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一般会計決算審査特別委員会（第１日目）記録 
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事 業 係 長 栗 田   将 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 

住民福祉課長 村 上 則 将 君 住 民 福 祉 課 
参 事 木 田 尚 宏 君 

住民福祉課長 
補 佐 兼 
福 祉 係 長 

中 村   忍 君 住 民 福 祉 課 
窓 口 係 長 前 田 宇 之 君 

住 民 福 祉 課 
地 域 係 長 中 田 光 昭 君 

住 民 福 祉 課 
子 育 て 支 援 
係 長 

遠 藤 克 也 君 

住 民 福 祉 課 
熱川支所係長 鳥 澤   誠 君 農林水産課長 鈴 木 伸 和 君 

農 林 水 産 課 
参 事 国 持 健 一 君 農 林 水 産 課 

整 備 係 長 雲 野 信 弘 君 

企画調整課長 村 木 善 幸 君 
企 画 調 整 課 
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企 画 調 整 課 
課 長 補 佐 
兼 検 査 係 長 

村 松   悟 君 

企 画 調 整 課 
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議会事務局 
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開会 午前 ９時４２分 

 

○臨時委員長（鈴木 勉君） それでは、一般会計決算審査特別委員会、令和元年９月24日、

東伊豆町議会委員会条例第９条第２項の規定に基づき、私が臨時委員長の職務を行います。

どうぞよろしくお願いします。 

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

審査特別委員会は成立しましたので、開会をいたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  これより委員長選挙を行います。 

  お諮りします。選挙方法については、投票と推選がありますが、いかがしますか。いかが

いたしますか。推選にしますか。 

（「推選」の声あり） 

○臨時委員長（鈴木 勉君） ただいま推選の声がありました。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） 

○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

うことに決定いたしました。 

  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。

これに御異議ありませんか。 

（「異議あり。委員の指名でお願いします」の声あり） 

○臨時委員長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。 

（「異議ありと言っているんだよ」の声あり） 

○臨時委員長（鈴木 勉君） もう少し読ませてくださいと言っているの。定居さんと同じよ

うなことを言わないでください。もう少し口述書がありますから、お待ちくださいと言って

いるんです。したがって、臨時委員長が指名することに決定いたしました。 

  暫時休憩します。 

  ここでどなたを推選するかを相談したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

休憩 午前 ９時４４分 
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再開 午前 ９時４７分 

 

○臨時委員長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

  委員長に14番、山田直志君を指名します。 

  お諮りします。ただいま臨時委員長が指名いたしました14番、山田直志君を委員長の当選

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14番、山

田直志君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14番、山田直志君が本委員会に出席しておりますので、

本席より告知いたします。 

  14番、山田直志君に委員長就任の御挨拶をお願いいたします。 

○委員長（山田直志君） どうぞよろしくお願いいたします。 

○臨時委員長（鈴木 勉君） よろしくお願いいたします。 

  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。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時４８分 

 

再開 午前 ９時５１分 

 

○委員長（山田直志君） 休憩を閉じ、再開します。 

  これより副委員長選挙を行います。 

  お諮りします。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（山田直志君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うこ

とに決定しました。 

  お諮りします。指名の方法については、委員長が指名することにしたいと思いますが、御
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異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（山田直志君） 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を

しました。 

  副委員長に、10番、内山愼一君を指名します。 

  お諮りします。ただいま委員長が指名しました10番、内山愼一君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（山田直志君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました10番、内山愼

一君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、内山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、内山議員に委員長就任の御挨拶をお願いします。 

○副委員長（内山愼一君） 今、指名されました。委員長を補佐して、スムーズに行っていき

たいと思うので、よろしくお願いします。 

○委員長（山田直志君） 日程の関係上、暫時休憩をします。 

  次は総務課、選挙管理委員会からということで、時間は、審議の予定表をお手元に配付し

てありますが、予定表のとおり10時30分からというふうになります。 

（何事か言う声あり） 

○委員長（山田直志君） 開始が10時30分。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時５３分 

 

再開 午前１０時３０分 

 

○委員長（山田直志君） 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55号 平成30年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題とします。 

  これより質疑を行います。 
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  質疑の対象を総務課、選挙管理委員会とします。 

  質疑はありませんか。 

（「歳入歳出全般」の声あり） 

○委員長（山田直志君） そうそう、課ごとですから歳入歳出全般で。 

○６番（西塚孝男君） ５ページ、職員の健康管理についてですけれども、今、現状で職員が

休んでいるという、そういう職員はおられるんですか。 

○総務課長補佐兼庶務係長（鈴木文昭君） 今現在お休みしている職員につきましては、２人

となっております。 

○６番（西塚孝男君） それは病気とか、けがとか。 

○総務課長補佐兼庶務係長（鈴木文昭君） はい。 

○６番（西塚孝男君） 病気で。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の成果表の５ページのほうの話でよろしいですか。 

○委員長（山田直志君） はい。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の質問と同じような形になるんだけれども、成果表で見るとカウ

ンセリングで17人に実施されたという形になっておりますよね。それから、ストレスのチェ

ックで175人を対象としておるということになるんだけれども、その結果としての状況は今

言われたみたいなんだけれども、今の質問に対する答えがそういう形だったけれども、ここ

にあるストレス度の高い職員というのはもう私たちも非常に気にしているところなんですけ

れども、職員はどれぐらいそういう人たちがいて、どういうケアが必要なのかというところ

を聞いてみたいなと思います。 

○総務課長補佐兼庶務係長（鈴木文昭君） まず、今の質問にあったカウンセリングについて

なんですけれども、こちらについては平成25年からずっと引き続きやっておりまして、17人

というのは30年度に限ってなんです。偶数月の第２木曜日に３人ずつ、職員17人なんですが、

全員に行き渡るような形でカウンセリングを行っております。もちろん、本人がちょっと受

けたいということであれば、そちらのほうを優先して受けていただいております。 

  それで、カウンセリング、その中で、カウンセラーと１対１の話し合いですので、当然私

は入っておりませんので内容についてはわかりませんけれども、ちょっとストレスが高いか

ら気をつけたほうがいいというぐらいの話だけは私もいただきますので、話の内容について

は全く教えていただけないので。カウンセリングについては今そういった形で、職員につい

てはちょっと気をつけて見てあげてくださいということだけは言っております。 
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  あともう一つ、ストレスチェックなんですが、こちらは年に１回、これは全員受検になり

ます。基本的に11月に大体行うんですけれども、ストレス度の高い職員はある程度、一定数

おるんですけれども、その中で一定の基準を超えるストレスがある方については、産業医の

ほうから直接御本人のほうに面談を受けたほうがいいですよという勧奨の文書が入ります。

それが大体年に10人から15人ぐらいです。 

○１２番（鈴木 勉君） 自分たちが議員という形の中で、一般の町民とは違った目線の中で

皆さん方職員の状況なんかを見ていると、非常に今の働き方改革という中でも、非常に夜遅

くまで残業というのか、就労時間が長いような気がする人たちが結構いるんだけれども、そ

ういう人たちは今このストレスチェックのほうの中でも結構ストレス度が高いんではないか

なという心配も僕なんかはしているんですけれども、今みたいな状況の中でどうやってケア

するかというのを、ストレスをなくしてあげるということが一番大事だろうと思うんだけれ

ども、そこら辺も十分注意してやっていただきたいなと思っておりますけれどもね。 

○総務課長（梅原裕一君） 鈴木議員おっしゃるとおりで、今、全国的に公務員の心身不調で

すとか、特に心の病という、そういう病気の休暇取得者が非常に増えているというのは、こ

の伊豆地域なんかでも、郡下の中でも、総務課長会議の中でもそういう話が出てきていまし

て、一つ言えば時代の移り変わりで増えていくという業務、権限移譲で国・県からおりてく

る仕事というのがどんどん増えてきている中で、特に時間外については、本当に何月何日ま

でにやらなきゃならない仕事というのはどうしてもそれをやらなきゃならないところであり

まして、その中で課が応援体制をとる形も必要ですし、あるいは適正な人員配置というか、

そういうことも考慮していかなければならないというふうに思っております。 

  いずれにいたしましても、そういった職員の負担が増えているということが大きな原因に

なってくると思いますので、非常にその辺は、そういうことにならないように我々努力して

いかなきゃならないというふうに思っております。 

  以上です。 

○１１番（藤井廣明君） 33ページの寄付金の件なんですが、ふるさと納税寄付金がかなり減

っているということで、昨年から比べると減っているし、一昨年のときから比べれば半分ぐ

らいになっちゃっている。人員も大幅に減っているので、これは自分たちもある程度はちょ

っと想定していたんですけれども、全国的な傾向という部分もあるんですけれども、ただ、

我が町は別にそんなにルール違反ということもなかったと思いますが非常に大幅に、寄付金

が１億3,467万ですか。その前の前の年はその倍の２億六千何百万あるわけですから、半額
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にまでこの２年間の間に減ってしまったということの要因といいますか、その辺はどんなふ

うに考えたらいいんでしょうかね。 

○総務課財政係長（太田正浩君） マスコミでの報道も御存じかと思いますけれども、やはり

泉佐野市ですとかそういったところが本当にルール違反をしておりまして、最後には８割還

元、１万円寄附していただいたら8,000円分のアマゾンの券を。そうしますと、もううちの

町等ではとても勝負にならない。うちはもうルールを守って３割でやっておりますので、大

分この数字が流れたと思います。 

  ただ、もう６月からルールを改正しまして、新しいルールのもとでやっています。ただ、

この１月、２月にはもう既に流れてしまっていますので、本年度もまた増えるというわけで

はないと思いますけれども、来年度あたりからは本当に同じルールでやっていきますので勝

負になると思うんですが、この30年度に関しましてはそういった厳しい状況があったことは

御理解いただきたいと思います。 

○１１番（藤井廣明君） おっしゃるとおり、なかなか全般的にかなり、ふるさと納税制度そ

のものがちょっと国のほうからたたかれたみたいなところもあって、地方では大幅に減った

ところもあって苦闘したんではないかと思うんですけれども、うちの町なんかはそういう意

味では本当にルールを守って３分の１からの範囲でやっていたと思うんですけれども、ただ、

もう少しＰＲの方法とか魅力アップとかいうふうなものを継続的にというか、さらにやって

いくような方法をとらないと、この減るのにブレーキがかからないんではないかというふう

な気がするので、その辺はどんなふうに……。 

○総務課財政係長（太田正浩君） 30年度に関しましては、雑誌の広告などを初めて始めまし

た。また、今年度、今までふるさとチョイスというポータルサイトだけだったんですけれど

も、今度は楽天。今営業に来ているのが、東急関係もふるさと納税を始めたのでどうですか

なんて来ておりまして、いろいろと来ておりますので、ふるさとチョイスだけではなしに窓

口を初め幾つかに広げてやっていきたいと思っております。 

  また、今、今回のこの災害の関係で、ふるさとチョイスのほうでこういった災害があった

ので御支援いただきますといったような形で今出しておりまして、今ちょうど120万円ほど

ふるさとチョイスのほうで集まっております。やはり、これからは品物だけではなくてこう

いった目的ですとかそういったこと、また、来年度はまたさらに物ではなくて、例えば細野

高原、こういったことを守っていきたいので寄附をお願いしますといった目的を中心に寄附

を集めるような仕組みを来年度は考えていきたいと思っております。 
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○１１番（藤井廣明君） はい、わかりました。 

○１２番（鈴木 勉君） ふるさと納税はある程度一般質問のほうでやりますから、今やって

しまうとあれです。ごめんなさいね。４つほど聞きたいんですけれども、いいですかね。 

  先に、35ページのほうで奨学金の形がここに書いてあるんですけれども、この奨学金の30

年度の運営状況ですか、どういう形の中でこの奨学金が書かれているのか。いいのかな。 

（「教育委員会」の声あり） 

○委員長（山田直志君） 運営だと教育委員会。繰り入れの部分、基金管理はしているけれど

も、何人借りてとかいうのは教育委員会。 

（「教育委員会だな」の声あり） 

○委員長（山田直志君） はい。 

○１２番（鈴木 勉君） そういう形までいっちゃうんだな、そうすると俺の質問はな。ここ

に書いてある数字が400万の当初予算で300万が補正で減額になっているから、こういう形の

中ではどういう要因でこれだけ減額になったのか、借り手が少なくなったのかとか聞きたか

ったんだけれども。 

○委員長（山田直志君） 教育委員会。 

○１２番（鈴木 勉君） 今と同じになってくるよな。では、税務課のほうでいいな。 

○委員長（山田直志君） 教育委員会で。 

○１２番（鈴木 勉君） 教育委員会のほうだな。わかった、ごめんね。 

  では、ほかの、では成果表のほうの４ページを見てください。職員採用というのがあると

思うんですよ。このほうは平成30年度の一般の行政職３人という採用があるんですけれども、

この３人の出身地はどちらなんですか。 

○総務課長補佐兼庶務係長（鈴木文昭君） この一般行政職員３人ということですよね。この

３人につきましては、１人が白田で残りの…… 

○１２番（鈴木 勉君） １人が。 

○総務課長補佐兼庶務係長（鈴木文昭君） １人が白田です。白田。 

○１２番（鈴木 勉君） 東伊豆町から全部３人採用という形で。そういう答弁でいいんです

けれども。 

○総務課長補佐兼庶務係長（鈴木文昭君） そうですね。全部東伊豆町です。 

○１２番（鈴木 勉君） ごめんなさい。それで、全部東伊豆町ね。 

○総務課長補佐兼庶務係長（鈴木文昭君） はい。 
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○１２番（鈴木 勉君） はい、わかりました。 

  それから、７ページから８ページにかけて行政改革というのがあるんですけれども、その

ページの中でこの行政改革についての、今後も行財政改革に取り組んでいきたいという形の

成果が書いてあるんだけれども、どういう内容をもって今後もという形はあるんですか。 

○委員長（山田直志君） １問ずつでいいですか。 

○１２番（鈴木 勉君） いや、さっきのやつもあれでいいですよ。答弁まだ…… 

○総務課長（梅原裕一君） 行財政改革というのはもう継続的に実施するということで、当然

ながら経費削減等の財政効果が得られるように需用費の抑制ですとか物件費節減、合理化、

あるいは人件費では職員数の適正化等々によって経常的経費の削減、これはもう当たり前の

話でありまして、それから、平成31年度の当初予算、今厳しい財政状況を踏まえて初の取り

組みですけれども、マイナスの５％シーリングをやってきたところですけれども、こういっ

たものとは別に目に見えた行革、一つアスド会館の売却もそうなんですけれども、これは非

常に大きな行革だというふうに思っております。 

  それから、今後取り組まなきゃならない、当然ながら熱川支所の、いわゆるそういった熱

川支所ですとか消防団の統合なんかもそうですし、それからごみの有料化、静岡県内でごみ

を完全なる有料化にしていないのはうちと河津町だけだと思います。その辺のことですとか、

あるいは小中学校の統合問題、それから窓口業務の、ＡＩとかいろいろ言われておりますけ

れども、その辺の民間委託等々も今後は考えていかなきゃならないというふうに思っていま

すし、それから公共施設等の総合管理計画の個別施設計画策定、バブル時代にうちの町では

庁舎ですとか保健福祉センター、図書館、清掃センター、水道施設も含めて、非常に規模は

大きいものなんですけれども、その辺がかなり老朽化、道路、橋もそうなんですけれども、

そういったもののやはり計画的な整備、公共施設の最適な配置について検討、見直しという

ふうな形を進めていかなきゃならないというふうに思っております。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の課長の答弁などを聞きますと、非常に町の将来については大事

なことをもう僕は聞いているような気がするんですよ。それは議員の私たちと当局側との考

え方の、私たちにとってはちょっと見えないところがあるかのようになるんですよね、今の

課長の答弁を聞いても。言われている一つ一つはわかるんだけれども、総合的にこういう流

れの中で町をやっていきますよという当局側の考え方というのが僕らには見えてこないとこ

ろがあるものでね。 

  そういう今のお話の中でいったら、やはり一体化としては、議員の中にもこういう課題に
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町としては取り組みたいとかというものが僕はもうわかるように欲しいと思っているから、

せっかく、これは成果表だからこういう形をやっていくんですよ、きたんですけれども、こ

れは成果表だから、30年はこうやって取り組んできましたけれどもそういう成果がなかなか

ここへあらわれませんでしたとか、さっきのアスド会館の売却は、これは一つの成果ではな

いですか。そういうものも実施できたとかという。 

  僕たちにとったら、今の将来に向かってというのは、当初予算だからそういう予算的なも

の差別があるかもわからないんだけれども、町の考え方としたら、そのステップという段階

がよく僕らには見えたほうがいいかなという気がするんですけれどもね。この点については

課長、どう思っている。私たちも…… 

○総務課長（梅原裕一君） 行政改革については、山田委員長初め一般質問でも何度か町に対

して質問をいただいて、町が今取り組まなきゃならない、行政報告の中にもうたっておりま

すし、その辺は絶えずそういった一般質問の中でも答弁させていただいているとおりですの

で、その辺、今後も共有化していかなきゃならないというふうに思っております。 

  それから、あと熱川支所の、それぞれの地区別の説明会の中で、まだまだやっぱり町の財

政状況というのが非常に理解されていない部分、もう目の前に１万人を割るという人口、あ

と25年で6,000人とか7,000人ぐらいの人口規模になっていく。当然ながら行政もそれに備え

て、税金も当然ながら先細りしていくというふうなことを考えた中でやはりまちづくりを進

めていかなきゃならない。 

  これはもう危機感を持っていただくために、早速ですけれども11月15日に、２年前から千

葉大学の大塚先生というのが、県の行政経営研究会の県のほうの指導をいただいている先生

が、２年前からうちの財政のほうでもいろんな行政改革、あるいは公共施設の管理計画なん

かもそうなんですけれども、それから公会計を含めた、そういった講演会をやっていただい

ていますので、11月15日に、これは決算とは関係ありませんけれども関連ということで、町

の財政状況を先生に説明していただいて、それはもう役場の職員向きではなくて外部向きで

すね。区の役員さんを初め、あるいは観光協会ですとか消防団とか、そういった人たちがわ

かりやすく理解できるような形の講師をやっていただく形で今計画しておりまして、その中

でも行政改革の必要性というのを、町の財政状況が今後どうなるかというのも踏まえて、そ

ういったことで御理解いただけるように説明会を開きたいというふうに思っております。 

○１２番（鈴木 勉君） はい、わかった。 

○１０番（内山愼一君） 関連で、今課長が説明したようにやはり、今12番議員がわからない
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ということを言ったけれども、確かに今言ったようなことは優先順位、行政改革の中で優先

順位を乗せた格好の中で、こういう格好でやりたいということを示したようなものを全協あ

たりでもやっぱりちゃんと、行政とすればこういう位置づけで何年後にこういうふうにした

いというようなことを、それは議決が要ることだからすぐにはならないかわからないけれど

も、そういうものを絶えず流していただきたいということがあると思うんだよね。よろしく

お願いします。その辺は…… 

○委員長（山田直志君） 要望だけでいい。 

○１０番（内山愼一君） うん、要望でいい。 

○委員長（山田直志君） ほかはいかがですか。 

○１０番（内山愼一君） さっきのふるさと納税の関係だけれども、これは、支出については

各担当課のほうでお聞きする格好がいいのかな。効果というか、そういうものを聞きたいと

思うんだけれども。成果表の９ページに、今、基金の活用をあちこちの担当課でやっている

と思うんだけれども、こういうものの成果は担当課のほうにお聞きしたほうがいいのかな。 

○総務課財政係長（太田正浩君） あくまでこちらは基金を充当しているだけですので、あと

内容は各課で聞いていただければと思います。 

○１０番（内山愼一君） わかりました。 

○委員長（山田直志君） ほかはいかがですか。 

○１１番（藤井廣明君） 町税の中で、いわゆる町民税の固定資産税という部分でちょっと落

ち込みがあるんではないかなと思うんですけれども、これは主に評価が落ちるとか、あるい

は個人の資産なんでしょうか。それとも、あるいは会社が持っていたものを売却とか、そん

な感じで落ちるんでしょうか。町税の。 

○委員長（山田直志君） 税務課というか、細かくは税務課のほうが。 

（何事か言う声あり） 

○委員長（山田直志君） よろしいですか、11番。ほか。 

○１０番（内山愼一君） 全体的なことだけれども、地方交付税ね。普通交付税だとか特別交

付税があるんだけれども、そこらの見通しというか、まず、毎年ジグザグがあるんだけれど

も、今後の形を見たときに今の水準でいけるのかどうか、その辺の判断をちょっと。 

（何事か言う声あり） 

○委員長（山田直志君） すみません、静かにしてください。静かにお願いします。 

○総務課財政係長（太田正浩君） 普通交付税に関しましては、今後臨財債がどんどん増えて
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いくので、もちろんその面でも増えますし、税収が減るとその分を補う形で増えます。ただ、

これから人口がそれ以上に減ると予測しています。そうしますと、東伊豆町さんはそれほど

お金がかかりませんよねということで交付税も減るというような形で、正確に見通すという

ことはなかなか難しいんですが、これから増えるということはやはりなくて、交付税は減る

と考えております。 

○１０番（内山愼一君） 今の俺も分かるだけれども、どっちにしても貧乏になれば行政が補

いをつけるような格好で国から交付税が来るということなんだけれども、今係長が言ったよ

うに人口が減ってくることを考えると、そういうわけにはいかなくなっちゃうということを

今、形でいろいろ確認させてもらいました。 

○委員長（山田直志君） ほか。 

○１１番（藤井廣明君） ちょっと今の関連で言うと、自主財源の比率が減るということにな

るんですか。 

○総務課財政係長（太田正浩君） ただ、人口が減りますので歳出もいろいろ減る中で、自主

財源……そうですね。全体的に人口がやはり減りますので、収入ですとかいろいろなものが

減りますので、その比率がどうこうはちょっとまだわかりませんけれども。 

○総務課長（梅原裕一君） 人口というのは交付税の一番のもとの数値、基礎数値の中の、

3,000、4,000ぐらいデータを入れる。交付税というのは非常に複雑で3,000から4,000ぐらい

あるんですけれども、その中の大もとの数値というのは人口もほとんどみんなかかわってく

るものですから、当然ながら人口が減るということは諸経費が減るというふうな考え方なん

ですね。 

  だから、税が当然減ってくれば、同じように、どこの町でも同じようないわゆる行政サー

ビスを受けるための交付税制度というのがあるんですけれども、ただ、人口が減っていって

予算規模が当然小さくなっていくことを考えたら、交付税も当然ながら減るというふうな考

え方で正しいというふうに思っております。 

○委員長（山田直志君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時５４分 

 

再開 午前１１時１７分 
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○委員長（山田直志君） 休憩を閉じ、再開します。 

  そのほか、ございませんか。 

○１１番（藤井廣明君） １点、ここに項目があるかな、日数もみたいな感じなんですけれど

も、選挙の準備に関しては、総務課で扱っている部分で、今回…… 

（「成果表の10ページ」の声あり） 

○１１番（藤井廣明君） 成果表の10ページか。ここの歳入のほうの15款の県議会選挙費委託

費ときているんですけれども、これ、ちょっとかなり少ないんだけれども、逆に歳出のほう

の選挙人件費なんていうのが歳出のほうの２款の……。そのギャップというか、かなり、県

議会議員の選挙は今回それなりに無投票だったわけですけれども、このギャップで、この支

出なんかだとこのぐらいかかるものなのかなということで、ちょっと見ておきたかったなと

いうふうに思うんですけれども。76万8,000円、決算額で、歳入であって、歳出のほうです

と２款の４の１の90となっているけれども、525万出ているというふうに、ページ数が67ペ

ージから68ページかな。 

○総務課長（梅原裕一君） 選挙管理委員会の人件費が500万ということで、これは職員の人

件費となっております。それで、無投票であったとしても、これはもう準備をしなきゃなら

ない。告示の日まではずっと準備をして、看板を設置したりとか、あるいはそういったもの

がありますので、その辺、歳入と歳出、ですから新年度になって歳入が入ってくる部分もあ

りまして、そういったバランスがちょっとずれていますけれども、いずれにしても、無投票

ということであっても準備をしなければならないということになります。 

  以上です。 

○１１番（藤井廣明君） はい、了解です。 

○委員長（山田直志君） では、委員長をちょっとかわっていい。 

○副委員長（内山愼一君） どうぞ。 

○１４番（山田直志君） まず、基金と起債の関係でまず１点伺いますけれども、起債３億

6,000万ぐらいに対して公債費で５億2,000万ぐらいの支出をするというような今回決算にな

っていまして、先ほど来のやっぱり今後の財政状況がどんどん厳しくなるという点で見ると、

健全化比率等の財政数値はいいということはあるんだけれども、そうはいっても実質的に元

利償還のほうでだんだん大きくなってくるということはやっぱり非常に大きな課題だという

ふうに考えていますけれども、その辺どのように考えているのかということが一つと、もう

一つはその関連で、やっぱり財政調整基金の規模と起債の状況、財政調整基金が約７億とし
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ても地方債の発行残高は54億ぐらいということになるので、やっぱりこの状況も、将来的な

財政運営を考えると本当にこの状況はいいのかなという、当面の、今年１年、１年というこ

との財政状況で見る限りは問題ないんだけれども、やっぱり将来的にもさっき言われたよう

に人口が減ってきますよとかというものが見えている中だと、この数値もやっぱり少し改善

をされる必要があるかと思っているんだけれども、この決算の数値を見てどのようにお考え

ですか。 

○総務課長（梅原裕一君） まず、起債の関係ですけれども、この起債の大きな数字というの

は毎年借りている臨時財政対策債。これは100％交付税算入、借りても借りなくても交付税

算入されるということでありますけれども、これは借りないほうがいいに決まっているので

あって、ただ国の交付税の実質総額なんですね。普通交付税と、それから臨時財政対策債を

合わせたものが本当は実質交付額というふうな形になっておりますので、本当に交付税で全

て出していただければその辺はありがたいんですけれども、国の事情があって、その辺財政

状況を見ながら、できるだけ借りない形をとるのが本来の考え方だと思います。 

  それから、起債の基本的な考え方は、新たな借り入れは返済する借金の元金を超えないこ

ととするというのが、これが財政運営の明確な基本ルールでありまして、これはしっかり考

慮しなきゃいけないというふうに、公債費を抑えるためにはこれはもう原理原則だというふ

うに考えております。 

  それからもう一つ、基金の考え方なんですけれども、今回も災害がありました。大島の53

年の近海の地震のときの３年間の状況を見ると、約12億から13億のお金が出ております。そ

ういうことを考えたときに、標準財政規模が今35億ですか、約20％というふうに言われてい

ますけれども、我が町は30％をためようということで、約10億を財政調整基金の目標という

ふうな形で、今その向きで取り組んでおりますので、今後もその目標というのは絶対にクリ

アできるように努力しなきゃいけないというふうに思っております。 

  健全な財政運営をするに当たってもやっぱり基金が、財政健全化指数の中で基金の数値と

いうのが非常に大きなウエートを占めるものですから、今後もこの財政を預かる身としまし

ては10億の財政調整基金をしっかりためていこうというふうな考えを持っております。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） そうすると、ちょっとこれは若干脇道にそれちゃうかもしれません

けれども、今回の災害なんかでも、住民のところでもかなり災害があった反面、特に公共施

設、水道は別会計だとしても、道路にしろ河川等にしても公共施設への災害が相当あるので、
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当然公共債というものがあったとしても、基金の活用というのが相当必要になるんではない

かなというふうに考えますけれども、現状、その辺の見通しはどう考えていますか。 

○総務課長（梅原裕一君） 今の状況ですね。今日現在の、10月３日の最終日に補正を上げる

金額が今約5,000万ほど出ておりまして、これに乗っからないものはあと追加で出てくる話

だと思いますけれども、まず公共土木災害というのは約３分の２、667かな、補助をもらっ

て、残り起債で、ほぼ100％起債で、交付税が95％かな。だから、ほぼ賄えるんです。ただ、

これに乗っかるようなものが、まず一つは大きな湯ケ岡赤川線の小林園先のあの辺の道路が

崩壊している、これはもう明らかに公共土木災害という形で上げる。それから、農水のワサ

ビ田の関係で、その辺のものを公共災害という形で上げる査定を受けると。だから、今回は

設計を上げるだけになってきます。 

  それから、それ以外のものについては、当然ながら国から補助をもらえるというものはあ

りませんので、特別交付税として今回10款に設けて、特別交付税で２分の１をもらえるよう

な形のルールがありますので、その辺に上げて補助をもらう形をとりたいというふうに考え

ております。 

○１４番（山田直志君） 当面は財政調整基金で賄って、当然その後特別交付税が入ってくる

ということなんですけれども、できればその特別交付税が入ってきた分はちゃんと基金にた

めていくような形で、入ってきた収入として使うということがないようにしていただきたい

なというふうには思うんですね。 

  それで、あとちょっと２点、ちょっと数字の細部で知っておきたい点があるのですが、一

つはさっきの、最初に出た職員の健康管理の問題で、いわゆる健康診断とストレスチェック

というのが５ページのところに数字は出ているんですけれども、これ、何人受けたかという

よりも、議員として例えば知っておきたいのは、健康診断をやって要検査だとかそういう、

ちょっとひっかかっている人がどの程度いるのか。例えば、ストレスチェックの場合も全員

やったよといったときに、カウンセリングまでいくのがというのがあるんだけれども、その

ちょっと手前で診断される人がやっぱりどの程度いるのかというのが、ちょっと数値的な部

分もあるので、これはちょっと押さえておきたいなというのが一つ。 

  ２つ目に、職員研修の問題なんですけれども、研修実績については個々ここに、成果表の

５ページ、６ページ、７ページと書いてあるんですけれども、今、町としてやっぱりこれか

らの職員の研修、またこれからの時代に合わせてどういうふうな職員を育てていくのかとい

うふうな考え方に基づいてやっているのかなと。一定、新人研修とかいろんな講習はあるん
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だけれども、何となく大体いつもあるパターンで、来たらやっていくという部分のものが多

いのかなと。そうすると、やっぱり町としてどういう職員を育てるのかということに対して

明確な方針とかがあってやっているのかなと。あと、職員研修の部分でも、自主研修で行っ

ている人もいるけれども非常に人数的には少ないような気もするので、この研修についての

基本的にどういう取り組みを考えてしているのかというのをちょっとお願いします。 

○総務課長補佐兼庶務係長（鈴木文昭君） まず、健康診断についてなんですけれども、こち

らの成果表のほうには137人受診、臨時職員37人受診という形になっておりますが、再検査

が必要な割合ですね。これは約48％です。所見があるけれども問題ないレベルというのは入

っておりません。それでいて約半分というのはちょっと多いのは多いんですけれども、こち

らについては各自病院等に行っていただきまして、再検査をしていただいております。それ

で、結果等も総務課のほうに提出していただいておりますので。 

  もともと健康診断を受けない方とかもいらっしゃるんですが、その方につきましては個々

で人間ドック等を受けておりますので、そうした結果の写しをいただいて、全職員の結果に

ついては把握をしております。 

  その中で、最近ちょっと多くなったんですけれどもメタボ判定というのがありまして、こ

ちらについては大体約24人ですね。こちらは腹囲のみでなくて、血圧とか喫煙状況とか血液

の検査でちょっと数値が悪い方を選んで、指導も特定保健指導と言われる、そちらのほうを

やっております。 

  すみません。カウンセリングについては、ストレスチェックの結果カウンセリングをやっ

ているわけではなくて、カウンセリングについては全職員１回は必ず受けるような形で回し

ております。 

  ストレスチェックによってストレス度が高い方がいた場合についてなんですが、これは総

務のほうを通さずに産業医のほうから直接個人のほうに手紙が来まして、産業医で面談をす

るなり、その時点で病院等にかかっている方がいたらその先生と面談をするようにという勧

奨の文書が入る形になります。 

（「研修」の声あり） 

○総務課長補佐兼庶務係長（鈴木文昭君） 研修ですか。職員研修につきましては、おっしゃ

るとおり毎年同じような内容でという形になっておりますけれども、一応県のほうで新しい

研修を、これ以外の話し合いを、研修担当者会議というのがありまして、そちらのほうに研

修担当が集まりまして協議をして、１年１つとか２つのレベルなんですが、新しい研修のほ
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うを実施するように一応努力はしております。 

  個々に希望する研修、そちらについてもだんだん種類も増えてきまして、各自積極的に手

を挙げていただくようになってきておりますので、総務課のほうとしてもどんどん宣伝をし

て、どんどん行ってもらうような形の方向に持っていきたいと考えております。 

○総務課長（梅原裕一君） 少し補塡をさせていただきます。137人中再検査67人、48.9％と

いう話がありました。その再検査については必ず行くように、私は全員結果を持ってこいと

いうことで、100％再検査の結果をいただく形で、何らかの医者にかかってという形をとっ

ておりますので、この２年間は１人も再検査に行かないなんていうことのないような形をと

っておりますので、それは御承知いただきたいと思います。 

  それから、職員研修につきましては、補佐の話、説明したとおり新しいもの、それから、

特に今目立つのは、職員の自主研修。先進地視察というのは何人かでそろって行くのとは違

って、個々に土日を使ってそういった、観光課の職員だとかあるいは健康づくり課の職員で

すとか、それぞれがいろんな研修を見つけてきてそこに行っているようですので、そういっ

た自主的な研修というか、ますます大事だというふうに、ＡＩもそうなんですけれども、そ

ういうものに積極的に行くように、それから市町村アカデミーなんかもパンフレットを見る

と非常にいいものをやっていますので、中央のほうに行く研修も必要ですし、総務課といた

しましては積極的にそういうふうに行ける環境をつくってあげる、それから、予算が足りな

いようでしたら議会の皆さんにもお願いをして、研修にお金をかけるというのは、非常にや

っぱり職員の人材をつくっていくというのは大きな財産だと思っていますので、今後もその

辺は気を配っていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○副委員長（内山愼一君） では、14番に返します。 

○委員長（山田直志君） ほか、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（山田直志君） では、総務課の質疑についてはこの程度として、暫時休憩をしたい

と思います。 

  その後、すみません、５分おしましたので、45分から税務課というふうにしたいと思いま

す。 

  では、暫時休憩します。 
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休憩 午前１１時３４分 

 

再開 午前１１時４１分 

 

○委員長（山田直志君） 休憩を閉じ、再開します。 

  これより質疑を行います。 

  質疑の対象を税務課とします。 

  質疑ありませんか。 

○１１番（藤井廣明君） 町税の中の固定資産税の調定額について、前年度対比で2.5％減、

3,163万8,000円の減額となっているが、減額となった原因について教えていただきたい。 

○税務課長（福岡俊裕君） 評価額は全体的に下落傾向を示しており、宅地については不動産

鑑定士による基準地101地点での鑑定の結果、平均で2.3％の地価の下落となり、それらを反

映して土地の評価額が大幅な減となった。 

  家屋については、３年に１度の評価がえに伴う評価額の減価により、調定額2,659万5,000

円の減額、率で3.5％の減となりました。償却資産についても、本年度は既存の償却資産か

らの下落率が0.869となっており、それらが反映されたことによるものと思われます。 

○１２番（鈴木 勉君） 決算書の10ページの町税の不納欠損額について、不納欠損が多いが、

その理由は何が考えられるのか。 

○税務課長（福岡俊裕君） 大綱質疑にもありましたが、不納欠損の処理については賀茂地方

税債権整理回収協議会で基準を定めております。この基準の中で、実態のない法人等につき

ましては即時欠損に該当する案件という取り扱いをしております。また、今後再開が見込ま

れる場合等につきましては執行停止をしまして、３年間の停止を待って欠損をするという形

をとっております。 

  それで、今年度、即時欠損が大幅に増えた理由としましては、平成29年度に静岡地方税滞

納整理機構に移管しました高額滞納案件につきまして、同機構から返還をされたときの意見

書に基づきまして、同団体に係る滞納繰越額が大きかったものですから、そのうちの一部を

即時欠損、そして残りのものについて執行停止という処理をしております。 

○１２番（鈴木 勉君） 不納欠損に至る経過とかそういう説明については今受けたんですけ

れども、私が聞きたいのは、そういうものにいってしまう経緯ですよね。町民税を不納欠損

しなければならないという状況、これは町民にお願いした税金が入ってこないからその結果
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こうなったという形になろうかと思うんだけれども、その町民の方たちが、どういう人たち

が滞納してお金を払わないのかとか、そういう形というものが整理されているのかなとか、

自分たちとしたら、やはりもし働いたところから、そういう人たちが、もし従業員として働

いている人が町民税を払っていなかったならば、それをどういう方法で今度は徴収していっ

たら今言ったみたいに滞納率が下がっていくのかとかという、そういうものについてはどう

いう皆さん方が考え方を持っているかをちょっとお聞きしたいなと思うんですけれどもね。 

○税務課長（福岡俊裕君） まず、町民税につきましては、原則、特別徴収の方法によりまし

て徴収をしております。特別徴収ですので、事業者、給与支払い者が税のほうを徴収しまし

て、それで納税をしていただくという形が原則でございます。ただ、小規模な事業所ですと

か、もしくは退職等によってその事業所、特別徴収義務者となっている事業所を離れた従業

員の方に係る町民税等につきましては、普通徴収としまして納入をお願いしているところで

ございます。 

  それで、納付書等を送って納入をお願いしているんですけれども、納めていただけない場

合につきましては、調査ですとか差し押さえ等を通じて強制徴収を執行しているということ

になっております。 

○１２番（鈴木 勉君） 給料に関しては、所得税なんかは今雇っているところなんかが天引

きして管理してくださいとかという制度が今、３年ぐらい前かな、もう少し前だったかな、

小さな事業所でも払った給料に関しては源泉を天引きしてくださいとかといった預かり制度

みたいな形ができたみたいな気がするんだけれども、町民税についてはそういう形というも

のがないような気がするんだけれどもね。所得税から引かれるわけではないでしょう。源泉

から引かれるわけではないよね。この源泉というのはあくまでも国に納める、給料に対する

税金だよね。 

  町税というのは、個人の町税というのはそれの残った金、要するに所得税、もらった給料

から先に税金を引かれた、その所得に応じて今度は町税が課されるわけだよね。そういう仕

組みだよね。合算徴収ではないよね。 

○委員長（山田直志君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時５１分 

 

再開 午前１１時５６分 
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○委員長（山田直志君） では、休憩を閉じ、再開します。 

○１２番（鈴木 勉君） 同じ10ページの中の固定資産税で１億1,000万近く、それを超える

ような不納欠損があるんだけれども、我が町にとっては課税客体というものが、非常に大き

なものがあろうかと思うんだけれども、僕らが見たときに、旅館にしても個人の家にしても、

人が住んでいない、営業していない、そういう建物を結構見かけるんだけれども、そういう

ものにもこれは課税してあるんですか。 

○税務課長（福岡俊裕君） 家屋としてその要件を満たすものであれば、それがたとえ使われ

ていないものであっても課税客体となって税のほうは発生することとなります。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の、法律的な話になろうかと思うんだけれども、非常に自分たち

がさっき言ったみたいに見て、非常に建物的にも廃屋みたいなものも感じられたり、それか

ら大きな、ごめんなさい、営業価値のある旅館みたいな人たちが廃業して建物がそのままに

なっているという、この建物が今課税したときに、営業していないのに誰が払うのかなとい

う僕らは心配もするわけなんですけれども、そういう建物にもちゃんと今言ったみたいに課

税はしているんですね。 

○委員長（山田直志君） この辺を入れて。執行停止とか。 

○税務課長（福岡俊裕君） ただいまのお話ですけれども、先ほど申し上げましたように、た

とえそれが廃屋であっても家屋としての要件を満たすものについては課税の対象となります。 

  それで、大綱質疑の中でもお話がございましたが、先ほどの大綱質疑の中でもお話がござ

いましたとおり、法人で実態を有しない法人等については即時欠損という扱いをしていると

いう中で、当町の特殊性としまして、年間100万円以上の固定資産税が発生している建物が

全部で５件ございます。５件ございまして、額としましては約ですけれども4,700万円ほど

というものがもう即時で欠損をしなければならない状況となっているということでございま

す。 

○６番（西塚孝男君） 今のところでちょっと聞きたいんですけれども、建物がいわゆる相続

放棄をしまして、いわゆる銀行管理とかそういうところの管理になっているところの固定資

産は、そういう固定資産はどうなっていますか。 

○税務課長（福岡俊裕君） 相続放棄につきましては、裁判所のほうにその相続放棄をしてい

るかどうかの調査をかけまして、そこで間違いなく相続放棄がされているということになり

ますと、その他の相続人を今度は戸籍をもとに探して、相続の権利がある方に対して依頼を
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していくと、納税の依頼をしていくという形になります。 

○６番（西塚孝男君） それはそうなんだけれども、いわゆる担保物件でとられているわけで

はないですか。放棄したところが担保物件で銀行管理になったりとか、いわゆるそういうと

ころの管理になっているところの税金はどうなるのかという問題。 

○税務課長（福岡俊裕君） 相続で担保物件になっているかどうかはちょっととにかくとしま

して、担保物件ですね。担保物件となっているものについては、当然、年間あるわけですけ

れども、そういったものにつきましても固定資産税というのは必ず発生しております。そし

て、事件になった場合には交付要求をして、税について納めていただくように要求をしてい

るということになっております。 

○６番（西塚孝男君） 簡単に聞けば次に買った人がそのたまっていたものを払うのかどうか

ということ。 

○税務課長（福岡俊裕君） 次の方ではなくて、事件の流れとしまして、不動産を所有してい

る人が私債権を持っている場合、その私債権が優先されます。その後に滞納処分をしても配

当が見込めないということになりますと、それについては執行停止案件ということで処分を

していくことになるということでございます。 

○６番（西塚孝男君） わかりました。 

○委員長（山田直志君） よろしいですか。 

○１１番（藤井廣明君） 入湯税に関してなんですが、町民税収入の、９ページの入湯税に関

して、これもかなり落ち込みが大きいんですけれども、要因としては当然観光客減というこ

とだろうとは思いますけれども、これに関して、入湯客数が75万人ぐらいになってきている

ということで、単純に客数が少なくなってきているからこれだけの減少になってきたという

だけでいいんですか。 

○税務課長（福岡俊裕君） 入湯税の減少につきましては、平成29年10月から平成30年12月ま

での間に11軒の宿泊施設が廃業・破産しております。その一方で、新規に開業した宿泊施設

というのは４軒にとどまっておりまして、当町で受け入れが可能な宿泊定員が大幅に減少し

たことが主な原因というふうに考えられます。 

○１１番（藤井廣明君） 同じく入湯税に関しては、これはどういうところから、例えば当然

ながら足湯には取らないはずだし、それから、沸かし湯なんかについてはそれでやっている

ところもありますが、温泉は使っていないというようなところもあるんではないかと思うん

ですよ。それから、日帰り温泉であるという形もあるかと思うんですが、こういうのは全然
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課税客体というか、課税されないということでいいですか。 

○税務課長（福岡俊裕君） 当町の条例におきましては、鉱泉浴場への入湯に対して入湯客に

入湯税を課すということになっております。ですので、宿泊している、していないというよ

うな基準というのは、条例上は設けられておりません。 

○１１番（藤井廣明君） それと関連してなんですが、これは事業者さんが取って、それで町

に納めるという形になるんではないかというふうに思うんですけれども、ここで表を見る限

り不納欠損はありませんというふうなことなんですが、100％納入はされているんですか。 

○税務課長（福岡俊裕君） 平成29年度につきましては100％納入をされておりましたが、平

成30年度につきましては未済額が121万5,000円発生しております。平成29年度は100％の納

入ができたわけですけれども、平成30年度につきましては121万5,000円ですね。 

○１１番（藤井廣明君） はい、わかりました。 

○６番（西塚孝男君） 今の入湯税の、いわゆる温泉を使っているとか泊まらなくても泊まっ

てもという判断がなくもらうようになっていると言っていましたけれども、いわゆる町でそ

れを払わなくてもいいと認めたところはどこですか。聞きたいのは、北川の湯とか大川の露

天風呂というのもお風呂ですよね。けれども、あそこからは徴収はしていないですよね。そ

ういうのは、町がここは払わなくてもいいですよと認めたところは結構あるというのはある

んですか、ほかにも。 

○税務課長（福岡俊裕君） 一応、入湯税に関する取扱規程というものがございまして、条例

のほかには入湯税の取扱規程というものにのっとって取り扱いをしております。ですので、

原則、鉱泉浴場への入湯をする入湯客に対しては入湯税がかかるということで、今は宿泊を

伴うものについて入湯税を徴収させていただきます。 

○委員長（山田直志君） 今の件についてはまた詳しく所管のほうでやりたいと思うので、そ

の辺は余りここでやっても決算のほうに直接あれしませんので。 

  ほか、いかがですか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（山田直志君） では、税務課を対象とする質疑はこの程度にとどめたいと思います。 

  以上で税務課に対する質疑を終結します。 

  すみません。お昼に食い込みましたが、この際、午後１時まで休憩とします。 

 

休憩 午後 ０時０８分 
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再開 午後 １時００分 

 

○委員長（山田直志君） 休憩を閉じ、再開します。 

  これより質疑を続行します。 

  質疑の対象を建設課といたします。 

  質疑ありませんか。いかがですか。 

○１１番（藤井廣明君） 21ページ、22ページに土木費の国庫補助金というのがありまして、

社会資本整備総合交付金とあるんですけれども、かなりの高額な交付金が国から来ているか

と思うんですけれども、これの主な用途と本年度の実績を、例えば橋梁としたらどのくらい

直したのかとか手をつけたんだと、その辺をつけてもらえるとうれしいんですが、どうでし

ょうか。 

○建設課技監（桑原建美君） 今、11番議員の社会資本整備総合交付金の内容なんですけれど

も、恐れ入りますが歳出を見ていただけますか。ページ数は120ページに当たります。 

  120ページの橋梁補修設計業務委託、歳出ベースで2,382万480円とその下の入谷天城１号

線改良工事2,752万8,120円と、もう１枚おめくりください。122ページの一番上段ですか、

物件移転補償費598万5,193万円というのがありますが、これが対象事業費に当たりまして、

橋梁補修設計におきましては対象事業費が2,171万5,000円の55％、入谷天城１号線につきま

しては工事と移転補償費の対象事業費としまして3,048万2,000円、この50％、合計が2,718

万4,000円に当たります。 

  内容としまして、橋梁補修設計業務委託ですが、これについては稲取片瀬線の黒根橋、桜

久保線の堰口橋、湯ノ沢草崎線の大川橋、熱川停車場線の駅前橋、青柳線の第一青柳橋、こ

の５橋の設計を発注したものであります。 

  それで、入谷天城１号線につきましては、入谷区のハンターさんから先の道路拡幅を行っ

た工事と、物件移転補償費につきましては、東電さんの電柱６本とＮＴＴさんの電柱２本の

移転を行ったものでございます。 

  以上です。 

○委員長（山田直志君） よろしいですか。 

  ほか、いかがですか。 

○１１番（藤井廣明君） 今のところをちょっと聞き逃したので。これは補助率が55％と50％
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というふうにあったと思うんですけれども、これは橋は55とか、何は50とかいうふうに決ま

っているわけなんですか。 

○建設課技監（桑原建美君） 国が今現在主要施策として取り決めているものは55％、それ以

外のものは50％というふうになっております。 

○１１番（藤井廣明君） 例えば、どういうものは国が取り決めているというふうなものに入

っているわけですか。大ざっぱでいいですけれども。 

○建設課技監（桑原建美君） 今現在、橋梁の全面的な長寿命化が叫ばれていまして、その分、

橋梁補修やあと舗装の打ちかえ等は55％ですけれども、入谷天城１号線みたいな延長道路の

拡幅というのは補助率が５％低減しております。 

  あとは、今年度ついておりませんけれども、のり面の強化というのも５割というふうにお

伺いを国からはしております。 

  以上です。 

○１１番（藤井廣明君） はい、了解です。 

○委員長（山田直志君） ほかはいかがですか。 

  いいですか。 

○１１番（藤井廣明君） ただいまの件にちょっと関連するんですけれども、これは聞いてお

きたいんですけれども、例えば電線の地中化みたいなことをもしこちらが町を主体として申

請すれば、これを法人の概要として国が認めればこの社会資本整備の案件として補助される

確率はあるんですか。どうでしょうか。 

○委員長（山田直志君） ちょっと決算とは違うかもね。 

○１１番（藤井廣明君） ええ。それはわかります。 

○建設課技監（桑原建美君） ６月の一般質問でも須佐議員から無電柱化の質問があったと思

うんですが、国の施策の中にはこれも書かれております。それで、たしか55％伺えると思い

ます。しかしながら、東伊豆町においては、無電柱化しても電線の変圧器等は車道、本来は

歩道に置かなければいけないんですね。しかしながら、うちの町というのは歩道がないもの

ですから、費用も１キロメートルたしか５億8,000万だったと思いましたし、費用的な面と

変換器を置くスペースがないということで、国の補助採択に乗れたとしてもちょっと財源的、

あるいは道路事情から厳しいかと思います。 

  以上です。 

○委員長（山田直志君） ほかはいかがですか。 
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  よろしいですか。 

（「いいですか。地籍に関しては建設課でよかったですか」の声あり） 

○１１番（藤井廣明君） それではお聞きしますが、地籍調査を進めていたかと思うんですけ

れども、その進捗率なんかはどうでしょうか。 

○建設課課長補佐兼管理係長（鈴木尚和君） 進捗率は、一応年度、年度によって区域を決め

させてもらって進めている関係で、当初予算に組み込んだものについては全て終了していま

して、30年度については県道があると思うんですけれども、そこからしおかぜ広場、それか

ら熱川の堤防の区域を実施しました。 

（「あとは継続でいくんですね」の声あり） 

○建設課課長補佐兼管理係長（鈴木尚和君） はい。 

○１１番（藤井廣明君） はい、わかりました。 

○建設課課長補佐兼管理係長（鈴木尚和君） 詳しい数字についてはまた後ほど、どれぐらい

の面積があって、地籍調査で今進めていく面積に対してどれぐらい進んでいるのかというの

は後から回答させてもらいます。 

○委員長（山田直志君） はい。では、お願いします。 

  ほかは。 

  12番、いいですか。 

○１２番（鈴木 勉君） 結構です。 

○委員長（山田直志君） では、ないですね。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（山田直志君） それでは、建設課の質疑についてはこの程度にしたいと思います。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時１１分 

 

再開 午後 １時３０分 

 

○委員長（山田直志君） 休憩を閉じ、再開します。 

  これより質疑を再開いたします。 

  質疑の対象を観光商工課といたします。 
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  質疑はありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 成果表でお願いできますか。116ページから119ページにわたりまし

て質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  １点目としましては、ロケの誘致の補助金と、それから観光宣伝に使っています事業費、

それと、その次の浅草のアンテナショップ、これについてちょっと今お話を聞きたいなと思

いますけれども、よろしいですか。 

  それぞれ一生懸命皆さんやっていることについては私も非常に感謝を申し上げる次第なん

ですけれども、この事業を推進した成果というもの、この町を訪れてくれている人たちがど

ういうところに、このような皆さんがやってくれています宣伝活動で実態としたらこういう

感じであらわれていますよという、なかなか数字にも色をつけているわけではないからお客

さんの色はわからないんだけれども、そういうものに対する成果は皆さんどうお考えになっ

ていますか。 

○観光商工課長（森田七徳君） それでは、ロケ支援、観光宣伝委託料、浅草のアンテナショ

ップについてのそれぞれの効果という御質問でございますが、ロケの補助金につきましては、

直接的な効果とすると、平成30年度につきましてはロケの受け入れを65件ほどしております。

それで、直接的に言うと、そのロケの際のロケハン、あるいは本番に関して、スタッフです

とかタレントの方の宿泊が合計で796人泊、ロケ弁当が2,903食ということで、金額に換算し

ますと1,050万円程度の直接的な経済効果がございました。 

  それで、もう一つの目的であるうちの町の観光というか、うちの町の露出につながるとい

う点については、それぞれ全てうちの町で撮影したものについては、映画が７件、ＣＭが12

件、ミュージックビデオが11件、テレビが21件、あと写真ですとか雑誌が14件ということで、

それぞれが全て作品となって公開をされておりますので、それを見た方について、うちの町

で撮ったということがわかるものもわからないものもありますが、それなりにうちの町の露

出につながっているのではないかなというふうに考えております。 

  それと、観光宣伝委託料については、これは委託料ということで、町の観光協会を通じて

各観協に支出をして、それぞれの観協においてそれぞれの温泉場の特色に合わせて観光宣伝

を行っておりまして、イベントのチラシだとかポスターのような印刷物が中心になる温泉場

もあれば、じゃらんだとか楽天だとか、ああいうインターネットへの露出が中心になるとこ

ろもあるんですが、基本的には観光協会に補助金を出した場合にしてもこういった観光宣伝

の委託料で出した場合にしても、この補助金額とか委託料の総額の増減がもろに町の露出の
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増減につながる内容の金額でございますので、1,200万円出せば1,200万円なりの露出があっ

たというように考えております。 

  浅草のアンテナショップについては、台東区のほうで空き店舗を活用してアンテナショッ

プをつくっていて、それを各地方に無料で貸し出していただいて使えるというような、そう

いう仕組みになっておりまして、これ、30年度は２年目の出店となります。平成29年度は２

週間、平成30年度は１週間の出店をしておりまして、効果とすると、主には浅草に住まわれ

ている方が活用する商店街でのアンテナショップということになりますが、１年目について

は１日当たりの来場者が78人だったんですが、２年目の平成30年については78人が106人に

増えたりですとか、あと、実際に物をそのアンテナショップで買われている方が平成29年は

１日当たり45人だったものが平成30年は85人ということで、かなり来客数も購入客数も１日

当たりの売り上げも１年目から２年目にかけて伸びているということで、２年連続でやった

ことで知名度が上がって、１年目に買い物してくれた方が２年目は楽しみにして待っていた

だいているというような状況で、これも年を重ねるにつれて多分知名度が上がっていくとい

うことだと思うんですが、ただ、対象が、千束通り商店街を利用される浅草在住の方がほと

んどということなので、そこから外へそれ以上広がっていくということはないので、今回補

正予算を上げさせていただいて、３回目をまた来年やることになっていますが、その３回目

の数字を見きわめて、４年目も続けるのか、３年目である程度の成果があったので打ち切る

のかということは判断をさせていただこうかなというふうに考えておりますが、客数だけを

見ても１年目から２年目に来場者が増えたということで、効果があったのかなというように

考えております。 

  以上です。 

○１２番（鈴木 勉君） 浅草のアンテナショップは物品販売のほうという形の兼ね合いがあ

るんですけれども、それ以外の場合はこの町のＰＲではないですか。だから、今私たちも実

数字として、皆さん方に報告いただいている宿泊の人数のああいう結果だとかも踏まえて減

収しているというのが事実ですし、一番心配しています、宿泊のお客さんを増やしたいなと

いうことと、それからこの町に来てくれる来町者というんですか、宿泊しない方たちね。そ

ういう人たちも増やしたいなというのは、僕なんかは一番そこに関心があるもので、今やっ

ていただいているそういうＰＲ活動によってこの町に来てくれる人たちがこのぐらい増えた

よねという成果が、目に見えて何かカウントできるわけではないんだけれども、そこら辺の

皆さんの努力がどう評価されるかというところが僕はあるのかなと思っているわけなんです



－29－ 

よね。 

  だから、浅草のアンテナショップの場合は、今この町のものがどういうふうに売れて、そ

こでどういう皆さん、浅草の人たちに我が町の特産品をアピールできたよというのがあって、

それは通販で今度は買うことができるものか何かという形の中でも、売上高がそちらでもあ

るんだろうけれども、それ以外のＰＲは、やはりこの町に来ていただきたいというものがそ

こへ強くあらわれてくるんではないかなと思うんだけれども、そこら辺の努力が、私は決し

て努力が劣っているなんていうことを言っているわけではないんですよ。そういう形の成果

がもっと目に見えるようにあらわれたらいいのにねという、そこで話をさせてもらっている

ものでね。 

  それで、いいですよ。次に入っていいですか、質問、委員長。 

○委員長（山田直志君） はい、どうぞ。続けてください。 

○１２番（鈴木 勉君） それで、細野高原のことで、イベント費が900万計上されているわ

けですよね。この細野高原につきましては、いろいろと今の現道を拡幅していただいたりし

ていることがあって、細野高原に行ったりする交通の問題についてはどうでしたかね。何か

問題点はなかったですか。 

○観光商工課長（森田七徳君） これについては、細野高原、自分たちも土日・休日は大体現

場のほうへ出ておりますが、お客様からの声を聞くと、やっぱりちょっと道路が細くて怖か

ったなんていう話は実際のところはございます。 

  ただちょっと、100万、200万円のお金で改善できるような内容ではないものですから、チ

ラシの案内を丁寧にしたりだとか、危険箇所があれば危険の看板を出したりだとか、そうい

ったことで対応するしかないのかなというようには考えております。 

○１２番（鈴木 勉君） 交通の問題からいくと、自家用車で行く方と、それから、駅から町

のほうが用意した車で行かれる方と２つあるような気がするんだけれども、細野高原に行く

ルートとしては。そのバスを利用する方たちというんですか、伊豆急から乗っていく方たち

はここの細野高原に来ていただける、今ここに人数があったような気がしたんだけれども、

どれぐらいの率が、8,000人ですか、8,000人のうちでバスを利用する人たちはどれぐらいい

るんですかね。 

○観光商工課長（森田七徳君） ちょっと手元の観光協会の補助金のというか、観光協会の総

会の資料ですと、ちょっとバスの利用者の数までは手元にはデータはありませんが、集計自

体はとってあると思います。ただ、土日・祝日のみの運行ですので、全体的な数からいうと
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自家用車利用の方が圧倒的に多いかと思います。 

○１２番（鈴木 勉君） バス乗車が8,000人のうちの２割にしても1,600人ぐらい、2,000人

ぐらいはバス利用するのかなと思ったりするんだけれども、このバスに関しては、ちょっと

地元としての要望が結構私たちのところに来たりしているのは、伊豆急の駅から細野高原に

直接行くということは、町の中の私たちの前は通らないよねという方たちが非常に、そうい

う声があるもので、できればバスの発着場所を今の伊豆急の駅前ではなくて別な場所に移す

ことができるのかなという、そういうことも聞いてみたいなと思っていますけれどもね。 

○観光商工課長（森田七徳君） このバスについては、あくまでも細野高原のイベント用のバ

スでございますので、町民の方の足としてこれを利用してもらうという考えは今のところは

ないものですから。あと、バス停をほかに変えるとなると、手続の関係ですとかそういった

こと、あるいは今のダイヤを変えなきゃいけない点ということも出てきますので、ちょっと

一般の住民の足ということ…… 

○１２番（鈴木 勉君） ああ、そうではなくて、ごめんなさい、ちょっと質問が。委員長、

すみません。ちょっと今ごめんなさい、いいですか。 

○委員長（山田直志君） はい、12番、いいですよ。 

○１２番（鈴木 勉君） 私の質問は、町内の人の利用ではないんです。せっかく伊豆急で来

てくれる人たちがそのまま細野高原に伊豆急の駅から登ってしまうと、町の中を散策してい

ただける時間がないねという、そういうことを疑問視する町民の方たちの、要するに商売し

ている人たちの声があるもので、それで、今の伊豆急のところではなくて別のところで乗っ

ていただけるという、そういう形の考え方というのはございませんかということを聞きたい

んだけれども。 

○観光商工課長（森田七徳君） 今のところはちょっと考えていないです。というか、バスが

町なかでもとまるとなると、なおさらまち歩きをする方が減るような気もするので、その辺

はちょっと検討はさせていただきたいですけれども、今、観光協会の中では今のところそう

いう話というのは、反省会等の中でもそういう話は上がっていないものですから、今の段階

ではちょっと検討はしておりません。 

  以上です。 

○１２番（鈴木 勉君） いいですか。続けて、ごめんなさい。細分化しながら聞くから。 

  それから、細野高原に行った方の景観については非常に満足度が高いわけなんですけれど

も、そこに行かれた方たちの楽しさというものはアンケートの中には書かなかったですか。
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アンケートの中の項目に入っていなかったですか。 

○観光商工課長（森田七徳君） これは景観だけではなくて、このイベント自体の満足度につ

いて調査をしておりますので、この数字というのはイベント全体に満足していただいたとい

う意味ですので、そのイベントのどこに満足だったとか不満足だったというようなアンケー

トのとり方はしていないです。 

○１２番（鈴木 勉君） ああ、そうかね。アンケートの中に入っていなかったんだね。数字

を見ると、天候に左右されての増減というんですか、そこら辺のものがあるんですけれども、

今ここのこの事業をもっと多くの人たちに来ていただくという形も考えているわけですよね、

担当課としたら。そこに持っていくには、もっと多くの人たちに増やしていくには、僕はも

うひとつ頼りないものがあるんではないかなと思うのは、行った景観のすばらしさというも

のとプラス、行った楽しさというものが僕はそこに必要ではないのかなと思うもので、それ

でアンケート調査の中にそういう、来た楽しさは何がありましたかとかというものがあった

のかなと思って聞いたんですけれども、そこら辺は課長さんはもうプラスアルファとして何

か考えていますか。 

○観光商工課長（森田七徳君） これは、アンケートの結果でいいますと、満足された方とや

や満足の方を足すと大体96％ぐらいという高い数字になっているのはトータルでの数字とい

うことなんですが、自由に回答いただける欄もあって、その中で、そんなに多くはないんで

すけれども、やっぱりもうちょっと買い物できる場所があるとよかったというようなことは

ちらほらと見受けるので、これについて、当初から観光商工課としても買い物できるところ

がたくさんあったほうがお客様は楽しいだろうなということで観光協会のほうにもその話を

して、観光協会のほうも重々それは承知していていろんなところに呼びかけはしていますが、

実際に土日の一番混む日でも1,000人ぐらいなんですよね。平日ですと200人を切るような日

もあるので、そうしますと、やはりあそこにお店を出しても利益が出ないということで、普

通に商売をされる方を募集したのではちょっとあそこにお店を出していただけないのかなと。 

  逆に、では予算の中から補助金を出してまであそこにお店を出したほうがいいのかという

ことについては、まだちょっと十分に検討はされていないものですから。ただ公募してどう

ですかというのでは、ちょっと今までの経緯を見るとまだ想定は難しいのかなというふうに

考えております。 

  以上です。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の問題点も検討する余地だとかいろいろあるんだろうけれども、
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やはりこれはあくまでもニワトリでいう卵とひよこなんだけれども、どっちが先かなという

んだけれども、負担金を払うから出店してくださいという方法なんかをとるかとらないかと

いうのも大事なことなんだけれども、やはりお客さんがもっと来れば商売になる、商売にな

ったら店屋が増えてくるという、そういう考え方でこれからいくのか、そうではなくして公

募して、あそこで頑張ってやってくれる人たちを増やすとか、そこら辺はちょっと検討して

いただきたいなと思っております。 

  それから、もう一つお客さんを増やす方法としたら、細野高原の景観のＰＲとかをしてい

るんだけれども、私なんかも見て、今そこに、今度の質問の中にも入っているので申しわけ

ないんだけれども、ふるさと納税の活用で、細野高原のああいう自然の保護だとか環境の保

全だとかというものに対してふるさと納税なんかを活用したりする、インスタグラムの発信

なんかであそこをＰＲしていくとかという、そういうことは考えておりますか。 

○観光商工課長（森田七徳君） インスタグラムでの発信については、もう細野高原は相当前

から現場で取り組みを進めていまして、あそこでインスタグラムですとかＳＮＳで写真を撮

って投稿していただいて、投稿していただいた方には粗品をプレゼントするというようなこ

とを、もうかなり前から取り組みは実施しております。 

  以上です。 

○１２番（鈴木 勉君） 結果は。 

○観光商工課長（森田七徳君） 結果については毎年その場で、ＳＮＳにアップしてくれた方

にしか粗品をプレゼントしないので、それについては現場で毎年100とか200、主にＬＥＤの

キーホルダーですけれどもそれがはけていますので、その方たちは必ずＳＮＳにはあそこで

撮った写真を上げていただいているというような結果でございます。 

○１２番（鈴木 勉君） はい、わかりました。よろしくお願いしますね。 

○委員長（山田直志君） ちょっと暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時４９分 

 

再開 午後 １時５３分 

 

○委員長（山田直志君） では、休憩を閉じ、再開します。 

  ほか、いかがですか。 
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○１２番（鈴木 勉君） 続けてごめんなさいね。 

  成果表の118ページに（13）で観光トイレの委託料が書いてあるんですけれども、ここに

あります、細野高原から始まっていくこのトイレ、これは和式と洋式があると思うんだけれ

ども、その洋式の比率というのはどれぐらいあるんですか。 

○観光商工課長（森田七徳君） トイレについては全部で、予算がかかっている、管理委託料

がかかっているものだけで13カ所ですが、観光課で管理しているトイレは全部で21カ所ござ

いまして、８割方は洋式になっています。ただ、２割方大事なところ、熱川の海岸、砂浜の

ところに和式が残っていたりですとか、稲取も温泉場に和式が残っていたりですとか、ちょ

っと大事なところで和式が残っているところがあるものですから、その辺はちょっとまた入

湯税の引き上げとも絡んでくるんですけれども、ちょっとやっぱり今後きちんときれいなも

のにしていかないといけないなというふうには考えています。 

○１２番（鈴木 勉君） 最後の質問になりますけれども、（11）のこの皆さん方のやってく

れています無料休息所ですか、あのことについては非常に評価が高いからうれしいなと思っ

ていますけれども、一番最後のほうまで読んでいくと、三嶋神社とか、あと雛の段飾りを見

ながらまちの中を歩いてくれます、写真撮影をしてくれますということをいっぱい書いてく

れてあるんですけれども、先ほどみたいに自分のほうの耳に入ってくるのは、東のほうの今

でいう、わかりやすく言うと岬の館、そちらのほうに余り行ってくれる、今巡回するエリア

が申しわけないんだけれども東のここのほうまでは行っていないんだという東の人たちから

の声があって、うちのお店なんかはお客さん来なくて困っていますよという声を私も聞いた

りするもので、皆さんがやってくれている努力も非常に評価するんだけれども、やはりこう

いう人たちの声も吸い上げて皆さんにお届けしたいなと思うので、できれば東と館、今後様

相が変わってくるからもっとＰＲの仕方も変わってくるんではないかなと思うんだけれども、

もうそういったように東の奥のほうまで人が入る、そういうことにもちょっと努力をもっと

していただきたいなとは要望しますけれどもね。 

○観光商工課長（森田七徳君） 東のこの先にどれだけ観光客を相手に商売されている方がい

るかというと、ほとんどいらっしゃらないんではないかと思うので、どなたがそういうこと

を言っているのかというのと、そういう方がどれだけ観光客を呼び込むために自助努力をさ

れているかということが全然観光商工課には見えてきていないので、具体的に教えていただ

ければまたちょっと考えてみたいと思いますけれども、今のただ町なかの商店の構成から言

うと、ちょっと東の先までお客さんを送り込むために、観光課だとか観光協会が東で何かこ
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の期間中に催しをやるような余裕というのはちょっとないのが正直なところです。 

  以上です。 

○１２番（鈴木 勉君） 以上です。 

○委員長（山田直志君） ほか、いかがですか。 

○６番（西塚孝男君） ロケ誘致の補助金に対してですけれども、いわゆるこの補助金という

のは上限が10万円で、２分の１と言うんだけれども、これは、この78万3,000円というのは、

上限というのはどこの上限のあれで10万円ということなんですか。上限というか、経費とい

うか。 

○観光商工課長（森田七徳君） 町内で消費された費用の２分の１で上限額が10万ということ

なので、どんなに大きいロケであっても補助金額とすると10万円までということです。 

○６番（西塚孝男君） ああ、どんなに大きくても。東伊豆町で使った…… 

○観光商工課長（森田七徳君） 町内で消費したもので、例えば町内に宿泊したとか町内でロ

ケ弁を買っただとか町内で打ち合わせで飲食しただとか、そういったものに対する経費の２

分の１で上限額が10万円ということです。 

  以上です。 

○６番（西塚孝男君） 来た人を対象で、そのロケの宣伝、いいところをロケで宣伝するよう

なことはしないのかな。 

○観光商工課長（森田七徳君） この補助金は、あくまでもロケにかかった経費に対する補助

金という考え方です。 

○６番（西塚孝男君） 本当にこれは非常にいい、町なかでは非常にいい呼び水になるのかな

というように思われていて、宿泊客がいろいろな商店に出ていくというのを非常にうれしが

っている。経済効果というのは物すごくみんな期待しているんですよね。だから、ロケ誘致、

いろんなところで当然ロケ誘致とかという、そういう一つの宣伝をしていますよね。この町

もそうやって、やっぱり人が大勢来るという中で宿泊とか食事、そういうものを使ってくれ

ているというのは、これからは物すごく町にとっていいことだと思うんですよね。もうちょ

っとその宣伝とかというのをよそに負けないようにやってもらったらいいかなと。 

○観光商工課長（森田七徳君） この町でロケをして、こんないい町だよということについて

は、今回初めてなんですけれども、今回の補正予算のほうにロケ地マップといって、今公開

になっている映画のロケ地マップを南伊豆町と一緒につくるということをしております。今

後もそういうことについては取り組みをしていけたらなというふうに思っております。 
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  それで、おっしゃるように、先ほど言った1,052万円ぐらいの町内の経済効果というのは

あくまでも弁当と宿泊費で、町のほうで把握できるものだけなものですから、結構ロケ隊の

スタッフだとか、あと、これはロケだけではなくてイベントのスタッフの方なんかも町内に

宿泊すると結構夜の飲食なんかは町なかへ出かけていただいているという話も聞きますので、

町内への経済効果というのはそういう面ではそれなりにあるのかなというふうに思いますの

で、ちょっとこのロケ支援については内容的にちょっと精査していかなきゃならない部分も

ありますが、基本的には取り組みは進めていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○１０番（内山愼一君） ちょっと成果表の補助金の交付の中に、121ページのインバウンド

の対策の465万があるんだけれども、その内容と、それから効果のほどをちょっと教えても

らいたいなと。 

○観光商工課長（森田七徳君） インバウンドにつきましては、数字でいうと平成29年度１万

4,954人が平成30年度は２万734人ということで、順調に外国人客のほうは少ないながらも数

字のほうは伸ばしております。 

  それで、御質問のインバウンドの補助金につきましては、まずバスの利用で、団体で来ら

れるお客さんもいるんですが、バスの費用が今かなり事故等があった関係で高価となってい

るということもあるので、団体のバスに対して、特に台湾からのお客様についてはバス１台

について３万円の補助金を交付しておりまして、昨年でいいますと、バスでいうと25台、

557人の方がこの補助金を受けたバスで当町にお越しをいただいております。 

  それ以外に大きなものとすると、これも同じく台湾になりますが、台湾のほうで観光協会

が主催してゴルフコンペを開いて、そこに150件近い台湾の旅行会社の方に来ていただいて、

そこで商談をしたりですとか、実際に集客についてのお願いをしたりというような取り組み

をしております。 

  あと、最近ですと、かつては団体客が多かった中国のお客さんなんかも、８割方は今イン

ターネットで個人で旅行を予約して来るという時代なものですから、ＪＴＢの海外の予約サ

イトに東伊豆町の案内を載せたりですとか、そういったような取り組みを実施しております。 

  以上です。 

○１１番（藤井廣明君） 116ページの美しい伊豆創造センター負担金というのがあるんです

けれども、270万でしょうか、これは具体的にどういった性格のものなのか、ちょっと説明

いただきたいんですけれども。 
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○観光商工課長（森田七徳君） 美しい伊豆創造センターにつきましては、もともと７市６町

の首長サミットという、伊豆半島全体でいろんなことについて面的に取り組もうということ

で、例えば道路の陳情ですとか観光宣伝ですとか、そういったことに取り組もうということ

で設立された組織でございます。 

  内容について、観光宣伝につながることが多いということで観光課のほうで予算のほうは

所管をしておりまして、実際、30年度に実施している事業として大きいものは、横浜の中華

街で伊豆半島全体のアンテナショップを１年間運営したりですとか、あと、主に伊豆市でオ

リンピックも開かれるということと、あと県が力を入れているということもあってちょっと

伊豆半島でサイクリングのお客さんを呼び込もうということで、そういったサイクリングの

事業に取り組んだりですとか、あとは伊豆半島全体の食について売っていこうということで

その食のイベントを伊豆半島地内で開いたりですとか、そういった観光の事業と、先ほどと

ダブりますけれども道路の陳情ですとか、伊豆半島全体で取り組むべき課題について実施を

しているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（山田直志君） ほか、どうですか。 

○６番（西塚孝男君） ちょっと余談で聞いていいですか。では、道の青く四角いやつ、あれ

が補助金で自転車のあれをやったやつですか。 

○観光商工課長（森田七徳君） あれについては県が主導でやっておりまして、県の土木事務

所であのマークをつけたところを自転車は走ってくださいということと、何かあのマークを

つけるとあれでもうサイクリング道路が整備されたということが国に認められるという、何

か国土交通省の仕組みだということで、余り効果はちょっと疑問なところなんですけれども、

県のほうがやっております。 

○１０番（内山愼一君） ちょっと素朴なあれだけれども、成果表119ページの（16）の大相

撲の関係だけれども、これのちょっと狙いというか、狙いとその具体的な成果というふうな

ことについてがちょっとよくわからないんだけれども、担当課としてはどんなふうに考えて

いるのか、そういうものがあったらお聞かせください。 

○観光商工課長（森田七徳君） この大相撲については、10月９日に実施をされましたが、観

光的な効果とするとちょっと限定的な面はあるのかなと思いますが、情報発信の効果が高い

んではないかということと、観光協会でやるべきことなのかわからないですけれども、地域

に元気というか、そういった気持ちをもたらしたら地域振興につながるんではないかという
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ような提案で始まったようでございます。 

  来場者につきましては、1,496名の方が町立体育センターのほうで大相撲の地方巡業のほ

うを楽しんだということで、そういった実績ということになってございます。 

  以上です。 

○１０番（内山愼一君） 町外の方については力士だとか関係者が270人ということで、ほか

の、よその地域からここへ来たという人の数というのはわかるかね。 

○観光商工課長（森田七徳君） ちょっとどこから来たとか町内に宿泊したとかという数字の

ほうは、特に把握のほうはしておりません。 

  以上です。 

○１０番（内山愼一君） はい、わかりました。 

○委員長（山田直志君） ほかはいかがですか。 

○６番（西塚孝男君） 雛のつるし飾りの無料休憩所とか、その期間にいろいろ案内を役場の

職員が、８日間ですか、出ているんですけれども、結構な職員さんを土日に酷使させている

んではないかと思うんですけれども、そういう職員のほうからのそういう何かクレームとか

はないんですか。 

○観光商工課長（森田七徳君） これについては、街角に立っているボランティアについては

町の福祉厚生会のほうの完全なボランティアということで、福祉厚生会のほうのボランティ

アはこの雛のつるし飾りの関係と、先日、熱川の海岸の清掃をしましたが、福祉厚生会とし

てのこういったボランティア活動とすると年に２回ですので、それについては特には問題は

ないのかなというふうに思います。 

  この無料休憩所につきましては、観光商工課の経験者を中心にお願いをしている関係もあ

りまして、当然、一度は観光商工課で業務に携わっていた者ですから、こういうことについ

て不平不満を言う職員は、ここで頼んでいる職員に関してはないのかなというふうに考えて

おります。 

  以上です。 

○６番（西塚孝男君） 非常にいいことなので、その中で不平不満があったりしたらどうかな

と思ったもので、商店とかいろんなところについては非常にありがたいと思っているという

のが本音です。どうもすみませんでした。 

○１０番（内山愼一君） ちょっと関連してだけれども、これ、職員のほかにも産業団体連絡

会の構成メンバーの職員も出ているわけだよね。確認だけ。 



－38－ 

○観光商工課長（森田七徳君） はい。商工会の職員と観光協会のほうの職員にも協力をいた

だいておりまして、あと産団連については、三嶋神社ですとか素戔嗚神社のほうのひなの準

備だとかのほうにも協力のほうをお願いしております。 

  以上です。 

○１０番（内山愼一君） わかりました。 

○委員長（山田直志君） あとはよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（山田直志君） ほかに質疑がないようでしたら、以上で観光商工課に対する質疑を

終結いたします。 

  暫時休憩します。 

  次は20分から、住民福祉課となります。 

 

休憩 午後 ２時０９分 

 

再開 午後 ２時２０分 

 

○委員長（山田直志君） では、休憩を閉じ、再開します。 

  引き続き質疑を行います。 

  質疑の対象を住民福祉課とします。 

  質疑はありませんか。 

○１０番（内山愼一君） ちょっと成果表の47ページから49ページのあれだけれども、いろん

な証明類を発行しているんだけれども、これの本所と支所の関係、あるいはコンビニだとか

そういうもので証明をとっているようなものの内訳をざっくりでいいからちょっと教えても

らえますか。 

○委員長（山田直志君） 計算が要る。 

  では、集計中ちょっと暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２１分 

 

再開 午後 ２時２１分 
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○委員長（山田直志君） では、休憩を閉じ、再開します。 

○住民福祉課長（村上則将君） すみません、ただいま手持ちの資料がないもので、集計をと

りまして後ほど提出させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○１０番（内山愼一君） わかりました。 

○委員長（山田直志君） ほか。ほかはいかがですか。 

○１１番（藤井廣明君） 17、18のあたりの一番下あたりに個人番号カード再交付とか、これ

があると思うんですけれども、それと、歳出のほうだと65、66ページになるかと思うんだけ

れども、これの進捗というか、普及の状態というか、うちの町でどのぐらい昨年度、経過と

か、その辺ちょっと教えていただければ。 

○住民福祉課窓口係長（前田宇之君） 住民福祉課窓口係、前田です。 

  個人番号カードの進捗状況、交付率ですけれども、平成31年４月１日時点で17.9％です。 

○１１番（藤井廣明君） １年間で大体どのぐらい増えたとか、わかりますか。 

○住民福祉課窓口係長（前田宇之君） こちらの個人番号カードの……。現在、平成30年度が

249件、平成29年が324件ということで、年間では75件増えています。 

（何事か言う声あり） 

○住民福祉課長（村上則将君） ただいまのを訂正させてください。平成30年度に249件発行

しているということで、増加が71件ではなくて、平成30年度は249件発行です。それで、昨

年度は324件だったということなので、普通に249件発行しているということであります。 

  以上です。 

○６番（西塚孝男君） 環境美化推進運動の中で、いわゆるこれは花のことばかりですけれど

も、今いわゆる自動販売機が温泉場とかいろんなところにあるんですけれども、この自動販

売機に空き缶入れを置いていないためにいろんなところに缶を置きっ放しというのが非常に

見られるけれども、その美化の中にそういうのは全然、注意するとかそういう人たちに営利

を受ける中で義務づけるとかいうのはしないんですか。 

○住民福祉課地域係長（中田光昭君） 苦情が来た場合は、その設置者に対してうちのほうか

らごみ箱を設置してくださいとお願いはしておりますが、基本的にはやるのが普通かなと思

っていますので、あえてそういった指導はしておりません。 

○６番（西塚孝男君） 非常に残念なことに、みんな自分の家に入れられるからって置かない

ところが多い。それはもう一回指導というか、メーカー、そういうふうに条例はなっている
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と思うんですよ。もう一回そういうところを、観光地であるから、いわゆる缶がそこら中に

あったり捨ててあったりすると美観的によくないと思うので、ひとつお願いしたいと。 

○住民福祉課地域係長（中田光昭君） わかりました。 

○委員長（山田直志君） ほかはいかがですか。 

○６番（西塚孝男君） 趣味講座の参加人数、趣味講座についてですけれども、62ページの。

非常に趣味でいろいろやっているんですけれども、これを宣伝と言ったらおかしいけれども

ハイキャットとかに流して、男の料理とかもあるし、いろんなパンをつくるとか陶芸とかと

いう、そういう宣伝やらアピール、町でこういうことをやっていますよというアピールとか

はハイキャットなんかにお願いしてやっているんですか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） これ、この事業は社会福祉協議会のほうに委託している事

業でありまして、そちらのほうで募集をして、それでこういった市民講座なんかに参加して

くれる人を募集しているという事業になりますけれども、今現在はそういったハイキャット

等には流していないような状況です。またその辺を、またＰＲ方法を今後考えて、いい方法

をとっていきたいと思います。 

○６番（西塚孝男君） 非常にいいことをしていると。いわゆる家の中にいるだけの年寄りと

か、そういう人たちが出てくるきっかけになると思うし、そういういわゆる回覧板で回って

くる、ああいう中でこういう教室をやっていますだけではなくて、やっぱり今映像で見て、

ああ、こんな楽しいのかとかこういうのをやっているのかというのを、やっぱりそういうの

を見せてそういうことをアピールするというのがいわゆる元気な年寄り、元気な町になって

いく一つのきっかけになるんではないのかなと。ひとつよろしくお願いします。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 高齢者のやはり生きがい活動になったり、認知症予防とか

そういったことにもなりますので、あと友達の輪を広げていくということにもなってきます

ので、ぜひまたその辺を検討してこの広報に努めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○１１番（藤井廣明君） 78ページの支出のほうで養護老人ホームの施設入所事業というのが

あるんですけれども、1,604万ですか、これはどこの施設のほうへ何人ぐらい当町から入所

しているのかということをお伺いしたいんですが。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 賀茂老人ホームのほうになります。南伊豆町にありますね。

現在は４名入所をされています。 

○１１番（藤井廣明君） ちょっとお伺いしたいんですが、関連ですが、例えば町内に湯ケ岡
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の郷なんかありますけれども、そういうものとはまた性格が全然違うわけ。ということです

ね。それで、その違いというか選定の基準とかその辺は、その４名の方はこういうわけで賀

茂のほうにいらっしゃるというふうなことがちょっとわかれば。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 湯ケ岡の郷は特別養護施設なものですから、こちらは健康

な人が入る老人ホームということになってきます。その辺の違いですね。 

○１１番（藤井廣明君） はい、わかりました。ただいまのは了解です。 

  それで、その下に老人保護措置費というふうな費用が1,598万ですか、出ているんですが、

これは具体的には何人ぐらいを措置したかというふうなことがわかりましたら。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） これは、平成30年度中に賀茂老人ホームのほうに入所して

いる方のそこで生活する費用ですね。それを町のほうから措置費として出しているというよ

うな形です。いろいろなものがありまして、生活費とか障害者等加算とか、冬期加算とか入

院患者日用品費とか期末加算とか被服費加算とか介護保険料等、そういったものがあります。

それで、実績額が1,598万4,316円という形になっております。 

  平成30年度中に６名の方が亡くなって、それで１名の方が入所しているものですから、当

初は10人ぐらいいたような形なんです。それで、その30年度中に６名の方が亡くなったり退

所したり、１名入所してというような形なんですね。すみません、９名ですね。数が合わな

い。29年度末に９名いて、６名が亡くなって１名入所したという形、それで４名という形で

す。 

○１０番（内山愼一君） 続いて、成果表の50ページの運転免許の人口が7,819人いるんだけ

れども、去年の中で免許の返納をしている数というのは把握しているのかどうか、それが一

つ。 

  それから、もう一点ある。公園の管理。65ページの児童遊園関係の管理事業、これは、清

掃管理だとかそういうことについてはシルバー人材センターとか自治会に委託しているとい

うことだけれども、実際、これは我々も見たときに、実際にもう壊れてしまっているような

ものだとか、あるいは管理がうまくできていないようなことだとか、この間も台風の後、ブ

ランコが絡まって実際に乗れなかったり何とかいうのがあるけれども、こんなのは点検につ

いても危険なものがあると思うもので、一度専門家を派遣して実際使えるかどうかというこ

とを見てもらいたいと思うんだけれども。 

  お塚の公園だとかの大きい滑り台みたいなものだとか、東の龍宮台のところについてもブ

ランコだとかそういうものが使えなくなっている、そういうところがちょっと見受けられる
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もので、一度、シルバーだとか自治会だけに委託しているんだけれども専門家にもちょっと

相談をして、使える、使えないの判断して撤去するなり、あるいは新規のものを入れるなり

ということについてをちょっと考えてもらいたい。その２点を。 

○委員長（山田直志君） 決算ではないような気が。管理の考え方。 

○１０番（内山愼一君） そうそう。管理をしてもらいたいと。 

○住民福祉課長（村上則将君） 免許の返納者数なんですけれども、平成30年度は男女合計で

43人の方が返納しているということです。 

  以上です。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 施設管理なんですけれども、施設の管理自体は今言われま

したとおりシルバー人材センターや、北川の児童遊園については北川区、奈良本の児童遊園

については奈良本区に管理委託をして行っているような形なんですけれども、シルバーは草

刈りとか木の剪定とかトイレの関係とかですけれども、施設の点検というものを年に２回、

こちらのほうで遊具診断という静岡のほうの会社に出しまして、遊具の保守点検と大腸菌の

検査ですね。砂場とかそういったところですけれども。それと非破壊安全検査とかをやって

います。 

  そういうもので、大型遊具なんかがもうほとんど使えないような形で、今年も、30年度も

撤去したりしています。今年についても大型遊具、複合遊具なんかを撤去していますので、

危険なものから順次撤去を行って、今あるものでちょっと危険なものについては立ち入りが

できないような形でまた安全策を講じていきたいと考えております。 

  以上です。 

○１０番（内山愼一君） 今言われたとおりで、使えないものがずっとペケでずっとなってい

るもので、使えないなら使えないで撤去するとか、そんなことを早期にやってもらわないと。

それで、新しく入るなら入るということでないと、子供さんなんかは当てにしている部分も

あるものだから。それで、この間の台風のときなんかも、ちょっと一回それは自治会かな、

絡まってからもう全然どうしようもないというか、そういうことのあれがあるものだから、

そういうときはできるだけ点検を、１回見に行ってもらうしかない。そういうこともどんど

ん進めてもらいたいと思うんだけれども、よろしくお願いします。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 台風とかそういった、台風が来たときなんか、また児童遊

園を職員のほうで見回りして、危険なところがないかどうかという確認を今後やっていきた

いと思います。よろしくお願いします。 
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○６番（西塚孝男君） 今の遊具ですけれども、いわゆる撤去を、非常に危ないから危険防止

のために撤去していますけれども、新しく子供たちのために入れようかとか、新しいものを

据え付けようかという考えはないんですか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 今、まだどこかにまとめて、１つにまとめてそういった遊

び場所をつくるということを今検討していますもので、その場所とかが決まり次第、今後計

画をしていきたいと思っておりますので、お願いします。 

○６番（西塚孝男君） 子供を持っている親が、いわゆる東地区にはそういうところがないと

いう中で非常にだめだという中で、よそに行くと今いろいろきれいな安全なものがいっぱい

できているという中で、やっぱり子育てができるまちづくり、そういうものをちゃんとして

やらないと若者が子供を増やせないというのがありますから、そういうのをやってもらった

らいい。 

○住民福祉課子育て支援係長（遠藤克也君） 一応、平成30年度の子ども・子育て支援計画の

アンケート調査で公園についてのアンケートをとったんですけれども、余りやはり需要がな

い、余り利用されていない、それはひとえに公園離れしているんではなくて、遊具とかが結

局使えないからということもあると思うんですけれども、やはり子供がどんどん少なくなっ

ていく中で、児童遊園もこれだけ数が、何気に５カ所ぐらいあるので、ではそれをコンパク

ト化していこうという、そういう考えも、１つにまとめるという考えもありますので。 

  ただ、今本当にもう塩害で腐食しているものについては年度ごと、１年に１基、２基ぐら

いを、もう本当に使えないやつ、もう修繕でもかなり経費がかさむので、そういうものにつ

いてはもう極力撤去して、今、先ほど言いましたように使えるものは存続させて、なおかつ

１つにまとめるような計画をしていきたいと思っております。 

  以上です。 

○１０番（内山愼一君） 蛇足になるけれども、今申し上げたように、やっぱり危ないものは

とってしまったほうがいいと思う。かなりの大型のものだと、あれを新規にやるということ

は相当お金もかかるし、あれを使っても今言ったように３人か４人ぐらいしか来ないから、

１日、日曜日あたりにね。それだったら、むしろボール遊びでもできるように何もないほう

がいいようなことになるもので、集中的にどこかそういう遊具があって、確実にふだんのと

きには点検できるような格好にしたほうが合理的だと思うので、その辺で申しわけないけれ

どもよろしくお願いします。 

○委員長（山田直志君） ほかは。 
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○１１番（藤井廣明君） 99、100ページのところで、これは衛生費になるんですけれども、

環境とか最終処分場、塵芥処理に関しては一般質問で出ているんですけれども、し尿処理に

関してちょっと質問がないというこの事業、今年の成果表でも記載がないのでちょっとわか

らないんですけれども、この現状といいますか、この分担金でこのまま推移しているのか。

かなりもう老朽化しているので、そろそろ分担金が増えるとかそういった話は出ていないの

か、その辺のことをちょっとお聞かせいただきたいんですけれども。 

○住民福祉課長（村上則将君） し尿処理のほうなんですけれども、現在、今焼却場のほうの

工事を実施しておりまして、こちらは３年間で実施したかと思うんですが、この終了後にし

尿処理施設のほうの改修を計画しております、この環境センターのほうで。それで、その形

を、今補助金の関係がありましてちょっと調査等も行っておりますもので、その結果を踏ま

えまして今後改修工事に入るという形で計画をしておりますもので、ちょっと今の時点では、

ですので工事が始まればある程度金額的にも負担は増えることにはなるかと思います。 

○１１番（藤井廣明君） はい、了解です。 

○委員長（山田直志君） ほかはどうですか。 

  では、すみません。 

○副委員長（内山愼一君） 委員長を交代します。 

○１４番（山田直志君） 成果表でちょっと、48ページのところからいきたいと思うんですけ

れども、マイナンバーカードの発行の部分がありましたんですけれども、ここで見る限りコ

ンビニの交付というのは件数がまだ伸びていないという面があるんですけれども、ここは非

常に大事で、例えば役場へ来ると職員が全部やってくれるからコンビニ交付は要らないとい

うことなのか、もう少しコンビニ交付なりマイナンバーを使って交付するということに対し

て、町民にもっとなれてもらう必要もあるのかもしれないし、それから、便利さというもの

が伝わっていかないと普及されない面もあるんではないのか。 

  このままでいくと、交付もそんなに多くないけれども、ましてコンビニで交付しようなん

ていう人の数はもう本当に少ないわけで、これだとやっぱり機械を置いたけれども、この状

況では効果的なもの、効果というのは全くないという問題が発生しているんではないかなと

いうふうに思うのが一つと、もう一つは、すみません、やっぱりごみの東河環境センターへ

の負担金の問題で、やっぱり今改修工事をやっているので負担金が増えている部分も、一般

財源で対応する部分もあるのでなんですが、やっぱり財政が、予算規模も非常に縮小してい

く中で、今後15年ぐらいこの工事費の元利償還を払い続けるということについて見ると、や
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っぱり非常に大きな負担という問題になっていくんではないかと思うんだけれども、これら

についての今後の検討というのはしていませんか。 

○住民福祉課長（村上則将君） コンビニ交付の関係ですけれども、確かに実績としますとそ

れほど件数が多くないという、30年度の実績ではなっております。実際利用した方に聞きま

すと、役場で交付するよりもコンビニのほうが操作も簡単だったし交付も楽だったという話

も聞きますもので、そのコンビニ交付につきましては広報していきたいと考えております。 

  それから、東河環境センターの負担金の関係になりますけれども、実際工事が始まりまし

て償還も始まっておりますもので、負担金のほうが増えていくというのは当然出てくるかと

思います。それから、今現在、町のほうもごみ袋については、ごみ袋をつくる金額というこ

とで町の皆様には負担していただいておりますが、近隣の市町を見ましてももう有料化とい

うものが進んでいる状況も見受けられますもので、今後そういうものも含めた中で検討をし

ていくことが必要ではないかなと考えております。 

○１４番（山田直志君） コンビニ収納というか、コンビニの活用の問題で言うと、やっぱり

今まだ利用している人は役場へ来るというのが一番多いわけなんだよね。だけど、そうする

と、例えば役場へ来る人の中でもやっぱり窓口で対応してもらいたい人と、場合によっては

もう機械を役場にも置いてやっていく、この窓口自体がそういうふうになっていくんだろう

と思うんだよね。そうするとやっぱり、まず一番普及するためには、役場にそういう機械が

ないということの状態では普及していかない。やっぱり来た人が、隣でやっている人がああ、

何だ、ああいう形でやると早いなというのが一番実感できるのはやっぱり役場なんだろうと

思うんだよね。 

  そうすると、やっぱりそういうところを考えていかないと、ただ便利ですと言うよりは、

現実、来た人がその作業しているのを見るというのも一番必要なんではないかなというふう

に思います。 

  それで、２つ目のごみの問題は、当然ごみの袋の問題、袋から有料化の問題とかいうのは

一つの課題なんだろうなと思うんだけれども、やっぱり同時にごみの減量という問題にいか

ないと、結局焼却にかかる費用とか、当然それからまた最終処分する灰の問題とかいろんな

問題というのは、全てごみの発生量からその経費の負担とか何かというものは出てくるし、

現状ではまだ燃やすために、例えば８時間を10時間やったりとかいろんなことで対応してい

るわけだから、そうすると、やっぱりごみのほうを減量していかないとそこの負担が減って

いかない。 
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  パイを小さくして、なおかつ新たに、その上で財源が必要かどうかというのは検討されて

いくということもあわせてやっていかないと、なかなか町民の皆さんの理解も得られないか

なと思います。 

○住民福祉課長（村上則将君） 役場の窓口のほうへの機械の設置というものは、今後職員数

の関係もありますので、今後必要なことになっていくのではないかなというようなことは考

えますが、経費もかかることですので、ちょっとこちらは今日聞いて、今後検討させていた

だければと思います。 

  それから、ごみの減量については、多分水切り等がもっと進めばごみは当然減量化されて

いくことになるかと思いますもので、広報していくというお答えしかできないかと思います

が、広報して進めていければと考えます。 

（「償還は」「償還はこれから。まだ始まっていない」「始まっていな

いよな」「言ったほうがいい」の声あり） 

○総務課財政係長（太田正浩君） 今現在、まだ利息のみの償還となっておりまして、大体借

りますと３年後ぐらいから元金の償還が始まりますので、今は利息のみとなっております。 

○委員長（山田直志君） 訂正ということで。 

（「ちょっと休憩とって」の声あり） 

○委員長（山田直志君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時５３分 

 

再開 午後 ２時５５分 

 

○委員長（山田直志君） では、休憩を閉じ、再開します。 

  ほかに質疑はありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） ちょっと教えてもらいたいんだけれども、51ページに上野墓園のこ

とが書いてあるんだけれども、墓地を使用する使用の仕方をちょっと教えてもらいたいんだ

けれども、今、過疎化で結構墓地を返すという人がいるんだけれども、逆に今ある墓地の使

い方をちょっと教えてもらいたいなと思っているんだけれども、今１つ、自分の家が１つあ

るとして、そこの墓地の中に、昔の墓地というのは今みたいに小さくなくて大きいわけです

ので石塔が３つも４つも立っている墓地があるんだけれども、そこに別な親族、要するに兄
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弟の親族が東京なんかでもし亡くなったらそこの墓地に埋葬することはできるんですか。 

○委員長（山田直志君） ちょっと決算とは違うような気がする。決算ではちょっと……。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時５７分 

 

再開 午後 ２時５８分 

 

○委員長（山田直志君） 休憩を閉じ、再開します。 

  よろしいでしょうか。 

○１２番（鈴木 勉君） 63ページで、老人の緊急通報システムというのがあると思うんだけ

れども、あるよね。この設置の数が60件今設置されていますよと言っていたけれども、これ

はあれですか、これからもっと増えてきたときには在庫で対応するんですか。それとも、新

しく買い入れて対応するんですか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 今、在庫はそれなりにありますんで、在庫は10個ぐらいあ

るかな、10個あるかないかぐらいです、在庫が。まず、それを使用しまして、それを取りつ

けまして、それでも足りなければまた新規で導入するという形をとります。 

○１２番（鈴木 勉君） はい、わかった。ありがとうございます。 

○委員長（山田直志君） ほか、ありますか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（山田直志君） ないようでしたら、以上で住民福祉課に対する質疑を終結します。 

  暫時休憩します。 

  すみません。３時10分から農林水産課を行いたいと思います。 

 

休憩 午後 ３時００分 

 

再開 午後 ３時１０分 

 

○委員長（山田直志君） 休憩を閉じ、再開します。 

  これより引き続き質疑を行います。 
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  質疑の対象を農林水産課及び農業委員会とします。 

  質疑ありませんか。 

○６番（西塚孝男君） 鳥獣対策で、防犯面ではなくて、いわゆる今非常に民家に、人間の住

んでいるところにいわゆる猿もイノシシもみんな来ているわけではないですか。そういう中

で、今持っているいわゆる猟銃だと殺傷能力が強過ぎるという中で、いわゆる空気銃での猿

とかの駆除とかというのは考えていないのかね。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 空気銃も銃刀法違反の対象になりますので。 

○６番（西塚孝男君） ああ、それも。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） ええ。ですから、公道をまたぐところ、あとは住家が、民家

が200メートル以内のところでは使えませんので、御理解いただきたいんですけれども。 

○６番（西塚孝男君） それを言ったら終わりだと思う。今、それだからとれないんだから。

何とかそういう殺傷能力の弱いもので、いわゆるここで使うよと言っていてやったらという、

何か変えなければとれないというのが現実ではないか、民家に近づき過ぎて。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） それをやり出すと銃刀法違反で持っている方が刑罰で捕まり

ますので、使われないというのはしようがない話なんですけれども、その責任をこちらでと

れませんので、その方の免許の中でやる話…… 

○６番（西塚孝男君） 国家に言うんだよ、法律を変えてくれと。国家に言うことだよ、俺が

言っているのは。いわゆる住民が一番困っていることを国は直すと、国家で。どこの地区で

も今これだけ困っていて、民家に接するところで使えないというものを日本中の農家が困っ

ているという中で、そういうものを国家は考えないのかという意見書を出してもらいたい。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 県ともよく相談しまして、町村会通じてそういう要望ができ

れば、そういう検討をしたいと思いますので。 

（「これ、107ページの質問をしたんだな」の声あり） 

○６番（西塚孝男君） そうです。 

○１２番（鈴木 勉君） 今、107ページのこの鳥獣対策費に385万計上されているではないで

すか。その内容を見ると、追い払い作戦だよね。自己防衛だけではないですか、自分のとこ

ろへ来ないように。よそへ、よそへという対策でみんながやっているわけだよね。それで、

彼が言っているみたいに、それではらちが明かないんではないですかということを考えてい

ますか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 実際に実務をやっていただくのは猟友会の資格のある方なの
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で、先ほど６番議員からありました民家に出る場合の情報はたんびたんびに猟友会の方々に

は通報させていただいて、こういうところに出ているよという情報はもう共有していますの

で。 

  あとは、それからどうやっていくかということになりますと、やはりいろいろ法律の問題

だとか、また鳥獣はすぐおりをかければとれるというものでもないということで、我々とし

ては、農林水産課の立場でいきますと、皆さんの農業者の生産物はまずみずから守ってくだ

さいねと。そのために柵等のものをやれば農協からも補助金が出ますよということで、まず

はみずからの農地を自分で守っていただくということが大前提で、それから、あとは静岡県

のほうも、今度は市町の境界をまたく形で奥山捕獲というのをここ３年ぐらい前から始めて

いまして、それが今非常に成果が出ていて、奥山では鹿の数が相当数減っているという情報

を聞いていますので、それとかみ合わせる中で捕獲をする方向しかないのかなというふうな

形で、我々としてはとにかく農産物を守っていただくことに特化していくという形を考えて

います。 

○１２番（鈴木 勉君） 防御策としては今課長が言われたとおりだと思うんだけれども、解

決策としたらやはり頭数を減らさなきゃならないとかということをお考えになるわけではな

いですか。それを実施するのには、先ほど言われたあの人みたいに、やっぱり国家にこの対

策を考えてもらわないとというぐらい、その啓蒙運動も、国へ意見を申し上げるものに東伊

豆町がなったほうがいいんではないですかというのは課長、考えていませんか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） そういう機会があればぜひそれに参加させていただいて、現

場の声を届けたいと思います。 

○１２番（鈴木 勉君） はい、わかりました。それで結構です。 

○１１番（藤井廣明君） 107、108ページの優良景観樹木保全事業という項目なんですけれど

も、松くい虫の防除なんかはどこに委託しているわけですか、これは。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 町内に樹木医さんが約１軒ありますので、その方にずっと通

年診ていただいております。 

○１１番（藤井廣明君） それで、その結果、かなりこの成果があるというふうなことでしょ

うか。その辺の検証といいますか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 基本的に、松くい虫の防除については地上散布という形で、

地上から薬をまいています。それで、まいている松については町の風景をつくっている町有

地に生えている松ということで、民有地の松にはまいていませんけれども、それが如実にあ
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らわれているのは、片方でまいていない松の林はどんどん松くいにやられていますけれども、

我々が薬をかけさせてもらっているのはちゃんと虫がつかないで、緑のままでいるというと

ころが随所で見られますので、それなりの成果があるとは思っています。 

○１１番（藤井廣明君） これは直接松くい虫防除というふうなことではなくて、台風被害も

あったんではないかという気がするんだけれども、今回、片瀬のいわゆるはりつけの松なん

て言われる松が、大木が折れたという被害が出たんですけれども、こういったものは、例え

ば樹勢が弱っていると折れやすくなるとか、そういったことはないですかね。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 今回、はりつけの松の隣の松が幹折れという形で途中から折

れたんですけれども、古木になりますとそれぞれいろんな事情があるかと思いますが、観測

史上初めての48メーター強の強風が吹いたとなれば、それが原因ではないかなという形で考

えていますけれども。 

○１１番（藤井廣明君） はい、わかりました。 

  それで、別の点なんですけれども、その下のほうに公園緑地維持管理事業というのがある

かと思うんですけれども、1,396万でしょうか、このことに関してもやはり事業者なんかに

委託しているんではないかと思うんですけれども、どういった事業内容かちょっとお知らせ

いただけますか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） もともとは農林水産課で所轄しておりましたふれあいの森で

すとか花の咲く丘公園等の公園と、それから観光課の所轄しております町内各所の公園、後

ほど名前は係長のほうから言わせますけれども、それらを東伊豆町の造園事業組合さんに一

括で、業務委託で毎年刈っていただいております。 

（「事業者名なんかはわかりますか」の声あり） 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 町内の造園事業者の奈良本の小林園さん以外の人が全部加入

しています。件数で見ますと……数は後ほどちょっと調べて報告させていただきます。 

○１１番（藤井廣明君） わかりました。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 公園の名前は後ほど一緒に、数が多くてちょっと、小さい公

園や観光公園がたくさんあるものですから。 

○１１番（藤井廣明君） お願いします。 

○１２番（鈴木 勉君） 成果表の109ページをちょっと見ていただきたいんだけれども。一

番ずっと下のほうにいくと漁港の災害復旧事業というのがあるんだけれども、そこにある内

容のことについて聞きたいんだけれども、この漂着物の撤去作業を行いましたという、この
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流れ着いた撤去先、こうしたものの廃棄先はどこになるんですか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） まず、流木につきましては、束にしてエコセンター裏の町有

地に一時保管をさせていただいております。それから、海藻類とか木みたいなものについて

は、その脇の町有地に穴を掘って埋めてしまうとかいう形ですよね。焼却場の横の町有地に

埋めるとかという形で処理をしています。 

（「ああ、埋め立てなんだ。焼却ではなくて埋め立て」の声あり） 

○委員長（山田直志君） ほかはいかがですか。 

○１２番（鈴木 勉君） 燃えるものと燃えないものがあると思うんですけれども、漂着物の

中で。それで、流木なんかは燃えるではないですか。それで、プラスチックのものは燃えな

い。その燃えるものもやっぱり埋め立て。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 燃えるものも場合によっては、潮とか砂とかがかかっている

とエコクリーンセンターに悪影響を与えますので、ある程度置いておいて、何回かの雨を当

てた後持っていくという、仮置き場にエコクリーンセンターの周りの町有地を利用していま

すけれども。あと、流木についてはちょっと径が大き過ぎるので、焼却場で、エコクリーン

で焼却できませんので、近隣の町有地の中に自然腐敗を求めて仮置きのままにして置いてお

くという状況です。 

○１０番（内山愼一君） 108ページのまん中の13番の立竹木の移設業務委託料296万1,000の

内容はどういうふうな……松くいの下、決算書の108ページの真ん中辺の松くい虫の下の事

業、委託料296万1,360円。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 今、入谷の横々坂さんの下から県営事業で農道をワイナリー

までやっていますけれども、その間に、その農道のコースに古木のオオシマザクラがちょう

どぶつかることになりまして、それを県営事業の補償で補償費をもらって移設しました。そ

れの内容でございます。 

○１０番（内山愼一君） どこに植えたか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 約30メーターぐらい北へ移動したぐらいですかね。ですから、

道路とかクロカンコースからもその桜が見えるような位置に。 

○１０番（内山愼一君） はい、わかりました。 

○委員長（山田直志君） ほか、いかがですか。 

○６番（西塚孝男君） 稲取漁港修景整備事業で、いわゆる稲取高校生に絵を描かせてデザイ

ンをさせるという中で、非常に伊東市でもこの前新聞に載ったように明るくなるような形の
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中で、いわゆる漁港の打ちっ放しな、稲取も温泉場のほうでもみんな打ちっ放しにしている

ところがあったり、志津摩のほうとかという、そういうところにそういう一つの景観に合っ

たような風景とか、そういうものをやっていくと観光客が見ても非常にいいのかなと。こう

いう事業をもっと推進してもらいたいなと思う。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） ありがとうございます。広げられるように努力してまいりま

す。 

○委員長（山田直志君） ほか、いかがですか。 

○１２番（鈴木 勉君） 107ページ、けやき公園の維持管理費が計上されているんだけれど

も、これは清掃だけなんですか。委託管理のほうの管理費はこれに入っていないんだよね。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 足湯がございまして、足湯の毎日の入れかえ、それからそこ

での受け付け業務等を全部、現場にシルバーさんを毎日置いて維持管理をしております。 

○１２番（鈴木 勉君） 要するに公園の管理ですよね。立ち木だとか、ああいうものの整備

もこの中に含まれるんだよね。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） そうです。植木といいますか、そういうものの維持管理もこ

の事業ということで御理解いただきたいと思います。 

○委員長（山田直志君） ほか、いかがですか。 

○１１番（藤井廣明君） これは私も以前委員をやっていたことがあるので心配しているとこ

ろなんですが、105、106の市民農園の中で、その後どうなっているかというか、今どんな状

況かちょっと知っておきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 市民農園につきましては、滞在型につきましては満杯でござ

いまして、今順番待ちの方が５名ほどいらっしゃいまして、本年度も同じ方がまた再度事業

で借りていただいております。 

  日帰り型につきましては、やはりいろんな諸事情で、御家庭の関係とか仕事の関係、転勤

の関係で出入りはいろいろあるんですけれども、一応、今約18区画の契約者がいらっしゃい

まして、それ以外に15区画が町のふるさと学級の事業ですとか健康づくり課の身障者のリハ

ビリの事業ですとか、あとは借りている方々への農園の見本園という形で15区画を使ってお

りまして、今17区画があいている状況で、この秋にまた２区画お申し込みがあるような状況

で、そこそこ入っておりまして、まだ日帰りは満タンにはなっておりません。 

○１１番（藤井廣明君） かなりこれいろんなイベントをやったり、なかなか楽しかったり、

交流にも役立っているような状況もあるんですが、そこはなかなかやっぱりならないなとい
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う気がしてちょっと苦しんでいるところかなと思うんですが、その場合には当然草が生えて

きたりなんかして、維持管理なんかにもお金もかかっているんではないかと見ているんです

が、その点に関してはどうですか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 使っていないところにつきましては、管理人さんを３名置い

ていますのでその方々が直接、周りの借りている方々に迷惑にならないような形で維持管理

をしてもらっております。それ以外の共有部分については、11番議員も一緒に参加していた

だきましたけれども、契約者のみんなで共有部分は草刈りして管理しようなんていう形で、

イベント用にしてやっているような状況です。 

○委員長（山田直志君） ほか、いかがですか。 

○１２番（鈴木 勉君） 成果表の６番に農業振興の中山間地域等直接支払事業として事業費

が計上されているんだけれども、今の現状の中の農家の人たちの後継者、農業の育成ですよ

ね。そういうことについては、これは支援策だろうと思っているんですけれども、こういう

事業費というのが、どうなんですか。こういうことやってきているんだけれども、先の見通

しとなると。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 賀茂農林事務所の管内では、後継者が一番多いのが東伊豆町

でございまして、若手が育っているのは実際、入谷の施設栽培の方々なんかは皆さん後継者

が帰ってきて継ぐという形でやっていらっしゃいますけれども、なかなか町内全域で見ます

と、それなりにやっぱり大きくやっているところでも後継者がいないなんていう形のところ

もありまして、そういう方々が入谷の山田さんのように継承事業という国の事業を使って新

たな人に自分の農地をお渡しするような形でやるような形で、荒廃農地を生まないようなと

いう形の事業もやっておりまして、国の施策で新規就農者についてはいろいろ事業があるん

ですけれども、なかなか後継者に対する手厚いものはないのが現状なんですけれども、そう

いった形で今町内、ほかの市町よりは多くの方々が継いでいただいておるというふうな感じ

であります。 

○１２番（鈴木 勉君） この事業というのは、要するに農業者があって、そこの子供たちと

いうのかな、次の世代に物事を引き継いだりするという、そういう事業費みたいな気がする

んだけれども、もちろん当事者が若ければいいんだろうけれども、後継者がいるような農家

が大体この直接支払とか、そういう国の補助を受けたりするような気がするんだけれども、

違うんですか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 中山間の直接払いにつきましては、その地域の道路を含めた、
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のり面も含めた農地の風景を守っていきましょうという国の事業でして、それに参加する

方々が自分の農地以外にグループを組んでいただいて、その地域を年間を通じて維持管理す

るという事業です。 

○１２番（鈴木 勉君） ああ、そうか、そうなんだ。営農のほうではなくて、そっちの。あ

あ、ごめんね。わかった、わかった。 

○委員長（山田直志君） ほか、いかがですか。 

（発言する人なし） 

○委員長（山田直志君） では、内山委員…… 

○副委員長（内山愼一君） 14番。 

○１４番（山田直志君） １点伺いたいんですけれども、成果表でいくと108ページになりま

すけれども、水産振興事業の関係で、漁協へ渡した直売所の関係ですけれども、事業はもう

漁協に渡したということは理解しておりますけれども、その際議会で決議した附帯決議の内

容については、伊豆漁協のほうにしっかりと伝達をされているかどうかということについて

確認をしたいと思うんですが、いかがですか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） その件ですけれども、毎月運営協議会というのを、静岡県の

水産振興部の担当も入りまして、伊豆漁協の幹部と実際の直売所のスタッフが入って会議を

しております。それで、その席にも町として農林水産課が参加させていただいて、いろいろ

な意見や忠告をするような立場で参加させていただいております。 

  それから、それとは別に静岡県が独自の県の予算で、プランナーといいますかコーディネ

ーターといいますか、そういうプロフェッショナルの方々を県が委託で雇って、定期的に運

営ですとか県内のポップの様子ですとか商品の並べ方等々の指導を、やはり静岡県の水産振

興部が直接指導をしております。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） いや、だから、町の問題として、いわゆる決議自体を議会としてつ

けてあるわけで、その点がちゃんと守られるように、ちゃんとそれは伊豆漁協のほうに伝わ

っているかどうか、その辺の問題、またそれは今後漁協の問題になるというふうには思うん

だけれども、見ている限りで言うとちょっと疑問を感じることもあるんで、ちゃんと向こう

は理解されているかなというところをちょっと感じているんで、その辺の指導がどうなって

いるかということを教えて……。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 御指摘の内容ですけれども、先ほど言いました運営会議の中
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でまた再度認識していただくことも可能ですし、その旨の確認は過去の総会に出てきました

ので、我々としてももう一度、再度認識をしていただくようにはしていきたいと思います。 

○１４番（山田直志君） その点で言うと、生産者表示や何かというのはちゃんとしてきてい

ると思うんだけれども、例えばちゃんと営業許可をとった人が品物を出店しているかとか、

そういうことの確認というのはされていないと思うんです、そういうことについては。 

  だから、そういう信頼性の、置いている商品の信頼性の問題にもかかわる問題で、ちゃん

とそういうことについては附帯決議でもその辺をつけてあるんで、ちゃんとやっぱりしてい

ただくようなことをしていく必要があるんではないのかな、それは施設の信頼性の問題とし

て大事なことではないかなというふうに思っているものですから、ちゃんとそういう決議を

守ってほしいなという意味で言っておきます。 

（「ちょっと休憩をとる。休憩をとろうか」「ああ、お願いします」の

声あり） 

○副委員長（内山愼一君） ちょっと休憩します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時３７分 

 

再開 午後 ３時４２分 

 

○副委員長（内山愼一君） では、休憩を閉じて再開します。 

  では、返します。 

○委員長（山田直志君） そのほか、ございませんか。 

○１１番（藤井廣明君） ここで見ると、町がそこの漁協の施設に2,600万円を寄附というか

援助というか補助というか、やっているというふうになっていますけれども、それに関して

やっぱり、それはそれで決まったことだからいいんですよ。 

  ただ、そうしますと、経営には口は出さないけれども補助金は出しているんだから、一応

もし気づいたことがあったら、今山田議員が言ったみたいな感じでちょっと言うとか、町が

アドバイスするということが必要ではないかなと思うんですが、例えば終業時間、終わりの

時間が３時となっているわけですね、午後３時。そうすると、一般的に考えて、物売りのと

ころで３時という時間はえらい早いんではないかと思うんですね、常識的に言って。それに
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関して、経営はもちろんそうした責任を持ってもらうけれども、町も補助をしている以上、

もっともっと隆盛にというか繁盛してもらいたいから、やはりちょっと３時はどうなんだと

いうあたりのアドバイスというふうなところをする考えはないですか。どうですか、この辺

の見解は。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 営業時間等に関してはそういうお声があるということは、先

ほど言いました運営会議の中でもお伝えすることはできますが、我々農林水産課としては、

時間を早くしろとか遅くしろとかと言うつもりは、ちょっと今考えは持っていません。 

（「休憩」の声あり） 

○委員長（山田直志君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時４３分 

 

再開 午後 ３時４６分 

 

○委員長（山田直志君） 休憩を閉じ、再開します。 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○委員長（山田直志君） ないようでしたら、以上で農林水産課、農業委員会に対する質疑を

終結します。 

  暫時休憩します。 

  次は企画調整課を４時から行います。 

 

休憩 午後 ３時４６分 

 

再開 午後 ４時００分 

 

○委員長（山田直志君） では、休憩を閉じ、再開します。 

  これより質疑を再開いたします。 

  質疑の対象を企画調整課とします。 

  質疑はありませんか。 
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○６番（西塚孝男君） 28ページの若者定住促進事業の取得補助金についてですけれども、こ

れは年齢制限があるんですか。 

○企画調整課企画係長兼地域振興係長（岩崎名臣君） 40歳という。 

○６番（西塚孝男君） 何の根拠で40。今、いわゆる結婚する年が、だんだん年がいってから

の結婚というのが多くなって、この前も横浜から来た夫婦なんかは、やっぱりお父さんが40

過ぎているとかというのでもらえなかった。けれども、いわゆるそういったみたいに夫婦で、

子供はまだ幼稚園上がる前の子供がいたりするわけですよね。その40というのは、やっぱり

年齢制限というのはもう少し上げてもいいんではないかなと。まだ子供が幼稚園だったりと

かそういうのを考えれば、子供が増えていくというのは、奥さんが若ければまだそういうの

があると思うんですよ。だから、40歳というのが本当にいい、制限していい年齢なのかなと

思いますけれども、どうですか。 

○委員長（山田直志君） ちょっと一般質問みたいな部分があるんですけれども。 

○６番（西塚孝男君） ああ、すみません、すみません。 

○企画調整課企画係長兼地域振興係長（岩崎名臣君） そうですね。ちょっとその年齢につき

ましては、課内でちょっと検討をしてみたいと思います。 

○１２番（鈴木 勉君） 同じページのここら辺かな、ごめんなさい、交流・定住の促進事業

というのがあると思うんだが、27ページかな。これについて、ずっと見ていくと、最後のほ

うに移住相談会を開催したというのがあったり、移住に当たって生じるさまざまな課題が出

てきて、それに対応しているという文言があるんですけれども、この移住に当たって生じる

課題というのはどういう課題があったのかなと思うんですけれども。 

○企画調整課長（村木善幸君） まず、この移住相談会の趣旨につきましては、まず相談する

に当たってこちらの情報を提供するような相談会になります。まずこちらに来ていただくこ

とを目的とする相談会ですので、こちらに来てからもいろいろ問題が生じて相談に乗ること

もあるんですが、まずこちらの事業の趣旨としては、こちらに来ていただくということで情

報を提供した中で、いろいろやりとり、こちらに来たときにはこういったものがありますよ

とか、そういった話し合いの内容になります。 

  以上です。 

○企画調整課企画係長兼地域振興係長（岩崎名臣君） そうですね。ここに来てのさまざまな

課題とかというのが、やはりこちらに移り住みたいというのはすごくあるんですけれども、

やはり働かなきゃならないといった部分で、働き先とかはどういったものがあるんでしょう
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かというような、来たいんだけれどもそういった問題だとか、あと学校の問題だとかという

ものをやっぱり相談されるということで。 

○１２番（鈴木 勉君） ごめんね。僕らそこに行ったことはないんだけれども、自分たちが

そういう定住だとか移住だとかということを考えたときに、一つの懸念が出てくるわけなん

ですよね、今言われたみたいにね。 

  東伊豆町を選んでもらいたいという趣旨はみんな持ってやってくれていると思って理解し

ていますけれども、では東伊豆町に来てくださいといったときに向こうがどういう、今言っ

たみたいに東伊豆町に行こう、行くに当たって、東伊豆町を選ぶのではなくてどういうもの

があるのかなといったその一つの懸念の中に、やはり職場の関係、そこで自分たちの生活の

費用が得られるかどうかという形ね。僕は、一番のネックはそこだろうと思うんですよね。

ネックと言ったらおかしいんだけれども、向こうが考える。 

  あとは子育ての面だとか、悪いけれども福祉の問題については、いい病院があるかないか

は別の話としても、医療の問題だとか教育の問題だとか保育の問題というのは、どこの町と

比較しても遜色ないような気がするんだけれども、一つのネックが、東伊豆町に行ったとき

に、私たち家族３人だから35万円の収入が得られますかねといったときに一つのネックにな

るんではないかなと思っているんだけれども、そういうことというのもあるんですか、やっ

ぱり。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） そうですね。やはりその辺も心配され

ているんで、なかなか仕事のあっせんとかというのは厳しいので、そのときに一緒にハロー

ワークの方も来られているので、うちの町の紹介はできるんだけれども、あと仕事に関して

はハローワークの方が来られているのでそちらとちょっと相談してくださいというような形

で、結構タッグを組んで一緒に行くことが多いです。 

○１２番（鈴木 勉君） そういうことも僕たちは想定しているんですよ。やはり町としたら

恐らくハローワークに紹介して、職場を探してくださいねと言うところではないかなと思っ

ているんだけれども、地元の小さい企業なんかは、ハローワークに申請するだけの力がない

ところがあるわけですよ、組織的にね。旅館とかそういうのは別だけれども、小さな企業と

いうのは。そういうものをやはり町の中のネットワークの中で拾い上げて、そういう人たち

と交流するとかという、そういうお考えは生じなかったですかね、町としての。 

  要するに、ごめんなさい、これからではなくて、これは一応決算だから、そういう考え方

は生まれなかったんですよね。どうですか。 
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○企画調整課長（村木善幸君） 今、鈴木議員御指摘のとおりだと思いますが、そういった組

織づくりというか体制づくりについてはまだまだですので、そういった御指摘を受けた中で、

今後取り込めるものについては取り組んでいきたいと思っています。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の件について、一つの結果に基づいての僕の要望なんですけれど

も、やはり町の中にもハローワークに登録できないような小さなところがあるわけですよ。

社会保険に入れないとか、そういういろんな小さなところがあるけれども、人がいなくて困

っているところはあるわけですよ。 

  そういうネットワークというものが、町の中にも小さなところがあるから、そういうもの

も今言った相談の中に、申しわけないんだけれどもちゃんとした給料体制の中でそういうも

のを組み合わせて、移住者にとってああ、こういう小さなところですけれどもありますよと

か、こういう体験的な、もうこれからベンチャー企業で企業を起こすときにも、こういうあ

なたがやりたいような職業を紹介できますよとか、それはハローワークに登録しないんだけ

れども、そういうところもありますよとかというようなネットワークを僕はつくり上げてい

ったならばいいんではないかと思っていますけれどもね。これは答弁要らないですよ。 

○委員長（山田直志君） 一応そういう意見があったということでとどめてください。 

  ほか。 

○１１番（藤井廣明君） これは57、58ページの空き家利活用拠点づくり委託料、これ要する

に７番からの空き家利活用拠点づくり事業か、これについてもう少し具体的なものと、その

実績なんかどういうふうに考えていますか。空き家利活用拠点づくり事業312万。 

○企画調整課長（村木善幸君） こちら、空き家利活用拠点づくり事業312万3,834円というこ

とで、まず内容につきましては、まずソフト面で、どういう利活用が必要かということで委

員さんに集まってもらいまして、その中で協議をさせていただいております。そのほかに、

この空き家利活用の拠点づくりということで、本年度よりオープンしましたイーストドック、

こちらの改修に係る費用がこちらのほうに計上されております。 

  拠点づくりとともに、先ほど言った利活用委員ということで協議をした中で、ワークショ

ップ等を開いた中で、町内で活動をしている事業が計上されている内容となっております。 

  以上です。 

○委員長（山田直志君） よろしいですか。 

○１２番（鈴木 勉君） はい。 

○１１番（藤井廣明君） 関連なんですけれども、これは例えば町内に空き家、空き店舗等々
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があって、何とかそれを活性化したいというかそういう思い、それから、その上のお試し居

住等もそうなんですけれども、この町に人を何とか呼び込みたいというか、そういうような

ことの一環であろうと思うんですけれども、しかし、あそこのイーストドックの前を通って

ももうシャッターがざーっとおりていて、入り口がどこだか探さないとわからないというよ

うな状況で、あれもやっぱり何かシャッター通りに手をかしているような、私らから見ると

ちょっとそんな感じがするし、本当にシャッターがあいてきれいな店舗ができて、若者がい

て何かしているというふうにはちょっとわからなくて、その脇の階段と説明されればああ、

そこですかと入ってくるんですけれども、何かそういうような作業なわけですよね。 

  その上の、これはちょっとお試し居住というふうなもののほうの金額なんかうんと少ない

んですけれども、逆にもっとそういう空き家バンク等々に、空き家バンクなんか本当に予算

も少ないんですけれども、そういったところに少し重点を置いて、よその町の検証なんかに

行ったところなんかでは、もうそこの空き家をあっせんするような、いわばもう本当に専従

みたいな人がそこにいて、それが職員だったり、あるいは地域おこし協力隊の隊員だったり

して、あるいは２人が一緒に来る例もあるんですよ。それで説明するというような体制をと

っていて、非常に空き家対策に関しては熱心なんですけれども、なかなかこの町ではその実

績がちょっと出なくて、どうでしょうか、芝浦工大とか大学生に頼んでこういった形をやっ

ているということに関しては、そろそろ何か検証をする必要があるんではないかというふう

に思うんですが、課長、いかがでしょうか。 

○企画調整課長（村木善幸君） まず、イーストドックのシャッターにつきましては、議員の

皆さんにも一度来ていただいて、出入り口が向かって左側なもので大変わかりづらいという

御指摘を受けた中で、一応検討はしたんですが、どうしても１階が東海汽船の事務所という

ことで、活動が２階ということで、あそこをオープンにしますとちょっとセキュリティーの

関係等もありますので、しばらくはちょっと今の現状で、案内を強化した中でもう少しわか

りやすいような、今も黒板を出したりしているんですが、そういった工夫が必要ではないか

なという思いでおります。 

  それとあと空き家バンクの関係なんですが、空き家バンクを推進する上で、どうしても登

録する物件ですね。こちらをちょっともう少し充実させていかなければならないなという思

いがありまして、これはもう数年前からの課題となっております。 

  現状でも別荘地等の空き家バンクの登録は多いんですが、やはり町内空き家に関しての登

録がなかなか進まない状況ですので、町内に移住したくて、町なかがいいなというお試し居
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住の方の声もあるんですが、そういったちょっと登録が進んでいないもので、その辺をちょ

っと今後増やしていきたいなという思いではおります。 

  以上です。 

○６番（西塚孝男君） 今の話ですけれども、いわゆる拠点づくりという中で、やっぱりあそ

こに自分も行きましたけれども写真とか、そういうアピールする、そういうところがないと、

拠点ならそういうところが、今の現状の写真があったりという一つの拠点らしい活動が見ら

れなかったかなと。 

  もう一つ、お試し居住の１組について1,000円は、値段が上がったんではなかったですか。

と思いますけれども。 

○企画調整課長（村木善幸君） 利用料につきましては今年度から改正をさせていただきまし

て、１人1,500円という形で改正をさせていただいています。 

○委員長（山田直志君） ほかは。 

○１２番（鈴木 勉君） 30ページをお願いします。 

  出会い創出事業の中に若者の交流事業というのがあるんですけれども、そこに活動実績、

18回の開催をして230人が参加しましたとあるんですけれども、どういう活動でどういう内

容なのか。内容という形、どういうことをしてこの人たちが交流活動をしているのかはおわ

かりになりますか。 

○企画調整課企画係長兼地域振興係長（岩崎名臣君） この内容につきましては、まず新人研

修会みたいなものがありまして、旅館さんがメーンになるんですけれども、そこで新人で入

られた方に対してこの町はこうだとか、あとその新人の方同士の交流をという目的で開くも

のがちょっとメーンでありまして、そのほかに、実際にダイロクキッチンのほうで交流会み

たいな形で、ちょっとしたクリスマスのときだとかそういった夏のときにそういった交流会

みたいな形のパーティーみたいなものを開いたり、あと料理教室、地域おこし協力隊で本多

さんみたいなもの、料理のほうをつくったりしますので、その方に講師になっていただいて

料理教室を開いたり、あとはスポーツ体験なんかをやったりということで、そういったもの

を年間通して幾つかやりまして、全部で18回、延べ230人参加という形になります。 

○１２番（鈴木 勉君） ここに書いてある目的が、移住と定住を促進するという形の中が目

的とされているんだけれども、これも要するに今、大体思い出しながら話をしているんです

けれども、新聞の記事なんかを見てやっている内容は大体わかってきたんだけれども、こう

いう旅館の従業員の人たちの歩どまりというんですか、この町は今非常に回転が速くて、３
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年か４年ぐらいでもうどんどんいなくなってしまうよといったことを聞いたりするんだけれ

ども、そこら辺の要するに成果というんですか、あらわれているんですか。 

○企画調整課企画係長兼地域振興係長（岩崎名臣君） そうですね。しっかりした数字的には

聞いてはいない部分もあるんですけれども、やはり勤められて何もわからないまま、友達も

うまくできなくて悩みを抱えたままやめられていくという方に対して、そういった交流を持

ってそういった悩みを共有したりとかという部分で結構成果は出てきていて、逆にその中の

方からリーダー的な方が出てきて、その人の主催で開く交流会もやったりしているという話

を聞いています。 

○１２番（鈴木 勉君） ああ、そうか。よかったね。ありがとうね。 

○委員長（山田直志君） ほかはいかがですか。 

○１１番（藤井廣明君） 成果表の30、31ページの生活路線バスの件があるんですけれども、

これ一番最後のところで、乗降調査を実施し利用者の実態把握を行っているというふうにあ

るんですが、今までやった実態調査という中ではどんなふうな意見が出ているか、傾向が出

ているかということはわかりますでしょうか。何回ぐらいやって…… 

○企画調整課企画係長兼地域振興係長（岩崎名臣君） 年に２回ということで、一つはマック

スバリュの６がつく日でしたか、カメの日は一つ入れて、あとは普通の日で、ちゃんと高校

が休みとかではない日を使ってどのぐらい高校生が乗るかとか、そういったものを年に２回

やっているんですけれども、大体１日に百二十何人とかという形で利用されている感じで、

平成27年から見る感じですと大体120から130ぐらいということで、ちょっと生徒も減っては

いると思うんですけれども、利用する人たちの人数としてはほぼ横ばいでという感じでいま

す。 

  それで、６がつく日については、やはり大川から自分が乗って実際に見ているんですけれ

ども、大川から見てみると、大体奈良本とか白田とかそれぞれからやはり乗って、小学校前

でおりて買い物をして、また昼過ぎぐらいのバスに乗ってというような形で、そういった買

い物客がいるというのと、あと、朝についてはやはり高校生、稲取高校の生徒さんが多く乗

られているというような感じで。 

○１１番（藤井廣明君） 今、大体把握できたんですけれども、先ほど空き家バンクのときに

もちょっと質問したように、町なかに住みたいというふうな希望が強いんだとおっしゃった

と思うんですよ。それは例えば東のほうからヤオハンに行くに当たっても、これはなかなか

行けないという人がいるわけですよ、現に。 
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  それで、実際上、もう行くけれども、もう逆に3,000円以上頼んで配達してもらっちゃう

んだとかいうようなことになって、もうなかなか行けないというふうなことがあって、今の

路線バスのルートですと志津摩から大川まで、大川から志津摩まで街道筋をずっと行ったり

来たりするような状態で、そうしますと、うちの町は東西長いですからそれはそれで高校生

なんかにはまた有効なんでしょうけれども、町民にとっては町なかに入って、先ほど言った

ように東から例えばヤオハンに行きたいとか、ちょっと上のほうに行きたいとかという、図

書館のほうにもちょっと行きたいとかなんていうときには、そっちのほうからもなかなか行

きにくいようなところもあるとかいうこともあるんで、もう少しこの辺、利便性を高める方

法があれば、逆に町なかにもっと住みたいとか住める、都会のようにそんなに頻繁ではなく

ても、もう少し交通の足が確保されればこれが有効に機能するんではないかなという気がす

るんですけれども、どうですかね。 

○企画調整課企画係長兼地域振興係長（岩崎名臣君） それに関しまして、やはり今年度、町

民の中で800名抽出してアンケート調査を実際行いました。また、議員の皆様にも結果をこ

れからいろいろと報告させていただくんですけれども、やはりその中で、ちょっと買い物に

行くにも行けないよというふうな意見もありますので、一応この12月に町の公共交通会議と

いうものが開催予定です。そこにもこのアンケートの内容を出して、そういった交通事業者

の方たちから意見を伺ったりして進めていきたいと思っております。 

○１１番（藤井廣明君） お願いします。 

○委員長（山田直志君） はい、次、ほかは。 

（「いいです」「いいです」の声あり） 

○委員長（山田直志君） いいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（山田直志君） ほかは。 

  ほかはよろしいですか。 

（「もうおしまい」の声あり） 

○委員長（山田直志君） ほかはよろしいの。 

（「いいって」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 成果表34ページをちょっと開いてくれますか。ちょっとこれが何な

のか聞いてみたいなと思うんだけれども、統計事務関係の中で、ア、イ、ウ、エ、オの中の

アの次に、イではなくて2018年の漁業センサスというのがあるんだけれども、これちょっと
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読んだだけではわからないんだけれども、これはどういう、目的がここに書いてあるんだけ

れども、我が町にとってはこれはどういうふうに回答するのかなと思ったりするんだけれど

も、これはどういう内容だかちょっと教えていただけませんか。 

（「目的に書いてあるとおりだよな」の声あり） 

○企画調整課課長補佐兼情報係長（山西和孝君） ５年に１回、これはやる漁業センサスとい

う統計になりますので、これは国のほうから直接、漁業に携わっている事業者の方に調査を

かけるものだと。 

○１２番（鈴木 勉君） ごめんなさい。これは、調査費なんかは国がくれるということです

か。これ、要は、ごめんなさい、77万総額で出ているんだけれども、これだけの事業に幾ら

使うかちょっと……ああ、19万か。この19万5,000円は何だね。いいんだよな。この漁業セ

ンサスをする調査対象の費用が、報酬額が19万5,000円と計上してあるから、このお金だよ

ね。これは町からの100％。国から…… 

○企画調整課課長補佐兼情報係長（山西和孝君） 統計に関しましては町のほうから出すとい

うのが、皆、国のほうからの委託になりますので国費という形になりまして、それで１回支

出しますが、一応全額もらっているんです。 

○１２番（鈴木 勉君） 報告書なんていうのは、町は受け取っているんですか。これに対す

る調査の報告書。 

○企画調整課課長補佐兼情報係長（山西和孝君） 結果等は、国より受けています。 

○１２番（鈴木 勉君） そこまででいいです。 

○委員長（山田直志君） ほか、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（山田直志君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（山田直志君） ないようでしたら、以上で企画調整課に対する質疑を終結します。 

  当局の皆様、どうも御苦労さまでした。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時２６分 

 

再開 午後 ４時２８分 
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○委員長（山田直志君） 休憩を閉じ、再開します。 

  本日の会議はこの程度にとどめ、延会としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（山田直志君） 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、次は26日午前９時30分より会議を開きますので、よろしくお願いします。 

 

延会 午後 ４時２８分 



 

 

 
 

令 和 元 年  

 

 

 

一般会計決算審査特別委員会記録 
 

 

 

令和元年９月２６日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東伊豆町議会  
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一般会計決算審査特別委員会（第２日目）記録 

 

                     令和元年９月２６日（木）午前９時３０分開会 

 

出席委員（５名） 

     ６番  西 塚 孝 男 君     １０番  内 山 愼 一 君 

    １１番  藤 井 廣 明 君     １２番  鈴 木   勉 君 

    １４番  山 田 直 志 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（１５名） 

総 務 課 長 梅 原 裕 一 君 総 務 課 
財 政 係 長 太 田 正 浩 君 

総務課財政係 門 前 智 美 君 健 康 づ く り 
課 長 鈴 木 嘉 久 君 

健康づくり課 
参 事 齋 藤 和 也 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 
健康増進係長 

横 山   昇 君 健康づくり課 
保健予防係長 土 屋 秀 明 君 

健康づくり課 
国民保険係長 梅 原 孝 文 君 教 育 委 員 会 

事 務 局 長 梅 原   巧 君 

教 育 委 員 会 
事 務 局 長 
補 佐 兼 
社会教育係長 

土 屋 政 雄 君 教 育 委 員 会 
学校教育係長 遠 藤 尚 男 君 

教 育 委 員 会 
図 書 館 係 長 内 山 淳 子 君 防 災 課 長 兼 

防 災 監 竹 内   茂 君 

防災課長補佐 
兼 防 災 係 長 中 山 和 彦 君   

 

議会事務局 

議会事務局長 山 田 義 則 君   
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開会 午前 ９時３０分 

 

○委員長（山田直志君） ただいまの出席委員は５名であります。よって、一般会計決算審査

特別委員会は成立しましたので、開会いたします。 

  これより直ちに本日の会議を開きます。 

  一昨日に引き続き、議案第55号 平成30年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について

を議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑の対象を健康づくり課とします。 

  質疑はございませんか。 

○１１番（藤井廣明君） 79ページ、80ページの国民健康保険費の会計に１億1,200万円これ

を拠出していると思うんですけれども、これ所管が町から県のほうに移ったかと思うんです

けれども、このことによって増減あったのかどうか、その辺ちょっと伺っておきたいんです

けれども。 

○委員長（山田直志君） 休憩。暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時３１分 

 

再開 午前 ９時３２分 

 

○委員長（山田直志君） 休憩を閉じ、再開します。 

○健康づくり課参事（齋藤和也君） 拠出金につきましては、あくまで法定負担だけになって

おりますので、こちら数字的には、ちょっとすみません、去年の比較、去年の決算の数字を

持ってきていないものですから、後ほど示させていただきたいと思いますけれども、法定負

担である、ちょっとお待ちくださいね、基盤安定の繰入金であったり、財政安定化支援事業

繰入金といった法定の分を繰り入れております。比較につきましては、後ほど資料で、すみ

ません、示させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○総務課長（梅原裕一君） それでは、国民健康保険の特別会計の前年との比較ですけれども、
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1,266万円の減、割合でいきますと10.1％の減というふうになっております。 

○委員長（山田直志君） ほかはいかがですか。 

○６番（西塚孝男君） アスド会館がなくなったことによって、その経費というのは終わった

わけですけれども、いわゆるほかのところにいわゆる移行したわけですよね。いろんな健康

とかそういう体制も。そういう経費は増えてきたんですか。ほかのところは増えたの。 

○健康づくり課長補佐兼健康増進係長（横山 昇君） アスド会館の経費に関しましては、今

度は企画の管財係、そちらのほうで現在は管理しています。光熱費とかそういうのは、当然、

今、もう体育館もやっていませんし、根幹はイズーさん等いっていますので、光熱費につき

ましては大幅な減となっております。教室に関しましては、引き続き健康増進係で役場、保

健センター、奈良本公民館、北川の防災センターのほうへ出向いて運営をしております。 

  以上です。 

○委員長（山田直志君） それだけでいいの。いいの、それだけで。 

○６番（西塚孝男君） それで、いわゆる今ここに、アスドにかかった経費よりは少なくなっ

たといわれているのか、多くなっているのか、ちょっと聞きたかったんですけれども、経費

が。経費、そういうよそに移行したことによって、そこのかかるいろいろ経費があるじゃな

いですか、そういうのがアスドのときよりも増えたのか、やっぱりね、相対的に。 

○健康づくり課長補佐兼健康増進係長（横山 昇君） 経費としては全体的に、先ほど申しま

したように、光熱費とかそういうのが減になっていますので、全体的に見ると予算は減額と

なっております。 

○委員長（山田直志君） ほかはいかがですか。 

  ちょっといい、俺。 

○副委員長（内山愼一君） はい、どうぞ。 

○１４番（山田直志君） もう一つ、問題は、経費の問題と、拠点としてアスドを中心にやっ

てきた健康づくりの運動が、分散をして４カ所でやっているということなんだけれども、そ

れに対する参加者の増減だとかそういうものの実態は、どういうふうになっていましたか。 

○健康づくり課長補佐兼健康増進係長（横山 昇君） 昨年は全教室25名で募集をしまして、

今年も25名で募集をかけたんですけれども、教室の数は増やしてあります。教室の数は増や

してありまして、実際のところ、定員をオーバーしていたというのは１つの教室だけでして、

あとは定員を今現在満たしていないという状態ですので、何というんですかね、参加できな

いということに関しましては、幾らか、水曜日の教室を除いては解消できているのではない
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かなと思っています。その抽せんで漏れた方に関しても、ほかの曜日の教室はどうですかと

いう声はかけさせてもらいました。曜日的に都合が悪いとか、ちょっと内容がちょっとやは

り水曜日の教室がいいとか、別の教室がいいとかということはありましたけれども、今年度

はまだあくまで初年度ですので、場所を変えて、様子見の部分も少しはちょっとあります。

また、要望等上がってきたら、その辺をちょっとまた総合的に見て、来年度に生かせればな

と思っております。 

○１４番（山田直志君） 様子見というか、年度の途中でこういう形になったというのもある

とは思うんだけれども、今後やっぱり健康づくり自身は、医療費の問題含めるとやっぱり非

常に町としても重要な課題というふうな認識しているので、やっぱりそういうような要望等

含めて上手に受けながら、やっぱり取り組みをやっぱり強めていただきたいと思います。 

○委員長（山田直志君） はい。ほか、いかがですか。 

○１１番（藤井廣明君） 今の健康増進の教室に関してのちょっと関連なんですけれども、何

か教室によっては有料のところと無料のところがちょっとあるというふうに伺っておるんで

すけれども、その辺の境目というか、その辺お願いします。 

○健康づくり課長補佐兼健康増進係長（横山 昇君） 藤井議員が参加している水曜日、あと

木曜日は無料なんですけれども、これのほうは介護保険の絡みがありまして、地域支援事業、

そちらのほうの絡みで65歳以上を対象としています。その関係で無料とさせてもらっていま

す。講師謝礼なども介護会計のほうから支出されています。そのほかの教室に関しましては、

全て一般会計、一般会計で経費を賄っておりますので、実費負担分ということで300円いた

だいていると、そういう形となっております。 

○１２番（鈴木 勉君） 成果表の中で見ていくと、いろいろと健康増進事業があるんですけ

れども、私もそれなりに心配したりしているアスド会館のあのプールが廃止になった後の事

業計画なんかも、質問を以前させてもらったりしているんですけれども、そういう今までそ

こを活用していた人たちには、その後どういう対応を、この事業の中には書いていないんだ

けれどもしてきたのか、そういう利用していた人たちは、健康づくり事業に対してはどうい

う要望があったのかなということも、あったら聞きたいなと思っていますけれどもね。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） プールそのものについては、民間の施設等を利用できない

かということで、いろいろ検討をさせていただいてはおりましたけれども、実施というとこ

ろまでには至らなかったということで、プール事業に参加されていた方の中で、特にスイミ

ングの部分において参加されていた方は、下田の敷根プール等に行かれることになりました。 
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  半年ぐらい経過してから、ある参加をしていた方から個人的にですけれども、下田まで通

っていたけれども通い切れないというような声も確かに伺いました。 

  その方から、学校のプール等がどうにかならないかというようなことなんですけれども、

事実、そこの部分だけで考えますと、プールの、単純にプールの利用ということになってき

て、我々、健康増進の考え方とはちょっと道筋が違うのかなというふうに担当課では考えま

す。あくまでもプールを利用した健康づくりであったり、あるいは介護予防であったりとい

うのが我々の使命であるということなものですから、単純に学校のプールを開放していただ

いて泳ぎたいというのは、夏の間泳ぐしかできないということで総合的な健康増進にはつな

がっていかないということで、それは、ちょっと担当課としては、なかなかちょっとできる

部分ではないと思いますということで、お話をさせていただいております。一応、今のとこ

ろはそういうような感じです。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の件については、申しわけないけれども、また機会があったら、

継続的な形の考え方の中で、そう利用していた人たちが結構いると思うんですよ。あそこで

プール使って、健康づくりしていた人がいると思うから、できれば、これで打ち切りで後は

知りませんじゃなくて、また機会があれば、またそういうチャンスもね、僕たちも探してい

きたいなと思うもので、よろしく願いたいなと思いますよ。はい。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 確かに健康づくり、それから介護予防について、プールの

利用というものについては、効果的なものであるということは認識をしておりますので、今

後もそういう意味では、できるような方向を検討していければということで検討していきた

いと思います。 

○１２番（鈴木 勉君） ページの79ページをお願いできますか、成果表なんですけれどもね。

それで、これ見てみると、それぞれのものにはこの前年の対比だとかが出てくるんだけれど

も、ここにある、この僕なんかもお世話になっているんだけれども、（３）の肺がんから始

まるこの受診の形なんだけれども、これは、この数値というのは前年に対してよくなってい

るのか、悪くなっているのかというのをお聞きしたいんですけれども。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 成果表79ページのがん検診の受診率ですけれども、

前年、肺がん検診は、前年が38.2％で今年度が31.2で前年より落ちています。子宮頸がん検

診以外の検診については、前年比より、受診率については低下している現状です。子宮頸が

ん検診だけが前年より0.2％上がっています。 

○１２番（鈴木 勉君） 今のお話聞いても、健康は自分のためにあるから、町民はそれなり
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に啓蒙運動じゃないんだけれども、自分の自己管理をしっかりとしていかないと、大変なこ

とになるなということを思っていますからね。皆さんが、いろいろ努力してくれたからこれ

だけの数字になると思うんだけれども、基本的には町民の個々の人たちが、こういうことに

もっと関心を持って、行っていただきたいなと思っているわけなんですけれどもね。また、

いろいろと御苦労かけるけれども、よろしくお願いしたいなと思いますよ。それから、ペー

ジ85にあかちゃんの教室という、これも乳幼児に対してのことがちょっと書いてあるんだけ

れども、ここにはもちろん書いていないんだけれども、今テレビで東京のニュースが流れて

いるんだけれども、この町では幼児に対する虐待ですか、そういうものというのはゼロだろ

うと、僕、確認しているんだけれども、ちょっとそこのお話ができれば。 

  休憩でもいいですよ。 

○委員長（山田直志君） じゃ、暫時休憩にします。 

 

休憩 午前 ９時４５分 

 

再開 午前 ９時４７分 

 

○委員長（山田直志君） 休憩を閉じます。再開します。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 健康づくり課長補佐です。 

  健診の場面では、お子さんの体重や身長をはかるときに裸にしますので、傷、不審な傷が

ないかというようなチェックはもちろんしていますが、現状では表面にあらわれるような虐

待を疑われるようなお子さんはいません。ただ、虐待しそうなちょっと精神的にお母さんが

ストレスをためているとか、あとはネグレクトといいまして、何というんですか、生活面で

ちょっと世話が行き届いていないような御家庭がある場合もありますが、それについては、

住民福祉課が主催しています要保護児童対策地域協議会のほうにケースとして上げまして、

そこで連携をとって、予防という視点で保健師がかかわっている現状があります。 

○１２番（鈴木 勉君） あと、102ページの、ページを開いていただけませんか。いいです

か、これ。担当、外れる、102ページは。 

○委員長（山田直志君） そうだ。そうで、いいだよ。 

○１２番（鈴木 勉君） 大丈夫ですか。 

○委員長（山田直志君） うん。 
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○１２番（鈴木 勉君） この中に…… 

（「成果表だろ」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） はい。12番、いいですか。 

○委員長（山田直志君） いいですよ。 

○１２番（鈴木 勉君） 102ページは…… 

（「特別会計になります」の声あり） 

○委員長（山田直志君） こっちは特別会計か。 

（「そうです」「成果表の102ページは、はい」の声あり） 

○委員長（山田直志君） そうか。 

○１２番（鈴木 勉君） 102ページはおたくの担当じゃない。 

○委員長（山田直志君） 介護保険。介護保険だった、97から介護。 

○１２番（鈴木 勉君） これ介護保険だから違うのね。はい、わかった。それはそれで下げ

ます。 

○６番（西塚孝男君） 84ページの10番、むし歯予防教室ですけれども、ちょっと前聞いたの

は、東伊豆町の子供たちは虫歯が非常に多いというように聞いていましたけれども、少しは

改善されましたか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 今回ここには、結果が出るのが今年度の６月、７月

だったので出せなかったんですけれども、12歳、小学校６年生の虫歯は減ったという報告が

ありました。ちょっとしっかり数字はまた後ほど報告させていただきますが、ワーストワン

は脱出した、ワーストツーぐらいだと思います。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 補足ですけれども、虫歯の対策については、非常に担当課

として力を入れているところです。新規事業も始めておりますので、結果として出てくるの

は数年後という形になろうかとは思うんですけれども、しっかりとした対策を今立てて、計

画的に行っておりますので、今後減っていくという見込みでいます。 

  以上です。 

○６番（西塚孝男君） 歯は、ちょっと健康のための第一歩ということですから、そのワース

トワンというのは非常に恥ずかしいものを脱出するように、何とかそういういい方向に向か

っていってもらいたいと思います。 

○委員長（山田直志君） ほか。 

○１１番（藤井廣明君） 特定健診の受診率見ますと、成果表の79ページ、先ほど見せてもら
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ったんですけれども、非常に受診率が悪いなというふうに思うんですけれども、これまで、

以前に何か国からペナルティーみたいなことはなかったでしたっけ。ちょっと目標値という

か、それまで達しないとどうとかというふうなことがなかったですか。もうあれはないです

か、あの縛りは。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） ペナルティーというのが前に課されたというか、制度上、

それをやったのは特定健診の分です。今ここの、ただ、79ページに示されているところです

と、がん検診ということなものですから、これは本当に予防事業という形になりますんで、

ここはペナルティー対象ではない。 

○１１番（藤井廣明君） それで、関連なんですけれども、そこのところの要精密というふう

に判定されて、なお、それでも行かないという方が何人かいらっしゃるという、この辺が、

さっき12番の鈴木さんがおっしゃるように、本当に自分の体なのに、要精密というふうに言

われても行かないという人がいるとなると、ちょっとどういう理由なんだか、ちょっとわか

りませんけれども、非常にがんの罹患率なんか高まってくるんじゃないかと気がするんで、

この辺の対策といいますか、どういうふうに指導というか、しているんでしょうか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） まず、精密検査の結果が出ましたので受けてくださ

いという郵送を１回させていただいて、その後、病院から結果を、精密検査の結果をもらう、

郵送でもらうシステムになっているんですけれども、３カ月後、定期的にその結果が来てい

ない方に対しては、もう一度、電話や郵送で受診をしていますかということで確認のほうを

させていただいております。 

○１１番（藤井廣明君） そうですよね。雑談になりますけれども、私も大腸がん検査して要

精密来ましてね。やっぱりちょっと普段はあんまりどうでもいいぐらいに思っていたけれど

も、ちょっと要精密となると、ちょっとこれは診てもらおうかななんていうふうに思って行

ったら、ポリープがありますよと言われてね、精密検査受けたら。それをとったら、１日入

院しましたけれども、簡単に治ったというか、異常なしということになったものですから。

そういった事例からいうと、これをそのままにしておくと、やはりどんどん悪化していたの

かなと思うと、この検診は非常にありがたいなというふうに思ったんですけれどもね。そう

ですか、やっぱり行かない方もいらっしゃるのかな。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 検診については、やはりアピールはかなりしているつもり

ではいるんですけれども、割と定期的というか、大体同じような方が継続して受けていくと

いうことで、なかなか新規に受けていくというきっかけづくりをしてあげるのが難しいのか
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なと。検診があるので受けてくださいという広報だけとかそれだけだと、今まで受けてない

人がもう一歩踏み出すところまでに、なかなかいけていないのかなというのもあります。 

  今年ですね、ちょっと話変わるんですけれども、特定健診については、未受診者の方に対

して今、分析を行って、その人なりの受診を促す方法というのをちょっととっていて、まだ

結果、今年は出ていないところなんですけれども、そういう対象によって誘い方というかそ

ういうものが、今後もしそういう結果が出るんであれば、がん検診についても、ちょっとま

たそういう部分での検討をして、受診率の向上につなげていければというふうには考えてい

ます。 

○１２番（鈴木 勉君） 82ページで、経緯みたいになると思うんだけれども、（９）のこの

禁煙の集団教室というのが開かれていると書いてあるんですけれどもね。ここに書いてある

趣旨だとか目的だとか内容だとかはわかるんですけれども、この実施状況の中で２日間で12

人という方が受診されたと書いてあるんだけれども、非常に少ない数字なんですけれども、

私たち議員の仲間でも結構喫煙をする方がいるもので、できればそういう人たちにも特別御

案内を差し上げるとかという、そういうことはしてきてこなかったと思うんですけれども、

その点についてはどうですかね。 

○委員長（山田直志君） ちょっと、今のだとあんまりちょっと、特定の人を対象にというわ

けでも、取り組みの普及という点にしてください。議員がどうのこうのとかいうところはち

ょっと外して、はい。そういう対応でお願いします。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） ここの禁煙集団教室については、対象者のところで書いて

あるように、特定健診あるいは肺がんの検診を受けていたときに、喫煙の履歴ということで

把握した方を対象にやっておるものですから、町民全体的なところへの啓発というか、そう

いう形で集団で参加してくださいという促しをまだしていなものですから、それは今後検討

させていただければというふうに思います。 

○１２番（鈴木 勉君） ということは、特定健診を受けた方だけはここに今、御案内申し上

げるという形になってしまっているわけだよね、この事業で。そうです、僕はほら、申しわ

けないけれども、今、枠を外れてしまっているんだけれども、喫煙している町民にそういう

御案内というものが必要じゃないかなと思って、議員というのは、もし範囲が狭くて申しわ

けなかったんだけれども、一つの事例の中でも、議員の中にも結構いますよという中で、町

民の方にも結構いるじゃないですか、そういう中でこういう今言われた、課長が言われたみ

たいに、ここに来た人だけだよという形じゃなくて広くして、こういう事業を推進していた
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だいたらいいんでないかなと思っていますけれどもね。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 今の御意見賜りまして、また一般の健康増進事業とかそう

いう部分で対処できるものがあれば、ちょっと検討させていただければというふうに思いま

す。 

○委員長（山田直志君） ほかはどうですか。 

○１０番（内山愼一君） ちょっと成果表の77ページの予防接種の関係だけれども、これで各

ところに受けた人数あるだけれども、これを受けないというかな、ざっくりでいいんだけれ

ども、受けない人たちというのはどの程度、いるのかどうか。 

  それともう１点は、83ページの妊婦の健診の関係だけれども、これは母子手帳をもらって

健診に行くと思うんだけれども、母子手帳をもらわない人というか、そういう人たちが何人

ぐらいいるのか。それから母子手帳をもらっても、これ健診に行かない人の比率というか、

そういうものをざっくり教えてもらえないかなと思うんだけれども。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 健康づくり課長補佐です。 

  まず１点目の予防接種を受けない人の状況ですけれども、予防接種は何回か、例えばヒブ

は27日間で３回打つとか、ちょっと回数がそれぞれありますので、はっきりとして何％とい

う接種率を出してはいないんですけれども、思想的にというか、予防接種を否定派の方が町

内には１家庭いますので、そのお子さんはお勧めは、個別通知はしなければならないので、

個別通知はさせていただいたり、健診の場面でお勧めをしているんですけれども、その御家

庭は予防接種は実施していただいておりません。それ以外の御家庭は、接種期間が過ぎる７

歳半までが定期接種の期間なんですけれども、そこに間に合うようにこちらで電話や通知で

お誘いをして、受けてもらうようにお勧めはしております。 

  ２点目の妊婦健診で母子手帳をもらわない妊婦さんがいるかということですが、今は母子

手帳は全ての妊婦さんに交付をしております。妊婦健診については、初回はほぼ全員受けて

いるんですけれども、それぞれの回数、例えば週数が早く生まれてしまって、13回目、14回

目を受けずに出産してしまったという方がいらっしゃったりするので、中断する場合もあり

ますが、ほとんど妊婦健診のほうは受けていただいております。 

  以上です。 

○委員長（山田直志君） ほか、いかかですか。 

○１１番（藤井廣明君） ちょっと伺っておきたいんですけれども、成果表の76ページのとこ

ろに早朝ウォーキングというのがあったと思うんですけれども、これウォーキングは３つぐ
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らいやっていますけれども、なかなか、ゴルフ場でやったのかなと思うんですけれども、こ

れが残念ながら雨のため中止とあるんですが、これは多分予算措置はしてあったと思うんで

すけれども、雨ではしようがないということなんですが、こういった場合には代替日といい

ますか、大体この日がだめならこの日とかというふうな形で前もってやっておかないと、天

気には勝てませんのでね、屋外の行動なんでやむを得ないといえばやむを得ないんですが、

一発で中止というのはちょっともったいないような気もするんですけれども。 

  これというのは、すごく参加者多かったと思うんですよ、希望者がね。町外からも来たり

してすごくにぎわっているというか、特にプールなんかなくなった状態でこういった歩くと

いうことが、年一遍、すごくみんな楽しみにしていたようなことがあるんで、これ予算措置

はなかったのかどうかなんか、ちょっとお聞きしたいんです。 

○健康づくり課長補佐兼健康増進係長（横山 昇君） このウォーキングに関しましては、参

加費とかいただいていますけれども、これ全てゴルフ場にいっていますので、町としての予

算措置はしておりません。 

  この代替日も理想としてはやりたいんですけれども、場所を借りていますのでちょっとゴ

ルフ場の都合もありますし、あと、どうしても梅雨どきに当たってしまうんですけれども、

梅雨明けとかそういうことになってしまうと、朝５時とか集合になってしまうと本当、暗い

状態になってしまうんですね。暗い状態になってしまいますとちょっと歩きにくい面とかも

ありますし、一番大きいのはやっぱりゴルフ場との兼ね合いですよね。そちらのほうでコー

スを借りられるかどうか、そこからスタートしますので、ちょっと難しい面があるのがちょ

っと事実です。はい。 

（「そういった要望があったというふうにお伝えいただきたいと思いま

す」の声あり） 

○健康づくり課長補佐兼健康増進係長（横山 昇君） はい。 

○委員長（山田直志君） ほか、いかがですか。 

  事業がたくさんありますから。 

○１２番（鈴木 勉君） 81ページの特定健診のここに年度別の成果表が出ているんだけれど

も、この受診する人というのは、毎年同じ人が受けているこれ受診率という形で私、考えて

しまうんだけれども、新しく今まで受診しなかった人、今年初めて受診しましたよというそ

ういう人たちというのも結構いるんですかね。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 当然、定期的に健診を受けておられる方いうか、ほとんど
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多いかなとは思うんですけれども、新規の受診の方については、ちょっと今、統計をとって

いないんですけれども、調べることは可能かと思いますので、後日になりますけれども、お

示しという形でもよろしいでしょうか。 

○１２番（鈴木 勉君） この事業は、相当の町民の中でも関心が増えてくる、そういう僕は

事業だと思っておりますからね。できれば、過去に今まで受けたから、今年も通知が来たか

ら行こうよ、行くよといって管理している人も本当に大事な人なんだけれども、やはり先ほ

ど言ったみたいに、新しくそういう対象者が増えてくるという事業に僕はなっていくだろう

と思っていますからね。よろしくお願いしたいなと思いますね。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 受診率の向上につきましては、特にやっぱり力を入れてい

るところですので、新たな受診者の獲得に向けて努力していきたいと思います。 

○１２番（鈴木 勉君） この成果表の中には出てこないんだけれども、課長、そのマイレー

ジ、地区のあるじゃないですか。これを今どうですか、その状況ですか、マイレージはこれ

だけ……。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 健診に絡めてですけれども、マイレージのポイントについ

ては、この特定健診を受けた場合が一番ポイントをたくさんもらえるという、付与できると

いう形の位置づけをしております。 

  それから、もちろん事業の拡大ということも当然図っていく中で、昨年度は教育委員会の

ほうにお願いをいたしまして、教育委員会の事業にもポイントがつくというような形で、教

育委員会にも協力をいただいています。 

  今後、役場内のいろいろな事業に、さらに、またマイレージの部分で健康ポイントがみん

なつくんだというような形で広げていければというふうに考えております。 

○委員長（山田直志君） ほかはよろしいですか。 

○副委員長（内山愼一君） 委員長はないの。 

○１４番（山田直志君） すみません、俺。 

  今、健診の問題なんですけれども、やっぱりほら、普通にいろいろ形で呼びかけ通知する

というところでは、やっぱりちょっともう、なかなかこの数字限界があるのかなと思う部分

と、やっぱりそうはいっても日本の今、社会の中で、やっぱり健康というものはいろんな意

味でのブームというのか、関心事であることは間違いなくて、やっぱり健診のときに、例え

ばほら、前ちょっとやったけれども、血流、血液ドロドロの検査だとか、やっぱりちょっと

特定健診とはちょっと関係ないけれども、いろいろそのときそのときに話題になっていたり
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するいろんな検査というのは、多少その部分、もしかしてお金かかるかもしれないけれども、

やっぱり先ほど来、12番が言うように、どんどん新しい人を、またこの受診率を上げて、高

めるということでね、事業に対して目を向けてもらうためには、やっぱりちょっとひと工夫

も必要なことってないかなと、やっぱりそういうものをつけることで、やっぱり関心を、町

の事業を知ってもらうし、受診率を高めるというやっぱり工夫をやっぱりしていかないと、

なかなかもうここまでくるとこの先は難しくなってくるのかなという感じがしていますけれ

ども。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 特定健診の魅力のある健診というところで、いろい

ろこちらも研究していきたいと思うんですけれども、協会けんぽさんでは、旅館やホテルで

健診を受けて、受けた後に食事ができるというようなことを実施したというようなお話も聞

いていますので、今、健診は賀茂医師会や健診機関に委託していますので、そことの兼ね合

いもありますけれども、検討していきたいと思います。 

  今現在、町でやっているのは、１日で特定健診とがん検診が受けられるというようなしく

みを賀茂郡では早い時期からやっていますので、そこを引き続き日数を増やすなどして実施

していきたいというふうに考えております。 

○委員長（山田直志君） いいですね。 

○副委員長（内山愼一君） じゃ、私は下がります。 

○委員長（山田直志君） はい。ほかはいかかでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（山田直志君） よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（山田直志君） ほかに異議がないようでしたら、以上で健康づくり課に対する質疑

を終結をします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１０分 

 

再開 午前１０時３０分 

 

○委員長（山田直志君） 休憩を閉じ、再開します。 
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  これより質疑を再開します。 

  質疑の対象を教育委員会とします。 

  質疑はありませんか。 

○６番（西塚孝男君） 今、生徒が少なくなってきて教室が、空き教室とかが出てきていると

思うんですけれども、いわゆる生徒の教育、学力とかそういうもので、いわゆる小学生とか

のいわゆるおくれている子とかの補習ですか、それとか、いわゆる今これだけ東伊豆町も外

国人が来ているという中で、小学校の五、六年生、高学年に英語教育とかという、今、非常

に教育問題に対して、父兄さんたちが非常にいろんな問題でこの東伊豆町というところを離

れ、よそへ引っ越していったりする若い親がいたりする中で、やっぱり東伊豆町のいわゆる

小学校にいて、そういう教育面が充実されてくるとやっぱり若者たちも離れないで済んでく

る。そういう一つの、いわゆるこれからの時代に合った教育というものを考えているのかを

聞きたい。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 小学校の御質問でしたので、小学校の支援の関係なん

ですけれども、学習支援員という形で支援員を配置しているのもございますし、特別支援と

いって、少し就学指導ですとかに係った場合ですとかはその専門員を配置したり、東伊豆町

はかなり手厚く今現在はやっていると思っております。 

  それと、英語教育に関しましては、今、近隣の市町でも受け入れが多くなってきたんです

けれども、国のＪＥＴプログラムといって国際教育の支援員みたいな制度があるんですけれ

ども、昨年度、30年度からですが、そのＪＥＴプログラムを活用しまして本当の外国人の方

をアメリカから招いて、今、中学校、小学校、両方に英語教育として行っていただいており

ますので、その成果がだんだんあらわれてくるんではないかと思っています。英語につきま

しては、学習指導要領の変更がありまして、小学校からはもう必修になってくる、今後はど

んどん進んでくるはずですので、それに対応していち早くそのＪＥＴプログラムというもの

を活用しております。 

○６番（西塚孝男君） 小学校でやってくれば中学校、必然的にそうなっていくと。いわゆる

教育関係ですから、いわゆる先生とかがいわゆる生徒が少なくなってどうするのという問題

の中で、やっぱりその一つの、やはりよその地区だと、いわゆる町で先生を、講師を雇って、

いわゆる塾をやったりというような町もあって、非常に何ですか、教育面が充実しているか

というんでよそから来たりする、移住してきたりとかというのも非常に多いところがあると

いうの聞いていますし、やっぱりこの田舎にいてもいわゆるいい教育が受けられる、それと
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勉強ばかりではなくて、その地域に合った自然学とか、そういう遊びとかもしっかり教えて

いかないといわゆる都会に出ていったときに、うちのこの東伊豆町、伊豆という中からきた

子供たちが、勉強ばかりしていて、何にも伊豆のよさを発表したり、言えなかったりという

ことがないように、勉強とそういう自然との、この地域のよさというのに合った教育を目指

してもらいたいと思います。 

○委員長（山田直志君） ちょっと何か一般質問的な部分もかなりあるけれども、今やってい

る範囲で。はい。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 社会教育的な面も含まれてもいますので、地域の事業

に関しましては、古くからふるさと学級など、入る子、入らない子がいるにはいるんですけ

れども、そういうようなものも活用して、地域の伝統ですとか自然の関係は学習していただ

いておりますし、学校内に関していいましては、これは予算も絡むので私の一存ではないん

ですけれども、教育委員会サイド、教育長も含めての今後の展望といたしましては、専門の

支援員、専科担当とよく言うんですけれども、小学校は担任が全ての授業を教えるというの

が今までの流れですよね。ですけれども、英語は英語専門、音楽は音楽専門、理科は理科専

門、算数は算数専門という特化した先生に入ってもらえば、その通常の担任が教えるよりも

もっと細かい専門的な指導ができるだろうという方向に変えていかなければならないなとい

うのを思っておりますので、どこまでできるかはわかりませんけれども、私どもの希望もそ

のとおりで、そういう方向に進んでいきたいというふうは考えております。 

○６番（西塚孝男君） 大変いい結果になるといいなと。なるべく早目に実行できるように頑

張ってください。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） ありがとうございます。 

○委員長（山田直志君） ほかはいかがですか。 

○１２番（鈴木 勉君） ごめんね、成果表の中で話したんだけれども、144ページの上のほ

うに書いてある不登校、いじめについてちょっとお聞きしていきたいけれども、よろしいで

すかね。 

  ここに書いてある形の中で最初に聞きたいのは、こういうこの不登校とかいじめとか虐待

だとかということについては、見受けられたという実績があるんですか、事実が。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） はい。不登校に関しましては、やはり毎年数名おりま

す。今年度に関しましては、熱川中学校においては解消しまして、１人もおりません。です

けれども、今までですとか、ほかの学校ですとかですと、１から３名ほどは不登校と見受け
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られる子供がおります。 

  ですけれども、学校もすごい努力しておりますので、１日もずっと全く出ないというわけ

ではなくて頑張って来てもらって、例えば教室になじめないんでしたら、ほかの場所でほか

の学習をしてもらうですとかという対応もしておりますし、努力はしておるんですけれども、

例えばこういう休み明けですとかですと連続して休んでしまっていたり、しばらくいいなと

思ってもやっぱり週明けに来なかったりとか、そういった面の不登校ぎみな子供は何人かや

っぱりいまだにおります。 

○１２番（鈴木 勉君） ごめんね。今、答弁の中に、その児童の虐待については……。 

（「ごめんなさい」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） うん。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 続きまして、この辺は住民福祉課とも絡むんですけれ

ども、見た目ですぐわかってしまう虐待というのは、今のところ発生していないというのが

私どもの認識で、ただ本当の実状が、表面上見えていない部分がもしあるならば、確実にな

いと言い切れるかといいましたら私もちょっとわからないですけれども、表面上というか、

今の見ている状況ですと虐待というところまでのものはないって認識です。 

○１２番（鈴木 勉君） そういう今お話を聞いていて、不登校の子供に対する対応の仕方だ

とかは、一番今、私が聞きたいのは、そのいじめに遭った子供といじめる子供とのものにつ

いては、どういう対応をしているのかな。それが、そういう実態がありませんよといえば別

なんだけれども、もしそういう実態があらわれたときには、こういう対応の仕方を教育委員

会も学校側も考えていますよというものがあれば、お聞かせ願いたいなと思いますけれども

ね。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） いじめに関しましては、毎月学校から確実に報告が上

がってくるんですけれども、今のいじめの基準というのが、例えば、おい、とか、さわった

だけみたいに、ちょっとからかったのも全て報告するように上がっていまして、件数でいう

とすごい数が上がってくる学校もあります。 

  それは、取り組みぐあいが皆さん、こんなものは全然報告するまでもないなと思うか、そ

れとも全部、何しろ話聞いたやつは全部報告しようと思うかにもよると思うんですけれども、

全てを見て、ちょっと気になるところは全て先生方は気にしていますので、そのたびに話を

して原因がどうだったとか、対応を事細かにやっておりますので、いじめに発展する前に芽

を摘んでしまうという形の対応を頑張っていただいているところです。ですから、今のとこ
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ろ大きな問題に発展しているようなものは見受けられないと認識しています。 

○１２番（鈴木 勉君） 今、いろいろと世の中の情報というんですか、テレビで言う、ああ

いうニュースだとかをしょっちゅう目にする、耳にするわけなんだけれどもね。 

  そういう対策の中で、今、小さなところからいじめが始まるんだけれども、僕もかなり１

つ疑問視しているのが、いじめられた子といじめる子がいたときに、いじめられた子が先生

と言ったときに、いじめた子を呼んで、ほら、あれいじめているわと言うと、その言われた

子が、いやとそこでは言いわけするんだけれども、陰に隠れて、てめえ、この小僧よ、とい

うのが非常に多く、そういう一つの小さなものが大きくなる火種のときに、その一番最初に

相談した先生に言われた子供が、わら、あれをいじめているかなんて言われた、今度はそれ

を仕返しするという、この逆進性というんですか、おかしなところが結構あらわれているよ

というのを聞いたりも、テレビで見たりもしているんですけれどもね。そういう一つの指導

方法にも私は一つの、申しわけないんだけれどもやりかたの、その指導の仕方ということに

ついても考えてもらいたいなということも、今申し上げたいなと思っていますけれどもね。

うん。 

  それから、もう一つ、そういう点の中で、虐待された子供に虐待されないような抑止力を

つけるとかという、そういう指導というのは今までやったことないんだろうと思うんだけれ

どもね。どうですか、そこのところら辺、ちょっと答弁できれば。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） まず、いじめに発展する、しないの指導の方法なんで

すけれども、私も認識としては、その陰で何とかするのがいじめなのかなという認識はあり

ましたけれども、今、人数が少ないのが幸いか不幸かわかりませんけれども、目が行き届く

範囲が多いんですね。子供が少ない、それで活動内容も全て把握をしているということで、

目が行き届かないところでいろいろあるということがあんまりないものですから、その辺は

ちょっと昔より安心というか、そういうイメージを持っております。 

  虐待に対する適応力とか対応力というのは、確かに僕もそういう指導をしているというの

は聞いたことありませんけれども、今の道徳教育がまた見直されておりまして、道徳的に子

供に教える範囲が昔よりどんどん広がってきて、教科書も新しくなるということで、道徳教

育の中で根本のことから教えていく中で、適応力を身につけてもらうという形なのかなとい

う認識でおりますけれども、ただ虐待自体はもう親とか保護者的な方の問題がありますので、

それはもう学校の範囲を外れてしまう内容かなという認識は持っております。 

（「委員長、ちょっと聞いていいですか」の声あり） 
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○委員長（山田直志君） はい。 

○総務課長（梅原裕一君） それはちょっと質問が、余りにもやっぱり決算に関する討論の部

分というような確認じゃないものでね。余りにもちょっと抽象的過ぎて、ちょっとその辺、

軌道修正していただかないと……。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） そうですね。ちょっと僕の感覚になってしまっている

ので、答えも。 

○委員長（山田直志君） 最初のほうの対応をしているってこと聞いているところはよかった

んだけれども、ちょっとそこのところが、今回のやつはちょっと、はい。その辺、ちょっと

気をつけてください。はい。 

○１１番（藤井廣明君） 142ページ、成果表ですね。町の学校の統合の件がちょっと載って

いると思うんですけれども、今現在、大川小学校、大川幼稚園が熱川小学校のほうに統合さ

れたわけですよね、両方とも。それに関しては、今まで自分の近くだったものが、スクール

バスで行っているような感じになっていると思うんですけれども、そのスクールバスに関し

て、全員のあれが乗っているのかとか、それとも乗らない人もいるのかなとかいうふうな問

題、ちょっと聞きたいなと。 

  それから、統合そのものに何かそういう何らかの問題はあるかないか、ちょっと、円滑に

いっていますよとかいうふうなことをちょっとお知らせいただくと助かるんですが。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） まず、バスにつきましては、大川地区、北川地区の小

学生は全て乗っております。その日によって事情で乗れなくておくれちゃったりとかいうの

はあるかもしれませんけれども、原則全て、毎月の予定を組んで乗っておりますので、その

辺は心配しておりません。 

  あと、その大川の子たちが熱川に入ったことによる問題というのは、１年間、事細かに状

況を見ていたんですけれども、一切そういったもめたとかそういうのは、問題になるまでの

ことはなかったです。ただ、ちょっとおもしろいなと思った、これ雑談ですけれども、バス

に乗ってくるのがうらやましくて、おまえら、いいなという話で、ちょっと言われた子がい

たよというのはあったんですけれども、問題になるほどのお話ではないですので、和気あい

あいとうまくいっているという形で今、学校も安心しているところです。はい。 

○１１番（藤井廣明君） 同じように父兄のほうも何らか不安視というか、そういうことはな

いですか。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 父兄のほうからも特別御意見いただいておりませんし、
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安心していただいているという現状と認識しております。 

○委員長（山田直志君） ほかはいかがですか。 

○１０番（内山愼一君） ちょっと成果表の148ページの青年主張大会だけれども、毎年やっ

ている、自分たちも聞きにいかせてもらっているんだけれども、これで実際に何というかな、

いろいろな意見だとかそういうものが出てたものを町が取り上げて、やっているようなこと

はちょっと見受けられないけれども、実際にそういうことをやった事実があるのかどうか。 

  それともう一つが、今後そういう１つのものを取り上げて、これについては今年ちょっと

取り上げてやって、例えば前があってもいつやるとか、そういう格好の具体的なものに示し

ていていく形というようなことができるのかどうか、その辺のところ、ちょっと確認したい

だけれども。 

○委員長（山田直志君） 位置づけ的なことがあると思う。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 主張発表大会につきましては、小学生、中学生、高校

生という発表していただいておりますけれども、環境的な問題ですとか、道徳的な問題です

とか、そういった発表を私も昨年何度か聞かせていただいたんですが、町の政策にどのよう

にどこを生かすかって細かい提案という形というものは、そうさほど多くないと思いますの

で、この発表によって、変えていかなきゃならない部分の認識は、職員としてもちろん持つ

べき、町として持つべきだと思っておりますけれども、どこの提案がどういう生きたという

ところまでは、ごめんなさい、私もまだ把握しておりません。 

○１０番（内山愼一君） だから、逆にそれ言いっ放しのような格好になっちゃっているもの

だから、そういうものをせっかく発表だったりについて何か取り上げてやってやるようなこ

としないと、そんな意味はないんだよ。だから、言っても同じような格好だけになってくる

ということもあるわけだし、だからもっと具体的なものを求めていくようなことを、逆にそ

の青少年の発表大会のときに求めていくようなことも必要じゃないかということも、逆に言

えば言えるわけだ。 

  そういうことで、せっかくあるものだから、それを生かしたもので効果があるような形の

ものにしてもらっていくような主張大会にしてほしいということが、自分の今、考え方なん

だけれども。はい。 

○委員長（山田直志君） 内山さん、その辺も町政に反映するとなると、いわゆるそれは町長

以下、町としての広聴広報活動の中に位置づけられた事業であればいいんだけれども、今は

あくまでも教育委員会の青少年育成事業の中で取り組んでいるんで、それ以上の問題になる
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と、ちょっとこの決算の問題というよりは、やっぱり一般質問の部分で町長とやっていくと

いう話になるんじゃないかなと思うんだけれども。 

○１０番（内山愼一君） だから、そういうことを明確に、今やっていることを俺自身が、そ

のことについて、今、言いっ放しのような格好になっちゃっているから、そういうことを取

り上げていくような格好のものにしていくことも１つの思いじゃないかということを言って

いるわけだよね。 

○委員長（山田直志君） だから…… 

（「それは俺らの問題だよね」「暫時休憩」の声あり） 

○委員長（山田直志君） では、暫時休憩にします。 

 

休憩 午前１０時５０分 

 

再開 午前１０時５４分 

 

○委員長（山田直志君） 休憩を閉じ、再開します。 

○６番（西塚孝男君） すみませんけれども、今、中学校の部活動というのは、幾つ、どうい

う部活があるの。各部活の人数はどのぐらいあるんでしょう。聞きたいですね。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 部活動につきましては、今、中学校ですと、テニス部、

卓球部、バレー部、バスケットボール部はあるはずですが、ちょっとお待ちください。 

○教育委員会学校教育係長（遠藤尚男君） 遠藤です。 

  ちょっと部活の詳細人数等は把握していないんですけれども、現状、稲取中学でいうと、

テニス部、男女テニス部と、男子のバレー部、女子のバレー部、それから吹奏楽、卓球の男

女、バスケットボール男女ですかね。 

○委員長（山田直志君） ぐらいだね。 

○教育委員会学校教育係長（遠藤尚男君） はい。熱川中学校については、男女の卓球部、男

女のテニス部、男子バスケが今年で終わりですね。 

（「バレーって」の声あり） 

○教育委員会学校教育係長（遠藤尚男君） バレーは男子、女子で、剣道はなくなっています。

ちょっとまた詳細は確認して。 

○委員長（山田直志君） 配付されたあれの、東伊豆町の教育にも書いてあるから。はい。 
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○教育委員会学校教育係長（遠藤尚男君） はい。 

○６番（西塚孝男君） そういいますと、いわゆるこの団体クラブ活動で、団体ばっかりが今

こうしているけれども、人数が少なくなってきているわけですよね。その中で今、個人個人

は、いわゆるほら、登ったりしたりとか、今オリンピックになったとか、そういう一つの個

人の競技のそういう部活とかそういうものを、これからはだんだん人数が少なくなってきて

チーム的な人数が揃わなくなってということは大いに考えられることの中で、いわゆる１人

でやっている球技、球技というか１人でやっている種目とかそういうものを教えていくとか、

そういう活動するという考えはないの。 

（「委員長、ちょっと」の声あり） 

○委員長（山田直志君） その辺もあれだよな。 

○総務課長（梅原裕一君） ちょっと一般質問的な話でちょっとあくまでも決算なんで、例え

ば選手派遣費補助の中でどうだとかという議論ならわかるんですけれども、これはちょっと

申しわけないんですけれども、ちょっと答えにくくて、ちょっとその辺。 

（「ここで何とも言えない」「正式な答えじゃなくても」の声あり） 

○委員長（山田直志君） うん、いいよ。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 今、選手派遣費の補助金のほうでもやっておるんです

けれども、例えば今年度になるんですが、陸上の関係で砲丸が結構強い子が稲中におりまし

て、そういったものは、もちろん学校内でも指導、内部に指導できる方はいないですけれど

も、外部の方とか、いろいろ教えてくれる方がいたりして、そういうのを取り込んで教えて

もらっていますし、実際今回は全国大会に出場した子もおります。 

  ですので、個別の種目だからといって全く応援しないわけではなくて、たけている子がい

れば、学校のほうでもいろいろ面倒見てくれてやっておりますので、どんどんそういった方

向に進めば、部活としてとはまたちょっと意味合いが違っても、応援はもちろん町と学校と

ともにしていくという考え方は持っております。 

○６番（西塚孝男君） あと、部活で試合とか行くじゃないですか。そういうときのバスとか、

その面はどういう、町のやつを使っているんですか。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 町の対応がちょっと限界がありますので、選手の派遣

費の補助金というものをお出ししておりまして、人数が多いんでバスが必要だということで

あれば、バスを貸し切って、民間の会社から貸し切って行ってもらっています。ですから、

部活動に関しての補助は、そこそこ手厚くやらしていただいているという形です。 
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○委員長（山田直志君） ほか。 

（「質問していいか」の声あり） 

○委員長（山田直志君） 何でそっちに許可求めるんだ。俺のほうに許可求めなきゃいけない。 

○１２番（鈴木 勉君） 150ページでお願いします。ここに生涯学習として、生涯学習の推

進事業と友路学級がここに出ているんですけれども、これは、１点目に聞きたいのは、同じ

人たちがこれ両方に参加しているとそういう意味でいいんですか。これ別々な人たちですが。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 生涯学習講座といいますのは、毎年テーマを変えてい

く部分もあるんですけれども、指導者をお願いして、それに興味がある方が参加するという

事業ですので、例えば３回の講座、４回の講座があったりしましても、毎回同じ方の場合も

あるかもしれませんし、また、その回数だけ行く方もいるので、本当に好きな方が行ってい

るという感覚です。 

  あと、友路学級につきましては、当初にメンバーが決まりますと、そこからの増減という

のはほぼなくて固定メンバーで、その友路学級生の中で自分たちでテーマを決めながら、い

ろんな研究活動などをしていただいています。 

○１２番（鈴木 勉君） ここの事業計画がいっぱいあるんだけれども、参加者からは、これ

事業が多いとかというような声は出なかったんですか。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 事業が多いという声は聞いておりません。 

（「出ないの」の声あり） 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） はい。 

（「ああそう、よかったね」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） ちょっと休憩していただけますか。 

○委員長（山田直志君） はい。暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時０３分 

 

○委員長（山田直志君） 休憩を閉じ、再開します。 

○１０番（内山愼一君） ちょっと確認したいだけれども、冷暖房が入ったわけだけれども、

教室のほうの、小中の教室の場合にはどこに入ったかどうか、ちょっと確認したいだけれど
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も。 

○委員長（山田直志君） これは30年度事業か。 

（「繰越」「違う」「繰越事業です」の声あり） 

○委員長（山田直志君） 繰越だから今年度になるから。今年度。 

○１０番（内山愼一君） そうか、今年か。ごめんなさい、勘違いした。 

（「休憩していただければ」の声あり） 

○委員長（山田直志君） じゃ、暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時０３分 

 

再開 午前１１時０５分 

 

○委員長（山田直志君） 休憩を閉じ、再開します。 

  ほかはいかがですか。 

○１１番（藤井廣明君） 155ページのこの図書館費なんですけれども、本館、非常に図書館

なんかではいろんなイベントがなされて、何かにぎわってきているなという感じがしますし、

かなりこの成果表の155ページも見ますと、今までよりはいろんなイベントが多くなってい

るんじゃないかと思うんですけれども、これは、よくこんな少ない予算でやっているななん

ていうふうな感じもしないでもないんですけれども、どうでしょうか、昨年から増減に関し

てはかなり増えていますか。その辺ちょっと１回聞いておきます。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 図書館事業につきましては、本の貸し出しのみでなく、

ごらんのとおりのいろんなさまざまなアプローチから利用者を増やす、町のことを知っても

らう、そういう活動を今進めていただいておりまして、年々これは参加人数も増えていって

いる状態です。 

  詳しいことにつきましては、館長のほうがみずからやっていただいておりますので、お答

えいただけると思うんですけれども、よろしいですか。 

○教育委員会図書館係長（内山淳子君） 開館当初から、子供たちに読書推進を呼びかけるよ

うなイベントというのはやっておりました。毎週土曜日２時からのおはなし会や福祉センタ

ーに出向いていっての出前おはなし会。あと６カ月児対象のブックスタートとか読み聞かせ

教室、お母さんたちの子育てに読書を取り入れていただきたい。あと幼稚園、小学校、中学
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校への出前の貸し出しとか、要望があればおはなし会などをしてきましてが、昨今、シニア

がとても増えておりまして、年２回の人形劇イベントなんかやっても、半分はシニアが占め

ている状態ですので、シニア対象にも音読、認知症予防にもつながるという、みんなで文学

作品を声を出して読み合うという、町の郷土史なんかも読み合ったりもするんですが、それ

がすごく人気で、金曜日にやっているんですけれども、朝10時だけでなく、２時からもやっ

たりして、それでも20人近く集まっているような状態で、ついでにラジオ体操もやっている

とか。 

  あと、予算の関係では、なるべく対費用効果とかを考えまして、ボランティアさんとか、

図書館を支えてくださる方に、自分のこれまで培ったものの発表みたいな形で講演会をやっ

ていただいたり、教えていただいたりという形で、町内の方ですと6,000円ぐらいのお礼で、

町外の方も旅行を兼ねて来ていただいたりとかして１万円ぐらいのお礼で、あまりお金を使

わずに、皆さんに図書館に集まっていただいて、世代を超えた交流会をしてもらったりとか、

期せずして世代間交流をすることによって、新たな文化が生まれるみたいなものを何かひし

ひしと今感じているところなんですが、今後も力を入れていきたいと思っているサービスで

あります。 

  以上です。 

○１１番（藤井廣明君） 非常に図書館という文化発信基地として機能してきて、形になって

きたなという感じが本当に見受けられるので。 

  それから、最後にちょっと聞いておきたいのは、蔵書に関しては、最近ですとＤＶＤとか

何かの比重も高くなってきているんじゃないかと思うんですけれども、どうですか、全体の

蔵書数と、それからそのＤＶＤなんかの本に占める割合というか、その辺の傾向なんかにつ

いては、ちょっとお教えいただくと助かるんですけれども。 

○教育委員会図書館係長（内山淳子君） 実はＤＶＤはここ四、五年、10万円までということ

で、郷土史を中心にハイキャットさんがつくるあまり娯楽性の高いＤＶＤは置いていないん

です。ＣＤもほとんど購入していない状態、今ちょっと資料費が減っているということもあ

りまして、ＤＶＤはあまり増えていません、年間100点ぐらいで。今、全資料が大体11万点

ほどになるんですが、ＤＶＤは1,000点ほどです。視聴覚合わせても10分の１ぐらいという

感じです。やっぱり一般資料、本とか雑誌とかが多い状態ではあります。 

  以上です。 

○委員長（山田直志君） いいですか。 



－25－ 

○１２番（鈴木 勉君） いい、藤井さん、終わった。 

（「終わりました」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） はい。144ページの英語の指導とその下にＪＥＴ‐ＡＬＴ事業があ

るんだけれども、こういう成果の指標としては載っているんだけれども、皆さん、この事業

に関しては、どういうその成果があらわれているのかなというものを感じますか。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 具体的な成果としまして、毎年基準がある中の成績を

とっているとは聞いておりませんので、どこまでの成果といわれるとちょっと返答が難しい

んですけれども、以前よりも英語教育というのはどんどん力を入れておりますので、親しみ

を持って英語に携わってもらうという方向を毎年進めておりますので、授業風景ですとかを

見ても、大分和気あいあいと楽しくやっておりますので、昔ほど英語を毛嫌いするようなイ

メージがある子供がいるなとか、そういったものが今なくなってきておりまして、大分親し

みを持って英語に取り組んでもらえるように、どんどん毎年進んでいっているという認識を

持っております。 

○１２番（鈴木 勉君） 時代の流れの中で、今の子供たちには、非常に僕たちには想像でき

ないような世の中に今、来ているんだけれども、非常に子供たちの対応能力がすごくあるか

ら、今みたいなこういう推進事業をもっと充実して、子供たちのためにやっていただく、大

事なことじゃないかなと思うもので、今、課長さんが言われた、健康課長じゃないよな、教

育委員長が言われたみたいに、もっと子供たちにもそういう情緒教育というものについては、

予算が足りるか足りないかというところがあるならば、やはりこういうところもはっきりと

予算が必要、もっと必要ですよとかというものがあれば、私たちにもこういう具申をしてい

ただきたいなと思うんだけれどもね。予算は大丈夫なんですか。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 現在のところ、もっと欲しいという声は聞いておりま

せんけれども、こちらは、学校が求めるのであれば、あとは保護者ですとか生徒から求めら

れるのであれば、できる限りの要望はもちろん町にもしていくつもりですので、今後も力を

入れる教育につきましては、どんどん要望はしていきたいと思っています。 

○１２番（鈴木 勉君） それで、145ページの給食の関係でちょっとお聞きしたいなと思う

んだけれども、今ここでいろいろなこと書いてあるんだけれども、農協だとかに協力してい

ただいて地場産物を納めていくとかとあるんだけれども、この給食について、子供たちがど

ういう、地元のものを食べたりすることについては、どういう反響がありますかね。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 献立につきましては、今、県のほうから栄養士の方を
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給食センターに置いてもらっておりますので、その方がいろいろ考えていく中で、地域、地

域といってもこの例えば奈良本、稲取とか町内のものだけではないんですけれども、なるべ

く伊豆地域の特産品を取り入れたものをという考えで進めていただいておりますので、それ

を説明するような形の資料も学校にはお渡ししてございますので、興味を持ってくれる子は

持っていただいているという形だと思いますが、給食食べるときに毎回指導しながらという

わけでもないものですから、その辺は、今後はもっと意図が伝わる方向にしていきたいなと

いう考えは私も持っています。はい。 

○１２番（鈴木 勉君） 給食の問題で各地区それぞれあるんだけれども、やはり地元産のも

のを食べさせていきたいとかという、そういう給食の改善をしていく自治体は多くなってき

たんだけれども、東伊豆町の場合も、納入業者から納めてもらうものと、農家から直接買い

付けたりするとかというそういうことに関しては、料金的な差というのが、納品金額ですか、

そういう差というのはあるんですか。 

○委員長（山田直志君） 納品はあるの。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 何て申しましょうか、例えば仕入れる場合に今おっし

ゃっていただいたように業者からのものと、農家さんとかそういう個人事業主直のものがあ

りますので、金額につきましてはその交渉ぐあいに毎回なるので、何とも言えないところは

あるんですけれども、それでも会計で許す範囲の納入しかできませんのでね。今の現在の納

入方法で買える範囲で買っているという状況です。それで、毎回交渉はしておりますので、

なるべく安く入れさせていただているという形はとっております。 

○１２番（鈴木 勉君） 農家の方たちもそうだろうと思うんですけれども、たしか稲取金目

を食べさせたこともあるような気がするんだけれどもね。価格の面については、こちらの事

情を申し上げて協力していただけるとかという、そういう体制の構築も私は必要じゃないか

なと思うんですよ、地元のものを食べさせてあげるね。業者からじゃなくて、生産者からも

らうときには、この価格で納めていただけませんかぐらいのやはりそういう交渉というんで

すか、一つのネットワークも必要じゃないかなと思うんだけれども、どうお考えですかね。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） そうですね。例えば、年に何回か地場産品を食べよう

という日を決めて、それに対して格安で協力を求めるという形のものはおもしろい取り組み

だなと思われますので、私ども、給食センターのほうへちょっと検討していただくようにお

願いしようかなと今思ったところです。ありがとうございます。 

○１０番（内山愼一君） 成果表の155ページの図書館の関係だけれども、図書の購入の費用
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が書いてあるんだけれども、この中に、今だんだん高齢者が多くなって、全集だとか、各作

家の全集があるんだけれども、その字のポイントが小さくて読めなくなっちゃっているの。

だから、それを例えば去年あたりでも、ポイントの、字のポイントを大きくするような格好

の形で購入しているかどうか、その辺の確認をちょっとしたいと思うんだけれども。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） すみません。図書の購入の選択につきましては、館長

にお任せしていますので、館長からちょっと答えていただきます。 

○教育委員会図書館係長（内山淳子君） 大活字本というのがありまして、大活字本、大活字、

大活字本。14ポイントか16ポイントぐらいの、普通の文字の大分10倍はあるかわからないん

ですけれども、そういう本がシニアからの要望がとても多いので、例えば１冊の本、同じも

のでも、又吉さんの「火花」とかでも、文庫本ですと１冊でこのぐらいなんですけれども、

大活字本になりますと３冊ぐらいになって、版も大きくＢ５版ぐらいの大きさの本です。そ

ういうものを増やしております。とても多くの利用があります。はい。 

○１０番（内山愼一君） 私が言うのはそれもあるんだけれども、それも大きい字の活字のは

見ているんだけれども、そうではなくてもっと一般的な格好の中で、一番初めのその今、全

集があるのはほとんど……。 

（「そうですね」の声あり） 

○１０番（内山愼一君） うん、小さいのがあるわけ。だから、それを一般的な普通のね、読

めるような格好の活字のものに変えてもらうことはできないか。例えば昔のものはこういう

これよりかもっと小さいじゃん、小さい字で。この程度の字に、ポイントにしてもらうよう

な格好のことを電子用あたりでしてもらっていかないと、もう全集というのは昔の活字のも

のなんだよ。だから、それも作家ごとに、例えば１年ごとにそういう形のものができること

を購入費の中に入れてもらうことがいいのかなというようなことを考えているんだけれども。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 本の購入につきましては、今のある本を図書館のほう

で字を大きくしたものをもう一回つくっちゃうというのは、多分法律上よくないと思います

ので、新しく大きな活字の本が出た場合には入れかえていくという方法を今、館でも考えて

いるということですので、その方向でどんどん対応していきたいなと思います。 

○教育委員会図書館係長（内山淳子君） ちょっと補足してもよろしいでしょうか。 

  著作権というのがありまして、障害者の場合に、弱視の方とか、ほとんど目が見えない方

のために、図書館で大きくコピーして、２倍、３倍にして、製本し直して貸すということは

法律上認められているんですが、シニアの方が老眼になったからとかというそういう理由で、
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勝手にそういうことをすることは著作権法上やれないので、局長もおっしゃったように、結

構、今、埼玉福祉会などが、やっぱり福祉の業界の出版社の方が、民間会社なんですけれど

も次々と昔の全集を大活字にして、量は多くなっちゃうんですが、１冊このぐらいだったの

が同じものでもこのぐらいとかという形で徐々に出ていますので、買うようにしております。 

  とても要望が多いので、大体年間50冊か60冊ぐらいはその大活字本を購入して、今、一般

の小説と普通の６類あたりの間に大活字本コーナーというのがあって、内山さんもよくいら

っしゃるからもしかして御存じかなと思います。あそこがどんどん増えていっておりまして、

はい。 

（「ちょっと休憩してくれる」の声あり） 

○委員長（山田直志君） 何で。じゃ、暫時休憩にします。 

 

休憩 午前１１時２２分 

 

再開 午前１１時２３分 

 

○委員長（山田直志君） じゃ、休憩を閉じ、再開します。 

  ほかはよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（山田直志君） それでは、ないようですので、以上で教育委員会に対する質疑を終

結します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時２３分 

 

再開 午前１１時３１分 

 

○委員長（山田直志君） 休憩を閉じ、再開します。 

  これより質疑を続行します。 

  質疑の対象を防災課とします。 

  質疑はありませんか。 
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○６番（西塚孝男君） 年報酬は、現状も昔と変わらないでしょうか。消防団員の年報酬。 

（「何ページのところ」の声あり） 

○６番（西塚孝男君） 年報酬、載っているか。 

（「124ページじゃない」の声あり） 

○６番（西塚孝男君） これか。変わらないか。 

（「決算書の124ページ」の声あり） 

○委員長（山田直志君） 金額の話なのか。 

（「消防団報酬かな」「同じです」の声あり） 

○委員長（山田直志君） 団報酬だって。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 消防団員の年額報酬については、条例でうたわれている

とおり、金額は変わっておりません。 

  以上です。 

○６番（西塚孝男君） 昨日ちょっと東京行って勉強した中で、いわゆる人数が少なくなって

きて、いわゆる消防団の見たらびっくりしたけれどもね、年報酬が６万8,000円とかという

自治体があったんだけれども、いわゆる一つの今までのやり方として、いわゆる消防団とい

うのは、昔はプール員、いわゆる報酬を全部プールして団運営に、年間団運営に使っていた

というのが現状ですよね。 

  けれども、これから今聞くところによると、いわゆる年報酬も個人払いになっていくと。

個人会計、個人に渡すような形、全部いわゆる出動手当もらっていくという中で、本当にそ

の現状の人数が少なくなってきて、いわゆる何ていうんですか、労働とかもきつくなってく

る中での年報酬というものの捉え方は、今のままでいいのかというのはだめか。 

○委員長（山田直志君） ちょっと……。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 年額報酬については、今、消防庁が定めております年額

報酬は３万6,200円かな。それが交付税措置として参入されています。これ交付税なもので、

全額入っているかどうかはわかりませんが、一応、国の基準はその金額になっています。 

  うちの町については、今２万ちょっとかな。それについては、うち、自分のほうも財政的

なものも含めてあげられるのであげたいとは思っています。以前からこの団員の年額報酬に

ついては、個人払いが原則だったんですが、それが今まで分団にいっているということで、

今年から全て個人払いという形で変更をするような形で今進めております。 

  以上です。 
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○委員長（山田直志君） いいですか。 

○６番（西塚孝男君） それに伴って、団運営費というものは出しているわけですか。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） これは、成果表の139ページになると思いますが、今、

消防団のほうには団運営費として、光熱費、それから消耗品という形で補助をしたりしてお

ります。光熱費について、今まで平成28年まで、平成28年度までかな、町のほうで直接払っ

ていたんですが、過去の５年間の一番高い使用料のものを算出をして、今、分団にやってお

ります。その中で節約を当然すればその分、自分たちの活動費になるという形で、今そうい

う補助金の出し方をしています。 

  以上です。 

○委員長（山田直志君） ほかはいかがですか。 

○１０番（内山愼一君） 決算書の128ページの同報無線の今、今度新しく入れた、成果表だ

と138ページですか、4,093万2,000円、それの実際に何ていうんだ、もっと広範囲にスピー

ディーに効率よくいくようなことを確認したんだけれども、実際に難聴地域しか、逆に新し

くなったら難聴したようなところを聞いているだけれども、その辺の確認はしていますか。 

○委員長（山田直志君） これ操作卓だよ。操作する、あれで。スピーカーの工事が今年、今

年度からだから。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 昨年度整備したのは雷の関係で壊れた操作卓の更新であ

りまして、今、多分委員さんの言われたのは、今年のスピーカーの関係だと思います。 

  そのスピーカーに関しましては、特別委員会の中でも話をさせていただきましたが、要は

家の中まで聞こえるというのは相当ボリュームを上げるという中で、すごく厳しい、本当に

下の方は騒音妨害で訴えられても仕方ないという形になりますので、基本的な考え方として

は、外できちんと聞こえるものという形で今整備をしてございます。ですから、今70基ある

んですが、それを高性能スピーカーにすることによって、40基程度に減らしたい。これは、

町の財政等も含めた中で、今後維持管理費を抑制するという意味でもそういう形でさせてい

ただいています。 

  それとあわせて、４月１日からテレビプッシュ、それからスマートフォンの同報無線がい

くシステムを入れていますので、その辺の活用をお願いしたいというふうに町のほうとして

は考えておりますので。 

○委員長（山田直志君） ほかは。 

○６番（西塚孝男君） あの声ある、声。聞こえる声。あれ間が悪すぎねえ、ちょっと、悪い
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けど。あれは変えられるなんて、そういうできない。間が悪すぎる、ちょっと。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 今、電子音でやっておりまして、電子音のその調整の幅

が意外に難しくてですね。今のが、なるべく職員が入れて、少しでも間が空くように、うま

く流れるように一応は聞きながらやっているんですが、どうしても電子音ということで、ち

ょっと調整があれ以上は相当難しいかなと思います。 

（「ああそう」「ちょっと間が悪いからな、なんかねえのかな」の声あ

り） 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） すみません、ちょっと。 

  変換のもののソフトがもうちょっとよくなればいいんですが、今入れているのは、ＯＫＩ

で最新の変換器なものですから、ちょっとそれでいくとなかなか厳しいのかなという、はい。

すみません。 

○１１番（藤井廣明君） 成果表の139ページの中ほどに防災ヘリコプターの運航しているふ

うなことがあるんですけれども、これは防災ヘリコプターというと一般的にはあれとは違う

んですか、また医療の関係とは全然違うんですね。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 防災ヘリコプターについては、ドクターヘリとは全く違

いまして、捜索とか、要は登山で亡くなった不明者を救出するとか、そういうところに使っ

ているのが基本的には防災ヘリになっています。本年度、大型の防災ヘリに変更を１基して

おります。 

  以上です。 

○委員長（山田直志君） ほかは。 

○１２番（鈴木 勉君） 138ページをお願いいたします。防災の資機材の中にアルファ米と

いうのがあるわけなんですけれども、このアルファ米の賞味期限というんですか、これは何

年ぐらいなんですか。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） これは、県の補助金の基準が５年保存以上というように

なっていますので、基本的には５年です。はい。 

○１２番（鈴木 勉君） その５年たって賞味期限が来たものは、どうやって処分しているん

ですか。処分というのかな、処理しているんですか。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 以前は養鶏場が町内にあったものですから、そこに引き

取っていただいて鳥の餌にしていたんですが、今は捨てることができないものですから、全

て業者のほうに引き取っていただくか、もしくは清掃センターのほうで焼却処分って形にな
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っています。 

○６番（西塚孝男君） 西区なんかはよくもらって、もらってというよりちょっと期限の前の、

半年前ぐらいのやつをよくもらって皆さんに配っていましたけれども、ほかのそういうのは、

いわゆるそういうみたいにほかの区とかいろんなところに、どうせそういうところに持って

いくんだったら、使ってくださいってやることはできないのか。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 今言われたように、半年とかあるものについては区のほ

う、直近の訓練までで期限があるものについては訓練で提供しています。ただ、うちのほう

も予算の関係があるので、ぎりぎりまで、期限まで保管するものですから、それについては

最終的に焼却処分という形になっています。 

○委員長（山田直志君） ほかは。 

○１１番（藤井廣明君） 聞いていいものなら、聞いてみるが、ちょっと教えてほしいんだが、

135ページの成果表の中で出動の状況が書いてあるんですけれども、ちょっとこの建物火災

というのはわかりますけれども、非火災とかその他火災というふうなこの分け方は、どんな

ふうな基準なんですか。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 非火災につきましては、実際に現場に行ったら火災では

なかった。一例でいいますと、源泉が火をおこして噴いていたと。あとは、バルサン、要は

家庭内の防虫剤をやって白い煙が出たということで、火災と間違えて通報がされたというの

があります。 

  その他火災については、実際に火は出ているんですが、たき火等で招集がかかったと、指

導がかかわった場合のものが主な内容です。 

  以上です。 

（「委員長、悪いけれどもちょっと休憩してくれる」の声あり） 

○委員長（山田直志君） 暫時休憩にします。 

 

休憩 午前１１時４３分 

 

再開 午前１１時４４分 

 

○委員長（山田直志君） 休憩を閉じ、再開します。 

  ほかはいかがですか。 



－33－ 

  じゃ、俺、一ついいか。 

○１４番（山田直志君） はい、すみません。成果表で135ページのいわゆる消防団の出動の

関係なんだけれども、やっぱりいろいろ組合の関係で所長等々と話聞いていくと、やっぱり

現場で所長と団長というのは、会合で会ったりいろいろしてくるんだけれども、実際火事の

現場になると、そこへ行った指令がやっぱり対応するということになると、どうもその現場

で、指令と団長なり副団長なんかとの連携がまだ必ずしもうまくいっていない。そういうこ

とから、例えば消防団が本来所長のそれは感覚の問題もあるんだけれども、近隣の方に避難

なり呼びかけたりとか、いろんなやっぱり取り組みに連携がとれていかない。 

  そういう点でいうと、やっぱり団長、所長ということじゃなくて、やっぱり現場にかかわ

る指令の人たちと消防団のやっぱり団長、副団長の幹部なんかとが、もうちょっと連携をと

っていただくようにしていかないと、スムーズに消火活動もそうだけれども、非常線やまた

住民の避難とか、そういうことがスムーズに行われていかないのかなというふうにちょっと

思っているんですけれども。 

  どうもこの30年度の火災の中でも、実際のところでいうとそういう避難等の指示なかった

よとか、やっぱり中継がうまくいかなかったよとか、水利の確保、中継がうまくいかなかっ

た、そういうのは消防団や消防署のほうからも聞こえてきて、やっぱりもう少し、実際の現

場に行く人たちのところのやっぱり連携性というものを高めてほしいなというふうに思って

いるんですが、いかかですか。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） その関係につきましては、消防署のほうからも話があり

まして、署とのの連携訓練をやろうかということで去年も署とは２回ほどやっています。 

  どうしても当直指令については、１人がいて、２人が明けになってしまうものですから、

たまたま去年あたりも当直指令で火災があったときは同じ指令だったりするものですから、

なかなかほかの指令との話ができないというのがありまして、そのときはなるべく違った指

令の班のときに、訓練やろうかという形ではやっています。 

  現場においてのやり方については、なかなかまだ、要は今まで単独消防だったのと、今度

は伊東とか田方から所員が来ていますので、その辺のやり方が多少違っているので、その辺

はどうしても年数はかかってしまうのかなとは思っています。どうしても東伊豆消防署がや

ったときの感覚と、ほかがそこをほかでやってきたやり方と全く違うところもあって、実際

に消防団員を使うというのは、ほかの市町で、伊東なんか聞くと本当に単なる支援だけに特

化しているというようなやり方もありますし、うちの町はどちらというと消防団長を含めて、
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自分たちでまだちゃんと火を消そうという意思が強いものですから、そこの流れが多少変わ

って、今後変わっていくのかなとは思っていますが、ちょっと今のところはその辺の差があ

るのかなとは思っています。 

○１４番（山田直志君） いずれにしても、避難を呼びかけるだったり、非常線張ったりとか、

水利のほうでもいろいろあるんだけれども、例えば現状で地元出身者８人しか東伊豆消防署

にいないとかいう状況になってきて、昔は何か先輩後輩で、地元だから顔もよくわかったか

ら、いろいろ連携とりやすかったというのはあった部分が、今度やっぱり組合になって、そ

ういうところが、本当に沼津なんかは、もう消防団なんていうものの存在が全く関係ない形

で消火活動をすることがすり込まれている人間と、伊東や多少、田方なんかでは、消防団も

消火活動の中に位置づけているところと、物すごい温度差があるんで。 

  やっぱりその中では、とにかくこの東伊豆町の中で、火災をしっかり消火活動をやっても

らうということについては、本当にその訓練もしっかりして、やっぱりそういうものもある

面、消防組合の中でも東伊豆のスタイルというものをやっぱりちゃんと確立していただいて、

そういうやっぱり訓練を詰めてやっていただかないと、万が一のときに、そういう組合に入

ったことで連携がとれなくて、やっぱり火災がやっぱり拡大したとか、そういうような被害

が拡大するというようなことはあってはならないわけで。 

  なので、幸い昨年の火事の中では、いろいろ不安定もあったけれども、火災は拡大すると

かいうことには至っていないので、もう、ぜひそういう問題点を詰めて、消防団、消防署の

関係を確立していただきたいと、もう早急にそこのところはお願いしたいと思います。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） それに関しましては、もう駿東伊豆消防組合に入る、広

域化する時点で、本来はもう27年以前、28年以前からその体制をつくっておいていただけれ

ばよかったんですが、ちょっとその辺がなくて、うちのほうに事務が移管されてからいろい

ろ消防団と消防署の間とっていろいろ、間に入っていろいろ今やっています。 

  今年も消防署のほうから、訓練やる場合については、署に対して消防団がどう動くかとか、

そういうことも含めてやろうかという話は上がっていますので、今後頻繁にその辺は、今、

団のほうには、署との連携訓練を増やしてほしいという形では投げかけしていますので、そ

れがある程度形になってくれば、今の言われているようなことは解消されてくるのかなとは

思っています。 

○副委員長（内山愼一君） じゃ、委員長に返します。 

○委員長（山田直志君） はい。 
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（「委員長は沼津で言ったほうがいいよ、まずは」の声あり） 

○委員長（山田直志君） すみません。今ので、組合でも、２人でも言っているところではあ

りますし、今回消防長がもう初めて伊東から来ているということで、今後地元の人が必ずし

も消防長に、所長にならないという状況になっているので、ぜひお願いします。 

  ほか、ありますか。 

○１２番（鈴木 勉君） 135ページ、136ページに主な事業の実施状況というのがあるんだけ

れども、ここにある訓練とか行事の内容で22回ぐらい出ているんだけれども、その中で警備

というので10回あるんだよね。こういう回数というのは、警備に対する回数、非常に内容的

には見てわかるんだけれども、その何ですか消防団員からとったら、この数というのはどう

いう感じがしていますかね。多いとかという感じ、ないか。 

○委員長（山田直志君） ちょっと、その感覚の問題によると。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） これの警備に関しましては、それぞれの観光関係から依

頼が直接、消防団のほうに依頼が来まして、担当分団に直接依頼が来ているものです。これ

については、経費等は全て分団のほうに落とされているというふうに確認をしております。

確かに、去年あたりから回数が増えております。今年も熱川と稲取で10回以上出ていますの

で、そうなると負担も少しずつ増えてくるのかなとは思っています。ただ、やることに関し

ては、やはり会場でのけが人には花火によるけが人とか、火災の予防なものですから、それ

については、消防団のほうは町の行事でそういうものあるものに対しては、仕方ないのかな

という感覚はあります。 

  以上です。 

○６番（西塚孝男君） いわゆる今、この前の台風15号いう中のああいうときの、昔、消防団

員の待機とか、昔でしたら夜回りして、危ないときとかそういう中のしていましたけれども、

今回はどういう待機の仕方をしていたんですか。 

（何事か言う声あり） 

○６番（西塚孝男君） だめか。 

○委員長（山田直志君） 今回の台風の話になると……。決算で。いずれにもちょっと待機に、

いわゆる最近のほら……。 

（「待機は」「休憩」の声あり） 

○委員長（山田直志君） 暫時休憩します。 
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休憩 午前１１時５４分 

 

再開 午前１１時５５分 

 

○委員長（山田直志君） 休憩を閉じ、再開します。 

  ほかには。 

○１１番（藤井廣明君） 128ページのこの消防費の中に電波使用料というのがあるんですが、

これちょっと確認というか教えてほしいんですけれども、これは２種類にわかれているんで

すが、成果表を見ると同報系と移動系になっていますが、これはどういったものの成果表に

なるんですか。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） これについては、同報無線の使用料という、あと移動系、

要はポータブルである移動系無線の両方です。これについては、国のほうの総務省の東海総

合通信局のほうに、使用料として１局あたり幾らという基準がありますので、それで支払い

をさせていただいています。支払いをしないと当然無線が使えないということになっており

ますんで、そのやつを年額で払っています。 

  以上です。 

○１１番（藤井廣明君） ヘルツ数が違うんですか。同報系と移動系では。 

○防災課長兼防災監（竹内 茂君） 現行では、移動系が260メガヘルツで、同報系が60メガ

ヘルツで、移動系についてはデジタル化で、同報系についてはアナログ波になっております。 

○委員長（山田直志君） よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（山田直志君） ほかに質疑がないようでしたら、以上で防災課に対する質疑を終結

したいと思います。 

  ありませんか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（山田直志君） ないようですので、防災課に対する質疑を終結します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時５６分 
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再開 午後 ０時００分 

 

○委員長（山田直志君） 休憩を閉じ、再開します。 

  これをもって議案第55号に対する質疑を全部終結をします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（山田直志君） 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55号 平成30年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定についてを採決しま

す。 

  本案は原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（山田直志君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定することに

決しました。 

  なお、当委員会に付された議案に対し、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に意見と付したいと思いますが、要望事項、希望

意見等はありますか。 

（「なし」「そうだね」の声あり） 

○委員長（山田直志君） じゃ、暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ０時０１分 

 

再開 午後 ０時０４分 

 

○委員長（山田直志君） じゃ、休憩を閉じ、再開します。 

  意見、また要望事項、また附帯決議等につきましては、委員長報告の読み合わせ、精査等

をする10月２日の９時半からの委員会で検討したいと思いますので、皆さんのほうからそう

いう対応があれば意見を持ち寄っていただいて、２日の日に精査をしたいと思います。 

  よろしいでしょうか。 
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（「はい」「お願いします」の声あり） 

○委員長（山田直志君） それでは、本委員会に付託された議案の審議は、本日までの審議は

終了しましたので、本日はこれにて延会といたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

 

延会 午後 ０時０４分 
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一般会計決算審査特別委員会（第３日目）記録 

 

                     令和元年１０月２日（水）午前９時３０分開会 

 

出席委員（５名） 

     ６番  西 塚 孝 男 君     １０番  内 山 愼 一 君 

    １１番  藤 井 廣 明 君     １２番  鈴 木   勉 君 

    １４番  山 田 直 志 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

議会事務局 

議会事務局長 山 田 義 則 君   
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開会 午前 ９時３０分 

 

○委員長（山田直志君） ただいまの出席委員は５名で、委員定数の半数に達しております。

よって、一般会計決算審査特別委員会は成立しましたので、開会します。 

  これより直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事は、決算審査に伴う委員長報告の検討についてを議題とします。 

  朗読のため、暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時３０分 

 

再開 午前１０時０７分 

 

○委員長（山田直志君） 休憩を閉じ、再開します。 

  報告書について朗読をし、皆さんからも御意見はいただきましたが、訂正及び追加等はご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（山田直志君） なしと認めます。 

  これをもって一般会計決算審査特別委員会を閉会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（山田直志君） 異議なしと認めます。よって、一般会計決算審査特別委員会を閉会

することに決しました。 

  これをもちまして一般会計決算審査特別委員会を閉会します。 

  御苦労さまでした。 

 

閉会 午前１０時０７分 


