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一般会計予算審査特別委員会（第１日目）記録 

 

                    平成３１年３月１１日（月）午後２時１２分開会 

 

出席委員（６名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ５番  西 塚 孝 男 君 

     ６番  内 山 愼 一 君     １０番  藤 井 廣 明 君 

    １２番  鈴 木   勉 君     １３番  定 居 利 子 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（５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 主 査 太 田 正 浩 君   

 

議会事務局 

書 記 吉 田 瑞 樹 君   
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開会 午後 ２時１２分 

 

○臨時委員長（鈴木 勉君） それでは、一般会計予算審査特別委員会を開催したいと思いま

す。 

  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６名で、委員定数の半数に達しております。よって、一般会計予算

審査特別委員会は成立しましたので、開会します。 

  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。 

  お諮りします。選挙の方法についてはいかがいたしますか。 

○１３番（定居利子君） 指名推選でお願いします。 

○臨時委員長（鈴木 勉君） 推選の声がありましたので、委員長の選挙は指名推選にしたい

と思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時委員長（鈴木 勉君） 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、臨時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） 

○臨時委員長（鈴木 勉君） 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５番、西塚議員を指名します。 

  お諮りします。ただいま臨時委員長が指名しました５番、西塚議員を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） 

○臨時委員長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました５番、西

塚議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５番、西塚議員が本委員会に出席しておりますので、本
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席より告知します。 

  ５番、西塚議員に委員長就任の御挨拶をお願いします。 

○５番（西塚孝男君） 大分ふなれですけれども、頑張ってやっていきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○臨時委員長（鈴木 勉君） お願いします。 

  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、委員長席にお願いをいたします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１５分 

 

再開 午後 ２時２３分 

 

○委員長（西塚孝男君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより副委員長選挙を行います。 

  お諮りします。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（西塚孝男君） 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（西塚孝男君） 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10番、藤井議員を指名します。 

  ただいま委員長が指名しました10番、藤井議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（西塚孝男君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました10番、藤井議
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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10番、藤井議員が本委員会に出席しておりますので、

本席より告知します。 

  10番、藤井議員に副委員長就任の御挨拶をお願いいたします。 

○１０番（藤井廣明君） ただいま推選いただきました、当選しました藤井です。委員長を補

佐して、精いっぱいやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（西塚孝男君） 副委員長に就任されました藤井議員は副委員長席へお願いします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２５分 

 

再開 午後 ２時４７分 

 

○委員長（西塚孝男君） 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第21号 平成31年度東伊豆町一般会計予算についてを議題

といたします。 

  これより総務課の質疑を行います。 

  質疑の対象を歳入全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

○１３番（定居利子君） 72ページです。全国草原サミット協議会参画事業の100万円の内容

について説明をしていただきたいと思います。 

（「申しわけございません。企画調整になります」の声あり） 

○１３番（定居利子君） これ、企画。 

（「はい。企画になります」の声あり） 

○１３番（定居利子君） わかりました。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか、13番。 

○１３番（定居利子君） はい。いいです。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） ページ11、11はいいんだよね、質問して。 

  町税の町民税が、個人と法人も……。 
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（「総務課だ」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 総務課です。 

○１２番（鈴木 勉君） 歳入はどこだや、これは。 

（「税務課」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 税務課か。町税も。 

（「はい」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 歳入についても。 

（「そうです。税務課です」の声あり） 

（「一応、地方譲与税から、２款から始まります」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） これもどうなった、これ。 

（何事か言う声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） これ、税務課な。 

（「はい、そうです」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） はい。 

（「休憩してもらっていいですか」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） はい。休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４９分 

 

再開 午後 ２時５１分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 13、14、入湯税をお伺いしたいと思います。 

  昨年度より…… 

（「すみません、入湯税は」の声あり） 

○１番（笠井政明君） 入湯税も違ったか。ごめんなさい。税務課か。すみません。 

○委員長（西塚孝男君） 質疑はありませんか。 

○１番（笠井政明君） ごめんなさい、17、18、自動車取得税は大丈夫ですよね。 

（「どうぞ」の声あり） 
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○１番（笠井政明君） これ、あれですかね、税制改正があるので、今年度大幅に減らしてい

るということでよろしいですか。 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） ただいま、自動車取得税、大きいんですけれども、

これは前年から1,000万円ほど減になっておりまして、今、委員さんのおっしゃるとおり、

31年10月１日以降に小型車を中心に減税というのがありまして、その影響で大幅な減となっ

ております。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） 了解です。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 15ページの地方消費税もいいですか、これ。 

  地方消費税が1,000万円減額になっているんですけれども、これは要因としてはどういっ

たものがあるんでしょうか。 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） ただいまの地方消費税なんですが、これはもう御

存じのとおり税率のほうは引き上げになってきますけれども、一応その引き上げの影響で、

引き上げ前の駆け込み需要がまずあって、今度10月に入ると反動下というか買え控えがあっ

たりして、これ結局、国と県のほうでその辺の試算をしておりまして、一応全体で前年か、

この30年度決算の約3.9％減になるという見込みで地方財政計画等をいただいておりまして、

それに基づいて積算した結果がこのような予算計上となっております。 

○委員長（西塚孝男君） わかりましたか。 

○１０番（藤井廣明君） はい、了解です。 

○委員長（西塚孝男君） 質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） ページ36のふるさと納税は大丈夫かな。 

○委員長（西塚孝男君） はい。どうぞ。 

○１２番（鈴木 勉君） これは大丈夫だよね、聞いて。 

  ここにも計上されているのが１億5,000万円だよね。今、非常に全国的にも、ふるさと納

税に対しての意識がすごく高まってきて、何としてでも少しでも多くもらおうという努力を

しているのが、自分たちの中でもこうね、テレビでもそうですし、いろいろな報道の面でも

あるんだけれども、この町にしたら、この金額というのは想定の中では１億5,000万円、持

っているものは希望していきたいとかという、そういうものについてはどういう得があるの

かをちょっと聞いてみたいんだけれども。 
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○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） 一応、予算額としますと、この30年度と全く同額

の１億5,000万円としておりますけれども、実は30年度の決算見込みというのが約１億3,000

万円程度になろうかと、それで見込んでおります。それで、新年度につきましては、また歳

出のほうでも出てきますけれども、ポータルサイトを今１カ所でやっているものを２カ所に

増やしたりですとか、取り組みをちょっと幅を広げまして、今年の実績は１億3,000万円な

んですけれども、それよりは多い金額で一応計上をさせていただいております。 

  できれば、増えていただくことにこしたことはないんですけれども、一応当初としてはこ

の金額で計上させていただいております。 

○１２番（鈴木 勉君） 自分たちとしたら、どこの自治体もそうなんだけれども、先ほど言

ったみたいに、町民の方たちからいただく町民税だとか固定資産税だとかというものについ

てはもうほとんど頭打ちが来ていると。そういう中で、ここの、つい最近北海道の話も出ま

したよ、ああいうふるさと納税で町を変えていくぐらいの資金を集めていきたいとかという、

そういうものに対してはやはり東伊豆町も意識革命じゃないんだけれども、もっと寄付をい

ただけるような策というものを考えて、ここら辺の数字も１億5,000万円じゃなくて、それ

こそ15億円とか、150億円というのを、大き過ぎるんだけれども、そういうものがやはり欲

しいんじゃないかなというのが、私、思うんだけれども、どうですか、そこら辺は。 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） すみません、ちょっと寄付金ということで、実際

寄付が伸びたら補正でそこまで上げさせてもらう。伸びたら上げるという、一応そういうス

タンスで上げておりまして、事前に大きい金額を掲げるというのはちょっと財政のほうとす

るとどうかなということで、一応この金額にさせていただいております。 

○１２番（鈴木 勉君） ごめんね。私たちは、ほら、これ１億5,000万円という数字をその

まま前年対比をこう来ているなという気持ちがあるんだけれども、それでなくして、これを

多くしていこうという努力が、ここの中に組み込まれているのかなというのを質問している

つもりでいるんだけれども、課長さん、どう。 

○総務課長（梅原裕一君） 一般質問の中でも、質問していただきました。御案内のとおり新

年度については、国が新たに法整備をするということで、市町によっては、小山町さんです

とか、形で大きな金額を、だけれども、それはまた違ったやり方でやると、うちの町は町長

がもう最初から法令遵守でいこうという形をとっていましたもので、それはそれで、それか

ら30％以下、それから経費も合わせて50％以下に納めなさいということは、もう国の基準に

なって厳しくこれを取り締まります。これを守らなければ税の補助を受けられないよという
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ふうなことまで、今総務庁では厳しくやっているということですから、同じ土俵の中で我々

も頑張っていくということで。 

  その中で一番大事なことは、行政もそうなんですけれども、やっぱりこの景品についても、

皆さんが物だけに、それは地場産品もいいんですけれども、いろんなものを考えていただい

て、民間の方々が、産団連の人たちが、皆さんが振り向いていただけるような、そういった

いい返礼品を考えていただくことと、それから、これから第２ステージに上がっていったと

きに、ふるさと納税をどういうものに活用していくかということがすごく大事で、また、そ

の使ったものをどういうふうに使われたんだと、寄付していただいた方に対して、こういう

ものにということで、行政はやっぱりそういうことが中心になると思いますので、まず民間

の方の活躍を我々は引き出すような形で応援していきたいというふうに考えておりますので、

御理解いただきたいと思います。 

○１２番（鈴木 勉君） ありがとうね。よろしく頼むよ。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１３番（定居利子君） 先ほど、山田直志議員からも大綱質疑がありました稲取漁港…… 

○委員長（西塚孝男君） ページを言ってください。 

○１３番（定居利子君） はい。45ページですけれども。45から46。よろしいですか。 

○委員長（西塚孝男君） はい。 

○１３番（定居利子君） 漁港の賑わい創出事業委託の中、330万円ですか、稲取漁港修景広

場整備事業330万円の内訳について、再度お願いをいたします。 

○総務課長（梅原裕一君） これは起債、あくまでも事業については原課のほうでお答えする

んですけれども、我々はそのする事業に対する起債の金額ですとか、その内訳、充当率とか

そんな形でいいんですか。 

○１３番（定居利子君） これは２分の１の補助は県のほうからあるということの中で、先ほ

ど山田直志さんにいろいろ説明もろもろ、そこベンチがあるとかということで、その歳出に

も出てきますよね。歳入のほうでお聞きしたいなと思いまして、ちょっとお尋ねしたんです

けれども、よろしいですか。 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） ただいまの稲取漁港の修景広場整備事業というこ

とで、歳出、事業費がこれ861万8,000円になっております。 

  まず、財源ですけれども、県の支出金、県の補助金が約２分の１で420万円で、ここに載

っていますこの起債につきましては、その上段のちょっと75％が記載の対象ということで
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330万円を計上している内容になります。 

（「事業費があって、起債が幾らで、補助金が幾らで、そういう内訳が

ほしいということ」の声あり） 

○１３番（定居利子君） そうそう、そういうことです。 

（何事か言う声あり） 

○１３番（定居利子君） ちょっと、休憩いいですか。 

（「ちょっと休憩していいですか」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 暫時休憩。 

 

休憩 午後 ３時０１分 

 

再開 午後 ３時０１分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） すみません、もう一回事業費のほうから説明させ

ていただきます。 

  事業費が861万8,000円で、県の支出金が420万円で、起債が330万円で、一般財源が111万

8,000円になります。 

  以上です。 

○委員長（西塚孝男君） 13番、よろしいでしょうか。 

○１３番（定居利子君） はい、よろしいです。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

  なければ、歳出の全般としたいですけれども、よろしいでしょうか。 

（「ちょっと待ってて」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 繰入金の中のね…… 

○委員長（西塚孝男君） ページ数をお願いします。 

○１２番（鈴木 勉君） 38ページ、奨学基金のことをちょっと聞きたいんだけれども、これ

は前年より少なくなっている数字は、借りている人数が減っているということですか。ごめ

んなさい、これ、返してもらっている金額だよね、ここに計上されている金額。そうだよね。

それについて、ちょっと、じゃ、すみません、正式に聞きますから、お願いします。委員長、
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答弁お願いします。 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） ただいまの育英奨学基金の繰入金ですけれども、

確かに前年から36万円減になっております。その減の要因は、30年度は既決定者で既に借り

ている人が４名いたんですけれども、新年度は３名になるということで。 

  ただ、この内訳なんですけれども、まず貸し付け予定ということで大学生を３名、一応見

込んでいます。それと、短大生１名、既決定者３名で、計７名の貸し付けを予定しておりま

して、前年が８名でしたので、その１名減によって36万円減っている内容になります。 

  以上です。 

○１２番（鈴木 勉君） 今のごめんね、ちょっと自分が聞き損なったから聞きたいんだけれ

ども、現在利用している人が何人ですって。 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） ３名です。 

○１２番（鈴木 勉君） ３人ね。今のごめんなさい、この３人の方から、いいですか、委員

長。 

○委員長（西塚孝男君） はい。 

○１２番（鈴木 勉君） この３人の方から今こう……、ごめんなさい、これ違うんだよな。

もう借り終わった人から返してもらっているのが、この金額ということだよね。 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） これは貸し出しです。 

○１２番（鈴木 勉君） ごめんなさい、委員長、いいですか。私のちょっと質問の仕方が悪

かったんだけれども、お金を今ここに返してくれている人たちは、もう学校を卒業したとい

う人たちが返してくれているということになるわけですよね。 

○委員長（西塚孝男君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時０５分 

 

再開 午後 ３時０８分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

（「ちょっと今のを簡単に説明だけをしてもらっていいですか。答えて

くれていいですか。簡単でいいです」の声あり） 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） ただいまの質問の育英奨学基金繰入金の内容です
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けれども、まずこの繰入金は、奨学金を貸し出すために育英奨学基金から繰り入れるお金に

なっております。410万円を繰り入れしまして、計７名、これは貸し付け見込みになります

けれども、７名に貸し出すことを想定して、予算のほうを計上させていただいております。 

  以上です。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 同じ繰入金のところで、ふるさと納税基金繰入金についてちょっとお

伺いをします。 

  昨年よりは圧縮はしていただいているんですけれども、執行時の基金残高を教えていただ

きたい。 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） ただいまの質問のふるさと納税基金繰入金の、こ

れ繰り入れ後の残高ということでよろしいでしょうか。 

  一応、これまだ見込みになりますけれども、30年度末の残高が２億8,775万8,000円になる

と見込んでおります。ですから、この繰入金を差し引きますと、繰り入れ後の残高は約２億

1,400万円程度になるかと思われます。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） ここのところは予算なんで、また決算の日の時にね、という話にはな

るんですけれども、結構今回のふるさと納税の１億5,000万円という予算に対して、繰入金

というのがある。割合が7,300、それとあとは返礼品等々事務処理等々を入れてくると、余

り基金に正直今後積み立てていくところがちょっと少なくなってくるかなというのがあるん

で、予算は去年に比べたら減らしていただいていますけれども、その辺は今後もまた予算執

行、決算にてやらせてもらいますけれども、気をつけながらためていく方向で、必要なとき

に使うという形でお願いをしたいと思います。 

（「答えますけれども、いいですか」の声あり） 

○１番（笠井政明君） いいです。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 地方交付税の…… 

○委員長（西塚孝男君） ページ数をお願いします。 

○１０番（藤井廣明君） 17ページなんですが。 

  地方交付税の件があるんですけれども、普通交付税と特別交付税ですか。これは増減はな

いということなんですけれども、それは町の税収が減った場合には地方交付税が若干増える
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んじゃないかというのが認識としてあるんですけれども、これが前年比が全く一緒というよ

うなことなんですが、この辺のところちょっと説明、お願いできますか。 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） ただいまの地方交付税の関係ですけれども、藤井

議員おっしゃるように、いろんな要因で増減がありますけれども、新年度はたまたまどちら

も同額で計上はさせていただいておりますが、確かに中を見ますと、例えば、基準財政需要

額を見ると公債費、借金を返すお金が増えていたりですとか、あと、ちょっと細かい内容に

なってしまいますけれども、個別算定経費とか、包括算定経費というのがありまして、その

辺が減ったりですとか、増加の要因もあるし、減少の要因もありまして、例えば、税でいい

ますと、税のほうは、国のほうの考えなんですけれども、全般的に納税者の数が減っており

まして、税収は減っていくという見込みをしておりまして、その辺をトータルで見ると、こ

れはあくまでも予算で９億3,000万円とか計上しておりますけれども、一応安全率を見て前

年と同額とさせていただいております。実際の交付額の大体90％程度に落ち着くのが一番い

いのかなという、これは財政のほうの考えなんですけれども、余り過剰に見込んで予算割れ

するというのが一番いけないことだと思いますので、若干、実際の交付額を見たところから

１割減ぐらいで、一応毎年予算計上のほうはさせていただいております。 

○１０番（藤井廣明君） ありがとうございました。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 歳入のほうはよろしいでしょうか。 

（発言する人なし） 

○委員長（西塚孝男君） それでは、歳出全般とします。 

  質疑ありませんか。 

（何事か言う声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時１５分 

 

再開 午後 ３時１７分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 
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○１２番（鈴木 勉君） ページ55で、ちょっと質問していきたいと思います。 

  55ページに、ふるさと納税の話でまた申しわけないんだけれども、56ページで、15款の12

－04の広告料が140万円ほど計上されているんだけれども、先ほどの私の歳入のほうの質問

でもしたんですけれども、ここの辺の広告費をもう少し大きくしていくということについて

は、どのような考え方を持っていますか。お聞きしていきます。 

○総務課長（梅原裕一君） 広告料の関係ですけれども、特に今年度は…… 

（「当初ベース」の声あり） 

○総務課長（梅原裕一君） 当初予算ベースですと皆増です。当初予算、昨年はゼロだったん

です。というのは、私どもはそんなに広告料にもお金をかけていなかったんですけれども、

補正で昨年は２度大きな補正予算をとらせていただきましたんで、当初に、この広告料140

万6,000円の皆増ということで、まずは鉄道広告ということで74万5,000円と上がり、これは

都内の沿線の電車内にポスター、ステッカー等の掲載、それから路線、期間をさらにこれ検

討しているんですけれども、それからもう一つ、専門誌への広告掲載ということで66万円を

上げさせていただいて、2020年の冬にカラーの見開きの２ページということで、この辺を、

昨年当初なかったんですけれども、上げさせていただいて、この状況を見ながら、ただ、こ

の６月に法律が厳しくなるということで、各市町も同じような形でこの辺力を入れると思い

ますので、その状況を見ながら、また議員の皆さんにも補正なりの対応をさせていただきた

いというふうに思っております。 

○１２番（鈴木 勉君） 当初予算はこれで、形、広告の媒体だとか方法によっては、補正を

組んでいきたいというのは、今、課長が言われたことなんだけれども、その補正を組むとい

う過程の中で、今自分が知っている限りのふるさと納税に対してどの自治体がどういう広告

を打っているのかなという中では、東京のほうの専門業者に、ごめんなさい、ああいうの何

ていうのかな、ワンフロアの中に自分たちの、静岡県でこういうコーナーがあったりすると

ころに出店していくとか、なくてもそれ専門の業者のところに商品を置くとかと、これもま

たお金のかかることですからね、今この予算の中でいくと足りないこともわかっているんで

す。 

  それから、自分なんかが見ているパソコンの中でも上位にランクするためには、どういう

形の中で宣伝費を使っていくのかとかという、それは業者にお金を払っていくという形にな

るんだけれども、先ほどの歳入のほうで聞いたんだけれども、うちの首長なんかはもう普通

の形の中でふるさと納税をお願いすればいいんではないかなという形があるんだけれども、
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やはり、これに納めていく町内業者という形の中での資金、ごめんなさい、ふるさと納税で

結構商売的に大きくなっていく、経済効果があるんではないかなというところを考えると、

同じ３割の返礼品であったとしても、分母が大きくなれば上もでかくなってくるわけですよ

ね。だから、そういう点では、その総額的にふるさと納税を増やしていくという形が必要に

なれば、当初予算これでも足りなくなってくるよという形を、僕たちはお願いしていきたい

なと思うわけですけれども。 

○総務課長（梅原裕一君） 先ほどの広告のことについてお尋ねでしたので、それ以外にも今

年度当初予算で大きく力を入れています。 

  まず、この申し込みのホーム利用手数料ということで、ふるさと納税のポータルサイトを

今まで１カ所しか持っていなかったんです。これを１カ所から２カ所に増やしました。例え

ば、楽天ですとか、さとふるなんかもあるんですけれども、これまでふるさとチョイスが大

きなシェアを占めておりましたけれども、サイトも増やして、窓口が分散されてきたという

ことで、サイトを増やして寄付の増加を期待しております。 

  それから、もう一つ、それに伴って、サイトを増やすことによって取扱件数の大幅な増加

が見込まれます。これまでの自前の、私どもの財政のほうで、自前でエクセルで管理してお

ったんですけれども、これを、難しくなるということで、管理システムを導入いたしました。

これも約300万円ほどなんですけれども。 

  そんな形で、当初予算は大きく入っておりますので、その辺は増えていくというふうに、

当然ながら力を入れておりますので、御理解いただきたいと思います。 

○１２番（鈴木 勉君） よろしく頼むね。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

（何事か言う声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時２３分 

 

再開 午後 ３時２４分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○１３番（定居利子君） 54ページ、人事管理事業の522万7,000円、これは健康診断とかカウ
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ンセリングとか、こういう職員の経費だと思いますけれども、今、役場内でいろいろの病気

を抱えている方がいらっしゃるんですけれども、この健康診断等については何と何、どうい

う健康診断が行われているのか、ちょっと説明、お願いします。 

○総務課庶務係長（鈴木文昭君） すみません、今の質問の内容をお答えさせていただきます

けれども、検診の内容ということでよろしいでしょうか。 

○１３番（定居利子君） はい。 

○総務課庶務係長（鈴木文昭君） 内容につきましては、まず身体測定です。身長と体重から

入りまして、血圧、心電図、そういったものを全てやって、血液検査、こちらとあと、血液

による糖尿病腎機能の検査、あとおなか周り、今ちょっとはやっている、結構やっているメ

タボリック症候群のその検査ですとか、基本的にはそのぐらいと、あと血圧が高い方につい

ては眼底検査等も行っております。 

○１３番（定居利子君） この健康診断の結果で病名がわかるとか、それでまた、その後の治

療をその人に対して要請したとかはありますか。 

○総務課庶務係長（鈴木文昭君） まず、定時健康診断も実施いたしまして、個人個人にその

結果が来ます。その結果の中で、異常がない方、それと次は経過観察、あと再検査が必要な

方、精密検査が必要な方、あと治療を継続されている方という形で細かく分かれております。

この中で異常のない方、もしくは経過観察の方、ちょっと様子を見ましょうという方、それ

以外について所見のある方については、皆さん再検査のほうを実施していただいております。

その結果については、総務課のほうに必ず提出していただくような形で処理のほうはしてお

ります。 

  以上です。 

○１３番（定居利子君） 今、どこの企業でもそういう健康診断を強制的に受けるような形で、

それで病名が、結果が出たらば、その治療に努めるようにして、企業もみずから率先してや

っていますので。 

  あとはこれとは別にですけれども、職員の中で精神的なノイローゼになったりとか、パニ

ック障害になったりとかという方たちが増えているということもお聞きしますので、やっぱ

りそういうほうの治療方法とか考えていかないと、やはり今、職員も大変忙しい仕事を抱え

ている中で、そういう欠員が出ると、残されている職員にすごく負担がかかってきますので、

そういう治療法はどういう形でやっていますか。 

○総務課庶務係長（鈴木文昭君） 今、13番議員さんがおっしゃった件で、身体のほうについ
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てはもう健康診断のほうである程度わかるということなんですけれども、メンタルのほうに

つきましては、すみません、同じ54ページのところにあるんですけれども、こちらのほうで

カウンセリングの委託料というのが入っております。こちらは職員に順々になんですけれど

も、偶数月の第２木曜日、そちらのカウンセラーのほうに来ていただきまして、職員、１時

間ずつ３人、１年間で大体17人から18人ぐらいなんですけれども、カウンセリングのほうを

行います。こちらについては、一応希望者がいれば優先的に入っていただいて、カウンセリ

ングのほうを行っていただくという形をとっております。 

  それと、その下のストレスチェックというのがあります。こちらのほうは、こちらも全員

受検という形になっているんですけれども、大体57問ぐらいの設問がありまして、そちらの

ほうでストレス度をはかるというようなチェックのほうを行っております。これ年に１回に

なります。こちらでストレス度が高いと判断された場合、産業医さんのほうから面談をする

ようにということで勧奨の文書のほうを出させていただいております。 

  以上になります。 

○１３番（定居利子君） この仕事は事務系の仕事が多いもので、だからストレスとかそうい

う大変たまるあれが多いんですけれども、極力皆さんとコミュニケーションをとったり、課

長だけの独占的な命令じゃなくて、みんなとちょっとうまくやれるように、いろいろと話を

聞きますとやっぱり課長の態度が悪かったりして、係長なり下のほうだけがやっぱりストレ

スを抱えたりとか、そういうことが今後もあるとは思いますので、そういうところは十分注

意して、極力皆さん、コミュニケーションをとって、いい役場のそういうシステムをつくっ

ていただけるように、総務課長にもお願いをしていきたいんですけれども、よろしくお願い

いたします。 

○総務課長（梅原裕一君） 定居議員おっしゃるとおり、どこの市町も同じこういった悩みを

抱えておりまして、特に精神的な部分の病気というのが近年非常に増えておりまして、その

中でもうちの町についてはカウンセリングですとかストレスチェック、この辺は非常に早く

導入しておりまして、その効果も期待できるかなというふうに思っておりまして。おっしゃ

るとおり、本当に職場環境をしっかり整えるというのは体もそうですけれども、精神的も両

方が非常に大事で、風通しのいい職場に変えられるように、私ども管理職もそうですし、そ

れから部下、同僚もみんなそうですし、そういった風通しのいい、そういった話がいつもで

きるようなそういう環境を、やっぱりそれは管理職がみずからそういう環境をつくるという

ことが非常に大事だと思っていますので、必要であれば管理職がそういう学ぶ研修の機会も
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設けていきたいというふうに思っております。 

  それからもう一つ、健康診断、異常というかそういった問題があるところは、私が全部チ

ェックしまして、全職員に必ず病院に行く、そしてその結果をよこすようにということで出

先機関を私は回って、全員がまずはお医者さんにかかるということをやっておりますので、

これにつきましても引き続き実行していきたいというふうに思っています。 

○委員長（西塚孝男君） ということで。 

○１３番（定居利子君） オーケー。 

○１２番（鈴木 勉君） 先ほど、56ページでちょっと聞き損なったことがあるんだけれども、

12－12利用料は毎年使うだろうと思うけれども、その下の管理システムの導入委託料という

項目があるんだけれども、これは毎年計上するんですか。ページ56。 

○総務課長（梅原裕一君） これにつきましては、先ほどもお話ししたとおり、今まで自前の

エクセルで財政係のほうがやっていたんですけれども、今度はそういった形でポータルサイ

トを増やすことによってどんどん入ってくるもんですから、これは管理システムを皆増です。

289万6,000円ということで、新規で導入ということで御理解いただきたいと思います。 

○１２番（鈴木 勉君） ごめんね、この当初予算は毎年これで計上するんですかということ

を聞いたの。 

○総務課長（梅原裕一君） もちろん、そうです。 

○１２番（鈴木 勉君） そうだよね。委託料とか１回で終わるのかなと思った。そうじゃな

いんだよな。 

○総務課長（梅原裕一君） 違います。毎年導入です。 

○委員長（西塚孝男君） 12番、よろしいでしょうか。 

○１２番（鈴木 勉君） はい。 

○１０番（藤井廣明君） 私は、54ページになりますけれども、総務費の２款１項10目の職員

研修実施なんですけれども、これ181万8,000円はどういった研修なんかを主にやっているか

ちょっと伺いたいなと思います。 

○総務課庶務係長（鈴木文昭君） 今の御質問にお答えします。 

  職員の研修事業につきましては、まず、職員の研修会の講師の謝礼というのがございます。

こちらは年に１回もしくは２回、職員全体向けの研修、そちらを実施しまして、そちらの講

師に対する謝礼という形になります。こちらは今年度につきましては、ついこの前やったば

かりなんですけれども、ハラスメント研修というものを行いまして、職員が大体100人オー
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バー参加をしております。 

  続きまして、研修旅費になりますけれども、こちらについては職員が静岡、あと沼津、三

島等へ研修に行く際の必要な旅費という形になっております。 

  続きまして、職員の研修費の補助金というところになります。こちらについては毎年行っ

ているんですけれども、職員の自主研修ですね、自主的に自分で資格を取ろう、あと先進地

の視察の研修、自分の業務等に関して先進的な取り組みをしている地区に行って、先進地を

見てこよう、研修を受けてこようという際の補助の費用になります。 

  最後に、事務研究費、研究会等負担金というところがございます。こちらについては、職

員が研修に行った際の負担金です。テキスト代等を支払う部分になっております。 

  以上です。 

○１０番（藤井廣明君） 町の職員が200人近くいて、この年間に181万円ぐらいの研修費では、

何かろくな研修ができないんじゃないかという気がするんで、その辺が少し正直な気持ちな

んです。やはりこういった複雑な時代ですし、例えば窓口に外国の方がお見えになるとか、

そんなこともいろいろあると思いますし、常にやっぱり職員はスキルアップといいますか、

研修の必要があるんじゃないかと思うんですけれども、この金額ではちょっと少ないんじゃ

ないかな。余り正直言ってろくな研修にならないんじゃないかなという気がしましたもんで

すから、この辺はもう少し町全体のレベルアップというか、そういうのにも資すると思いま

すので、感想としてはちょっと少ないんじゃないかというふうに私は思ったもんですから質

問しました。よろしく。 

○総務課長（梅原裕一君） そのようにおっしゃって、本当にありがたいと思っていますし、

必要ならばもう本当に補正を上げてでも職員研修をしたいというふうに思っています。私個

人的には、やっぱり市町村アカデミーとか本当に長期にわたる、例えば１週間とか２週間ぐ

らいのものを、ちょうど社会教育主事の研修に今年度、約１カ月間の資格取得で１名、社会

教育の係が行っております。そういった研修も、40万、50万円ぐらいのお金がかかるんです

けれども、私はそういう専門的な知識を習得する研修というのは、どんどんそういう職員を

増やしていくべきだと、私もそれを取りに行ったときに、非常にそういったときに知り合っ

た人脈というのは今でもずっとつき合っていて、仕事に役立っておりますので、藤井議員が

おっしゃるとおり、どんどん市町村アカデミーにですとか、そういった長期にわたる研修も

重ねて、専門的な知識を習得するということは、やがてはやはり町民のためにも非常にそれ

は知識を、そういうものを使えるということは、住民サービスにもつながっていくことだと



－19－ 

思いますので、今後も引き続きＰＲもしますし、そういった機会の資料を職員に配付したい

とも思っていますので、お願いします。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 52ページ、開いていただけますか。 

  ４番目の行政改革推進事業というのが計上されているんだけれども、ここで今、講師の謝

礼なんかが計上されているんだけれども、この事業内容というのは説明できますか、どうい

うことをやるのか。 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） まず、この講師謝礼なんですけれども、１回当た

り10万円で３回分を見込んで計上させていただいております。 

  内容なんですけれども、これからその行革で大事だと思われるのが、公共施設の総合管理

計画というのを町でつくったんですけれども、今度その次に個別施設計画というのを、もう

これもつくらなければならないですが、平成32年度までには一応整備をしなければならない

ということで、これは千葉大学の大塚教授がこの辺のエキスパートといいますか、県の行政

経営研究会というところでもお世話になっていまして、その先生をちょっと招いて、その個

別計画の作成と指導をしていただきたいということで、この計上をさせていただいておりま

す。 

○１２番（鈴木 勉君） はい、わかった。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○委員長（西塚孝男君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時３９分 

 

再開 午後 ３時４０分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） すみません。先ほど御質問をいただきました定居

議員の御質問の稲取漁港修景広場整備事業の、ちょっと金額のほうが間違っておりましたの

で訂正をさせていただきたいと思います。 

  まず事業費、私が861万8,000円と申し上げましたけれども、これ正しいのは960万円にな
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ります。申しわけございません。 

  内訳ですけれども、県支出金は420万円で、これは同じです。次に、地方債につきまして

も330万円で、これも変わりません。最後の一般財源ですが、ここは111万8,000円と申し上

げましたけれども、ここは210万円ということになりますので、訂正をお願いします。申し

わけございませんでした。 

○委員長（西塚孝男君） わかりましたか。 

○１３番（定居利子君） はい。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○総務課長（梅原裕一君） 先ほどの12番議員さんの、育英奨学基金の繰入金の関係ですけれ

ども、この仕組みをもう一回説明させていただきます。 

  38ページの育英奨学基金繰入金の410万円、これにつきましては、育英奨学基金があって、

それを取り崩しして410万円。それから、218ページに、育英奨学基金の貸付金、これ教育委

員会なんですけれども、これは取り崩した410万円を実際に教育委員会のほうで育英奨学の

貸付金ということで、こちらで歳出で貸し出すというふうな形になっております。基金の管

轄は私ども財政のほうなんですけれども、実際貸し出すのは教育委員会がやっておりますの

で、そういった形でこの410万円が取り崩しをして、歳入で崩して、それから歳出で教育委

員会で貸し出すというふうな形になりますので、御理解いただきたいと思います。 

（「はい、流れがね」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

よろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって総務課の質疑を終結します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時４２分 

 

再開 午後 ３時４４分 
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○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  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（西塚孝男君） 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定

しました。 

  本日はこれにて延会します。 

  なお、３月12日明日は午前９時30分より会議を開きます。よろしくお願いします。 

 

延会 午後 ３時４４分 
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出席委員（６名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ５番  西 塚 孝 男 君 

     ６番  内 山 愼 一 君     １０番  藤 井 廣 明 君 

    １２番  鈴 木   勉 君     １３番  定 居 利 子 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（３０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 主 査 太 田 正 浩 君 企画調整課長 遠 藤 一 司 君 

企 画 調 整 
課 長 補 佐 兼 
情 報 係 長 

山 西 和 孝 君 企 画 調 整 課 
管 財 係 長 岡 田 賢 一 君 

企 画 調 整 課 
検 査 係 長 

松 村   悟 君 
企 画 調 整 課 
企 画 係 長 兼 
地域振興係長 

岩 崎 名 臣 君 

税 務 課 長 福 岡 俊 裕 君 税務課長補佐 鈴 木 和 重 君 

税 務 課 
課 税 係 長 鈴 木 健 司 君 住民福祉課長 齋 藤   匠 君 

住 民 福 祉 課 
参 事 木 田 尚 宏 君 

住 民 福 祉 
課 長 補 佐 兼 
窓 口 係 長 

大 鳥 香 苗 君 

住 民 福 祉 
課 長 補 佐 兼 
福 祉 係 長 

中 山 和 彦 君 
住 民 福 祉 課 
子 育 て 支 援 
係 長 

遠 藤 克 也 君 

住 民 福 祉 課 
地 域 係 長 中 田 光 昭 君 

住 民 福 祉 課 
熱川支所係長 鳥 澤   誠 君 

健 康 づ く り 
課 長 鈴 木 嘉 久 君 健康づくり課 

参 事 村 上 則 将 君 

健 康 づ く り 
課 長 補 佐 柴 田 美保子 君 

健 康 づ く り 
課 長 補 佐 兼 
介 護 係 長 

齋 藤 和 也 君 



－2－ 

健 康 づ く り 
課 長 補 佐 兼 
健康増進係長 

横 山   昇 君 
健康づくり課 
国民保険係長 中 村   忍 君 

健康づくり課 
保健予防係長 土 屋 秀 明 君 農林水産課長 鈴 木 伸 和 君 

農 林 水 産 課 
整 備 係 長 土 屋 政 雄 君 農 林 水 産 課 

振 興 係 長 雲 野 信 弘 君 

観光商工課長 森 田 七 徳 君 観 光 商 工 課 
観光商工係長 

加 藤 宏 司 君 

 

議会事務局 

書 記 吉 田 瑞 樹 君   
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開会 午前 ９時３０分 

 

○委員長（西塚孝男君） ただいまの出席委員は６名で、委員定数の半数に達しております。

よって、一般会計予算審査特別委員会は成立しましたので、開会いたします。 

  これより直ちに本日の会議を開きます。 

  引き続き、議案第21号に対する質疑を行います。 

  これより企画調整課の質疑を行います。 

  質疑の対象を歳入全般とし、質疑を受けます。 

  質疑ありませんか。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時３１分 

 

再開 午前 ９時３３分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ、再開します。 

  質疑ありませんか。 

○１３番（定居利子君） 35ページ、36ページをお願いいたします。 

  加森観光の貸付分で昨年と同じ金額89万6,000円。契約が３年ごとの契約ということで、

今年が更新ですか。それとも来年ですか。 

  それで、あと配分について、町の取り分と財産区の分、各区へのその配分をお願いします。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これにつきましては、平成31年度までの現行の金額というこ

とで、その次の年に更新ということになっております。配分につきましては、４区が

52.48％、町が47.52％になります。 

○１３番（定居利子君） 単価的には今、幾らになっていますか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） ゴルフ場用地につきましては坪75円、その他の用地につきま

しては90円ということになっております。坪数も。 

○１３番（定居利子君） よろしいです。 

  以前から加森さんは、使っていないような土地を返したいということも、もう何年か前か
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らそういう話も聞いていましたけれども、測量自体が大変なお金を、億の金がかかるという

ことで、なかなか使っていない土地を返すということはできなくて、結局、坪単価がどんど

ん下がってきた状況なんですけれども、来年度更新ということで、恐らく坪単価も変わって

くるんじゃなかろうかと思いますけれども、大体その辺の見込み、どれくらいの金額を予想

していらっしゃいますか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 実は、昨年の９月ぐらい申し入れがありまして、１年より前

倒しでやってくれないかというような申し出がありましたけれども、こちらからやはり３年

ごとの更新でということでお願いした経緯があります。 

  そのときの向こうからの提示が、ちょっと単価は今、お出しできないんですけれども、お

おむね60円の75円ぐらいだったと思いますので、総額で1,500万ぐらい下がるような計算を

した記憶があります。 

○１３番（定居利子君） 加森さんは、この土地にとって雇用とか、例えばゴルフ税とかの収

入が大変ありますので、今後、やっぱり検討して、いろいろお互いにいい方向へ持っていか

ないと、もし将来的に撤退なんてなりますと、雇用も、その税収面も入らなくなってきます

ので、町長といろいろ相談をしながら、極力残っていただけるような構図、当局のほうも努

力していかないと、４区のほうの配分もなくなってきますので、そういう点も４区のほうも

心配されていると思うんですよ。そういう努力を今後していただくようにお願いをしておき

たいと思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 全く御指摘のとおりでありまして、各区の、稲取区の４区の

区長さんにも話をしてあります。区長さんにとってはやはり気になるということで、祭りの

規模を縮小しなきゃならないというようなこともあったりしますが、やはり企業の存続のこ

とを考えると余り無理なことも言えないということで、そこら辺をうまく、落としどころを

考えていかなければならないというふうには考えております。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 42ページのお試し居住の利用料ですけれども、これはこの間、委員会

で説明があったとおり、10月以降でしたか値上げ、４月か。なので去年に比べて、人数的に

は去年と同じぐらいの利用でこの換算になっているかどうかというのをちょっと教えてもら

いたいと思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 30年度の場合は１泊1,000円なので、どれだけ使っても36万
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円。今年、複数で来た方がもういらっしゃいますので、そこら辺の実績を勘案して１人

1,500円にしたときに、おおむね60万円になります。というような計算になっております。 

○１番（笠井政明君） 了解です。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 30ページ、企画費補助金の市町村自主運行バスと地域少子化対策重点

推進交付金なんですけれども、こちらは一応去年と比べると金額的には20万ぐらいちょっと

減っているんですけれども、減った要因をちょっと説明をお願いします。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 算出根拠が、年間の経費の赤字額か、それか年間経費の10分

の９の少ないほうの２分の１ということで、年間経費の10分の９が900万ぐらいなんです。

その半額ということで451万もらえていたんですけれども、これの減った要因というのは、

実施証拠調査に基づいてということで、計算しておりますので、そこら辺の減ということに

なります。 

  それから、少子化対策の重点推進交付金ですよね。これが結婚新生活支援事業の県の補助

金になりまして、これが去年は５世帯を見ていたんですけれども、今年については実績が余

りないということで３世帯ということになります。15万掛ける３世帯ということで45万。そ

れが15万減ったということになります。 

○１番（笠井政明君） 了解です。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 同じ30ページの中に、一般不妊治療費の助成費が７万円は違うの。 

  違うの。ごめんね。 

○１０番（藤井廣明君） 42ページ、雑入のところの27番でＡＬＴ等居住負担金とあるんです

が、何人利用しているのか、現在何人なのかちょっとお教えいただけますか。 

（「申しわけありません。教育委員会の分になります」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時４２分 

 

再開 午前 ９時４２分 
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○委員長（西塚孝男君） 再開します。 

○１番（笠井政明君） ちょっと勉強不足の部分もあると思うんですけれども、教えていただ

きたいんですが、今、雑入のところで。 

○委員長（西塚孝男君） 何ページ。 

○１番（笠井政明君） 42ページで、コミュニティ事業助成金、公共施設省エネルギー機器導

入助成金、あとは地域コミュニティ活性化助成金というのは、主にどのようなことで歳入が

あるかどうかということを。 

○企画調整課長（遠藤一司君） コミュニティ事業助成金につきましては、これは自治宝くじ

の助成事業でして、毎年、区から防災の関係の機器材であるとか、そういうものの申請を上

げてもらいまして、大体順番でやっているんですけれども、31年度は入谷区のほうで事業を

されるということで、10分の10、250万いただいております。 

  次に、公共施設省エネルギー機器導入助成金というものなんですけれども、これについて

は市町村振興協会から、これも10分10いただいております。これにつきましては、保健福祉

センターの空調機を更新しておりまして、保健福祉センターもいろいろ系統があって、毎年

やっているものですから、それに充当させてもらっています。 

  それから、地域コミュニティ活性化助成金については、これも県の市町村振興協会から、

３分の２なんですけれども、熱川温泉の石曳き道灌まつり、それと素盞嗚神社のひな壇飾り、

それからアマゴの放流及び禁止区域巡視事業の助成について、３分の２の補助を受けており

ます。 

  よろしいですか。 

○１番（笠井政明君） はい、ありがとうございます。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

  質疑なしと認めます。 

  これをもって企画課の質疑を終結します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時４５分 
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再開 午前 ９時４５分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ、歳出全般とします。 

  質疑ありませんか。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時４５分 

 

再開 午前 ９時４７分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ、再開します。 

  質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 64ページ、お願いできますか。 

  ここに計上されています町有地の草刈業務委託料は、これは対象でいいんですか。対象で

いいんだよね。 

（「はい」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） ここに草刈りの業務62万3,000円と200万円については、防火研究だ

とか、山焼きの補助金だろうと思うんですけれども、これは金額が、いつも毎年、前年度と

比べて同じ金額で出しているのかな。計上金額は。前年対比同じですか。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） はい。同額です。 

  すみません、ちょっと訂正させてください。 

  今、62万3,000円の予算の中の内容なんですが、細野高原の草刈り委託料、入谷区さんへ

の委託料が15万円だったものを、25万円に増額をさせていただきました。それから、稲高下

の町道の草刈り業務が37万3,000円ということで、合わせて62万3,000円です。前年度よりも

15万円増額をさせていただいております。 

○委員長（西塚孝男君） 12番、わかりましたか。 

○１２番（鈴木 勉君） 上の62万3,000円については増額をされているということでとって

いいんだよね。山焼きのほうは増額はされていないということ。 

（「はい、ないです」の声あり） 
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○１２番（鈴木 勉君） 前年対比だよね。 

  これは、支払い先はどちらへ。４区。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） 稲取財産区のほうへ。 

○１２番（鈴木 勉君） 稲取財産区ね。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 稲取特別財産運営委員会というのがございまして、そちらの

ほうに支払っております。事務局が商工会です。 

○１２番（鈴木 勉君） ちょっともう一回言ってくれない。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 稲取特別財産運営委員会というのがありまして。昔、山の。 

（「昔の山の財産区」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 正式名称をちょっと聞いたんだけれども、防火線のほうについても

増額されてきたという形あるんだけれども、今、聞くところによると、山焼きのほうにもな

かなか動員する難しさが出てきているという話も聞くわけなんですよ。それから、天候によ

っては日にちが先送りされたりするという、決めた日に物事全てできないというそういう不

利な条件が結構あるような形を聞くんですけれども、そういうときにおいて、この財産区の

ほうの方たちからは、この200万円という金額については、やはり日当だとか、出た人たち

に対するでめ日当というのか、そういうのをアップしていきたいとか、そういう予定という

のはないんですか。人員を確保するために。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 私どものほうではそういうアップというのは聞いていないん

ですけれども、確かに人員を確保するというのは難しいというようなことで話は聞いていま

す。やる場所についても、一番こちらに見える大夆山のあたりは、もうやらなくてもいいん

じゃないかというような話もあったりとか、いろいろありますけれども、とりあえず金額に

ついては200万で推移をしています。 

○１２番（鈴木 勉君） 向こうからそういう要請ないということでいいんだよね。 

○企画調整課長（遠藤一司君） はい。 

○１２番（鈴木 勉君） 次に、同じページの中でアスド会館がここで1,000万ほど計上され

ているわけなんですけれども、これは現在、売買契約がなされたのかな。アスド会館につい

てはどういう状況になっていますか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 既に昨年度中に契約を終えて、お金も振り込まれていますの

で、契約上はイズーさんのものになっています。登記上はまだこちらですけれども、職員は

３月いっぱいまで駐留して、４月からはこちらに帰ってくるような状況になっています。 



－9－ 

○１２番（鈴木 勉君） 今、課長の説明でいくと、旧アスド会館の維持管理については当初

予算に計上されていますけれども、今年限りでこれは終了するという形になるんですか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 本館のほうは、先ほど申し上げましたように、イズーさんの

ほうに売却しますけれども、まだ、使っていないとはいえ体育館が残っておりますので、そ

こら辺に関する経費ということになります。 

○１２番（鈴木 勉君） ということは、これは、この1,000万という計上は、本館のほうで

はなくて体育館に対する経費ですという、そうとればいいのね。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 今でもまだ温泉管とかありますので、その辺の維持管理であ

るとかありますので経費はかかります。その中で、今回、15節細節１の高圧引込口設備分離

工事というのが693万円ありますけれども、これが大きい金額を占めています。これ何かと

いいますと、今、アスド会館の電気の関係なんですけれども、本館と体育館と同じ電気で電

気料が一緒になることになります。そうしますと、今、うちで払うものと、イズーさんで払

うものがしっかり分けられないというところがありますので、それを２つに分けて、本館と

体育館のほうで使ったものというふうにできるような分離工事を今年計上しますので、この

金額が、今年限りですけれども、という内容になります。 

○１２番（鈴木 勉君） じゃ、そういうふうに改良していくという形ね。わかりました。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 70ページ、空き家利活用拠点づくり事業の空き家・空き店舗利活用事

業委託料なんですけれども、具体的にこの内容を教えてください。７番の中の13－01、事業

委託です。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これにつきましては、従前から芝浦工業大学が行っておりま

した事業の延長線上になりますけれども、これについては、今年31年度はソフト事業が主な

内容になります。これは、学生団体の受け入れであったりとか、空き家利活用推進協議会の

運営の支援だったりとか、空き店舗活用イベントを主に行っていきます。 

  学生たちも、適当な町なかの空き店舗があれば、そこも使って、この間の雛フェスの時の

ように、空き店舗を空けて使用ができるような形に持っていきたいということで、そういう

活動に充てるということになっております。 

  委託先については、ローカルデザインネットワークを予定しております。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） 委託先はローカルデザインネットワークということで、今わかったん
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ですけれども、じゃ、197万5,000円の根拠というか、一応、活動自体はそういう受け入れを

するけれども、計画としてはまだ来年度いつにこういうのをやるとか、いつぐらいに大学生

をこういうふうに受け入れをして、こういうことをやるとかということはない感じですか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） あらかたの計画は出していただいておりまして。 

○１番（笠井政明君） そこからの一応、算出根拠ということでいいですか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） そうです。 

○１番（笠井政明君） わかりました。 

  もう一つ、これも僕の勉強不足で申しわけないんですけれども、７番の空き家利活用、今

のところと、８番の空き家等対策事業と、これとこれって簡単に言うと、仕事の割り振りじ

ゃないですけれども、目的がちょっと違うのかもしれないですけれども、ちょっと詳しく教

えてもらっていいですか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） ７番の空き家利活用につきましては、文字どおり空き家を利

活用して、空き家で学生たちのことなんですけれども、８番の空き家等対策事業については、

いわゆる特定空き家、朽ちている空き家があって、それが問題になるわけなんですけれども、

それについての対策を講じる委員会ということで、いろいろ町の方から苦情とかあった場合

には、こちらのほうで受け付けて、特定空き家ということになれば、それなりの法的措置を

講じるというようなすみ分けをしております。 

○１番（笠井政明君） そうすると、特定空き家にするための、例えばこういう空き家があっ

て問題になっているよという話になったときには、８番のほうの委員会にかけて、じゃ、そ

れは執行しましょうとか、そういう話をするためのこの８番の事業ということでよろしいで

すか。 

  わかりました。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 62ページの２款総務費の２、公用車・バス維持管理事業。 

  これ、大綱質疑でもちょっと山田議員が質問したと思うんですけれども、具体的には、路

線というか、あるいはマイクロバスを貸し出すとか、そういったことの認識でいいんですか。

971万の予算全部。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これにつきましては、町で乗っています公用車全般の維持管

理ということで、購入費用になったりとか、車検の費用であったりとか、メンテナンスであ

ったりとか、ガソリン代とか、そういうものを計上しておりまして、その中にマイクロバス
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も含まれています。 

  貸し出しについては規程もありませんので、お金はいただけませんし、特にこちらからお

金がかかるということはありませんが、管理はこちらの費用の中で行っているということで、

よろしくお願いいたします。 

○１０番（藤井廣明君） この辺が、今まで稲高の生徒さんたちの活動ではしていなかったの

に、今後貸すような形になるということで、全体的に少し管理費なんかも増えているなとい

う気がするんですけれども、その辺が含まれているんですか。そうじゃないですか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 特にそこら辺の費用が増えるということはありません。 

○１０番（藤井廣明君） そういうことではない。 

○企画調整課長（遠藤一司君） はい。 

○１０番（藤井廣明君） 58ページの下から五、六行目にＣＡＴＶ等広報事業というのがある

んですけれども、これについては今、何社で分担しているのかなということをちょっと伺い

たいと思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これにつきましては、熱川地区のＩＫＣさん、それから稲取

地区のハイキャットさんの２社に委託しております。 

○１０番（藤井廣明君） よくハイキャットのほうは熱川に入らないということで、かなり長

いこといろんな声があったんですけれども、依然としてハイキャットは入らないんですね。

そのかわりにＩＫＣが入っているということで。 

  そうしますと、ＩＫＣさんは主に伊東なんかを拠点にしている、そこからずっと熱海のほ

うまで拠点にしているんで、うちの町の半分の熱川だけを重点的にやるというふうにはなっ

ていないと思うんですよ。また、放送時間も非常に短いんじゃないかと思うので、その辺、

ハイキャットさんとＩＫＣさんではちょっと格差があるんじゃないかと思うんですけれども、

その辺どんなふうに。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これにつきましても、本当にずっと長い間問題になっており

まして、ハイキャットのほうが白田のほうには入っているんですよね。ほかの地区について

は入っていないということで、私も毎年、ハイキャットの株主総会のほうにもちょいちょい

代理で行かせていただいて、その辺のことは訴えているんですけれども、なかなかそこら辺

は、政治的ことなのかちょっとわかりませんけれども、できないということでやっています

けれども、いろいろ策は講じていかないと、やっぱり情報格差というものが町の中で生まれ

ている現状ですので、何とか解決をしていきたいなと思っております。 
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○１０番（藤井廣明君） ＩＫＣとハイキャットの配分といいますか、その辺はどうなってい

る。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 金額のほうでいいですか。 

○１０番（藤井廣明君） はい。 

○企画調整課長（遠藤一司君） こちらにつきましては、ＩＫＣさんが23万7,500円、ちょっ

と去年から５％減ということで、半端な金額となっておりますけれども、ハイキャットさん

が99万7,500円ということになります。 

○１０番（藤井廣明君） そうしますと、ハイキャットさん、それからＩＫＣさん、両方入っ

ているんですけれども、さっきから言っているように、なかなかＩＫＣさんは、奈良本のほ

うでも見る人が少ないんじゃないかというような声があるんですけれども、その辺はどんな

ふうに、何時間くらいは入っているとか、うちの町の中継がどの時間にどのくらいやってい

るとか、そういう検証はされていますでしょうか。 

○企画調整課長補佐兼情報係長（山西和孝君） ハイキャットは、今でもお悔やみ情報とかそ

ういうのは、ＩＫＣのほうでも同じように出しているような状態になっています。確かにハ

イキャットとチャンネルがまた違いますので、見にくいというか、そういうところあるかも

しれないですけれども、そういう情報は、各課からの情報とかも流してはいます。 

○１０番（藤井廣明君） 入らないよりはよっぽどよくなってきたなという感じはするんです

けれども、まだまだ向こうのほうに行って聞きますと、あんたらの議会なんか見たことない

よとか、はっきり言われるんですよ。それだとちょっとつらいなと。毎年これだけの金額を

何年間にわたって出しているんであれば、逆にハイキャットさん１社にして、そちらに入る

ようなシステム構築なんかを考えるというようなことは考えないんでしょうか。白田のほう

に行っているわけですね。 

○企画調整課長（遠藤一司君） そこら辺の関係につきましては、ＩＫＣさんにはＩＫＣさん

の役割があろうかと思いますので、それを全て削ってしまうということは難しいかもしれま

せんけれども、ハイキャットさんの流している情報が、城東地区にも行けるような形を今後

も引き続き考えていくという方向で行きたいと思います。 

○１０番（藤井廣明君） いいです。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいまのＩＫＣの議会の中継ですけれども、夜中の１時、２時

とかという遅い時間帯にやっておりまして、現在はその辺の町のほうの要望も通りまして、

昼間の恐らく２時ごろの放映という形で、皆さんに見ていただくような環境になりましたの
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で。皆さん、稲取地区なものですから、その辺わからないものですから、私は熱川地区とい

うことで補足させていただきました。 

○１０番（藤井廣明君） じゃ、大分改善されましたね。了解です。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○６番（内山愼一君） 68ページの13－１のシティプロモーション事業の委託料と、その下の

若者定住促進住宅取得補助金、この内容をちょっと教えてもらえますか。 

○企画調整課企画係長兼地域振興係長（岩崎名臣君） まず、シティプロモーション事業の関

係なんですけれども、これにつきましては、観光以上移住未満という交流人口を増やそうと

いうことを目的に、いろんな地域でちょっと動いているような部分があるんですけれども、

東伊豆町とあと都市部、そこをうまく結びつけて、移住までいかないんですけれども、うち

のほうから東京へ行って、向こうでうちのほうの町のＰＲ活動をして、うちのほうの町に来

てもらおうというようなことがありまして、また、向こうから実際に来てもらったときには、

うちのほうで農業体験とか漁業体験とか、そういった都会の方たちができないような体験を

させて、それでうちの町の魅力もどんどん発信して、うちの町のファンというか、そういっ

たものを増やして向こうからどんどん来てもらおうというような活動になります。 

  若者定住につきましては、近隣の例えば河津町さんですとか、そういったところに建てよ

うと考えている若者にうちの町に住宅を建てて住んでもらおうということで、補助金をそう

いった方たちに出して、少しでも補助というか、そういった力になればということで、最大

で150万ということで、基本が70万、そして町内業者を使って50万、そこから子供１人につ

き10万ということで、最大150万というような形での補助金を出そうということで。 

○６番（内山愼一君） シティプロモーションの関係だけれども、この事業の委託先はどこに

なるだろう。 

○企画調整課企画係長兼地域振興係長（岩崎名臣君） ＬＤＮになります。ローカルデザイン

ネットワークです。 

○６番（内山愼一君） わかりました。いいよ。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） ちょっと今の関連で、ローカルデザインネットワークに年間で300万

強のお金が一応委託料として支払われるという感じになるので、もし資料があれば、来年度

の計画ってローカルデザインネットワークもつくっていると思いますので、今でなくていい

ので、今日、あしたぐらいで委員会のほうでちょっといただけたらと思います。すみません、
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お願いいたします。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 当然、その算出根拠というのがありますので、ちょっと相談

して、了解を得てからお出しすることにします。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいでしょうか。 

○１番（笠井政明君） はい。 

○１２番（鈴木 勉君） 次の70ページで、関連してくるんだろうと思うんです。定住人口だ

とか交流人口もそうなんだけれども、どうやって増やしていくかなという中で、一番下のほ

うにある出会い創出事業と結婚支援事業が計上されているわけなんですけれども、これにつ

いては見込みとして計上してあるのかな。計上した金額がちょっと小さいんだけれども。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 出会い創出事業につきましては、これもローカルデザインネ

ットワークに委託の予定で、今までもローカルデザインネットワークにやっていただいたん

ですけれども、若者同士の交流の場を提供するということで出会い創出を行うと言っており

ます。交流会であったりとか、体験会、レクチャー等のイベントを実施する予定でおります。 

  結婚支援事業につきましては、これは結婚新生活支援補助金という補助金になりまして、

低所得者層の結婚に伴う新生活に係る補助ということで、住居費であったりとか、引っ越し

費用を助成するものです。世帯の所得が380万未満なものですから、かなり該当する夫婦が

いないということがありまして、あんまり実績がないんですけれども、補助金の上限を30万

として３件程度を見込んでおります。 

○１２番（鈴木 勉君） 言い方が悪くてごめんね。余り成果がないよという形になるわけで

すか。事業内容というのは、結婚支援というのは、結婚した方に補助金出しましょうという

制度だろうと、私、理解するんだけれども、この金額ということは余り結婚をしていないと

いうことになるわけだよね。どうなの。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 県から２分の１補助金をもらってやっている事業なんですけ

れども、静岡県の中でも三、四市町やっています。３つか４つの市町だけしか、これやって

いないと思うんです。結婚の支援という名前なんですけれども、なぜ成果が上がらないかと

いうと、さっきも申し上げましたけれども、２人で所得が380万ということは、１人200万も

いっていないということなので、そうすると所得が低い人ということで、その所得じゃちょ

っと生活ができるかなという感じなんです。そういう世帯がなかなか該当する世帯がないと

いうことで、補助金の実績が上がらないということです。結婚の数が少ないというよりも、

もうちょっと所得制限上げてくれよと思うんですけれども。 
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○１２番（鈴木 勉君） 今、話聞いてくると、所得制限があってという、一つの限りがある

じゃないですか。今の実情からいくと、この町も若い人たちが結婚してくれるということは

すごく望んでいるわけだから、できればそういう垣根ももう少し低くするとか、所得制限は、

ごめんなさい、いっぱい金持っている人には別だろうけれども、今の若手では年収なんかそ

んな大きいことはないと思うもので、できればゼロぐらいまで垣根を下げてくれて、こうい

う事業を促進して、結婚をする人が増えてくれたらいいなとかって僕らは希望的に思うんだ

けれども。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 380万未満ということですので、そうすると、そんなお金し

か稼いでいない人はなかなか結婚できない。逆に所得制限を400万円にする、500万円にすれ

ば、１人頭250万ぐらいの稼ぎであれば、結婚して営めるということですので、逆に所得制

限を上げることが緩和するということになりますので、そういうふうにはしたいんですけれ

ども、県の制度ですので、所得制限を上げますと、県から２分の１の補助金がもらえなくな

るそうなんです。町独自の政策ということになってしまいますので、県からの補助がもらえ

なくなってしまう。だから、もう少し所得制限を上げたいのはやまやまなんですけれども、

やはり自主財源だけでやるということになってしまいますので、そこもできないというとこ

ろになります。 

○１２番（鈴木 勉君） 結構です。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１３番（定居利子君） 先ほど内山議員のちょっと関連なんですけれども、68ページの若者

定住促進住宅取得補助金、前年度は800万の予算でしたけれども、今年度は600万円というこ

とで、何件かということ。29年度決算では３件でしたけれども、今年度は何件を予定されて

いるのか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 31年度の積算ということでよろしいでしょうか。 

○１３番（定居利子君） はい。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 一応、満額もらえますと150万円ですので、４件を予定はし

ております。 

○１３番（定居利子君） こういう相談の窓口は企画調整課ということで、今、ある地区では

たくさん住宅が新築をされたりしているんですけれども、地元の子たちも新築をされるとい

うときでも、この補助金はもらえるんですよね。そこへ定住するということで。今、ほとん

ど地元の業者ではなくて、よその業者でどんどんうちは建って、若者たちがそこへ住んでい
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るんですけれども、そういう場合は補助金は一切、地元業者じゃないもので、何とかハウス

とかいろいろそういうメーカーが来て、うちを建てているんですけれども、そういう場合は

もう補助対象にはならないということですよね。 

○企画調整課長（遠藤一司君） まず、定住の補助金ということで、目的は町外に流出してい

る人に町の中に住宅を建ててもらいたいということで補助をしています。それから、町内の

ハウスメーカーを使っていませんでも、基本的には70万出していて、上乗せとして町内業者

を使った場合には50万ということで、プラスアルファやってやるという形になっています。 

  ただ、この単価につきましても、ちょっとふるさと納税を財源としているといいましても、

限りのある財源ですので、やはり恒久的にこういうものを続けていくことは難しいかなとい

うこともありまして、順次、単価を下げさせていただく検討も、今、行ってはおります。 

○１３番（定居利子君） よそから若者がこの土地にうちを新築されて、地元業者を使ってく

れれば一番ありがたいんですけれども、補助金としては一番有効活用できると思うんですけ

れども、なかなかそこまでＰＲもできなかったりして、よその方はよその業者でこちらへ建

てるというケースも、不動産やの紹介なんかでそういうケースがありますので、極力地元業

者を使っていただけるように、また町のほうもそういう面でＰＲをしていただきたいなと思

います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 今、結構問い合わせがありまして、といいますのは、10月に

消費税が増税されるものですから、かけ込みといいますか、そういう形で今、かなり問い合

わせが多くなっていますので、その辺もＰＲしながら、この制度の活用を図っていきたいな

というふうに思っています。 

○１３番（定居利子君） もう一点、72ページ、全国草原サミット協議会補助金の100万円の

内容についてよろしくお願いいたします。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これにつきましては、再来年度、2020年度に我が町で開催す

る予定の草原サミットの協議会を来年立ち上げまして、一応８回ほどの会議を予定しており

ますけれども、その100万円につきましては、協議会に補助金を出して、その中で独立採算

といいますか、協議会の中での会計でやってもらうんですけれども、内容については、会議

の委員謝礼であったりとか、チラシ、ポスターの作成などが含まれております。 

○１３番（定居利子君） 協議会はこの町の中で設置されるということで、そちらにこの100

万円を補助金に出して、経費として使っていただくということで。20年度、オリンピックも

ありますけれども、大変日本国内はにぎやかになると思うんですけれども、このサミットの
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会場は例のススキのところでやられるということで、宿泊とか、いろんな関連的なことで恐

らく何百人、何千人の方がこちらに見えると思うんですけれども、そういうのもＰＲを兼ね

て、宿泊施設の案内とか、飲食店の案内とか、やはり31年度からそういう協議会を立ち上げ

るということですので、中でもＰＲもしっかりやっていただいて、この町に少しでも経済効

果があるように、そういう努力もしていただきたいと思いますけれども、いかがですか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 全くおっしゃるとおりでございますので、担当が去年見てき

ましたので、その辺ちょっと係長のほうからお話をさせていただきます。 

○企画調整課企画係長兼地域振興係長（岩崎名臣君） ２年に一度開かれるサミット・シンポ

ジウムなんですけれども、昨年の５月に宮崎のほうで開催をされました。それでこの32年度、

うちの町でということになるんですけれども、見てきた感じですと、大体、関係者が400か

ら500ぐらいかなという形です。 

  ただ、観光のイベントとまたちょっと違うものですから、来られる方というのがもう本当、

草原に興味がある方で、大学の先生だったり、そういった関係者がメーンでした。実際、現

地を見るというのがメーンなんですけれども、そのほかに分科会で、３つとか４つぐらいの

グループに分かれて、それぞれ30人とか40人ぐらいの分科会に分かれて、そこに大学の先生

とかお呼びして、そういう専門的な討論みたいなことをやり合うみたいな形になりますので、

現地の細野高原プラス、また旅館さんですとか、そういったところにもちょっと協力いただ

いて、どうしてもちょっと大き目の会議室が３つ、４つとか必要になるものですから、ちょ

っと大手の旅館さんの力もかりながらやっていくかなというふうな形です。 

○１３番（定居利子君） この草原サミットについては、町長も大変力を入れていらして、前

回、宮崎行ってきたよということも伺っていますので、やはり一つの町のＰＲもできるよう

に、日本全国に東伊豆町の稲取でこういうことをやっているということを、また再度認識し

てもらうようにＰＲ努めもしっかりとやっていただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 68ページにあります、地域おこし協力隊の事業なんですけれども、

これは一般質問でももう行われていますので、どういった内容かにしたいと思うんですが、

一番下に地域おこし協力隊起業支援補助金が100万円ほどあるかと思うんですが、これは新

設ですか。この性格をちょっと。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これにつきましては、地域おこし協力隊の規約の中に、就任
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して３年目、あるいは３年終わって、その１年の間に起業する場合には100万円を上限とし

て補助するというような決まりがございまして、今まではまだ３年たったものがなかったも

のですから、ここには載せていなかったんですけれども、今年の３月で２名が任期を終えて

自立しますので、１名副業ですけれども、起業して生計を立てようというような話があった

ものですから、100万円、１人分をとりあえず計上してあるんですけれども、100万円が限度

ということですので、全部使うわけでないかもしれませんけれども１名分計上したというこ

とになります。 

○１０番（藤井廣明君） これに関しては、地域おこし協力隊の中の規約にそういった規定が

あるということでわかったんですが、先ほど一番初めに東伊豆町の提案型まちづくり補助金

という、こういったものがあって、この中にはかなり細かく規定があって、その上限も50万

円ということなんですが、今言っている地域おこし協力隊の方が起業する場合の、どういっ

た職種であるとか、内容であるとか、そういったようなものを審査する基準といいますか、

その辺はあるんでしょうか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 現状ではそれが細かく決まっていないものですから、今後、

交付するに当たって、そういう基準をしっかりつくるということで、今、検討しているとこ

ろです。 

○１０番（藤井廣明君） 検討中。 

○企画調整課長（遠藤一司君） はい。検討してつくってください。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

  よろしいですか。 

○１２番（鈴木 勉君） 72ページの路線バスの運行委託料というのが計上されているわけだ

よね。先ほどの歳入のほうでは、450万の県からの補助金が来ているわけだったけれども、

これの実績というのはいつも報告されてくるよね。それに基づいて歳出しているんだよね。

結構、見込みの数字になるんだけれども、これを利用している人たちというのは何人ぐらい、

今いますか。 

○企画調整課企画係長兼地域振興係長（岩崎名臣君） 毎年、乗降調査という形でやるんです

けれども、大体１日に120から30名ぐらいの利用がという形でなっていまして、朝方ですと

やはり高校生のほうの通学ということで、日中につきましては、やはり大川とか熱川方面か

ら買い物にという形で、マックバリュー等というような形で使われているのが大体というこ

とです。 
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○１２番（鈴木 勉君） 今、お話しいただいた中で、買い物に使っていただけるというのが

あるんだけれども、今、議員の人たちも結構一般質問の中で、自主運行バスみたいな形をど

うするのかという形あるんだけれども、そういう人たちにとって、このバスというのがもっ

と頻度よく利用していただけるという形にないのかなと思うんだけれども、買い物難民にな

るのかな。なかなか高齢になって、バス停まで行くのが大変だという人たちになるのかな、

そこら辺の形ですけれども。この運行バスというのは、せっかくこれだけの事業として県も

認めてくれているし、町もこれだけのお金を出して、東海バスのほうと契約しているんだろ

うと思うんだけれども、やはり使っていく内容性、今、高校生が使っていますよというのは

お話聞いたんだけれども、もう少し地域密着型みたいな、そういう使い方というものにも波

及していってくれるといいんだけどなという気持ちがするんだけれども、どうですか。 

○企画調整課企画係長兼地域振興係長（岩崎名臣君） その辺で、やはり現在の自主運行バス

だけで全部を、それでカバーできているとは実際思いません。それで、来年度、ちょっとア

ンケート調査をさせていただいて、その中でやはり増やしてもらいたいようだとか、いろい

ろ意見が出てくるかと思うんですけれども、現在のこの自主運行バスの形であると、今１日

に5.5往復走らせているんですけれども、本数的にはそれがちょっと限界な部分ありますの

で、今後、デマンドといいますか、ちょっと小さいものでカバーしていったりとかという、

そういうことも今後ちょっと検討していかなきゃならないと思いまして、またアンケート結

果につきましては、年に１回、公共交通会議というのをうちの町で開きますので、そこでち

ょっと議題なんか出していろいろと意見をいただいて、それを吸い上げて実現に持っていけ

たらなと思っています。 

○１２番（鈴木 勉君） ありがとう。よろしく頼むね。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 89ページ、90ページにある各種統計調査費というのがあると思うん

ですけれども、これは国、県から何か調査の委託かなというふうに思うんですけれども、参

考までにどういった統計なのかな、何を調べているのかな。昨年よりちょっと金額も増えて

きているんですけれども、その辺ちょっと聞かせていただけませんか。 

○企画調整課長補佐兼情報係長（山西和孝君） 31年度予定しておりますのは、工業統計調査、

あと経済センサス統計調査区管理、あと32年度に国勢調査が全国的にありますので、それの

準備の調査員の調査図の設定とかがありますので、その部分が30年度になかったものですか

ら、その部分が増えています。 
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○１０番（藤井廣明君） 今、国のほうでも大きく統計の信頼が揺らいでいるような事態が報

じられておりますので、ここのあたりが、もうしっかり、末端といいますか、数字、きちん

と把握しないと、国の存亡というか、そういうもの立ち行かなくなるような状態じゃないか

と思うので、大変でしょうけれどもしっかりやっていただきたいなというふうに要望してお

きます。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

  いいですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって企画課の質疑を終結します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３１分 

 

再開 午前１０時４４分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより税務課の質疑を行います。 

  質疑の対象を歳入全般とします。 

  質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 12ページをお願いします。 

  町民税のことでお伺いしたいんですけれども、ここに前年から比べて900万ほど増額の予

算を組んでいるわけなんですけれども、現状のとおりに非常に今、景気が、本当に悪いなと

言ってしまうほどのものではないにしても、非常に成長が遅いわけで、一番この町にとって

の交流人口というものがちょっと今、これから見込みなんだけれども、現況の場合、去年あ

たりの10月ごろから推移すると、非常に自分たちの感覚でいくと少なくなっているという、

そういう中で増額してきているわけなんですけれども、ここら辺はどういう予定を見て増額

されたかなと。 

○税務課長（福岡俊裕君） 町民税の関係につきましては、普通徴収と特別徴収に分かれます

けれども、まず普通徴収から御説明いたします。 
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  普通徴収につきましては、人口減の影響を受けまして、均等割の対象となる対象者のほう

は減少しております。一方で、株価が堅調に推移しているという状況もございまして、譲渡

所得ですとか、配当での増額が見込める状況となっております。そういったことから普通徴

収につきましては、１億4,816万3,000円、5.78％の増とさせていただいております。 

  特別徴収につきましては、平成31年の申告から配偶者特別控除の控除額が拡大されたこと

によりまして、均等割の対象となる者が増える見込みでございまして、均等割については増

額とさせていただいています。所得割につきましては、給与所得者の増並びにベースアップ

と考えられますが、そのあたりの要因によりまして増額を見込んでおりまして、予算額とし

まして２億7,528万2,000円、0.86％の増を見込んでいるところでございます。 

  以上でございます。 

○１２番（鈴木 勉君） 私、心配しているところが、個人の所得の伸びが余り期待できない

だろうなということと、それから人口減少においての消費者が少なくなってくるんじゃない

かなというところも考えたりしていたんだけれども、今のお話の中でいくと、賦課する税金

率を改正していきますよということになるわけだよね。増額になっていくのかな。均等割が

上がるとかなんとかというと、今までの税負担をお願いしていた数字を改正して、今までよ

りも負担率が増えますよということでいいのかな。私たちにとってみたら、今まで納める金

額は、計算上でいくと、それが数値が大きくなったから、同じ金額の所得でも納める税金が

高くなりますよという、そういう理解でいいのかな。 

○税務課長（福岡俊裕君） ただいまのお話は、配偶者特別控除の関係になると思うんですけ

れども、こちらにつきましては、これまで配偶者の前年の合計所得の上限が38万円から76万

という形となっていたんですが、こちらのほうが地方税法の改正によりまして、90万円から

123万円の間で控除が受けられるということになりました。一方で、合計所得が1,000万円を

超える納税義務者については、配偶者特別控除と配偶者特別控除の控除が受けられなくなる

というような。 

○１２番（鈴木 勉君） 受けられない。 

○税務課長（福岡俊裕君） はい。受けられなくなるという改正でございまして、要は所得の

多い方にとっては控除を下げて、所得の少ない方にとっては控除の枠が広がるというような

見直しがあったということでございます。 

○１２番（鈴木 勉君） 結構です。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 
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  ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 13、14の入湯税とたばこ税の関係でちょっとお伺いをしたいと思いま

す。 

  たばこ税が前年度に比べて増額していて、この間の補正予算でも近い数にはなっているん

ですけれども、数字的な根拠をちょっと一つ教えていただきたいのと、あとは入湯税、昨年

より減らしてはいるんですけれども、この間の補正から考えるとちょっと乖離があるかなと

思うんですけれども、入湯税に関しては何人ぐらいの客数の予測かを教えてください。 

○税務課長（福岡俊裕君） まず、たばこ税についてお答えいたします。 

  たばこ税につきましては、少子高齢化の進行ですとか、健康意識の高まりなど、依然とし

て喫煙を取り巻く環境というのは厳しい状況にございますので、売り渡し本数自体は引き続

き減少すると見込んでおります。本年度の予算では、前年対比94％で見込んでおりますけれ

ども、平成30年10月からのたばこ税の増税に伴いまして、その増税の影響によりまして、前

年対比3.66％増を見込んだところでございます。 

  売り渡し本数で見ますと、これは１級品になるんですけれども、平成29年度の実績で

1,992万本、平成30年度の見込みで1,807万本という形で見込んでおります。また、税率につ

きましては、これも１級品になりますけれども、１級品につきましては、従前の1,000本当

たり5,262円から、平成30年10月の値上げによりまして5,692円に、1,000本当たり430円の値

上げがされております。 

  次に入湯税の関係ですけれども、入湯税につきましては、まず予算ベースで申し上げます。 

  平成29年10月から平成30年12月までの間に、10件の宿泊施設等が廃業、破産しておりまし

て、この宿泊定員の減の影響というのは10万人に及ぶというふうに考えております。また、

新規に開業した宿泊施設は、現時点では４件ということで、これはこれまでの宿泊定員のキ

ャパシティーから考えますと、最大で６万6,000人ほどというふうに考えております。そう

いったことで、入湯客数については、平成30年度当初予算85万人に対しまして、平成31年度

当初では80万人、5.89％の減として見込んでおります。 

  なお、見込みに当たりましては、ＪＲグループ６社と自治体観光業者らが共同で全国展開

しておりますデスティネーションキャンペーンによりまして、県内の観光資源が売り込まれ

て入客効果が見込まれるということも、80万人を見込む根拠でございます。 

  ３月の補正予算では、入湯客が72万人まで落ち込むのではないかというふうに見込みまし

て、72万人ということで補正のほうをさせていただきました。こちらにつきましては、11月
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から２月にかけて廃業した旅館等ございますので、その影響を考慮しまして３月補正では12

月から２月までの入湯客数を、過去３年の平均の90％、最終的な入湯客数を72万人と見込ん

だんですが、現時点で若干入湯客数が持ち直しの傾向にはございます。 

  あと30年度に新規に開業した宿泊施設につきましては、入湯客が大幅に今までよりも減と

なっているんですけれども、その大幅に下回っていくのが徐々に回復していくのではないか

ということも一応見込んで、80万人という想定とさせていただきました。 

  以上でございます。 

○１番（笠井政明君） 了解です。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 先ほどの12ページ、またちょっとお願いできますか。 

  この滞納分についてちょっとお聞きしたいなと思うんだけれども、滞納繰越分というのが、

これ、法人のほうだよね。個人のほうではちょっとここに書いていないから、法人税のほう

で8,000万の現年課税分として計上されて、その下にそれの滞納として40万ぐらいを計上し

ているという、そういう理解でいいわけですよね。そうなってくると、一番上にある448万

円というのは、個人に対する滞納分という、そういう読み方になるわけですよね。 

  それでお聞きしたいのは、例のここのところずっと滞納の整理、それを県のほうでやって

きた。その実績というのは非常に上がっていて、滞納繰越分というものがすごく減額されて

きたというものになるわけですか。どうですか、そこら辺は。 

○税務課長（福岡俊裕君） 滞納繰越分につきましては、地方税債権整理回収協議会のほうが

平成28年度に立ち上がりまして、それから収入額につきましては、年々、前年を上回る収入

を得ておりまして、滞納繰越分が減っている状況にはございます。 

  法人の滞納繰越分につきましては、これは職員が管理をしております。当然、賀茂地方税

債権整理回収協議会の滞納整理の効果というのもあろうかと思うんですが、それに合わせて

職員がきめ細かい管理をしまして、それで滞納額が増えないように管理をしているところで

ございます。 

○１２番（鈴木 勉君） 今まで自分たちもこういう当初予算だとか、決算だとか審査もさせ

てもらったりするときに、もうこれ以上取れないだろうから適正処理をしていったらどうか

なという、過去に私たちはそういう発言したことあるんだけれども、現在、そういう状況に

落ちるような滞納繰越分というのはあるんですか。金額的にも。 

○税務課長（福岡俊裕君） 滞納繰越分につきましては。 
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  休憩をお願いします。 

○委員長（西塚孝男君） 暫時休憩で。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時０３分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○税務課長（福岡俊裕君） ただいまの滞納繰越分につきましては、一部執行停止、不納欠損

といった措置を取り入れながら、滞納分が増えないように適正に処理をしているところでご

ざいます。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいでしょうか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 質疑なしと認めます。 

  これより歳出全般とします。 

  質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 80ページ、コンビニ収納代行業務委託料163万5,000円。 

  ここに関しては、昨年度から本年度始まっている事業なんですけれども、これの金額は１

件当たり幾らで、どのぐらいを見込んでいるか、ちょっと教えてほしいです。 

○税務課長（福岡俊裕君） コンビニ収納の手数料につきましては、見積もりの段階ではござ

いますが、１件61円で、実績に基づきまして２万4,000件を見込んでおります。こちらは件

数となります。 

  あと月額の使用料としまして、月3,000円を12カ月ということで、こちらの合算額としま

して163万5,000円を予算計上させていただいております。 

○１番（笠井政明君） コンビニ収納に関しては、やっぱりこういうのはどこになるのかわか

りますか。例えば軽自動車の収納が多いとか。ちょっとわかれば教えていただきたい。 

○税務課長（福岡俊裕君） まず、軽自動車の収納につきましては、これはちょっとデータが

28年度と29年度の比較となりますが、納期内納付が若干ですが増える傾向にございました。

あと、固定資産税につきましては、コンビニ収納が37％、町県民税につきましては34％がコ
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ンビニ収納による収納となっております。 

○１番（笠井政明君） ということは結構使われていて、滞納も若干減る傾向にはある、そこ

まではいかないですか。 

○税務課長（福岡俊裕君） 夜間、休日、365日納付ができるようになるということで、滞納

対策には有効というふうに考えられるんですけれども、実際のところは、コンビニ収納をや

ったことによって明らかに滞納が減ったというような明確なちょっとデータというのは出て

おりません。 

○１番（笠井政明君） わかりました。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１３番（定居利子君） 78ページの入湯税納入事務委託金240万について、何組合に委託さ

れているか。 

○税務課長（福岡俊裕君） 納入団体につきましては４団体となります。団体名を申し上げま

す。 

  熱川温泉旅館組合、２団体目が稲取温泉旅館協同組合、３団体目が北川温泉旅館組合、４

団体目が片瀬温泉旅館組合となります。こちらの各事業所に所属している特別徴収義務者は、

全部で41事業所となっております。 

○１３番（定居利子君） 各団体で納入金額に対して何％という、以前は手数料として支払わ

れていたんですけれども、この240万はそうですよね。 

  それと、以前、パーセンテージを上げてくれという申し入れも旅館組合等であったと思う

ですけれども、その後、そういう経過はないですか。 

  それと、個人でやっている旅館さんなんかありますよね。組合に入らないペンションとか

民宿とか。そういうのは個人で役場のほうへ納入されるんですか。 

○税務課長（福岡俊裕君） まず、パーセンテージを上げてほしいという内容についてでござ

いますが、こちらにつきましては、ちょっと年度が定かではないんですが、事業仕分けの対

象事業、この入湯税の納入事務委託金が対象事業になったことがございます。その際には、

当時３％でございましたが、事業仕分けの中でこちらのほうは廃止見直しだったかと思いま

すが、そういった判断がされた中で、率のほうを２％に引き下げたという経過がございます。

ということで、こちらについては、率を上げることはなかなかちょっと難しいのかなという

ふうに考えております。 
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  それと、ペンション等の方についてですけれども、先ほど入湯税の納入事務委託金の対象

となっている事業所が41事業所ということを申し上げましたが、それ以外に26事業所ござい

まして、こちらが組合に所属していない事業所ということで、個別に納入のほうをお願いし

ている状況となっております。 

○１３番（定居利子君） 以前、この委託料というのは３％ではなくて、多分５％くらいだっ

たと思うんです。20年ぐらい前でしたか。それがどんどん下がってきて３％になったときに、

10％ぐらいじゃないかという、多分そういう話もあったと思うんですよ。委託料としてもら

った手数料は、宣伝費とか、そういういろんな面に旅館は観光的に使いたいということの、

多分、要望等があったと思うんです。それが３％がまた２％になり、もう将来的にはこれを

なくそうかという、そういう話も聞いたこともあるんです。 

  今後、例えば下げていくとか、上げていくとかという、そういう予定というのはないです

か。 

○税務課長（福岡俊裕君） 入湯税につきましては、鉱泉浴場を営む宿泊施設が、条例に基づ

いて納入するものとなっておりますので、こちらにつきましては、本来こういった手当のも

とで納めていただくという趣旨の内容でないことは御理解いただきたいんですけれども、多

分そういった中で、個々の旅館が納めていただく中で、滞納抑止ですとか、そういったこと

もございまして、各組合でそちらのほうを徴収していただいて、それに対する手数料として

何％分をお支払いしているという現状があるものですから、これについては、率を上げると

いうことは、これまでの経過の中から考えたときに、ちょっと厳しいものがあるのかなとい

うふうに考えております。 

○１３番（定居利子君） 旅館組合は、１カ月に１回、各ホテル回られて、それで何名客があ

ったかということを調査するんですよ。その統計を出して、また新たに各ホテルへ集金に行

くような形になっているんですよ。それを毎月やって、人手がいるあれもあるんだよね。結

局、この２％ぐらいではなかなか人件費的にもならないし、その中でホテルさんが入湯税を

寄こさないということも以前にあって、たまたま旅館組合と見ましたときに、それをいただ

かないと年間の手数料がもらえなくなるんですよという、そういうお話も聞いたことありま

すので、やはり旅館組合の努力というのは本当大変だなと思うんです。そういう面でやっぱ

り経費もかかっていると思うので、上げるということはなかなか大変ですので、そういう一

つの苦労面を町のほうも一つは考えていただければなと思いますけれども。 

（「委員長、休憩お願いしてもよろしいでしょうか」の声あり） 
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○委員長（西塚孝男君） 暫時休憩。 

 

休憩 午前１１時１５分 

 

再開 午前１１時１９分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  何か質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 参考までにちょっと伺っておきたいんですが、今１回出たところな

んですけれども、80ページの先ほど笠井議員が質問したコンビニ収納の件なんですけれども、

代行業務委託料となっていますが、今現在は、町の徴収票を持っていって現金で払ってくれ

るという方式がコンビニ収納のスタイルですよね。カードからまだやっていないんですよね。

そういうふうに伺ったんですけれども。今、例えば金融機関とか郵便局とかに行きますと、

みんな自分でこうやって収受する方式が、おろしたり出したり、そのほかどこかに送金した

りというのが一般的になってきていると思うんですけれども、かなり。町はこのコンビニ収

納に関して、その方式といいますか、カードでやるような方向を考えているのかどうか、そ

の辺ちょっと、またネックがあるのかどうか伺っておきたいんです。 

○委員長（西塚孝男君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時２０分 

 

再開 午前１１時２３分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○税務課長（福岡俊裕君） ただいまの内容につきましては、全国の導入の状況ですとか、費

用対効果がどの程度見込めるということを見きわめた中で、また検討させていただきたいと

思います。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１３番（定居利子君） 80ページ、お願いいたします。 
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  静岡地方税滞納整理機構移管処理件数割負担金、何件を予定されておりますか。 

○税務課長（福岡俊裕君） 例年10件を移管しておりますけれども、平成31年度につきまして

も10件の移管を検討しているところでございます。 

○１３番（定居利子君） 昨年10件、今年も同じく10件ということで、滞納整理機構へ回した

いということだね。それで金額的に大体どれくらいの予定をしておりますか。収納について。 

○税務課長（福岡俊裕君） 実績で申し上げてもよろしいでしょうか。 

○１３番（定居利子君） いいですよ。 

○税務課長（福岡俊裕君） 平成30年度の実績では、286万3,785円の徴収実績がございます。 

  ちなみに移管した金額につきましては1,255万4,303円となりますので、２割強といったと

ころになろうかと思います。 

○１３番（定居利子君） 昨年は大体、負担金と同じぐらいな金額でしたけれども、今年は

1,255万ぐらい、その金額を予定しているということで、極力この負担金以上に徴収しない

と意味もないものですから、またそういう努力もしていただきたいと思います。 

○税務課長（福岡俊裕君） 負担金につきましては、前々年の徴収実績の10％ということにな

っておりますので、極力、困難でありつつも収納ができるものということで努めていきたい

というふうに考えております。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって税務課の質疑を終結します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時２６分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（西塚孝男君） 会議を再開します。 

  これより住民福祉課の質疑を行います。 

  質疑の対象を歳入全般とします。 
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  質疑ありませんか。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時００分 

 

再開 午後 １時０２分 

 

○委員長（西塚孝男君） 会議を再開します。 

  質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 29ページの民生費の県補助金なんですけれども、上から４行目に老

人クラブ助成事業というふうにあるんですが、うちの町はかなりもう老人クラブという名前

ではなくなってきているんじゃないかと思うんですけれども、これの助成金がついているん

ですが、この内容についてちょっと伺いたいんですが。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 老人クラブの助成事業の95万3,000円ですよね。これにつ

いては、県のほうから単位老人クラブの助成金ということで、全部で143万円、支出のほう

で出ているんですけれども、それに対する３分の２ぐらいの県のほうの補助率ということで

95万3,000円が出ています。去年、入谷区の老人クラブがちょっと活動を休止したため減額、

少し減っております。 

○１０番（藤井廣明君） 了解です。 

  じゃ、その下の７番の子ども医療費助成事業というのがあるんですけれども、これについ

てはどういう基準で、例えば何歳から何歳までとか、どういう病気とか、その辺の具体的な

ところを教えていただくと助かるんですが。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 子ども医療費助成事業は、18歳の年度末までが対象となり

ます。昨年の10月から10月診療分よりそこまで拡大したものですから、18歳年度末までが対

象となるものです。それで通院とか入院も対象です。０歳から18歳年度末。県のほうの補助

の関係で、所得制限が４月から撤廃されるということになります。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 25、26ページ、国庫補助金の２節国庫補助金で、１番の社会福祉費補

助金、地域生活支援事業費補助金と子ども・子育て支援交付金、合わせて金額が去年より減
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っているんですけれども、要因は何かありますか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 地域生活支援事業費補助金につきましては、去年より約60

万円ぐらい減っております。支出のほうの対象事業で、利用対象者の数が減っているという

ことがあります。 

  それと、子ども・子育て支援交付金ですけれども、去年より52万5,000円ぐらい減ってい

るんですけれども、放課後児童クラブの人数、これが熱川の小学校のほうが20人をちょっと

切ったものですから、その辺で基準額が、20人を基準に額がちょっと下がるような形になる

ものですから、そこの20人を切ったということで、少し金額が下がったような形になってお

ります。 

○１番（笠井政明君） 去年のやつ見ると、そこのところには母子家庭対策総合支援事業とか、

高齢者医療制度円滑事業とかが一緒になって入っていたと思うんですけれども、今年はこれ

はないですか。 

（「休憩」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 暫時休憩。 

 

休憩 午後 １時０８分 

 

再開 午後 １時０８分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  質疑ありませんか。 

○１３番（定居利子君） 30ページ、多様な保育推進事業費補助金232万8,000円ですけれども、

昨年より減っている要因は、どういう要因で減っていますか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） この補助金は、１歳児、２歳児が主な対象となるような補

助金なんですけれども、三宝保育園のほうが補助対象外となったということで、その部分で

減っております。 

  あと、１歳児、２歳児の数もちょっと減っていますので、その辺もあります。 

○１３番（定居利子君） 三宝保育園さんの分が減っているということですけれども、どうし

て三宝さんが減らされたという理由はありますか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 県の指導監査が入りまして、そこでちょっと指摘事項があ
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りまして、安全面、ピアノとかの棚の固定とか、そういった面とか、保護者との契約事項と

か、保育士の数、そういったことが指摘されたんですけれども、その改善がちょっとなされ

なかったということで、その改善をする意思も三宝保育園さんのほうで見られなかったとい

うことで、補助額が減ったということもあります。 

○１３番（定居利子君） 改善策が見られなかったということで、指導は今現在でもしていら

っしゃるんですか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 指導はもちろんしましたけれども、三宝保育園さんのほう

でその意思がなかったということです。 

○１３番（定居利子君） 今現在でも子供さんたちが何名かあそこへ入園されているんですけ

れども、その子供たちのことを考えると、やはり三宝さんも経営上も大変苦しくなっていく

だろうと思います。人数も減っていますので。何とかいい改善策を町のほうも考えていただ

いて、あそこが存続していかないと、預ける方もいらっしゃいますので、そういうこともま

たひとつ考えていただきたいと思いますので、極力、何回か行って指導をしていただいて、

県の指摘があった事項を改善されるように、当局側としても力を入れ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） 三宝保育園さんのほうには、折を見て、またその指導を、

簡単なものからでも構わないものですから、少しずつ改善してくようにまた話はしてみます

ので、御了解をお願いいたします。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 30ページの母子家庭等医療費補助金というのがあるんですけれども、

101万円ついているんですが、最近では逆に父子家庭というものもあって、この方が非常に

苦労しているというふうな話とか、実際、私も見たことがあるんですけれども、この町には

現在はそういった方に該当する、予算措置するようなことはないでしょうか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） この母子家庭等医療費補助金の中に父子家庭の分も入って

いますので。母子になっていますけれども、母子家庭等となっていますので、父子家庭も入

っているということで御理解をお願いします。 

○１０番（藤井廣明君） はい、了解です。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 
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○１番（笠井政明君） 20ページの保育ママ事業保育料負担金です。 

  これはちょっとなんですけれども、昨年より増えているんですけれども、増えた要因とい

うか、増やした要因を教えていただきたいです。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 保育ママ事業の保育料負担金ですけれども、利用人数、こ

ちらが９人で算定していますので、保育ママ事業自体が、支出のほうで単価の見直しなんか

もありまして、総額がちょっと増えているものですから、それで負担金なんかも増えている

ということもあるかと思うんですけれども。２万7,000円増えています。今年は９人ぐらい

で見込んでいますので、そういった人数的な部分もあるかと思うんです。 

○１番（笠井政明君） 保育ママに関してなんですけれども、本年30年度の利用実績は、今現

在どうなっているんですか。 

○住民福祉課子育て支援係長（遠藤克也君） ３月12日現在で８名の子供が今在籍しておりま

す。３名までということなものですから、３名が２件、２名が１件で８名となっております。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいでしょうか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  歳入のほう、よろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 質疑なしと認めます。 

  これより歳出全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

○１３番（定居利子君） 99ページの高齢者等配食サービス事業委託料についての内訳をお願

いいたします。何食か、何人に提供されているのかというのをお願いいたします。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） こちらは30年度の上半期の実績をもとに算出しておりまし

て、大体１食300円で7,500食ぐらい見ているような形になります。 

○１３番（定居利子君） 7,500食ということで、何名に配食サービスされているのか。 

  それとこの業者について、地元業者なのか、それとも町外の業者なのか、その点、お願い

します。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 大体40名弱ぐらいの人数を見て算定しております。 

  業者につきましては、町外の業者に委託をしております。 

○１３番（定居利子君） 7,500食全部が町外業者でということで、地元業者は１社もないと

いうことですよね。 
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○住民福祉課参事（木田尚宏君） この高齢者等配食サービス事業を委託するのが、やってい

る業者が町外の業者しかないものですから、そこに委託しているような形です。 

○１３番（定居利子君） 昨年、配食に回られている町外の業者が、本人がいなくてポストに

入れていったりとか、お弁当を。そういうことも聞いておりますので、やはり本人の手渡し

をしないと、暑いときなんかは、例えば外に置いておくとか、そういうことのないように、

そういう声も聞かれましたので、極力お弁当というものは本人に手渡しでないと、何がある

かわからないもので、特に夏なんかは中毒が起きたりするとやはり大きな問題になりますし、

まして町が関与していますので、町の責任等も、そういう声も聞かれますので、その点は十

分に注意してもらわないと、どこでもいい町外業者ということになりますと、ただ安いから

じゃ、そこへ頼んだというような形になりますと、やはり事故が起きますので、そういう点

もこの40名の方に配食をされていますので、そういった人たちの声を聞きながら、おいしい

お弁当で、安全なるお弁当を提供するように町も指導していただかないと、今後、そういう

事故が起きたときには本当に取り返しがつかないようなことになると思いますので、その点

もやっぱり業者に対していろいろなことも聞いたり、また、お弁当配食されている方にも意

見を聞いたりして、よりよいお弁当サービスをし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） ポストにお弁当を入れていったという話は初めて聞いたも

のですから、本当に手渡しを基本に、必ず御本人に渡せるような形が一番いいと思うんです

けれども、いないときどういうふうな処置をするかというのをまた今後検討して、そういっ

た事故がないように、食中毒等の事故も夏場とか考えられますので、いい改善策をこれから

検討して改善もしていきたいと考えています。 

○１３番（定居利子君） それと、もう一つ要望ですけれども、極力、町内業者でそういった

ところがあれば、たとえ7,500食ではなくても、１カ月おきだとか、そういうふうないろい

ろな工夫を考えていただきたいなと思います。やっぱり町内経済が疲弊している中で、町外

へ頼むということもちょっとかなと思うんですよ。極力、少しでも、1,000食でも、2,000食

でも町内業者に委託するような形を今後、そういう形もとられるようなことありませんか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 町内業者で対応できる分があるかどうかというのもいろい

ろ検討しながら、今後考えていきたいと思います。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 同じページの敬老会のことでちょっとお聞きしたいんですけれども、

よろしいですか。 
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  自分たちも敬老会のほうには来賓として出席しているわけなんですけれども、去年の実績

を見ても、非常に参加してくれる人たちが少なくなってきているなというのがちょっと見ら

れるわけなんだよね。そこでちょっと質問したいんだけれども、この諸費と書いてある130

万、これの事業内容、それをちょっとお聞きしたいなと思うんです。100ページ。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 31年度なんですけれども、31年度130万円ということで、

敬老会諸費がかなり増えているんですけれども、こちら町制60周年記念ということで、町の

観光大使であります永井裕子さん、こちら出演していただくような形の予算をとってありま

すので、その分がちょっと増えております。 

  あと消耗品とか、お弁当代とか、お茶代とか、生花代、そういった分になっております。 

○１２番（鈴木 勉君） この諸費という中には、今度は特別、永井裕子さんの分とか、今ま

で見ているときにお弁当代だとかもこれに入ってくるという形の中でいいんだよね。 

  それで、城東地区においては、敬老会に来るときにはバスが運行されているような気がす

るんだけれども、それもここに含まれているという形になるわけですか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 諸費の、郵便料の下ですけれども、２つ下になります自動

車等借上料がありますが、22万7,000円とってありますけれども、こちらがバスの借り上げ

料になります。 

○１２番（鈴木 勉君） 稲取地区の参加が列席に見ると、非常に少ないんですよね。老人会

が高齢化というとおかしいんだけれども、今まで喜んで楽しみにして来てくれた人たちも、

高齢化になって、私もちょっと知っている人なんかにも、入谷の人たちでも声かけたりして、

去年来たけれども、今年見えないねと言ったら、坂がもう怖くて歩けないという、立地的な

ものがあって、行きたいんだけれども途中で転んだりすると困るからとか言って、参加者が

少なくなってきた。それに対して、私としたら、稲取地区にも拠点があって、バス運行とか、

小型バス、マイクロみたいなそういう送迎ができないのかなという、ちょっと気持ちになっ

たんだけれども、そういうところはどうですか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 30年度、東町、西町のほうに町のマイクロを出しまして、

それで東町、西町の老人会の参加者の方を乗せて、稲小の体育館まで送迎をしております。 

○１２番（鈴木 勉君） 入谷は。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 入谷はいつもハンターさんにお願いしたりしているんです

けれども、自主的に入谷の高齢者の方々、頼んで利用しているような形だったんですけれど

も、30年度はちょっとお願いがなかったようで、使っておりません。 
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○１２番（鈴木 勉君） この中には含まれていないということなんだな。ありがとね。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 100ページの半分よりちょっと上の養護老人ホーム施設入所事業と

いうのがあるんですけれども、これはどこに何人含まれているかというところをちょっと知

りたいんですが。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 賀茂老人ホーム、南伊豆にあります。こちら今７名。 

（「最新だと６です」の声あり） 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 今６人、入所者がこの町から行っています。 

○１０番（藤井廣明君） 今の件は了解です。 

  その上の高齢者等配食サービス事業というのがあるかと思うんですけれども、それは何人

くらいに週何回くらいということでしょうか。またどこに委託しているのかとか、その辺ち

ょっと教えていただくと助かります。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 今、利用が42名ぐらい、年度末ぐらいで。シニアクリエイ

トという会社に委託をしているような形になります。週５食の方が21人ぐらい、４食が４人

ぐらい、３食が12人、２食が４人、１食が１人ぐらいです。 

○１０番（藤井廣明君） 了解です。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 106ページ、児童遊園管理事業の一番下、児童遊園遊具撤去工事43万

2,000円。来年度の予定はどのようになっているか教えてください。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 東町の龍宮公園のほうの遊具、複合遊具とブランコとか、

太鼓橋といったものを撤去するような形の予算計上となります。 

○１番（笠井政明君） 毎年、撤去はしていくんですけれども、なかなか修繕だけで残せるも

のはかなり少なくなっているという感じで捉えていますけれども、そのようなことでよろし

いですか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） どうしても経年劣化ということで年数が非常にたっている

のと、潮風等が当たることが非常に多いものですから、腐食が激しいという部分もありまし

て、なかなか修繕できるようなものがないというのが実情です。 

○１番（笠井政明君） 片瀬もそうなんですけれども、なくなっちゃって、安全にはなったん

だけれども、その後、町として計画立てて、例えば３個減らして１個新しいものにするとか、

そういうものはあんまり考えていないんですか。 
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○住民福祉課参事（木田尚宏君） 片瀬の公園につきましては、都市公園になるものですから、

児童遊園ではないもので、建設課のほうで対応をお聞きしたほうが。 

○１番（笠井政明君） 今のところとかもそうなんですけれども、撤去だけしてしまって、新

しいものとかはあんまり。そっちも建設課ですか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 児童遊園の新しい遊具というのは、今いろいろ検討してい

る段階なものですから、どこにまた１カ所、いい場所を見てつくるというようなことも議会

で町長が答弁されておりますので、そういう傾向、また今後検討してから考えていきたいと

思います。 

○１番（笠井政明君） わかりました。 

  あともう一つ聞きたいのが、110ページのひとり親家庭等子どもの学習支援事業ですが、

30年度、本年もやられていると思うんですけれども、回数と参加人数というのはわかります

か。 

○住民福祉課子育て支援係長（遠藤克也君） 参加人数は、熱川が４名と稲取が４名です。年

間20回行っています。月２回ペースなんですが。任意の団体なんですけれども、ひとり親家

庭の実行委員会ということで７名の支援員の方にお願いして、大体基本水曜日です。隔週の

水曜日、一月に。全20回、年間やっております。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） ちょっと聞いた話なんですけれども、なかなかひとり親で出せないと

か、何か出しづらい状況があるような話も伺っていますので、４名、４名って、もっと実際

は、多分わかっていらっしゃると思うんですけれども、いると思うんです。なので、その辺

とかもうちょっと入りやすいじゃないけれども、できる手だてをまた考えていただければな

とちょっと思っております。 

○住民福祉課子育て支援係長（遠藤克也君） 学習支援も、社会福祉協議会がやっている生活

困窮の学習支援と、子育て支援係がやって住民福祉課がやっているひとり親学習支援、２つ

あるんですが、うちのほうでやっているひとり親家庭学習は、基本が放課後児童クラブを利

用しているひとり親の家庭の子供です。結局、誰も見る人がいないものですから、放課後児

童クラブにも入っているという状況なんです。 

  あと、放課後児童クラブにも入っていない、本当に児童扶養手当を支給されている、世帯

に誰もいないという家庭にも一応通知はしたんですが、その中で１人だけ参加するというこ

とで、あとは放課後児童クラブの在籍の子供、ひとり親の子供でした。 
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○１番（笠井政明君） 了解しました。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 100ページの緊急通報システムの使用料が100万円ほど計上されてい

るんだけれども、何人ぐらい今利用して、これからまた見込みもあるのかなという気がする

んだけれども、お願いできますか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 今60人ほど利用しているような、60台ぐらいしているよう

な形です。今後も、今、こちらのほうに在庫がある分がありますので、その分をまた活用し

てＰＲして、これをつけていただくようなことを、また広報をしていきたいなと考えており

ます。 

○１２番（鈴木 勉君） 電話自体を、申し込みがあって初めて購入するという形になるんで

すか。それともある程度、在庫を置いておいて対応していくという形になるんですか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 今、引っ越しをしたりとか、お亡くなりになったりとか、

施設に入ったりとかということがありまして、そういった方のお宅から使ったものを取り外

して、その分の在庫があったりしますので、そこの取り外したものを、また新たに今度つけ

る方に提供するような形、そういうことで対応しております。 

○１２番（鈴木 勉君） 対応しているということね。わかった。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○６番（内山愼一君） 166ページ、小児予防接種事業。その内容を教えてもらえますか。 

○委員長（西塚孝男君） 違うやつです。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１３番（定居利子君） 108ページの子育て支援事業費補助金の内訳。 

  先ほど歳入でもちょっとお尋ねしたんですけれども、三宝さんの補助金が少なくなったと

いうことで、こちらのほうも昨年は802万5,000円でしたけれども、今年度は500万4,000円と

いうことで、三宝さんのほうが少なくなったということでこちらも少なくなったんですか。

内訳をちょっとお願いいたします。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 稲取保育園のほうが１歳児、２歳児対象となりますので、

稲取保育園のほうがほとんど対象ということなんですけれども、三宝さんの分が補助がなく

なったものですから、その分が少なくなっているような形なんですけれども。 

  稲取保育園の分が１歳児、２歳児を対象に475万2,000円、あと八幡野保育園、こちらに25

万2,000円です。東伊豆町から通っている子供の分です。その分を合わせて500万4,000円と
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いう形になります。 

○１３番（定居利子君） 29年度決算では、三宝保育園の場合78万9,360円と計上されていた

んですよ。そうすると、31年度予算はゼロということなんですか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 三宝保育園のほうは、この子育て支援事業費補助金は補助

の対象とはなっておりません。 

○１３番（定居利子君） 今後、補助の対象になるには、先ほど歳入で参事がおっしゃったよ

うなことをクリアしないと、この補助対象にはならないということなんでしょうか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 県の指摘事項を改善していただいて、それによって町の補

助もあわせて出すような形になりますので、まず、その指摘事項を改善していただくという

ことが先決になるだろうと思います。 

○１３番（定居利子君） それでは、今年度からは補助金はゼロという形で、三宝さんの場合

は。そういう形になりますね。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） その改善が現在なされていないものですから、補助の対象

となっていないということで御理解をお願いいたします。 

○１３番（定居利子君） その分、子供さんを預けていらっしゃる父兄に今度負担がかかって

くるんじゃなかろうかなと思います。今まで保育料として幾らかいただいていた分が、こう

いう町の補助がないと、あそこの中のいろんな施設も改善されないと思います。いろいろ園

庭もあるんですけれども。例えば町のこういう補助をもらって、そして子供たちの保育をさ

れているというような状態ですので、やはりどんどん苦しくなっていくんじゃなかろうかな

と思いますので、これ早目にしていかないと、子供さんが今何名かいらっしゃるので、そう

すると、三宝保育園さんの、もう営業じゃないんですけれども、園児を預かって保育すると

いう状況でなくなると思うんです。どうですか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 先ほどもちょっと言ったんですけれども、本当に簡単なも

のから改善できると思うんです。転倒防止の棚とか、ピアノの固定とか、そういったことは

それほど経費もかからずにできるんじゃないかなとは思うんですけれども、あと、保育士の

数とかというところはなかなか難しい部分もあるかと思うんですけれども、その辺の簡単な

ところから改善していただくような形で、少しずつでも指摘事項のいい方向に改善していた

だければと考えておりますけれども。 

  またこちらからも指導等行きたいと考えておりますので、三宝さんの考え方もちょっとあ

るかと思うんです。三宝保育園の園長さんのお考えもちょっと少しあるのではないかなと思
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いますので、こちらの指摘事項をちょっと改善していただければ。 

○１３番（定居利子君） この三宝保育園は今まで歴史があるんです。もう何十年、40年ぐら

いですか。たちばな保育園さんがあれだけ大きくなる前に、今の稲取幼稚園、前身なんです

けれども、その当時、三宝保育園さんはありまして、稲取の子供と熱川の子供たちをあそこ

へみんな預けて両親が働いたりしていたもので、そういう歴史を結局なくすこともできない

ので、何とか町のほうで極力補助をいただけるような、そういう指導をきちっとしていただ

かかないと、せっかくの保育園ですので、やはり40歳ぐらいの子たちも、皆あそこへ通って、

それでこの土地に住んでいらっしゃるので、そういう歴史をなくすというようなことはやっ

ぱり寂しくなりますので、そういった町の指導もきちっとしていただいて、極力あそこに残

っていただけるようにし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） また、三宝保育園さんのほうの、実際、子供を保育してい

ますので、そういった安全面が一番大切だと思いますので、そういった安全面を改善してい

ただくということを、また三宝保育園の園長さんにちょっと指導していくような形をとって、

補助対象となるような改善をお願いしていきたいと思います。 

○１３番（定居利子君） 了解です。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 102ページのいきいきセンター維持管理事業というのが真ん中辺に、

308万9,000円が載っているんですけれども、このいきいきセンターというふうなものの性格

がちょっとよくわからないといいますか、どういうふうなコンセプトであそこにあるのかな

というのがちょっとわからないんですが、これはどんなふうな利用のされ方が一番、現実的

に、今されているんですか。 

○委員長（西塚孝男君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時４４分 

 

再開 午後 １時４４分 

 

○委員長（西塚孝男君） 再開します。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） もともといきいきセンター、介護予防の拠点ということで

整備されたものですから、実際は、今現在はシルバーのほうに指定管理をお願いして、シル
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バーで使用しているというような形をとっております。 

○１０番（藤井廣明君） そうしますと、指定管理者がシルバー人材センターというのはわか

ります。あそこで使っているのがわかりますが、以前は地域包括支援センターがあそこにた

しか入っていたと思うんです。それは今、そこは使っていない。 

  シルバー人材センターが、自分たちが指定管理者になって使っているんであれば、本当に

シルバー人材センターの方たちがそこを管理しながら使っていると、そこを拠点にしている

というふうな形になるんじゃないですか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） あと健康増進の関係でも利用されております。 

○１０番（藤井廣明君） それがもともと眼目といいますか、コンセプトだったんじゃないか

と思うんですけれども、いきいきセンターなんていう名前からして。だけれども、現在は、

なかなかあそこに自転車こぎみたいな道具なんかもありますね、ずらっと、外から見ると。

でも、あんまり利用されていなくて、あるいはちょっと時間できたから、さっとそこに行っ

て何か運動したいななんていうものには対応していないわけですよ。そうしますと、何か町

の真ん中にあって、年間300万からの予算とって、町の真ん中の広いところにあって、介護

予防拠点というふうな設立の趣旨からいうと、ちょっと外れてきているんじゃないかという

ふうな気がするんで、もっと例えば健康づくりというふうな、今おっしゃったような使い方

であれば、そこにインストラクターなんかを置かれたりして、ちょっと時間できたときにさ

っと寄って汗流せるとか、少し指導受けて、介護予防のため、あるいはいきいきセンターと

いう名前を、その名前たらしめるような使われ方がふさわしいんじゃないかと思うんですけ

れども、そんなことはないでしょうか。どうですか。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） もともと介護予防拠点ということでやっている中で、その事

業につきましては、健康づくり課のほうで対応しているようになると思うんです。住民福祉

課としましては、いきいきセンターの指定管理ということでシルバーにお願いしているとい

うことで、予算上はこういう形になっているというふうに考えております。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありますか。 

○１２番（鈴木 勉君） 128ページから先にいこうかな。大丈夫ですか128。 

（「はい」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 生ごみ処理機購入費補助金が２万円計上されているんだけれども、

今、この事業というのに補助金をいただくような人たちというのはいるの。 
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○住民福祉課長（齋藤 匠君） 昨年１件ありましたけれども、毎年、広報「ひがしいず」等

に載せさせていただいていますけれども、利用はそれほどないというのが実情でございます。 

○１２番（鈴木 勉君） それと、次のページの130のほうのごみ処理対策費の中に、町指定

ごみ袋販売委託料が140万計上されているんですけれども、これについてちょっと質問した

いと思うんですけれどもよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） この委託料というのは、それを販売していただいたりする、総括的

な管理をしていただけるという委託料だと思うんだけれども、それに伴う町の袋の売り上げ

だとか、行政に支払うその支払いのシステムだとかという、そのことについては町は一切関

与していないんですか。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 全てサービス店会のほうにお願いをしておりますので、町は

関与していません。 

○１２番（鈴木 勉君） ごめんなさい、どこに委託している。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 東伊豆町サービス店会のほうに。 

○１２番（鈴木 勉君） サービス店会のほうで全部、そちらの販売とか。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 商工会のほうで可能ですけれども、仕入れから、配達から、

販売から全てそちらのほうでやっていただいています。 

○１２番（鈴木 勉君） サービス店会に委託ということね。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） はい。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） もう一度、今の続きの中で質問していきたいんだけれども、今、町

のごみの減量化だとかいろんなシステムの中で、袋を有料化して、何とか生ごみだとか、ご

みの減量につなげたりしていきたいとか、あそこの上のはかりもそうですけれども、有料化

によって経費を少しでも賄いたいとかという形があるじゃないですかねと思っているんだけ

れども、そこら辺で、今言ったみたいに、ここでもし袋の販売で値上げによって利益が出た

ときには、それは町のほうで回収するという、返していただくという形になるんですか。出

た利益は。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 利益といいますか、12番議員は有料化のことを言われている

のかなと思うんですけれども。 

○１２番（鈴木 勉君） ここには、委託料で全ての業務をやりなさいというのが140万だけ
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れども、私が質問を、ちょっと違うのかなと思うんだけれども、有料化で袋の代金が今より

も上がってくる、１袋もっと値が上がったときには、仕入れと販売との差が出てくれば、そ

こで袋の販売によって利益が出てくるんじゃないかなと思うんですよ。その利益はどこにい

くのかな。町の、今言ったように、ここにあるごみ処理対策事業費の中に、先ほどの歳入の

ほうに計上されるのかなと思って聞いているんです。 

○住民福祉課地域係長（中田光昭君） 一応、ごみの有料化に関しては、リットル当たり幾ら

というのを付加して、ケースはいろいろあるんですけれども、大抵のケースは商店会さんと

かではなく、運搬業者さん、清掃業者さんとかが一括して請け負って、袋、例えば100円、

内、有料化分が60円だったとします。そうするとまず100円で売って、60円分を業者さんは

町のほうに支払うというような形が大抵のやり方になります。 

  今の時点ではごみの有料化はしておりませんので、あくまでもサービス店会がごみ袋を販

売しているというような形になっていますので、その分の利益については、その袋の利益が

上がったから町のほうに還元してくださいというような対処はとっておりませんので。また

別の考え方になりますので。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 128ページの合併浄化槽の件はこちらの課でいいですか。 

（「はい」の声あり） 

○１０番（藤井廣明君） これは年間、何件ぐらい補助して、現在の合併浄化槽の普及率とい

うのはどのくらいになっているか、お知らせいただくとうれしいんですが。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 浄化槽の補助金につきましては、平成25年から単独浄化槽か

ら合併浄化槽につけかえたもののみという形で補助しております。ここ数年は、年間３基と

か４基ぐらい、25年当時は二十何基とやったと思うんですが、ここ数年は数がそんなに伸び

ていないという状況でございます。 

○住民福祉課地域係長（中田光昭君） 普及率は、浄化槽台帳が整備されていませんので、正

確な数字はちょっとわからないです。 

○１０番（藤井廣明君） やっぱり海を守るような意味で、環境のあれから重要な件だと思い

ますので、やっぱり普及率を把握して、それに向けて普及を推進していくと、促進していく

というふうな方向にやっていってもらいたいなというふうに思います。よろしくお願いしま

す。 
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○住民福祉課長（齋藤 匠君） 今、係長が言いました台帳というのは、県のほうで管理台帳

というのがあるんですが、実際、浄化槽を新しくしたよというときに、古いのを廃止届とい

う届けがちゃんとされていないというのがありまして、結局、分母だけが膨らんでいますの

で。例えば１人の世帯主が、前の浄化槽と今の浄化槽の設置届というのを出すんです。古い

のを撤去という届けを出していないと、もう１人が２台の浄化槽を持っているような状況に

なったりして、そこの台帳が整備されていないというところが一番ネックなところがありま

して、普及率の数字というのが正確なものはつかめないということでございます。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 128ページの上から３番目の猫の不妊の補助金が36万円。これ、新

規計上ですか。 

（「はい」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） これの申請の方法、これをいただくにはどういう、町へ申請をした

らいただけるというのがあるんですか。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） それにつきましては、今、要綱を作成中でございまして、例

規検討委員会、今後ありますけれども、そちらに諮った中で進めていきたいというふうに思

っていますが、基本的には野良猫が対象でございます。飼い猫ではなくて野良猫が対象で、

その不妊去勢手術をした方に対して、その費用の２分の１、雌については１万円、雄につい

ては6,000円を上限として補助しますよというのが今現在の案でございます。 

○１２番（鈴木 勉君） 野良猫を保護して、これを去勢手術するときに、申請方法を、今、

これからつくると言っていたじゃないですか。どうしたら補助金を町のほうに申請するのか

という、その方法はこれからでしょう。そこら辺を、私もそういうことをもし聞かれたら、

ここへ行きなさいよとか、こういう形の中で申請すればいいですよとかあるんだけれども、

その辺、もうちょっと明確に。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 申請をしてから交付するのではなくて。 

○住民福祉課地域係長（中田光昭君） 今の案ですと、まず猫を捕まえて手術をします。その

後に申請をしていただくような形になりますので…… 

○１２番（鈴木 勉君） 領収書を持ってきてという話になるとか。医者の領収書。 

○委員長（西塚孝男君） 12番、係長の話の途中です。 

○住民福祉課地域係長（中田光昭君） 一応なりますので、そのときには医者の証明とか、そ
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ういったものが必要になってきますけれども、一応流れとしては、まず手術をしてから補助

金の申請をしていただいて、医者等にその証明をいただいて、補助金が出るというような形

になります。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって住民福祉課の質疑を終結します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５９分 

 

再開 午後 ２時１２分 

 

○委員長（西塚孝男君） 会議を開きます。 

  これより健康づくり課の質疑を行います。 

  質疑の対象を歳入全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１３分 

 

再開 午後 ２時１４分 

 

○委員長（西塚孝男君） 再開いたします。 

  質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 30ページの保健衛生費補助金の中の地域自殺対策緊急強化基金事業費

補助金なんですけれども、30年度予算書を見ると大幅に減っている気がするんですけれども、

これは何か減った要因とかありますか。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） こちら平成30年度におきましては、自殺対策計画を策定の
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ため策定委託料が盛り込まれておりましたけれども、30年度で策定が終わるため、31年度に

はその分が差し引かれているという状況です。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） 了解です。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○６番（内山愼一君） 116ページの小児予防接種事業。 

○委員長（西塚孝男君） すみません、該当しません。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 30ページの一般不妊治療費の助成費が７万円計上されているんだけ

れども、これは県のほうからいただける金なんだけれども、補助金の金額が決まってくると

いう、そこら辺、７万円という金額が支給されてくるというわけだよね。補助金として。そ

の辺をちょっと聞きたいなと思って。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） ここでいう一般不妊治療費助成のほうは、町が行っている

不妊治療助成のうち人工授精の補助金で、対象者は40歳未満で夫婦の合算所得が730万円未

満というのがちょっと対象というふうに。その条件を満たしている方が対象となります。 

  上限を６万3,000円として、細かいんですけれども、その７分の２が補助額ということで

す。今回は、一応過去２年の実績に基づいて、平成27年が２件で１万円、28年が１件で

2,000円、平成29年が１件で１万8,000円の３カ年を１年にならしまして、それに基づいて１

万円と、要綱の整備を予定をしている不育症治療助成の本人負担分30万円の10分の７の21万

円を上限として、その７分の２で６万円ですので、１万円と６万円で７万円、１件という形

で見込んでおります。ちょっと難しいんですけれどもそういう形になります。 

○１２番（鈴木 勉君） わかった。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいでしょうか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１３番（定居利子君） 26ページの保健衛生費補助金の新たなステージに入ったがん検診の

総合支援事業補助金の内容と、これは何名ぐらいを対象にということですか。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） こちらにつきましては、子宮頸がんの対象が20歳と、乳が

んの方40歳が対象となって無料クーポンを配布するものであります。検診費用の自己負担分

の助成と、要精検を必要とする方の未受診者の方への受診勧奨を行う費用という形でしてお
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ります。 

  対象人数等については、補佐のほうから説明させていただきます。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） クーポン券の配布、子宮頸がんの20歳の方と、乳が

ん40歳の方は、合計で95人の方が対象となります。要精検の未受診者の受診勧奨分ですが、

30年度の見込みの実績から62人を見込んで算出をしております。 

  以上です。 

○１３番（定居利子君） これは検診の補助ということですか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 無料クーポンというのは、検診の自己負担金を無料

にするという制度になっております。 

○１３番（定居利子君） このがん検診の結果で、そういう病名が発覚したという方はいらっ

しゃいますか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） すみません。ちょっとはっきりとした数字が、今、

手元にないので、後ほど回答させていただきます。 

○１３番（定居利子君） 対象者については封書でよく送られてきますけれども、検診の日程

とか、後ほど保健センターへお知らせくださいとかということで、回覧板等も回ってきてい

ると思うですけれども、より多くの人に検診をしていただくように、担当課も努めていただ

きたいなと思います。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） できるだけ啓もうに努めるようにさせていただきます。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 42ページの後期高齢者医療広域連合納入金、入らないんですか。14の

後期高齢者医療広域連合納入金というのは対象でよかったですか。 

（「対象です」の声あり） 

○１番（笠井政明君） これも去年に比べて増えているのは、対象者が増えた関係で、金額的

には増えているという感じでいいんですか。 

○健康づくり課参事（村上則将君） こちらの後期高齢者医療広域連合納入金なんですけれど

も、後期高齢者の健康診査にかかわる連合会からの納入金になります。対象者が、こちらも

増加していることによって、人数的には、予算では前年度2,750人のものが2,850人、100人

ということになっておりまして、この30％ということで対象者の増が要因です。 

○１番（笠井政明君） わかりました。了解です。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 質疑なしと認めます。 

  これより歳出全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

○６番（内山愼一君） 116ページの小児予防接種事業。この事業の内容を教えてください。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 小児予防接種事業ですけれども、生後２か月のお子

さんから、四種混合やＢＣＧ、Ｈｉｂ、肺炎球菌など定期の予防接種の集団でやっている部

分の医師謝礼や、あとワクチン代、通知が郵便料と、相互乗入れ委託料というのは、かかり

つけが東伊豆町外にある方の場合、依頼書をかかりつけの小児科医に出しまして、そこでや

ってもらう制度と、あと個別接種委託料は、町内の賀茂医師会に入っている医療機関で実施

した場合の予防接種の委託料を払う内容となっております。 

○６番（内山愼一君） 今、接種の内容、聞いたんだけれども、はしかが今、世間的にはやっ

ているということで、一番重要なような関係もありますけれども、この中には入っていませ

んか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 麻疹、風疹、ＭＲという混合ワクチンで、麻疹の予

防接種も入っております。 

○６番（内山愼一君） わかりました。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 104ページの健康増進事業、ここの内容。 

  ちょっと聞きたいのは、アスドとかでやっていた事業がここに当てはまるかどうかという

のが一つと、アスドが当然なくなって、来年度以降どのような計画を、どのようなコース使

ってやるのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○健康づくり課長補佐兼健康増進係長（横山 昇君） 笠井議員のおっしゃるとおりで、この

ページに関しましては、アスド会館が今行っている健康増進事業の内容となっております。

教室に関しましては、アスド会館なくなりますので、役場の大会議室と保健センターの２階、

または公民館等を使い、引き続き同じような内容の教室ができることを、今検討しておりま

す。講師につきましても、同じ先生には、また来年度引き続きお願いしたいということも既

に伝えてあります。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 
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○１０番（藤井廣明君） 116ページの成人予防接種の件なんですけれども、先ほど内山議員

聞いたほかにも、インフルエンザとか高齢者の肺炎球菌のワクチンというのがあるかと思う

んですけれども、これは年間何人くらい受けられるか教えていただけますでしょうか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） インフルエンザは、平成29年度は2,473人受けてい

ます。肺炎球菌のほうは、29年度で360人ほど受けております。 

  予算の見込みについては、31年度、インフルエンザは2,450人を見込んでおります。高齢

者肺炎球菌は70人を見込んでおります。 

○１０番（藤井廣明君） 肺炎球菌が全体で70人ですか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 肺炎球菌は、最初に国が指定しました５年が過ぎま

して、31年度からは過去受けた方はもう接種は、２回目はないということで、初めて受ける

方を対象とするため、対象者数が減っております。 

○１０番（藤井廣明君） わかりました。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） ちょっと事業の内容を教えていただきたいのは、122ページのこども

未来支援事業。この内容を教えてください。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） こども未来支援事業は、不妊治療費の内容となりま

すが、不妊治療と不育症の方を対象とした治療費の助成の内容となっています。不妊治療は

上限を30万円としまして、今年度は６人分、交通費を５万円を限度としまして、そちらも６

人分を見込んでおります。不育症は30万円を限度としまして１人分、交通費も５万円を限度

としまして１人分を計上させていただきました。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） この上限というのは、１回当たりではなくて、その人当たりでよかっ

たんですよね。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 年度内の合計の上限金額となります。 

○１番（笠井政明君） わかりました。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 先ほど笠井議員が聞いていました118ページの健康づくり推進事業

の件なんですけれども、真ん中よりちょっと上です。 

  そこの、今アスド会館で行っている事業、そのまま継続だということなんですけれども、
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人数はどのくらい現在行っており、本年度どのくらいを対象にしているのか、ちょっと伺っ

ておきます。 

（「暫時休憩」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 暫時休憩。 

 

休憩 午後 ２時３１分 

 

再開 午後 ２時３２分 

 

○委員長（西塚孝男君） 再開します。 

○健康づくり課長補佐兼健康増進係長（横山 昇君） 今年度、30年度にチラシを入れさせて

いただいたときは、各教室25名で募集させていただきました。実際、欠席者等が出ることを

勘案いたしまして、26名、現在どの教室もいるような形となっております。合計ですけれど

も、出前の健康教室に関しましては、アスドの教室とバッティングしている方もいますけれ

ども、重複も含めますと現在154名の方が参加しております。各教室の募集人員は、30年度、

25名ずつで募集させていただきましたが、実際26名まではとっております。 

  来年度、31年度につきましては、教室によってはちょっと内容をもう一度再検討しなけれ

ばならないなと思って、今ちょうど計画を立てている教室もありますが、二、三名程度は各

教室増やせればなと思っております。二、三名程度といいますのは、まず、スペースの問題

と、あと監視の問題があります。どうしても高齢者の方が増えておりますので、１人当たり

の見る人数が、監視する人数が多くなってしまうと、やっぱり危険を伴いますので、増やせ

ても二、三名程度かなと考えております。 

  予定では、それぞれの教室、火曜日から金曜日で１教室、あと出前を１教室か２教室とい

うことで、それぞれ二、三名増加できればと考えております。 

○１０番（藤井廣明君） これはアスドが使えないということで、分散するのはある程度やむ

を得ないなというふうに思うんですが、にもかかわらず人数も少し増やすという形で意気込

み感じるんですけれども、何か聞くところによると送迎バスがなくなるようだというような

ことで、そうすると利便性がそれだけ下がるわけですから、当然、参加人数等が減るんじゃ

ないかという気がするんですけれども、その辺は交通手段、老人の方はやっぱり車運転でき

る方ばかりじゃないし、また運転できたりしないからこそ、そういったところに通って何と
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か健康になりたいなという思いで行っていると思うので、あれは実際どうなんですか、まだ

わからないんですか。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 議員おっしゃられている内容、重々承知はしているんです。

実際に健康増進事業というのと、今、議員おっしゃられる介護予防事業というのが混在かな

というふうには思うんですけれども、ここでいう一般会計でいう健康増進事業というのは、

あくまで健康な方のということで、介護予防という観点からすると、先ほどのような意見も

踏まえた上で教室の組み立て等考えなければならないんですけれども、そこで一線を引いて、

介護予防と健康増進事業というのは、わかりにくいかもしれませんけれども、ちょっと考え

方が全く別ということで。ここでいう健康増進事業は、あくまで健康増進を目的としている

もの、介護予防ではなく健康増進を目的としているものという考え方です。ですから、特別

会計の介護保険会計のほうで組んだ教室等については、やはりそういう部分も加味しながら

考えなければならないかなという点はありますけれども、今のところ健康増進事業について

は、そういう点での検討ではないというふうに一応考えてはおります。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） すみません、暫時休憩させてください。 

○委員長（西塚孝男君） 暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時３６分 

 

再開 午後 ２時４３分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 議員の質問の中で、参加者の送迎等についてということで

すけれども、現在、健康増進事業の中では送迎についての考えは持っていないということで

す。 

  以上です。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 118ページと120ページにわたってちょっと質問したいと思いますけ

れども、117ページの保健事業費が339万5,000円だけ減額になっているんだけれども、118ペ

ージを見ていただいて、一番下の成人健康診査・相談事業が2,439万9,000円というのが計上
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されているんだけれども、これは前年と比べて減額になっているんですか。どういう状況に

なっていますか。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 保健事業費の総額で申しますと330万ほど減になっていま

す。これは、事業２の中の心の健康づくり推進事業、こちらも含めてということなものです

から、こちらの心の健康づくり推進事業、先ほど歳入のところでちょっと御説明ありました

けれども、自殺対策計画を策定する策定業務が平成30年度には含まれていたということです

ので、その委託料が減となったことが要因となります。 

○１２番（鈴木 勉君） この減額された要因は、心の健康づくり推進事業のほうのカットで

すということで。それで今、私が聞きたいのは、120ページの、皆さんが一生懸命やってく

れて、僕も健康づくりのために利用させてもらっているんだけれども、子宮がんから始まっ

てずっと検診をしていただいている、この事業費については前年度対比として増額されてい

るのか、据え置きなのか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） それでは、子宮がん検診の委託料の前年対比のほう

を説明したいと思います。 

  子宮がん検診の委託料は、前年度が470万で、新年度が450万で20万の減です。胃がん検診

は、前年度が380万で、今年度は390万の10万の増です。肺がん検診は、前年度370万、今年

度は370万で同額です。乳がん検診が、前年度が360万、今年度が400万で40万の増です。大

腸がん検診が、前年度が280万、今年度が290万で10万円の増となっております。増額となっ

ております。 

○１２番（鈴木 勉君） 自分もそうなんですけれども、結構、自分たちの健康管理というこ

とについては、こういう対象者が100％受診するというのが理想論なんですけれども、その

点からいくと、これで今までやってきた実績として、今年の実績見込み、どれぐらいの人が

受けるかなという中で予算組んでいると思うんだけれども、そこら辺の見込みとしたら、前

年度ぐらいのものしか見込んでいないんですか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 経年的に見ますと、受診率がやはり横ばいの状況で

すけれども、子宮がんは22.1％、胃がん検診は13.3％を目標としております。肺がん検診は

31.1％、乳がん検診が28.1％、大腸がんが29％ということで見込んで予算のほう計上させて

いただきました。 

○１２番（鈴木 勉君） 予算とはちょっと違うけれども、特定健診というのをやってくれて

いるじゃないですか。これはどこに計上してあるの。特定健診というのは別なところ。違う
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の、課が。 

（「はい」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 課が違うということね。 

（「会計が違う」の声あり） 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 特定健診については、国民健康保険特別会計のほうに計上

させていただいております。 

○１２番（鈴木 勉君） やはり僕なんかも特定健診は行かないんだけれども、健康づくりと

いう形については、町民の皆さんも関心が高くなってきた。横ばいだなというのはちょっと

残念なんだけれども、今、課長なんか一生懸命やってきたマイレージの、ああいうものの効

果というのはここには余り反映されてこないということかな。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） がん検診等もマイレージの対象として、受けてくれた方に

はポイントがつくという形にはなっております。２ポイントという形で。 

○１２番（鈴木 勉君） いろいろみんな頑張っていることはわかっているんだけれども、や

はり当人にとっても初期の発見ということは大事なことだから、こういうことに関心を持っ

ていただいて、受診率を自分から上げていくというのは大事なことだと思う。よろしくお願

いします。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） がん検診についての受診率向上を努力して行っていくよう

にします。 

○１２番（鈴木 勉君） ありがとうね。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 114ページお願いします。 

  保健衛生総務費の中の19－04下田メディカルセンター負担金というのがあるかと思うんで

すが、369万4,000円。何か最近、大分、向こうのほうに行く救急車も増えているんで、救急

なんかも行っているのかななんて気もするんですけれども、救急は年間どのくらい行ってい

るか。それから、一般外来は何人くらい当町から行っているか。それから、入院患者は当町

からどのくらい行っているか。わかりましたらお知らせいただけますか。 

（「暫時休憩」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５２分 
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再開 午後 ２時５３分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じて、再開いたします。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） メディカルセンターについての救急搬送等についての資料

を、現在持ち合わせておりませんので、後ほどまた資料を提出したいというふうに思います。 

○１０番（藤井廣明君） 了解しました。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 124ページの子育て世代包括支援センター事業です。 

  ここなんですけれども、予算的には前年と一緒なんですが、利用実績と今後の見込みとい

うのをちょっと教えていただきたい。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 子育て世代包括支援センターの実績なんですけれど

も、すみません、ちょっと11月末時点になりますが、平成30年度は、定例の相談日の利用が

９人、個別相談が４人で、13人の方が包括支援センターの相談の利用をされております。産

後ケアについては、11月末現在ではまだ利用がなく、ゼロ人です。 

  今後の見込みについてですけれども、新年度は、毎月、助産師さんの相談を実施したり、

あと助産師さんの、妊産婦のお宅に訪問するということは10回ほど計画のほうには上げさせ

ていただいております。産後ケアについては、ショートステイで６泊、最高利用する方を１

人、２泊の利用の方を３人、デイサービスの利用については４人を見込んで計上をしており

ます。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） 了解しました。 

  産後ケアの事業に関しては、今後ちょっと１年かけてとか、検討していただきたいという

のは、どうしても産婦人科医が東伊豆町にはない状況ですよね。今、伊東か、また下田かと

いう話になると思います。そこの中で、やはり病院に入って退院したからの今、産後ケアに

なっているんですけれども、そのまま延長したときに、何とか町から補助ができるように、

この１年でちょっと検討していただけたらと思います。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 今おっしゃられるとおりで、病院に入院されてそのままと

いう形もとりたいというのもありますので、伊東市民病院とは契約を提携する予定で話はも

う進めておりますので、年度内には契約締結して、新年度では事業を実施できる状況にして
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います。 

○１番（笠井政明君） とりあえず市民は行けるよということなんですね。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 上山レディースクリニックさんについても交渉しま

して、利用ができるように進めていきたいというふうには考えております。下田は、臼井医

院さんでは既に行けるようにはなっております。 

○１番（笠井政明君） わかりました。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 114ページ、お願いできますか。 

  その中の14－06ＡＥＤ借上料が計上されているわけですけれども、93万3,000円。今、私

が聞きたいのは、このＡＥＤの使用実績というのは、過去あるんですか。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 新年度で新たに予算計上したものなんですけれども、実績

についてはまだちょっとうちのほうで資料がないものですから、ちょっとお答えができない

かなと思います。 

○１２番（鈴木 勉君） １番議員じゃなかったかな、コンビニなんかもＡＥＤ置いたらどう

かなとかという、そういうお話があったみたいに、夜間の対応について、今設置してあると

ころは、夜間ではみんなもう防犯上の形があって、シャッターがおりちゃっているわけです

よね。緊急の夜間のときにこのＡＥＤというのが利用できるかできないかというのが、ちょ

っと私も疑問視するんだけれども。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 基本的には、夜間救急というのは救急車対応だと思うんで

す。ＡＥＤについては、その場所に行って初めて、使えるか使えないかということかなと思

うんですけれども、そういう点で考えると不特定なところというところで、なかなか絞り込

みというのも難しい分野ではあって、一般質問でいただいた中、やっぱりコンビニというの

は24時間で人が立ち寄る場所だということですけれども、ただ、そこのところになりますと、

事業者様のお考え等もあるということで、なかなか今、進んでいない状況であります。 

○１２番（鈴木 勉君） 金額的には、人命を預かるのに予算措置をしていくというのは、そ

れは何も異論はないんですけれども、今、自分たちも把握しているところのＡＥＤが設置し

てありますよというところ見ても、昼間のときにもなかなかその近所の人たちというのはあ

るんだけれども、そこに借りに行くという距離もあるんだろうと思うんだけれども、大体救

急車来るまでの間の人命救助じゃないんだけれども、心臓マッサージをお願いしますとかと
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いう人為的なもの、そういう機械に頼った形を余り指導されていないような気もするんです

けれども、自分たちもこれを使う訓練、それも受けたりもしているんだけれども、実際的に

使ったことないわけですけれども、そこら辺の、せっかくこれだけのものを用意するんだっ

たら、救急車が来るまで、時間がそれより昔と違ってかかるような形が多いもので、これを

使えるような、もっと身近なものに欲しいなという気がするんだけれども。 

  設置場所だとか、管理の問題があるから難しいのかね。どうですか、そこら辺は、課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） ＡＥＤの借り上げについては、所管がえという形で、新年

度からうちの課ということで、まだ与えられたものについての使用であるとか、活用、そう

いうものについては、まだちょっと白紙のような状態もあります。御意見いただいた中で、

使わないのが一番なんですけれども、使いやすいような形のものを検討できればというふう

に、新年度においても考えていきたいというふうに思います。 

○１２番（鈴木 勉君） 同じページのメディカルの負担金の360万、聞いてもいいのかな。

大丈夫ですか。 

（「さっき聞いた」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） この金額の内容ではなくて、これはずっと継続して、毎年この金額

を払っていくという形の理解でいいんですか。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 一部事務組合の負担金という形になりますので、継続で払

っていくような形になります。 

○１２番（鈴木 勉君） そういう理解でいいのね。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） はい。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

○５番（西塚孝男君） さっきのＡＥＤの、あれは期限とかあるんですか。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） メンテナンスで部品を取りかえなければならないのは、期

限があります。メンテナンスができるような形で保障されている形になります。 

○５番（西塚孝男君） よく公民館とか置いてあったんですけれども、去年あたり見たら、期

限が切れていたのが大変多かったというような指摘がありましたので、そういうのはどうな

っていますか。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 非常に難しいんですけれども、公民館のほうのＡＥＤにつ

いては、赤十字の関係の住民福祉の方ということで、そこについては、メンテナンス等につ

いて伺った話だと、赤十字のほうからお金が助成されるというふうな形で聞いております。 
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○副委員長（藤井廣明君） 委員長、いいですか。 

  委員長に戻します。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。いいですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって健康づくり課の質疑を終結します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０３分 

 

再開 午後 ３時１５分 

 

○委員長（西塚孝男君） 会議を再開いたします。 

  これより農林水産課、質疑を行います。 

  質疑の対象を歳入全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 22ページの漁港の使用料6,000円というのがあるんだけれども、ど

ういう事業ですか。この内容は何なの。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） これは、町の漁港区域に東京電力の電柱が５本立っているん

ですけれども、それの使用料ということで、片瀬の漁港区域に４本、白田漁港区域内に１本、

それぞれ東電柱が立っていまして、それの使用料になります。 

○１２番（鈴木 勉君） わかりました。 

  同じ22ページに日帰り型と滞在型の予算が計上されているわけですけれども、契約者は見

込みどおりになりそうですか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 毎年12月に、次の人に貸すにしても畑の整備をしなきゃなら

ないので、意向調査をさせていただいて、返す方については３月までにきれいにしておく、

引き続き借りていただく方にはそのままという形で、12月に一応全部の方の意向調査をしま

すので、その数で当初予算は組ませていただいておりまして、日帰り型が今21区画なんです

けれども、滞在型全て10区画、同じ方がまた続けて借りていくというような回答になってい

ます。 
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○１２番（鈴木 勉君） わかりました。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

  質疑ありませんか、ほかに。 

○１番（笠井政明君） 25、26、国庫支出金の中の農林水産業費国庫補助金が３項目ありまし

て、去年に比べて金額が大分大きくなっているんですけれども、この内訳をちょっと教えて

ください。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） まず、国庫補助金の１番の農業費補助金ということで、中山

間地域等直接支払制度というのが、集落の農業環境を守ろうという意欲のところに対して、

国から補助金を出して環境整備してもらうという国の事業なんですけれども、当町では９集

落がありまして、それが今年で、５年で一区切りなんですけれども、今年５年目になります。

この事業はずっと継続で来ていまして、今、第４期という形で続けてやっています。それが、

今、一番上の直接支払制度という内容になります。 

  次の美しい森林づくり基盤整備交付金というのは、切り捨て間伐の事業になります。これ

は、今年度は、奈良本の下片倉というところの風力発電やっているところの企業なんですけ

れども、そこの森林の切り捨て間伐を、森林組合さんが事業主体になりますけれども、町を

通過して、この金額が森林組合のほうへ交付される交付金になります。 

  ３番目の水産業費補助金ですが、これは白田漁港の津波対策に対する国の分の２分の１と

いう補助金になります。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） ありがとうございます。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 31ページ、32ページの津波高波対策事業県補助金。 

  結構大きな金額が来ているんですけれども、これは具体的にどの辺のことをやる予定の補

助金なんでしょうか。お教えいただけますか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 今１番議員さんのほうで説明させていただきました白田漁港

の津波対策の静岡県が補助する分の40％分の、事業費40％分が静岡県の補助金となりますが、

その補助金の金額でございます。 

○１０番（藤井廣明君） 了解です。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。よろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 
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○委員長（西塚孝男君） 質疑なしと認めます。 

  これより質問の対象を歳出全般とします。 

  質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 136ページをお願いいたします。時間的にはしょります。 

  136ページの入谷農地造成地管理委託料というのが計上されているわけですけれども、15

万3,000円。これ、場所と、どういう工事しているんですか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） これは入谷の荒巻というところなんですけれども、県営事業

で、谷を埋めたり、3.6ヘクタールの平らな農地をつくったところです、場所は。 

○１２番（鈴木 勉君） それを造成するのね。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 造成して今、農業業者の方々が農業やっているんですけれど

も、その中に、農道ののり面だとか、個人で管理し切れないところの公用地の部分を、地権

者17人にお願いをして、年間、草刈りとか、そういう維持管理をしていただいているところ

に出しているお金です。 

○１２番（鈴木 勉君） わかりました。 

  142ページを開いてください。 

  そこにある大川区のアマゴ放流事業補助金が38万円というのがあるんですけれども、この

事業の内容をお聞かせください。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） これは大川川の自然保護といいますか、アマゴ密漁防止とい

う観点から続けられている事業で、細かい内容について、今、担当の係長のほうから説明さ

せますけれども、禁漁区域を設けたり、アマゴを育てて放流したりということで、河川のい

わゆる内水面漁業のちょっと下みたいな位置づけで、ずっと大川区に委託でやっていただい

ている事業です。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の説明を聞いて、何かちょっと四、五年前、僕なんかも夏、この

事業に子供連れていって、自分の子供じゃないにしても行ってきたんだけれども、ああいう

アマゴの放流事業とはちょっと違うような今、説明みたいなんだけれども、違うんですよね、

今は。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 大川川の川を守るためにアマゴを放流しているんですけれど

も、あのつかみ取りというのは、あくまでも本来、地元のところの子供たちに、そういう事

業をやっていることのＰＲというためにやっていたんですが、ちょっと大川区さんの規模が

だんだん大きくなって、観光イベントみたいなところになりまして、これが今ではまたもと
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に戻って、地元につかみ取りみたいなことをやっていますけれども、このつかみ取りをやる

ためのイベントでなくて、あくまでも大川川にアマゴを放流して、自然を守っていこうとい

うのが趣旨でございます。 

○１２番（鈴木 勉君） ということは、この38万円というのは、今言われたみたいに、前年

とか、前年対比からすると非常に少なくなった計上金額ということになるんですか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 今年度の金額につきましては、一応、シーリングで下げ幅と

いいますか、下げたところの補助金に対しては、町の財布の事情を説明させていただいて、

それなりの削減をお願いして、今回の大川区さんにもこれは下げた値段でお願いをしている

ところです。 

○１２番（鈴木 勉君） 158ページをお願いします。 

  その中にございます河川の改修事業で。 

○委員長（西塚孝男君） すみません、これは違います。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 136、けやき公園維持管理事業なんですけれども、昨年はいろいろあ

って、ちょっとシルバー人材という形、数年間。今までは委託じゃないですけれども、指定

管理にしていたんですけれども、来年度の話がちょっと出なかったんですけれども、来年度

はどのように。またシルバー人材委託という形でやるのかどうかというのは。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 来年度、この予算のことでございますね。 

  これについては、また直営でお願いするような形で、町の管理とか、シルバーさんと、そ

れから造園事業組合さんと、浄化槽の会社ですとか、あとつくし学園も入っていただいて、

直営で管理しています。 

○１番（笠井政明君） 今後、予定としては、ちょっと直営でやっていくのか、また、指定管

理にするのか、町の考えを教えていただければと思います。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 一応、地域の奈良本くらしの里という、御存じでしょうけれ

ども、その方々の活動拠点になっていたりするものですから、当課としましては、地元を含

めた中で、また以前のような指定管理という形で広げていきたいなという考えはあります。 

○１番（笠井政明君） 了解しました。 

  138ページ、市民農園運営事業ですけれども、起債償還はいつからでしたか。 

○委員長（西塚孝男君） 暫時休憩いたします。 
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休憩 午後 ３時２７分 

 

再開 午後 ３時２７分 

 

○委員長（西塚孝男君） 再開いたします。 

○１番（笠井政明君） 市民農園運営事業に関しては、今の収入予定額と費用対効果的にはあ

るかなというところがあって、起債の部分が今後出てくるので、運営事業費、なかなか削る

のは厳しいところもあると思うんですけれども、こうなってくると歳入の部分でちょっと増

やしていくような形を今後お願いしていかないと、二、三年後とかつらくなってくるかなと

あるので、ちょっとその辺もお願いしますという要望でございます。 

○委員長（西塚孝男君） １番、よろしいですね。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 144ページをお願いします。 

  先ほどの歳入のほうでもあったんですけれども、白田漁港の津波対策の予算計上されてい

るわけですけれども、場所はわかるんですけれども、どういう津波対策の工事をするんでし

ょうか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） これは、静岡県が定めております津波がレベル１という、

150年に１回来る地震に対しての津波の高さと、1,000年規模で１回起きる高さのレベル２と

いうのを想定して、各地域の皆さんに浸水域をお示しして、地域の皆さんはどうしますかと

いうことを諮問していただいたんですけれども、レベル２については、どこの地域もまず逃

げることを考えるということで、レベル１については、施設が必要だというふうに白田の地

域の皆さんは決めて、今回、白田の漁港のちょうど船掲場の後ろに町道があるんですけれど

も、あそこの間口が１メートル高さが足らないものですから、１メートルの高さの防波堤を、

延長で約70メートルで塞ぐ。そのための、新年度については詳細設計と土質調査の予算を計

上させていただいています。 

○１２番（鈴木 勉君） 大体わかる。白田の港は傾斜が上がっているじゃないですか。あそ

こに道があって、こっち側に伊豆急のガード、線路が走っているよね。あそこの海側のとこ

ろに１メートルの防波堤をかさ上げしてつくるという形ね。それは、船揚げ場のほうが、今、

天草の船なんかもあんまりないのかなと思うんだけれども、あの船のものについては、水門

かなんかつくるんですか。 
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○農林水産課長（鈴木伸和君） そのとおりで、水門ではなくて、陸にあるので陸閘というん

ですけれども、陸閘を１基つくらせてもらって、その後、出入りは船揚げ場から道路に出す

という形はします。 

○１２番（鈴木 勉君） そうですか。わかりました。ありがとう。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 140ページの一番下あたりの公園緑地維持管理事業なんですけれど

も、それに関しては、どこに委託しているのか、どのくらいの頻度で草刈りとかそういった

ものをやっているのか、その辺、ちょっと聞かせてください。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） これは４年ぐらい前になりますか、いろんな公園、観光の公

園ですとか、農林水産課が所管する公園がばらばらで発注していたものを、今１本にまとめ

て、東伊豆町の造園事業組合に、全部の施設を年間で維持管理をお願いしています。 

  個々の公園と、その委託内容については、担当の係長のほうから説明させます。 

○農林水産課整備係長（土屋政雄君） 公園緑地の委託している内容について御説明いたしま

す。 

  まず、ツリーハウス、場所的にはツリーハウスの維持管理と、ふれあいの森のトイレの清

掃と、ふれあいの森の草刈り等の整備、花の咲く丘公園の整備と、あとクロカンコースの芝

の広場の草刈りと、あとイベント後の芝の補修、除草等と、あと親水広場と、あとけやき公

園の高木剪定ですとか、観光公園の草刈りの管理委託をしております。 

  観光公園につきましては、町内８カ所、竹ヶ沢、北川、望洋公園、熱川桜坂公園、熱川温

泉のさくらやまパーク、あと八百比丘尼公園となっております。あと愛恋岬公園の細野高原

第１駐車場と、第２駐車場も含まれております。 

  あと、新たに役場の前のもやい石の周辺のところの草刈りも追加してございます。 

  それらのところの草刈り等とか、高木の剪定等を委託している内容、あと清掃もやってい

ただいている内容でございます。 

  以上です。 

○１０番（藤井廣明君） 了解です。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって農林水産課の質疑を終結いたします。 
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  暫時休憩。 

 

休憩 午後 ３時３３分 

 

再開 午後 ３時３７分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより観光商工課の質疑を行います。 

  質疑の対象を歳入全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 32ページの一番大きい金額420万、この観光地域づくり整備事業費

補助金という、県のほうからいただける補助金、これ、どういう内容の補助金なんですか。 

○観光商工課長（森田七徳君） この観光地域づくり整備事業費補助金については、以前は観

光施設整備費補助金という名称で、観光施設を整備する際に補助率が、無料の施設ですと２

分１、有料の施設ですと３分の１、県から補助を受けられるという仕組みが従前からあった

んですが、県のほうの仕組みが変わりまして、今は、観光地景観エリア計画というものを策

定して、そのエリアに入っている場所で観光施設をやる場合には、景観への配慮が必要にな

ったんですけれども、ちょっとそういうふうに補助金の趣旨がモデルチェンジしまして、そ

れに合わせて名称のほうが、今回の観光地域づくり整備事業費補助金ということに変わりま

して、今回の420万円につきましては、歳出のほうで、役場１階の海側の、今、花壇がある

ところに休憩施設、施設といっても、今の花壇のへりを利用したベンチとウッドデッキ的な

ものをつくって、人が滞留できるような場所をつくろうということを歳出に計上してござい

ますが、そのうちの補助対象分の２分１を今回420万円ということで計上をさせていただい

てあります。 

  以上です。 

○１２番（鈴木 勉君） 十分なんですけれども、何か歳出のほうで質疑しようかなと思った

ら、もう言われちゃったかなと思って、残念だなと思っています。 

○委員長（西塚孝男君） 余分なことはいいです。 

  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○委員長（西塚孝男君） 質疑なしと認めます。 

  これより質疑の対象を歳出全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 149ページ、観光地域づくり整備事業、稲取漁港修景広場整備工事な

んですけれども、これが今の県補助の対象の事業でいいかという確認が一つと、以前、全員

協議会で出されたとは思うんですけれども、完成予想図的なやつがあるんですけれども、そ

れから何か変更になった点がないかというところです。あとは、あれ見て気になっていたい

のは、キンメのオブジェはどうするんですかというのがあって、それをちょっと３つ聞きた

いです。 

○観光商工課長（森田七徳君） 以前、委員会のほうで一度配付をさせていただいたので、皆

さんのお手元には一度行っていると思いますが、その際と変更が実はございまして、という

のは、皆さんに一度お配りをさせていただいたときには。 

  皆さん、いいですか、資料配付させていただいて。 

（「はい」の声あり） 

○観光商工課長（森田七徳君） これ、委員会のときに配付させていただいたものと全く同じ

ものでございます。これを一度見ていただいたんですけれども、このときのこの内容で見積

もりをしましたところ、費用が1,500万ほどかかるということになりまして、観光課とする

とこの形でやりたいなということで当初予算、要求したんですが、町長のほうから、ちょっ

と1,500万じゃお金がかかり過ぎるので、1,000万円以内ぐらいでうまいこと調整をつけろと

いう指示がございまして、今ある絵のほうから、パーゴラといって、ちょっと日よけの絵が

あるんですが、このパーゴラのほうは削除させていただいています。延長が当初は30メート

ルだったものを、22メートルぐらいまでちょっと縮めて、それで今の960万円という金額に

調整しておりますので、前回、常任委員会のときにお配りした資料からすると、このパーゴ

ラが削除された形になっています。 

  それと、１点目の質問の、これが先ほどの県の補助事業の対象かということですが、おっ

しゃるとおりで、これが補助対象の事業となっております。 

  もう一点、キンメのオブジェなんですが、今あるキンメの場所よりも、キンメが海側にあ

て海を背景にしたほうが、今はやりのインスタ映えじゃないですけれども、写真を撮るのに

撮りやすいんじゃないかというようなことがありまして、今、直売所の看板が、駅から来る

と正面にどかんとついたんですけれども、その脇にキンメのほうは移設したらどうかという
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ことを、今、計画のほうはさせていただいております。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） キンメの移設の費用というのは、ここには含まれてはいないですか。 

○観光商工課長（森田七徳君） キンメの移設の費用が含まれておりまして、先ほどの歳入が

420万なんで、倍すると840万なんで、840万円が補助対象分で、残りの140万円ほどがキンメ

の移設の費用ということで、この960万円の中に含まれております。 

○委員長（西塚孝男君） １番、よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 146ページ、その中にあるリフォーム振興事業の補助金については

質問していいですか。大丈夫ですね。 

  この700万というのを計上していただいているんですけれども、結構、実績があって、リ

フォームしていく人たちが増えてきているんだけれども、この700万という予算の見込みは

どれぐらいの見込みなのかな。足りなかったら補正を組めばいいというのが出てくるんだけ

れども。 

○観光商工課長（森田七徳君） この住宅リフォームの振興事業については、平成23年度に補

助率が20％に上がったときから、かなり補助件数のほうが増えておりました。ただ、平成29

年度までは、少しずつ件数が減って50件前後ということだったんですが、昨年が、昨年とい

うかまだ現在進行形ですが、平成30年度については71件という、前年が50件だったものです

から、20件程度、補助申請が増えております。 

  一部には、ざっと見ると、21件のうち10件近くは、台風の影響でちょっと屋根がはぐられ

たので、それのついでに、屋根を直すだけじゃあれなんでリフォームしようかなということ

があって伸びたような経緯がありまして、補正予算を２回組ませていただいて、今、現況予

算額1,300万円ありますので、今年度も同じようなペースでいくと、ちょっと700万では足り

ないのかなというところはあるんですが、台風とかなくて50件程度であれば、50件程度あっ

てもちょっと900万円ぐらいはかかるかなと思うんですけれども、当初予算ということで、

20万円満額の補助とすると35件分ということで、今、計上させていただいています。全員が

全員、20万円満額をやるものじゃないものですから、金額が小さい事業があれば、50件近く

はこれでカバーできるのかなというような金額で計上させていただいてあります。 

  以上です。 

○１２番（鈴木 勉君） その下の創業支援補助金というのがあるんだけれども、これは読ん



－65－ 

で字のごとくに、新しく店を開いたりするときの補助金という理解でいいんですか。 

○観光商工課長（森田七徳君） これについては、新規に、店舗でなくてもいいんですけれど

も、事業を新しく起こす方ですとか、あるいは、今やっているお店と別の職種でお店を出し

たいとか、職種がえしたいという方も対象になる補助金で、100万円が限度額で開業資金に

ついて補助金を出すと、そういった補助金でございます。 

○１２番（鈴木 勉君） そうかね。ありがとね。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 148ページ、漁港の賑わい創出事業の委託料なんですが、先ほどちょ

っと企画調整課も絡んでいるところもあったので聞かせていただいたら、ローカルデザイン

ネットワークに業務委託をしますよということで、業務委託リストを企画調整課のほうから

資料提供いただきまして、イベントを年８回というように備考欄に書かれております。具体

的に何を８回やって、この金額なのかちょっと教えていただきたいです。 

○観光商工課長（森田七徳君） 具体的なイベントですが、今まで町内で余りやっていなかっ

たようなイベントを開催して、今まで東伊豆町に目を向けていなかった方に来ていただきた

いというような、そういった趣旨でございまして、内容とすると、漁港を開放してドローン

を飛ばせるようなイベントですとか、流しそうめんのイベントですとか、あとは水上バイク

だとか、サップといってサーフボードを大きくしたような、人が立って乗るようなものです

とか、実際、実現できるかどうかちょっとわからないですけれども、バナナボートですとか、

そういったマリンスポーツの体験会ですとか、あとは、港にキャンピングカーで泊まろうと

いう、キャンピングカーのイベントですとか、あとは、ロゲイニングといって、稲取の町な

かにポイントを設けて、役場前を拠点にポイントをめぐろうというものですとか、あとは、

稲高生が、あったかふぇということでカフェをやっている関係もあって、県内でそういう取

り組みをしている高校がほかにもあるということなので、ちょっと県の協力もいただいて、

高校生のグルメグランプリみたいなものを計画したりですとか、あとは、本格バーベキュー

大会、アウトドアブランドと組んで町営キャンプということで、アウトドアブランドの、例

えば製品の展示会も兼ねたような、そういったことで、ちょっと今までと受入の違ったもの

をやって、ちょっとマーケティング的な意味合いも、どういう方が興味を持ってもらえるの

かなというような、そういうイベントも含まれて、それで４月、６月を除いて、５月から１

月までで８回を計画しております。 

  以上です。 
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○１番（笠井政明君） 了解しました。 

  そこに関して、初年度なのでいろいろ委託をしていくとこういうところあるんですけれど

も、結構、金額が金額なので、これに対して、先ほど言ったマーケティング的なというとこ

ろはあるので、どのような成果目標を立ててやっていくのかということと、どこに対して事

業化ができるのかというのは、ちょっとこの１年でしっかりやっていただきたいと思います。 

  あとは、山田議員からもありましたが、賑わい創出、これどうなんですかね、大綱質疑が

あったので、観光商工課として漁港直売に、さっきのウッドデッキの部分もそうだしという

ところあるんですけれども、これに対して一応質問があるので質問しておきますが、どのよ

うに考えていますか。 

○観光商工課長（森田七徳君） 大綱質疑で、附帯決議との関係性みたいなもので山田議員か

ら御質問をいただいて、附帯決議でいうと、漁協の直売所には、これ以上、支援にお金を使

わないというような、大ざっぱに言ってそういう内容だったと思うんですけれども、今回の

事業に、まず、先ほどの休憩所の整備については、漁協の休憩所のためにやる事業ではなく

て、ここに実際にもたくさんお客さんが朝市も含めていらっしゃっていて、その様子なんか

を見ていると、ジュース一つ買っても腰かけて飲むところがないような状態ですので、そう

いったお客さんの満足度を高めるという意味で、もともと休憩施設が必要ではないかなとい

うようなことを考えていたということと、あとは稲取漁港の道路の整備が終わって、その後、

観光商工課のほうの八百比丘尼の整備ですとか、あとは街灯の整備ですとか、ライトアップ

ですとかを実施して、先日、東に新しく居酒屋がオープンして、６月には熱川でやっていた

氷屋さんがむかい庵の向こうにオープンするということで、ここに人が集まりやすい環境が

だんだんできてきたということもあって、休憩施設が必要だということですとか、さらに、

今までちょっとうちの町の観光マンネリだという声が、かなり旅行業者だとか、交通事業者

なんかに言われているものですから、そういった意味でこういった新しい試みが必要なのじ

ゃないかなというようなことで企画しているものですから、この中でいうと、バーベキュー

なんかやると、あそこで食材をなんていうことが出てくるんだと思うんですが、それ以外に

ついては、直売所は直売所でしっかりしたものを売っていただいて、お客さん集めていただ

いて、せっかく港中にお客さんが集まる環境ができたんで、観光商工課としては、そこでに

ぎわいが、さらにプラスアルファで創出できたらなということで計画をしておりますので、

附帯決議での御指摘には当たらないのかなというようなふうに考えております。 

  以上です。 
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○１番（笠井政明君） これも大綱質疑であったと思うんですけれども、ＤＣの推進事業800

万、それぞれにということで、星空観賞とキャンドルナイトですけれども、これ、金額の内

訳というのは載っていましたか。金額の内訳わかれば教えてください。148。 

○観光商工課長（森田七徳君） これにつきましては、熱川温泉、光と音のシンフォニーフェ

スタと、細野高原、星空観賞会で、双方400万円ずつで800万円ということになっております。

当初、両方からの要望ですと930万円上がってきたんですが、財政状況も厳しいということ

もございますし、できれば観光商工課の観光、これ、事業でいうと、地域観光振興対策事業

に含まれているんですが、できるだけこの中で、このＤＣで増やす部分を吸収して、余り予

算が膨らまないようにということで、その他の観光協会の補助金類を削減したりですとか、

そういったことで何とか予算が膨らまない範囲でということで、要望の930万円を800万円に

町長査定のほうでさせていただいて、地域観光振興対策事業としては、前年比で34万7,000

円の増に抑えるということで、予算編成上も一応、増やすだけではなくて、そういったとこ

ろを工夫して、このＤＣの予算を何とか確保したというような状況でございます。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） あと、これ委託事業なので、デスティネーションキャンペーンの間に

行うんですよね。イベント的には。 

○観光商工課長（森田七徳君） ４月から６月の３カ月間の間に実施します。 

○１番（笠井政明君） 回数は、何回ずつとか計画はされていますか。 

○観光商工課長（森田七徳君） 星空観察会のほうが、４月から６月の13日間の土曜日の夜を

予定しております。熱川のほうが６日間、４月13日の土曜日を皮切りに、４月13日、20日、

５月11日、18日、６月22日、29日の６日間で予定をしております。 

  以上です。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありますか。 

○１２番（鈴木 勉君） 148ページのインバウンドの対策補助金がここに計上されているん

だけれども、この対策する事業というのはどういう事業をするんですか。 

○観光商工課長（森田七徳君） インバウンドについては、実績から申し上げますと平成29年

が１万4,954人だったんですが、平成30年度で、ちょっと１施設まだ回答が来ていないんで

すが、一応２万418人ということで、１万5,000人から２万人に増加をしてございます。 

  今年度も引き続き、2020年度に東京オリンピック・パラリンピックがある関係で、東京、

名古屋、大阪に外国人が一度おり立って、そこからランドオペレーターといって、日本国内
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のどこを回るかということを決めて、そこに宿をとったり、バスの手配をしたりする会社が

あるんですが、そういうところへ町内の宿泊施設と連携して営業を強化するというのが１点

と、もう一点は、今回、29年から30年に向けて5,000人増えた大きな原因が、やっぱり中国

人の旅行者が町内に増えているというのが大きな原因になっておりまして、中国人というと

団体というイメージがあるんですが、今、個人手配の旅行がもう８割で、団体旅行が２割に

なっているということで、その８割のお客さんのほとんどが、エクスペディアだとか、ブッ

キングドットコムだとか、シートリフトだとか、そういうインターネットの旅行サイトで自

分で予約をして旅行の手配をしているものですから、こういったサイトへの町内の施設の掲

載を進めるために、町内で説明会を開催したりですとか、あるいはそういった媒体に東伊豆

町の紹介を、広告費が発生しますけれども載せるですとか、そういうことを主には予定して

おります。 

  また、従前やっていますが、台湾から来ていただいたり、台湾へ行ってゴルフコンペを開

いて、そこに集めた旅行会社さんからゴルフの団体客を送客していただくような事業を主に

は計画をしております。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の事業内容はわかったんですけれども、受け入れる町内に対して

のインバウンド対策としては、各お店屋さんだとか、そういうところに対しての補助金対策

というのは、今回は盛り込んでいなかったということになりますか。 

○観光商工課長（森田七徳君） その点なんですが、今、商工会のほうで、そういった調査事

業を３年間にかけてやっておりまして、例えばどういうチラシが必要だとか、どういうメニ

ューが必要だとか、そういう話になった場合には、ちょっと商工会の調査事業の結果を見て、

商工会を経由するような形になるかと思いますが、そういった部分については今後は考えた

いというふうに思っているんですが、31年度の当初予算のほうには計上のほうはございませ

ん。 

  以上です。 

○１２番（鈴木 勉君） はい、わかった。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１３番（定居利子君） 笠井議員の関連なんですけれども、先ほど課長から整備工事のいた

だいたんですけれども、このベンチの場所なんですけれども、この前には土日になると車が

すごい駐車するんですよ。ここで食事をしたりとか飲み物をということになりますと、やは

り車の間を通ってこのベンチに行くということになると、そこで事故が起きたりとか、車に
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傷がついたとか、いろいろそういう問題等も今後出てくると思いますので、そういう点も考

えていただいてやっていただければなと思いますけれども。 

○観光商工課長（森田七徳君） ちょっと絵がわかりにくいんですけれども、整備するウッド

デッキと車道の間に、歩道は一段高く上げて残るものですから、車が乗り入れたりとかする

ような心配はないとは思うんですが、おっしゃるとおり、車の間から人が出たりというのは、

ちょっと今までも朝市のほうでも接触事故が起きたりしていますので、直売所ができて休憩

施設ができると、なおさら動線がどうなるかというのは、やっぱりうちのほうでも心配をし

ておりますので、実際に直売所がオープンして、施設を整備して、そういう問題が出てくる

ようであれば、何らかの注意を促すような対策が必要かなというふうに考えておりますので、

その辺についてはうちのほうも注意をしていきたいというふうに思います。 

○１３番（定居利子君） 土日になりますと朝市があり、直売所がありますと、本当、車を駐

車するスペースがほとんどないような状況になりますので、例えばこのベンチを使うという

お客さんも大勢いるかと思いますので。本当はこの前に車を置かないで、ほかのところへ置

いて、それで海でも見ながら自然を鑑賞するという光景があれば一番いいんですけれども、

駐車場がないということの中で、そういう整備等、交通事故が起きないように配慮していた

だければなと思います。 

○観光商工課長（森田七徳君） その辺は、漁協さん、朝市の出店者組合の皆さんとちょっと

話し合いをしながら、できるだけ注意していきたいというふうに思います。 

（「委員長、ちょっと休憩してくれる」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） はい、暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時０２分 

 

再開 午後 ４時０４分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じて再開します。 

○１２番（鈴木 勉君） 148ページで、雛のつるし飾りのイベントの補助金とロケの補助金

があるから、ちょっと別々にお話を伺いますけれども、計上されている金額というのが、私

としたら、この当初金額はちょっと少ないんじゃないかなという気持ちもするわけです。雛

の飾りも、おかげさんで今、３年目かな、４年目に入ったのかな。天王様も多くなってきた
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りして、結構、誘客的には非常に機能しているもので、明神様のところも結構見てくれる人

も増えたりしてくる。そういう形の中で補助金だろうと思うんだけれども、金額的には、こ

の当初予算で計上されている金額というのは、ちょっと私はもう少し大きな金額になって、

祭りの拡大、その見せる部分の拡大、工夫なんかにも金を使っていただいていきたいなとい

う気持ちがするんですけれども。 

○観光商工課長（森田七徳君） これはあくまでも補助金なものですから、補助を受けるほう

が、こういう企画をしました、これについてちょっと資金が足りませんという話があっての

補助金なものですから、現時点では、この50万円も３分の２は県の市町村振興協会のほうか

ら支援をいただいているんですが、今やっているこれについては、あくまでもひな壇飾りを

始めるときの設備投資に50万円必要だということで始めて、その後、ちょっと危ないところ

があって、区から要望があって手すりをつけたりだとかということでやっているものですか

ら、ちょっと町のほうから、補助金をどんどん出してやるからもっとやれよというような、

そういうなかなか御時勢でもないものですから、もちろんこれに関して何かてこ入れが必要

で、旅館組合に観光協会が、こういうものをやりたいというしっかりした計画を持ってくれ

ば、観光課とすると、そのときには検討させていただきたいなと思いますが、ちょっと今の

予算状況ですとそういう状況ではないのかなというようなことで据え置きになっております。 

○１２番（鈴木 勉君） よろしく、そのときが来たときにはまた配慮してやってくださいと、

お願いして終わりますけれども。 

  その下のロケの誘致、今、自治体においては、これを非常に力入れて推進している自治体

があるわけですよね。我が町も年々増えてきたんじゃないかなと思うんだけれども、この80

万という金額で、構想的には足りるからやっているんだろうと思うんだけれども、今後、増

額という形だって、前年比較としたらこれ、増えているの。 

（「減っています」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 減っているんだよね。残念だね。 

○観光商工課長（森田七徳君） 今のロケ支援の補助金の80万円ですが、昨年度は100万円、

当初予算に計上をして、途中で補正予算を組ませていただいて、実績としますと平成29年度

は134万円を支出しております。ただ、平成30年度の現時点での実績が47万円にとどまって

おります。 

  これはロケ件数が減ったということではなくて、ロケ件数は29年度が54件で、30年度も現

時点で57件で、まだまだ今月末までにもう二、三件、ロケが来そうな様子ですので、ロケ件
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数は増えているんですけれども補助金の申請が減っているということで、これについては、

見ていますと、ロケをやるロケ隊というかロケの製作会社が、物すごい過密なスケジュール

で動いているものですから、ここでロケをして、次の日にはもう遠くまでロケに行くという

ことは、補助申請の手間が、10万円のうち５万円、６万円の補助申請をするいとまもないと

いうような様子が見てとれるのと、あとは、ある程度の会社になると、ロケの補助金をもら

うと、補助金が入ったことによって会社の経費がちょっと複雑になるらしいです。それを嫌

って補助をしないようなところもあると担当から聞いているものですから、ロケの件数が減

っているのであれば、もう少し補助制度をいじって補助金がとりやすいような、相手からと

って受け取りやすいような補助金制度に制度を変えることも考えられるんですけれども、現

時点で、補助申請が減って件数は増えているものですから、当面の間はちょっと今の形で様

子を見させていただいて、ロケ件数が減ってくるようなことがあれば、補助金の限度額を引

き上げるだとか、そういった何か対策を考えないといけないのかなというふうには思うんで

すが、ちょっとそういう事情がございまして、今年度100万円の予算額を消化できそうもな

いものですから、新年度については20万円の減額とさせていただきました。 

  以上です。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の話、聞くと、大きなロケ隊と小さなロケ隊との差がそこに出て

くるんだろうと思うんだけれども、向こうにしてみれば、自分の事業費で全部やるから、町

へと申請する手間だとかいろんなこと考えると、しないよというのは今の話なんだけれども、

この推進という事業費の形からすると、そういうところに弁当の配付もそれも一つなんだけ

れども、逆にＰＲ、この町に来てくださいというＰＲにこの金というのは使えないのかね。 

○観光商工課長（森田七徳君） これは今の要綱ですと、ロケをしたときに町内で消費したも

のに対しての補助金、あくまでも補助金なものですから、それを使って町がＰＲするという

のは、この補助金を使ってというのはちょっと無理だと思います。 

  以上です。 

○１２番（鈴木 勉君） はい、わかった。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 148の海浜プール補修事業、これはどこのプールをやるのか、どうい

う内容をやるのか、ちょっと教えていただきたい。 

○観光商工課長（森田七徳君） 148ページに設計がありまして、150ページに330万円の補修

工事が計上してございますが、これについて今、残っているプールが、稲取と熱川の両プー
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ルということで、毎年この両プールについて、営業終了後に傷んだところですとか要望点を、

指定管理をしている両協会から聞き取り、立ち会いをして、設計士にも立ち会っていただい

て、次年度の設計をする形になっておりますが、新年度については、一番金額の大きい主な

内容ですと、熱川のプールについては、海水の井戸を掘って井戸から水を上げているんです

が、水が海水ということで、かなりポンプですとか、給水管の、用水管の傷みが激しいので、

この交換と、あとクリーニングのほうを熱川については予定しております。 

  稲取については、海の中から直接水を上げているものですから、台風なんかが来ると、水

を上げている場所がぐしゃぐしゃになってしまうというのと、あとポンプアップをすると、

ポンプがとまったときに配管の中の水が海に抜けていかないように逆流防止弁がついている

んですが、その逆流防止弁の働きがちょっと悪くなってきているものですから、それを交換

する予定となっています。 

  弁については、そんなに大した金額じゃないんですけれども、海の中にバックホウという

ショベルカーをおろして仕事をしなきゃいけないものですから、そういう関係で、大体両方

合わせると300万円ぐらいかかる予定となっております。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） 了解しました。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。いいですか。 

（「ありません」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって観光商工課の質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時１３分 

 

再開 午後 ４時１５分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  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） 
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○委員長（西塚孝男君） 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めました。 

  本日はこれにて延会します。 

  なお、３月13日は午前９時30分より会議を開きます。よろしくお願いします。 

  御苦労さまでした。 

 

延会 午後 ４時１５分 
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開会 午前 ９時３７分 

 

○委員長（西塚孝男君） おはようございます。ただいまの出席委員は６名で、委員定数の半

数に達しております。よって、一般会計予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。 

  引き続き、議案第21号に対する質疑を行います。 

  これより建設課の質疑を行います。質疑の対象を歳入全般とします。 

  質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） ページ22を開いてください。 

  この中に河川の使用料が116万6,000円計上されているんです。これはどういう内容ですか、

教えていただけませんか。 

○建設課長（桑原建美君） 河川使用料につきましては、町が管理する青線、河川がございま

す。そこに、例えば家が１軒あった場合に進入路等で車・人が通れるように河川上に工作物

としてつくった場合に、面積に応じて使用料を徴収するんです。一応、116万6,000円の根拠

としましては、特に一般住民の方が多いんですけれども226件の実績もございます。そうい

う金額を計上させていただいております。 

○１２番（鈴木 勉君） はい、わかりました。 

  その下にあります同じページですけれども、汚水のこの処理の使用料、これは例の委員会

でもやっていただいた新たな問題だろうと思うんですけれども、これについて、この間の委

員会では値上げになって、この当初予算になっているんじゃないかなと思うんだけれども、

地元の方たちの意見というのは、その値上げに対してどうですか。 

○建設課管理係長（鈴木尚和君） この間、承認いただきまして納付書と一緒に通知を出させ

ていただきました。その関係で連絡が来るのかなと思っていましたが、連絡が全く１件もご

ざいません。 

○１２番（鈴木 勉君） ということは、この件に関しては、もう値上げに対して了承された

から継続してやるという、そういう理解でいいですか、当初予算に。 

○建設課長（桑原建美君） もうこの30％値上げさせていただいたわけなんですけれども、も

うこれでやっていくしか運営の仕方がないもんですから、もうこれは御理解も当然ながら納
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得してもらわざるを得ないというか、強い意志を持っています。 

○１２番（鈴木 勉君） そうですか。わかりました。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑はありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 25ページのところ、この下のほうの土木費の国庫補助金なんですけ

れども、これがかなり大幅に増えている、社会資本整備総合交付金っていうんですか、これ

がかなり増えていることの要因のほうを教えていただけますか。 

○建設課長（桑原建美君） 主に増えた原因といいますのが、平成25年の改正道路法によりま

して、東伊豆町の抱えている橋を５年ごとに点検をし、その結果に応じて修理をしなければ

ならないという義務づけをされました。来年度から本格的にそれにかかるわけなんですけれ

ども、大きく増えましたけれども橋梁の補修の設計を４橋行います。これが事業費2,200万

円の55％補助で1,210万円あります。次に、橋梁の、今度、工事のほうに入ります。それ５

橋ございまして、補助対象事業費が１億6,800万円、この55％補助で9,240万円、これが主に

この問題が大きくなった要因でございます。 

  以上です。 

○委員長（西塚孝男君） 10番、よろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） はい、わかりました。 

  それに関連して。 

  前に聞いていたと思うんですけれども、その橋梁を調査するという４カ所、調査のほうの

４橋、どことどこだか、ちょっと。 

○建設課長（桑原建美君） 歳出のほうでまた御説明しようかと思ったんですけれども、委託

設計としましては、大川遠笠山線に存在する高根橋、同じく大川遠笠山線に存在する霊友橋、

大川臨港線に存在する大川臨港第二橋、あと旧大川小学校下の下谷戸線に存在する下谷戸橋、

これは伊豆急行線をまたぐ橋のことです。この４橋を来年度設計委託をかける予定でござい

ます。 

○１０番（藤井廣明君） 了解です。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） すみません。ちょっと内容だけ教えていただきたいんですが、32ペー

ジの国土調査費補助金が、これの内容だけ教えてください。 

○建設課管理係長（鈴木尚和君） これ地籍調査に関する国土調査費の補助金となっておりま

す。 
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○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

○１番（笠井政明君） はい。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 質疑なしと認めます。 

  これより歳出全般とします。 

  質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 160、公園の関係をちょっとお伺いしたいと思います。 

  一般質問とかでもずっとやらせてもらっているんですけれども、都市公園の維持管理事業

ですね。これ、まず何カ所ぐらいの、とりあえず修繕費は上がっているんだけれども、撤去

とかそういう場所とか。 

○建設課管理係長（鈴木尚和君） 都市公園については３カ所です。白田の中央公園、白田親

水公園、片瀬にある渕ノ川公園、この３カ所になります。公園の遊具の撤去費等については、

昨年ちょっと撤去させていただいたんですけれども、今年度については特にないです、あり

ません。１公園５万円程度の修繕ということで15万円の修繕料を計上させていただきました。 

○１番（笠井政明君） そうですね。とりあえずそんな感じなんですけれども、中央公園とか

は結構物はないんですけれども、下が御存じのとおりだと思うんですけれども、いろいろイ

ノシシ等に荒らされていて、あの辺の対策とかは課としては何かないんですか。 

○建設課管理係長（鈴木尚和君） 一応パトロールを実施しまして、足で踏み固めたりするこ

とによってイノシシとかが寄ってこないような感じを受けています。昨年、防災訓練のとき

に大分荒らされたということでちょっと地盤を固めさせていただいて、それからパトロール

を定期的に実施しています。その関係で今のところ被害はありません。 

○１番（笠井政明君） 了解です。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 158ページをお願いできますか。この中に河川の改修工事として、

上赤川と湯ケ岡の山田線と湯ケ岡の赤川線、これについて場所だとかどのような工事をなさ

るのかをちょっとわかれば教えていただきたいと思います。 

○建設課長（桑原建美君） 上赤川改修工事については、これは継続事業で行っておりますが、

奈良本の小林住宅入り口から上流に向かって施工してございまして、施工内容としましては

コンクリートブロックによって両岸の保全等を行っております。昨年26年度から実施してお
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りまして、今年度末で87.6メートル完了しております。進捗率にしますと71％完成をしてお

ります。 

  続きまして、湯ケ岡山田水路改修工事ですが、これは電源立地のほうの440万円を歳入に

充てておりまして、場所は白田の小ノ澤板金さんから湯ケ岡の郷に向かって施工しておりま

す。内容は既製品の側溝で水路の内側の幅が1.2メートル、高さが0.8メートルの側溝を据え

つけております。来年度実施延長が16メートルと予定しておりまして、この事業は平成27年

度から実施しており、全体延長180.5メートルのうち今年度末で72.2メートル、進捗率でい

きますと39％終了しております。 

  続きまして、湯ケ岡赤川線改築事業付帯工事ですが、これは平成31年度から新規事業です。

場所は大川に渡りまして、現在、県代行事業で湯ケ岡赤川線の拡幅改良工事を行っていただ

いておるんですけれども、その道路内の水が大川のアイワ電気さんの横の河川に落ちる形に

なるんですが。 

○１２番（鈴木 勉君） これ湯ケ岡って書いてあるよ。 

○建設課長（桑原建美君） 湯ケ岡赤川線というのは、奈良本から大川に向かって走る路線が

あるんですけれども。 

○１２番（鈴木 勉君） あ、そうなの。ごめんなさい。すみません。 

  ごめんなさい。説明受けながら場所がちょっと理解できなかったんだけれども、この線と

いうのは道という意味の線ですか。 

○建設課長（桑原建美君） 申しわけございません。そのとおりです。 

○１２番（鈴木 勉君） そういうことね。わかりました。すみません。課長のほうお願いし

ます。 

○建設課長（桑原建美君） 申しわけございません。ちょっと別のほうの資料で。 

  今現在、県代行事業で湯ケ岡赤川線というのを拡幅改良を行っております。その路面に降

った雨水が大川のアイワ電気さん御存じですか、その横の河川に落ちるような形になります。

その護岸を整備したく、来年度に計上させていただきました。内容としましては、やはりコ

ンクリートブロックにおいて右岸左岸両方を整備する予定です。 

  以上でございます。 

○１２番（鈴木 勉君） 今説明を受けまして、大体自分たちの頭の中でそれなりに場所が特

定できて、今その２番目の小ノ澤さんのとこの側溝、あれは結構、湯ケ岡のほうの川のほう

じゃなくて施設のほうにあるあの川のことですよね。そこら辺もすごく水量が多いとこじゃ
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ないですか、あそこら辺も、だから、なかなか大変だけれども頑張っていただきたいなとい

う気持ちになりますし、アイワさんのとこの横の川はすごく急流で、大雨が降ると上からご

ろごろといって大きな石まで転がってくるという、そういう地域でも寝てられないよってい

うぐらいの、すごく雨が降ると急流になるというところだから、そういうところも善処して

やっていただきたいなと思います。ありがとうございました。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○６番（内山愼一君） 152ページの地籍調査の業務委託なんですけれども、これは町の中で

全体のどのぐらいが調査が終わっているかどうかというところが１つ聞きたいことと、今度

の場合はどこを中心にやるのかどうか、その辺のことを伺いたいということ。 

  それから、もう１点、160ページの生垣の補助金について10万円が計上してあるんだけれ

ども、それについて去年あたりの実績がどうだったかどうか、今年の見込みは何件ぐらいあ

るのかどうか、その辺の２つお伺いします。 

○建設課管理係長（鈴木尚和君） 全体の面積なんですけれども、30年度については0.05平方

キロです。それで進捗率については全体が津波浸水区域という中でやっていますので、全体

の地籍調査をやる箇所につきましては答えられませんけれども、30年度については0.05平方

キロです。 

○建設課長（桑原建美君） 申しわけございません。今、係長が申し上げましたように、現在、

東伊豆町においては浸水区域を主にやっていこうという中で、ちょっと今、全体の面積を持

ち合わせていませんので、後ほどその辺の数字については提示させてください。 

  次に、生垣づくりの補助金の10万円につきましては今年度の実績はございませんでした。

一応、来年度も防災上の観点からブロック塀を撤去した後に生垣を残していただきたく、一

応１件分を見込んで計上してございます。 

  以上です。 

○６番（内山愼一君） 今の回答で津波の浸水区域ということだけれども、実際にはそういう

部分じゃないところもあると思うんだけれどもね。津波の浸水部分じゃないところ、地籍の

まだないところもあると思うんだ。その辺の内訳のことは逆にわかりますか。 

○建設課管理係長（鈴木尚和君） とりあえず津波浸水区域については約10年ほどかかる関係

で、その近くになりましたら、その浸水区域外のところについて、どういうふうに地籍調査

を実施していくのかというのは今後検討していかなければならないと思います。 

○６番（内山愼一君） 了解。 
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○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 165ページの住宅耐震化事業ということなんですけれども、これは

進捗率というか、何％ぐらい進んでいるかということを伺いたいんですけれども、どうでし

ょう。 

○建設課長（桑原建美君） これは主に昭和56年度以前の耐震性能がない家屋についての事業

でございます。これについて、例えば東伊豆町全体で昭和56年度以前の木造住宅が何件ある

かというのを正直、今、資料持ち合わせございませんので、それをまた後ほどちょっと課に

戻りまして御提示させていただければと思います。 

○１０番（藤井廣明君） 了解です。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 170ページお願いできますか。一番下にありますこのブロック塀の

耐震の補助金の35万円なんですけれども、今、皆さんも私たちもみんな心配しているんだけ

れども、町内においてのブロック塀というものが非常に危険箇所としてのものがどれぐらい

ピックアップされているのかと思っているんですけれども、そこら辺はわかりますか。 

○建設課長（桑原建美君） 建設課といたしましては、町道沿いにある危険な部分については

パトロールのほうをさせていただきました。その際に危険なところというのは、稲取小学校

が今現在施工しておりますけれども、そこがピックアップされましたが、ほかについては一

応、係長と僕が担当職員でパトロールしてくれまして、私どもが管理する道路構造物として

のものはないというふうな状況でございます。 

  ただ、個人のお宅というのは正直なところ把握できていないのが実情なんですが、その辺

の中で、大阪の震災で女子児童が亡くなったというのがありましたので、一応その辺の啓蒙

活動はして、こういう補助制度を作らせていただいたというのが実情のところです。 

○１２番（鈴木 勉君） 公共施設の場合は、今、課長さんが言われたような形の中で早急な

対応というのが必要なんですけれども、あとは自分たちも民間のところの所有している、個

人が所有しているとこについても、やはりブロックの危険性というのは非常にあるわけじゃ

ないですか。そういう中でこういう補助金を設けて、すごくそういう個人的には負担が大き

くなるから、なかなか難しいんだけれども、やはり危険を回避するという意味では改修を促

していくとかというのも大事な仕事だろうと思うので頑張っていただきたいなと思います。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１３番（定居利子君） 156ページですけれども、道路新設改良事業、これ昨年大幅に増に
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なった要因をお願いします。 

○建設課長（桑原建美君） 先ほど歳入のほうで藤井議員さんのほうに御回答したとおり、平

成25年の改正道路法によりまして、東伊豆町が抱えている橋梁を延命化しなければいけない

というようなことになりまして、一番大きな要因としましてはやはり橋りょう補修設計業務

委託料、これが2,640万円、これは４橋、先ほど言われた橋の設計業務を発注いたします。 

  次に、下から３番目の橋りょう補修工事、これが１億8,200万円ですか、これは工事を５

橋実施いたします。場所につきましては黒根にございます黒根橋、昭和55年に建設されたも

ので延長が92メートルございます。次に、白田浄水場の下にございます堰口橋、これが昭和

31年度に建築されたもので、延長が18.8メートルございます。次に、熱川駅前にあります駅

前橋、昭和７年に建築されたもので延長が21.5メートルございます。続きまして、場所は大

川になりますが湯ノ沢草崎線に存在する大川橋、昭和37年の建設で延長が21.5メートル。次

に、奈良本にあります第一青柳橋、昭和44年の建設で延長17.4メートル、この５橋をまずや

るということで、この辺が一番大きく膨れ上がるというものです。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

○１３番（定居利子君） 橋梁の補修工事ということは、これは一般質問等でも挙げられてい

まして、徐々に町長もやっていかなきゃならないということで、今後これだけ大きな予算が

かかってくると思いますので、徐々にやっていただきたいなと思います。 

  それと入谷天城１号線改良工事はどこからどこまでの、来年度はする予定をされています

か。 

○建設課長（桑原建美君） これは稲取入谷地区のハンターさんから賀茂農林事務所に今現在

ワイン工場のほうに抜けている農道整備をしてございます。そこの交差点までの約300メー

トルを、延長300メートルを今年度で完了する予定でございます。これも財源的には社会資

本の50％を当て込んでございます。 

○１３番（定居利子君） ハンターさんから今度ワイン工場まで、来年度ですか、道が開通す

るということですね。 

○建設課長（桑原建美君） ちょっと口下手で申しわけございません。ハンターさんから横坂

さんのお宅の下のあの交差点までの約300メートルを実施完了です。横坂さんの下からワイ

ン工場へ抜けるのは県の賀茂農林の仕事です。申しわけございません。 

○１３番（定居利子君） あそこで農協の倉庫のあるところから、結局ハンターさんの横にあ

りますね。あそこからずっと小峠さんのところを通って横坂さんのところまでがということ
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の意味ですね。そういうふうに言ってくれればわかりますけれども。それが延長でワイン工

場のところまで抜けますよという意味を先ほどおっしゃったんですね。はい、わかりました。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって建設課の質疑を終結します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時００分 

 

再開 午前１０時０４分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  これより防災課の質疑を行います。 

  質疑の対象を歳入全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

  暫時休憩。 

 

休憩 午前１０時０５分 

 

再開 午前１０時０５分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ再開します。 

○１２番（鈴木 勉君） 32ページにございます緊急地震と津波対策等交付金という県からの

補助金があるんですけれども、これの対象は白田の津波対策ですか。 

○防災課長（竹内 茂君） これについては、うちのほうの資機材整備とかが入っておりまし

て、基本的には今言いました資機材整備が中心になって、アルファ米とかそういうものを買

うものが基本的になります。 

○１２番（鈴木 勉君） そっちの交付金ね。はい、わかりました。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 質疑なしと認めます。 

  これより歳出全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 161から162にまたがっての常備消防費というのが1,100万円ほど減

額になっているんだけれども、この要因は何ですか。 

○防災課長（竹内 茂君） これにつきましては、平成30年度にうちの派遣職員の消防署員の

退職者がちょっと多かったもんですから、その分が大幅な減になっております。 

  以上です。 

○１２番（鈴木 勉君） ちょっとごめん。ちょっと休憩してくれますか。 

 

休憩 午前１０時０９分 

 

再開 午前１０時０９分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  質疑ありませんか。 

○６番（内山愼一君） 164ページの19の06消防団運営活動補助金というのは、この内容はど

ういうのやったっけ。 

○防災課長（竹内 茂君） これにつきましては、消防団の各蔵置場の維持管理、光熱水費等

が主な内容になっています。 

  以上です。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

○６番（内山愼一君） はい。よろしいです。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 168ページの防災施設等整備事業の中の食糧費というのがあるんです

けれども、これはあれですか、災害時のさっき言ったアルファ米とかの部分で使用するとい

うことでしょうか。 

○防災課長（竹内 茂君） それについては、先ほどもお話しさせていただいたアルファ米を、

今回、ここ何年間か買っていなかったものですから、その分の食糧費になります。 
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○１番（笠井政明君） ちょっとこの関連というか、確認をさせてもらいたいのがあって、ち

ょっと予算とあれかもしれないですけれども、今、小学校とか中学校とかに防災用の備蓄と

いうのは生徒数分とか何日分とかって、防災課はキープしていたりとかしていますか。 

○防災課長（竹内 茂君） 生徒ということではなくて、あくまでここは避難所ですから、避

難する方、生徒も含めて一般住民も含めた形の備蓄数の幾つかを置いてあるようにはしてあ

り、ただ、今、在庫数が想定の数は行ってませんので、ちょっと数的には少ない１日分程度

のものしか、今、備蓄はされておりません。 

○１番（笠井政明君） すみません。何でそれ聞いたかというと、ちょっときのう熱川で統合

になって教育委員会がＰＴＡの懇親会があって、熱川小学校の進士校長が熱川の小学校内に

ある防災倉庫に物が何も入ってないよという話をしていて、熱川に関しては図書館に少しあ

るんじゃないですかみたいな感じで教育委員会が言っていたので、ただ先生たちもさっき言

ったように、昼間被災したときにどこに何があるかとか、どういうものがあるかというのは

ちょっと把握ができていないかなというのがあったので、来年度以降こういうのでやってい

くんであれば、プラスアルファで教育委員会と学校と防災課も寄って、どこに何があって、

どれだけの分が必要かとかいうのを把握して整備を進めてほしいと思います。 

○防災課長（竹内 茂君） その備蓄につきましては、熱川小学校には備蓄倉庫というのは基

本的にないもんですから、今言われた図書館の下に備蓄をしております。それについては、

教育委員会と、前、熱川小学校の防災講座教育のときにその話は先生方にしてあって、今年

も５年生だか４年生が図書館の下の備蓄について確認をしてあります。 

○１番（笠井政明君） そこのところで、ちょっときのう話した教育委員会もあると思うんで

すけれどもみたいな感じだったんで、そこのところが、どうしても年数たつと変わっていっ

ちゃうので、熱川小学校も去年校長先生変わっているので、そういうときは重点的に再度確

認という形でよろしくお願いします。 

○防災課長（竹内 茂君） 今言われたように、当然、定期的な異動がありますので、その辺

は真摯にしていくように取り上げたいと思います。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 164ページの下から４行目ほどにある消防団員の自動車運転免許取

得費補助金というのがあるんですけれども、例えば消防団員で免許がないという方はいない

と思うんですけれども、そこからもっと、例えば大型とか特殊車とかそういったものを取る

ための費用というふうに理解していいですか。 
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○防災課長（竹内 茂君） これについては、今、町の消防車両が免許制度の改正によって乗

れない団員が増えたものですから、一応、準中型以上の免許を取得していただくための予算

措置となっております。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） ちょっと休憩しても。 

○委員長（西塚孝男君） 暫時休憩。 

 

休憩 午前１０時１５分 

 

再開 午前１０時１６分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ再開いたします。 

○１３番（定居利子君） ちょっと細かいんですけれども166ページ、15の01防火貯水槽解体

工事、これはどこか１カ所なのか２カ所なのか。それとその下の19の01消火栓等設置管理負

担金はこれ何カ所なのか。 

○防災課長（竹内 茂君） まず防火貯水槽の解体なんですが、これ大川地区で１カ所になり

ます。小学校に山側のところに古い防火水槽があるんですけれども、それ、今現在使われて

おりませんので、それを解体する１カ所になります。 

  それと、消火栓設置工事につきましては、消火栓については水道課のほうで設置工事とい

う形をとっておりますので４カ所、水道工事の配管の工事の布設がえに伴った移設がえにな

ります。 

  以上です。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

○１３番（定居利子君） 大川はこの１カ所を解体するということで、ほかに設置するという

予定はないんでしょうか、近くにするとか。それと、今、水道課が４カ所ということで、場

所はどこかはわかりませんか。 

○防災課長（竹内 茂君） まず、あの周辺では防火水槽とか、その横に消火栓がもうありま

すので、防火水槽がなくても対応ができる。あと第１分団の器具置場の前に飲料水兼用があ

りますので、その辺で今対応という形になっています。 

  それと、水道課のほうにつきましては、片瀬の都市計画内、それから熱川の浜田線という
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ところになります。それと入谷天城１号線、それと町道天神原の施設内で、その４カ所にな

ります。 

○１３番（定居利子君） はい、了解です。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって防災課の質疑を終結します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時１９分 

 

再開 午前１０時３４分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  これより教育委員会の質疑を行います。 

  質疑の対象を歳入全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 22ページをお開きいただきたいと思います。 

  この中に一番下のほうの総合グランドの使用料と学校の施設の使用料と町立体育館の使用

料が計上されていますけれども、この点について１つずつ聞きたいと思います。 

  この総合グランドの使用料というのは、総合グラウンドというのは場所はどこなんですか。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 総合グラウンドというのは、いわゆる野球場といわれ

ている、給食センターの横の施設になります。 

○１２番（鈴木 勉君） はい、わかりました。 

  今言われた総合グラウンドの利用者というのはどれぐらいありますか。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 総合グラウンドですと、29年度が年間の数字が出てお

りますので、利用者数が野球場のほうで4,974名、新グラウンドのほうが614名となります。 

○１２番（鈴木 勉君） ありがとうね。結構、野球なんか使うから人数が多いから、使用料

の金額は小さいんだけれども多くの人たちが利用していると、そういう意味でいいよね、こ
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こね。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 利用日数で申しますと、野球場のほうが119日です。 

○１２番（鈴木 勉君） 同じようなことを聞くんだけれども、この学校の施設の使用料とい

うのは、外の照明されたグラウンドだとか体育館なんかも含まれての使用になるわけですか。

同じようなことを聞くんだけれども、体育館の使用とかグラウンド、サッカーの子供たち結

構使って、稲取の場合ですけれども、小学校の場合、そういうのを見受けられるんだけれど

も、それやはり今同じように、使用回数だとか人数がわかればお願いできます。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 稲取小学校のほうから申します。体育館のほうで言い

ますと、稲取小学校の利用が584日の１万8,378名、稲取小学校グラウンドのほうでいきます

と81日の2,145名。稲取中学校のほうですが体育館は544日、これ半面半面で使いますと１日

でも２日分という形になってしまいますので544日の9,803名。稲取中学校グラウンドは使用

がありません。熱川小学校が体育館が373日の5,305名、熱川小学校グラウンドが16日の705

名。続きまして、熱川中学校です。体育館のほうが390日5,125名、熱川中学校のグラウンド

が48日616名。大川小学校はグランドだけ、その当時は利用がありまして４日の160名という

ことで、体育館の合計ですと３万8,611名、グラウンドのほうですと４万2,278名という合計

数になります。 

○１２番（鈴木 勉君） ３番目の町立体育館、例のあの体育館だったと思うんだけれども、

そこの使用料が高いんだけれども、これは今言った同じようなことを聞くんだけれども、町

内の方と町外の方との使用が結構違うんじゃないかと思うんだけれども、そういう率はどう

なんですか。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 体育センターで申しますと、利用日数が522日、利用

者数が１万8,842名、そのうち町内が3,546名、町外ですと１万1,296名となっておりますの

で、町外のほうが大分多いようになっております。 

○１２番（鈴木 勉君） 場所によって町外の方が使ってくれているんだけれども、町外の方

が使うというその目的、あそこになぜ来てくれるのかという、そういうセールス的なものも

行っているのかなということを伺ってみたいなと思うんですけれども。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 積極的に教育委員会が対外的な宣伝活動というのはし

ておりませんけれども、今まで小規模の宿泊施設の方に合宿の利用などをしていただいて、

御利用しやすいようにいろいろ利用者を増やすための方策といいますと、利用しやすいとか、

予約のとりやすいような仕組みで、こちらから声かけたりすることはございません。何日か
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ら予約がスタートしますよとか、そういったことはやっております。 

○１２番（鈴木 勉君） はい、わかりました。ありがとう。 

○委員長（西塚孝男君） 体育館の使用についてですけれども、いわゆるよそから来る学校な

んかは年度の事業計画のもとで出してくるわけですよね、合宿とか。そうすると、今の町の

説明だと１カ月前ですか、使用料の許可の。そういうのだと、そういうところをよその地区

の人のために見直しすることはならないのか。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 町立体育センターで申しますと、予約は４カ月前から

スタートいたします。ただ、学校の体育館ですと、今は町外者向けには貸し出しをしており

ませんので、よっぽど緊急の場合はちょっと精査が必要ですけれども、それ以外は、今、貸

し出ししておりません。 

○委員長（西塚孝男君） ４カ月前というと、いわゆる３月の大体、皆、来年度予定って３月

までに決めて出すと、８月の予定とかを夏休みの予定は４月に入ってからじゃないととれな

いという、今の４か月前というとそうなるわけですね。それだとなかなか決めにくいという

ようなレスリング協会とか盛んに稲取地区で使っている、そういうスポーツやっている人た

ちも、やっぱりもう少し早めな対応はどうかなというような声が。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 今後につきましても、皆様の利用形態等聞きながら、

御要望に沿えるような検討を重ねていきたいと思いますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 42ページの27番、ＡＬＴ等居住負担金ってやつなんですけれども、ち

ょっとこの内容を教えていただきたい。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） ＡＬＴの居住負担金につきましては、１万5,000円の

12カ月を用意してございまして18万円ということになっておりますけれども、こちらは家賃

補助にしております。 

○１０番（藤井廣明君） そうしますと、それ何人を想定しているんでしょうか。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） ただいまＡＬＴとして活動をしていただいている方は

１名です。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○６番（内山愼一君） 32ページの７番の社会教育費県補助金、学校支援地域本部事業補助金

については、この事業の内容というのをとりあえず。 
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○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 町内全小学校の子供たちの見守り活動というのを主に

実施しております。実施中の活動でいきますと、下校時の見守り活動として見守り隊を結成

していただいて見守っていただいているのと、あと学習や遊びの見守りですとか、学校内に

入りまして、宿題やドリルの支援のほうをやっているということです。 

○６番（内山愼一君） はい、わかりました。 

○１２番（鈴木 勉君） 36ページをお願いできますか。 

  寄付金の中について、ちょっとお伺いしたいんだけれども、教育費の寄付金がもう廃目に

なっているんですけれども、これはどういう形の中での廃目になったかをお聞かせ願えます

か。 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） この寄付金なんですけれども、ここ最近もう寄付

がないというところで廃目にさせていただいたんですけれども、歳入ですので、もし寄付が

あったときには補正なりで計上をして対応が可能ですので、当初予算は今まで課目存置しま

したけれども、これなくても対応はできますので、今回廃目にさせていただいています。 

○１２番（鈴木 勉君） ちょっと休憩してくれませんか。 

○委員長（西塚孝男君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時４５分 

 

再開 午前１０時５２分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 22ページの幼稚園使用料と預り保育の使用料なんですけれども、若干

ですけれども、稲取、熱川ともに使用料が増えているんですけれども、預り保育は減ってい

るんです。これは、あれですか、子供の人数からの試算でよろしいですか。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） そのとおりでございます。使用料の見込みにつきまし

ては、稲取幼稚園で29名が第１子、第２子が９名という形で見込んでおりまして、熱川幼稚

園につきましては第１子が35名、第２子が14名という形で見込んでおりますので、昨年より

若干増えております。 

○１番（笠井政明君） これは第１子、第２子のあれがあるので、若干毎年変わると思うんで
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すけれども、人数的にはやっぱりちょっと減少傾向にはある感じですか。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 実際には最近の入園数を見ますといろいろな影響で減

少傾向にはございます。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 微々たる金額なんですけれども、44ページなんですけれども、数字

としてはソーラー発電の件だと思うんですけれども、小学校、中学校に比べて幼稚園が多い

な、頑張っているなという感じがするんですけれども、この要因はどのように考えるわけで

すか。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） これは太陽光発電設備を乗っけたときからそうなんで

すけれども、中学校、小学校につきましては、いわゆる動力といって高圧の電気を引き込ん

でおりまして、家庭用とは違う工場用みたいな形の電気の使用形態になっております。ただ、

稲取幼稚園は普通の一般家庭用の電気と同じ仕組みで高圧の契約をしておりませんので、そ

の分、電気の使用が少ない時間帯が多いようですということで、もともと稲取幼稚園につき

ましては売電が多い。中学校、小学校については売電が少ないという。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） 了解です。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 質疑なしと認めます。 

  これより質疑の対象を歳出全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） これちょっと多岐にわたるのであれなんですけれども、184とか防犯

カメラの件、ちょっとお伺いしていいですか。 

  今年度予算計上されているのが184ページの熱川小学校と198の稲取幼稚園、２カ所かな。

これ、まず１つ聞きたいのは熱川幼稚園入ってなさそうな感じなんですけれども、熱川はや

らないかどうかというところと、小学校と稲取幼稚園か、そのあたりをちょっとお伺いした

い。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） まず、熱川幼稚園につきましては、当初建築したとき

に１カ所だけなんですけれども防犯カメラついておりまして、園庭に向けてなんですけれど

も、そちらはついております。あと熱川小学校の位置なんですけれども、今計画されている
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のはプール側と校舎の図書館の前のところの２カ所を計画しております。稲取幼稚園につき

ましては、その入り口のところの１カ所です。 

○１番（笠井政明君） 了解です。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） わかりやすいところからちょっと質問したい。216ページの中に19

の05給食費の補助金があるんだけれども、これは１人当たり幾らぐらいの計算で当初予算を

組みましたか。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 現在は500円。 

○１２番（鈴木 勉君） 500円ね。小学校も中学校も同じ金額。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 同じです。 

○１２番（鈴木 勉君） 同じ金額ね。はい、ありがとう。わかりました。 

  ページ数はちょっとなくてごめんね。各学校に選手の派遣の補助金が計上されているんだ

けれども、その金額が非常に小さいんだけれども、今、個人的なスポーツ、要するに団体競

技ってなかなかこの町なんかは目立った強さというのはないんだけれども、個人的な選手と

しては特筆的にこの子はすごいよとかというすぐれた選手という言葉になるのか、そういう

子供たちっていませんか、小学校、中学校に。この子は県代表になれるよという子はいない。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 申しわけございません。その情報は仕入れてございま

せんでした。後ほどちょっと学校の当たってみてお答えいたします。 

○１２番（鈴木 勉君） そういうすぐれた子供がいると、必ず伊豆新聞なんかでピックアッ

プされてくるから僕たちも注目するんだけれども、そういう子供が育たないというのが残念

でしようがないなというんだけれども、素質はみんなあるんだけれども、そういう子供たち

もやはりある程度の指導者というものを用意してあげることによっては非常に芽が伸びるん

じゃないかなという気がするんだけれども、そこら辺が派遣費とはちょっと違うんだけれど

も、そういうとこにも予算化をしていただけるとうれしいなと思うんですけれどもね。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） スポーツで話題にもなりますので、そういった力を入

れることは大切なことだと思いますので、今後そういう子が出てきて、なおかつ指導が必要

だよということであれば、また検討をさせていただいて皆さんにお願いすることになるかも

しれませんので、またお願いいたします。 

○１０番（藤井廣明君） 174ページの真ん中よりちょっと下の語学指導委託事業というのは

具体的にどういった事業なんでしょうか。 
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○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 語学指導は主に英語ですけれども、町内で英語指導が

できる方を２人雇いまして、そちらに対して委託をかけているという形で、小学校、中学校

を主に回っていただいて、幼稚園のほうにも来ていただいたりもしております。先ほどのＡ

ＬＴとはちょっと違って、ＡＬＴは本当に外国人の方を雇っている事業になります。 

○１０番（藤井廣明君） はい、わかりました。了解です。 

○１番（笠井政明君） 176ページの説明していただいていると思うんですけれども、幼児教

育アドバイザー共同設置事業なんですけれども、もう一度すみません、内容のほうを簡単に

説明いただければと。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） まず設置に至った経緯からですけれども、今年度まで

は県のほうが幼児教育アドバイザーというのを雇っていただいておりまして、来年度からは

国の補助がなくなるということで県は事業をもう行わないという形になりました。それを受

けまして、賀茂の１市５町のほうで、やっぱり大切な事業で継続をしなければならないとい

う形で共同で雇うという形をとっていきましょうという形になりましたので設立させていた

だくんですが、目的といたしましては、幼児教育ですね、幼稚園・保育園の幼児教育と小学

校教育を円滑に接続させるということが目的になりまして、よくいわれますのが小１ギャッ

プという言葉が使われますけれども、小学校の授業にまずなじまなくて、授業をスタートし

たにもかかわらず子供が外に出てしまったり、黙って言うことを聞けないというようなこと

になるということが問題視されていますけれども、そういったことを解消するために、幼稚

園・保育園のときからそれに対応するためにはどうしたらいいかというのを、先生とお子様

にもそうなんですけれども、そういったことを指導していこうということが大きな目的にな

っております。教員の不安や疑問の解消ですとか、小学校と幼児教育施設の連携の促進を目

的となっておりまして、幼児教育の理解の促進が目的という形になります。 

○１番（笠井政明君） これって拠点が下田でしたっけ。そうですよね。当町には大体ですけ

れども、年間どのぐらい入られる予定になっていますか。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 現在の計画ですと、各施設に巡回訪問といって必ず見

て回っていただくのが１回ですので、うちの場合は幼稚園が２施設と保育園が１施設の３施

設になります。巡回訪問ですと３回、要請訪問といいまして各園からこういうときに来てい

ただきたいということで要請をして訪問をしていただくのがやっぱり１回で３カ所ですので

３回、計年間６回を計画しておりまして、そのほかですと合同研修などを行うときにも来て

いただこうじゃないかというお話になるような形になっておりますので、そうなりますとま
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た臨時で来ていただくということもあり得ます。 

○１番（笠井政明君） はい、わかりました。 

○１３番（定居利子君） 172ページの町学校教育環境整備事業の中の１の２小中一貫教育研

究会委員報酬なんですけれども、これは年に何回か。それとその下の８の01小中一貫教育ア

ドバイザー謝礼、これも何回か、お願いいたします。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 委員報酬につきましては８回を予定しておりますので、

この委員会を８回開催する予定でおります。アドバイザー様の謝礼につきましては２回を予

定しております。 

○１３番（定居利子君） 年８回ということで、委員の人数は何名か。それと、今後この小中

一貫教育については大変重要な教育委員会としての課題ですので、今後も小学校、中学校、

どういう形にするかという大切なこの委員会で、父兄もすごい関心があるんですよ。どうな

るのか、小学校、中学校がどこへ行くのかということで、やっぱりしっかりと協議をしてい

ただければなと思います。それで委員の人数は何人。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 現在お願いしている委員は19名になります。 

○１３番（定居利子君） これは単年度だけじゃなくて、来年度というんですか、32年度も２

年間ぐらいのそういう計画があるんでしょうか。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） まず31年度で方向性を確定させたいというのが目的で

行うんですが、もちろん方向性が決まった後でも実際どういう教育の仕方がふさわしいのか、

設備ソフト、ハード含めまして検討していかなければなりませんので、継続して実施してい

かなければならないと認識しております。 

○１３番（定居利子君） 方向性ということは、あらかたこういう形になりますよということ

の報告が１年後になさるということですね。例えば小学校が小中一貫教育ですから、例えば

場所的にも、では稲取は中学校のほうに行くとか、そういう方向性もあらかた決められるん

ですか。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 今年度の早い段階にというお話もいただいていますの

で、早い段階で例えば稲取地区で１校、城東地区で１校にするのかも含めて、使う施設も含

めまして方向性を一度お示しできるような形まで持っていきたいと思っています。 

○１３番（定居利子君） あらかた方向性を決めるということの中で、例えば学校があきます

よね、そういうところまでは話し合いにはならないんですか。例えば大川小学校みたいに地

区のほうに任せますよということで、いまだに解決方法が見つかっていないんですけれども、
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そういうのを含めての検討なのか、それとも小中一貫教育だけで絞ってやられるのか。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 小中一貫教育もさまざまな形態がございまして、今の

校舎をそのまま使って、小学校、中学校離れていますけれども、教育内容としては一貫校だ

よという教育方針で行っている地域もあるものですから、もしも東伊豆町が今の校舎をその

まま使用して、小学校の校舎と中学校の校舎を両方使いながら一貫校という方向を目指すよ

うな形になりますと両方つかうわけですので、例えばどっかが完全にあいてしまうというこ

とになるかどうかは、今この検討していく中で進んでいく形になりますので、今あいた施設

をどうしようというのはまだ決めてございません。 

○１３番（定居利子君） 報告があってから、また議会等もいろいろ協議もしていかなきゃな

らないことだと思いますので、いい方向で協議していただきたいと思います。 

○１２番（鈴木 勉君） 同じ172ページに稲取高校魅力化推進協議会の報酬がここに計上さ

れているんですけれども、このメンバーはどういう方たちなんですか。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 委員の内訳ですけれども、稲取高校からまず学校長が

見えまして、町内の各小中学校の校長が入っております。あとは今ＰＴＡの方が高校、小中

両方、皆さん入っていただいて代表の方が来ていただいております。そのほかは稲取高校の

後援会といいますか、卒業生の方で稲取高校のＯＢ会みたいな活動をされている方も委員に

入っております。 

○１２番（鈴木 勉君） 俗に言うと、県立というのとの町との違いのこの１つの線があるよ

うな形が必ず発言の中に、私たちの考えもそうなんだけれどもあるんですけれども、こうい

う魅力化についての委員会ができているということは、もちろんそういうメンバーの方もそ

うなんだけれども、町としても魅力化に対してはこういう提案がいいんじゃないですかとか

ってそういう発言はできるんですか。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 町の予算を直接投資してのというやり方は難しいよう

なイメージで私もおるんですけれども、町内でどういう協力ができるかというのは、例えば

奉仕活動、それは了解されるかどうかわかりませんけれども、例で稲取高校の活動に対する

奉仕活動に人員的な手間をしましょうよとか、そういったお話し合いは今後されていくこと

になると思います。 

○１２番（鈴木 勉君） やはり提言、発言が、もう町民の中でもそうですけれども、町のほ

うとしても町の職員から、町長から言えとかじゃなくて、そういう自分たちもＯＢとして考

え方があるわけなんですね。稲取高校の存続ですか。そういう形、どうしたら稲取高校がこ
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れから先も残れるのかなといったときには、この稲取高校の特質化というんですか、自分た

ちが卒業したときには専門高校としての水産科もあったし農業科もあったしとかというそう

いう時代を経て来ているんですけれどもね。そういう意味では、今の時代のこのニーズにあ

った専門家をそういうのを県にお願いして設けたらどうだとかというそういう発言なんかの

ことを僕言っているんだけれども、そういうことができるのかなという話。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 実際、今年度につきましても３回ほど会議を持たせて

いただいておるんですけれども、その中でも既に特設の学科といいますか、そういう専門的

な学科を設けたらどうだという意見も出ておりますので。今後もその機運が高まればお願い

をしていく形になることも考えられるということですので。 

○１２番（鈴木 勉君） ぜひよろしくお願いしたいなと思います。 

  それからちょっと休憩してもらっていいですか。 

○委員長（西塚孝男君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１４分 

 

再開 午前１１時１６分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 前に一度聞いているかもしれないんですけれども、218の育英奨学金

の見込みだけ聞いておきます。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 育英奨学金につきましては大学が３名、短大が１名を

計画しておりまして、既に決定している方が３名で、合計ですと７名を予定しております。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、教育委員会の質疑を終結します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１８分 
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再開 午後 ２時２２分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ再開いたします。 

○１番（笠井政明君） 課長にお伺いしたいのは、企画書を提出いただきまして見させていた

だいておりますが、目的とか内容とかスケジュールとかも書かれてはいるんですけれども、

最終的に単年度決算で行う中の最終目標とかがちょっと見えてこないので、当面ローカルデ

ザインネットワークとどのような成果が見込めるので業務委託をするということがあると思

いますので、ちょっとそこを教えていただきたいと思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） この事業の目標数値を設定するというのはなかなか難しいと

思いますけれども、とりあえず一番わかりやすいのは参加者が何人あったかということだと

思いますけれども、とりあえず１事業について20人ぐらいの参加者を見込んで延べ160人ぐ

らいの参加をしていただければ、その辺の波及効果でうちの町のファンが増えていくだろう

というような考え方はしております。形態については、既にもう稲取会というものが稲取の

ファンクラブみたいなものが東京にもできておりますので、そちらのほうで受け皿になって

人が住めるというような形ですので、それで人数を集めていただいて行き来していくという

ことがこの事業内容になるかと思います。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） このシティプロモーションで今出てきているしごとバーとかで、いろ

いろなとこが今やっているじゃないですか、地方と東京とでやって。今、20人程度というこ

とはあったんですけれども、ここのところがやっぱり問題になってくるのは、160人は累計

ではいく可能性はあるんですけれども、要はコアなメンバーというのが固定をされてくると、

例えば20人とかになってくると、そこだけで終わってしまって、それ以上の波及効果という

のが単純に難しいかなというのがあって、この関係人口を確かに増加するということでやっ

ていく中でこれは悪くはないと思いますけれども、そこからですよね。向こうでやって、こ

っちに来てもらって、シティプロモーション、東伊豆を知っていただいて情報発信をしてい

ただいて、そこから要は観光人口を増やしていくのが最終目的という感じですか。例えば人

数来てもらって波及をさせるなんだけれども、また単年度事業なんであれなんですけれども、

最終的にはそういう人口を増やしたいというのは目的ですか、移住が目的なのか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 今、関係人口という言葉が言われていますけれども、観光と
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移住の間の人間なので、観光よりは移住のほうに持っていきたいというのが考えです。シテ

ィプロモーションの目的の中にはいわゆるシビックプライドというのを醸成するというのが、

ここに住んでいる方たちの地元に対する思いを醸成するというのがありますので、お客さん

に来ていただいたときに、こちらの魅力はこういうことだよと自信を持って誇って言えるよ

うなそういう人材を育成するのが、このシティプロモーションの目的だと思っております。 

○１番（笠井政明君） はい、僕は大丈夫です。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 補足よろしいですか。 

  財源につきましては、これは市町村振興協会のほうから10分の10の助成をいただくという

ことですので。財源は10分の10、丸々助成をもらいます。 

○委員長（西塚孝男君） 100％県の補助だそうです。 

○６番（内山愼一君） この事業は問題ないんじゃないの。やっぱりそういう都会の人間と、

来てもらって、あるいはこっちから向こう行って、いろいろここのＰＲもできるし、実際に

いろんな角度でいろんな形のものできるし、やってみることもあると思うし、これはもう何

にも申し分はないと思いますよ。 

○委員長（西塚孝男君） 今の６番議員の言われたことでよろしいでしょうか。 

○１０番（藤井廣明君） これはその都度メンバーが入れかわるようなイメージなんでしょう

か。それとも同じようなメンバーに限定するような形になるんでしょうか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） うちの町のファンということですので、ある程度はメンバー

は固定はしてくるだろうかと思いますけれども、その方々が自分の移住であるとか知り合い

に声かけて、増えて来ていただけることを期待はしています。 

○１０番（藤井廣明君） これは完成したらそういうニューサマーオレンジであるとか、ある

いは東京に行くとか、またはキウイであるとかというふうな形であるんですけれども、例え

ば何らかのそういう収穫作業とか、あるいは最近は割と汗かく作業といったものもやるんで、

少し、例えばの話、収穫以外にも肥料をあげるとか草を刈るとかといった汗かくような形の

イベントなんかも組み入れると、かえっていい可能性もあるわけです。例えば河津の場合だ

と、カーネーション刈り、あれなんかは全部刈るというか、終わった後の片づけをみんなで

やって、その方にとってきたそのお花を持っていってもらってというふうなことで。あれそ

うでないと、農家の方、大変な労働力要るんで、そんなふうに観光とうまく結びつけて、か

なり人気で、しかもあろうことかお金までいただいてやっているわけですね。その辺の考え
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方どうでしょうか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これにつきましても、さまざまな町の魅力を知っていただく

ということなので、農業だけでなくて漁業でも何かあればということで、その季節季節に合

ったメニューを提供していくつもりでおります。 

  今、藤井議員さんから御提案があったことについては、これの派生形ということができれ

ば、これはまたすばらしいことだと思っておりますので、そこらへんの御提案のほうはＮＰ

Ｏのほうに伝えておきたいと思います。 

○委員長（西塚孝男君） これについてはよろしいですか。 

  次、東伊豆町空き家空き店舗利活用委託料について。 

  暫時休憩。 

 

休憩 午後 ２時２９分 

 

再開 午後 ２時３１分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  空き家対策事業について、何か聞きたいことがありませんか。 

○１番（笠井政明君） ちょっとこれ課長にお伺いしたいと思うんですけれども、今までもロ

ーカルデザインネットワークが去年あたりとかかかわって一緒にやっているんだけれども、

メーンは今までは芝浦工業大学が空き家改修プロジェクトというのでやっていたと思うんで

す。そこに補助金というか一部出してやっていたと。今度ローカルデザインネットワークへ

業務委託をするとなってくると、まず空き店舗の改修がメーンではなくなってくるのかなと

は思うんです。一応、目的とか見ていいくと、今度、１年目からするとその空き家改修の活

用を考えるよということが多いのかなと思っていて、その中にあるんだけれども、やっぱり

大学生の団体を受け入れて活用イベントとかあるんだけれども。要は、今までみたいな、何

かリノベーションをしていくための事業計画ではなくて、今度は町がその場所を提供しない

でもやっていけるための方向転換をしていくということでいいんですか。すみません。 

○企画調整課長（遠藤一司君） どういう順番でお話ししたら一番わかっていただけるのかち

ょっとわからないですけれども、まず第一に、今まで公共施設をやっていたんですけれども、

それに見合うような施設がないということがまず最初にあります。空き家利活用推進協議会
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を月１遍、学生が来たときに開いていましたけれども、なかなかそれを回していくのは、う

まく我々の事務局のほうでできない部分がありまして、ＬＤＮにかかわって、学生にもかか

わっているんですけれども、なかなかそこら辺の意思の疎通がうまくいってない。事務局と

も月１遍来たときの日に打ち合わせやって、余り意思疎通がうまくいってなくて会議の効率

が悪いということもありました。来年につきましては、そこら辺の一過性の管理をＬＤＮに

任せて、学生たちとも密に連絡とっていただいて、トータルの考え方を持つために東伊豆未

来会議という会議を推進協議会の母体になりますけれども、それを開催して最終的にはプラ

ンを策定するというような、そういうソフト事業を中心にやっていくというような話になっ

ています。学生たちについては、そこら辺の会議に当然入ってきますけれども、この間の雛

フェスのときのように、まちなかの店舗を改修するのに適当な物件があれば、その中でちょ

っとやっていきたいなという気持ちも持っているということは聞いております。 

○１番（笠井政明君） わかりました。そのローカルデザインネットワークに委託をするとい

うところは、そういう理由があるということで。これはやっぱり今まで言っていたように公

共的な部分がもうなくなってきたよというところで、今度民間に移ってくるとやっぱり計画

の段階で、これから東伊豆未来会議等々でやっていくのかもしれないんですけれども、やっ

ぱりどういうもののコンセプトというか、どういう業態のどういうもので使っていくかとい

うのがはっきりしていきながらやっていかないと、なかなかそのソフト面だけで会議やって、

こうだよね、ああだよねというのだけだと、やっぱりちょっと対策事業としては成果が望め

なくなってくるかなとは思うんですけれども。その辺、３カ年計画とはありますけれども、

どうでしょう、ローカルデザインネットワークで改修を大学生がやっていって、この３年計

画は途中で変わるかなというとこがあるんですけれども、課長どうですか、やれそうですか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 今までの改修を目的にやっていましたけれども、本来の目的

は空き家や空き店舗を解消するというのが事業の目的だと思いますから、逆に言えば本来の

目的に立ち返ったのかなと。町の中の空き家・店舗が減らせるためにはどうしたらいいのか

ということを考える、そういう事業だと思っておりますので、今までハードに特化していま

したけれども、むしろこれが本来の形ではないのかなというふうに私は考えています。やっ

ていく中で学生も毎年変わるもんですから、その中でいろんな考えが出て、方針も変わった

りとかするようなこともあろうかと思いますけれども、その辺はこの町に残っている商工会

青年部を中心とした若い人たちとの共同でいい結論を出していただけるものというふうに思

っております。 
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○１番（笠井政明君） 一応ここに31年度の事業内容って書いてあって、その後の成果目標と

いうのが総合戦略プランというのと雛フェスというのが１年目のところにあるので、ここに

関して、よりよいものができてくればいいかなと思うんですけれども、この辺のチェックを、

課長の後の方にしっかりと伝えていただきとこがあります。 

  僕は以上でございます。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに。 

○１０番（藤井廣明君） これ素朴な疑問ですけれども、現在、例えば空き家、あるいは空き

店舗になっているところに対して改修をしていくということなんですけれども、それはオー

ナーさんが当然いるわけですね。その方の意向に沿ってやるのか、断りを入れたというんじ

ゃなくて、改修してほしいという依頼に基づいてやっていくのか。それとも例えばの話、誰

か欲しいよって、例えば空き家バンクがありますよね、それに基づいて所有権が移って新し

く所有したと、しかし、直すにちょっと手かかる。そこで直してほしいというふうに言って

きたのに対応するのか、その辺がどっちなんでしょうか、ちょっとよくわからないので。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 今おっしゃられたことに空き家バンクというのがありまして、

今度、空き店舗バンクというのを開設しようというような動きがあります。というのは、去

年の秋口に女子大生らを交えて、この辺のワークショップをやったときに、駅前から雛フェ

スやったあそこら辺の空き店舗の状況をつぶさに調査してまいりました。オーナーさんが誰

で幾らで貸していただいて、どんだけの間取りなのかというようなこともやったときに、こ

のくらいの金額で借りられるんだと、こういう居抜きで使ってもらえるんだというようなこ

とがわかりました。 

  こういう状況をちゃんと開示すれば、それなら起業してみたいなという人が出てくるんじ

ゃないかということで、それから商工会と一緒に空き家バンクに、こうして空き店舗バンク

というものをつくるということで今準備をしているんですけれども。その中で、それもこの

間ちょっと学生さんと話したんですけれども、こっちがこういうふうにしたいという気持ち

と向こうがこういうふうにしてもらいたいというのと、当然、藤井議員がおっしゃったよう

にあると思いますけれども、そこら辺が話し合いの中で合致したような形で、向こうの考え

とこちらはこういうふうにしたいというのがうまくマッチすれば、その時点で改修は始まる

のかなというふうに思っておりますので、どっちか片一方だけの思いだけでなく、一緒にや

れるというのを探し出すことができれば改修ができるというふうなことだと。 

○１０番（藤井廣明君） 今聞いて、いい方向といいますか、そういう方向でまず調査をして、
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それからそういうバンクに登録して発信して両方から引き合いがあれば、それによって、そ

の前か後かはともかくとして、改修に入るんだということになるかなと思うんですけれども。

その場合、ただ地元には当然大工さん、建設会社がいるわけであって、このところとやはり

すみ分けといいますか、その職域を侵さない形のことを考えなければならないわけで、町の

お金を使って、やはりそのことを奪っていくんでは、これはかえってマイナスになるんで、

その辺はどんなふうにお考えになりますか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） そのリノベーションする場所というのはそう幾つもやるわけ

ではなく、研究材料として使わせていただくということですので、民業を圧迫するようなこ

とはないように最大限に気をつけます。やはり貸していただく間に交渉をするのに誰か入ら

なきゃならないと思いますので、そこら辺の役割もＬＤＮのほうで果たすことができればな

と。地元の人間も何人かメンバーにいますので、交渉の過程にその方々が入れば話がスムー

ズに行くんではないかなというふうに思います。 

○１０番（藤井廣明君） くれぐれも民業圧迫のないように。 

○委員長（西塚孝男君） これについてほかにありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 今、一番大事なことをやってくれているわけだよね、空き家の対策

だとか、空き店舗の対策なんだけれども、何かあるごとに、今、委員長も言うんだけれども、

この町に来て生活できるかどうかという、移住してきた人もそうですし、空き店舗を借りて

商売した人が成り立つのかどうなのかという、僕はそこら辺のものが非常にテーマの中には

組み込まれてこないというのが、自分としたら、生活ができたり、この町で営業してやって

いけるんだったら店舗は増えるんじゃないかなという気持ちはあるんだけれども、そこら辺

の保障がなかなか、保障というのかな、そこら辺の、この町に来て商売やろうかなといった

人たちのネックにはなるんじゃないのかなと懸念しているということね。だから、来てくだ

さいよといって来たら何もできなかった、商売にならなかったというのが一番お互いに困る

んじゃないかなと懸念しているんだけれどもね。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 答えになるかどうかわかりませんけれども、私、この間、商

工会の創業支援セミナーというのを受講させてもらって、ああこうやって会社っていうのは

つくっていくんだなというふうに思いました。こういうふうにちゃんと、何となくぼやっと

していることを順序立てて説明してもらえばできるのかもしれないなと思いました。 

  だから、当然、何かやるにはリスクはあるわけで、そこのリスクを減らすためにはそうい

う勉強してもらって、ここで商売やるのにはどういうマーケットがあって誰を目標に何を売
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っていくのかというようなこと、そういう勉強をしてもらった上で起業してみたい方がこの

町で増えていただきたいという、その場所を提供するために空き家だとか空き店舗がありま

すよということを提供したいなという、そういう思いでいます。 

  それから、跡継ぎがいなくて閉めるところが結構あると思うんですけれども、外から若い

人が来て、こういう商売をしたいよといって、自分の子供じゃなくて世襲じゃなくて、よそ

から来た移住者にお店を継いでもらうということを、今、中小企業庁のほうではかなり推奨

しているらしいですよ。ですから、そういうことも考えると、鈴木委員が御心配しているこ

とはもっともだと思いますけれども、やはりそういうことも取り入れて空き家、空き店舗も

改修の対策をしていくべきじゃないかなというふうに思います。 

○１２番（鈴木 勉君） なり手不足の、要するにうちの跡継ぎの、よそから来てやってくれ

るという、これはもう社会的な問題で我が町はなかなか少ないんだけれども、どこの企業で

も株式会社もそうだし有限会社だけじゃないんだけれども、そうじゃなくて個人企業のうち

も今のやつをやってくれるよという他人様がいれば、子供がやんないから、じゃお願いしま

すねって家業をそのまま続けていくというのが、これはもう実際的な例があるんだけれども

ね。もっと小さな話させてもらって、御存じのように下田の場合、今、非常に外国人が来た

りして、よそから来た人たちでにぎわっているのがペリーロードがあるわけですね。あそこ

の営業している人たちの調査をしていくと、よそから来た移住者というのが相当のシェアを

占めているわけですね。だから、下田の文化を継続しながら下田へ来る人たちで生活ができ

るような形が出てくるわけですね。だから、東伊豆町もあの形態がやはり欲しいわけですよ。

交流人口が来て、町の経済では食っていかれないんだけれども、交流人口が来てくれて、そ

の人たちの売り上げでやっていかれるというこの店舗が貸し店舗としてそういうのが広がっ

てくると、生活もできるよ、行けば新しい商売の中で都会から来る人たちだとか外国人に対

して、この町に来る人が多いから、空き店舗を借りてでもやろうかなというとこに僕は結び

つくから、交流人口を増やしていくということについてはやはり大事なことだなと思ってい

るんだけれども。 

○企画調整課長（遠藤一司君） おっしゃるとおりだと思います。やはりここの町の人口だけ

の消費、それだけでは商売成り立たないということで、よそから来ていただいた人に魅力を

感じていただけるような、そういう店舗を作っていただければなと願っております。 

○委員長（西塚孝男君） どうですか。空き家対策についてはこれでよろしいでしょうか。 

  続きまして、若者交流事業についてを。 
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○企画調整課長（遠藤一司君） 先ほどの空き家拠点については３分の２の助成があります。

市町村振興協会から。 

○委員長（西塚孝男君） 空き家対策には３分の２の県の補助があるということです。 

  それでは若者交流計画について何か質問ありませんか。 

○１番（笠井政明君） これはここに書いてあるんですけれども、去年度まではあれですね、

旅館組合がやっていたということですね。それの引き続きをグローバルデザインネットワー

クがやるという感じ。 

○企画調整課長（遠藤一司君） それは旅館組合から委託されたのは別事業なんですけれども、

そこで集まった人たちの受け皿的な形で、そのメンバーを中心としていろんな交流会、例え

ばカーリング大会やったりとか、映画鑑賞会やったりとか、パラグライダーの体験だとか、

ダイビングだとか、そういうことをやっております。29年度はずっとやっています。 

○１番（笠井政明君） ここのところで、若者交流会ということでやっているんですけれども、

実際交流をしていて、ここのところを町外に流出をさせないとかいうのもあるのかもしれな

いんですけれども、これを課長に聞くのもあれなんですけれども、成果としてカップルがで

きるとか、これ以外でここで動いているとかというような兆候とかありますか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 私、カップルができたという話は聞いています。実際ダイロ

クで仲良くやっているのも見たこともありますし、クリスマスパーティーとハロウィンとか

と参加させてもらっていい雰囲気でそれを。その構成のメンバーの中で結構仲間ができて、

リーダー的な人もできてきたので、実はローカルデザインネットワークからも今年で最後に

して、あとは実質的な運営に任せたいなということは言っていました。 

○委員長（西塚孝男君） 今の笠井議員の質問の中で、私も、いわゆる若者がつき合ったりと

か、地元の人に釣りをさせて一生懸命やって、地元に来て楽しかったという話を聞いていま

す。 

  どうですか。これについてはないんじゃないですか。 

○１３番（定居利子君） 企画課のこの案件にしましたら補助金があるということで県の市町

村から10分の10、あと３分の２、若者交流事業についてはなしで単独で町の事業としてやら

れるということですね。わかりました。そこだけ確認ですので。 

○委員長（西塚孝男君） どうですか。よろしいでしょうか、企画のほうに。 

  それでは、すみません、遠藤さん、退席してもらって。 

○企画調整課長（遠藤一司君） いいですよ。 
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○委員長（西塚孝男君） いいですか、そのままいてもらって。じゃ、そのまま中で。 

  それでは観光課の漁港のにぎわい創出事業計画について、何かありませんか。 

○１番（笠井政明君） さっきこの委員会の中でも話をしたんですけれども、ターゲットに関

しては、イベントコンテンツに関心がある人をターゲットとしてイベントを行っていくとい

う形なんですけれども、人が来ればにぎわうというところであるんですけれども、ただ、そ

れだけじゃだめだよねというところがあって、このイベントと、要は東伊豆町というものの

結びつきというのがちょっと見えないイベントが多々あるので、その辺のちょっと考えをお

伺いしたいんだけれども。 

○観光商工課長（森田七徳君） イベント自体と東伊豆町の結びつきがない事業をあえて計画

しているという面が正直言ってというか、それが狙いの半分というか。結局、昨日の委員会

でもちょっとお話をさせてもらったんですけれども、東伊豆町の、今、入湯客数が減り続け

ているというところに、ちょっと東伊豆町の既存の売り方だけだと目新しさがないというか、

そういった面もあるので、ちょっとマーケティング的な意味がありますよという話を昨日さ

せてもらったんですけれども。なので、東伊豆町の今までの魅力に興味がある人に来てもら

うというよりは、東伊豆町の今まで魅力に興味がなかった人で、このコンテンツには興味が

あるよという人がどの程度いるかということを、どういう需要があるかということを見たい

と。ちょっと名称がにぎわい創出なんで、この名称とマッチしないところもあるんですけれ

ども、そういう狙いもあっての内容の計画だということで御理解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） そこのところは昨日もそう言っていたんですけれども、例えばドロー

ンとか漁港でやるじゃないですか。例えばここのロケーションとか撮影した映像がよくてと

いうリピーターとか、あとは単純にドローンだけやって帰っちゃうよというと、それで人が

呼べるか呼べないかというのがあるんだけれども、もう１個のマーケティングとしては、や

はりそこでドローン自体がだめだと言ったわけじゃなくて、漁港だと次来たときには飛ばせ

ないよねというところがあったりして、そういうところの、本当はこれ漁港なので漁港に限

定しちゃっているんですけれどもというところとか、あとはキャンピングカーとかも漁港の

あたりのところでやるということだけれども、例えばキャンピングカーの問題とかも今あっ

たりとかして、キャンプのやつも、よくキャンプ場でやっているアウトドアブランドとのコ

ラボレーションというのは、当然ブランドさんは自分たちの商品の体験をしていただいて購

入に結びついていくとか。当然キャンプ場さんはそこに来ていただいてリピーター客、要は



－32－ 

使っていただいてリピーターを増やすという双方の思惑があって、そういうイベントをやっ

ているんだけれども、例えば東伊豆町でキャンプをやりますよと今後言った場合においては、

もうほとんど場所がないですよね、港ではできないしという形になってくると、ちょっとこ

こだけでどうかなというのもあったりとかというのが少しあるから、もうちょっとここ内容

どうかなと。 

○観光商工課長（森田七徳君） そのあたりはやっぱり荒武くんと打ち合わせをする中でも、

観光課からの問題意識としては、今おっしゃられたようなことに近いことを話はしているん

ですけれども、ドローンについてはこの日については当然漁港、県の許可を取ってやるんで

すけれども、じゃ東伊豆がいいとこだから、またドローンを飛ばしに行きたいよねと言った

ときにどうなるかということについては。例えば観光課とすると、本当はここで飛ばさない

でどこで飛ばすんだっていうぐらいいい場所が東伊豆にあって細野高原なんですけれども、

でも細野高原なんかについては、区の役員さんの中には何で飛ばさせないんだって言ってい

る方たちもたくさんいて、一部の人が勝手に禁止にしたんだというような話も出ていたりす

るので、例えばドローンの開放デーをここでやってドローンの愛好者が来て、ほかにもこん

なとこがありますよ、ぜひ飛ばしたいというような需要が見込めれば、当然細野高原なんか

は実際に以前から河津のラジコン愛好会が財産区の許可を得てラジコンを飛ばしたりという

ことはしていて、去年になるんですけれども、その河津のラジコン愛好家の方たちと観光課

でちょっと連絡をとり合って、その業界だと有名なんですけれども、ドローンママという女

性のドローンの人を呼んだようなツアーを開催したりというような実績もあるので、当然こ

の港で飛ばせるというのは１つの魅力ではあるんですけれども、そういったドローンを飛ば

すとこを探しているような人の需要が、こういった事業をやってみて、かなりあるんだなと

いうことであれば、当然、町内で細野高原等で飛ばせるような環境を観光課としても働きか

けていくようなことは考えたいというふうに思っています。 

  キャンピングカーについても、キャンピングカーすごくはやっているんですけれども、と

められる場所がなかったり、とめられると迷惑な場所にとめて問題になっているというのは

やっぱり全国的にも問題になっているんですけれども、最近、南伊豆町で自分の空き地にキ

ャンピングカーとめてもいいですよみたいなことを登録するようなことが始まっていて、そ

れにちょっとそういう動きに乗りおくれたくないというのもあって、一度、港でキャンプし

て、来ていただいた人たちから意見聴取をしたりだとか、やっぱりそういう需要がどの程度

あるかということを調べて、もしそういう需要があるんであれば、町として町民の方に迷惑
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がかからない場所で、例えば今でも細野高原の駐車場なんかはトイレつきなので、トイレが

あるところにやっぱりとめたいというのがあるので。細野高原にキャンピングカーをとめさ

せてやってもいいじゃないかという動きになるためには、こういうところで１回やってみて、

どういった御意見があるのかというのも聞いてみたいというのもあって、なので今回やった

こと全体的に、これでやってみて需要があるなとか、これでうちの町のファンがつかめるな

というものがあれば、来年度以降は漁港にかかわらず、いいものは町の観光に生かしていき

たいし、やってみたけれども正直企画倒れに終わる内容もこの中にはあるんじゃないかなと

思うんですけれども、だめだったものについてはやめていくというような方向で、将来につ

ながるように実際の実行のときには工夫をしていきたいなというふうに考えています。 

○１番（笠井政明君） そうすると、とりあえず目的、イベント内容が書いてあるんだけれど

も、成果目標としては、これとりあえずやって例えば人数が10人しか来なかったから、これ

はだめだなとか、アピールの仕方が悪いんじゃないかとかいろいろあると思うんですけれど

も、そこを１年間やっていった後の評価というのはどのようにしていくんでしょうか。 

○観光商工課長（森田七徳君） これ補助事業じゃなくて委託事業のほうですから、委託する

ときに当然仕様書をうちのほうで書かなきゃいけないんで、その仕様の中には当然のことな

がら、全てのこのやった事業についての分析をきちんとしてもらったものを成果品として提

出していただくというようなことで考えています。 

  それと人数でいったら、基本はその漁協の、こっち側から見ると右側の駐車場とか岸壁の

ところを考えていて、会場としても小さいので、どのイベントも20人ぐらい集まればいいか

なというふうに個人的には考えているんですけれども。その中で、これまちづくりのさっき

の関係人口とも関係してくるんですけれども、何となく東伊豆はいいとこだよね、東伊豆の

ファンですよという人を100人集めるよりは、将来的に東伊豆がいいところだから東伊豆に

出入りしたいというような人を探すのがすごく大事だというふうに思っていて、できればそ

の人が建築が得意だとか、何が得意だとかというような、この中でいったらキャンプが得意

だよでもいいですし、マリンスポーツが得意だよという人でもいいですし、そういう人をこ

の中から少しでも探し出せればなというようなことを考えています。 

○１番（笠井政明君） じゃ、ざくっと言っちゃうと、この漁港のにぎわい創出事業というに

ぎわいとも言っているけれどもリサーチ費用だよということでいいですか。 

○観光商工課長（森田七徳君） にぎわいですんで、はい、もう１個１個の事業で100人、200

人の人が集まれるというふうには考えていません。 
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○６番（内山愼一君） 課長の説明を聞かなきゃ全然わかんなかったわけだから、東伊豆町に

貢献する格好のにぎわいができるようなイベントの項目かどうかとなると、ただただ、その

イベントが好きで、例えばこういうものが趣味で集まってくる人間がいたときに、東伊豆町

に対する集客だとか貢献がどうかなということの中でみんながちょっと議論したわけだ。だ

から、課長の説明を聞いて十分わかったわけ。自分もさっき言ったように、課長言ったよう

に試験的な形であるんだから、一度やらせてみたらどうかということの中のものでしかない

ということの自分考え方していたから、説明聞かなきゃ全然、このお金を150万、何するん

だなんてことまで考えていたんですけれども、今の説明を聞いて十分納得はできました。 

○委員長（西塚孝男君） ほかに。 

○１０番（藤井廣明君） 幾つかの中でちょっとイメージが湧かないのが、港でキャンピング

カーに泊まろうという中で、キャンピングカーに宿泊してホテルと連携し、接客はホテルの

従業員（御飯はホテル）というふうなあたりが、ちょっと何かわかりにくいというか、キャ

ンピングカーに宿泊してホテルで食事ってどんなイメージなんでしょう。 

○観光商工課長（森田七徳君） これはそのキャンピングカー自体がホテルでいうとイメージ

でいうと１部屋１部屋に当たって、それでそこに対する、ただキャンプしてもらうだけじゃ

別に場所を提供してもらうんでしようがないんで、地元のよさだとか、地元の食材だとか、

そういうものも伝わるように、例えばホテルの従業員に接客とかサービスをキャンピングカ

ーで泊まった方にしていただくというような付加価値をつけて、単なるキャンピングカーで

泊まるというだけじゃないものにしたいというような内容で聞いています。 

○１０番（藤井廣明君） それでもなおかつちょっと疑問に残るのは、キャンピングカーなん

かを引っ張って、それで泊まり歩くという人は余り人と接触してこないとか、自分の世界に

閉じこもりたいとか、そういう時間を大切にしたいなんていう感じの人が多いんじゃないか

と思うんですよ。そこでホテルの従業員の方が、最近では部屋にも入ってこないでくれとい

うような時代に、どういうふうに連携できるのかなというふうに思うので、頭の中で考える

だけだと具体的にいうとちょっとあり得ないんじゃないのかなというふうな気がするんです

けれどもね。 

○観光商工課長（森田七徳君） キャンピングカーを、自分の世代なんかもそうなんですけれ

ども、キャンピングカーというと今おっしゃったように日本全国放浪するみたいなイメージ

があったんですけれども、それってちょっと前の話で、今ってキャンピングカーなんかも結

構装備も豪華になって、ホテルの１ランク下というよりはホテルよりも老舗の高い豪華なも
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のというような層がやっぱりいて、規模出現してきているので、そういう人をターゲットに

できたらいいんじゃないかレベルという話は確かにあるんですけれども、確実にそれが実行

できるかというと、もちろん難しい面もあるのかなと自分なんかも思うんですけれども、一

応コンセプトとしてはそういうことでやりたいという話で聞いております。 

○委員長（西塚孝男君） キャンピングカーに泊まると今の話を聞いて、いわゆる地元のよさ

を、ただ泊まって先ほど言ったように帰るだけじゃなくて、そこで接客することによって、

この地域のよさとか、このときは何があるとかというＰＲ活動をしながら、そういう人たち

にこの町に来てもらうということを望んでいるということですね。 

○観光商工課長（森田七徳君） おっしゃるとおりで、うちの町にキャンピングカーをとめて

泊まることによって、ほかのところにキャンピングカーをとめたときとどういう差があるの

かということをきちんとサービスなり地場産品なり、そういうもので差別化できるんじゃな

いだろうかということです。 

○委員長（西塚孝男君） ありがとうございました。 

  ほかに何かありますか。 

○１３番（定居利子君） 今の関連なんですけれども、このホテルと提携というのは大々的に

そういうつてはあるんですか。 

○観光商工課長（森田七徳君） 荒武君がちょっと先ほども言ったんですけれども、若手のホ

テルの社員なんかの交流会なんかをしている関係で、各ホテルといろいろ、社長さんが若返

って専務さんだったり副社長さんが元気にやっているようなところもあるんで、そういうと

ころとの連携が可能だということで聞いています。 

○１３番（定居利子君） 今、ホテル業界従業員も少なくて、それで極力人件費を削減という

形の中で、この提携できるようなホテル・旅館等があるのかなという想像をしつつ、問題も

あるんですよね。 

○観光商工課長（森田七徳君） 一応９月がうちの町で年間のうち２番目の閑散期、入湯客数

で見ると閑散期ということがあるのと、そのホテルと大々的にホテル単位で提携するという

よりは、今、若者交流事業で集まっている従業員の方たちに、やっぱりおもしろいことが好

きな若い子たちがたくさんいるので、そういう子たちにホテルの休暇をとってになるかどう

か、ちょっとそこまで今わかんないんですけれども、そういうことで協力してもらえるんじ

ゃないかというのが委託先の今のところの見込みになっています。 

○１３番（定居利子君） それともう１点、バーベキューの体験イベントなんですけれども、
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これは地元の農協・漁協から食材の提供をされてバーベキューをやりたいということで、何

台ぐらいの予定をしていますか。何台置いて何名ぐらいの人員確保をされるか。 

○観光商工課長（森田七徳君） バーベキューについては20人から40人で考えていまして、バ

ーベキューのセットとすると５台、６台の数で考えています。募集によってお客さんが集ま

れば当然増やしたりしなきゃならないでしょうし、集まらなければ減らしたりなんていうこ

となんですけれども、今のところはそれぐらいの規模で聞いています。 

○１３番（定居利子君） 20名から40名ということで、地元の方もこれに参加をしながら、他

の市町のそういう若者もこれに参加をして、１つの交流会をやるという形で。 

○観光商工課長（森田七徳君） 基本的な客層とすると、今のところ、これ事業全体として静

岡県内と神奈川西部ぐらいの人をターゲットには考えているんですけれども、当然、先ほど

の関係人口の話だったり交流会の話もあるので、今、定居議員がおっしゃったような形で、

地元の人と触れ合えるというのがやっぱり１つの魅力になると思いますので、そういう方向

で事業を進めるように発注はしたいと思います。 

○１３番（定居利子君） もう１点、場所はどの辺でやれる計画ですか。 

○観光商工課長（森田七徳君） 基本とすると、この事業は全部直売所の駐車場とその右側の

岸壁を想定して、今、事業計画は立てているようです。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

○１３番（定居利子君） 了解です。 

○委員長（西塚孝男君） どうでしょうか。時間も来ましたけれども、この事業について、ま

だ聞きたいとか、納得のいかないという人はおられますか。 

○１０番（藤井廣明君） 流しそうめん大会というのも、これは何か特徴をつけないと、何か

どこでも最近はやっているような気がするし、あえて港のにぎわいという形で、港のあたり

にそういうのをつくっても、余りインパクトがないんじゃないかという気がちょっとするん

ですけれども、どうでしょう。 

○観光商工課長（森田七徳君） 今、イベントとすると意外と手軽にできるということで、確

かにあっちこっちでやっているんですけれども、多分これが出た発想が、右側の協力者に商

工会の山田課長の名前が入っているんですけれども、一度、中国の学生が今まで３回ぐらい

まとまってうちの町に来て、町のことをいろいろ勉強して町の問題点を指摘して解決方法を

プレゼンするみたいなことをやっているんですけれども、その中で自分たちで竹を切り出す

ところから参加者に手伝ってもらうようなやり方で流しそうめんをやったところ、すごく人
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気だったものですから、多分そこからの着想だと思いますので、今おっしゃったように何か

しら特徴を出す、今言ったように竹を切り出すところから手伝ってもらうだとか、やっぱり

そういうことで工夫をしてもらいたいというふうに考えています。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） せっかくうちの町は港に来る手前まではかなり急傾斜といいますか、

そういったものなんで、自然流下もありうるんじゃないかと。 

○観光商工課長（森田七徳君） 冗談で役場の庁舎の屋上かななんて話もちょっと出ていまし

たけれどもできるかどうかちょっとわからないですけれども。 

○１０番（藤井廣明君） ギネスに挑戦するじゃないけれども、意気込みならそれもありかな

という気がするんですけれども。 

○委員長（西塚孝男君） それでは、よろしいですか。ほかにありませんか。 

○１番（笠井政明君） 今ふといろいろ思っていたんですけれども、これそもそも漁港のにぎ

わい創出にしないほうが広くとれたんじゃないですかという話なんですけれども、その辺ど

うですか。 

○観光商工課長（森田七徳君） これ、まずどこの予算で上げるかというところがちょっとや

っぱり内部的には議論があって、どちらかというとまちづくりなんじゃないかという話もあ

ったりだとか、なので漁港のにぎわいをつけたばっかりに何となく窮屈になるのかなという

気はするんですけれども、朝市があり直売所があり新しくお店ができということで、ここに

せっかく人が集まりやすい環境なのでここでやってみようというぐらいの考えといったらあ

れなんですけれども、それでこの事業名が決まったというようなところが正直なところです。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

○１３番（定居利子君） 今の流しそうめんの件なんですけれども、これはどこでもやってい

るんですけれども、地元のテングサ等を利用したテングサそうめんとか、そういう地場産品

を使用したようなそういうものというのはできないんですか。例えばミカンそうめんとか、

どこかでそういうのを製造できれば、そういうものを流して大会にするとか。ただ白いそう

めんというのはどこでもやっていますので、ちょっと変わったようなそうめんをつくってい

ただいて、そういう企画というのは財源的には大丈夫ですか。 

○観光商工課長（森田七徳君） どこかで何かニューサマーの麺を聞いた気はするんですけれ

ども、ちょっと協力していただく、遠藤製麺さんなんかもあるので、このイベントに特別に

そういうものができるかというようなことはちょっと相談を、あっていればおもしろいと思
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うので考えたいというふうに思います。ちょっと相談させてもらいたいと思います。 

○１３番（定居利子君） やっぱり地元に合ったようなそういうものを使って、こういうそう

めん大会をということを、いろいろなネットで流したりするとおもしろいんじゃないかなと

思います。 

○観光商工課長（森田七徳君） そうですね。ちょっとできるだけおもしろいことは考えたい

と思います。ありがとうございます。 

○委員長（西塚孝男君） どうでしょうか。 

○１番（笠井政明君） すみません。また漁港のにぎわいのところなんですけれども、今もう

１回予算の内訳をぱっと見ていたんですけれども、結構このイベントが８回あって、例えば

流しそうめんとか食材かかったりとか、消耗品費、あと諸経費合わせても36万というところ

で８回やれそうですかというふうな心配がちょっとあって。 

○観光商工課長（森田七徳君） ちょっとその辺が心配なので経費を10％ぐらい見させてもら

ったりということもあるんですが、水上バイクですとかドローンですとか、この中に書いて

あるヨガですとか、今までの荒武君の地域おこし協力隊の中で培ってきた人脈なんかもある

もんですから、そういうところに半分ボランティアみたいな形で協力していただけるという

ふうに荒武君からは聞いていますので、この予算の中で何とかできるのではないかというふ

うに考えています。 

  それと、仮に企画倒れで実現が不能になったような場合には、委託事業ですのでその回数

の分は経費を削減して変更契約で変更減というような、そういった内容の事業になっていま

すので、今ある経費の中で一応当たりがついているという内容でございます。 

○委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

○１２番（鈴木 勉君） これは県の補助金がつかないんだよね、この事業にはつかないんだ

よね。 

  そういう中で、今、イベントという難しさというのと、イベント効果とかという言葉の中

で議論してくると非常に難しい結果論が出てくると思うわけです。僕たちなんかも一番何を

思うかなと、何もしないと何も起きないよと。せめてイベントを組むのにもそうだし、こう

いうちょっと目的意識を持ってやっていくイベントというのに、今、議論も皆さん一生懸命

してくれているんだけれども、これ僕は最終的な議論の結果は経済効果、この町のＰＲ効果

がどういう形の中であらわれて数値として表示できるのかなというのが、結果論って一番大

事じゃないかなと思うわけですね。 
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  今の課長さんの答弁を聞いていましても、１つ１つのイベントに参加する人たちは、非常

に僕たちが考えているよりも少数な人間の参加で行っていくという形が答弁の中にあったん

だけれども、一番大事なことはやはりこの町のＰＲがどこに生きて、どういう結果になって

きたのかなというのが大事なことだと思うから、そこら辺を注視しながらイベントをやって

いただきたいなと思いますけれどもね。 

○観光商工課長（森田七徳君） 今ちょっと費用対効果の話が出て、マーケティング要素がと

りあえず第１回目ということで大きいので、ちょっと通常のイベントみたいに幾らかけて人

を何百人集めましょうというようなところとちょっと視点が違うというところもあって、費

用対効果でかけたお金に対して幾ら集まったかという話をされると、ちょっと厳しいところ

はもちろんあるんですけれども、ただ、できるだけ将来につながるような事業を発掘したり

だとか、人材を発掘したりだとか、そういったところにも力を入れつつ、うちの町に来てく

れる方を増やすところに最終的にはつなげたいというふうに考えていますので、また御協力

をよろしくお願いします。 

○１２番（鈴木 勉君） 僕はこれは単年度の計画なのかなと思うんだけれども、そういう形

からいくとロングラン計画の中で何年かの後にはこういう効果が出ましたとかという数字の

いい報告ができるかという形を考えていくんだとなると、これは単年度で行うものじゃなく

て、やはり通年的に何回かやってみないとという形が出てくるんじゃないかなと思うわけで

すよね。そういう中で、今日、今、ここに提出されている何種類かのイベントの中で、やは

り絞り込んで残すのかという形だってできるんじゃないのかなということは僕は期待をして

いるんだけれどもね。 

○観光商工課長（森田七徳君） 今おっしゃったように、この中でこれはというものがあれば

続けていきたいですし、だめなものについては、この事業自体がちょっと単年度か継続かと

いうのは今の時点では決まっていないんですけれども、手応えのなかったものについてはや

めていく。新しくこういうことをやってみたいというものがあればやる。この中の手応えの

あるものがあれば、さっき言ったドローンじゃないですけれども、何かこう拡大してとかと

いうふうに発展的にＰＤＣが回せるように事業のほうは持っていきたいというふうに考えて

います。 

○１２番（鈴木 勉君） 今、にぎわい創出事業というのは単年度じゃなくて来年も再来年も

という形の計画を考えているような形に今聞いたんだけれども、そうなってくると、また別

のサイドで話ししたほうがいいと。この中でなくて、今、この間、また僕たちのところに来
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たじゃないですか、応募型という形の募集、ああいうイベントなんかもこの中に入れていく

という形だって考えてもいいのかなということを聞いてみたいと思うわけよ。 

○観光商工課長（森田七徳君） 公募型の補助金が新しく創出されるということなので、こう

いう中のおもしろいものがあるということで、有志がその事業を貸したいということであれ

ば、当然応募してもらえれば審査のテーブルには当然乗ってくるものだというふうに考えま

す。 

○１２番（鈴木 勉君） ごめんね、聞き方悪かった。そういう受け皿になる可能性があると

いうことでいいですか。 

○委員長（西塚孝男君） 暫時休憩。 

 

休憩 午後 ３時１９分 

 

再開 午後 ３時３０分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時３０分 

 

再開 午後 ４時０４分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  これをもって議案第21号に対する質疑を終結します。 

  これより議案第21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（西塚孝男君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結します。 

  これより議案第21号を採決します。本案は原案どおり決することに御異議ありませんか。 

（「ちょっと休憩。休憩お願いします」の声あり） 
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○委員長（西塚孝男君） 暫時休憩。 

 

休憩 午後 ４時０５分 

 

再開 午後 ４時０５分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  異議なしと認めます。したがって本案は原案のとおり可決されました。 

  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つけたいと思います。要望事項や希望意見は

ありませんか。 

○１番（笠井政明君） ローカルデザインネットワークの委託事業と稲取漁港修景広場整備工

事に関しては意見書をつけたいと思います。 

○委員長（西塚孝男君） １番議員の意見を委員長報告書につけたいと思います。 

  以上で、本委員会に付託されました案件の審議は全て終了しました。 

  本日はこれにて延会いたします。 

  暫時休憩。 

 

休憩 午後 ４時０７分 

 

再開 午後 ４時１０分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  委員長報告会につきましては、来る３月19日１時半より検討したいと思いますので御出席

をお願いいたします。よろしくお願いします。 

  これにて。 

 

延会 午後 ４時１１分 
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東伊豆町議会  
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一般会計予算審査特別委員会（第４日目）記録 

 

                    平成３１年３月１９日（火）午後１時３２分開会 

 

出席委員（６名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ５番  西 塚 孝 男 君 

     ６番  内 山 愼 一 君     １０番  藤 井 廣 明 君 

    １２番  鈴 木   勉 君     １３番  定 居 利 子 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

議会事務局 

書 記 吉 田 瑞 樹 君   
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開会 午後 １時３２分 

 

○委員長（西塚孝男君） 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、一般会計予算審査特別委員会は成立しましたので、開催いたします。 

  10番、藤井議員より会議におくれてくるとの申し出がありましたので報告します。 

  これより直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事は予算審議に伴う委員長報告書の内容の検討についてです。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時３３分 

 

再開 午後 ２時２４分 

 

○委員長（西塚孝男君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  委員長報告書について、改正及び追加等ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（西塚孝男君） なしと認めます。 

  これをもって一般会計予算審査特別委員会を閉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（西塚孝男君） 御異議なしと認めます。よって、一般会計予算審査特別委員会を閉

会することに決しました。 

  御苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ２時２４分 

 

 

 

 


