けばそこで食事も食べられるけれども、デイサービスへ行っても２日、３日行っていれ

ば残りは足りないわけだから、こういうサービスを組み合わせるだとか、いろんな形でこれ

を使っているんでないかと思うんで、これをちょっともう少しお年寄りが生活しているとい

うことを基本に見直しをできないもんなのかなというふうに思うだけれどもさ、この辺。 
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○住民福祉課参事（木田尚宏君） これは28年度は40人ぐらい利用していたんですけれども、

実際29年度は、年度末で比較しますと９人ぐらい減って、31人ぐらいになっているんですよ。

実際利用している方はちょっと減っているような状況なもんですから、その辺、自分で調理

したりという方も、自分で調理したいとかと、弁当を買ったりとか、そういうような方とか、

デイサービスで食事を食べたりとかという方もいるのかなという気もするんですけれども、

実際ちょっと数が減っているもんですから、金額的にも12万8,400円ほど前年に比べると金

額も減っているもんですから、その辺の理由というですか、その辺もうちょっと詳しく調べ

てみて、今後どういうふうに利用促進していくかということを検討していきたいと思います。 

○１４番（山田直志君） だから減少していくのは恐らく使い勝手と、今言うデイサービスを

うまく組み合わせて、デイサービス、介護の１とか２でデイサービスは２回とか３回しか来

られないから、その間来られないときを埋めようかとかという部分とか、こういろいろある

と思うんですよ、活用の仕方もね。ただデイサービスへまだ行かないという人の場合だと足

りない部分があるわけですよ。 

  それともう１つ問題が、提供されている食事の味とかいろんな部分がやっぱり合わないじ

ゃないかとか、ちょっとその辺も制度的に５食という制度が使いづらくてやめるなのか、ま

た提供される食事の味とか、そういうものがやっぱりちょっと合わないとか納得できないの

かというところは、やっぱりその利用した方々なんかの声をもう少しフィードバックして見

ていく必要があるんじゃないかと思うんだけれども、僕が聞いたりする限り、あんまりおい

しくないとか、油っぽいとかね、そういう声もやっぱりあるので、それはそういうよく利用

されている方の声も聞いた中で、提供してくれる業者とやっぱりやっていかないと、制度が

あっても何か空洞化しちゃうのかなという点もあると思うんで、検討する上ではぜひそうい

う利用者の率直な声を制度的な問題だと、お弁当の味や量や質の問題というところもしっか

り見てこの事業をやっていただきたいなと思います。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 味とかに関しては特に不満というものはちょっと聞いてい

ないんですけれども、その辺で何で本当に数が減ってきたのかということ、それをもうちょ

っと見きわめていきたいと思っております。それで、使いやすいというですか、そういう配

食をとりやすいようなシステムをまた今後ちょっと考えていきたいなと思います。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

  暫時休憩します。 
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休憩 午後 １時３９分 

 

再開 午後 １時４４分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○８番（須佐 衛君） じゃ、すみません。成果説明書で言いますと67ページですけれども、

児童福祉に関して保育ママ事業なんですけれども、総事業費が1,800万ということで、利用

されている子供が11人、保育ママが５人ということで、少しこの事業を説明していただける

とありがたいですが。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） ここに書いてありますとおり、ゼロ歳から２歳児までの町

内の子供、乳幼児を対象に、５人保育ママはいるんですけれども、１人がちょっと休業中な

もんですから、その４人で保護者から保育の需要ということで、自宅でゼロ歳から２歳児ま

でを見ているというような事業になります。 

○８番（須佐 衛君） そうしますと、ほぼ毎日こう預かっている感じですかね。時間も大体

１日中というのか、その辺のところ、もし。 

○住民福祉課子育て支援係長（遠藤克也君） 大体保育時間、普通は稲取保育園とかと同じよ

うな時間帯で、大体８時から６時ぐらいまでは基本的には見ていますけれども、休みは大体

日曜日ということで、あとはほぼ毎日保育をしている状況です。 

  あと、いったところで待機児童解消ということにも寄与していまして、結局、稲取保育園

にちょっと入所できなかった子供たちの要は受け皿的なところもあります。 

  以上です。 

○８番（須佐 衛君） そうしますと、保育ママは今４人ということで、子供が11人ですか。

そうすると１人のママが複数の子供を預かっているというような感じになるということです

よね。 

○住民福祉課子育て支援係長（遠藤克也君） はい。 

○８番（須佐 衛君） わかりました、いいです。 

○住民福祉課子育て支援係長（遠藤克也君） 一応１人３名までということになっておりまし

て、１人が見られるのが３名ということになっております。 

○８番（須佐 衛君） ３名まで。 
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  以上です。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） 成果表の69ページで、放課後児童クラブの問題で、利用者数のとこ

ろで稲取13名、熱川17名というところで、稲取のほうが少ない状況というのは子供の数の状

況からすると稲取のほうが多いはずなんだけれども、この辺はどういう状況、ことでこうな

っていますか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） ちょっと稲取のほうが29年度のほうは数が少なかったんで

すけれども、現在逆転しまして、30年度に入りまして稲取のほうが非常に多くなっておりま

す。熱川のほうが逆に少なくなっているような状況になっております。その辺は何でかとい

うことはちょっとよくはわからないんですけれども、支援員さんをちょっと入れかえたりし

まして、30年度。それから多少利用者が増えたという状況もあるのかもしれませんが、指導

方法がちょっと今まで、稲取小学校と熱川小学校の放課後児童クラブ、ちょっと違ったもん

ですから、その辺を同じ平均化というですか、同じような指導方法をとるような方向で検討

していくということで、30年度からちょっと人員の交流というんですか、入れかえも行いま

したので、その辺で人数も平均化してきたのかなと考えております。 

○１４番（山田直志君） まさにその辺がいろいろあったんではないかというふうに僕は耳に

していますけれども、またそういうことで体制を変えて、30年度はいいということなんだけ

れども、この事業の中で稲取みたいに例えば13人ということでいた場合に、補助金の基準で

やっぱり１児童クラブでいくと、恐らくではこういうのって大体15人とか基準があると思う

んだけれども、この辺の基準のところはクリアはできているんですか、県や何かの補助金。 

○住民福祉課子育て支援係長（遠藤克也君） 一応放課後児童クラブ、在籍、利用児童が10名

未満になるとやはり基準が変わってきます。幸いなことに13名でぎりで、30年度はどうなる

のかなと思ったんですけれども、その辺はクリアしているので、補助率的なものは今までど

おりということです。 

○１４番（山田直志君） パーセントね。 

○住民福祉課子育て支援係長（遠藤克也君） はい。 

  以上です。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○３番（栗原京子君） すみません、成果表70ページ、ファミリーサポート事業なんですけれ

ども、これスタートしていますが、実際利用されている方がいらっしゃったら教えてくださ
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い。また利用がないようでしたら、そこら辺の推進というか、どういうふうに周知していく

おつもりなのかをお聞かせください。 

○住民福祉課子育て支援係長（遠藤克也君） ファミリーサポートセンターの利用実績は、29

年度はございません。実際のところ、提供会員と利用会員さんで預かっている人は本当はい

るんですけれども、無料で、昔からずっとその子は預かっていて、保育園の送り迎えとか、

そういうことをやっているんですね。ですけれどもお金を取らない。要は、ファミリーサポ

ートセンターは有償のボランティアという名目がありまして、実績的には実際会員同士でや

っているんですけれども、無料で普通に奉仕としてやっているということなので、それは言

いわけですけれども、殊ファミリーサポートセンター事業としての実績はありませんが、そ

の会員さんの中ではやっている人もいます。すみません、回答になっていないかもしれませ

んが。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○３番（栗原京子君） そうですね、依頼会員の方が26名もいらっしゃるので、もうちょっと

利用があってもいいのかなというふうに思うんです。それはその26名の中の利用もそうだし、

26名以外の方も、もうちょっと登録してくれてもいいのかなと思って、そこら辺の周知をま

たお願いしたいと思います。 

○住民福祉課子育て支援係長（遠藤克也君） 26名大多数が稲取保育園の保護者の方に会員に

なってもらっているんですけれども、その際、説明のときにも、そのときには利用、例えば

そういう送迎とか、ちょっとした冠婚葬祭のときにはお願いしますという周知は、園長の先

生からも保護者の方にはお話ししてくれているんですけれども、なかなか自分で面倒を見ら

れるみたいなことですので、そういった形で利用がないというのも一つの理由かなと思いま

す。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○３番（栗原京子君） はい。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

  よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） これにて住民福祉課の質疑を終結いたします。 

  暫時休憩します。 
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休憩 午後 １時５３分 

 

再開 午後 ２時０６分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑の対象を健康づくり課とします。 

  質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） すみません、76ページの成果表のところで、幾つか成果指標という

か、結果出ている、健康事業をやって、やっぱりやった前と後の結果というところで、それ

ぞれのところでそれなりの結果出ているというふうには思っているんだけれども、これはや

っぱりこれからもその取り組みの中で生かしていかなきゃならないデータだと思うし、もう

はっきりその介護施設としての施設は廃止ということにしたわけなんだけれども、何かあの

やつをやるときには、いわゆる久野先生なんかもやっぱり筋力トレーニングによる部分と、

陸を使ってのいろんなメニューということのやつがあったんだけれども、いわゆるシンボル

的なプール、アスドのプール、体育館の部分もなくなり、久野先生のところともなくなって

きたということで、これから健康づくり事業も一つ何かその拠点がどこ、保健センターなり

がそういう事業全ての拠点になっていくなのかとか、事業の中心なんかもはっきりさせてい

かないと、やっぱり今健康づくり事業に参加してくれる人も増えていかないのかなという部

分もある。いろいろ結果を出す細かいところではあるんだけれども、これらを生かしていく

進め方が難しいなというふうにちょっと思っていまして、この後あんまりずれると予算じゃ

ないかという話になるんですけれども、せっかくいい結果を出してきたいろんな事業をやっ

ぱり自信にしながら、町民の皆さんにこれからの活動につなげてほしいなと思っております。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 施設がなくなったということで、これからの健康づくりの

中心というか、その辺のイメージを町民の方にちゃんと意識づけできるような施策を展開し

ていくように努力してまいります。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○３番（栗原京子君） 今の関連なんですけれども、また新しい教室を新しい形で始めると思

うんですけれども、同じ方が次の年度もすぐに申し込んでしまって、なかなか新しい人が入

る余裕がなかったりという状況もまあまああるようなので、そこら辺の参加人数がもうちょ



－34－ 

っと広げられるように、いろんな方がもっと参加できるようにまた配慮していただけたらな

というふうに思います。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 参加者の固定化というのは当初のころからの非常に問題に

なっているところです。ポピュレーションにアプローチしていくことがまず参加の動機づけ

にはいいのかなと思いますけれども、逆に言うと、今まである程度アスド会館という人の往

来の中で見える形でなく、ある程度ちょっと隔絶されたところでやっていたというのも、一

つなかなか一般的に広がっていかなかった一つの要因もあるのかなということで、もう少し

健康づくりに興味のない方の目に触れるような、そういうようなことも考えながら教室を運

営していけるように今後考えていきたいと思っております。 

○３番（栗原京子君） お願いします。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○３番（栗原京子君） はい。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

○３番（栗原京子君） すみません、成果表の85ページなんですけれども、若年者の生活習慣

病予防健診の受診率、何％ぐらいの方が受診しているのかを教えてください。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 若年者生活習慣病予防健診の29年度は、対象者が

1,555人でしたので、約８％の受診率になります。 

○３番（栗原京子君） そうですね、ちょっと少ないのかなと思うんですけれども、驚いたの

がこの異常なしが意外と少ない、受診した人の方で若いのに異常なしの割合がすごく低いな

というふうに思いました。そう考えると、やはり受診率を上げていくことが結構大切だなと

いうふうに思ったんですけれども、その辺のまた周知をよろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 確かに、この年代の方は、会社勤めの方とかお仕事

を持っている方は会社で受けている方は多いんですが、保護者の方とかなかなかいらっしゃ

らないので、その方に積極的に受診を進めまして、また異常のあった方にも指導のほうを継

続してやっていきたいと思います。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○８番（須佐 衛君） じゃ、すみません、８番、よろしいですか。 

  今の関連にもなってくると思うんですけれども、その若年者の生活習慣病。これは特定健

診は今週末も受診をしていると思うんですけれども、こちらのほうはどうでしょうか。そう
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いう週末を利用した健診という。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） この生活習慣病予防健診は、週末はちょっと実施し

ていないんですが、特定健診のときに受けられるような配慮はしています。この健診の特徴

としましては、婦人科検診、女性をターゲットにしまして、子宮がん検診と乳がん検診を同

時に受けられるような配慮をしまして、今の段階では実施しております。 

○８番（須佐 衛君） わかりました。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） 子供、乳幼児の関係の健診で見ていくと、それぞれやっぱり対象者

に対して受診者のところで数人ずつぐらい受けられていない方がいらっしゃって、今の時代

なのでやっぱり追跡をして、またその子供の生育状況とか環境とかというのに一番保健師さ

んというのは入りやすいのかな、そういう点で言うとやっぱり追跡とか、その後の形の中で

ずっとかかわりを持っていられるかと思うんですけれども、その辺の対応はどうでしょうか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） その受けそびれた方というか、受診されていない方

に対しましては、何らかの形、電話であったり訪問であったり連絡をとりまして、できるだ

け会ってお子さんの様子を確認するという方法はとっております。保育園などや幼稚園など

でも健診を受けるようにという声かけをしてもらうような形で、受診されないお子さんをな

るべく減らすような方法はとっております。一応年度でこれは集計を出させていただいてい

ますが、お子さんが４歳になるまでは３歳児の健診の対象ということで、毎月声をかけて受

けるようにというような話はさせていただいております。 

○１４番（山田直志君） 当然そういう形になっていくと、場合によって、家庭での子供の生

育においてやっぱり余りよくない環境とか、またいろんなものって親子関係というのは見聞

することはあるんだろうなと思うんですけれども、その中で特にそういう問題を感じたとか、

そういうことは特にない、言えば最近のことだから児童虐待に至るようなこととか、非常に

無知から来るものもあるだろうし、そういうようなことはないですか、そういう活動を通じ

て。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） なかなかその健診について受けさせないというお母

さんはそれほど多くないんですけれども、ちょっと忘れてしまったとか、気がついたら月齢

が過ぎていたというような形のお子さんは、保護者の方はいらっしゃいますが、あと病院で

個別で受けていますからというようなことですと、小児科の先生と連絡をとって、家庭に問

題があるようでしたら幼体協という子育て支援のほうでやっているところに上げて、虐待予
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防については。今のところ、その問題を抱えたケースというのは、健診の未受診者では把握

はしておりません。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○８番（須佐 衛君） ８番、お願いします。 

  成果説明書80ページですか、プールのこれは一般開放の関係のプールですけれども、こう

見ますと結構やはり利用していた方が多かったんだなというふうな気がしております。５月

とそのやはり夏の間の利用者が結構こういうことでいろいろあると思うんですけれども、小

学校のプールのことはこの間の委員会でちょっと聞かせてもらいましたけれども、大体小学

校の１学期でプールが終了してしまうということがあるようです。夏休みを見ていると、段

取りをしていないということで、そこをちょっと開放して泳がせるような取り組みというの

はどうなのかななんて思いましたけれども、それをちょっと聞きたい。 

○副委員長（山田直志君） それ、決算か。決算で答えろと言ったら、困るがじゃ。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） プールの一般開放につきましては、29年度、ずっとそうで

すけれども、介護予防拠点ではありますけれども、一般開放については年齢の制限等は設け

ておりません。通年を通じて小学生ももちろん利用をしていますので、人数のあれは出てい

るよね。出ていますよね。 

○副委員長（山田直志君） 何ページになると。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 成果表には載っていないんで。 

○健康づくり課長補佐兼健康増進係長（横山 昇君） 今、年齢別のは出ていないんですけれ

ども、プールを利用した方につきましては、実はこれ同じ方が毎日来ているという状況です

ので、人数をぱっと見ると多く見えるんですけれども、実際固定客というのは20名しかない

んです。夏が多いのは、夏に限って、お父さんとかお母さんが夜連れてこられるようなとか、

あと土曜日連れてこられるような方が一部来ていて、その積み重ねということで、これは延

べ人数なんですけれども、実人数というのが実際のところは多くないというのが。同じ方な

んですね、来ているという現状でした。これはもう３年間見ていて、それは感じました。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） プール利用料等のところからの集計で申しますと、小学生

の利用については269人の５万3,800円というような形で集計はされております。 

  以上です。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 
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（発言する人なし） 

○委員長（須佐 衛君） 質疑なしと認めます。 

  これにて健康づくり課の質疑を終結いたします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２１分 

 

再開 午後 ２時３５分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  これより質疑を行います。 

  質疑の対象を農林水産課とします。 

  質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） 決算書の112ページですが、市民農園のところなんですけれども、

現状の区画の利用数と一つどういう状況になっているのかというその取り組みの問題と、決

算書で見ると550万ぐらい利用料が入って、市民農園運営事業で349万8,000とかということ

でいくと、そこは200万ぐらい出るわけなんだけれども、この辺はどういう形で担保されて

活用していくのかというところはどういう考えですか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） ただいまの利用数につきましては、後ほど整備係長のほうか

らお答えさせていただきます。 

  今の歳入歳出についての若干黒字の関係ですけれども、毎年のようにそのお話しいただき

ますが、一応当初のころから基金に積み立てたほうがいいのかいろいろ議論がありましたけ

れども、とりあえずしばらくは様子を見ようという形で、今一般会計のほうに歳入、歳出と

いう形でさせてもらって、この中で歳入については定額ですので、掛ける利用者数の固定数

でもう読み込みができる、希望の収入が見込めるという中で、できるだけ歳出が追いついて

今管理人さんの出勤の状況ですとか、そういうものを見ながら歳出のほうを極力少なくしな

がら、プラスが出るような形の運営の方法を試行錯誤しながら始め出したばかりということ

で、しばらくは少しちょっと様子を見ていきたいなというふうに思っておりますけれども、

数字については係長のほうから答弁させます。 

○農林水産課整備係長（土屋政雄君） ただいまの市民農園の利用者数ですけれども、日帰り
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農園につきましては、昨年度までは20区画、40平米、50平米合わせて20区画が使用されてお

ります。滞在型につきましては９棟が入られておりますが、現在におきましては、日帰り型

農園につきましては21区画ということで、１区画分増となっております。滞在型の農園につ

きましては、今年10棟全部埋まりましたので、そちらも１棟増という状況になっております。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） そうしてくると、まずお金の問題から見ると、これは財政のほうの

問題もあるんだけれども、これから起債の償還でいろんな部分が出てくると、その辺の取り

扱いをこういう状況でどうするのか。いずれにしても、できれば日帰りのほうもやっぱり

100％埋まって、ある程度その中ではやっぱり償還のほうへ回せるかどうかというような問

題が出てくるのが１つあるのかなという部分と、もう１つは、この間のやつも何か広報か何

かにもあったですけれども、やっぱりいろいろ利用者の中で研修会だとか、いろんな形のも

のをやっていかなきゃならないんじゃないのかな。そうすると、ちょっとこの決算を見ると、

そういう意味では何か研修費とかいろんな形では載っていないんだけれども、いろんな形で

交流イベントもあるけれども、野菜づくりのイベントをやる、いろんな形ではもっと何かそ

このところに費用もかかってくるんじゃないのかな。何しろアドバイスしてあげたり、いろ

んな部分がないと継続してお客さんの利用というのは見込めないんじゃないのかなと思うん

だけれども、その辺の対応はどうなんですか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 今実施しています野菜の栽培講習、夏野菜用と冬野菜用とい

う形で、植える前に希望者を募って講習会をしています。この講習会につきましては、静岡

県の農林事務所の技術者に全面的に今協力をいただいていますので、野菜の専門の県の職員

が時間中ということで、無償でやっていただいております。それから、それプラス農協の営

農センターのほうも同時に一緒に同席をしていただきまして、いろいろなものについて一緒

に講習会をさせていただいております。先月もやったばっかりなんですけれども、40名弱ぐ

らいの参加者で、現行の借りている方もいらっしゃっていただくというようなことで、こう

いうことをやっていただくと非常にありがたいというお話もいただいていますので、この辺

もここの農園のメリットとして、参加費用を払わなくてもそういう専門家の講習会が受けら

れるとかというのももう少し上手にＰＲして、日帰り農園の利用率アップにつなげていきた

いなというふうに思っていますけれども。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） ここのだからその今まだ20区画ということは、あとまだ30区画があ
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いているわけだから、そうするとそういうところを借りてくれれば、財政は元利償還の部分

に回したい部分、財政的なね。当然必要なものにお金を確保、留保しながら、やっぱりでき

ればこの間金をかけてきているところだから、償還の部分へ財源が生まれればということで

いくと、あと残りのところもちょっと頑張らないとやっぱりいけないのかなという部分と、

あとだからちょっと利用している人なんかに聞くと、また暖炉なんかさ、まだ本格的に何か

怖くて使えないんで、ちゃんと教えてあげなきゃやっぱり使えない人もいるわけで、だから

そういうところも含めて、もうちょっと別な充実する部分があるんじゃないのかなと思うん

だけれども。残りの対策は。 

○農林水産課整備係長（土屋政雄君） ただいまの暖炉の関係ですけれども、昨年度、収穫祭

に合わせまして滞在型農園の利用者限定で業者さんを呼びまして、その暖炉の使用方法です

とか、その辺の講習会は昨年実施しまして、その辺はよかったということでお声を聞いてい

ますので、またもしわからない方がというような話がありました場合には、その資料等を配

布する予定ではおります。 

○１４番（山田直志君） あとは、その残っている区画をさ、どういう形ならやっぱり利用者

が増えるのか。ただ宣伝しているだけよりも、僕はこれは前からの考えでは何か楽しいエリ

アとかバーベキューエリアとか、いろんな何かこう、ちょっとそこへ来ることがやっぱりメ

リットになるような整備というのもある面必要なんではないのかなという感じもしているん

だけれども、このままで21区画のままだと、まだ残り23区画ぐらいあるわけだから、いろい

ろちょっと工夫して、整備を考える必要があるんじゃないかなと思うんですけれども。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 以前14番委員からそういうお話をいただいて、実は昨年から

施設に常備しています簡単なタープ、あるいはバーベキューコンロ、テーブルとかベンチの

セット等を無料で貸し出しをして、農園に来ながら、そういうことを御提案いただいたもん

ですから、使っていただけるように宣伝したところ、今かなり利用で健康料理、御家族ある

いは会社の連中を連れて畑仕事をやった後にバーベキューをやって楽しんでいらっしゃる方

がいらっしゃるから、その辺も含めて、以前ちょっと提案いただいたようなものを発展でき

ればいいなというように思っておりますので、その辺は先ほどと一緒で、歳入歳出の面での

その黒字の部分を何とか大きくしながら、そういうところで少しずつ整備をして、利用者が

よりよく楽しく使っていただけるようなものに発展できればなというように思っていますけ

れども、現状はそういうふうに変わってちょっと少しずつはきざしが見えてきているのかな

ということで、あとその辺また御提案いただければと思いますけれども。 
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  あと今年ですね、新たに大川観光協会、それから北川の観光協会、それから熱川の観光協

会のほうから、露天風呂の利用者さんにチケットを無料で、お風呂の日は同伴者１名までが

ただで入れて、それ以外は半額で入れるという御協力をいただきまして、それを日帰りの方

にも全部配ったんですけれども、非常にこれが人気でして、やはり皆さんはお金を払って今

まで入っていたという方々がいらっしゃって、よかったなと感じたもんですから、そういう

ことも観光のほうとも一緒に手を携えながら、いろんな町の情報をＰＲして、施設を使って

いただけるものがまたＳＮＳ等で外に発信できて、利用者を増やすような努力を地道にし続

けていきますので、温かい目で見守っていただければと思います。 

○１４番（山田直志君） やっと温泉券配っているんだからな。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○８番（須佐 衛君） じゃ、すみません、関連で。 

  今、市民農園のことであれなんですけれども、広報ですよね。広報としては、今具体的に

どういうような形、外に向けてということで言いますと、どういうような広報をされている

のかなというようなことをお聞かせ願いたいのと、かなり天候が今不順になっていまして、

大雨が降ったりなんかします。その辺のところのその被害とか、そういうことはあるのかと

思いました。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） ＰＲにつきましては、やはり先ほどと一緒に秋冬野菜、それ

から夏野菜の植え込み時期前にやはり借りていただかないと、途中で借りてもなかなかとい

うこともあるもんですから、そういう時期を見ながら、あと下田から熱海までの国道135号

線沿線沿いのいろんなコンビニ、あるいは集客施設、道の駅、観光案内施設等々に手前ども

でつくっていますＰＲのポスター、あるいはチラシ等を置かせていただいて、あとユニーな

んかでの商業施設のほうに張らせていただいたりしております。それから、あとは新聞広告

と新聞にチラシをさせていただくのと、それから農林水産省、あるいはその市民農園の専用

のサイトがあるんですけれども、そういうところに登録をさせていただいて、全国に向けて

ＰＲしています。あとは町のホームページ、それから、前に14番委員に紹介いただい田舎暮

らしとかという本、そういう系統の本が四、五冊市販されていますけれども、そういうとこ

ろの特集の記事を出すときには必ず稲取の物件というのは入れてもらえるようにお話しして

いただいていまして、やっております。あと今、まだ回答はないんですけれども、国内のア

ウトドアのメーカーにもうちのところの施設でその試験的に使えるようなところをちょっと

組み合わせてもらえれば、そういうところからもＰＲになるのかなというような話もちょっ
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とお声をかけているんですが、なかなかそちらからはいい回答はなくて、だからそんないろ

んな方向でちょっとＰＲに向けてはＳＮＳ、うちのほうのフェイスブックもちょっとやった

りしているんですが、そんな感じでＰＲしています。 

○８番（須佐 衛君） あと災害。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 大雨につきましては、ほかの公共施設と同じで必ずパトロー

ルをかけて、つくる前から飯田議員からなんかも雨水の排水の関係で結構御心配いただいた

ものがあったんですけれども、それについても必ずパトロールして、また利用者がいる場合

にはお声をかけて、被害がないかどうかというのも毎回やるようにしていますので、とりあ

えず今のところ大きな被害はないです。 

○８番（須佐 衛君） わかりました。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） 118ページのところで、農業委員会のところの中で、農地利用最適

化推進委員のことについて触れられてはいるんだけれども、その辺は報告等々でもいろいろ

言われているんだけれども、この辺は昨年度のこの取り組みで農地利用最適化推進委員の皆

さんの取り組みで、具体的にどの程度のその。進んだという言葉だけで終わっているんだけ

れども、耕作放棄地や何かのやつがどの程度の把握ができたり、また把握されたものが活用

されるようになったりとかという……まだそこまでは行かないと思うんだけれども、どの程

度そういう現状把握というのが進んだのか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 御承知のとおり、制度が変わってすぐということで、全国一

斉に制度が変わって、この先進事例がないというのも実際のところで、県内でも最初のほう

の自治体にうちのほうはなります。そして、その中で試行錯誤しながら始めておりますけれ

ども、詳しい内容については農業委員会のほうから回答はさせます。 

○農林水産課参事（梅原 巧君） 最適化委員の方々、最適化推進委員の方々の活動ですけれ

ども、基本的には担当されているような地区の農地の全筆確認をやっていただいたりしてお

りまして、実情がどうなっているのかの確認を、全ての農地について回ってやっていただい

ております。それには私どものほうの臨時の方と今雲野係長と一緒についていまして、今年

度などはその利用の状況を確認されています。それ、報告しなきゃならないところもあるの

で、全部やらなきゃならないんですけれども、その中で今その農地がどうなっているかとい

う、結構荒れているところはＢ判定にしてみたり、農地に復元できるのかできないのかの判

断などを今していただいているところでして、まだそれを今後どうしようというのは今後の
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課題になってくるんですけれども、なかなか使えそうだけれどもなといっても、やり手がな

かなか見つからないですとか、今農業どんどん拡大していく個人の方というのはなかなか少

ないもんですから、今やっているところで手いっぱいの方が多いのかなという印象は受けて

いますけれども、それでも農地の確認は全て行いまして、利用できるかできないかの判断な

どは積極的にしていただいているところですので、今後の利用についての判断がしやすくな

るというところで、推進委員の方々の活動は大きいのかなと思います。 

○１４番（山田直志君） そうするとさ、これは決算だから、例えば農地全体のその何％ぐら

いのところまでそういう今農業委員会のほうの手に乗っかったのか、その中で今言われる今

後活用できそうなところは、ちょっとここはもうかなり無理だよねと、それは僕らも見りゃ

結構あるんだけれども、現状そういう方が活動した取り組みを通じてのデータとしては、そ

の農地全般どのくらいのところの現況を確認して、その中でどのくらいのやつが復元可能か

と復元不可能とかって、そういうのは数字としては把握はしていない、データとしてその辺。 

○農林水産課参事（梅原 巧君） 今一緒に、先ほど雲野係長のほうが回っていただいている

というふうな話をさせていただきましたので、ちょっと今現状を把握している分だけ、大体

全体の何％の調査が進んでいるかというのは係長のほうから、簡単で。 

○農林水産課振興係長（雲野信弘君） 今、現時点では60％ぐらいの農地を全て回させていた

だいています。あと残りがちょっと大川地区と、大川地区はまだちょっと行けていないんで

すけれども、あと北川と、あとエリアの一部ですか、それ以外はもう全て調査のほうは回っ

ています。 

○１４番（山田直志君） １年というのはすごいの、大変だったな。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいんですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時５３分 

 

再開 午後 ２時５４分 

 

○委員長（須佐 衛君） じゃ休憩を閉じ、再開します。 

  質疑ありませんか。 
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○８番（須佐 衛君） じゃ、すみません。 

  成果表のところで、水産振興事業ということで430万ほどという金額、十分ですけれども、

最近やはりまた天候がこういうもので、せっかくその放流したアマゴですとか、そういう魚

が定着しているのかな、どうなのかなというのはちょっと心配でもあるんですけれども、そ

の辺のところの調査といいますか、そういうことというのはいかがでしょうか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 育ていく漁業という形でもちょっと前から伊豆半島全体で行

っていますけれども、その放流するいろんなものはありますけれども、そこの実績のデータ

というのはやはりどこの市町でも追跡調査まではちょっとできていなくて、歩どまり等の調

査、あるいは海底の調査等はたまたま水産試験場が分場が白浜にあるもんですから、東伊豆

沿岸についてはまめにマダイの放流にしても、アワビの稚貝にしても、そういうものは調査

は県のほうでしていただいておりますけれども、特段数値でとって実績調査というのはして

おりません。 

○８番（須佐 衛君） わかりました。 

○委員長（須佐 衛君） 質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） じゃ、すみません、１つ。成果表でさ、耕作放棄地対策事業補助金

で後継者部会で30万支出しているんだけれども、ここは具体的にどういう取り組みをやって

いる。毎年ここのところずっと30万ぐらいずつ出しているんだけれども。 

○委員長（須佐 衛君） 何ページでしたっけ。 

○１４番（山田直志君） 114ページ。 

○農林水産課参事（梅原 巧君） 後継者部会の取り組みについてですけれども。 

○委員長（須佐 衛君） 耕作放棄地ですね。 

○農林水産課参事（梅原 巧君） そうですね。部会長の活動に任せているところはあるんで

すけれども、基本的には後継者部会って若手の仲間で、現在放棄されているところをどうい

った活用をしていこうかですとか、そういったことを研究していただいているというのが主

な活動になっております。実際部会の会員の方々もさまざまな活動をしている、活動という

か、生産のものがミカンであったり、花であったり、さまざまな活用の仕方をしている畑を

持っているものですから、その中で放棄地になりそうなところですとか、なっているところ

などが何か活用できないかという研究をしていただいているというのが主な活動ですけれど

も、具体的にここを何に使っているかというのは。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 若干補足しますけれども、これまで若い方々が耕作されてい
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ない土地を耕して、子供たちと一緒にサツマイモを体験学習という形でやっている事業につ

いて、一応耕作放棄地対策にもなるし、それから子供たちへの農業への携わり、紹介、ある

いは食育のほうにつながるということで、この後継者部会の対策について助成をしている内

容でございます。 

○１４番（山田直志君） そうすると、それは30万とさ、この上の10万とさ、どう違うのとい

うこと。家なんかも親戚でサツマイモのやつをやるじゃんか。土地も貸したりもしているわ

けだから、それはそういうはっきり言って無料で貸していてさ、やっているんだけれども、

その10万円と30万円の違いとかあるわけだしさ、耕作放棄地の問題でいろいろその後継者部

会がどっか周辺のところが視察に行ったという話もあんまり聞かないし、調査研究だけだっ

たら30万じゃちょっと金額が大きいんじゃないのということになるんだけれども。 

○農林水産課振興係長（雲野信弘君） 実際にこの30万円の中にはちょっと重機とかを借りて、

実際に荒れている農地を解消してももらっています。そういった結局重機を借りて解消はし

ているんですけれども、やはり金額も金額なもんですから長い期間も借りられませんし、た

だ毎年耕作放棄地の解消というのは、振興会の若手の方たちで刈り入れをしていただいて、

農地を解消してもらってということは行っている事業になります。 

○１４番（山田直志君） そうするとさ、昨年度は何件ぐらい今まで、やっぱり耕作放棄地対

策だから、何平米のところに重機を入れて耕作可能地に転用したのかというところが事業実

績としてはさ、やっぱり出てこないといけないんだろうと思うんだけれども。 

○農林水産課参事（梅原 巧君） 報告ですとか、細かい領収書を含めて資料は全ていただい

てあるんですけれども、すみません、ここへちょっと持ち込んでいなかったもんですから、

後ほどでよろしいでしょうか。 

○１４番（山田直志君） いやだから、そのお金の間違いがあると思わないけれども、ただ僕

らが聞いたときに、そういう耕作放棄地対策でそういう重機も借りてやっていたといったと

きには、逆に言うと、何平米、何件のところを何平米ぐらいそういう取り組みで改善したん

だという結果はやっぱり聞きたいじゃんというところなわけさ。だから、重機も借りりゃ確

かに30万たって幾日も借りられなくて、どっか使ってやったけれども、日がもう返さなきゃ

ならなくて、使いたかったけれどもやれなかったなんていう話も、入谷のほうでもちょっと

聞いたことはあるから、それはやっているんだと思うさ。ただ問題はそういう、決算だから

何件の場所で何平米やったというのが僕らは一番大事で、リース代や何かのやつは監査もち

ゃんと受けているんだから、そういう問題はない。ただ問題はそういう。また、そういうの
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をちゃんと聞いたらもっとやってほしいなというような、思っている人もいるかもしれない

しというところもあるんで、やっぱりできればこういう監査のときにはそういう決算だから

件数と面積というようなことをさ、やっぱりそこを出さないと決算監査にはちょっとなって

いかないんじゃないのかなと思うんで。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） わかりました。先ほど言いましたように、今日ちょっと資料

を今持ち込んでいないので、後ほど正式なものを報告させていただきます。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですかね。 

○１４番（山田直志君） はい。 

○委員長（須佐 衛君） 皆さん、いかがですか。質疑ありますか。 

（発言する人なし） 

○委員長（須佐 衛君） それでは、これにて農林水産課の質疑を終結いたします。 

  御苦労さまでした。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時０３分 

 

再開 午後 ３時１９分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑の対象を観光商工課とします。 

  質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） すみません。商工のほうなんですけれども、プレミアム商品券の問

題、商店街活性化というような問題があるんだけれども、この実績の中でどういうところで

の活用があるのか、本当に全般、商店街に行き届いていっているのかどうなのかというよう

なことは、どういうふうに把握されていますか。 

○観光商工課長（森田七徳君） プレミアム商品券の件ですが、毎年ここのところほぼ20％、

28年度はちょっと10％に下げて試してみたりしましたが、やっぱり20％にしたときに売れ行

きがあんまりよくなかったということもあって、29年度についてはまた20％に戻して、通常

4,000円セットのところを3,000円セットにしてやったんですが、やはり少し足りないぐらい



－46－ 

だったんですけれども、その使われ先についてなんですけれども、使われ先については、一

番多く使われているのがやはり中心になってやっているのがサービス店会の皆さんが中心に

なってやられているということなもんですから、一応使用の47.8％、半分近くはサービス商

店会に加盟の商店で使われています。あとはその他の小売業ということで、サービス店会に

は入っていないんですけれどもスーパーをやられているような片瀬の花まるさんだとか、あ

あいうところで15.8％、あとはガソリンスタンドですとか美容室ですとか、あと、地元の方

が経営しているコンビニエンスストアなんかでも７％ぐらいは使われているというようにな

ります。御指摘のように、ちょっとマンネリ化しているというところもあって、何か新しい

取り組みをというような話を商工課でしまして、29年度は初めてメールで予約ができるとい

うような取り組みをしました。それについては、今まではお店に行かないと予約ができなか

ったんですけれども、今度メールでできるということで、子育てをしていてなかなかその指

定の日にお店に行けない方だとか、あとは共働きの方なんかにはすごく好評だったようです。

ですので、枠を設けてやったんですけれども、先日補正予算で通していただいた今年度分に

ついては、そのメールでの予約枠を倍にしてやるということで、実際、以前、やっぱりアン

ケートをとったときも若い方があんまり買っていないという実態があったんですけれども、

でも若い方が買いたい品物がないからじゃないかというようなその当時は分析をしたんです

けれども、結果を見ると、予約の段階から若い人たちが予約しにくいような状況だったとい

うことで、それが解消されそうだというようなことですので、それはよかったのかなという

ふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○１４番（山田直志君） うん。よかったな、それな。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○８番（須佐 衛君） じゃ、すみません、８番よろしいですか。 

  そうしましたら、決算書の118ページですか、成果説明書だと120ページになりますが、ロ

ケ誘致推進事業についてお伺いしたいと思います。 

  こちらは経費に対して費用２分の１ということでされているということなんですけれども、

なかなかその効果というものが我々の目に入ってきづらいというようなことがございます。

このロケ誘致をしたことによって、どのような目に見えた効果というのが観光課の中で捉え

られているのか、またここに書いてありますように、今後誘客につなげるような課題という
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ものはどういったものがあるのか、その辺ちょっとお伺いしたいと思います。 

○観光商工課長（森田七徳君） ただいまのロケ誘致の関係でございますが、一応平成29年度

の実績で申しますと、実際に撮影を実施したロケ件数は54件となっております。映画が３本、

ＣＭが14本、ミュージックビデオが12本、テレビが16本、写真その他で９本という内訳にな

っておりまして、直接的な経済効果ということなんですが、直接的な経済効果というのは町

内で消費していただいたロケ弁当ですとか、あとロケ隊が町内に宿泊していただいたものを

うちのほうでカウントできるというか、把握できるということで測定をしておりまして、一

応宿泊のほうが1,106人泊しております。ロケ弁当が2,979食ということですので、金額換算

にいたしますと、一応1,300万円ほどの経済効果となっております。 

  もともとロケ支援なんですが、こういった宿泊、スタッフ等の宿泊とかロケ弁当について

はおまけの部分ということで、本来の目的はうちの町が映像として露出して、それによって

宣伝効果が得られると、それほどお金をかけないで宣伝効果が得られるというところが狙い

だったんですが、その部分についてはかなり厳しいというか、難しいということが、一生懸

命やるようになって３年目ぐらいなんですけれども、なかなかＣＭですとかミュージックビ

デオですとか、うちの町で撮ったということを公開の後なるべく出さないでくれというよう

なケースも多くて、特にＣＭなんかは地元の人が見るとうちの町だということがわかるんで

すけれども、イメージの問題があるので場所を特定されたくないというようなこともあって、

なかなか町で後からうちの町で撮りましたということが宣伝しにくいというようなことがあ

ったりですとか、あと、映画ですとかドラマですと今のところはその作品の１場面とか２場

面とかでの撮影ということが多いもんですから、やっぱりそのロケ地めぐりみたいなものを

喚起するとなると、うちの町が舞台になるような、１本丸々とか、７割８割うちの町で撮影

したというような映画だとかドラマじゃないと、ちょっとそこまでは見込めないというよう

なこともだんだんわかってきたもんですから、それと先ほどロケは54件と言ったんですけれ

ども、多分この３倍ぐらいのロケ班に来ていて、その中で選ばれたものが50件ぐらいここに

決まって、ほかはもうよそにとられてというような形になるので、職員の負担が相当あるの

で、今３年目に入るので今年度ぐらいでちょっと様子を見きわめて、どういうふうにその職

員の負担の関係と今の露出の関係、例えば今後は発表したり公開した後にはうちの町だとい

うことの名前を出せるものを中心にロケを受け入れていったらどうかとかというような、そ

ういうことを今年度いっぱいぐらいで少し見きわめていかないといけないかなというように

考えております。 
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  以上です。 

○８番（須佐 衛君） ありがとうございます、細かい部分まで説明。 

  そうしますと、年々こう増えてきているというのは実感というのは私も受けているわけな

んですけれども、今後はちょっと検討をするということですね。 

  引き続きまして、その121ページ、成果説明書なんですが、電波宣伝委託料というのがあ

るようです。こちらはよくテレビ等でこの町を紹介していただけるということで、非常にい

いなという感じがするんですけれども、なかなかこの静岡県内だけの放映ですと、これも誘

客につながるのかどうかというようなことを思ってはいるんですけれども、県外に向けたそ

の放映というようなものの取り組みとか、そういったものは検討されているんでしょうか。

またやはりそうなりますと、この辺の委託料というのは結構高くなってくるのか、その辺の

ところをお伺いしたいんですが。 

○観光商工課長（森田七徳君） この電波宣伝委託料なんですが、今は、２本立てで伊豆急ケ

ーブルネットワークさんが制作した「いい伊豆みつけた」というものを協力関係にある首都

圏のテレビ局で放映しているというものと、細野高原のすすきイベントについては、完全に

これは県内のお客様ということになります。細野高原のすすきイベントについては県内のお

客様がかなり多いもんですから、現場のほうでも、県内から来たお客さんはテレビ見たよと

いうような声をかなりかけていただくことが多くなっております。この「いい伊豆みつけた」

の関係についてはＩＫＣさん管内だけということではなくて、東京、神奈川、千葉、埼玉で

視聴が可能なお宅の数にすると、かなり相当な数で視聴が可能になっております。すすきの

ほうもテレビ神奈川さんでも放送していただいているんですけれども、テレビ神奈川さんも

神奈川県内の話になるんですけれども、神奈川県内ですと東京のキー局よりも視聴率をとる

時間帯もあるということで、神奈川県内の放送としてはなかなかばかにならないというか、

効果が高いというようなお話をいただいております。ただ、今お話をいただいたような、例

えば首都圏で東京キー局で何か宣伝をやりたいというとちょっと桁が違ってきてしまうので、

本来であればそういうことをやりたいんですが、ちょっと今の財政状況だと東京キー局でテ

レビＣＭをやるというのはなかなか難しいのかなというふうにも思いますので、東京方面へ

の宣伝ということになると、先ほどのロケ誘致の関係でスポーツ新聞に取り上げていただい

たりですとか、旅番組に取り上げていただいたりですとか、そういうところで少しでも広報

したいということで、そういう方面での努力はしていますが、ちょっとなかなかこの電波宣

伝委託料の200万という予算の中では難しいかなという感じがします。 
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  以上です。 

○８番（須佐 衛君） ありがとうございます。 

○１４番（山田直志君） じゃ、すみません。ちょっとどこに入っているかわからないんだけ

れどももしかすると、観光課でさ、誘致したりいろいろ面倒を見ているＲＡＩＮＢＯＷ Ｄ

ＩＳＣＯか、あれなんかの場合は歳入の部分にもなるんだけれども、お金を取ってやってい

るんだけれども、担当課の負担というか、３日間やるために皆さんたしか４日間か５日間ぐ

らい前後も出たりするという案件なんじゃないかなと思うんだけれども、そうするとああい

うところから幾らぐらいの利用料をもらったのかなというところがあるんだけれども。 

○観光商工課長（森田七徳君） 利用料についてはすみません、手元に資料がございません。

というのは、教育委員会の施設なもんですから…… 

○１４番（山田直志君） 教育委員会の施設……。 

○観光商工課長（森田七徳君） 教育委員会の体育館だとか…… 

○１４番（山田直志君） まあ使うけれども。 

○観光商工課長（森田七徳君） あと野球場だとか、施設として定められていて条例があって、

そこで料金を規定してあるものについては、その規定の範囲内で料金をいただいているんで

すけれども、メーン会場になった芝生広場については今設置条例もないもんですから、ちょ

っとその根拠がないので町のほうもお金が取れないという面と、それと観光商工課とすると、

町長ももちろんそうなんですけれども、ＲＡＩＮＢＯＷ ＤＩＳＣＯ自体が非常になかなか

ちょっと誘致しようと思っても簡単に誘致できるようなものではないすばらしいイベントな

ので、最大限協力をして、町長はお金を払ってでもやってもらいたいと言っているぐらいの

イベントで、自分もそういうふうにＲＡＩＮＢＯＷ ＤＩＳＣＯ ＣＵＬＢに関してはそう

いうふうに感じているので、今後その使用料等を徴収する、だんだん定着してきて、初年度

なんかは1,000万ぐらい赤字だったらしいですけれども、だんだん赤字も解消される方向ら

しいので、定着してくれば芝生広場についても使用料をいただいてもいいのかなと思うんで

すけれども、そのためにはちょっと条例の制定が必要になるということだと思います。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） いや、だからＲＡＩＮＢＯＷ ＤＩＳＣＯの問題で言うと、それが

どうかとなるけれども、例えば皆さんがそうやって何日も出ている部分とか、あとイベント

の期間中水道課もたしか出ているんだよな、タンクの関係や何かもあってね。だから、そう

すると有償イベントだという部分も含めると、例えばやっぱりそうやって皆さんが出るんで
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あれば、いわゆる皆さんの休日出勤手当ぐらいが賄えるのかなと。変な話だけれども、町民

大会だとかいろんな町の主催の行事でさ、皆さんが休日出勤したやつは代休というのもある

んだと思うのね、これはこれで。だけれどもやっぱりその有償のイベントで誘致したとはい

っても、皆さんそれに出るからまたそれで当然支援はするんだけれども、でもそれはやっぱ

り代休で対応するとかというのはどうなのかなと、見るほうとするとね。職員にその辺はや

っぱり休日出勤に見合う分ぐらいのものはいただく必要もあるだろうし、皆さんがやっぱり

当然そういう代休扱いじゃなくてそういう扱いをされるべきでもないのかなというふうに、

私は思うわけさ。その１点がある。 

  それともう１つは、あのイベントも音楽性とか細かいことは僕はわからないんだけれども、

ただやっぱり方向によって非常に大きい音が出るということで、部分的には地域的にやっぱ

り非常に騒音というような受けとめを受ける部分ははっきり言ってあるわけで、その部分は

一定解消していくということは、これは今後の問題としてあるんじゃないかなと。実際、変

な話、片瀬なんかの人でも寝られないとかいうことで、一部、部分的です、全部じゃない。

だけれども、やっぱりどうもその山と山の切れ目ぐらいから音が入ってきて、どうもそこで

は非常に寝られなかったと、家族みんなそうだったとかと、こういう部分の話もあるので、

その点ではちょっとその辺は配慮が必要ではないのかな。当然、８時以降であれば騒音条例

の適合ぐらいには合わせたレベルに音を下げないとやっぱりまずいんじゃないのというとこ

ろがあるんじゃないかと思いますけれども。 

○観光商工課長（森田七徳君） ＲＡＩＮＢＯＷ ＤＩＳＣＯの関係は、職員は観光商工課の

職員が３日間出勤していまして、これについては振りかえ休日で処理をしています。担当に

ついては前後１日ずつぐらいは準備と片づけで出ていますので、延べにすると５日間ぐらい

は出ているような形になっておりまして、全て振りかえ休日という形で処理をしております。 

  その料金ですとか休日出勤手当の関係については、ちょっと先ほどの件と関連するんです

が、定着をしてきて、できるだけ町の支援を離れて使用料をいただけるようなレベルまで行

ければいいなということは考えております。 

  騒音の件なんですが、これもかなり担当課、担当者を含めて細かな対応を一応はさせてい

ただいておりまして、一番の騒音がよく聞こえるのは唐沢の地区が一番騒音が聞こえていま

して、その唐沢の方は声をかけてちょっと現場を、どういうイベントをやっているのかとい

うのを現場へ連れてきて、今年も見ていただいたりですとか、騒音の苦情があった場合には

必ず現地へ赴いて当事者と話をしたり、中には課長と電話をかわれなんていう方もいるので、
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自分が直接対応したりさせていただいていまして、毎年強硬に反対の御意見をいただく方は

２件ぐらいで、それ以外の方は９時に音がとまるということもあって一応の理解は得られて

いるのかなという感じはしていますが、ただ今後も丁寧な対応だけは続けていきたいという

ように考えております。 

  以上です。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○１４番（山田直志君） 今後、町主催のイベントであるものについては、これは振りかえが

いいなのかどうなのかというのはやっぱり考えていかなきゃならないと思うんだよね。特に

観光課の場合は、そういう形では出る回数も、またいろんな形で誘客宣伝の取り組みやいろ

んな企画、イベント、いろんな形も含めて出るということもあるんで、本当にその休みをち

ゃんととるという問題がそこは大前提の問題なんだけれども、ただ町として考えたとき、皆

さんが休日で出てというようなことを考えると、それなりに見合うものぐらいはやっぱりも

らわなければどうなのかなという感じもするですよ。だから、本当にどうしても町の事業と

かそういう協賛や何かでやらなきゃならないような部分とちょっと違うわけだし、確かにロ

ケのやつなんかもすごく忙しいわけで、そういうところってどこまで本当に無償や何かでま

たずっと時間外があったり、土日があったりという対応をやっぱりさせていくのがいいなの

かなというのは、ちょっと僕が見ていてひやひやする、これで病気とか何かにならなければ

いいなという部分もあるのして、特に有償の事業について言えばやっぱり一定見合うお金ぐ

らいいただいて、皆さんの休日手当ぐらいにはなるぐらいあってもいいんじゃないかなとい

うふうに僕は思っていますんで、これはやっぱり全体の問題で病気や何かにもならないしと

いうことも含めて、トータルのメンタルヘルスを含めた形の中で解決をしていただきたいな。

特にこういう部分が今観光課なんかは多くなっているので、教育委員会とはちょっと意味合

いが違うところなんで、考えてほしいというのと。 

  あと、最初の年はこれも家のほうへ音がして、どういうわけだか局長の家は音はしないん

だけれども、僕の家はしたりした。もうちょっと先のうるさい人のところあたりもちょっと

したり、もうちょっと近くのうるさい人のところもうるさかったりとか、皆さんもその辺鬼

門があって、なかなか鬼門のところを避けてやっていくのも難しいと思うんだけれども、た

だやっぱり本当に唐沢にしても、もうちょっと片瀬までというのはびっくりしたけれども、

片瀬でもやっぱりそういう部分ではあって、どうしても相手からすると騒音だという部分に

なってしまうので、今後やっぱりそこは本当に配慮して対応していただかないと、なかなか
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みんなが心から応援していけないという形になっていくのだなと思います。 

○観光商工課長（森田七徳君） 今の振りかえか手当かということについて言うと、すすきの

イベントですとか、あと雛のイベントの最中、10月ぐらいから３月ぐらいまではかなりイベ

ントが込んでくる関係もありまして、ちょっと振りかえ休日では全て休暇が振りかえられな

いことがありまして、それについては総務課のほうにも配慮していただいて、振りかえがと

り切れなさそうなところについては時間外手当として振りかえをしていただいているところ

もあります。ただおっしゃるように、ここについてはすすきとか雛と違って、純粋な民間の

イベントということもありますので、ちょっと今の御意見を参考に今後考えさせていただき

たいと思います。 

  騒音についても、確かに片瀬も、自分も１日に３回ぐらい自分の家に電話をして、今日は

聞こえるかどうか、午前中、午後、夜と聞こえるかどうかというと、今日は結構低音が聞こ

えるよとか、今日は全然聞こえないよとかということで、やっぱり風向き等に大きく左右さ

れるとは思うんですけれども、おっしゃるとおり、騒音と感じる方もいるということは自分

も自覚しておりますが、ただ、観光地ですので夜９時ぐらいまでは何とか我慢していただき

たいということもあるので、その辺は引き続き丁寧に対応していきたいというように考えて

おります。 

  以上です。 

○総務課長（梅原裕一君） 人件費の絡みで私どものほうからもお答えしなきゃいけないと思

うんですけれども、基本ですね、振りかえじゃなくて、本来なら時間外で全て出してあげた

いなというふうには思いますけれども、なかなかこれも近隣の市町の状況を見ましても、本

当に全て時間外というのはなかなか難しい中で、私も観光課にいまして、本当にほかの課に

比べて自分の時間を削ってまで一生懸命やっていて、なかなか振りかえもとれないというよ

うな状況で、今本当に全部消化しているかどうかというのもチェックしながら見ているんで

すけれども、なかなかその辺の部分もあって、できるだけ時間外も出すような形、今回も補

正、100万ほど出してはいるんですけれども、それでも本当に消化し切れないような状況で、

これについてはやっぱり適正な人員配置というか、ちゃんと全体を見ていかなければならな

いし、本来、ロケの支援の地域おこし協力隊が本当は入って、そこでもう少し観光課の今の

状況、ロケ支援なんかを軽減できるような体制をつくるべきであったんですけれども、なか

なかちょっとその辺が採用もうまくいかなかったという状況ありますので。 

  またもう１つは、そのイベント、ＲＡＩＮＢＯＷ ＤＩＳＣＯが民間に近いことなんで、
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そこだけ手当を出すというのも、なかなか全体、それぞれがそれぞれの課でいろんなイベン

トを抱えたりとか、休日出勤をやっている中であるもんですから、その辺を含めてトータル

的に考えていかきゃならないというように思っていますけれども、ただ時間外はなかなか手

当を出すというのは難しいというのは御理解いただきたいと思っています。非常にメンタル

ヘルスも含めて非常にこれは考えなきゃならないところだというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○１４番（山田直志君） はい。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

○８番（須佐 衛君） じゃ、すみません。地域観光振興対策事業ということで、決算書で言

うと118ページになるわけですが、このインバウンドに関するものです。インバウンド対策

事業ということで480万ほど決算であるようです。この辺の具体的な活動内容についてお伺

いしたいなというふうに思います。お願いします。 

○観光商工課長（森田七徳君） インバウンド対策事業につきましては、ほぼ補助金という形

で町の観光協会のほうに予算を出して、町の観光協会のほうが取り組んでいる内容になって

おります。 

  主な内容についてですが、海外からの、国内のバス事情がかなり変わって団体バスの経費

が上がったということもあって、団体バスでのインバウンドについては１台当たり３万円の

補助を出しておりまして、去年は26台、カナダから１台、ハワイから１台、台湾から24台、

宿泊総数で言うと、619人の団体バスに補助金を交付しております。それ以外については海

外からのメディア取材の対応に、その際のこちらで招待する場合もありますし、招待じゃな

くても、こちらに来て食事代ですとか土産代を出すというようなこともありまして、昨年で

言うとカナダからのお客さん25名にお土産を提供したり、香港からのメディアの取材へ対応

したりというようなことを行っています。今現在一番経費をかけて誘客しているのは台湾と

いうことになりまして、台湾については特に今回の補正でも予算を上げさせていただいたん

ですが、アジアの方はなかなかコネクションというか、人的関係を頼っての旅行が多いとい

うこともありまして、台湾のほうへこちらから出かけていって、向こうで向こうの旅行会社

55社ほど集めてゴルフコンペを開いて、その後、それに引き続き商談会、交流会を実施する

というような事業を行っています。また、これはという目星というか、いいお客さんになり

そうだなというような団体が来たときには、そこでも町長がトップセールスをしたりですと
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か、そういったことも行っています。観光業界以外の事業としては今、美しい伊豆創造セン

ターという組織がありまして、そちらにも負担金を出しておりますので、そちらでもトップ

セールスですとか、台湾の観光博への出展ですとか、そういったところにも観光商工課の職

員が行って、観光宣伝をしております。細かいことを言うとあとほかにもいろいろあります

が、主なところとすると今挙げた点になると思います。 

  以上です。 

○８番（須佐 衛君） 昨年の外国人観光客の数が3,400人ほど減っているのかな、この、と

いう数字があるようです。おもてなしの部分で、これはこの間の補正のあれじゃないんです

が、おもてなしの部分でもっと利用されているのかなというふうに思いました。実際にこち

らに来られたお客様にこの町を知ってもらうためのそのマップの作成ですとか、あるいはそ

の３カ国語ですか、５カ国語でも、そういうようなガイドブックの作成ですとかというもの

の、そういうものの取り組みというものはされていないですか。 

○観光商工課長（森田七徳君） これについては、来ていただいたお客さんはもちろんなんで

すが、観光宣伝というか、商談に行く際にもやっぱり資料というものが必要になってくるも

んですから、観光協会のほうで３カ国語の町の日本語でつくってある総合パンフレットを多

言語化したものと、それ以外に多言語化した資料を観光協会のほうで作成して、印刷のほう

はしております。 

  以上です。 

○８番（須佐 衛君） そうしますと、それは一般の窓口、観協のほうでもそういう形で配布

されているものなんでしょうか。 

○観光商工課長（森田七徳君） 特に多分積極的に配布しているというよりは、各観協から使

いたいという話があったりだとか、どこかに持っていきたいという話があった際には渡して

いますけれども、いろいろなところに部数を刷って、配荷するとか配布するとかというよう

なことはしていないですね。 

○８番（須佐 衛君） わかりました。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんでしょうか。 

○８番（須佐 衛君） じゃ、すみません。成果表で言うと119ページ、リフォーム事業につ

いてお伺いしたいんですけれども、これは非常に好調といいますか、結構補助件数もあるよ

うなところですけれども、最近のその傾向として、大体50件ぐらい、50件から60件ぐらいと

いうことなんですけれども、これ結構その応募者というのはもっと多くて、その中でやっぱ
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り50件、60件という形なんでしょうか。それとも、大体その申し込まれた方はここに充当す

るようなもので。 

○観光商工課長（森田七徳君） これについては、予算が足りなくて断るということは今まで

まずなくて、あと申請についても事前にお問い合わせいただく方がほとんどなので、その段

階で例えばその補助要綱上の条件を満たしていない方、例えば引っ越してきてからまだ１年

たっていないようですとか、あとはその業者が町外の業者を使いますとか、そういう対象に

ならない方で何人かは。何人かといっても、そういった条件が合わなくてお断りするのは多

分年に３件とか４件ぐらいだと思います。ですので、要綱に合う形で申請していただいた方

についてはもう100％補助対象にしています。あと時々ですけれども、知らないで先に着工

してしまって、後から欲しいという方が年に１人か、２年に１人ぐらい、そういう方も時々

いらっしゃって、それはちょっと補助要綱上補助をできないもんですから、それでお断りす

る方はいますけれども、予算的なことですとかそういったことでお断りするということはほ

とんどないです。 

○８番（須佐 衛君） すみません。ちょっと私も久しぶりに戻ってきたもんですから、どう

いう状況なのかなと思いましてね。 

  たしか１回工事をやりますと、２回目はもうできないよというような話があって、最初に

ちょこちょことやっちゃって残念だったみたいな話を聞いたことがあるんですけれども、今

もやっぱりそういう縛りというのはあるんでしょうか。 

○観光商工課長（森田七徳君） これについては同じように、１件の家について名義が１人分

１回しかできないということになっています。例えば相続で親がリフォーム20万使っていて、

子供が相続するともう１回使える形になります。それで、非常に少額で申請を持ってこられ

る方もいるんですけれども、そういう場合には一応制度を説明して、今後もしもう少し広い

範囲とか高額なリフォームをやる予定が何年か以内にあるのであれば、ちょっと使うのは、

この数万円で例えば20万円の枠で５万円ぐらいで使っちゃうともったいないですよと、残り

15万円は２回目は使えませんよと御説明はさせていただいています。 

  以上です。 

○８番（須佐 衛君） わかりました。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

  よろしいですか。 

（発言する人なし） 
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○委員長（須佐 衛君） 質疑なしと認めます。 

  これにて観光商工課の質疑を終結いたします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時５２分 

 

再開 午後 ３時５４分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決

しました。 

  本日はこれにて延会いたします。 

  なお、９月18日は午前９時30分より会議を開きますので、よろしくお願いいたします。 

 

延会 午後 ３時５５分 



 

 

 
 

平 成 ３ ０ 年  

 

 

 

一般会計決算審査特別委員会記録 
 

 

 

平成３０年９月１８日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東伊豆町議会  
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一般会計決算審査特別委員会（第３日目）記録 

 

                    平成３０年９月１８日（火）午前９時３０分開会 

 

出席委員（５名） 

     ３番  栗 原 京 子 君      ７番  飯 田 桂 司 君 

     ８番  須 佐   衛 君     １１番  森 田 禮 治 君 

    １４番  山 田 直 志 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（１３名） 

総 務 課 長 梅 原 裕 一 君 総務課長補佐 
兼 財 政 係 長 鈴 木 貞 雄 君 

総務課財政係 太 田 正 浩 君 会 計 課 長 正 木 三 郎 君 

建 設 課 長 桑 原 建 美 君 建 設 課 
管 理 係 長 鈴 木 尚 和 君 

建 設 課 
事 業 係 長 栗 田   将 君 防 災 課 長 兼 

防 災 監 竹 内   茂 君 

防災課長補佐 
兼 防 災 係 長 国 持 健 一 君 教 育 委 員 会 

事 務 局 長 坂 田 辰 徳 君 

教 育 委 員 会 
事 務 局 長 
補 佐 兼 
社会教育係長 

竹 内 理 恵 君 教 育 委 員 会 
学校教育係長 加 藤 隆 一 君 

教 育 委 員 会 
図 書 館 係 長 内 山 淳 子 君   

 

議会事務局 
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開会 午前 ９時３０分 

 

○委員長（須佐 衛君） ただいまの出席委員は５名で、委員定数の半数に達しております。

よって、一般会計決算審査特別委員会は成立いたしましたので、開会いたします。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

  前日に引き続き議案第51号に対する質疑を行います。 

  これより質疑を行います。 

  質疑の対象を建設課とします。 

  質疑ありませんか。 

○３番（栗原京子君） すみません、成果表の130ページなんですけれども、一番下の住宅耐

震化事業なんですが、この中で無料診断をやったのが10件、補強計画策定をしたのが１件で、

実際やったのが１件というふうになっているんですが、これ、対象の家屋のうちどのくらい、

何割ぐらいというか、どのぐらいの方がちゃんと診断を受けて、またその中でどのぐらいの

方が補強工事が進んでいるのかをちょっと教えていただきたいなと思います。 

○建設課管理係長（鈴木尚和君） 全体ではダイレクトメールで木造の耐震診断を送っていま

す。それに対して申請をしていただいて、56年以前の木造住宅に対して申請をしていただい

て、そのうちの10件が無料耐震診断を実施したということになっています。そのうちの計画

策定をしたのが１件、木造住宅耐震補強事業をやったのが１件ということになっております。 

  以上です。 

○３番（栗原京子君） それ以前にもその診断だったり、工事だったりしたお家ってあると思

うんですけれども、今どのぐらい全体で言うと。それはわかりますか。 

○建設課管理係長（鈴木尚和君） 下に戻らないと実数をちょっと把握していないもんですか

ら、申しわけありません、後ほど回答します。 

○３番（栗原京子君） お願いします。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか、後ほどということで。 

○３番（栗原京子君） はい、いいです。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） １つ目はさ、127ページの境界確定事業で、町道大屋町１号線とい

うことですけれども、これはどこでどのくらいの距離をやったのかな、わかればちょっと。 
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○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時３４分 

 

再開 午前 ９時３４分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

○建設課長（桑原建美君） まことに申しわけございません。今言われました大屋町１号線で

すか、ちょっと延長等詳細な点、申しわけございません、まことに不備で。資料を下に置い

てきてしまいましたので、後ほど御報告させていただくということで御了解願えませんでし

ょうか。 

○１４番（山田直志君） 境界確定はあれだよね、財政の問題もあるんだと思うんだけれども、

やっぱりその前までだと大体1,000万ぐらいかけて何路線かやっていたけれども、今１路線

ぐらいなんじゃないのかなと思うんだよね。かなり、特に奈良本中心に境界が確定しない、

登記をちゃんとしていない路線が相当あるんだろうと思うんだけれども、そういう認識で間

違いないですか。 

○建設課長（桑原建美君） 今お話に上がりましたように、確かに奈良本以外でも東伊豆町全

町において、以前、生コン支給等々で道路拡幅したところが所有権移転されていないまま個

人名義が残っているということは正直なところです。建設課としましても、そういう部分に

関しては税務課のほうにお話しして、その部分だけ非課税になるようなことはしております

けれども、所有権移転登記までは至っていないのが事実で、今後その点も重々認識しながら、

また、今やっている分筆登記というのが所有者のほうからそういうお話があった箇所をやっ

ている状況でございますので、極力その予算要求等をしまして、解消のほうに向かっていき

たいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○１４番（山田直志君） はい。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○８番（須佐 衛君） じゃ、すみません。お尋ねしたいんですが、127ページの、成果説明

書ですね。道路占用料についてなんですけれども、これの若干の補足説明と、それとあと不
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納欠損額が９万2,000円ほど出ております。こちらについてちょっとお伺いしたいんですけ

れども。 

○建設課長（桑原建美君） 道路使用料につきましては、大口でいきますとＮＴＴグループさ

んで11件、これが622万1,419円ございます。次に東電関連グループで11件、601万4,577円、

その他は一般の方々からの使用で194件、210万743円、合計216件で、決算書に書かれている

収入済額が1,433万6,739円がその詳細な内訳でございます。 

  不納欠損につきましては、ちょっと個人名は伏せさせていただきますが、１件ホテル業が

倒産いたしまして、その分が不納欠損として計上させていただいているものでございます。

内容については、温泉管、あるいは排水管の道路占用でございます。 

  以上です。 

○８番（須佐 衛君） 収入未済額というのも出てきているようですけれども、こちらはどう

でしょうか。 

○建設課長（桑原建美君） 今、ちょっと説明不足で申しわけございませんでした。この全く

同じ会社の部分が収入未済額として計上させていただいて、不納欠損額は５年過ぎたものを

不納欠損させていただいている状況です。ですので、該当企業は１件のものがこの収入未済

額と不納欠損ということでございます。 

  以上です。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） 道路新設改良事業で調査費等々あるんですけれども、湯ノ沢草崎線

の北川工区に伴う測量設計業務委託料ということで、これは場所はどこの辺をやったのか、

どういう感じのことなのか。 

  それと２つ目に、その下で稲取片瀬線で、これはトンネル点検だけということなんでしょ

うかね、その辺ちょっと答えを。 

  あとこの一番下は橋梁点検で、町内の通常小さな橋も含めていろいろ点検をしていますけ

れども、そういうことでいいのか。これらの中で点検した中で、早期に改善等が必要なよう

な結果を受けた状況があるかどうかお願いします。 

○建設課長（桑原建美君） まず、１点目の町道湯ノ沢草崎線のり面対策工事ですが、場所が

北川にございます民宿はまのやさんの手前のカーブですか、そこがやはりかなり雨水等で侵

食されておりまして、その辺の概略設計を発注させていただいたのがここに記載してござい

ます249万3,720円でございます。その下の町道稲取片瀬線、新白田トンネル定期点検業務委
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託というのは、平成26年の改正道路法により、橋とトンネルの点検が５年ごとの義務づけが

されました。それに伴いまして、昨年度、近接目視でこのトンネル内部のコンクリートの構

造をダウン検査等を行いまして、健全性を判定しました。距離でいきますと284メーターほ

どあるトンネルでございます。この結果につきましては早急に修繕等の改善命令はございま

せんでした。一番最後の橋梁点検についてですが、これも先ほど申し上げましたトンネルと

同じく、平成26年度改正道路法により、５年ごとに近接目視が義務づけられております。そ

れに伴い、昨年これを実施させていただきました。結果、４判定出てきまして、４だともう

すぐに通行どめをする措置をとるような状況でございますが、大体うちの町の橋梁について

は３判定が多くて、若干の修繕ということで、それに伴いまして今今年度はその詳細設計を

発注している段階で、今現在終わった橋としましては、跨道橋、135号をまたぐ橋で、奈良

本の伊東園ホテルさんの前ですか、あそこの橋は28年度繰り越しと29年度で改修をさせてい

ただいておるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○８番（須佐 衛君） じゃ、すみません。成果表の130ページになるんですけれども、都市

公園維持管理事業というところです。そこで委託料ということで、白田川の親水公園管理委

託に関しまして、ほかの公園と比べると額がかなり違ってきているような気がします。この

辺のところはほかとどういう違いがあるのか教えていただけますか。 

○建設課管理係長（鈴木尚和君） これについては、毎月掃除、トイレの清掃、園内の低木の

刈り込み等、ほかの公園の管理委託にないものが入っていますものですから、ほかの公園と

比べて金額が高くなっているという状況になっています。 

○８番（須佐 衛君） そうしますと、こちらの公園は結構駅前の公園ですし、人もよく通る

ところだと思います。やっぱり利用者も多いということですかね、この公園は。その辺はい

かがですか。 

○建設課管理係長（鈴木尚和君） 今おっしゃられましたように、やはり片瀬白田の駅前とい

うことと、あと温泉病院さん、あの介護施設というか、結構ここ散歩がてらに来るんですね。

そういう観点からも、今の係長が申し上げましたけれども、トイレ内のトイレットペーパー

だとか、ごみ掃除、あるいはここの池の水をやはり年１度抜いて、清掃をかけております。

その辺でこの金額がかなりでかいのかなという認識で、かなり利用者は多いです。 

  以上でございます。 
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○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○８番（須佐 衛君） じゃ、すみません。決算書の121、122ページ、地籍調査事業というと

ころです。地籍調査に関しましては、最近でも新聞に今年度もやっているということなんで

すけれども、私もちょっとこの間議員になったということで、その事情がよくわからない部

分もあります。これまでいつから始まって、昨年度はどのような形のところまで来たのか。

それとあと最近、所有者の不明の土地の問題等がささやかれていますけれども、その辺のと

ころはどういうふうに把握されているのかちょっとお聞きしたいと思います。 

○建設課管理係長（鈴木尚和君） 昨年度は熱川１地区としまして、濁川の河口付近を地籍調

査を実施しました。調査前筆数は173筆でしたが、実際昨年調査した場所については、測量

がちょっとできない場所が入ったりとかいうものがありましたもので、最終的には157筆の

境界確認を行いました。面積については0.03平方キロとなります。立ち会いにより筆界未定

件数が２件ありました。内訳ですけれども、１件については登記名義人が死亡していること

によって立ち会いができない筆、それの隣接筆、合計13筆が筆界未定となりました。あと１

件についての内訳については、水路と境界について納得できないということで、何回か調整

させていただきましたが、筆界未定の処理となりました。その13筆の近隣の方には、こうい

う内容により立ち会いをしたんですけれども境界が確認できなかったということで、御了解

をいただきました。 

  未相続の土地については、今、法務局のほうが公共事業で行うそういう工事が実施できな

いということが多々あるということで、東伊豆町で公共事業が余りないということで地籍調

査を対象にしますよということで、来年度行う片瀬地区の50年以上相続が行われていないよ

うな土地、そういうところについては相続人が多数出るということが予想されますもんで、

そういうことを法務局のほうで調査をしていただくということになっております。 

  以上です。 

○８番（須佐 衛君） そうしますと、その所有者が不明、未相続といいますか、そういう土

地に関しましては。町は直接そういう管理というか、調べるのは調べていくわけなんですよ

ね。 

○建設課管理係長（鈴木尚和君） 相続をしてくださいということがちょっとうちのほうで言

えないもんですから、法務局さんのほうでその相続人を調べまして、何か通知を出すという

ように聞いているんですけれども、初めてのやる事業なもんですから、この辺内容について

ちょっと把握していないんですけれども、一応うちのほうも立ち会い通知を出す関係で、そ
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ういう人方に相続人が多数いれば、そういう人に全員通知を出さなきゃならないもんですか

ら、その内訳を法務局さんのほうで登記事項の要約書という中に記載されているというふう

に聞いていますけれども。 

○８番（須佐 衛君） わかりました。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） 工事全般見て、支障木、倒木で、木の伐採をしないとやっぱり道路

が管理できない、使えないということの状況があるようで、施工内容のところにそういう項

目がやっぱり増えてはいるんだけれども、これはある程度区の要望や何かから出てきた問題

については、対応は十分できているという状況ですか。 

○建設課長（桑原建美君） 確かに今現在、その維持補修工事ですか、これを昨年度850万ほ

ど昨年度いただきましたが、その木の伐採がかなり経費的な面でとられているのが事実です。

しかしながら何とかやりくりして、修繕料と同時にこの維持補修を使いまして、区から出て

きたさほどその金額がかからないものについては対応できていると考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○１４番（山田直志君） うん。 

○委員長（須佐 衛君） ７番、いかがですか。 

○１１番（森田禮治君） 決算書にないことだけれども、ちょっと聞きたいんだよ。 

  片瀬のお宮から赤川までの間で１トン近い石が落っこったじゃんな。ああいう場合に今度

は看板を、前からあっただけれども、看板を出しただけれども、町で。注意してくださいは

いいけれどもさ、当たってけがしたり何かした場合は、どこが受け入れるだ。 

○建設課長（桑原建美君） その瑕疵については、町が全くゼロとは言えない状況になってお

ります。片菅神社から赤川に向かって、道路管理者とうちの道路管理者がやる、管轄する国

土交通省にいい補助金というのがなかったものですから、賀茂農林事務所さんに頼んで、治

山の関係でやっていただいたり、あと町単で農林水産課のほうに多少はやっていただいたん

ですけれども、その先はもう農林関係でもできない森林だということで、今後もその辺は町

も考えていかなければということは重々承知しております。 

  以上です。 

○１１番（森田禮治君） あそこについてはよ、浮き石がまだ山に結構あるだよ。これまだ浮

いた石が落っこちてきていないから、また悪く落っこちてくるという。あそこで注意してく
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ださいってな。風の強い日と通行どめにしたほうがいいと思うんだよ、あそこは。石が落っ

こちてくるで、昔から落っこちているから、年中。当たったから町へ請求のようなのが来た

じゃ、とんでもないことになるからよ。通行どめして通れなきゃ、それを通ってけがする場

合には今度は個人の責任にもなるからような、そのくらいの看板をあれを注意じゃなくさ、

風の強い日と大雨のときは通行どめにしてぐらいの看板を出しておかないと、あそこはこん

な石が落っこちてくるじゃないけれどもよ、とにかくでかい石が年中落っこちてくるだから、

風と雨で。ちょっと気をつけたほうがいいじゃないかと、要らぬお世話か、これは。 

○建設課長（桑原建美君） 大変貴重な御意見ですんで、今後建設課内でちょっと検討させて

いただいて、台風の予想進路に入る、あるいはその大雨が予想される場合は、通行どめ等措

置を講じるようちょっと考えてみます。 

  以前、確かに農林水産課のほうで事業をやる前まではあの路線は通行どめにした経緯がご

ざいますが、一度そこでもうそれ以上のことはないのかなというような軽い認識でおりまし

たんで、その点はちょっと今後注意して検討して、通行どめ等考えていきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○１１番（森田禮治君） 俺、農林事務所へ言ったときからよ、落っこちていたよ。よくこれ

がそんな頭から網張っただよ。 

○建設課長（桑原建美君） 農林事務所が…… 

○１１番（森田禮治君） うん、ただそこの網張ってあるだ。何年にだかは忘れちゃったけれ

ども、網を張って、その隣へ今度はこういう縦の網を張っただよ。それで、木柵でやったり

したけれども、あんなものはあの石が来たら吹っ飛んでいっちまうよ。何のためにやっただ、

あそこへ金をかけて。あそこへ大きい石が上に浮き石がうんとあるべ。それをやるにはやっ

ぱりちゃんとした防護柵をやらないといけないな。それで片瀬は今度はこの間、あの時は役

場に来たかな。土木事務所が来て説明して、急傾斜の指定になるだろうかで。あれをやらな

かったらとにかくあそこは雨降る日と風の日は歩かれない。 

○建設課長（桑原建美君） 一応、自分の場所的なものがちょっと間違っていまして、その賀

茂農林さんがやったところから落石したということを正直初めて聞きましたんで、その辺ち

ょっと賀茂農林さんのほうにもお話を投げかけて、見させてください。 

  以上でございます。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑…… 
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○１１番（森田禮治君） いや、いい。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ７番、よろしいですか。 

○７番（飯田桂司君） はい。 

○委員長（須佐 衛君） 質疑なしと認めます。 

  以上で建設課に対する質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時５５分 

 

再開 午前１０時１０分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  これより質疑を行います。 

  質疑の対象を防災課とします。 

  質疑ありませんか。 

○３番（栗原京子君） すみません、134ページなんですけれども、医薬品備蓄センター運営

費負担金という項目があるんですが、これもうちょっと詳しく教えてください。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） これについては、県の医薬品備蓄センターというところ

に３万4,000円負担金を出している内容なんですが、賀茂地区で言いますと、松崎町のほう

に軽度のけが等の医療品、薬品を備蓄している内容です。これについては、松崎にあるのが

賀茂地区全体に使う内容になっております。その部分の市町の負担金になります。 

  以上です。 

○３番（栗原京子君） これはこの先もうちょっと広げていくというか、けがとかだけじゃな

くて、疾患の部分の薬品なんかも備蓄するセンター等は開設予定とかはありますか。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） これについては県のほうが主導でやっておりまして、基

本的には軽度のすり傷とかというのが中心になっています。それ以外のものについては、各

市町で薬剤師会等と医薬品の流通というか、調達についての協定を結ぶという形で、今現在

健康づくり課のほうでそれについては賀茂の薬剤師会と協定を結ぶという形で対応しており
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ます。 

  以上です。 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） すみません、成果表の141ページの整備した資機材ということでい

ろいろあるんだけれども、これの配置や活用についてはどういう考え方になっているのか。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） まず、消火器につきましては、平成20年度から各地区の

ちょうどそのときに放火とかいろいろあったもんですから、町の中に設置していただくとい

うことで、これは区に配布するものです。それから防災倉庫、これについては、東区と田町

地区のうちのほうで設置してありました防災倉庫が老朽化に、穴があいたということで、そ

れを取りかえております。発電機については、これは区のほうから自主防災会から要望があ

りまして、ガス式のやつをこれは配っております。可搬ポンプについては、これは消防の操

法大会に合わせて可搬を今、昨年度入れまして、それについては１分団のほうで常時管理を

し、動かせるようにするということで、今配備をしております。防じんめがねについては、

これは消防団のほうに配布をしております。これは消防団の安全装備品の今改正された内容

に入っておりますので、それを買っております。アルファ米については定期的な備蓄食料と

してやっております。消火栓用ホースについては、消火栓のホースの穴あきが多いというこ

とで、定期的な交換という形で各分団に配って、消火栓のホースを取りかえています。油圧

爪つきジャッキについては、これも自主防災会のほうが救援救助で必要だということで、こ

れは宝くじの助成を受けて各区に配布をしております。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） 大半はわかるんだけれども、そうすると思うんだけれども、自分も

管理台帳をつくったりしたんだけれども、実際ここに書いてある10型という消火器というの

は、家庭内で使って、家の中で初期消火には使えるという部分はあると思うんだけれども、

公民館とかある程度。だけれども現実的に言うと、僕らも公民館に２つ３つ置いても、置く

場所がないからとあっちこっちにも置いたんだけれども、実際問題、置いても実際火事のと

きに使えるのかという話になると、いわゆる10型のやつでは実際初期消火とか何かにも役立

たない、もう外に火が出た段階では10型の消火器なんていうのはあんまり役立たないじゃな

い、実際問題からすると。そうすると、本当にあちこちに消火器を置くことが必要なのかと

いう問題は、もうちょっともしでかいとかいうんならまた意味合いが違うんだけれども、10
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型という一般的な形のもので考えるとあれだし、当然、これについて言えば耐用年数という

のが５年とか10年あるわけで、この消火器の整備はどうなのかなというのを改めて思うわけ

です。 

  ２つ目に、発電機も自分らところもそうでしたけれども、やっぱりあんまり自主防のやつ

も飲料水兼用もそうなんだけれども、年に１回しかやらないもんだから部品がなかったり、

やっぱり油が上がってなかなか使えないというのがあって、特にこの辺発電機や何かという

のはやっぱり維持管理の部分が物すごく大事だという部分と、最後の油圧のジャッキについ

て言うと、購入する理由はそうだと思うんだけれども、だから僕も１回消防署の人たちに来

てもらってやってもらったけれども、これはさ、今度は逆に購入したら、それを利用する人

たちに対する講習、研修というものをやっぱりちゃんとやらないと、難しい薬品はないんだ

けれども、ガスや電気の問題だとか、ただやみくもにあげればいいというものでもないわけ

で、そういう点で言うとこの購入したものの中にも、やっぱりちょっと今後の整備は僕は消

火器は考えるべきだし、あと発電機やその油圧ジャッキについて見たら、やっぱり購入して

終わりじゃなくて、購入した後実際自主防の人たちがちゃんと使えるように、消防署の力な

んかもおかりして研修や何かをさ、やっぱり絶えずしていかないと、人も変わっていく中で

何か生かされないんじゃないのかなという部分があるんじゃないかと思うんだけれども、こ

れを買ってから、何かそういう研修だの講習なんかやりましたか。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 消火器については先ほども言いましたように、放火とか

があったときに初期消火、今山田議員が言った大規模な火災は、基本的には消火器は余り意

味がないかなと思っています。これを配布し始めたのが平成20年ごろに放火がいろんなとこ

ろで起きて、そのときに初期消火でそういうものがあったほうがいいということで、これは

区から要望があって配っております。それが必要かどうかというのは、今そういうのはない

もんですから、10年に１回今交換しているんですが、その辺についてはまた区と話をさせて

いただきたいと思います。うちのほうが勝手にもう要らないだろうということではないと思

いますので、これはあくまでも区のほうからの要望に基づいて配布しておりますので、その

辺は区と話し合いをさせていただきたいと思います。 

  それと、発電機については、これは再三区のほうに月１回手入れをしていただきたいとい

うのでうちのほうから仕様書的なものをお願いをしているんですが、なかなか区のほうでそ

こまでできないというのがありまして、その辺を前回の一般質問でありましたけれども、地

域防災計画も含めてその辺をどうするのか、地区に今あるのはいろいろと行政側からの要請
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がいろいろ来ていて大変だからという話もありますので、その辺もまたこれは自主防災会と

よく話をしていかなきゃならないのかなと思っています。ただ、電気については必ず災害は

必要になりますので、その辺はまた再度お願いをしていきたいと思っています。 

  それと油圧爪つきジャッキ、ジャッキの使い方については、うちのほうで救出救助の訓練

を防災訓練のときにやってくれと、そういう中でやっていただいた中で消防署が入ったりと

か、自衛隊のほうでそういう取り扱いもあわせてお願いをする形では各区にはお願いしてい

ますが、なかなかその辺でやるとなると、区単体でやるとなるとなかなか消防署のほうの体

制も今厳しいというところもあって、その辺は防災訓練となると自衛隊が来ますので、そう

いうところでお願いしている現状があります。せっかく配備したものですから有効に使って

いただきたいというのはうちのほうも気持ちはありますので、それは自主防とどういう形が

いいのかまた検討させていただきます。 

○１４番（山田直志君） だから、区から要望があったというけれども、今になって、現実的

にサイレンの問題を含めて近所の人たちがそういうことを実際知らないし、昼間はともかく、

夜の段階でこの消火器が活用できるかというと、これもまた実際、昼間だったら赤いやつが

あそこにあるというのはわかるけれども、夜になるとよっぽどのことがないと本当活用はな

いだろうし、厳しいのに本当に要るのかという点で言うと、昔とはちょっと違っているんじ

ゃないのかなというのを感じます。 

  発電機とかこのジャッキの問題で言うと、各区でも防災委員をやっているんだけれども、

例えば防災委員がもう全て例えば区の役員さんが兼ねているとかいう、もう幾つもあるわけ

じゃない。そうすると、実際機能していかない。だからやっぱり現職の区の役員さんは仕事

も多いわけだから、そことせめて切り離して防災委員を置いて、皆さんのところでちゃんと

防災委員の研修とか、また防災委員の仕事としてちゃんとそれはやってもらうとかというや

っぱり別の回し方をしないと、今みたいに自主防で、自主防ということでもなかなか大変な

ところに、いろんなこの維持管理の部分の仕事ないしあとこういう専門的な一定の講習とか

研修が必要なものの購入となると、決めるの面倒くさいからといって区の役員が兼任するよ

うな決め方はまずやっぱり改めてもらっていかないと、今後のマンパワー不足でこの維持管

理ができない、全ての問題でそこが足かせになっていくんじゃないかなというふうに思いま

すよ。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 消火器については、これは実際はどこにあるかという、

区によっては班長のところに置いてあるとかという区の総会のときに話をされている区もあ
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りますので、その辺は区によって使い方がいろいろあるのかなということで、一概に全部と

いうわけにいかないと思いますので、それはそれぞれの区の対応の仕方をもう一度確認させ

ていただきたいと思います。 

  ジャッキとあと防災委員の関係につきましては、区のほうから推薦をいただいて、今、各

区３名というのをやっていますが、区の役員と兼ねているのはたしか２つぐらいしかありま

せん。ほかは全部別々になっていますので、その中でうちのほうも講習会とか講座とかとい

う形ではやらせていただいているので、今後はそういう資機材の取り扱いというのも入れて

いきたいなと思いますが、ただ、なかなか防災委員さんも、うちのほうで通知を出しても出

席率が実際のところは悪いというところもありまして、この辺も区にも再三お願いして出て

いただくようには言っているんですが、その辺がまだうちのほうも、じゃ必ず出ていただけ

ればそれが周知できるのか、なかなかそういう現状もありますので、ちょっとそれはまたう

ちのほうで働きかけはしていきたいと思います。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○１４番（山田直志君） うん。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○８番（須佐 衛君） じゃ、委員長。火災のことなんですけれども、先日も大きな火災があ

ったりということで、今委託しているわけなんですけれども、地域性であったり、あるいは

夏場の火災、今回特殊な火災があったりということがあります。これはどこまで防災課がで

きるかということをお聞きしたいんですけれども、地域性であるとかそういったような火災

予防に対する啓蒙ですとか告知ですとか、そういったことというのはどの程度町でできるも

のなんですかね。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 火災予防については、基本的には消防本部を中心に啓蒙、

要は広報活動というのをやります。消防団におきましては11月９日、それと春の火災予防運

動のときに、パレード等をやって啓蒙を図っています。うちのほうも必要に応じてはメール

配信、あとは回覧等を使って広報するということも、あと広報「ひがしいず」に掲載したり

して啓蒙を図っているところなんですが、防災課としてどこまで、町としてどこまでという

のはその辺になるのかなと、あとは、今女性消防団員が防火教室、それから花火教室等をや

って、その防火に関しての啓蒙を図っておりますので、できる範囲というとその辺になって

くるのかなというのは思っています。 

○８番（須佐 衛君） 今、女性の消防団員というのは何名いるんでしょうか。 



－14－ 

  また、ちょっと参考までに、今消防の職員ですね、駿東伊豆消防に所属するような形にな

っていると思いますけれども、今所属は何人いるのかちょっとお聞きします。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 女性消防団員は定数は10名なんですが、今９名で活動し

ています。消防吏員の数についてはちょっとうちのほうでは…… 

（「32だと思う。決算書が32だった」の声あり） 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） はい。やめた方を入れて、当初は36あったのですが、今

広域化になって32だと思います。 

○８番（須佐 衛君） ありがとうございます。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

  よろしいですか。 

（発言する人なし） 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２６分 

 

再開 午前１０時３７分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  以上で防災課に対する質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３７分 

 

再開 午前１０時５８分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  これより質疑を行います。 

  質疑の対象を教育委員会とします。 

  質疑ありませんか。 

○３番（栗原京子君） すみません、144ページ、大川小学校の遊具保守点検委託料、また幼
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稚園もそうなんですけれども、この部分はこの部分で細かく教えてください。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 確認させてください。大川幼稚園の遊具ということで

しょうか。 

○３番（栗原京子君） 大川幼稚園、大川小学校。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 小学校。 

  大川幼稚園、大川小学校の遊具につきましては、一応昨年、皆さん御承知のとおり統合と

いう中で、固定設置されていないものについてはそれぞれの幼稚園、小学校、中学校等へ引

き継がれて、大切に使用されている状況です。固定設置されているものにつきましては、大

川の子供たち、なかなかちょっと言い方は悪いですけれども、大川という土地柄から地域が

ちょっと孤立しているところもありますので、休みのときとか校庭で遊んだりする子供たち

もいると思いますので、財産としては普通財産として企画調整課のほうへ引き継がれました

が、その後同じように管理をお願いし、子供たち等が自由に使えるような状況というものが

できたらななんていうふうに、教育委員会としては考えております。 

  以上です。 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○３番（栗原京子君） はい。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） じゃ、いいですか。成果表の147ページで、学校の教育環境整備で

これはいろいろと答申を出していただいたりしているんだけれども、学校教育環境整備の事

業の中でこの委員の方々は、学校だとか、またそのそれぞれの先進地とかの視察だとか、い

ろんなその辺の課題についてはどういうふうに２年間の中で取り組みをされているんでしょ

うか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） すみません、確認させてください。 

  27、28年度に行われた学校…… 

○１４番（山田直志君） その後か。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） その後の話でしょうか。 

○１４番（山田直志君） うん、そう。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 一応昨年度、この答申に基づいて出された内容、総合

教育会議の中で話し合われた内容が小中一貫教育に絞って今後さらに研究を重ねるというこ
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とで、決算とはちょっと話が違いますが、９月21日に第１回目の小中一貫教育研究会という

ものが開催をされます。その中で、まずはそういった学校教育環境整備委員会で話し合われ

た内容、答申などのどうしてこういうふうな経緯になったかというところから説明を行いた

いと思います。その後アドバイザーさん、小中一貫教育の内容に詳しいどこどこ大学の先生

だとかにちょっと来てもらうような予算措置を６月補正でさせてもらったところです。そう

いった方に来てもらう。あと、静浦小中一貫というのが沼津市なんですが、そういったとこ

ろでシンポジウムなども11月に開催されるというようなこともありますので、そこら辺にち

ょっと手を上げて参加させてもらおうかな、それを視察のかわりにしようかななどと。それ

で、この研究会は２年間の予定ですので、さらには、本年度から始まりました土肥の、伊豆

の国市になると思うんですが、義務教育学校なども来年度あたり見に行けたらななんていう

ふうに考えております。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） そうするとさ、答申は答申であったわけだよね、中学の統合と小中

のと。そうすると、いわゆる教育会議でそれを決定したということでいくと、その教育会議

でさ、町長が入って教育委員会やそういう教育委員の皆さんのところで決定するプロセスの

中ではさ、そういうその視察や何やらといういろんなことや何かというものは検討、見たり

とかいろんな意味では検討していないのかな。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ただいまの御質問ですが、平成30年度のお話になるん

ですが、町長等にはもちろんお声がけはする予定ですが、今回の研究会の中には４名の教育

委員、もちろん教育長もそうなんですけれども、発言権はないんですけれども、その研究会

の中に…… 

（「オブザーバー」の声あり） 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） オブザーバー。すみません、言葉がすぐ出なくてごめ

んなさい。オブザーバーという形で委員の４名にも入っていただきます。その中でいろいろ

と視察だとか、小中一貫教育とはということで当町にふさわしいものを研究していく。それ

はあくまでも決定機関ではありませんので、その内容を踏まえ、報告書等をまとめていただ

き、総合教育会議に諮り、最終的な決定をしたいというふうに考えております。 

  お答えになりましたでしょうか。 

○１４番（山田直志君） いや、だからさ、27、28で教育環境の整備委員会が２つのことにつ

いて答申した。結局、29年度はそのことを検討して、最終的に今年度になったみたいだけれ
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ども、総合教育会議等でやっぱり小中でいこうというふうな話が決まったというふうには、

その話は聞いているわけです。そうすると、29年度中に教育委員会とか町長のところのそう

いうメンバーが何をしたのかということさ。その答申について具体化をして、決定をするプ

ロセスの中で会合も設けたのかもしれないけれども、何をしたのと、どういうことをして結

局こういう結論を出したのというところが一番、もう決まりましたというところで言えば決

まったんだと思うんだけれどもさ、だけれども、少なくとも教育整備委員会は２つの方向を

出して、１つに決定をしたそのやつはこの29年度中に行われたわけで、そうすると教育委員

会や町長は一体そのことについて何回その会議をし、どういうことを。ただそれはその現場

なりを視察したなのか、誰かそのアドバイザーからいろんなことを聞いたのか、何をして一

体その結論を導き出したのというところがさ、今の段階で言うと僕らにも全くわからないわ

けさ。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 29年度に行われた内容ということで、申しわけありま

せん。総合教育会議につきましては３回行われました。その中で当町の未来、学校の未来と

いうことで、この最終答申をもとに話し合われました。少々長くなりますが、中学校を統合

する、あるいは小中一貫校を目指すというところの中で、山田委員がおっしゃいました視察

等については行っておりません。あくまでも子供たちの人数だとか地域の状況、そういった

ところで話し合いを行いました。 

  まず中学校の統合につきましては、現在の具体的な人数はちょっとすみませんが、中学校

同士を統合したとしても、2020年度には一時的にすぐ統合できたとしてです、すぐ熱中と稲

中が統合できたとして、１回は６学級ができるようなちょっと大きな中学校ができるんです

が、2020年にはそれぞれの今ある稲取、熱川両中学校と同じぐらいの規模になってしまいま

す。そういうことでは、将来的にやったところでというような話し合いが出ております。今

後10年の子供の数の見通しなどをしていくと、小中一貫教育を行ったところですごく大規模

な学校ができるということは有り得ないということは、皆様も御承知のことかと思います。

だけれども、小学校１年生から中学校３年生までがこの９年間というものを通した中で、例

えば部活動一つをとっても、小学校４、５年生、試合に出場する機会はないですけれども、

部活動に参加したりだとか、縦の関係がさらに強くなっていきます。それから、東伊豆町と

いうのはやはりどうしても稲取と熱川という地形的な関係から、分断されると言っては変で

すけれども、今の子供たちにはそういう意識は全くないんですが、やっぱり年代を重ねたと

ころでは、今でも稲取、熱川という地域性のちょっとした考え方のずれがあります。で、稲
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取、熱川の両地域を大切にした中で当町にふさわしい特色ある教育ということで、これから

はコミュニティスクールなどをさらに充実させて導入させていった中で、地域の方々に参画

してもらって、子供の数が減っていけば教員の標準というものも減ってくるわけです。先生

方の数も減ってくるわけです。そういったところで、例えば漁業だとか農業だとか調理師だ

とか、そういった面の中で、学校の先生方に賄えない部分はそういった地域の方々に積極的

に参画してもらって、東伊豆町の特色ある教育を進めていくというのがどうなのかというと

ころで小中一貫教育に絞って、さらに今後研究を重ねるというふうな答えが平成29年３月に

出されまして、その内容については、ホームページ等を通して町民の皆様にも御案内差し上

げているところであります。 

  以上です。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○８番（須佐 衛君） 関連して。 

  今、小中一貫ということで話がありまして、やはり中学生、分かれるといいますか、その

部活の問題ですよね。やはり子供たちは学校に行く一番の楽しみは部活だという話も聞いた

ことがあります。そういったときに、今後その部活に対する考え方がどうなっていくのかと

いうことを、ちょっと１点それを聞きたい。成果表の149ページ、選手派遣補助事業という

ことであります。ちょっと私、ある保護者から聞いた話なんですけれども、卓球がすごくで

きる子なんですけれども、稲中のほうへ通っていて、卓球部がないと。熱中のほうに練習が

参加できないかといったような話があった中で、なかなかそれもできないということで、た

だ試合のほうには行っていいよというような話を聞いたということなんですよ。その際に、

ただ選手派遣、この大会に出たときにはその補助金が適用されないというふうなことを聞い

たわけなんですけれども、その辺のところはどうなんでしょうか。 

○副委員長（山田直志君） 選手派遣費のところだけで、決算ですから。部活動の問題、これ

はまだ決まってもいないし、部活動の問題も当然研究するんだけれども、それは今言っちゃ

あれだから、そういう今の個人で参加する場合の選手派遣の回答のほう。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 選手派遣費補助金ですが、子供たちの数が減ったこと

によりまして、例えばバレーボール部などは人数が、団体競技ですので、でもその中には兄

弟もいたりすると、ただでなくても、これまでは例えば20万、30万かかった費用を十何人と

いう人間で割ることができたわけですけれども、今は７人とか８人とかぎりぎりで、中には

兄弟もいたりするとその金額がまた倍になるというようなことで、選手派遣費補助金の要綱
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をしっかりと整備し、これまでは東海大会以上のものを中体連以外のものに補助していたん

ですが、それを県大会というようなふうに下げた経緯があります。 

  それから、個人で出場する場合、我々としてはそこまでの具体的な明記は要綱にはされて

いないですけれども、例えば稲取中学校、熱川中学校の看板を背負って参加する大会であれ

ば、それは支出しても構わないのではないか。それはもちろん町長や教育長の最終的な御判

断をいただくことになりますが、教育長との話の中ではそういうふうに教育委員会としては

考えております。 

  以上です。 

○８番（須佐 衛君） そうしますと、今稲中のほうでは卓球部がないというふうには話を聞

いています。ただその稲中のゼッケンをつけて戦うということに関しては、部活がなくても

じゃ補助事業で適用してもいいんじゃないかという、そういうお考えですね。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ええ。部活動がないというところは非常に難しい問題

ではあるんですけれども、ただ陸上だとか水泳だとか、例えば柔道だとか、そういったもの

については、社会体育の場面で活躍されている子供たちもおります。その中で稲取中学校、

熱川中学校の看板を背負って中体連に参加している場合には、選手派遣費補助金の対象とし

ているものですから、例えばその子が卓球部はないけれども卓球がということで、社会体育

の中でそういった活動をされていて、中学校の看板を背負って僕は出たいんだということで

あれば、それは認めざるを得ないのではないかというのが教育委員会、まだ我々の時点の話

ですが、考えています。それについてはまたさらに教育長、町長とも相談が必要だというこ

とは御承知いただきたいと思います。お願いします。 

  以上です。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） すみません。151ページ、社会教育関係のことでいろいろ聞きたい

んですけれども、高齢化社会という中で、やっぱりこの社会教育の部分、いわゆるいろんな

講座や何かも含めたところというのは、また非常に。ましてや今、老人会なんかで、昔はい

ろいろコミュニティーを図ったり、そこで体を動かしたりいろいろやったという人たちが、

今老人会というのがもう本当に弱小化しちゃった中で、やっぱり高齢者の人たちにいろんな

形で社会参加してもらうというような意味では、社会教育の部分は期待されるものが大きい

んじゃないのかなというふうに思うんだけれども、特に高齢者についての取り組みでいろい

ろこの29年度で取り組みを強めているとか、この辺いろいろ事業として見て、成果がどのよ
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うに出ているのかというふうに御判断されていますか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 生涯学習で行われております教育委員会で開催してい

る講座としては、対象年齢はもう一般という形で、特に年齢を区切ったりということはして

おりません。しかしながら、老人と呼ばれる方が何歳以上なのかちょっとあれなんですけれ

ども、そういった方の参加というのは少ないといったものが現状です。多くはやはり50代、

60代の方々、70代の方も若干はいらっしゃいますが、講座のほうへ参加してくるということ

は少ないです。ただ、皆様御承知のとおり文化協会というものがありまして、この中でも18

という、18だったと思いますが、さまざまな活動が行われています。その中にはそういった

方々が参加して俳句をやったりだとか、絵手紙をやったりだとか、歴史の研究をしたりだと

か、そういった活動をされているということは伺っております。 

  以上です。 

○教育委員会事務局長補佐兼社会教育係長（竹内理恵君） 補足させてもらいますと、今、

「友路学級」というのが生涯学習の中で講座が開かれています。そこへ参加される方は、老

人と言っていいのか、お年を召した方が大変多いです。成果といいますと、年々大分会がず

っと継続していますので、その友路学級はみずから講座を何するか計画し、自分たちで立案、

そして運営していくという会なんですけれども、それが年々自分たちの力でというところに

行っています。人数がすごく増えたとか、そういう成果ではないですけれども、中身の運営

の部分で老人さん、学級生みずからが立案、そして運営して、そして最後反省をしていくと

いう、そういうプロセスが成り立ってきているところは成果じゃないかなと思って見ていま

す。 

○１４番（山田直志君） 何回か僕も見には行っているんです。確かにそういう部分はあるん

だけれども、ただやっぱり生涯学習とかいう点でみると、まだ本当に高齢者の部分、課題も

あるし、もっといろいろ最近は婚活じゃなくて、お年寄りには終活だという部分もあるし、

いわゆる遺言だとかね、いろんなお年寄りの抱えている問題というのもあるし、だからやっ

ぱりいろいろ課題やテーマというのはそういう人に向けて必要なんじゃないのかな、そうい

うことも含めて、社会参加という視点からいろいろな形で参加できるようなものを今後もぜ

ひ充実して企画していただきたいと思います。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 今山田委員からおっしゃられたような内容についても

生涯学習推進委員会という委員会がございまして、その中で次年度の講座の内容だとか、そ

の方々には多く町民の方々の意見だとかニーズだとか、そういったものの調査もお願いして
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いるところです。そういったところでまた話、議題として上げさせていただき、検討してい

きたいと思います。 

  以上です。 

○８番（須佐 衛君） ちょっと関連で、生涯学習のことですが、決算書の160ページですけ

れども、不用額が11万8,000円ほど、11万8,926円ですか、出ておりまして、内容を見ますと

報償費ということですけれども、この辺はその講座が取りやめになったとかということが想

定、私が見た感じ理解できるんですけれども、この辺はちょっと想定内でしょうか。何かこ

ういう講座の不都合。 

○教育委員会事務局長補佐兼社会教育係長（竹内理恵君） それについては、友路学級で計画

した講師を町外から呼ぶという計画ではあったんですけれども、それが実際に自分たちの運

営をやっていく中では町内の講師だったり、そして保健センターの職員だったり、講師の講

師料がかからないところが、あと県から呼んだ方もたまたま講師代は要らないよという方が

あったり、そういう方が多かったので、今回講師代がそういう意味で少なかったということ

になります。 

  あとそれから、生涯学習の講座の中でも、今回１つ講座が先生の御都合によって開けなか

った講座がありまして、それによって講師料が不用額という形になりました。 

○８番（須佐 衛君） 続きまして、決算書138ページになりますけれども、スクールバス事

業ということで、これは私も最近議員になったもんですからちょっとわからない部分があっ

て、これは補正で組まれたんですかね、バスを購入するための費用がほとんどだと思います

が、祭祀料ということで３万円あります。この辺、この祭祀料についてちょっと説明を願え

ますか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 祭祀料につきましては、やはり新車を購入しまして、

子供たちを安全安心に運びたい、そういった願いから八幡神社で御祈祷をお願いした内容で

す。 

  以上です。 

○８番（須佐 衛君） 確認で申しわけないんですけれども、これは何人乗りになるんですか

ね、バスは。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 運転手を合わせて29人乗りです。 

○８番（須佐 衛君） 29人乗り。わかりました。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 
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○３番（栗原京子君） すみません、138ページのことばの教室講師謝礼ということで30万つ

いているんですけれども、この言葉の教室は、回数としたら何回ぐらい行われているんでし

ょうか。 

○教育委員会学校教育係長（加藤隆一君） 両幼稚園で年間15回ずつになります。その中で例

えば半日稲取幼稚園に行って、午後熱川幼稚園に行くという場合もあります。 

○３番（栗原京子君） その回数で回数的には十分というか、その矯正なんかもちゃんと満足

いく感じでしょうか。足りないという声は出ていないですか、もうちょっと何回かやっても

らいたいという。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 浦島先生という特別支援のほうに精通された先生にお

願いをしている内容です。この中でその15回という中で見ていただきまして、その先へ進む

特別な支援が必要となりましたら、それを特別支援委員会等に今度さらにかけ直して、今度

は臨床心理士の先生にも診てもらうというような段階を経て、その子に一番よい教育環境の

あり方というものを考えております。 

  以上です。 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○３番（栗原京子君） はい。 

○委員長（須佐 衛君） 何かＰＴＡの講演会もこちらの浦島さんという方がやられたんです

ね。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） この年はたまたまそういうことで。 

○委員長（須佐 衛君） わかりました。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○８番（須佐 衛君） じゃ、すみません。決算書の164ページになりますが、図書館に関す

ることです。無線ＬＡＮシステムについてですけれども、保守管理委託料ということで40万

1,000円ですか、出てきているようです。私も図書館を利用したときに無線ＬＡＮを利用す

ることはあるんですけれども、これは館内のどの範囲まで利用できるんでしょうかね。なか

なか２階のほうは届かなかったりということがあるんですけれども、その辺ちょっとお伺い

したい。 

○教育委員会図書館係長（内山淳子君） ２階ですと視聴覚室の階段側から入ってロビー側半

分ぐらいで、１階ですとレファレンスコーナーの辺、今サイレントコーナーになっています
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けれども、あそこの辺。１階は大体入ります。ただ一応統計をとっている関係もあって、一

度声をかけていただいて、利用を開始してもらうという形になっています。実は、外でもつ

なげようと思えばつなげられますが、２階の場合は視聴覚室で今パソコン教室とかやってい

ますけれども、多分ドアとか壁の関係だと思うんですが、視聴覚室は半分ぐらいしか入らな

いと思います。 

○８番（須佐 衛君） そうしますと、それで想定外といいますかね、その中で活用されてい

ればいいのかというようなことなのか、10万ぐらい年間こう払っているということであれば、

全館その無線ＬＡＮの形がとれないのかなというのが、それがどうなのかということをちょ

っとお聞きしたいんですけれども。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 図書館が建設されたのが平成４年ぐらいですよね。そ

の当時というのはやはりここまでコンピューターの関係は進んでいなかったということで、

視聴覚教室というのはやはりいろいろと静寂の中で活動が行われるということで、壁なども

しっかりしたものができ上がっていると思います。そういったところでふぐあいが今現在出

てしまっているというところだと考えますが、今後その辺の無線ＬＡＮの届く範囲等につい

て、図書館を通じてそういった業者なんかとも協議していきたいななんていうふうに思いま

すが、今後の検討課題ということで、ちょっと現時点ではお許し願えたらと思いますが。 

○副委員長（山田直志君） 何で全館無線ＬＡＮじゃなきゃいけないの。 

○委員長（須佐 衛君） いや、やっぱりそのパソコン教室…… 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時２８分 

 

再開 午前１１時３１分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○３番（栗原京子君） すみません、160ページの青少年育成事業についてなんですが、青少

年育成地域運行事業と納涼集会活動費というこの事業内容をちょっと教えていただきたいで

す。 

○委員長（須佐 衛君） 決算書ですね。 
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○３番（栗原京子君） はい、そうです。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 現在、この納涼集会というのは大川、奈良本、片瀬地

区でそれぞれ育成会と区が主になって行われています。その活動に対して、わずかではあり

ますが補助金を交付し、青少年の健全育成にも役立てていただきたいということで交付して

いる内容です。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○３番（栗原京子君） はい。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○８番（須佐 衛君） じゃ、すみません。成果表の160ページから161ページにかけてのとこ

ろで、保健体育総務費というところで、ハイキングを毎年やっているようなんですけれども、

いろいろなところへ出かけていったりということなんですけれども、この辺の参加人数とい

うのは毎年どういうふうになっているのかなというのをちょっとお聞きしたいんですけれど

も、例えばそういった形の中で、１日ですと行くところも限られてくるということで、神奈

川県に行ったこともあるのかな、１泊でどこか出かけるというようなことは毎年はできなく

ても、２年に１回にしてというようなことは考えられないのかなと思いまして。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） まずハイキングですが、これはスポーツ推進委員さん

おられまして、このスポーツ推進委員会の主催事業として毎年行っております。行く場所に

ついても、やはり１泊というのはちょっと正直考えたことはないです。経費等だとか、参加

者の増大を目的にしておりますので、１泊にすることでその辺を狭めてしまう可能性もある

ので、だからといって伸びる可能性もなきにしもあらずだとは思いますが、それで行く場所

については、昨年はたまたま伊豆高原城ケ崎ということで16名。しかしながら、毎年終わる

とアンケートをとるんですね。その中で、「たまには近場でも」といった意見が多かったと

いうのもあるのでこの城ケ崎にしていて、で、16名だったというような結果が出てしまった

わけなんですが、その場所によっても参加人数はちょっとかなり違ってきます。これが例え

ばですけれども、実現しないですが、高尾山だとかそういったところに行った場合には、か

なりの人数がふえるんじゃないかななんていうこともあります。今、高速道路の状況なども

よくなってきていますので、でも一応、参加していただいている方々のアンケート等をもと

にスポーツ推進委員会で内容を考えて実施しているという状況です。 

  １泊についてはちょっとまたお話は出してみますけれども、うーんというところ、ちょっ

と教育委員会としてはどうなのかななんていうふうに思っております、旅行になってしまう
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ので。 

○８番（須佐 衛君） いいです。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。ありますか。 

（発言する人なし） 

○委員長（須佐 衛君） じゃ、以上で教育委員会の質疑を終結いたします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時３７分 

 

再開 午前１１時４０分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  これをもって議案第51号に対する質疑を終結いたします。 

  これより、議案第51号に対する討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより、議案第51号を採決いたします。 

  本案は原案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） 

○委員長（須佐 衛君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり認定いたしました。 

  以上で議案第51号に対する審議は全て終了いたしました。 

  当委員会に付託されました議案に対し、委員会のまとめとして要望事項や希望、意見があ

りましたら、委員会の総意として委員長報告書に付したいと思います。 

  要望事項や希望、意見はありませんか。 

○１４番（山田直志君） ３点あります。 

  １つは、やっぱり基金の問題。町長になって６億、７億増えたとか言っているけれども、

10億。これはやっぱり災害対策という面からも基金は本当に大事なんで、これはやっぱりち
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ゃんと意見をつけたほうがいいと思います。 

  ２つ目は空き家バンクの問題。 

  いろいろ事業をやっているんだけれども、最後にやっぱり空き家バンクのところが物件も

少なくて、現実、29年度もそこは活用されていない。そういう状況だと全てやっていること

が意味ないわけだから、この点は、空き家バンクの問題はやっぱりもっときめ細かく対応し

ていただく必要があると思います。 

  ３点目に高齢者の福祉制度の問題で、いわゆる配食サービスについても、これは病後の回

復支援だというふうなことを言っていたり、緊急通報システムについても何か介護者のもの

というような認識を担当課は持っているんだけれども、やっぱり広く高齢者の自立支援活動

なんだと思うんですよね。そういう点ではこの辺今までの考え方をもう一回改めて、本当に

地域で介護保険等にお世話にならなくても自立して生活していこうという人たちを支える施

策として、やっぱりちゃんと考えていただきたいなというふうに私は思うので、その３点お

願いしたいと思います。 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時４３分 

 

再開 午前１１時５０分 

 

○委員長（須佐 衛君） じゃ休憩を閉じ、再開します。 

  ただいまの意見を報告書に付することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 異議なしと認めます。よって、委員長報告書に付することに決しま

した。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５０分 

 

再開 午前１１時５１分 
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○委員長（須佐 衛君） じゃ休憩を閉じ、再開します。 

  委員長報告については、事前に皆さんにお示ししたいと思いますので、来る９月25日午後

３時にお集まりください。 

  本日はこれにて延会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

延会 午前１１時５１分 
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一般会計決算審査特別委員会（第４日目）記録 

 

                    平成３０年９月２５日（火）午後２時４３分開会 

 

出席委員（５名） 

     ３番  栗 原 京 子 君      ７番  飯 田 桂 司 君 

     ８番  須 佐   衛 君     １１番  森 田 禮 治 君 

    １４番  山 田 直 志 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

議会事務局 

議会事務局長 山 田 義 則 君   
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開会 午後 ２時４３分 

 

○委員長（須佐 衛君） ただいまの出席委員は５名で、委員定数の半数に達しております。

よって、一般会計決算審査特別委員会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。 

  本日の議事は、決算審査に伴う委員長報告書の検討についてを議題といたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４３分 

 

再開 午後 ３時２０分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  委員長報告書について、訂正及び追加等はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） なしと認めます。 

  これをもって一般会計決算審査特別委員会を閉会いたしたいと思いますが、御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 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を閉会

することに決しました。 

  これにて一般会計決算審査特別委員会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ３時２１分 


