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開会 午後 ２時１７分 

 

○臨時委員長（鈴木 勉君） それでは、一般会計予算審査特別委員会を開会いたします。 

  委員会条例第９条第２項の規定に基づき、私が臨時委員長の職務を行います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

  ただいまの出席委員は６名で、委員定数の半数に達しております。よって、一般会計予算

審査特別委員会は成立いたしましたので、開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  これより委員長選挙を行います。 

  お諮りします。委員長選挙はどのようにいたしましょうか。 

（「委員長一任」の声あり） 

○臨時委員長（鈴木 勉君） それでは、皆さんの御意見をいただきまして、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、選挙の方法は指名選挙で行

うことに決定いたしました。 

  お諮りします。指名の方法につきましては、臨時委員長が指名することにしたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

に決定をいたしました。 

  それでは、委員長に２番、稲葉義仁委員を指名します。 

  お諮りします。ただいま臨時委員長が指名いたしました２番、稲葉議員を委員長の当選人

と定めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時委員長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました２番、

稲葉議員が委員長に当選されました。 

  ただいま委員長に当選されました２番、稲葉議員が本委員会に出席しておりますので、本

席より告知いたします。 
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  ２番、稲葉議員に委員長就任の御挨拶をお願いいたします。 

○２番（稲葉義仁君） 何分初めてのことですので、いろいろと不手際もあるかと思いますが、

円滑に審議を進められるよう努力したいと思いますので、皆様の御協力、ぜひお願いいたし

ます。 

○臨時委員長（鈴木 勉君） よろしくお願いします。 

  これで私の役目は終了いたしました。 

  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 午後 ２時２０分 

 

再開 午後 ２時２１分 

 

○委員長（稲葉義仁君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより副委員長選挙を行います。 

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

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 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、委員長が指名することにしたいと思います。御異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 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い

たしました。 

  副委員長に５番、西塚議員を指名します。 

  ただいま委員長が指名しました５番、西塚議員を副委員長の当選人と定めることに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました５番、西塚議
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員が副委員長に当選されました。 

  ただいま副委員長に当選されました５番、西塚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。 

  ５番、西塚議員に副委員長就任の御挨拶をお願いします。 

○５番（西塚孝男君） 今指名されました西塚です。 

  委員長を助けて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（稲葉義仁君） 副委員長に就任されました西塚議員は副委員長席へお願いします。 

  では、暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２２分 

 

再開 午後 ２時２７分 

 

○委員長（稲葉義仁君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

  質疑の対象の範囲につきましては、お手元に配付した一般会計予算審査特別委員会審議の

順序に示したとおり、順次進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  各委員におかれましては、発言は必ず手を挙げて、委員長の指名のもと発言をお願いいた

します。また、議事整理の都合上、質問は１回につき３問以内とし、質問箇所のページを明

示いただけるようお願いいたします。 

  なお、各課長にお願いいたします。録音との整合性を図るため、それぞれの担当分野の質

疑の内容を箇条書きで結構ですので取りまとめ、事務局まで提出をお願いします。 

  それでは、本委員会に付託されました議案第１８号 平成２９年度東伊豆町一般会計予算

についてを議題といたします。 

○総務課長（鈴木利昌君） すみません、議事録を早期に完成させるために、ＩＣレコーダー

での録音を許可をお願いいたします。 

○委員長（稲葉義仁君） よろしいですか。 

  はい、結構です。お願いいたします。 

  では、これより総務課の質疑を行います。 

  質疑の対象を歳入といたします。 

  質疑はございませんでしょうか。 
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○１４番（山田直志君） 15ページの地方交付税の増額についての要因をどのように把握され

ているかというのが１つと、２つ目に、31ページで、ふるさと納税が金額は増やしているん

だけれども、現状、どういう取り組みの中でこういう金額を、取り組み方法と金額の根拠に

ついてお伺いします。 

○総務課長（鈴木利昌君） 交付税につきましては、国のほうからは前年対比2.2％の減とい

うことで提示を受けております。受けておるんですが、平成27年度以降、人口減少の特別に

減っているところについて、交付額が大きくなっているところがありまして、実際のところ

と今まで乖離がちょっとあったもんですから、余り幾ら予算といえども、１億も１億5,000

も乖離するのはどうかなということで、その辺を勘案しまして、安全率も見た中で、再度計

算し直した中で、一応今回2,000万円の増額というふうな形にさせていただいております。 

  普通交付税については2,000万円の増、前年８億6,000万円を８億8,000万円にさせていた

だいております。 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） 今の交付税の補足になりますけれども、今、課長

が説明したとおり、交付額がここ２年間10億円をちょっと超えているということで、予算に

対する割合がちょっと大きかったということがありまして、これまで大体予算は交付額の９

割ぐらいになるようにという形で見積もりをしておりましたけれども、ちょっと２年間それ

を下回っておりましたので、国の予算とすると2.2％の減なんですけれども、一応実績を見

て、2,000万円ほど増額をさせていただいたという内容になります。 

○総務課長（鈴木利昌君） ふるさと納税につきましては、２月末で申し込みで２億5,800万

円ほどの寄附申し込みをいただいております。 

  取り組みにつきましては、今後も魅力的なものがあれば、それからこちらに来ていただい

て体験型のもので、例えば今お願いしているのはダイビングですとか、そのほか体験型のも

のがあればなということでお願いしています。 

  それで、金額につきましても、今まで20万円までの記念品ということでやっておりました

が、今回は一応100万円までそれを上限を上げまして、今まで20万円ですが、20万円以上25

万円未満、25万円から30万円、30万円以上50万円、50万円以上100万円未満、100万円以上と

いうことで増やしました。それによって、いろいろ皆さんに考えていただいて、ゴルフ場さ

んあたりも、20万円ですとコンペができるぐらいの、コンペをやりませんかみたいな、そう

いう記念品を考えていただいておりますので、より魅力的なものを用意するとともに、やは

り施策で勝負をしたいなというところもありますので、また寄付をしたいなというようなこ
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とが思われるような施策をまた考えて、用意していきたいなというふうには考えております。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） 交付税自身がそんなに国のほうも増やしてないわけだから、なかな

かここで増えるって、増やしていくというのもあれだし、実態の考え方の中で、しっかりと

した根拠があって、増額の計上も含めて、この計上をしてあるということであれば、そこは

それで理解いたします。 

  ２つ目のふるさと納税の問題なんですけれども、ちょっともう一つ聞きたいのは、現実、

今のふるさと納税の募集の方法というのは、町のホームページとかやっていると思うんだけ

れども、この辺の手法としては、どういう今、形でやっていますか。 

○総務課長（鈴木利昌君） 町のホームページ以外は、ふるさとチョイスというポータルサイ

トだけです。それも、今、お金がかからないように、一番安いパターンでやっておりまして、

費用としては１％というふうな形の中で、決済の１％ですね。ヤフー公金のほうでクレジッ

トで決済した場合に、１％の手数料がかかると。それが今、一番安い形だと思います。 

  ほかに頼みますと、やはり寄付額の10％だとか、多いところだと20％ぐらい持っていかれ

ますので、そうすると、やはり積み立てるものがなくなってきますもんですから、一応一番

低い中で、町のほうで努力して、いろいろ広報していきたいというふうに考えております。 

○１４番（山田直志君） 今回、一般質問を含めて、このふるさと納税の問題についてはいろ

いろ議論をされているという中で、私思っていることで言うと、町長もたしかそういう答弁

していると思うんだけれども、やっぱりちょっと今、ある面で言うと、過激というか、過剰

だよね。何かサービス合戦になっている。 

  やっぱりそういう意味でいうと、今、課長も言われたけれども、やっぱり中身の問題、そ

してやっぱり本当にふるさとと思っていただけるような方々をやっぱりちゃんとキャッチン

グしていくということをやっぱり考えていかないと、何かもう今、物につられ、どうせ税金

払うんだったら、何かリターンのあるところにお金を納めるのが賢い生き方みたいな形でち

ょっとやっぱりなっているところってあるけれども、それはやっぱり１つのブームで終わっ

てしまうと思うんだ。 

  飯田議員が一般質問でも述べたように、やっぱり本当にふるさとを思って、ふるさとのた

めに寄付をしてくださる地元出身の例えば方なんかをやっぱりしっかりキャッチするという

点では、やっぱりもうちょっとその取り組みがあっていいんではないか。 

  具体的に稲取高校どうのこうのってありましたけれども、やっぱり本当に子供たち、ふる
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さとの子供たちに未来をやっぱり、自分たちのふるさとの未来をつなげていくために、そう

いう企画で、また地元出身で、ここで育って、みんなそれなりに東京へ出て、都会で頑張っ

てきた。やっぱり、でもやっぱり地元があったからというようなやっぱり人をしっかりキャ

ッチするということもやっぱりしていかないと、せっかくふるさと納税ということに今、目

が行っているわけなんで、目が行っている時期だからこそ、しっかりやっぱりそういう事業

とあわせて、地元出身の方々なんかをもうちょっとしっかりと目を向けて、寄付額も、そこ

のところをやっぱりいて、ずっとある面で言えば、そうすれば、町を出ても、町のやっぱり

応援団でいてくれるわけですよね。 

  物につられた人とはちょっと違うというところも、今後やっぱり金額を伸ばすことも大事

なんだけれども、これが一過性のブームで過ぎ去らないようにするためには、しっかりとし

たところをキャッチングするということもこの中ではすごく考えてほしいし、課長がいみじ

く言われたように、やっぱり企画勝負で、町のためになるなと。おまえたちのために私は寄

付するよという人たちを積み上げないと、何かまずいかなという点で、この辺はやっぱり工

夫をちょっとしてもらいたいなというふうに私は思っていますけれども。 

○総務課長（鈴木利昌君） 常々担当の中では話をしているんですが、やはり施策で勝負した

いなと。そのためにも、今年ある程度の資金も用意できましたもので、その中で今後はどう

いう魅力がある施策がとれるかということだと思います。 

  やはりそういう、もう一度リピーターになっていただいて、もう一度そういうことをやる

なら東伊豆に寄付をというような方が増えるような形が一番ベストだと思います。というよ

うな形にぜひ持っていきたいなと思います。 

  実は昨日、議会が終わって席へ戻りましたところ、総務省のほうから指導が届いておりま

した。それはうちの町だけではなくて、各県へ経由で、各市町全部にいただいている指導で、

行き過ぎている点があるので、今後はそういう極端に割合が高いものとか、そういう商品と

か、そういうものについては、市町の名前を出して指導するよというような内容でございま

した。 

  うちの町は、昨日もお答えしましたように、30％から高くても40％ということで、宿泊補

助券につきましても、転売の禁止と、それから申し込んだ方が、後ろにお名前を書くように

なっておりますので、例えば親戚の方が来るといった場合は、事前に御連絡をいただくよう

な形で、ネットオークションとか、そういうところで使えないような形は極力とっておりま

すので大丈夫とは思うんですが、その辺も指導が来ておることは確かです。 
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  ただ、そういうことがあるからこそ、施策で勝負できるような形にはしていきたいなとふ

うに考えております。 

○１４番（山田直志君） 僕は今、やっぱり自分自身も足りないなと思って、この間からの話

を聞いているんだけれども、自分も例えば外に行っているおじさんだとかおばさんいて、や

っぱりもっと本当はそういう人にも、みんなが町をつなげていくために必要だという、そう

いう気持ちを持たなければいけないかな。 

  やっぱりそのためには、ネットでのこともいいんだけれども、例えばそれぞれ、これから

例えばお彼岸なんか来ると、先祖があるからって、墓地にお参りに行くような人なんか、今、

お寺にだって置いてもらうとか、いろいろなところにやっぱりもっとそういう紙媒体も含め

て、やっぱりそういうことも意識してやっていかないといけないんではないのかな、いろい

ろな意味で。 

  やはり僕、子供たちの部分というのが、一番この町をなくさないためにも、子育て支援も

そうなんだけれども、やっぱりそういう町から出て行った方でも、なるほど、それなら町の

ためになるなと思えるような形で、窓口を広げて、ここの出身者だって、これだけ人口が減

ったということは、逆に言うと、みんな外へ出て行ってしまったわけだから、やっぱりそう

いう人に本当に一口でも二口でもやっぱりやってもらえるようなところも地道にやっていか

なと、ネット社会だと言って、そこだけのところに行ってしまうと、一過性になるんで、地

に足をつけたひとつ部分をしっかりと大きくしてください。 

○総務課長（鈴木利昌君） 今御意見いただきましたので、ネットだけではなく、いろいろな

ところでカタログというか、手づくりのものですが、そういうものを広報していきたいなと

いうふうには考えております。 

  １つの例として、いきいきセンターのところで「お休み処」なんかに置いていても、それ

を見て寄付される方とか、窓口まで来ていただくような、そういう方もおりますので、地元

にそういうところをやっていきたいなというふうには考えております。 

  以上です。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑はございませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 何か関連ではないんだけれども、今のふるさと納税について、ここ

に当初予算で組んでいる数字が、もうちょっとでかくしていく必要があるんではないのかな

という、僕はそっちの観点から話をしたいんだけれども、今、うちの町長の信条だとか、直

志さんが言われたことについては、何も僕は否定するつもりはないんですよね。そうではな
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くて、今、世の中のブーム性を見ると、ふるさと納税でいかにやはり自分たちの一般財源を

上げていこうかという、そういう自治体が非常に増えているわけなんですよね。だから、他

力本願で、自分たちの町民が納めてくれる町税よりもふるさと納税のほうをうんと増やして

いって、財政を豊かにしたいという、そういう自治体が非常に多くなっているのが現実では

ないかなと私、思うわけなんですけれども、そういう点からいっても、我が東伊豆町も、も

う少しこのふるさと納税を今このときに活用して、少しでも金額を増やしていく、先ほど直

志さんが言われた増やし方と僕の増やし方とはちょっと意識が違うんですけれども、やはり

このチャンスをもって増額を図るべきではないのかなというのが、このふるさと納税に対し

ての考え方なんですけれどもね。 

  皆さんも御存じのように、今はもう各それこそ自治体の考え方がもうおかしいんではない

のかなというぐらいに、もうアメリカ製品を全部、自分のふるさと納税の返礼品までにしよ

うかというくらいに、もうこのふるさと納税というものは、自治体ももう過剰になり過ぎて

いる。それこそちょっと趣旨も何も関係ないよというぐらいまでのこともあやめてもいいく

らいに、もう過激になり過ぎているんですよね、返礼品について。 

  そこまでしてでも増やしたい、自分たちのふるさと納税をしてくれる人たちを増やしたい、

金額を増やしたいというのが各自治体の僕は隠れた面というか、でも表に出てしまっている

んだけれども、そういうところが強過ぎるから、私たちの東伊豆町も、今のままでは金額が

これ以上に減るんではないかなという、そこを私はちょっと心配していますけれどもね。 

○総務課長（鈴木利昌君） 私はそうではないと思うんですね。努力することは努力している

わけですから、金額というのは、あくまでもこれは寄付ですから、お気持ちをいただくわけ

ですよね。それを３億円、４億円、５億円というのが果たしていいものかどうか。10億円か

らもらう西伊豆町でさえ、当初予算は１億円です。そういう中で、随時補正をすればいいこ

とであって、プラス、このお金というのは、今、１億6,000万円ほど基金に積むような形に

なっておりますが、その中で、新年度予算で2,550万円を繰り入れるような形になっており

ます。まだ残りがあるわけですね。 

  今回いただいたものは、みんなそこへ、基金にとりあえず積むお金なもんですから、積む

お金ともらったお金というのは、積むお金とお礼やるお金を、それからそういうポータルサ

イトへ払うお金、要するに歳入イコールもう行き先というのは決まっているんですよ。それ

をどの予算に反映するわけでもないもんですから、そのふるさと納税のもらうお金と出ると

お金というの、それは１つの中で完結している話なもんですから、積んでから、また何に使
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うかというところを施策を考えようということを今、私たちは考えているわけで、ですから

予算額が少ない、多いじゃないと思うんですね。ですから、私はその都度補正でいいんでは

ないかなというふうに考えます。 

  以上です。 

○委員長（稲葉義仁君） よろしいですか。 

○１２番（鈴木 勉君） いやいや、ごめんね。 

  僕が言っているのは、うんとまた途中で増えたら、増やしていけばいいんだという話はそ

れでいいんですよ。それでいいんですけれども、そうではなくて、今、どこの自治体も、非

常にいかに国民と言えばおかしいんだけれども、寄付をする人たちを増やそうかという努力

をしていますよという話をしたいわけですよね。 

  東伊豆町も、もう少し町長の考え方だとか、今、直志さんが言われた考え方も踏まえなが

らも、もっといろいろと策を練って、ふるさと納税を増やしたほうがいいんではないですか

というところを言いたかっただけなんですね。 

○総務課長（鈴木利昌君） ああ、そうですか。 

○１２番（鈴木 勉君） はい。 

○総務課長（鈴木利昌君） もちろん努力はしておりますし、それには役場だけでできること

ではないもんですから、今、29から30事業所ぐらいから130品目ぐらいいただいております

が、もっともっと増やしたいなというふうに考えております。 

  その辺はやはり商工会さん、事業所さんの協力がないとできないことなもんですから、今

後、町長も言ってますが、昨年の10月から熱海が初めて、この４月から伊東市も参入してき

ます。単純に言って、干物屋さんの数だけではかなわないです。その中で何とか、湖西市が

今まですごくよかったのは、ウナギでよかったのが、いろいろなところがウナギを始めたら、

半分近くに減ってしまったと、そういう事例もありますので、そういうふうにならないよう

に、いろいろアイデアを出しながら、いいものと、それといい施策といい記念品、これがそ

ろえば一番いいことなもんですから、その辺はまた努力していきたいなと考えてございます。 

（「ちょっと休憩してもらえる」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時４８分 
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再開 午後 ２時５２分 

 

○委員長（稲葉義仁君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  ほかに質疑ございませんか。 

○６番（内山愼一君） 個人の町県民税の増えている分の根拠というかな、その…… 

○委員長（稲葉義仁君） ページ数をお願いできますか。 

○６番（内山愼一君） 10ページ、一番初めだ。町税の個人の分が1,275万円増えているんだ

けれども、その辺の根拠が１つ。 

  それと、あと入湯税の関係の、これも450万円減っているんだけれども、今年の見合いか

ら考えたときに、妥当かどうかということの質問だけだ。よろしくお願いします。 

○委員長（稲葉義仁君） 今のところも含めて。今の質問、多分税務課のほうになるので、ま

た…… 

○６番（内山愼一君） 税務課。 

（「課別ですから、税務課が来た……」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） そのときでよろしいでしょうか。 

○６番（内山愼一君） いいですよ。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかにはございませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 17ページの使用料の件で、稲取の団地と熱川の団地の使用料がここ

に計上されているんだけれども、これを質問していいのかな。 

（「建設課なんで。建設課です。町営住宅なんで」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） えっと、町営住宅…… 

（「町営住宅は建設課なんで、違います」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） そうか、ではそれも、はいはい…… 

（「住民福祉」「すみません、住民福祉です。申しわけありません。住

民福祉課です」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） ほかにございませんでしょうか。 

  ほかに質疑はございませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 10ページ、町民税なんですが…… 

○委員長（稲葉義仁君） すみません、先ほども言いましたが…… 

○１０番（藤井廣明君） 失礼しました。 
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○委員長（稲葉義仁君） よろしいでしょうか。 

（「いいね」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） では、質疑なしと認めます。 

  以上で歳入に対する質疑を終結いたします。 

  次に、歳出の質疑に入ります。 

  質疑ございますか。 

○１４番（山田直志君） ちょっとページ言えって、困るけれども、いわゆる人件費一般の問

題で１点。 

  12月の議会のときにも、もう総務課長と質問してあるんで、約束事で、いわゆる時間外等

の問題について、ルールをちゃんとつくりますという御答弁をいただいているんで、ちゃん

とその対応をして、ちゃんと職員の管理をしているということになっているのかどうなのか

というのが１点。 

  ２点目に、53ページなんですが、これは総務管理でいいだか。53ページは違う。 

（「どこ」の声あり） 

○１４番（山田直志君） 53ページ、総務管理費。 

（「53ページは企画課、健康づくり課です」の声あり） 

○１４番（山田直志君） 健康づくり課か。 

（「はい」「53ページ」「53ページですと、アスド会館維持管理費とか

温泉施設維持管理、町有地維持管理」の声あり） 

○１４番（山田直志君） 町有地の草刈りのところを聞こうと思ったんです。 

（「それは企画のほう」の声あり） 

○１４番（山田直志君） 企画か。では、しようがないな。 

○総務課長（鈴木利昌君） 前に山田議員から一般質問ありました例えば後援ですとか、そう

いう部分の職員の配置につきましては、要綱を今年度作成をいたしましたものですから、新

年度からはその要綱に基づいて、要綱の中では、後援でも、町長の判断と公益性のものを加

味した中で、人を出せるというような要綱をつくってありますが、その要綱に基づいて運営

をしていくというような形にしてございます。 

○１４番（山田直志君） 今、国会でもあれだけれども、上限ってないの。委員さんをあまり

１人の人間を何回も何回も使うとか、例えばやっぱり何回も行っている中で、代休自体が消

化されてないのに、また駆り出すとかというのは、やっぱりメンタルヘルスとか、そういう
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部分からも問題が出てくると思うんで、やっぱり総量の規制も含めてやっていかないと、今

だと結局、何でも町長がいいんだ、必要だといえば、何でもできてしまうというふうに、こ

れではルールになってないんではないかと思う。 

○総務課長（鈴木利昌君） そこはそういう部分も記載はありますが、国内のいろいろな自治

体のものを見ながら要綱はつくってございますので、その辺もある程度考慮した中でできる

ような形にはしてあります。 

  それから、時間外手当につきましては、若干29年度につきましては今年度より増額にして

ございます。 

  山田議員の一般質問を反映した中で、要綱は作成してありますので、その辺で御理解をお

願いしたいと思います。 

○１２番（鈴木 勉君） 43ページは大丈夫ですか。 

（「43ページは大丈夫です」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） その中のナンバー、これ、説明文の９のほうの人事管理事業として

290万円計上してあるんだけれども、これは職員の健康管理の診断とか、そういう形だろう

と思うんだけれども、どうですか、そこら辺の職員の健康状態というものについては。 

○総務課長（鈴木利昌君） この人事管理事業につきましては、議員のおっしゃるとおり、職

員健康診断委託料、それから産業医の委託料、それからカウンセリング委託料、ストレスチ

ェック委託料という形で予算を組んでございます。 

  この中で、職員の健康診断につきましては、ほぼ100％に近い職員が、ここで受けれなか

った職員は人間ドックとかでの情報を提出するという形になっていますので、ほぼ100％の

人間が受けておるんですが、非常に健康状態はあんまり芳しくないと言ってはおかしいです

けれども、142人受けた中で、問題なしが21人しかおりませんので、あとは経過観察、再検

査、精密検査、要受診、要治療継続みたいなことで、問題なしが14.8％と。それでも前に比

べればよくなったと。その前の年はたしか10％ぐらいしかなかったですので、それに比べる

と、若干健康の方向に進んでいるというふうには考えております。 

  ただ、この中には、既に治療を継続している職員とかもおりますんで、一概にあれなんで

すが、それとあとカウンセリングもやっておりますので、ストレス的な心の病的には、いっ

とき何人か職員がそういう病気のときもございました。職員の中で休職とっておるのが、心

の病で１名。ただ、その職員につきましても、４月からは復帰する見込みとなっております

ので、そうなれば、４月以降はゼロになるかなというふうには考えております。 
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○１２番（鈴木 勉君） 先ほど山田議員さんが言われたみたいに、ハードワークだとか、ス

トレスの発散が足りないとか、そういう蓄積だとかというものに対して、今みたいな状況が

出てくるのかなという気持ちがするんですけれども、そこら辺の改善に対するこういう予算

づけとかいうものはないんですかね。これは委託料の話だもんね。そういうケアに対しての。 

○総務課長（鈴木利昌君） カウンセリング委託料というのでとってあるんですが、これ、フ

ジＥＡＰという会社なんですが、これ、出張でカウンセリングを行ってくれることになって

おりまして、うちの町は郡下でも一番早い時期からこの出張カウンセリングをやっておりま

す。28年度は隔月ですが、こちらに出張していただいて、そのときに職員が希望がある人か

ら順次相談をすると、そういうような内容で心のケアをやっておりますが、それにつきまし

ては、もう残り、係長、30…… 

（「30を割りました」の声あり） 

○総務課長（鈴木利昌君） 30を割った。 

（「はい」の声あり） 

○総務課長（鈴木利昌君） 多分、残り30人を切ったぐらいほどの職員がカウンセリングを受

けておりますし、電話でも24時間相談を受け付けるという体制はいち早く他町に先駆けてや

っておりますので、あと本当の体の病気的なものは自己管理という形になりますが、本年度、

熱川クリニックの先生が産業医になられまして、今日も担当係長のほうが先生のところへ行

って、いろいろ御指導を受けております。先生のところにも職員がかなり相談に行ったり、

診断に行っているということで、その辺で大分改善されてきているというふうには感じてお

ります。 

○１２番（鈴木 勉君） ありがとう。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑はございませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 43ページの職員の研修実施の予算で、199万幾らですか。これ、ど

んなふうな研修でしょうか。スキルアップには研修欠かせないと思うんですけれども、この

金額でどんなふうなことができるのかな、やっているのかなというふうなことをちょっと伺

ってみたいなと思います。 

（何事か言う声あり） 

○１０番（藤井廣明君） 一番下。 

○委員長（稲葉義仁君） 43ページ、一番下から44ページにかけてですね。 

○総務課長（鈴木利昌君） 199万4,000円というのですね。 
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○委員長（稲葉義仁君） そうです。 

○総務課長（鈴木利昌君） この職員研修の内容につきましては、職員全体へ行います職員研

修の講師謝礼ももちろん含まれるんですが、そのほかに、これはもうやらなければいけない

例えば新規採用職員の研修ですとか、新任監督者の研修ですね。管理職に初めてなった職員

が受けなければいけないもの、中堅職員の研修、そのような県とか町、指定でもう受けなけ

ればならない研修ももちろん含まれておりますし、プラススキルアップのための自主研修、

先進地視察研修、これも80万円ほど今年度はとってございます。 

  自主研修につきましては、前年まで３万円でしたが、今年度からは一応５万円という形で、

自主研修の金額を増額しました。 

  先進地の視察研修につきましても、前年度まで２万円だったものを３万円ということで、

職員のスキルアップにつながるように、研修費を増額したところでございます。 

  以上でございます。 

○１０番（藤井廣明君） 自主研修を含めて、増額のこれをやるというのはいいことなんです

けれども、あと自治体によっては、その自治体が必要とする資格とか何かに対して、それを

取った場合、若干補助するとか、そういう制度があるところもあるんですけれども、当町は

どうでしょうか。その辺はありますか。 

○総務課長（鈴木利昌君） 係長、これ、自主研修になるの。 

（「自主研修でございます」の声あり） 

○総務課長（鈴木利昌君） うちの町の場合は、自主研修の中で資格を取ったりしております

ので、それがまた大変な部分もありますので、３万円から新年度５万円という形に増額した

もので、そこを含めて増額でございます。 

○１０番（藤井廣明君） ちょっとしつこいようですが、いいですか。その資格の中には、こ

れ、これというふうに町が指定しているというか、そういうことはあるんですか。こういう

資格は町で必要だから、これを取ってほしいとか、これを取ったら補助をするとかというふ

うな枠は。 

○総務課庶務係長（鈴木文昭君） 今現在ですと、こちらから指定というのは余りないんです

けれども、本人のほうで仕事に必要だからですとか、ちょっと興味があるから取りたいとい

うことで申し出てくるものがほとんどです。 

○１０番（藤井廣明君） はい、わかりました。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑はございませんか。 
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  いかがでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） それでは、よろしいでしょうか。 

  質疑はございませんか。 

（発言する人なし） 

○委員長（稲葉義仁君） では、質疑なしと認めます。 

  これをもって総務課の質疑を終結いたします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時０７分 

 

再開 午後 ３時２３分 

 

○委員長（稲葉義仁君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

  これから企画調整課の質疑を行います。 

  質疑の対象を歳入といたします。 

  質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） よろしいですか。 

（「ちょっとあれだっけ。加森観光の関係は企画調整」「そうです」の

声あり） 

○１０番（藤井廣明君） ちょっと28、29の財産収入なんですけれども、加森観光に貸してあ

る部分が増えているんですけれども、増えている要因について、ちょっと伺っておきたいな

と思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 加森観光の貸し付け分については、去年更新いたしましたの

で、金額が変わっておりませんが、土地貸付収入全体として増えている要因は、02の町有地

貸付料のほうで、これが東電用地と東京発電の分が２年分と３年分今年入るもんですから、

その分増えています。去年はなかったものが今年はありますので、増えているということで、

加森のほうは変わっておりませんので、ご承知ください。 

○１０番（藤井廣明君） ああ、そうですか。了解です。 
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○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑はよろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） では、質疑なしと認めます。 

  以上で歳入に対する質疑を終結いたします。 

  次に、歳出の質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） すみません、53ページの関係で、細野高原の町有地の草刈り業務だ

とか、維持管理事業の補助金出ていると思うんですけれども、通常にやる防火線刈り焼き、

山焼きに関連したところなんですけれども、やっぱり、ただ自分も今年も参加はしたんです

けれども、大変危険な状況が多々起きていますし、また参加している人たちが、なかなか歩

くことができない。ただ歩く、ついて来るがやっとというような状況があると、今やってい

る状況全部のところを同じように維持し続けるというのは大変この先厳しいんではないかな

と。早目にやっぱりエリアなんかの見直しも図っていかないと、維持できない。 

  実際問題として、もう東、西２区の草刈りなんかは、入谷の有志で請け負って、草刈りや

防火線焼きや防火線刈りをやるようなもう状況にもなっているわけですから、４区でやって

いるんだけれども、やっぱり安全な形で続けられる形というものをやっぱり考えていかない

と、厳しいなという感じがしていますけれども、いかがでしょうか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 予算の中で解決できる問題ではないんですけれども、そうい

う実際に携わっている方の御感想をいただいた中で、事務局は今ちょっと移ってはいるんで

すけれども、やはりずっとやってきた立場として、いろいろな方の御意見を参考にしながら、

そういう安全面に一番気をつけていかなければならないかと思いますが、私個人の考えなん

ですけれども、例えば防火線のところを今、マウンテンランニングとかってありますね、ト

レイルランニングとか。ああいうコースに貸して、常に使って、草が生えないようにするな

んていうのも１つの手ではないかなとは思ったりもしますけれども、本当に安全が確保でき

るような形で実施して、山焼があの美しい細野高原を守れるようにしていかなけれならない

なと思いますので、御意見を賜っていきたいと思います。 

  以上です。 

○５番（西塚孝男君） そうではなくて、危ない箇所があるんですよ。石神養豚場のあそこな

んか、人が歩くのに、勾配がきつくて危険だから、ああいうところをよしたらどうか。お金

もらっているんだけれども、よす部分もあってもいいんではないかと。 
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○企画調整課長（遠藤一司君） そういう御意見があったことを伝えて、今後につなげていき

たいと思います。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑はありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） ページ51をお願いします。 

  庁舎管理費の中に光熱費が1,100万円ほど計上してあるんだけれども、この数字的なもの

に対して、今、庁舎の中では結構スイッチをまめに消すとかという省エネ対策もとっている

みたいなんですけれども、そういう効果というものはどういうところに、数字的には減って

いるのかという。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） 一応予算的には1,100万円という予算を計上させてい

ただいておりますけれども、ここ数年、毎年減額で100万円補正をしたりとか、一応省エネ

は頑張ってやっておりますので、御理解をしていただきたいと思います。 

○１２番（鈴木 勉君） それで、その同じページの中である警備委託料というのは、これは

宿直業務だけの話ではないかなとは思っているんですが、それでいいんですよね。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） 契約自体は総務課のほうで行っているんですけれども、

日直、宿直の管理会社への支払いです。 

○１２番（鈴木 勉君） それと、すみません、委員長。 

  そのページの最後にある土地借上料のこの180万円とかというのは、この場所はどこなの

かなというのと、それから続けてすみません、質問させてもらっていきます。 

  今度は次の53ページのアスド会館のほうは質問していいのかな。 

（「アスドは健康づくり」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 違うのね。 

  すみません、先ほどのほうの土地借上料の場所はどこなんですか。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） これ、田町区へお支払いしています消防署の土地の貸

付料です。 

○１２番（鈴木 勉君） 田町区。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） はい。 

（「消防署」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 田町区分団か。 

（「消防署」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 消防署。 
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○企画調整課管財係長（岡田賢一君） 消防署です。 

○１２番（鈴木 勉君） 消防署の話。ああ、そう。 

○１０番（藤井廣明君） 49ページの、47から８、９、ＣＡＴＶ、有線放送かと思うんですけ

れども、この広報委託料なんですけれども、これはＨＩＣＡＴだけなのか、それともＩＫＣ

なんかも入っているのか、ＩＫＣは全然関係ないのか、その辺ちょっと、130万円の内容で

すね、ちょっと聞きたいと思うんですけれども。 

○企画調整課長（遠藤一司君） ＨＩＣＡＴのほうが105万円、それからＩＫＣのほうが25万

円の委託料になっております。 

○１０番（藤井廣明君） はい、わかりました。 

○６番（内山愼一君） 57ページの空き家バンクの補助金事業60万円の、それから次のページ

のほうの地域おこし協力隊の拠点の改修工事100万5,000円、それと、あとその次の空き家の

関係の拠点づくりの委託料の関係と、それとその次の61ページの結婚新生活の支援補助金

240万円のちょっと内容を教えてもらえますか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 空き家バンク推進事業につきましては、空き家活用支援補助

金ということで、これについては、住宅取得費の補助ということでございます。住宅を取得

したときに30万円を補助しておりまして、家賃の補助もあります。それは９万円を限度に３

分の１…… 

（「３万円が３カ月分、９万円」の声あり） 

○企画調整課長（遠藤一司君） それと、リフォームの補助が20万円ということで計上してご

ざいます。 

  もう一度申し上げます。住宅の取得の場合は30万円、それから家賃の補助が３万円一月を

３カ月、それからリフォームの補助が２万円ということで、60万円ということになります。 

（「20万円」「リフォーム20万円」「今２万円と言った。20万円」の声

あり） 

○企画調整課長（遠藤一司君） 20万円、ごめんなさい。20万円です。すみません。調整を入

れて60万円総額で考えてあります。 

  次に、地域おこし協力隊の拠点改修費用ですけれども、これにつきましては、これは今年

の…… 

（「東海汽船の……」の声あり） 

○企画調整課長（遠藤一司君） ああ、そうか。東海汽船の２階のほうに、今、観光で来てお
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ります鎌田さんが事務所を構えることになりまして、それについての水回り付近の改修に予

算を計上してあります。 

  それから、空き家利活用の関係になりますけれども、これにつきましては、同じく東海汽

船の２階を今度ちょっと、今のところの構想では、ミニ図書館みたいな形で改修しようとい

うことで、２カ年計画で29、30で計画しております。 

  それから、結婚新生活の支援補助金ですけれども、これは夫婦２人の所得が340万円まで

の夫婦に対して、結婚する際に24万円の補助をするということです。28年度につきましては

300万円までの所得だったんですけれども、来年については、国の制度が変わりまして、基

準が340万円に引き上げられて、補助金も18万円から24万円に上がりました。10組の予定を

しておりますけれども、残念ながら、今年はまだ問い合わせがあった段階で、実際には支出

はしておりません。 

○６番（内山愼一君） はい、わかりました。ありがとう。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑はございませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 61ページのこの生活路線バスの費用が1,200万円以上かかっている

んですが、これについて、時々もっと奥のほうに入ってほしいというふうな要望とか、ちょ

っと不便だなというふうな意見も聞くことあるんですけれども、これはどんなふうに考えい

ますか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 10番議員がおっしゃったように、湯ケ岡のほうであるとか、

それとか東のほうもちょっと回ってくれないかという声を聞きまして、区長会を通して区長

さんにそこら辺の調査をしていただいたんですけれども、声があることはあったんですけれ

ども、大勢の方からということではなくて、区の総意ということになると、ちょっと違うと

いうようなお話を伺ってはおります。 

  そういう需要が今後あるのであれば、当然考えていかなければなりませんけれども、今の

ところは路線バスの経路を変更してというところまでは至っておりません。 

○１０番（藤井廣明君） 前、電車で一緒になった方が、大川から来ている、行ってきたんだ

というんですけれども、ヤオハンに行くまでが非常に大変だと。買い物難民のような感じで、

電車も大変だし、駅までも歩くんで、何とかもう少し町のこういったバスで利便性が高くな

るといいんですけれどもとか、要するにバス停までもちょっとかなりの距離を歩くというふ

うな苦情をたまに聞くんで、お年寄りも出ているんで、その辺が、車が使えない方もいらっ

しゃるんで、見直しなり、少し配慮いただきたいなと思います。 
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○企画調整課長（遠藤一司君） 確かに広い、縦に長い町なもんですから、いろいろな需要が

あるのも承知しておりますけれども、その中で最大公約数の形でやっていかなければならな

いという心苦しさはありますが、今、各病院の送迎の車の利便性が高まるといいますか、病

院に通院しなくても乗っていいよと言ってくださるところもあるので、そういうところを使

っていただくようなことも進めていきたいなと、こういうふうには考えております。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑はございませんか。 

○１４番（山田直志君） すみません、さっきの59ページの結婚支援のこういうのあるんだけ

れども、やっぱり300万円を340万円にしても、逆に言うと、だって１人１年間に170万円と

いうことは、１カ月10万円、十二、三万円のやっぱり収入ということは、そもそももう結婚

というのがなかなか厳しい。だから、もうちょっとこれも、補助事業だからというのはある

んだけれども、もう少しやっぱりハードルを上げないと、なかなかこれが適用されるという

ことにならないし、せっかく今回、移住定住で住宅取得とか、いろいろなこともやっている

わけだから、そうすると、もう少しここのところも呼び水で、もうちょっとハードルが適用

される人が増えてくると、もっと、せっかく結婚にしろ、住宅取得にしろ、中古で買うに、

リフォームするにしてもって、制度が混成して町内だけではなくて、外からも来やすいもの

ができつつあるので、せっかく今回の150万円ぐらいになるぐらいの住宅取得やるのに、や

っぱり結婚なんていう問題があると、ちょっとそこのところがハードルが物すごく低くて、

入ってこれる人がいないよみたいになってしまうわけだから、何かそういうので一括してパ

ンフレットなんかも整理できるし、一括してアピールできることに今回つながっていくと思

うんで、そういうところも見直して、ぜひいい形に、一つ一つの制度が、一つ一つも大事だ

けれども、結果としたら、ああ、すごく魅力あるなというふうに思ってもらえると思うんで

すよね、関連していて、全て。そういうやっぱり打ち出しを含めて活用の仕方を考えていた

だくとありがたいけれども、ちょっとこの結婚のやつは、国なり県の制度としてはあるけれ

ども、ちょっとこれ、無理というか、率直にちょっと思ったですね。検討する余地がある。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 確かに14番議員のおっしゃるとおりで、トータルで考えると、

せっかくほかのところは使いやすいのができたのに、これだけ何で使いにくいんだというお

話はごもっともだと思うんです。 

  ただ、340万円の所得といいますと、控除後なもんですから、収入ベースで言うと500万円

ちょっとぐらいですかね、そのぐらいになるので、去年よりはよくなったという気はします

けれども、町としても痛しかゆしで、この基準でやらないと、国からの４分の３の補助金が
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入らないというところがあるわけなんですよね。ですから、町単独で基準を引き上げて、も

う少しハードルを下げるというようなことも、それも政策ですので、考えていければな。私、

為政者ではないので、余り大きなことは言えませんけれども、そういうこともいけばなと思

っております。 

  それで、一応時限立法でして、29年はこういう基準ですけれども、また30年になると変わ

る可能性はありますし、またなくなってしまうこともあるんですけれども、町長の考えとし

ては、町単でもやるよというようなお考えですので、その際にはもう少し所得制限を引き上

げて、ハードルを下げるような形になろうかなというふうに思います。 

○委員長（稲葉義仁君） ちょっとかわってもらっていいですか。 

○２番（稲葉義仁君） すみません、57ページの出会い創出事業、ここで大丈夫ですか。 

（「はい」の声あり） 

○２番（稲葉義仁君） 内容について、すみません、教えていただけると助かります。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 出会い創出事業ですけれども、もう皆さん御存じかもしれま

せんけれども、今度の15日に第一弾として、農園を使いまして、園芸サークルというものを

立ち上げます。ジャガイモを植えて、農作業をともにやることによって、今までの婚活婚活

したようなイベントではなく、自然と仲よくなっていただいて出会いにつなげていきたいと

いうようなことをするわけなんですけれども、来年につきましても、それの延長として、一

応６月ぐらいに、15日にいわゆるジャガイモの収穫をして、パーティーをしようかというふ

うな形で進めていきたいと思いますし、去年９月に稲取の旅館組合がバーベキューをやった

のの延長として、ダイロクキッチンでピザパーティーだったりとか、餃子パーティーとかを

協力隊の荒武君を中心にやっていたりますので、そういうものを引き続き行っていきたいと

思っております。 

○２番（稲葉義仁君） たまたまこれはちょうど園芸サークルの事業のチラシを見ているとあ

る年配の女性の方から言われたことなんですけれども、20代、30代のこの町にいる方という

意味で、旅館さんの従業員なんかが特に外から来て、そういう方に交流を持ってもらえれば

ということが趣旨だとは思うんですけれども、逆に地元で残っている20代、30代の若い方と

いう話でいうと、その年でここに残っている方って、かなりの確率で実家に畑があったりで

すとか、何らか逆に言うと、畑を耕す、あるいは簡単にそういうことができる環境にあって、

なかなかこういうところに行かないんではないのかねえという意見もちょっといただいた。

言われてみれば、そうだなと感じたんですよね。 
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  ですが、市民農園があるんでという部分で、こういう形の活動になっているというのはも

ちろん理解できますけれども、そういう意味でいうと、あんまり園芸だ、芋掘りだというと、

今度は地元の方が、若い方で少し思っている方が、それだったらいいやみたいな話にならな

いかなというところで、何かうまくその辺もひっかけていただくと、地元の方もそうではな

い方も含めて、楽しく交流できるのかなと感じました。 

  以上です。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 御指摘のとおりだと思います。いろいろな選択肢がある中で、

今回は園芸を選んだということで、私、10年前に企画にいたときには、パラグライダーとダ

イビングを募集しまして、そのどきどき感が、恋愛のどきどきしたのと重なるんではないか

という効果をねらったりとかもしましたので、園芸にこだわらずに、いろいろなサークルは

摸索していくのはやぶさかではございませんので、またいいお知恵があれば、おかしいただ

きたいと思います。 

○２番（稲葉義仁君） ありがとうございます。 

○副委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

○２番（稲葉義仁君） はい。ありがとうございます。 

○副委員長（西塚孝男君） では、かわります。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑はございませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 63ページになりますけれども、これ、負担金補助及び交付金の中で、

13－01で温泉熱、小水力発電の管理委託料、業務委託料になっているんですけれども、152

万1,000円になっています。これはどこに委託されて、どんなふうなシステムになっている

か、ちょっと伺っておきたいと思うんですが、どうでしょうか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これにつきましては、温泉熱発電は、熱川の駅前にあります

観光協会の前に温泉熱の発電機がありまして、そこを熱川の観光協会さんに委託して、管理

をしていただいております。 

  それから、小水力発電につきましては、熱川のけやき公園のわきを流れている水辺に設備

を設置しまして、そちらのほうで発電しているんですけれども、それについては、ＮＰＯ法

人のＧｏｏｄｙ’ｚのほうにけやき公園の管理と一緒にやっていただいております。 

○１０番（藤井廣明君） それで、この委託料に見合うだけの収入といいますか、プラマイな

んかは計算されているんですか。152万1,000円の。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これにつきましては、発電量がとても少ないものですから、
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事務所の中で使うだけの電力しかないものですから、そういう風力発電所のような、ああい

う営業的でなく、エコタウンとしての１つのモデル事業といいますか、そういう先駆的な事

業をしているというようなところでやっているのが実際のところでございます。 

○１０番（藤井廣明君） そうなんですけれども、モデルにするということで存在するのはわ

かるんですけれども、一定、友達なんか連れて行って見せたり、一緒に見たことあるんです

けれども、何かいついつもとまっているような、例えば温泉発電なんかですと、あれ、今日

もとまっているなと言って、いる方々に聞くと、いや、あんまり動いてないですねなんて言

われてしまうんで、何か逆効果みたいな感じがしてしまうんで、その辺、少し何か検討とい

うか、改革の余地があるんではないかなと思うんですけれども。 

○企画調整課長（遠藤一司君） おっしゃるとおりで、結構そういうことが多いようです。ま

だ技術的にも確立されたものではなく、研究段階というふうなこともありまして、町内に別

のところでほかの形式で実験をしていましたりするもんですから、今、そういう段階で、

徐々にそれを改良するための実験ということで御理解いただきたいと思います。 

  この財源につきましては、風力発電からの繰出金を用いておりまして、エコ事業の一環と

いうことで御理解いただければと思います。 

○委員長（稲葉義仁君） ちょっと休憩してもいいですか。 

 

休憩 午後 ３時５０分 

 

再開 午後 ３時５１分 

 

……（録音なし）…… 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質問はございませんか。 

（何事か言う声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） あとはよろしいでしょうか。 

  それでは、質疑なしと認めます。 

  これをもちまして企画調整課の質疑を終結します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時５４分 
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再開 午後 ３時５４分 

 

○委員長（稲葉義仁君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 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し

ました。 

  本日はこれにて延会いたします。 

  なお、３月13日は午前９時30分より会議を開きますので、よろしくお願いいたします。 

  お疲れさまでした。 

 

延会 午後 ３時５５分 
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開会 午前 ９時３０分 

 

○委員長（稲葉義仁君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  ただいまの出席委員は６名で、委員定数の半数に達しております。よって、一般会計予算

審査特別委員会は成立しましたので、開会いたします。 

  これより直ちに本日の会議を開きます。 

  前日に引き続き、議案第18号に対する質疑を行います。 

  これより税務課の質疑を行います。 

  質疑の対象を歳入とします。 

  質疑はございませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 10ページで、法人税の件なんですけれども、法人税がこれ、若干落

ち込んでいるという形なんですが、この要因はどんな形でこういう数字になったのか、ちょ

っと伺っておきたいんですけれども。 

○税務課長（正木三郎君） 法人についてのこの減につきましては、法人数の減少と大手納税

法人の税割の減になります。 

○６番（内山愼一君） 私、今と逆に、町民税の個人の関係が、逆にこれだけ1,200万円増え

ている勘定だけれども、その辺のところの関係と、それからもう一点は、入湯税の関係がこ

れ、450万円減っているわけですけれども、実際にこの程度で済むのかどうか、その辺の見

解をもう一度説明してください。 

○税務課長（正木三郎君） まず１点目、個人町民税の増について御説明します。 

  所得の主となる給与、年金、営業、農業に至るまで、少しずつでありますが、上昇傾向に

今、所得はあります。あと、それに加えて、扶養の控除額、これが総所得に対する控除額が

減っている状況というのをとらえて、こういう予算になっています。 

  あと、入湯税なんですけれども、この暮れに来まして、入湯客数が上昇傾向を見せており

ます。それと、稲取と城東における大手ホテル等、そこの集客力に期待をしまして、この予

算をつけさせていただきました。 

  以上です。 

○６番（内山愼一君） 今、控除額の云々ということの話をもうちょっと詳しくやってもらう

ことと、それと入湯税については、ちょっとあいまいな要因だけれども、その辺のところで
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大丈夫かなという感じがするんだけれども。 

○税務課長（正木三郎君） 控除額につきましては、減少としましては、今まで扶養であった

奥様であるとか、子供扶養だったのが外に転出した者も多いと。あと、家庭の生活の関係な

んでしょうけれども、今まで扶養でうちにいた奥様がパート等に働きに行って、扶養の控除

が減ると、そんなような減少をうちの税務課ではとらえています。 

  あと、入湯税に関しましては、新たに開業を今、工事をしてくれたりだとか、開業を予定

をしているホテル等の箱を見ますと、何万人というような形の受け入れは今まで実績でござ

いますので、そういうものを開業していただいてという想定、希望を持って予算措置させて

いただきました。 

  以上です。 

○６番（内山愼一君） 今の控除額ということは、逆に１件１件の収入は逆に増えるというこ

とになるわけだね。 

○税務課長（正木三郎君） 課税所得がですね…… 

○６番（内山愼一君） 増えるということだな。 

○税務課長（正木三郎君） はい。控除から減るということで、課税所得が上昇する。それで、

町県民税に反映する、そんな形の予想をしています。 

○６番（内山愼一君） はい、わかりました。 

  それと、入湯税の関係、ではこれ、大手ホテルの今、休業しているところが開業する見込

みの予想ということがね…… 

○税務課長（正木三郎君） そうですね。 

○６番（内山愼一君） それが一番大きいわけだね。 

○税務課長（正木三郎君） 稲取で１件、城東で１件、そこの開業を期待しているところであ

ります。 

○６番（内山愼一君） はい、わかりました。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑はございませんか。 

○１４番（山田直志君） 今の個人町民税の関係なんだけれども、かといって、一方で控除額

が上がっていく、100万円とか100何万円ルールが150万円とか、いろいろ上がっていくとい

う部分とか、年金下がっていくとかということを考えると、にわかにもう３分の１ぐらい、

納税者で見れば、半分近くが年金生活の方なのではないかと思うんだよね、今のうちの町の

状況からすると。そうすると、そこの部分では、基本的にはそんなに上がっていかないで、
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逆に下がっていくというような状況がないかなというのが１つ。 

  それと、入湯税について言うと、課長言われた新しいのが２つ入ってもマイナスだよとい

うことだから、確かに現状、人手不足というか、確保できなくて、今まで50人とっていた民

宿とか小さいところなんか、もう25人、30人しかとれないとか、もう建物のキャパの問題で

はないよね。人手不足から、お客さんが、もうとるということについて、もう限界がかなり

来ているわけで、そうすると、本当に落ち込みがこの程度なのかなという心配もするんだけ

れども、どうですか。 

○税務課長（正木三郎君） 町県民税につきましては、実際に当初うちのほうが28年度見込ん

だものより、もう既に調定でどんどん上げている、いわゆる所得が上がってきている、そう

いう状況が見えます、確かに。ですが、調定だけ見ますと、震災前には遠く及ばない。そこ

からどんどん下げたものが、そこに来て徐々に徐々に上昇傾向を見せているというふうにう

ちのほうは見させてもらっています。 

  あと、ホテルの開業も、経営母体が大きいのと、そういうものによってほかのよそから入

ってきているホテルと同様に、集客の力、低額であるかどうかというのはうちのほうはまだ

わかりませんけれども、そういうものの見込みを通常より大目に見込んで、計算させていた

だきました。 

○１４番（山田直志君） だから、そうすると、新しいやつが見込まれなかったら、やっぱり

今の数からすると、もっとやっぱり落ち込みが厳しいのかなと。逆に、新しいやつが新しい

お客を呼び込んでくるなのか、その新しいところが稲取や熱川の今までほかの既存の施設に

泊まっていたやつを呼び集めるのかというのは、これは何とも言えないところがあるよね。

何とも読めないよね。 

  だから、単純にプラスになるとも何か言えないような、逆にこの間のを見ると、チェーン

店の部分のところが伸びる部分がある反面、そうではないところは逆に減少傾向というふう

な傾向もあるんではないかと思うんだよね。だから、あんまり単純計算、プラスにはいかな

いんではないかなという見方をしていますけれども、これが１つ。 

  それと、２つ目に、あと収納の関係ですけれども、一応のまず町民税の関係の収納率の設

定とその取り組みについて、あと、とりわけ賀茂のやつができたり、県ができたりというよ

うなことの連携をする中で、どういうふうに見込みをして、このやつを達成を図っているの

か、その辺をお願いします。 

○税務課長（正木三郎君） 住民税についてでよろしいでしょうか。 
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○１４番（山田直志君） ええ。 

○税務課長（正木三郎君） 住民税、普通徴収住民税につきましては0.91、91％。これにつき

ましても、税務課では毎年、それ以上のものを毎年見込んで、それの達成に向けて日々努力

している形をとらさせていただいています。91％、特別徴収については99.5％見込んで、当

然滞納整理機構であるとか、町税滞納整理協議会、それとうまく連携をしまして、収納率を

上げる。確かに今現在、今年から結果を出してくれております。そこと協調して、うちのほ

うの収納もあわせて、収納率をもっと震災前まで引き上げようではないかという努力をして

いる状況です。 

○１４番（山田直志君） あと、次の固定資産税の関係なんだけれども、ここはやっぱり当然

減額にもなっているんだけれども、誰もが思うことは、さっき課長さん話したようなことが、

休止しているような施設とか、いろいろな形のものがあるではないですか。そうすると、滞

納の問題で言うと、簿外処理とか、いろいろな形でしていかないと、大変なのではないかな

と思っているんだけれども、そういう問題については、この取り組みとあわせて、そうした

やっぱり営業が終わっているようなところが、実際やっぱり対応できないというようなとこ

ろが恐らく幾つもあるんではないかなと思うんですけれども、その辺の対応についてお伺い

いたします。 

○税務課長（正木三郎君） 議員さんのおっしゃるとおりでして、毎年大変大きな額の徴収で

きない案件というのが、東伊豆町、収納率に関しますと、３％、４％、もうただ取れない。

物はあるんで、毎年調定は起こります。しかし、一円も収納できない。そういうものがなけ

れば、当町は県下でもそこそこの位置まで上げる収納力というのは準備しております。そこ

が一番うちのほうの厳しいところでして、それについては、滞納整理、滞納整理といいまし

ても、執行停止であるとか、不納欠損であるとか、そういう部分で滞納整理をかけてやって

おりますけれども、実際は調定を上げないわけにいかないので、全く取れない固定資産税、

それがすごい大きな額で当初調定されます。そのほかの部分について、収納を頑張っていた

だいているということで、それについては、もうどうしようもないといいますか、やれるも

のはやってしまっていますんで、もう取れない部分があって、それが何とかできないかと県

とかそういうものと調整しますけれども、どうしようもない。３年たって落ちるものだとか、

そういうものは当然処理を必ずかけていますけれども、その年の収納率には反映しない。取

れない部分ということで御理解を願いたいと。 

○１４番（山田直志君） そうすると、今の全体として、この予算を立てる段階での滞納の総
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額と、今言われたような形で執行停止をかけたり、当然その後、不納欠損は決算の段階でや

っているわけで、これは手続としてそれでいいと思うんだけれども、実際執行停止にかけて

いる件数なんかは、今の段階では把握しています。そういう状況をした上で、当然取れると

ころから取って、一応この予算上の滞納繰越に対する税のやつを確定されている、それに対

して県の滞納整理機構を使ったりいろいろして対応しているということになると思うんだけ

れども、一応そのベースとなるこの部分はどんな状況になるのか。金額、件数。 

○税務課長（正木三郎君） 件数と数字につきましては成果表でお示しするんですが、当然新

年度予算に向けて、うちのほうの滞納のものについて全件ヒアリング、滞納に限らず、滞納

者の全件ヒアリングを収納係長と私のほうで職員とやらせていただいて、全て把握すると。

そこで執行停止をかけたものの件数、それが３月31日で落ちる欠損額、数字、それは全て数

字として把握して、それを予算の滞納額から当然引いて、それが滞納繰越分の調定となる、

そういう形で、数字的には全て把握して、当然の予算を組むという形をとらさせていただい

ています。 

○１４番（山田直志君） だから、今、ちょっと、今の段階、３月31日ではないけれども、お

おむねの滞納全体の金額と執行停止なんか何件ぐらいかけているのかという…… 

○税務課長（正木三郎君） 28年度ですか。 

○１４番（山田直志君） 28年度、今の段階で、だってこれをベースにして29年度立てている

わけだから、ちょっとわかる範囲で。 

○税務課長（正木三郎君） わかりました。 

  すみません、予算上の件数であるとか、全体のものというのは、今、申しわけない、28年

度分のものを持ち合わせていませんけれども、29年度予算に対応した税ごとの欠損額という

ものでお示ししたいと思います。 

  町民税につきましては811万7,000円、これが欠損額。法人につきましては27万3,000円、

固定資産税につきましては6,289万1,000円、軽自動車で10万4,000円、以上、すみません、

件数はちょっと28年度の処分に関する資料をちょっと持っていませんので、申しわけありま

せん。また成果表のときにお示しをさせていただこうかなと思います。 

○１４番（山田直志君） そうすると、一番でかいんで、固定資産税の滞納繰越分というの、

あるんだけれども、そうすると、これは母体があって、何％でこの金額ということなんだけ

れども、算定しているこの母体の繰越額と税率、収納率についての設定はどうなっていますか。 

○税務課長（正木三郎君） 固定資産税の滞納繰越分については、７％の収納率をとらさせて
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いただきまして、滞納に回る見込みの分から欠損額を引いて、収入未済額という形で予算を

つけさせてもらっていますけれども。 

○１４番（山田直志君） 母体は、母体。 

  だから、７％でこれだから、では一体今の段階で、この29年度当初予算段階で、例えばそ

れが３億円あるのか、５億円あるのか、それに対して７％でこうですというところがちょっ

と。 

○税務課長（正木三郎君） 固定資産税滞納繰越分についての調定見込み額ですけれども、１

億9,481万8,000円が調定です。これに７％掛けで予算を算出させていただいています。 

  これも随分圧縮してきたもので、当時、10年以上前には滞納額10億円とかというものから

始まっているんで、その分頑張っていただいて、ここまで圧縮したということで御理解願い

たい。 

○１４番（山田直志君） 結果は結構あれだもんね。前は、２年ぐらい前は、結構不納欠損を

するなというか、結構そこに対して議会も厳しかったけれども、ここのところは、やっぱり

欠損額、欠損はもう実際としてしようがないわけなんで、ある程度そこはだから認めている

んで、何千万円というか、１億円前後のものも、この間やっぱり不納欠損しているから、ベ

ースとしては、大きな水膨れしたものについては、もう圧縮してきたということだよね。最

低、事務的に今、把握できているのは、こういう金額だということですよね。 

○税務課長（正木三郎君） おっしゃるとおりでして、不納欠損するにも、財産がある者から

収納していただかないで落とすということは町としてできませんので、そこに至るまでの調

べですね。財産調書であるとか、残債調査であるとか、いろいろな調べを全て毎年こなして、

落とせるものは落とさせてもらう、そういう形で残ったものがこういう形でございます。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかには質疑はございませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 今、収納率の話で、山田さんのほうがいろいろとそちらに質問して

いるわけなんですけれども、私はそんなに数字的に厳しいことではなくて、ちょっとお聞き

したいなと思うのは、今、非常に空き家対策というのがこの町でも頑張っているではないで

すか。そうすると、その空き家に対しても、恐らく固定資産税は課税するんではないかなと

思うんですけれども、そこら辺の収納率というのはどうなんですか。個人においての、住民

が少ないところに空き家があって、今、困っている人たちがいっぱいいるではないですか、

よそに住んだり。そういううちにも課税するんでしょう。 

○税務課長（正木三郎君） 当然その土地に建物があって、そうすれば納税を管理されている
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方がいる。子供であるとか、親戚に任すケースもあるかもしれませんけれども、それが町外

者であっても、当然に納税を通常と同じように課税をして、納付してもらうという形。 

  私の把握する中で、その空き家に対して滞納がたくさんあるよという把握は、私の知識の

中にはございません。 

○１２番（鈴木 勉君） ない。 

○税務課長（正木三郎君） はい。 

○１２番（鈴木 勉君） 私の言葉の使い方が間違っていたらごめんなさいね。今、我が町の

固定資産税を100とすると、不納欠損だとか、今言ったみたいに、もうこれは課税しても取

れないよというのがあると思うんですけれども、それも含めて全部課税しなければならない

んだけれども、その比率というのは、９割ぐらい。１割ぐらいは、もうそういうお化け屋敷

みたいなものでも課税していくという、取れないことがわかっていても課税する物件という

のは、比率にしたら結構あるの。率としたら。 

○税務課長（正木三郎君） 今、上物があって、取れないよというものにつきましては、経営

困難になったホテルさんとか、あと城東に行きますと、大きく開業されていた病院であると

かという形のものはございますけれども、空き家登録されるような一般的な家庭で、住んで

ないけれども、滞納にという、そういうものは余りないような認識…… 

○１２番（鈴木 勉君） 私が聞き方が悪かったかもわからないけれども、旅館から、大きな

物件から小さな物件まで合わせて、もうここは課税しても、この建物では見込みがないだろ

うと思っても、課税しなければならないという義務は自治体にあるわけではないですか。自

分の所在地にある物件には全部、高いか安いかわからないけれども、固定資産税というもの

は賦課するわけでしょう。でも、これはどう賦課したったって取れないなというような、そ

ういうお化け屋敷的なものはどれぐらいあるのかなという、私聞いたんです。 

（「お化け屋敷ということは……」「それはない」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） ないの。でも、取れない…… 

○委員長（稲葉義仁君） ちょっと暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時５５分 

 

再開 午前 ９時５７分 
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○委員長（稲葉義仁君） では、休憩を閉じ、再開します。 

○税務課長（正木三郎君） 建ってはいるけれども、営業してないとか、そういうものの比率

としましては、うちのほうにつかんでいるもので、全体の３％程度はあるんではないか。収

納率に換算して３％落ちてしまうんではないかということです。 

（「3,000万円、4,000万円ぐらいということ」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑はございますか。 

○５番（西塚孝男君） 全然ちょっとあれなんですけれども、入湯税って一般会計に入ってい

るけれども、目的税だという、いずれにしてもお客さんが置いていっているお金なのに、こ

こになぜ入っているのかなという。 

○委員長（稲葉義仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時５８分 

 

再開 午前 ９時５９分 

 

○委員長（稲葉義仁君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○税務課長（正木三郎君） 入湯税につきましては、町が課する税金ということで、町税、入

湯税ということで、こちらにのせさせていただいています。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑はございませんか。 

  よろしいですか。 

（発言する人なし） 

○委員長（稲葉義仁君） では、質疑なしと認めます。 

  以上で歳入に対する質疑を終結します。 

  次に、歳出の質疑に入ります。 

  質疑ございませんか。 

（「65ページから」「69ページは大丈夫」「65です、65」「65まで」

「65からです」「からね。では、69ページいいんだよな」「69ページ

の上のほうもそうです」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 69ページをちょっと開いてみてください。 

  コンビニのこの業務委託というのが今年から始まったと思うんですよね。これ、ここに
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179万2,000円というのが計上されているんだけれども、この業務に委託することによって、

どれぐらいの徴収増というものが見込まれるのかなと、聞いてみたいなと思っています。 

○税務課長（正木三郎君） コンビニ収納に関しましては、うちのほうはまず考えたのが、町

民の方、お昼お仕事されている方が夜に納めれる利便性をまず一番に考えまして、収納効果

につきましては、言葉は悪いんですけれども、さほどですね、コンビニ収納になったからと

いって、何％上げるという見込みは、まだ開けてみなければと言ったら失礼ですけれども、

見込んでいないのが状況でして、それで一番考えられるのは、納期内納付、納期限内に納め

ていただける納税者の方が増えるんではなかろうか。そこから収納率も上がればいいなとい

うことですね。 

  コンビニで夜納めれるからといっても、大変な方は、お昼であろうが夜であろうが、厳し

い状況は変わりませんので、ただ、納期内納付に納めていただいて、そこからまた相談を始

めると。収納に対して頑張っていただくと。まずは利便性、納期内納付。収納率を上げるた

めにコンビニ収納という考えではちょっとあります。 

○１２番（鈴木 勉君） 僕らは、新しくここに170万円というものが計上されてくるという

ことは、今まで優良、不良という言葉で表現すると、優良的な納入者がこれを利用するとい

う形で優良を保つというものと、もし不良の人たちが、役場に収納したり、銀行へ行ったり

するのが大変だから、こういうところの窓口があれば、今まで不良だった人が優良になって

くるのかなという、そういう期待性があってこういうものを開設していくというのが僕は望

ましいという気持ちがあるもので、優良の人たちの利便性だけでこれだけの金を使うとなる

と、必要性をちょっと疑問視するというのが僕はちょっと感じるんだけれどもね。 

  だから、期待するのは、不良の滞納している人たちが、こういうコンビニがあると、ちょ

こっと支払いやすくなったから、収納率が上がったねというところに結びつけるように頑張

ってもらいたいなと思いますけれどもね。 

○税務課長（正木三郎君） おっしゃるとおり、今までお昼は仕事をしているんで、銀行に間

に合わないですよ、郵便局に間に合わないですよと相談してくれる方もいらっしゃいます。

そういう方については、当然夜もやっているんで、そういう部分の収納率は、おっしゃると

おり伸びると思いますし、一番うちのほうでずっとお勧めしているのは口座振替。口座振替

につきましては、昼夜問わず口座から引かせていただくので、それはずっと推進しておりま

す。 

  何で今かという話もありますけれども、ずっと以前からコンビニ収納はうちのほうはいち
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早く県と検討をさせていただいていました。そのときには、費用がこれから４倍、５倍かか

る費用がかかると。今、県内でも結構コンビニ収納していただいて、業者も対応してきて、

このぐらいの金額まで落ちてきていると。銀行、郵便局で納めていただいても手数料等は取

られます。でも、コンビニではちょっと、少しだけちょっとお高くなるのと、月額使用料と

いうのがかかる。その費用なんですけれども、それに対しましても、皆さんの利便性がよく

なればいいんではなかろうか。その金額になったんで、うちのほうも近隣の市町に合わせて

みんなでやろうではないかと、そんなような形で今回のせていただいたということです。 

○１２番（鈴木 勉君） 頑張ってください。 

○１４番（山田直志君） これ、基本的にそれ、今、ちょっと高くなるというのは、１件当た

り大体どのくらいか。恐らくこれもやっていかないと、いわゆる熱川支所をこれからどうす

るかというような話が出ているわけだから、今後の住民福祉課のサービスの問題とリンクし

てあれなんだけれども、ただ、僕はぜひ考えてもらいたいのは、やっぱり収納にしても、こ

の住民福祉課でやるいろいろな住民票とかいろいろなものがコンビニでとれますという、こ

の部分があんまりコンビニへ行ってもわからないじゃん。 

  いわゆるＡＴＭでお金があれするとか、いろいろな部分というのはあるんだけれども、振

り込みできますという機能の紹介はあるんだけれども、でも東伊豆町にあるコンビニさんで

東伊豆町の税の収納であったりとか、住民票サービス、こういうのが別々ではなくて、一緒

にちゃんとやっぱり利用する人に知ってもらえるような部分も、やっぱりちゃんとお互い連

携して、検討していただく必要はあると思うんね。そうでないと、やっぱり一つ一つではや

っぱりなかなか町民の皆さんにも定着していかないと思うんで、これは今後、住民課のほう

の住民票やなんかを全部やるということとやっぱりリンクして、町のこういうサービスをコ

ンビニでちゃんと受けられるということについても、やっぱりちゃんと宣伝をしてほしいな

と思っています。 

  ちょっと１件当たり幾らというのをちょっと教えて。 

○税務課長（正木三郎君） １件当たり、１件56円というものを見込んでいます。56円の、件

数的に予想するのはちょっと難しいんですが、３万件弱、これになるんではなかろうか。町

外ですね、郵便局でやっていたものが、郵便局分というのは数が限られています、銀行と違

って。そういうものがコンビニに移行していくんではなかろうかというふうな形で考えてい

ます。 

○１４番（山田直志君） そうするとあれか。町だけではなくて、町外のほうのメリットのほ
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うが大きいのか。皆さんの見方としては、どういうふうに見ているか。 

○税務課長（正木三郎君） 幸いコンビニ収納を今まで行わなかった理由として、私の見解で

すけれども、この東伊豆町というのは、もともと大川にも農協さんがあって、稲取にはこれ

だけの人口なのに幾つも銀行があって、全ての場所について、農協さん、銀行さんが備わっ

ているよと。そういうところにもってきて、多額の金額をかけてコンビニ収納して、それが

結果として出るのか、そういうものを懸念していましたけれども、今、農協さんも、大川を

廃止するよだとか、今現在でも、大川の方は熱川まで来られるよとか、そういう町内の方の

利便性も考えながら、町外の方も大きく見ている、そんなような形ですね。 

○１４番（山田直志君） 前、以前から大体滞納者というと、大体町外、町内半分ぐらいずつ

で、金額は別だけれども、町外者のやっぱり滞納が非常にうちの町は多いよね。別荘やマン

ションとかいろいろなことがあって、そこに対する皆さんのほうが町外への出張徴収とかと

いうものをずっとやってきたわけだけれども、大きく変わった場合にはわからないけれども、

定着していくことによって、その収納の町外者の滞納の多いという方の徴収のあり方につい

ては、もうこれ、大分変わってくるということについては、多少それで今まで収納のあり方

が変わるわけだから、多少よくなるという見込みを持っているの。そういった町外の滞納者

なんかの考え。 

○税務課長（正木三郎君） 町内でお働きになって、転出されて、町県民税の滞納というか、

この方については、当然に銀行、その他を余り御利用にならない若者も多くいると。そうい

う方たちはコンビニに行ってくれるだろうということと、今、コンビニは相当数で増えてい

ますし、ちょっと歩けばコンビニがある。銀行、郵便局というよりは、お近くにあるという

ことで、一定残って、納付書があれば一緒に払うかな、そういうものは効果としては見込ん

ではいるので、期待したいところですけれども。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑ございませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 65ページのところで、下のほうの欄なんですが、町税の過誤納付と

いうふうなことのちょっと予算見ているんですが、400万円ばかり。これは、毎年何かこん

なふうな感じであるものなんですか。普通、どんなふうな形で発生するのか、ちょっと。 

○税務課長（正木三郎君） 町税過誤納還付金につきましては、例年これぐらいの予算をとら

させていただいていまして、これは字が過ちであるというふうなものが載っていますけれど

も、これについて主なものは、法人の予定納税というのがございますけれども、そこで所得

が下がると、先に多く預かったものをお返しする。あと、一般的なもので言いますと調定更
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正、税額が変わるものについて、もらい過ぎたものはお返しする。あと、それほどでもあり

ませんけれども、二重納付、これも全てこの予算で賄うと。これが大体300から500くらいの

間で、金額、そのぐらいの過誤納還付金というものが発生する。預かり過ぎたものを返す、

調定があって、返すべきものを返す、そういった予算でございます。 

○１０番（藤井廣明君） 69ページの静岡地方税滞納整理機構に170万円の負担金が行ってい

るわけなんですが、分担金の。それの件数なんかはどのくらい行っているのかというふうな

形をちょっとお教えいただきたい。 

○税務課長（正木三郎君） 地方税滞納整理機構につきましては、県内の委託件数が例年決ま

っております。うちの東伊豆町は10件、１件当たり11万円で負担金を納めて、お願いしてい

ます。その他のものにつきましては、27年の徴収実績割というんですが、それが600万円ほ

どあって、この予算という形になる。例年、東伊豆町は10件。これが５件であっても、12件

であってもまずいんで、10件。 

○１０番（藤井廣明君） 10件ないというふうなことはあるんですか。それ以下。 

○税務課長（正木三郎君） 御承知のとおり、うちのほうは滞納額がゼロになるということは

ございませんで、毎年大変な方は滞納されてしまいます。その中でも、悪質な、先ほど言っ

た納められない方でなくて、財産はあるけれども税金は納められないよというような悪質な

案件については、１年間かけて滞納整理機構にお願いして徴収していいただく、そういうも

のでございます。10件はあります。 

○１０番（藤井廣明君） 逆に、その10件がこちらからお願いしますと機構のほうに行ったと

して、全部、しかしうまく徴収できるとは限らないんではないかと思うんですけれども、そ

の辺どうでしょうか。 

○税務課長（正木三郎君） お話ししていただいたとおり、うちのほうは収納率は悪かれ、徴

収については、県のほうでも認めていただいているとおりの滞納整理というのは行っていま

す。その東伊豆町で収納できないものというのは、うんと悪質なもの。財産が見つかったも

のはうちでできるんで、それを財産を見つけてもらったり、公売をメーンに処分してもらっ

たりという形のものをしていただくんで…… 

○１０番（藤井廣明君） いいです。了解です。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） よろしいですか。 
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  では、質疑なしと認めます。 

  よろしいですね。 

  では、これをもちまして税務課の質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時１７分 

 

再開 午前１０時２９分 

 

○委員長（稲葉義仁君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより住民福祉課の質疑を行います。 

  質疑の対象を歳入といたします。 

  質疑はございませんか。 

  質疑ございませんでしょうか。 

（「17ページはいいの。17ページは大丈夫。質問大丈夫になっている」

「17ページの永代使用料と上の保育ママの滞納繰越分は住民福祉課で

す」「17ページの……」「すみません、町営住宅は、私、間違えまし

て、建設課でした。ですから、町営住宅は、すみません、違います」

「永代使用料まで」「町営住宅は住民課です。すみません。町営住宅

と永代使用料が住民課です。すみませんでした」「では、これはいい

んだろう。この団地のこと聞いてもいいんだよな」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 17ページの稲取団地と熱川団地の使用料がここに書いてあるんだけ

れども、今は、ごめんなさい、こういうの何と言ったな。住居率、要するに部屋の満室です

か。空き室というのはあるんですか。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 稲取については満室です。熱川につきましては、一部屋、今

現在はあきがあるんですが、申し込みの方がいらっしゃいましたので、後日現場を確認をし

て、入居するかしないかというのは、そこで判断していただくという状況になっています。 

○１２番（鈴木 勉君） 滞納というのはないよね、団地についてはね。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 担当のほうで、やっぱりおくれる方はいらっしゃいますので、

そこは担当のほうで伺ったり、電話したりということで、28年度については滞納はないとい
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う状況でございます。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑ございませんか。 

  ないでしょうか。 

○６番（内山愼一君） ちょっとピントがずれているかわからないけれども、今の町営住宅の

関係だけれども、基本的に何か駐車場というか、そういう形で収入はないんだけれども、現

実には駐車場にとめているわけだよね。だから、その辺を例えばはっきり駐車場を認めた格

好で、駐車料金とした格好の中で区画をして、もらえるような格好にするのかどうか。その

辺を町がどう考えているかということをちょっと聞きたいんだけれども。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 基本的にあそこの町営住宅が建ったときの考え方としては、

駐車場ということは考えてないと思います。収入が少なくて、町営住宅に入るような人が車

を持つような状況ではなかったと思います。 

  ただ、今、そういう車社会ということで、また稲取については、場所がああいう稲高の上

ということで、やはり車が必要なのかなということもありますけれども、全ての部屋数の駐

車場が確保できないというところも１つ、整備はなかなかちょっとできないのかなというと

ころで、今のところは駐車場として駐車料を取ってやるという考えは、今のところは考えて

おりません。 

○６番（内山愼一君） 実際に事実上は駐車をしている事実があるというふうなことの関係と、

それからそれに対して車を持っていない人たちから苦情が来て、料金をもらわないで駐車し

ているのはどうかということの関係が１つと、もう一つは、事故ね。一応そこの場所で事故

があったときの処理については、役場のほうの対応ということはどうしているのか、その辺

をちょっと聞かせてもらいたいんだけれども。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 確かにそこで車、あそこの敷地の中で事故があれば、当然役

場のほうも対応しなければならないかなと考えていますけれども、今のところそういう事故

があったという話は聞いておりませんけれども、今後は、その辺も含めた中で、駐車場とし

て整備するのかどうかというのは、またちょっと検討させていただきたいということで考え

ております。 

○６番（内山愼一君） 今ちょっと答弁漏れがあったと思うんだけれども、車を持っていない

人たちから、そういう苦情というか、持っている人たちに対して料金払ってないとか、そう

いう格好のことを聞き合わせるようなことはないのかどうか。 

○住民福祉課地域係長（国持健一君） 直接私たちのところにそういったような旨の苦情とい
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うのは入っていません。 

  車をとめる場合も、出入り口の反対側に車がとまっているようなこともありまして、特段

に通行に支障があるとかというお話も特には入ってきていません。 

  以上です。 

○６番（内山愼一君） はい、わかりました。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑ございませんか。 

○１４番（山田直志君） だけれども、あそこの町営駐車場でも、車庫証明をとらなければ車

は持てないわけで、そうすると、普通車の場合は、車庫証明について、地主である町が同意

書なんか出しているんでしょう。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 証明を出していることはありません。 

（「どこか別のところでやっている」「ほかのところでやっている」

「軽は要らない。だけれども、普通車は車庫証明とらなければならな

いわけだから」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 何かありましたら。 

（「どこかの家を借りてやっているんだよ」の声あり） 

○１０番（藤井廣明君） 85ページの繰出金、85ページは違う。 

（「今、歳入のほうになります」の声あり） 

○１０番（藤井廣明君） ごめんなさい。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかには質疑はございませんか。収入関係。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） よろしいでしょうか。 

  それでは、質疑なしと認めます。 

  以上で歳入に対する質疑を終結します。 

  次に、歳出の質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

（「何ページ」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 歳出は、３款、４款がメーンになりますかね。 

○１０番（藤井廣明君） 85ページの養護老人ホーム施設入所事業というのがあるんですが、

これ、具体的にどんなふうな内容なのか、もうちょっと詳しく数字等を入れてほしいなと思

うんですが、どうでしょうか。 
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○住民福祉課参事（木田尚宏君） 要保護老人ホーム施設入所事業ですよね。こちらは、賀茂

地区の老人ホーム、こちらに入所している方の負担金、それと保護措置費ですね。負担金は、

入所判定会運営協議会の負担金で、これ、委員報酬と費用弁償ですね。それを委員報酬が２

名分、費用弁償４名分、こちらを計上しております。 

  そして、老人保護措置費のほうは、現在、東伊豆町のほうから11名入所しておりまして、

その方の分の負担金というですか、入所費になりますね。それを計上しております。賀茂老

人ホームですね。 

○１２番（鈴木 勉君） では、ちょっと85ページお願いできますか。 

  今、緊急通報システムの委託料だとか、使用料だとかというのがここに計上されているん

だけれども、今これを利用している人数というのは、どれぐらいの今、方たちの数いますか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 緊急通報システムは、今、67台ですね。67人の方が御利用

されているということです。 

○１２番（鈴木 勉君） 67。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） はい。 

○１２番（鈴木 勉君） 私は、このシステムということについては、非常に重要性を感じて

いるんですけれども、これからの見込みとして、まだ利用したいなという方たちの見込みと

いうのは、どれぐらいのものを見ていますか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 現在、特に新規でということは今のところ出てないんです

けれども、一応５台分をですね、67台から増える場合に、予算措置をしていまして、29年度

の予算で25万円分見ております。１台５万円ということですね。 

○１２番（鈴木 勉君） ５台か。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） はい。 

○１２番（鈴木 勉君） ５台の予算計上な。 

○１４番（山田直志君） 同じく79ページの社協補助金については、もうこの間一般質問でや

ったので、ぜひ、少なくても公的活動の部分については、しっかり見直しをして、もう少し

ルール化をちゃんと図っていただかないと、町にとってのかえって財政負担になる問題だと

思うので、そこはまず１つ、ちゃんとやってくださいということです。 

  ２つ目で、さっきの問題に関連して聞きたいんですけれども、緊急通報システムについて

は、導入した当初は、消防署での対応になっていたと思うんですけれども、今これは、実際

通報を受けるのは、24時間受けるのは、どこが受けるというちょっと状況になっているのか
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というのが２つ目のことと、３つ目の問題で、その上にある高齢者等の配食サービス事業委

託料で、金額が215万円出ているんだけれども、これはどういうサービスと、その負担の根

拠というのはどういう中身か、その辺についてお願いします。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） まず、社協の補助金なんですけれども、社協の補助金は、

６つの事業がありまして、社会福祉協議会の運営事業、それとボランティアセンターの事業

と災害ボランティアセンター事業、生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事業、食事サ

ービス事業、この６つに28年度は補助をしていたんですけれども、29年は食事サービス事業

がなくなりまして、５つの事業に補助するような形になります。 

  公益的な事業の２分の１に対して補助するということですね、していきますので、687万

5,000円を29年度補助する内容となっております。今後も同じような形で、事業内容を精査

して、公益的な部分に補助していくつもりで考えております。 

  また、緊急通報システムにおきましては、消防署が統合されまして、指令センターのほう

に通報が行くような形になっていると思うんですけれども、そこから通報があったところに

見に行くような形になっています。 

  それと、配食サービスですが、配食サービスは現在、36名の方が29年度当初予算で利用す

るということで予算措置をしておりますが、現在、週５食限度いっぱいに利用する方が非常

に増えていまして、その分で予算が去年に比べますと、41万4,000円ですか、去年の当初予

算に比べると増額ということになっております。１人１食当たり300円、利用者の方からも

らっているような形になります。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） 社協のやつは、町長もこの間そう言ったけれども、でも、そこの公

費の部分について、根拠なく２分の１というふうにしてしまったら、もうそれは半分公費で

はなくなるわけよ。公的補助ではなくなってくるわけじゃん。 

  だから、介護事業でずっと黒字があって、なおかつ余剰財産を持っているときには、その

やり方はいいんだけれども、今もう介護保険事業自体でやっぱり稼げなくなっているわけだ

から、根本的にやっぱり公費の部分はある程度やっぱり町が見るという、この見直しをしな

いと、本当につぶしてしまうというのが今の状況ですよ。 

  このまま続けば、今働いている人間はみんなやめていくよ。退職引き当てがある間に転職

を考えているよ、みんな。という事態なんで、だからちゃんとこのお金のルールも、一定介

護保険を除いた部分というのは公的な仕事をさせているわけだから、そこのやっぱり社協が
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やっぱり生き残れる部分は、ある程度町が面倒見ないと、やっぱりこれはもう大変なことに

なるんで、町長も一定の見直しというのは口にしているわけだから、ちゃんとやっぱりそこ

を見ていかないと、公的な部分をただ２分の１にカットして、おまえら頑張れと言ったって、

これはもう意味がない。 

  それでも、社協が稼いでいたときはそれで通ったけれども、今現状では、やっぱり見直し

が今後やっぱり大きな課題で、皆さんのほうでちゃんとルール化してあげないと、人材を流

出して、日本で初めて社協をつぶした町になりかねないということをやっぱりよく考えてい

ただきたいと思います。 

  ２つ目の緊急通報システムについては、今の消防のあのシステムでいえば、確かに東伊豆

からの入電は、今は、東伊豆消防から行っている人間が受けるというシステムにはなってい

るんだけれども、実際問題として、ここのところ、28年度あたりでそこ、対応して、問題は

なかった。実際指令との関係では。それとも、全然利用されなかったのかな。 

  先ほど出たように、東伊豆町はやっぱり老人世帯ないし老人のひとり暮らしとかというの

が世帯的には非常に多いという、県下的にもね。統計上はそうなっているじゃん。そうする

と、やっぱりさっき出たように、今後、いろいろな形の中では、こういう部分というのは需

要が増えるんではないかという期待というか、問題があるんではないかということだと思う

んだよね。それが、今までの東伊豆町消防署と、やっぱり駿東の指令へ行ってから、実際の

受け渡しがちゃんとできているのかなというところは、ちょっと心配なところではあるんで

すよ。 

  ３つ目の問題でいうと、この食事サービスの問題も、結局やっぱりひとり暮らしとか高齢

者の世帯が多いということからすると、大体買い物に出れなくなって、食事をつくれなくな

るから、ありがたいなということで頼むんだと思うんですよ。ただ、300円もらって、あと

町が幾らか負担をしているという格好になるんだけれども、ただ、最近僕が聞く範囲では、

あんまり評判よくない。食事に対して。 

  だから、僕思うのは、お金は確かに町からしてみると、経費が安くなったという町長の言

っている意味もわかるけれども、しかし、サービスとして、利用者の方々から皆さんのほう

でも食事に対して本当にどうなのかということについては、ちょっとやっぱりたまにフィー

ドバックするようなことをしたほうが、やっぱりちょっと油っぽいんではないかとか、やっ

ぱりお年寄りのちょっと食事としては何か不向きだよというような声も聞かないわけではな

い。割と健康的な人だったらいいけれども、ちょっと病弱的な要素を持っている人にとって
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みると、ちょっと心配だというような声は、ヘルパーさんや、いろいろな周りで見た家族の

意見としては聞くんで、ぜひやっぱり安くなって終わりではなくて、本当にお年寄りにとっ

て、お年寄りが評価していただけるようなサービスになっているかどうか。やっぱり一回走

り出したら、相手のほうは、業者はもうずっともう契約もらったもんだからということで、

やっぱりどうなのかなということがお互いないように、よく状況を見ていく必要があるよう

に思いますけれども。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） まず、社協の補助金のほうですけれども、今現在、剰余金

も少しあるということで、その辺をまた見まして、今後、公益事業のほうの整合性、内容も

精査して、その補助の額をどうしていくかということもまた検討していかざるを得ないと思

いますので、また今後内容を見て、よく精査して検討していきます。 

  緊急通報システムの実績というですか、通報があったということは、１回あったかな。1

回ですね、28年度は。あっただけで、特にそれも通報が来て、そのまま病院に１回運ばれた

ということですね。そういう実績がありました。 

  今後また利用したいという方がおりましたら、予算も措置してありますので、その中で対

応していきたいと考えております。 

  食事サービスの内容ですけれども、これ、栄養バランスなんかも考えて会社のほうでやっ

ているとは思うんですけれども、お年寄りが食欲がわくようなものとか、またその内容です

ね、それをまた担当のほうとメニューなんかもちょっと考慮、検討しまして、今後、その会

社のほうと打ち合わせをして、提供メニューをまた検討していきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑はございませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 85ページの、86ページと85ページにまたがっているんだけれども、

重度心身のタクシーの助成事業、これは前年に比べてどうなのかな。それから、これを受け

る人たちが、入れかわったりしているのかなという気持ちがするんですけれども、そこら辺

はどうなんですか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 重度心身障害者タクシー利用助成費ですけれども、現在、

対象者は年間376人ぐらいいるんですけれども、そのうちの８割ぐらいしか実際利用してい

ないような状況なもんですから、対象者は障害手帳の１級、２級、療育手帳のＡですか、そ

ういった方が対象となっております。 

  タクシー利用券は76人分ぐらいを予算措置しています。ガソリン券のほうは230人ぐらい
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措置しておりますので、入れかわるというと、大体同じような方が利用していると思うんで

すけれども、新たにこういった障害認定とか受けた方につきましては、また利用されること

もあるとは思います。 

  以上です。 

○１２番（鈴木 勉君） わかった。 

  93ページは質問から外れる。93ページは行き過ぎ。大丈夫ですか。 

○１０番（藤井廣明君） 86ページの行旅病人等、いわゆる行き倒れ等の件数が、金額的には

大したことではないんですが、若干増えたりしているんですけれども、これは具体的には町

も増えているんですか、これ。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 金額的に単価の見直しがありましたんで、28年度の予算よ

りは増加しておりますね。２体予算措置をしております。 

○１０番（藤井廣明君） はい、わかりました。 

○委員長（稲葉義仁君） 質疑ございませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 93ページをちょっとお願いします。 

  この中にあります児童遊園の管理事業のことについて、ちょっとお伺いしたいんですけれ

ども、この120万円計上されている業務提携の委託料として計上されているわけですけれど

も、現状のこの遊具については、不備だとか、そういう不良だとかって、そういうものにつ

いてはどうなんですか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 金額的には12万円ですね。 

○１２番（鈴木 勉君） ああ、ごめん。12万円ね。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 不備のものとかは、かなりありますね。28年度、たしか９

つぐらいあったんではないかなと思うんですけれども、一応使用できないものにつきまして

は、馬を置いたり、お塚公園なんかはネットで入れないように囲いをしまして、実際にそこ

に行っても、遊ばないような形で、遊べないような形で対処しております。 

○１２番（鈴木 勉君） この町ではそういう事故が起きなくていいなと思っているんだけれ

ども、現状、結構、つい最近の話で、ランドセルが遊具にひっかかって、ランドセルのひも

が首にひっかかって亡くなったとかという、そういう自分たちが持っている、子供たちが持

っている、装飾している小物とか、そういうもので不可抗力のないような事故が起きている

というのが結構テレビの放送なんかであるもんで、こういう形の中で、東伊豆町でも委託料

を払ってやっている以上は、今答弁があったみたいに、事故がないように管理していきます
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よと言うんだけれども、それが十分な管理なのか、そういう今言われた、私が入ったみたい

に、危険性が起きるようなものだったら、新しく遊具を入れかえるとか、撤去してしまうと

かというような、そういう方法とかというものは考えているのかな。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 危険性があるものとか、大型遊具なんかだと思うんですね、

特に危険性があるようなものというのがですね。そういったものにつきましては、ちょっと

使用禁止的な部分になってきていますんで、使用禁止、使用できないような形で今、措置を

しているところです。 

  撤去につきましては、また非常に経費がかかるということで、今後どういうふうにしてい

くか検討をまたしていきたいと考えております。 

○１４番（山田直志君） 83ページの日中一時支援事業委託料ということ、これはワークのこ

とかなというふうに思ったり、障害者のワークで働く人たちのことかなとちょっと思ったり

しているんですけれども、これは事業所に対してやるなのか、町出身の方の個人に対して支

払うのか、ちょっとその支払い方の問題を含めて、まずお聞かせいただきたいというのが１

つ。 

  ２つ目のその下の下のほうにある賀茂地区障害者計画策定委託料で437万円という分、東

伊豆町で437万円ということになると、これ、賀茂地区でやるよということだから、全部で

合わせると2,000万円ぐらいのものになるのかなと思うわけさ。そうすると、障害者のやつ

で2,000万円もかけて、どれだけの計画が必要なんだと。かなり計画費として、後に出てく

る町の高齢者福祉計画みたいな金額から見ても、非常に金額がここは高いんではないかとい

うような思いをしているんですけれども、この辺について、まず。 

  ３点目は、その下の一番、さっき鈴木さんからも出た重度心身者のタクシー助成なんです

けれども、私もこれも大事だというふうには思っているんだけれども、ただ、最近の使い方

というか、制度の問題からすると、昔、この制度ができたときは、介護事業も何もなかった。

障害者のタクシーだ何だって何もなくて、そのためにやっぱり必要だったというのがあるん

ですよ。ガソリン券なんかの場合は、自分で自立して外出するとか、特に療育手帳をもらっ

ている方なんかは、親御さんが子供をやっぱり病院へ連れていくとか、いろいろな形で活用

している。 

  そうすると、どうしてもタクシーの部分さ。というのは、今、介護タクシーも含めて、い

ろいろありますよという中で、精査する部分は本当にないのかなという思いがあるんですね。

前は、これをつくるころは、そんなもの何もなかった時代だから、あったんだけれども、今、
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当然障害者の１級、２級というふうな方であれば、介護の、ある程度年齢もいけば、ある程

度使える部分という中で見て、精査する必要ないのかなということについて、そういうお考

えはないかどうか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） まず、日中一時支援事業の委託料なんですけれども、こち

ら、各事業所と委託契約を結んで、実際利用している方の、東伊豆町の利用している方の回

数に応じて、実績に応じて金額を払っているというような形になっております。 

  予算措置では、７名の方が現在、利用しているということで、利用事業所は、千葉県とか

伊東市さんのほうの事業所とか、そういったところと契約を結んでいるというような形にな

っております。 

  また、賀茂地区障害者計画策定委託料ですけれども、こちら、437万4,000円というのが全

体の計画なもんで、2,000万円ということはないもんですから、437万4,000円を１市５町で

均等割とか手帳割とかといった部分で負担していただくというような形になっております。

ですから、全体が437万4,000円です。 

（何事か言う声あり） 

○住民福祉課福祉係長（中山和彦君） すみません、今の補足で、１市５町でやっていまして、

当町が事務局になってこれをやるということなもので、みんなからもらって、これを委託費

として払うということで、全体が400何万円という…… 

（「それでいいんですね」の声あり） 

○住民福祉課福祉係長（中山和彦君） はい。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 82万円ぐらいがうちの町の負担金になります。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 最後の重度心身障害者タクシー使用料金の助成費ですけれ

ども、こちら、タクシーのほうは、初乗り運賃で710円分、こちらを現在、補助しているよ

うな形なものですから、その利用のまた実態等を検討しまして、またこの助成の額が適正な

のかどうなのかということをまた今後検討していきたいと思っております。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） まず、日中の一時支援事業については、大体この内容わかりました。 

  まず、次の賀茂の障害者計画の問題も、事務局になってやるということで、そこのところ

はわかった。 

  そうすると、あと問題は、この計画について、その437万円でやる計画は、具体的にどう

いう形で今年度計画、この金額でやろうとしている中身というものはどうなるのかというこ



－25－ 

とをお聞きしたい。 

  最後の重度心身障害者のタクシーの問題は、だから僕思うのは、いわゆる今、国の制度で

も、かなりの部分、介護やなんかリンクしているよね。リンクさせているよね。ほとんど、

例えば65歳以上であれば、障害者であっても、ほとんど介護保険を使う制度になります。障

害者手帳で、障害者としての障害者の制度を使わないで、介護保険ですよというような、国、

割り振りしているわけさ。そうすると、タクシーの利用者の中でも、当然介護保険が使えな

い人というのは当然いるわけだから、若い世代であるとか、当然そうなんだと思うの。 

  そうすると、上のもっとお年寄りの世代の部分でいくと、介護タクシーなんかが今、普通

にいて、介護保険でも全体としても安く利用できるという部分があるんではないのかな。そ

うすると、そこのところでは、そこの見直す部分というのもあるんではないのかな。そうす

ると、介護保険で使うということは、それに対しても町はお金を支出しているわけだから、

そのサービスに対しても。という部分が、この一部タクシーの事業ということに関して見る

と、あるんではないのかな。 

  障害者の皆さん自身が、ガソリン使って自分で運転をして出かけて行くとか、療養手帳の

あれで、子供さんを家族がやっていくというとか、それもいいんだけれども、このタクシー

の部分について見ると、お年寄りのところの制度が片方にありますよという時代になってい

るんで、少し、もう少し整合させるということ、調査をしてみたらいかがですかということ

です。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 賀茂地区障害者計画のほうですけれども、28年度にアンケ

ート調査を行っておりまして、その調査に基づいて、要望とか、そういったものがあるもの

を重点的に計画に入れて、その計画を策定していくという流れになります。そのアンケート

調査、その内容ということですね、一番の重要になってくるのは。 

  それと、重度身障者の障害タクシー使用料なんですけれども、こちらは、今ちょっとお話

を聞いて、65歳以上の障害者の方は介護のほうで見ているということで、また若年の人のそ

ういった利用もまた今後、どのくらい利用しているということをまた実績を見ながら、検討

をしてまいりたいと思います。 

  以上です。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） すみません、補足で申しわけないんですけれども、賀茂地区

の障害者計画のこれ、400ちょっと、大きい数字なんですが、これについては、昨年アンケ

ートを実施をしたということで、賀茂地区の障害者計画というのは、５年間の計画を立てま



－26－ 

す。それと、障害者福祉計画というのも、30年から32年までの３年間ということで、２本立

てになっているということで、金額が伸びているという、大きいということを御理解いただ

きたいと思います。 

○１４番（山田直志君） そうすると、アンケートをとって、いろいろな調査をするというこ

との中で、これはただいわゆる５年間の計画ということの今、お話もあったんだけれども、

でも障害者の方々も、５年間たつと、子供も、場合によっては児から者になる場合もあるし、

者の方も高齢になって、やっぱり当然ニーズが変化していくということがここにあるんだけ

れども、この辺についてはあれですか。ただ、課長さんたちとか何かの会議でやるというこ

と。最終的にこの策定について、責任を持ってこの監修の取りまとめというのは、いろいろ

な人たちの中で検討会となんか構成されて、そういうそのベースで調査してきたものの中身

をさらに検討して、今後これが必要になるという形の計画をまとめるについては、委員会か

何かが今回できるの。それとも、それは来年ぐらいの作業に一定なっているの。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 賀茂地区でそういった障害者の部会みたいのがありまして、

そこでいろいろな意見とかを集約して、この計画の中に入れていく作業をしていくと思いま

すので、その辺も、現状のいろいろな課題とか要望なんかをその計画の中に取り入れていく

と思いますので、その辺は今後、検討していくと思います。 

  以上です。 

（「95ページは大丈夫」「95ページ大丈夫です」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 95ページの一番下のファミリーサポートのこのセンター事業という

のは、新しく今年から採用された事業だと思うんだけれども、この間町長のほうの報告書の

中で書いてあったから、大体のことは理解しているんだけれども、もうちょっと内容につい

て説明をちょっと欲しいなということと、その事業内容によっては、この計上されている23

万8,000円というのは、金額的に何かどうも、内容を聞かない前に言ってはおかしいんだけ

れども、少ないのか多いのかちょっとわからないなという気がするんだけれども、内容はど

ういうことなのか。 

○住民福祉課子育て支援係長（遠藤克也君） ファミリーサポートセンターというのは、子育

てをしている小学生以下の子供を持つ家庭なんですが、仕事と育児を両立するということを

一応趣旨にしているんですけれども、ただ、保育所とかと違うのは、こっちは両親とも働い

てなければいけないという、そういう規制があるんですが、別に専業主婦の方でも、例えば

自分が今日同窓会とかだから、ちょっと出かけるのに子供を連れて行けないとか、そういっ
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たときに一時預かり、もしくは働いているお母さん方とかが、では保育所に送迎するのに、

保育所は８時からしかあかないんですけれども、今日ちょっと早出で、７時にはもう会社に

行かなければならないと。そういったときに預かってもらえる方に子供を預けて、それで送

迎をかわりにやってもらうとか、そういうシステムなんですけれども、一応その預かっても

らえる方というのが提供会員という呼び名で、預けたい方は依頼会員という形になっていて、

会員登録してもらわなければならないんですね。 

  預かってもらう方は、普通の一般の方なんで、町が主催のそういう講習会を受けてもらっ

て、そこで初めて登録するような形をとっております。 

  こちら、１時間につき、平日、基本利用時間が７時から７時なんですね。朝の７時から夜

の７時までというのが一応基本時間、平日の。それは１時間につき600円。それ以外の時間、

例えば６時から朝の早朝の６時とかというと、700円なんですよ、１時間。それと、土日、

休日、あと12月29日から１月３日までのそういう休日というかあれは、１時間、もう一律

700円。依頼会員さんが提供会員さんにお支払いをするというようなシステムです。 

○１２番（鈴木 勉君） ありがとう。文章で書くより、言うとわかりやすかった。 

  これは、その23万8,000円というのは、今言ったみたいに、預けた人が負担するとは別な

このお金だよね。 

○住民福祉課子育て支援係長（遠藤克也君） はい。 

○１２番（鈴木 勉君） このあれは、ここに見ると、講演、集会だとか、ごめんなさい、何

と言うの。保育ママではないけれども、そういう資格を取ろうという人たちのための費用と

いうことだよね。内容はどうなの。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） この23万8,000円の内容は、まず報償費、こちら、提供会

員になるに当たっては、講習を受けなければなりませんので、その講師の謝礼ですね。これ

を年２回開催するということで、４万6,000円講師の謝礼をとってあります。 

  それと、あと旅費関係ですけれども、研修とかで静岡のほうで研修があったりしますので、

その分の旅費ですね。 

  あと、消耗品は、講習会に伴うテキスト代、そういったものの消耗品です。 

  それと、印刷製本費は、広報用のパンフレットなんかを印刷するような費用となっており

ます。 

  役務費のほうの傷害賠償保険料、こちらは、提供会員とか預かっている最中に何かあった

ら困りますんで、その保険料ということで計上させていただいております。 
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  以上で23万8,000円の予算となっております。 

○住民福祉課子育て支援係長（遠藤克也君） ちょっと補足になるんですけれども、費用につ

いては、この予算的な予算計上してあるのは、当人同士のお金は当人同士でやってもらうと。

これはあくまでも、この経費は、先ほど参事が言ったように、提供会員向けの講習会のため

の講師を呼ぶ謝礼と、普通旅費とかは、静岡のほうに研修があるものですから、そちらのほ

うの経費となっています。 

○総務課長（鈴木利昌君） 支払いは会員間で行うので、予算計上はされないということです。 

○１２番（鈴木 勉君） はい、わかりました。 

○１４番（山田直志君） まず１つは、93ページの保育事業のところで、特に今回は町長から

も目玉的に説明をされているんだけれども、小規模保育事業費の補助金というのがあるわけ

ですよね。いいことだなと思う反面、今年度、皆さんもう既に御承知のように、子供の出生

が東伊豆町34人と、こういう状況を考えると、今の保育園にプラス小規模の保育園をつくっ

たりするということに対して、見通し的にどうなるのかなという感じがしないでもないんで

すけれども、この辺を含めて、検討をしているのかどうなのかということが１つ。 

  ２つ目に、これは国や県の制度でもあれだと思うんですけれども、たしかやっていると思

いますけれども、95ページのひとり親家庭等の就学支援事業、具体的にどういう形で進めて

いく形でこういう金額を出したのかということと、97ページにもひとり親の子供の学習支援

ということで42万4,000円、この辺も、国のたしか子供の貧困対策に対する事業の中で行わ

れるというふうには理解しているんですけれども、具体的にはどんな形でやるということで

計上をされていますか。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） まず、小規模保育事業費の補助金内容なんですけれども、

国の補助金が２分の１、2,200万円の上限ということで、町負担額がその４分の１なんで、

1,650万円を計上してあるんですけれども、子供の数が非常に減ってきているということで、

28年度の出生した子供の数は34人の見込みということですね。 

  実際、現状は、稲取保育園のほうが105名ということで、定員は90名なんですよ。弾力的

な運用で108名まで見れるような状況なんですけれども、現状105名ということで、かなりも

う弾力的運用の108名に近づいているということで、これに対して、小規模保育園を開園し

て、６名から19名まで、２歳児までを見れるような状況になりますので、そこで対応ができ

ると思うんですよね。 

  実際、今、数は少なくは、子供の数自体は少なくはなってくるんですけれども、利用者、
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共働きとかで働いている家庭が非常に多いもんですから、利用される方というのは非常に多

くなってくると思われるんですよ。現状、入りたいというような希望している方もかなりお

りますので、その需要に見越した事業所の開設だと思います。 

  ひとり親の学習支援のほうなんですけれども、学習支援の内容は、参加者大体20名分ぐら

い見ておりまして、年間24日間、２時間ぐらい学習支援を行うということで予算措置をして

おります。放課後児童クラブに登録しています児童が対象となっておりまして、その中で希

望するひとり親家庭の子供を対象に実施するような形になります。 

  予算的には、参加する児童の保険料、それと学習支援の講師、こちらの委託料、７名ぐら

いを予定しております。あと、テキスト代とか、そういった予算になります。 

○１４番（山田直志君） そうすると、この学習支援と恐らくリンクしているんだけれども、

この就学支援事業というのは、これは恐らく物品かなんかの関係で、その辺ちょっと。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） ひとり親家庭の就学支援ですけれども、こちらは３万円ま

での学用品等を補助するような形になっておりまして、主にランドセルが多いですね。 

  対象者、一応10名予算措置しております。 

○１４番（山田直志君） 学習支援事業のところは、それはあれかね。放課後児童クラブへ通

っている人だけという形でいいのかなという部分と、放課後児童クラブへ通っている子供た

ちのその一部を抽出して、こっちでということは、全体として違和感はないのかな、やって

いく中に。その辺はどうなの。 

  みんなが、全員が、ほぼ、ほとんどひとり親とは限らないわけで、そうすると何々ちゃん、

こっちへ来てという形で勉強するということが、そういう放課後児童クラブの中で違和感な

く行えるのかなという気がするんだけれども。 

○住民福祉課子育て支援係長（遠藤克也君） 一応国の事業なんですけれども、この補助事業

が今年度、平成28年度から新規でできまして、国のほうが目的的な形で、放課後児童クラブ

とかを利用しているひとり親の家庭という定義にもなっているんですけれども、一応今年度

の10月、11月、２カ月、計４回なんですけれども、ちょっとお試しで稲取と熱川の放課後児

童クラブ、対象児童15名いたんですね、合計で。結局５名しか参加しなかったんですけれど

も、６時に放課後児童クラブ終わるものですから、それをそのまま迎えに行って、熱川は図

書館、稲取はそこのダイロクキッチンを使おうと思ったんですけれども、稲取のほうが１名

の子しか来なかったものですから、そのまま稲取のその子を５時45分ぐらいに迎えに行って、

図書館のほうで計５名で１時間半ぐらい学習支援やったんですけれども、あと申しおくれた
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んですけれども、学習支援というのと、あと子供の居場所づくりですので、やはり放課後児

童クラブの在籍している子供というのは親が働いている。帰ったときに家に誰もいないとい

うことで、その放課後児童クラブ、ひとり親という形で、今回、国もそうなんですけれども、

それを対象にしようと。 

  普通の一般のひとり親の子もいるんですけれども、その子たちというのは、おじいさん、

おばあさん、家庭に帰ればいるということで、今回は放課後児童クラブに在籍しているひと

り親の子供を対象としています。 

○１４番（山田直志君） 今、やったというのは、一応プレでやってみたというのは、それは

それで結構だし、そこで得られたものもあると思うんで、ただ、今度、預ける側がちょっと、

具体的に学習支援と言われても、具体的にどういうふうな形で何をしてくれるのかというこ

とも含めて、しっかり皆さんのほうからも情報発信しないと、不安になるし、逆に６時から

２時間やるとことになると、８時ではないですか。そうすると、子供にとってみると、では

親もそうだけれども、夕飯どうするのみたいな問題を含めて、小学生だから、当然９時とか

９時過ぎにはおふろに入って寝かせたいよというようなこともあるわけだから、メニューと

して、どんなことをしてもらえるのというふうな問題と、そういうやっぱり親の不安なんか

にもやっぱり対応していかないといけないのかな。 

  せっかく国もこういうことに気づいてやってきたということは、悪いことではないんです

けれども、そこがよく回るためには、もう一工夫ちょっと頑張ってもらいたいなと思います。 

○住民福祉課子育て支援係長（遠藤克也君） 今回この予算計上させてもらった食糧費という

10万円なんですが、それが放課後児童クラブが終わって、移動して、勉強始まる前に食事を、

軽食なんですけれども、つくって提供しようと。前回のお試しのときもそういうふうな形で

やったんですけれども、どうしてもやっぱりおなかがすくんで、家に帰ったら、またしっか

りとした食事をとってもらうんですけれども、簡単なおにぎりとかおみそ汁ぐらいを提供し

て行っていきたいと。それで、食糧費とらせてもらったんですけれども。 

○１４番（山田直志君） やってみるしかないね。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の話の中で、ちょっと教えてもらいたいんだけれども、93ページ

のこの小規模の保育事業の入所資格というのは、やはりこれ、両親共働きの家庭に限るのか

な、そういうことですか。入所資格。 

○住民福祉課子育て支援係長（遠藤克也君） やっぱり保育所入所は、やはり両親働いてなけ



－31－ 

れば。 

○１２番（鈴木 勉君） 先ほどのファミリーサポートの事業とこれと２つ合わせると、せっ

かくこれだけの小規模の保育所にお金をかけながら、また別なそういうところでもまた網に

かからないようなシステムの中でいる子供たちも残るという、そういう形で考えてしまうん

だけれども、これは国の制度だから仕方ないけれどもという形になろうかと思うんだけれど

も、もう結局、専業主婦の方たちはここに子供を預けられないということになるわけだよね。 

（「はい」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） ごめんね。話を返すつもりはないけれども、何か保育所落ちたと何

かって、ああいう言葉を聞くと、こういう我々が一般的な解釈の中で理解できない方たちな

んかは、落ちたというと、専業主婦だから落ちましたとかという理由がわからないようなと

ころがあるような気がするんだけれども、今のこの２つの形で考えると、何かせっかく

1,600万円も補助金を出していくんだったら、我が町ぐらいは、全て専業主婦でも預かって

もらえればいいなという気がするんだけれども、公的なことだから仕方ないのかな。 

○住民福祉課子育て支援係長（遠藤克也君） 基本的に保育所と言われるものは、もう両親ほ

かが就労していなければいけないんですね。あと、お母さんがちょっと重度の病気とかで寝

たきりとかというのは、そういう入所はできるんですけれども、保育園はあくまでも働いて

いなければだめだというのが前提で、ファミリーサポートセンターのほうは、あくまでもち

ょっとしたときに子供を預けたいという制度なんです。なものですから、保育所とファミサ

ポは違う…… 

○１２番（鈴木 勉君） 違うもので、その違いがわかったから聞いているんですね。ごめん

なさい。 

○住民福祉課子育て支援係長（遠藤克也君） 専業主婦の方々の場合は、もう自分でもう面倒

を見るよということで、ただ、そのときに、例えば先ほども言いましたけれども、同窓会と

かそういう行事に参加するのに、子供を連れて行けないときに、そのファミリーサポートセ

ンターを利用すると、そういうことですね。 

○１２番（鈴木 勉君） 何かこういう民間的な考えをすると、何か複雑過ぎてしまって、世

の中、もう余りにも複雑過ぎるなという気がするんです。そのことについてはわかりました。 

  97ページの母子家庭の医療費の助成事業というのがあるんですけれども、この対象年齢は

何歳まで。中学までなのかな。中学まででいいんですか。 

（「18です」の声あり） 
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○１２番（鈴木 勉君） 18まで。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 18歳までになります。 

○１２番（鈴木 勉君） 18歳までね。 

○委員長（稲葉義仁君） ほか、質疑ございませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 私は、ありがとう。 

○２番（稲葉義仁君） 87ページの地域支え合い体制づくり事業の要援護者台帳等システム保

守委託料、こちらの事業内容について、簡単に説明いただきたいんですけれども。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 要保護者、要援護者ですね、災害が起きたときとかに避難

をするような対象の方ということで、現在、申請が出てきた方、自分から手を挙げていただ

いた方ですね。包括支援センターとかデイサービスとか、いろいろ利用している方なんかの

中、また高齢者世帯の一人で住んでいる独居の人とか、高齢者世帯の方なんかを対象に、そ

ういった申請が出てきた方をシステムに登録して、民生委員さんや自主防のほう、そちらの

ほうに名簿を提供して、災害時、また防災訓練なんか、津波避難訓練なんかありますね。そ

ういったときに回っていただいて、確認していただくと。避難させていただくようなことで、

そのシステムのために導入しているものです。 

○２番（稲葉義仁君） 防災訓練とか、ああいったものを毎年見ていると、かなり現場の区の

ほうで、ここの台帳の扱いについて、毎年同じように悩んでいると言ったらいいんですかね。

民生の方はこの情報を持っています。区長も持っているけれども、あとは、ではどこまで誰

が知るべきなのかという部分で、毎年毎年結構どうなんだという話になって、最終的に、こ

れ、私がいる地区では、割と、では民生の方はこの要援護者のほうをよろしくで、区のほう

は班長を中心に、自分の近所をしっかり把握しておくしかないねと言って、それでいつも終

わっているような印象を受けるんですよね。 

  昔の資料で、逆に各班がこれに似たようなリストを引き継ぎ引き継ぎ、申し送りで持って

いるような例がまだあったりして、二重にややこしくなっているところもあるんで、このあ

たりの情報の取り扱いって、もう少しはっきり整理したほうがいいのかななんてよく考えて

いるんですけれども、そのあたり、いかがでしょうかね。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 民生委員さんと自主防のほうに行っているものについては、

全く同じものが行ってますんで、内容としては、要介護度とか、そういったような内容とか、

どういう体の状況にあるかとか、そういったような内容が出ていますんで、個人情報のとい

う絡みもあると思うんですけれども、しかし、その情報を知っていないと、避難させること
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がなかなかできなかったりしますよね。足が不自由で歩けないとかということであれば、２

人、３人行って、介護しながら避難させるとか、そういったような状況も出てくると思いま

すので、どの辺までその情報を開示するかというのは、今の時代で、なかなか難しい部分だ

とは思うんですけれども、情報をやはり提供しないことには、その避難ということができな

い部分もありますので、その辺は、うちのほうで出した情報を民生委員さん、自主防さんの

ほうでよく検討していただいて、それで避難のあり方を、場所なんかもあると思うんですよ。

その要援護者のお宅が階段を使わないと行けないようなところとか、車が入れないようなと

ころとか、そういった場所なんかが、いろいろその場所によって違うと思いますんで、その

辺は、自主防さんや隣組さん、民生委員さんのほうでないと、なかなか把握できない部分だ

と思います。そういったところを自主防さん、また民生委員さんとお互いに情報を持ち合い

ながら、検討していただきたいと思います。 

  以上です。 

○２番（稲葉義仁君） 逆の意味で、自主防側は、逆に警戒し過ぎていると言うんですかね。

余りにも、いや、これはやっぱり絶対出せないから、区長しか見てはだめだではないですけ

れども、それに近いぐらいの、要はどう使っていいか、すごく悩んでいる雰囲気が今まで見

ていて感じられたんですけれども、結果的に、最終的には、一番現地で動く各班の班長さん

と民生委員さんがじかに相談してもらって、あそこはこう、ここはこうと決めるようなんで

すけれども、毎回毎回同じように、そこって何かもめたりしているような気がするんですよ

ね。 

  だから、その情報の取り扱い方が、ではどこまで誰がというのが、確かにそんなに広げて

いいことでもないですし、知らなければ避難はさせられないという部分で、ちょっとすくん

じゃっているところもあるような印象を受けたんで、ちょっと今回質問をさせていただきま

した。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） なかなか取り扱いについては非常に難しい部分だとは思う

んですけれども、実際、福祉のほうに上がってくる情報におきましても、それほど多い情報

が上がってきているわけではないんですよ。本当に細かいところがわかっているといったら、

やっぱりデイサービスを利用しているところとか、事業所さんとか、ヘルパーさんなんかで

はないかなと思うんですけれども、あと実際にそのお宅に行っている民生委員さんとか、ま

たは御近所の隣組の班長さんあたりが一番実情をよくわかっているんではないかなと思いま

す。その辺でちょっと判断をしていただいて、動いていただきたいなとは思いますね。 
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（「ちょっと休憩してよろしいですか」の声あり） 

○副委員長（西塚孝男君） 休憩。 

 

休憩 午前１１時４３分 

 

再開 午前１１時４７分 

 

○副委員長（西塚孝男君） では、休憩を閉じます。 

  では、お願いします。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑ございませんか。 

○１４番（山田直志君） たしかこれ、113ページのごみの部分は住民福祉課だと思うんです

よね。 

  それで、資源ごみの集団回収事業というのがあるんだけれども、皆さんのほうでも把握さ

れていると思うんだけれども、最近、例えば穴沢さんあたりがとらなくなったりして、この

回収事業のやつも、町内の業者さんに持ち込まないと補助金の対象にならないという今まで

の枠で考えると、みんなやりにくくなっていて、それで例えば今年度で考えると、たしか稲

中あたりも瓶の回収かなんかをやめたりしているんではないのかな。何かとにかく穴沢さん

あたり、地元でとってくれないとだめだと言われると、やっぱりその活動自身ができないよ

というような声もあるんですけれども、その辺は担当課のほうはどんな考え。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） すみません、穴沢さんが引き取らないというのは、ちょっと

今、初めて聞いたものですから、言葉が出ないんですけれども、稲中がやらなかったという

のは、何か学校の行事が重なってしまって、たまたまだと思いますので、それは今年度だけ

だと思います。また来年度はやるようになるんではないかというふうには思っていますけれ

ども。 

○１４番（山田直志君） だから、いずれにしても、私はそういうふうに聞いたので、やっぱ

り町内業者と言われても、町内で受け取る先がないと、もうやめてしまおうよというような

会もあるし、それとリンクしているのかどうかわからないけれども、例えば稲中なんかの場

合、そういうお金を部活動やなんかへ回していたんで、それが回らないから、今は何か月

3,000円ずつ集めているみたいなこととか、そういうふうに話もなってくるんで、だから子

供たちにとってみると大変な部分はあるけれども、部活動やなんかをやっているみんなに、
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学校の活動にでたときに使ってきたんで、有用なんだけれども、だからぜひもう一回チェッ

クして、町内の業者で万が一やれてないという、受け付けれないものがあれば、やっぱり多

少町外へやっぱり広げてでも、やっぱりやってもらうというか、そういう気持ちが生かせる

ように、ちょっと見直しは今後、これは要望で上げると思うんで、検討してみてください。 

○住民福祉課長（齋藤 匠君） 今言われましたちょっと調査をさせていただいて、検討して

いきたいと思います。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） では、質疑なしと認めます。 

  これをもちまして住民福祉課の質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（稲葉義仁君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより農林水産課の質疑を行います。 

  質疑の対象を歳入といたします。 

  質疑ございませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 123ページの…… 

○委員長（稲葉義仁君） すみません、藤井議員、歳入のほうなんで。 

○１０番（藤井廣明君） まだ歳入のほうね。 

○１２番（鈴木 勉君） 17ページは大丈夫かな。17ページの日帰り型と滞在型、これは質問

していいんですか。 

○委員長（稲葉義仁君） いい。 

○１２番（鈴木 勉君） ここに予算計上されているんだけれども、この見込みどおりに借り

れる人たち、確保できておりますか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） ただいまの御質問ですけれども、市民農園ですが、現状の日

帰り型が去年の４月からオープンしていますので、今の契約状況の中で歳入しています。 
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  滞在型については、先ほど抽せん会をやって、とりあえず今、10区画の応募の方が決定し

ておりますので、最終契約はまだですが、その分で見込んでおります。 

○委員長（稲葉義仁君） ほか質疑ございませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 17ページの今の滞在型市民農園の使用料なんですが、10件というこ

とでしたけれども、その内訳、例えば首都圏がどのぐらいとか、あるいは近隣のあたりとか、

その内容をちょっと教えていただけますか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 手元にちょっとすみません、資料がないんで、記憶で述べさ

せてもらいますけれども、県内が静岡ですとか沼津、あとは他府県がやはり関東方面ですね。

神奈川県藤沢の方であったり、武蔵村山市であったり、埼玉の方であったり、ちょっと多岐

にわたっています。 

○１０番（藤井廣明君） 10件募集に対して、どのくらいの応募といいますか、倍率というか、

この辺なったんでしょうか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 期限内に応募された方が14件、それから期限が過ぎても来ら

れた方が３件、全部で17件で、当日、抽せん日が別日にあるんですけれども、そこまでで残

った方が11件です。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかございませんか。 

○１４番（山田直志君） 25ページで、県の補助金のところなんですけれども、農業費補助金

で、機構集積支援事業補助金というのと、あと県単農業農村整備事業補助金、これは当然出

口がある話なんだけれども、ちょっと県のやつというのは、名前がよく、農業の関係は、町

のほうで使い道とイコールしないところがあると思うんで、どういう形に充当する補助金か

というのだけお願いします。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） ただいまの御質問ですが、県のこの農業費補助金の機構集積

支援事業というのは、農業委員会が制度が28年度から変わって、今、臨時の職員を調査のた

めで就労していますが、そこの分の事業に対する県の補助金です。 

  それから、その下の県単農業農村整備事業というのは、国の補助金まで行かない農地の基

盤整備、農道を少し直すであったり、配水路を直すであったりというところを補助金がこれ

に当たります。 

○農林水産課参事（山田義則君） 今、ちょっと補足をさせてもらいます。 

  機構集積支援事業というのは、ただいま申し上げたとおり、臨時職員ということの115ペ

ージ、歳出なんですけれども、115ページの下から３行目ですね。雇人料、７－１になりま
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すね。雇人料と、あと９－２、費用弁償、すみません、ごめんなさい。間違えました。３－

17、その１つ上の臨時職員の通勤手当ですね。次のページ、117ページに行きまして、14－

１、自動車借上料、この３つが歳出に該当します。 

  以上です。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） すみません、もう一遍そこにまた補足させてもらいますけれ

ども、事業としては、農地の利用状況調査であたったり、耕作放棄地の人の意向調査をやる

新しい事業です。 

○委員長（稲葉義仁君） ほか、質疑ございませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 25ページの真ん中ほど、農業費の交付金の３番で、鳥獣被害防止総

合対策交付金というのがあるんですけれども、県から30万円ほどなんですけれども、これは

何かちょっと少ない感じがするんですけれども、これに関連した補助とか、そのほかないん

ですか。あるいは、使い道とか、その辺の、具体的にもう少し。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） この事業、新年度に鳥獣の捕獲のおりを３基買うんですけれ

ども、そのための県の交付金になります。充当率が10分の10のということで、その部分の歳

入になります。ですから、同じものが歳出のほうに記載されております。 

○委員長（稲葉義仁君） ほか、質疑はございませんか。 

  質疑ないですか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） では、歳入のほう、質疑なしと認めます。 

  以上で歳入に対する質疑を終結いたします。 

  次に、歳出の質疑に入ります。 

  ございませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 123ページの、やはり先ほどの歳入の部分でやりました市民農園関

連の農園事業にこれ、396万円という補助金ついているんですが、この辺、具体的に町でど

んなふうな営農実態なのかということをちょっと教えていただけますか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 市民農園の運営事業全般で398万7,000円ということなんです

けれども、123ページごらんのとおりに、上から運営協議会の運営から現場で使う電気、水、

それから消耗品、レンタカー、あるいは農機具の燃料代、そういうものが全てここに記載さ

れていますが、それらを一つずつ積算して出させていただいたのが、この398万7,000円とい

うことになります。 
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○１０番（藤井廣明君） 関連してなんですが、雇人料では、今、何人ぐらい雇っているかと

か、それから地域おこし協力隊の方が何か、協力隊の方も草刈りとかなんかそういったもの

で手伝っているなんていうことを聞いたんですが、その辺も含まれるんですか。それはまた

別。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 雇人料につきましては、管理人の３名についての日当です。 

  地域おこし協力隊については、区画を無償で貸し付けておりますので、本人がそこで農業

の実体験を積んでいるということで、共有部分の利用者の皆さんでやる作業については、当

然参加していただいて、草刈り等はやっていただいておりますが。 

  以上です。 

○委員長（稲葉義仁君） ほか、質疑ございませんか。 

○１４番（山田直志君） まず、119ページの鳥獣害対策事業のところなんですけれども、150

万円ぐらいの報償金で足りるのかなというような状況も感じているんですけれども、このど

うかというのが１点と、２点目は、中山間地域総合整備事業の中でのこの奈良本のというの

は、今やっているところの延長、太田のところかなと思うんですが、ちょっと事業のあれを

もう少し説明していただきたいというのが１点。 

  ３点目に、けやき公園の指定管理料のこの内訳的なものはどういうふうになっていますか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） それでは、まず１点目の報償金の150万円につきましては、

毎年度並みに実績で数は変わりますので、予算の要求については、その実績に基づいた形を

財政当局に出させてもらうんですけれども、いろいろな調整の段階で、当初はいつもこの金

額にさせていただいて、年度の途中に実績に応じてそれなりに補充していただいております。 

  それから、２点目の中山間地域総合整備事業ですが、先ほど言いました奈良本の農道の排

水と取りつけ、これは先ほど御質問いただいた補助金がここに当たります。 

  太田の今、中学校から平らなところまでおりて来て、小学校へ行くほうに県営事業は行く

んですけれども、ここから稲葉クニエさんの間が抜けているんですよ。これについて、農林

水産業省等にも協議したんですが、やはり本通りはこっちですので、国の補助事業でこれ、

やれないという結論がありましたので、これを町のほうが補助金をもらってやります。 

○１４番（山田直志君） 向こうへやるということね。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） はい。 

  それから、クランクがここにあるんですけれども、ここの農業用の排水がいつも詰まると

いう形で、畑のほうに水がオーバーして困っているということも、この事業と一緒にお願い
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したんですが、やはり農道と排水は違うということで、この２点をこの事業で県費の補助を

もらってやる事業です。 

  それから、３点目のけやき公園の指定管理料ですが、主に４つ事業がありまして、１つは

足湯棟の管理になります。足湯棟の清掃をしたり、朝、お湯を入れたり、抜いたりという作

業で、年間311日、これが約222万5,000円の積算をしております。 

  それから、浄化槽、10人槽の浄化槽が２基ございますが、これらの年間の委託料が７万円

かかります。 

  それから、けやき公園の下段にありますしだれ桜広場、それからトイレ、それから希望の

館の前の公園の草刈り、あるいは清掃、これを積算して、年間70万円。 

  残りは、水道料、電気料、電話料が48万6,000円というカウントをして、この348万1,000

円としております。 

○１４番（山田直志君） 報償金の問題については、確かに毎年、確かに補正、補正の対応に

なるというのは、予算的な部分の編成上の問題もあるということで、大体それはわかりまし

た。 

  中山間整備の関係の事業も、確かにそこが補助金の対象外ということで、確かにあきが出

ると、ちょっと中途半端な形になると言われると、これはそうだなと思うんで、わかりまし

た。 

  ３点目なんですけれども、結局、けやき公園について言うと、いわゆる指定管理の契約を

やってあるということになると思うんだけれども、当然、そうすると、指定管理の契約であ

れば、いわゆる足湯については、いわゆる何時から、やっぱり何時までに清掃してお湯をた

めているのか、希望の館は何時にあけるのかということがあると思うんです。 

  というのは、普通、通常であると、町が指定管理するということでお願いしているという

ことでいうと、通常、９時から５時ぐらいの間はそこをあけてもらうということなんだと思

うんですよ。そうすると、足湯も、では９時にはお湯がたまっているのかというようなこと

があるんだけれども、どうも自分も通ってみてそう思うときもあるんだけれども、やっぱり

通る方からは、何かいつもあいている時間が違うんではないかとか、そういうやっぱりお尋

ねをされることがあって、いや、そんなことはないだろうというふうに思うんだけれども、

しかし、やっぱり指定管理でやる以上、どこの仕事の何時まで、そこをお願いしてあるわけ

だから、この時間がルーズだということになると、やっぱりちょっとそこは問題がある。 

  最低５時ぐらいまであけていくなのか、もう、いや、使う人がいないから、さて、今日は
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４時で帰っていいよということになるなのか、そこのところがしっかり指定管理者のほうで

管理してくれているのかなというちょっと疑問点もあるんだけれども。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 御指摘の関係ですけれども、けやき公園を設置するために条

例をつくってございますので、希望の館は何時から何時とか、足湯については何時から何時、

休みが何時というのは、条例のほうに記載されております。 

  それらをもとに、今、ＮＰＯ法人と指定管理の中で協定を結んでおりまして、これらの仕

事について、こういうふうにしてくださいねということで双方で押印して持っているんです

が、その日々の指導といいますか、一応指定管理ですので、時々現場へ出たときは寄ります

が、その辺の時間的なことは、なかなか毎日のように我々もちょっと把握してないのが実情

で、中には、今日はちょっと台風で、もうあれだから、夕方早目にしまおうかというのはし

ているということは聞いていますけれども、通常のときは、条例のとおりあけているものと

いうふうに感じておりますけれども、またその辺は今後ともパトロールではないですけれど

も、現地へ行きながら、ちょっと回って、チェックするような体制を職員と一緒につくって

いきたいと思っています。 

○１４番（山田直志君） だから、早い話が、タイムカードまであれすることはないんだけれ

ども、やっぱりちゃんと日誌なりで、何時にやっぱり開館したとか、そういうことをやっぱ

りして、ちゃんと町のほうも管理していかないと、当然別にそういう台風やなんかで早く閉

めたりとか、それは事情があって、それはそういうことはあっていいんだけれども、やっぱ

りこれだけのお金を払ってそこを任せてある以上、町が管理するのと同様のレベルで、ちゃ

んとやっぱりそこをあけていただくとか、準備していただくということはしておかないとや

っぱりいけないわけなんで、そういう点では、やっぱりそういう日誌なりをちゃんとつけて、

開館した時間とか、当然もしどうしてもそれは９時からやるのに、８時ぐらいから来て、洗

ってから温泉ためろとも言えないところがあるんで、では９時に来て、温泉は何時から使え

るようになったんだとか、閉めていくのは何時なのか、その間どんな今日作業をしたのかと

か、こんなお客さんの問い合わせとかなんかあったとか、やっぱりそういうものをしっかり

と指定管理者との間で管理するというのは、そういうことが必要なんではないかな。 

  どうも自分が通っても、あいてないときというのが結構あって、この時間はもうあいてい

るはずだけれどもなと思うようなことが多々あるんですよ。なので、やっぱりそういうけじ

めをしっかりつけるというところは、指定管理者のほうを指導していただきたいと思います。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 今御指摘の管理日誌については、日報をつけていただいて、
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足湯を利用していただいた方の人数ですとか、町内者、町外者等々のチェックをしながら、

月報として提出していただいておりますが、14番議員が言われるように、その内容について

のもっと精査、あるいはチェック機能を強化してまいりたいと思っています。 

○委員長（稲葉義仁君） その他質疑ございますか。 

○１４番（山田直志君） 123ページで、市民農園のところなんですけれども、ここのところ

は709万円に利用者からの使用料等が入っているわけじゃん。そうすると、ここのところで

は、出すのが398万円という構図になるわけさ。そうすると、300万円ぐらいは一般会計に入

れているのかなという形にもなるんだけれども、実際運営会議の中でも出ているように、や

っぱり県のほうで整備してもらったけれども、実際管理人がいない水曜日やなんかに、やっ

ぱりちょっとトイレの問題がちょっと大変だなとか、夏場、着がえたりとなると、変な話だ

けれども、ユニバーサルトイレみたいな形で、多少広くて、着がえができるというようなも

のなんていうのは、もう早急に日帰りの方なんかのやっぱり要望もあると思うんで、やって

いく必要があるんだろうと思うんですけれども、そうすると、今後もそうなんだけれども、

一応今回利用している人が５年間使うということであれば、700万円ぐらいのものが毎年入

って、実際運営費なところで400万円を使うと、この300万円を例えば基金なり一定積み立て

をしていくなのか、この管理の仕方だよね。 

  それをできるだけやっぱり使ってみたら、あけてみたら、いろいろそうやって要望も出て

いるわけだから、それにやっぱりある程度振り分けて使っていかないと、実際利用する方々

が不便性をずっと感じたままでは、この事業が維持できなくなると思うんで、この辺のやっ

ぱり財政的なルール等、やっぱり対応の仕方というのがあるんではないかと思うんだけれど

も、特に初年度なんでね。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 全く御指摘のとおりで、この市民農園の事業については、こ

の４月から正式にグランドオープンになるということで、今言われるように、収入のほうも

ここで一応確定してくる。その中で、今、財政当局と同じ話をちょっと打ち合わせを協議は

させていただいておりまして、とりあえず29年度を過ぎた時点の中で、この決算ではないで

すけれども、この電気代から含めたものと歳入とを比較して、今言われるように、その差異

の分は、維持管理費ですとか、当面の分の基金として、来年度、基金というもので項目を増

やして、そこへ入れていくほうがいいなのかというのを今ちょうど調整をさせていただいて

おりまして、29年、１年ちょっと様子を見させていただきたいなというところでございます。 

○１４番（山田直志君） そうすると、財政当局との話し合いは１つはいいんだけれども、や
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っぱり一番緊急課題というのはトイレの問題だと思うんだよね。夏野菜なんかやっている人

たちが、やっぱり水曜日、作業員等がいないときに来たときに、やっぱりトイレにも困ると

いうような、着がえにも困るんだと。管理棟が使えれば、何も問題ないんだけれども、やっ

ぱりそういうことというのがもう既に起きているわけだから、そうすると、その問題１つは

どう対応するのということが出てくるんだと思う。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 今、我々の次年度の予算を要求する中では、今言われるよう

なものも含めて、外にちょっと農機具ですとか、自分たちで買ってきた堆肥とか置くところ

がないので、そういう倉庫が欲しいだとか、今言われているちょっとした着がえ、それから

休みのときのトイレ、野良着のままで入れるトイレとかという要望は、我々も利用者のほう

から声を聞いておりますので、今年１年と言いませんけれども、歳入がある程度我々のほう

からも見込みができるものですから、そこからちょっと９月以降様子を見ながら、緊急度の

高いものから整備していきたいなというふうには現在、考えております。 

○総務課長（鈴木利昌君） 先ほどの使用料の関係ですが、確かに610万円入るんですが、こ

の工事をやるに当たって、起債と町単で概算で6,000万円からのお金を使っているという部

分がありますんで、そこの部分に今までスキームで入れていますんで、その辺との兼ね合い

も加味しながらやっていかないと、では600万円入るから、ではどんどんそういうものをつ

くっていっていいのか、やっぱり町の財政、今、そういう状況ではございませんので、その

辺は十分に考慮しながらやっていかないとうまくないのかなというふうには考えております。 

○１２番（鈴木 勉君） 129ページのこの稲取漁港の直売所の業務委託料が900万円計上され

ているんだけれども、この中の詳細ですか、事業内容とかというのは、この間、私、向こう

で聞いたら、まだそこまで行ってないよという話だったんだけれども、ここに計上されてく

るということは、ある程度概要はあるんだよね。どうですか。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） ここの今、設計で考えていますのは、まず建物の実施設計が

１つ、それからその建物を支える、ここ埋立地だもんですから、基礎、土質調査、ボーリン

グをしたりする仕事がこの中に入っておりまして、この直売所をつくる野積み場全体の再整

備といいますか、駐車場を含めた中での土木的な設計もこの中に入っております。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の説明でいくと、そういうインフラ整備みたいな形の中の委託料

みたいな感じがするんだけれども、こういう建物の内容で、中はこういう形になるとかって、

そういうものについての委託料ではないんですか、これは。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 建物については、そういう委託料になります。建築確認申請
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とれるまでの建物の絵をかきますので、今、おおむね500平米程度の木造平屋…… 

○１２番（鈴木 勉君） 500平米。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） ええ。の形で積算はしておりますが、その辺は、いろいろ協

議する中で大きさ等が変わってくるんですけれども、一応積算の根拠としては、今申し上げ

ました条件で積算をしております。 

○１２番（鈴木 勉君） はい、わかった。 

○１４番（山田直志君） その辺もあるんですけれども、129ページで、漁協整備事業のとこ

ろの漁協整備の地元負担金の部分は、今年はどういう工事が予定されているのかというのが

１つと、その下の漁港修景整備事業で、東堤防の修景管理業務委託料の60万円というのは、

どういう使い道なのかということと、今の漁港の直売施設の詳細設計で、いろいろな関連し

たものがあるということで、今聞いたんだけれども、そうすると、やっぱり問題は、やっぱ

りハードのものをつくるということも大事なんだけれども、やっぱりソフト面をどうやっぱ

り構築して立ち上げていくのかということが、やっぱりハードの設計以上に大事ではないか

なという気がするんですよ。 

  今のままで行くと、とにかくハードのものはつくる準備ができているんだけれども、そこ

にどういう方々に入っていただくのか、その上、漁港だけで、あとはもうどんな方でもウエ

ルカム、ウエルカムなのか、そういうやっぱりルールや、今後ましてつくった場合の運営主

体をどうするのかということも含めていくと、やっぱりハードではなくて、ソフトの制度設

計がちょっとこのままだと、これを実施して、動かしていくためには弱いんではないかなと。 

  もしかすれば、本年度設計に入るまず前の段階で、このやっぱり使い道をどういう形で立

ち上げて、町としてやって、またその先、運営をどういうふうにお願いしていくのかという

ようなソフトの部分の設計にもう少しちょっと力を入れないと、そこのところにちゃんと知

恵も結集していかないと、ただただやっぱり上物を建てるだけになってしまっていくと、や

っぱりちょっと、港の朝市との問題もあるだろうし、地元の商店との競合とか、いろいろな

ところとやっぱり問題も出てくるんで、どういうやっぱり扱いしていくのかというのは、ハ

ード以上にソフトなければ難しいんではないか。 

  そして、そのまま運営をそこにお願いできるぐらいのやっぱりことを展望していかないと、

ずっとこれ、つくったはいいけれども、町が管理するということにはならないわけだから、

というところが欠けているんではないかなと私は感じましたけれども。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） それでは、今、順番に、県営の稲取漁港の整備、29年分の事
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業ですけれども、１つには、国の補助事業で、稲取漁港全体の耐震設計の基本計画を立てる

事業が3,200万円分あります。それから、田町の船揚げ場の一部が破損しているということ

で、そこの測量設計費、それから６分団の前の堤防のつけ根のところが落石防護さくがない

ということで、かさ上げをするというような事業が県による事業でございます。 

  それから、２点目の稲取漁港の東防波堤というのは、今年やらせてもらいましたけれども、

東海汽船の就航記念で稲取高校に一応壁画を今年もかいてもらって、壁画を装飾したんです

けれども、それを１枚ずつ回廊のように増やしていこうという形の中で、29年度も同じよう

に新たな稲高の卒業記念という形で、あそこへ飾っていただくための事業です。 

  それから、３点目の直売所の関係ですが、14番議員言われるように、普通ですと、ハード

のものをやるについては、基本計画があって、実施設計をして、工事に入るというような形

が一般的なんですが、一応この直売所というのは、御承知のとおり、もう全国、今、２万カ

所あるぐらい人気のもので、この辺でもヒットしている直売所もたくさんある中で、御承知

のとおり、今、運営のほうを我々も主に重きを置いて、新年度に入ったらすぐ、そういう形

のものの農協さん、漁協さんにもう専属のスタッフを決めていただいて、設計を一緒に協議

していただく協議会のようなものをつくる準備をしております。既に農協さん、漁協さんの

幹部とは、その辺の意思統一はさせていただいておりまして、いわゆる箱物１つつくるにし

ても、レジの向きはどっちがいいのかとか、従業員の部屋やこうしたほうがいいとか、野菜

の荷受けはこういう部屋のほうがいいとかというのは、我々よりも、そういうプロの方々に

入っていただいて、一緒に協議をさせていただくと、そういうような今、準備をしておりま

す。 

  ですので、２年間で建てかえるところの計画ですが、１年目にそういう建物をつくりなが

ら、運営のほうを一緒に並行して練っていくというような形で考えております。 

  それから、農協さんが主体となって直売所を運営していく形になろうと思いますので、出

店者のほうも、出店者組合みたいな、従来農協さんが全国展開やっていらっしゃいますよう

な形で、組合員の方々から集めたものを本人の名前で責任でもって販売していただくと、そ

ういうような形になろうかと思います。 

  漁協につきましては、今、既にもう直売所を漁港の中でやっておりますので、あれがその

ままそっくり入るというふうに思っていただければいいんではないかと思います。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） 今、ほかの説明は、ただ、東堤防の修景整備だけれども、そんな壁
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画に60万円もかかるのかなというような、ちょっと率直な実感としてはあります。幾ら高校

生にやってもらうにしても、金額ベースではなというのが１つ。 

  それと、直売所は、基本的にたしか今、一定のブーム性もあるし、あれしているけれども、

逆に言うと、漁協はいいんですよ。だけれども、農協に頼ることが、恐らく間違えのもとに

なると思う。 

  というのは、農協さんはやっぱり農協の組合員を対象にしかしないという部分と、農協自

身でいえば、うちの町の農協は、基本的に例えばミカンであれ、花だとか、イチゴだとか出

荷物についていうと、やっぱり都会を売ると。農協としては、経済を通して売るということ

を中心にかなりしてきているから、農家でも、野菜を中心にやっている人とかという面で見

ると、そんなにそれは多くないし、高齢化しているという部分もあるわけですから、そうす

ると、農協さんのイニシアチブで、農協さんというもので行った場合には、もう農家しか対

応しない、できない施設にしてしまうと、これは大体やっぱりうまくないと。 

  いわゆる伊東であれ、南伊豆であれ、河津であれ、大体農家のやつ以上にほかのいろいろ

の人の参画をしていくというような形にもなっていると思うので、そうすると、やっぱり農

協が入らなくてもいいとは言わないけれども、農協だけではこの事業はうまくいかないんで

はないかなという部分と、もうすでにこういう形のものをやるということであれば、１つの

やっぱり設計上、どういう人たちに来てくれよという形の仕込みをしていかないと、例えば

農家なんかいうのは、では来年オープンするから、ではちょっとお願いしますよと言っても、

作物を増やすというのは急に対応できないわけだ。ということは、もうこの設計をして、建

築をするこの１年、２年の中で、やっぱりそのところへ商品を出荷したいというような人た

ちをやっぱり募り、やっぱりそれに向けて、そこにちゃんとやっぱり教育をしていくなり、

いろいろなやっぱりことも仕込みをしながらやっていかないと、ここのところは、どこどこ

がやっているけれども、うまくいかない部分というのが非常に懸念されるんで、農家自身、

そういう面では、農家も大事だけれども、農家以外の人がいろいろな形でつくるものを持っ

てくるというのも実際はかなりあるわけだし、またそういうものを想定をした上で制度設計

をして、まずとにかくこれを立ち上げていくという点で見ると、漁協と農協と担当課の打ち

上げだけでは、やっぱりちょっと範囲が狭過ぎないかなと。もう少しいろいろな部分を取り

込んでやっていく必要があるんではないかなというふうな感じがします。 

（「ちょっと委員長、ちょっと休憩、タイムして」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） では、暫時休憩いたします。 
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休憩 午後 １時３７分 

 

再開 午後 １時５４分 

 

○委員長（稲葉義仁君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） では、とりあえず漁協の直売所の件は、ソフト面のところもいろい

ろと力を入れて、現地の施設設計と並行してやっていっていただくということで、よろしく

お願いいたします。 

  ほかに質問がなければ、これでよろしいですかね。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） それでは、質疑なしと認めます。 

  これをもって農林水産課の質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５５分 

 

再開 午後 ２時０７分 

 

○委員長（稲葉義仁君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより建設課の質疑を行います。 

  質疑の対象は、まず歳入とします。 

  質疑ございませんか。 

（「歳入は何ページ」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 歳入です。 

（「ページ数は」「17ページと21ページ、あと25ページ」「ややこしい

なと思っているんだけれども。ややこしいんで、どっちかよくわから

ないけれども、まあいいや、ちょっと」の声あり） 
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○１４番（山田直志君） 25ページのこのＴＯＵＫＡＩ－０の運動は建設課だと思うんだけれ

ども、この下の緊急地震・津波対策等交付金の部分は、これは防災課のほう。地震のところ

にあるんだけれども、これがまず。 

（「防災課です」の声あり） 

○１４番（山田直志君） 同じ目の中にあっても違うからな。 

○委員長（稲葉義仁君） どうでしょうか。 

  質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） それでは、質疑なしと認めます。 

  以上で歳入に対する質疑を終結いたします。 

  次に、歳出の質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

○６番（内山愼一君） 145ページの都市公園費の管理している公園がどこだったか、ちょっ

と教えてもらいたいことと、それから下水道の関係は、これ、唐沢のほうは大きな修理改善

地があったと思うんだけれども、今年については、それは入っているのかどうか、それをち

ょっと確認したい。 

○建設課長（高村由喜彦君） 都市公園の管理は、３カ所ありまして、白田に白田中央公園と

いうところと白田川親水公園というところと、片瀬に渕ノ川公園というのがあります。 

  浄化槽のほうの唐沢汚水処理場の関係なんですが、今年、今、漏水してしまって、ちょっ

と大きなお金をつけてやっていますけれども、基本的には、要するに長もたせるためのオー

バーホール等をして、各部品部分を交換とか、そういう作業を毎年修繕等をやっているとい

う状況です。 

  以上です。 

○６番（内山愼一君） この下水道の関係は、全部入れかえみたいなことの形に入れ直すか、

修理だけで、大きな修理だけで、全体を、もう老朽化しているからやるというふうな計画と

いうふうなことは考えてない。 

○建設課長（高村由喜彦君） あそこは970人槽と言って、今、43区画分の浄化槽を集中浄化

槽として集めている装置です。浄化槽そのものが50何年からもうできていますので、かなり

老朽化していて、老化をしているものについては、全部が全部って改修することができない

ので、部分改修をしながら、継続運営をしているということです。 
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  ですから、ポンプが２つあるところは、１つやって、また何年かごとに１つやってとか、

そういう形の中で修繕をして、もたせているという状況です。 

○６番（内山愼一君） ありがとうございます。 

○委員長（稲葉義仁君） ほか、質疑ございませんか。 

○１４番（山田直志君） 139ページの道路維持管理なんですけれども、ここではこういう金

額で、決して少ない金額だというふうには思ってないんだけれども、やっぱりここのところ、

道路なんかの傷みとかそういうものを考えたり、また今まで、つい三、四年前だと、臨時職

員がいて、やっぱりそういう人間を使って草刈り等いろいろやっていた、やっぱりそれから

すると、ここ一、二年、そういう形で臨時職員の採用もしてこないし、この金額になってく

ると、なかなか結局、管理するというよりも、何か問題が起きたところに何とか問題解決を

するぐらいしかできないのかなというふうな、やっぱりそうすると、本当管理というところ

までは何か手が届いてないんではないのかなというような感じもするんですけれども、この

辺の額で十分対応できるのかなというのが１つ、まず聞きたいところです。 

  ２つ目には、道路の新設改良事業が何本かありますけれども、これ、ちょっとそれぞれ新

規の部分、新設のところもあるんで、継続の部分もありますけれども、どこをどんな工事を

やるのかという御説明をいただきたいなというふうに思います。 

  次に、143ページで、都市計画の基本図作成業務委託料で500万円ということなんですが、

これについての取り扱いはどういうふうに、どういうものを考えられているのか、その辺の

御説明をお願いします。 

○建設課長補佐兼事業係長（桑原建美君） 今、山田議員さんから質問が出ましたのは、修繕

料と道路維持補修、300万円と850万円の内容かなと思うんですけれども、確かに今、お話が

ありましたとおり、前もって危ない部分を事前に直すというよりは、むしろ苦情対応に充て

ているのが実情です。 

  その中では、毎年一応予算要求として、この道路維持補修工事及び修繕料について、財政

当局に予算要求はしているんですけれども、なかなか歳入がきついということで、毎年同様

の金額でやらさせていただいております。 

  ただ、道路維持補修工事につきましては、来年度850万円ですけれども、今年度はやはり

途中で予備費をいただいていることもありますので、一応その辺で御理解を願いたいと思い

ます。 

  次に、141ページの新設改良費の内容についてなんですけれども、まず目新しいものとし
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ましては、141ページ、13－02、稲取片瀬線新白田トンネル定期点検委託料380万円、これも

国庫補助を55％いただいて行いますが、道路法の改正により、橋とトンネル全てを26年度か

ら５年以内にやるということですので、来年度、このトンネルの点検をさせていただいて、

悪いところがあるかないか、その辺を４段階評価のうちで数値があらわれてくるような形に

なっております。 

  続きまして、15－01、湯ノ沢草崎線のり面対策工事、これ、継続事業で、毎年議会のほう

に質問しておりますけれども、旧道ののり面の保護工事をやらさせていただいております。

4,800万円、これも国庫補助対象で、55％の歳入がございます。 

  次に、下の15－02、稲取片瀬線舗装補修工事、町営住宅からワイン工場に向かっての舗装

の悪いところを修復していくことでございますが、これにつきましては、今年度に舗装厚の

決定の地質調査を行いましたので、それに基づいて進めていこうと思っていますが、明確な

舗装構成というのは、今現在、明言できません。というのも、工期が今月の17日までござい

まして、中間報告では、かなり路床のほうが悪いということですので、延長としては、

1,100万円で100メートル行くのかなというような感じでおります。 

  次に、15－03、明神線手すり設置工事230万円、これにつきましては西区からの要望でし

て、稲取の三島神社の横の坂道、静銀に抜けるところですが、敬老会等、かなりあの坂を上

るのに御苦労されているということで、この手すりを設置する工事でございます。延長が約

26メートルほどございます。 

  次に、15－04、稲取観光１号線改良工事200万円、これは東区の要望でありまして、ホテ

ル浜の湯さんの前のガードレールがかなり潮とかで腐食が激しいものですから、それを交換

するものでございます。延長的には、既存のガードレール100メートルほどを全て新規に取

りかえるものでございます。 

  あと、15－05、17－01、22－01につきましては、ハンターから横ケ坂さんの賀茂農林が広

げた道路への向かっての予算でして、一応工事予定350万円ほど、これは■■■■さんとい

う方から用地買収した箇所について、既存の擁壁復旧で30メートルほどやるような形で今、

考えております。 

  その下の用地取得費と立木等補償費につきましては、横ケ坂さんと中峯さんから土地と、

その土地についているミカンとか低木とか、その辺の補償をするものでございます。 

  以上です。 

○総務課長（鈴木利昌君） ただいま建設課のほうから説明がありましたが、これにプラスし
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まして、補正予算でこの間やっていただきましたけれども、新年度に繰り越した事業があり

ますので、これが道路橋梁定期点検委託料ですとか、湯ノ沢草崎線ののり面対策工事、それ

から小橋熱川線の熱川橋、この辺も8,000万円をプラスして、新規に全額繰り越しで事業を

行うというような形になっております。 

  それから、先ほどの維持管理のことですが、草刈りというのは、昔、国の緊急雇用の関係

で雇い人さんを国のほうから10人、20人補助が出ていたもんですから、そういうことで道路

の維持管理をやってもらった部分があるんですけれども、確かにあればいいねという部分で、

別に考えていない訳ではなくて、今後これは、休憩してください。 

○委員長（稲葉義仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時２０分 

 

再開 午後 ２時２１分 

 

○委員長（稲葉義仁君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  ほかに質疑ございませんか。 

○建設課管理係長（鈴木尚和君） 143ページの都市計画基本図作成業務委託というのはどう

いうものかということなんですけれども、一応これは都市計画や道路台帳とか、そういう防

災関係等において基礎的な図面でして、今、現状は、白図とかという形で販売していますや

つがアナログで、一応基本的に５年、10年で書きかえをしてくれという中で、今、平成15年

が最後ということで、それをデジタル化したいということで上げさせていただいたのが、こ

の計上になります。 

  税務課等においても、航空写真とか、そういう写真を撮影していますもんで、それをまた

今後、これをのせていくような関係で、一応今年度については500万円、これ、５年の債務

負担でしているような関係です。 

○１４番（山田直志君） 道路の問題でいうと、やっぱり草もそうなんだけれども、やっぱり

普通に走る路面は何とか町がやるんだけれども、例えばやっぱり稲取なんかの場合だと、や

っぱり石垣が危ないなというところも出てくるし、国道上の部分で、入谷や奈良本、やっぱ

り道路自体にもう木がかぶってくるよとかという部分もあるではないですか。本当は走るた

めにそういうところも、本当はある程度整備をしなければならないんだろうけれども、ああ
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いうところって、本当に何とかならないのかなと。よっぽどダンプとか、それぞれのものが

ないと、なかなかこれ、個人でもやりにくい部分もあるんですよね。せめて軽のこういうや

つぐらいでも、リフト車ぐらいあるとやれたりするんだけれども、なかなかそういうところ

までは、木を切ってくれるなんていうところまでは、町のほうも今、ほとんどやらないよね。

湯ノ沢草崎線の草刈りをやるのが、もう精いっぱいみたいな感じになってしまっているんで、

ここも道路の問題等、ああいうのを放置していると、どんどんやっぱり道路自体も走りにく

くなるなという心配を持っているんですけれどもね。 

○建設課長補佐兼事業係長（桑原建美君） 今、山田議員から言われた木の問題ですけれども、

一応道路敷から生えている木については、車両限界が法的に3.1メートル、建築限界4.5メー

トル、それ以内のものについては、前回９月補正でもお金をいただいてやってはおりますけ

れども、一応私らなりに道路パトロールして、危ない町有地から生えているものについては、

一応伐採はしております。 

  また、決算特別委員会のときにもお話をされてもいたんですけれども、今年度の維持補修

の中でも、危ないところは造園組合さんにお願いしてやっているのが現実です。 

  しかしながら、やはり全路線といいますと、相当数の距離数がありますので、先ほど言い

ましたように、とにかく車両限界、建築限界に近い形のところは、パトロールして気がつい

たところはやっております。御理解をいただければと思います。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） わかりました。いいです。 

○総務課長補佐兼財政係長（鈴木貞雄君） すみません、先ほどの都市計画基本図の関連なん

ですけれども、一応係長のほうから債務負担でというお話がありましたので、予算書の６ペ

ージのほうに第２表ということで債務負担行為を載せさせていただいておりますけれども、

一番上段にあります都市計画基本図作成業務委託ということで、29年度以降、30年度以降の

予算を一応2,000万円ということで、５カ年計画で、ここに載せさせていただいております

ので、またご確認をお願いします。 

  以上です。 

（「維持管理はかかるもんだね」「かかるね」の声あり） 

○６番（内山愼一君） これもなかなか大変だと思うけれども、145ページの町営住宅の関係、

これも…… 

（何事か言う声あり） 
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○６番（内山愼一君） 終わってしまったか。そうかそうか。 

（「維持管理費だぞ」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑はございますか。 

○１４番（山田直志君） 同じ145ページのところのさっきの下水道費の関係なんだけれども、

予算上、やっぱり入りが164万円で、出が374万円ということになっていて、もらったころは、

まあまあとんとんだったんだけれども、どっちかというと、もうやっぱり今後の維持費自体、

当然当時と違って電気代なんかがかかっているということでもあるんだけれども、こういう

景気になって、大規模に同じようなものをやるというんではなくて、例えばいわゆる通常の

合併処理浄化槽かなんかを共同槽でいけ込めば、そこは当然高低差で入るというようなこと

もあると思うんだけれども、何らかやっぱりちょっと次のことも考えないと、ずっとこれ、

持ち出し、持ち出しになっていく。そこの一部の人しかやっぱり実情としては使えてないわ

けなんで、そうすると、料金を見直すなのか、やっぱり100人槽とか何かの合併浄化槽なり

をいけることで、やっぱり経費をやっぱり見直すというようなこともあっていんではないか

なと思うんだけれども、どっちかやらないと、町もやっぱり大変ではないのかなという気が

しますけれども。 

○建設課長（高村由喜彦君） 14番議員がおっしゃるとおりで、入りに対して出が倍以上かか

っているということで、単純に計算してみると、１家庭、例えば30立方メートル3,000円と

して考えたときに、12カ月でＪＴＣを除いて42戸、そうすると大体150万円ぐらいなんです

よ。基本的に、ＪＴＣが使えてないのが穴をあけているということになって、ＪＴＣが今の

状態でずっと続くとなると、ではほかの42世帯がその分を倍、3,000円を一月6,000円にする

かという話は現実的には不可能だと思うんですよ。 

  そうすると、では処理方式を検討しなければならないかという話になるんだけれども、う

ちのほうも検討したんだけれども、基本的に各敷地単位では、もうますに排水をつけて流す

ような建物の配置をしているんですよ。浄化槽をいける場所がないんですよ。 

  そうしたときに、では二、三軒集まって合併浄化槽をつくるかという話になるんだけれど

も、それってなかなかできることではなくて、では道路に穴をあけるかという話になるので、

そうすると、ではどうするのかという話が、今後検討しなければならないんだけれども、で

は970人槽を半分にしたところで、では維持管理が半分になるかって、そういう問題ではな

いので、さっき内山議員が言ったように、必ず大きな浄化槽みたいのは必ずペアでやるんで

すよ。モーターが２つついていて、いつも交互に運転できるような仕組みになっていて、そ
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れに対して電気料の賦課もかかっているし、全てがそういう仕組みになっているので、では

別のところに今の浄化槽ではなくて、別の敷地にちっちゃな42区画分の集中浄化槽をつくっ

ていくのかという話になるのか、どうするのか。 

  根本的なものは、うちのほうも、どういう形がいいのかちょっとわからないですけれども、

ただ、もう倍になってしまっているので、今後、それに対してどうするのかということは、

やっぱり皆さんのお知恵もかりながら、やっぱり住んでいる42区画の人たちとも了解をとり

ながら、どういうふうにしていくのかと。生活ができなくなってしまうので、それは検討課

題として建設課は残っている。 

（何事か言う声あり） 

○１４番（山田直志君） いずれにしても、あそこ、もう今、あんな状況になってしまうと、

あそこＪＴＢやなんかが使うのか、何かそれともＪＴＣが使うのかということも、なかなか

何かちょっと、もうほとんど閉まっている状況の中であれするわけで、それと同時に、今、

暮らしている人がいるので、あそこの場所に何かつくるというのもなかなか厳しいだろうと。

１カ所、反対側に今、勝丸さんが駐車場にしているの、小林さんの土地かな。あのところに

何かやっぱり、そのままの施設が行く以外には、個別に今から合併浄化槽を掘れなんて言っ

ても無理なんで、そうすると、やっぱりどこかへ集中してのあの排水を持ち込んで、何かや

るものをつくらざるを得ないかもしれないし、つくる中では、一定の負担もあっていいのか

もしれない。もうほとんど、だけれども普通で言えば、あれもらったときに、利用料の部分

はもらったけれども、負担金やなんかってうんともらってないわけだから、ある程度のとこ

ろでは、今回は今度新しいものをやる段階では必要かもしれないなという感じもするけれど

も、やっぱりやっていかないと、毎年こんな感じでお金が出ていくのも、ちょっとほかより

も特別厚いサービスを受けているという形になってくるわけだから、負担をできるやっぱり

１つ何かのものを見直していくということは、もう早急に必要ですよね。 

○建設課長（高村由喜彦君） 料金改定は、当然何らかの形で、今後維持していくにはやって

いかなければならないと。このまま行くにはと思うんですよ。 

  ただ、先ほど言ったように、あくまでも収支のバランスをとるには、それだけでは全然追

いつかないので、根本的なものをやっぱり提示をして、解決策を了解をとっていかないこと

には、うまくいかないのかなと思います。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の負担金の話だけれども、この分譲地は、使った水道料で、汚水

だとかそちらのほうの負担金も賦課していたんではないかなと思うんだけれども、それは町
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のほうには入ってこないわけ。 

○建設課長（高村由喜彦君） 使用料としては入っていますよ。使用料としては、水道を使っ

た分だけ、それが汚水が出るという形の中で、使用料として、これは当然入っています。た

だではないです。 

○５番（西塚孝男君） それでは、休んでいるやつは、使ってないから、水道とめてあるから

ゼロということ。 

○建設課長（高村由喜彦君） ゼロというか、年末年始とか、やっぱり使っているんですよ。

年末年始とか、お盆とか、一部小利用があると、その水道が出た分をもらうという形の中で、

水道使用料に反映されると。だから、水道メーターに反映される。水道メーターに反映され

たものが汚水使用料になって、使用料として町がいただいていますよと。 

○５番（西塚孝男君） では、水道基本料金的なものは毎月もらっていると。使っているから

と。 

○建設課長（高村由喜彦君） それは、条例でちゃんとお金を定めていますので、ちゃんとそ

れはもらっています。 

○委員長（稲葉義仁君） あとは質疑はございませんか。 

（「委員長、休憩にしてもらっていい」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３５分 

 

再開 午後 ２時４３分 

 

○委員長（稲葉義仁君） 休憩を閉じ、再開します。 

  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） ないですか。 

  質疑ございませんか。ないですね。 

  それでは、質疑なしと認めます。 

  これをもって建設課の質疑を終結します。 

  暫時休憩といたします。 
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休憩 午後 ２時４３分 

 

再開 午後 ２時５９分 

 

○委員長（稲葉義仁君） それでは、休憩を閉じ、再開します。 

  これより健康づくり課の質疑を行います。 

  質疑の対象は歳入歳出全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） まず、歳入の関係なんですけれども、21ページの保健衛生費補助金

のところで、新たなステージに入ったがんの検診の総合支援事業補助金というのは、金額は

あれなんだけれども、事業的には、これからどういう事業がやり残ってきて、どのようなこ

とをやるようになるのかなというのが１つと、２つ目は、25ページで、これ、県補助金のと

ころですけれども、健康増進事業費補助金というのが117万8,000円あるんだけれども、ちょ

っと、恐らくこれは、我々普通に考えて、うちの町の健康増進事業と県が言っているこの健

康増進事業、これ、違うんだろうなということの中で、この補助金における事業の対象とな

っているのはどういう内容なのかなというのをまずお聞かせください。 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） まず、１点目の新たなステージに入

ったがん検診総合支援事業の説明ですが、子宮頸がん検診と乳がん検診の５歳刻みで過去５

年未受診者の方に対して無料のクーポンを発行して、受診を促す事業と、あと要精密検査未

受診者への受診勧奨をする事業、その３点をあわせた事業に対する補助金になっております。 

  続けて、２点目の25ページの健康増進事業費補助金ですけれども、こちらは、まず40歳か

ら64歳までを対象とした健康教育、健康相談、あと健康診査の中で、歯周疾患検診、骨検診、

肝炎検診、あと特定健診に町独自のクレアチニンと尿酸、あと尿潜血という町独自の検査を

追加しているんですけれども、その事業費に対して３分の２の補助がつく事業になっており

ます。 

○１４番（山田直志君） そうすると、今ので、まずがんの検診の総合支援事業でいくと、や

ろうとしている仕事に対して、国の補助金というのは、すごく小さいよなというか、こんな

金額では、とてもではないけれども、やろうとしている仕事からすると、もう本当に10分の

１にもならないもんなというぐらいのことを感じるんだけれども、国のほうからも、今、が
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ん撲滅でいろいろ言われている時代なんで、必要だと思うんだけれども、ちょっと財政支援

が少ないのかなというふうには思いましたけれども、この辺は何かほかにはないですか、が

ん関係は。 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） 今、がん検診の補助は全て交付税に

入っておりまして、まずはこの子宮がん、乳がんの未受診者をなくすというところに国のほ

うが力を入れております。 

  今年度から精密検査未受診者に対する受診勧奨というのが加わったんですけれども、せっ

かく受けた健診を無駄にしないというところで、国が新たに補助対象としている事業で、あ

くまでも受診勧奨ですので、郵便料の分の補助となっております。 

○委員長（稲葉義仁君） ほか、質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 33ページのプール使用料がここに計上されているんだけれども、こ

れはアストのプールではないかなと思うんだけれども、今、利用者は何人ぐらいいて、これ、

平均単価だろうと思うんだけれども、あれかな。何回も使う回数券みたい的なものの料金も

設定してあるんではないかなと思うから、人数はどれぐらいの方たちが利用しているのかな

というので。 

○健康づくり課健康増進係長（横山 昇君） プールの利用の見込みなんですけれども、現在、

プールのほう、今年度はちょっと故障が多かったもんですから、正式の数値はちょっと難し

いんですけれども、25年から27年ぐらいで、年間を通して約１万2,000人、同じ方も当然利

用しますんで、年間通して１万2,000人ぐらいの方がプールを利用しています。 

（「延べだな」の声あり） 

○健康づくり課健康増進係長（横山 昇君） 延べです。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 今、係長のほうから説明がございましたが、延べ人数とい

うことで、言われたように、１カ月の定期のような券を発行しておりまして、それによって

利用する方は、期間中は何回でも4,000円という金額で使えるようになっています。 

  １回１回使う場合、500円という計算をさせていただいておりまして、算出の根拠といた

しましては、利用された今までの実績からの割り返しという形をとらさせていただいてます

ので、ここに見るのは500円掛ける云々という形で算出根拠とさせていただいております。

実際に利用の延べ人数と金額の整合性は少しないかなと、このように考えます。 

  以上です。 

○委員長（稲葉義仁君） ほか、質疑ございますか。 
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○６番（内山愼一君） 87ページの、まず中からちょっと下の高齢者の保健計画策定事業のこ

の委託料の内容はどういうことなのか。 

  それと、もう一点、95ページの15－01、放課後児童クラブユニバーサルトイレ、これはど

この工事をやるのかどうか、その辺をちょっと教えてください。 

（「放課後児童クラブは住民課」の声あり） 

○６番（内山愼一君） ユニバーサルトイレ。 

（「住民福祉課、終わってしまった」の声あり） 

○６番（内山愼一君） 終わってしまったかい。勘違いしたな。すみません。 

（「高齢者のほうは」の声あり） 

○６番（内山愼一君） よろしく。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 高齢者保健福祉計画の計画作成委託料につ

きましては、３年に一回、介護保険事業計画と高齢者保健福祉計画というのを一緒に策定す

ることになっておりまして、その中で、介護保険料の計画について、利用料であったりとか、

サービス見込みを計算して保険料を決めるというような内容が主な内容となります。 

  以上です。 

○６番（内山愼一君） はい、わかりました。 

○１４番（山田直志君） 89ページで、国民健康保険の補助金について、今年度のこの金額の

算出根拠をどのように定めて算出したのかが１点。 

  ２点目が、その下のところの繰出金の部分で、これはいわゆる介護支援、いわゆる総合事

業の部分の関連だろうというふうに思うんですけれども、介護保険の繰出金はいいですから、

介護予防サービス計画とか、介護予防ケアマネジメント事業等々について、どういう見込み

でこの金額を算出されたのかということをお伺いしたいと思います。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 国民健康保険の特別会計繰出金なんですけれど

も、保険基盤安定繰出金につきまして、保険基盤安定繰出金で１億296万円、事務費に係る

分として729万7,000円、助産費等の繰り出し分として420万円、財政安定化支援事業繰り出

し分として2,015万9,000円を見込んでおります。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 続きまして、その下の委託料のほうでとい

うことでしたので、介護予防サービス計画委託料と介護予防ケアマネジメント委託料につい

て説明させていただきます。 

  こちらは、制度改正に伴いまして、要支援の方が総合事業、地域支援事業のほうに移るこ
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とになったんですけれども、その方のプランの作成料、ケアマネさんがつくる作成料につき

ましては、下側の介護予防ケアマネジメントというような名前が変更しまして、予算のほう

が再編されたものですから、今まで予防の計画作成料につきましては、上の委託料で、それ

から総合事業のほうに移る方については、下の委託料でということで、ただ、要支援の方が

移行するのは、４月１日で全部が移行するわけではなくて、認定が切れた順に総合事業のほ

うに移行するというような形になりましたので、この事業、初年度ということになりますの

で、一応28年度の介護予防サービス計画作成委託料年間見込みを来年少し率を上げて、伸ば

して、増加分を見込んで、それを半分ずつ、今までの予防給付で受けていたプラン作成料を

213万7,000円、それから新しく始まる総合事業のプラン作成委託料についても213万7,000円

を計上したというような内容になります。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） あと、まず国民健康保険なんですけれども、この間いろいろそこは

あれされてきているんだけれども、今までずっといわゆる人工透析やなんかに対する一般的

な政策的な繰り出しをしてきたんだけれども、それは今回ないということなのかなというこ

とをお願いします。 

  それと、ここ、来年度あたりから、今度県がここをやるということになってくると、その

辺での問題ってないのかなというか、値上げ等の心配がやっぱり出てくるんではないのかな

と思っているんですけれども、その辺ちょっとお聞かせください。 

  ２つ目の介護予防の問題では、いろいろ変わってくる、制度もあれなんだけれども、やっ

ぱり問題は、僕はやっぱりこれ、よく制度のやっぱり説明というのをちゃんとやっぱりして

いただかないと、今まで介護、何か困ってきたら、いろいろ言われて、介護認定に行くとい

うのが、今度ちょっとまた変わってきたわけじゃん。なかなかここの辺が、既に介護認定受

けている人の切りかえはいいんだけれども、これから新しくやる人について言うと、介護予

防サービスというか、今まで介護サービスケアプランとか、いろいろ移ったものも、今度介

護予防サービスとか、いろいろこういうふうになってくるので、やっぱりすごくちゃんとこ

の周知徹底をしていくことが、制度が変わった中では、やっぱりすごく必要ではないかなと

いう感じがしておりますので、その辺、よく取り組んでいただきたいと思います。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 人工透析の関係ですけれども、今年度まで町のほうから

1,000万円という形で支援分がありましたが、先ほど山田議員がおっしゃった、30年度にも

関連してくるんですけれども、平成30年度になりますと、町からの法定外の繰り出しという
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ものは基本的には国の方針で認めないという形になっておりますので、これまでいただいて

いました1,000万円という金額は、法定外のことになります。なので、30年度のその法定外

がなくなるというものも踏まえまして、29年度の当初予算1,000万円につきましては、法定

外繰り入れはなく、これはあくまで法定の繰り入れのみで一般会計から繰り出しはいただく

という形での今回は予算計上になっております。 

  それから、平成30年度からの値上げはということなんですけれども、30年度から県が財政

運営を担うということになりまして、町のほうからは県に対して納付金を支払い、県からは

標準税率が町のほうに示され、その税率に基づいて、町としましては、税金、税額をその税

率のままで行くのか、上乗せをするのかいうものは今後検討していくことになるんですけれ

ども、今の時点で、現在、シミュレーションを行っている段階で、その結果が出るのが４月

から５月、それが第１回目のシミュレーションです。 

  次年度、30年度に向けた予算編成のもととなるシミュレーションについては、第２回のシ

ミュレーションが再度行われ、９月ごろに示されるということになっておりまして、実際、

今の時点、現時点で幾らの納付金を納めてくださいというところでなるのかというのも、今

まだわからないという状況で、ただ、国費から1,700億円ですか、それも含めた中で、国や

県のほうも試算をするもので、できる限り市町からの要望は安く税率は抑えてもらいたいと

いうのが今の状況です。 

  申しわけありません。今の段階で示せないというのが実情です。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 制度移行しまして、町民への普及啓発とい

うことになりますけれども、３月の上旬に一応まずホームページのほうには載せさせていた

だきました。それから、４月号の広報のほうにも、総合事業が始まりますということで、広

報のほうは載せる予定となっております。各ケアマネジャーさんには説明会を実施いたしま

して、どういう点が変わるのかというような点も、あとは通所や訪問のサービス事業者さん

等への説明会も実施しております。 

  利用する段階になってみないと、なかなかこういうのというのは興味がないというところ

が実際あると思いますので、また折に触れて広報活動をしていきたいというふうに思ってお

ります。 

  以上です。 

○委員長（稲葉義仁君） ほか、質疑ございませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 17ページの教育使用料というのはここでいいのかな。これ、違うの。
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総合グラウンドの…… 

（「違います」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 保健体育使用料というのは教育委員会だ。 

（「教育委員会です」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 違うのね。はいはい、わかった。 

○１０番（藤井廣明君） 105ページの中ほどの成人健康診査相談事業というのが2,517万

7,000円であるんですけれども、幾つか項目があって、このとおりなされているわけですが、

特にこの生活習慣病とかの受診率とかそういうもの、何か国のほうからも目標を定められた

りしていたんではないかなとちょっと記憶があるんですけれども、この辺の実施状況を少し

詳しく教えていただくと助かるんですけれども。 

  それから、２点目が、心の健康づくりの中の一番最後で、傾聴ボランティアって、養成委

託が書いてあるんですけれども、これは実際、受けたりしたこともあるんですけれども、そ

の後、どんなふうに活動されているかとか、役立てるとかというものをもしわかったら教え

ていただきたいなというふうに思いますが、どうでしょうか。 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） 成人健康診査相談事業の生活習慣病

予防健診委託料についてですが、この内容は、39歳以下の若い方を対象とした町独自の健診

でありまして、特定健診の受診率向上の一環として、町が独自でやっている健診ですので、

国からの目標受診率というのは、この健診については示されておりません。 

  それ以外の子宮がんから胃がん、肺がん、乳がん、大腸がんについては、受診率が示され

ておりまして、国のほうでは50％の受診率を目指すようにということですが、今、受診率の

対象者の選定の仕方について、今議論されていまして、以前の受診率の算定と今の算定の仕

方がちょっと違っているんですが、今の28年度の２月末現在の受診率が、胃がん検診が９％

で、肺がん検診が21.2％、大腸がんが20.6％、乳がんが16.2％、子宮頸がんが14.2％で、目

標にはまだ至ってない状況になっております。 

  ２点目の傾聴ボランティアについてですが、こちらは自殺対策の補助金を利用しまして、

心の悩みを持っている方のお話を聞いてもらう方を、ボランティアを養成するということで、

社会福祉協議会のほうに委託しました。 

  実績が、受講者が26名で、ボランティアとして登録をしたいとおっしゃっていた方が９名

いたという報告を受けております。 

  今後の活動については、社会福祉協議会のボランティアセンターと協議をしながら、活動
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については実施していきたいというふうに考えております。 

○２番（稲葉義仁君） 107ページの13－03、新生児聴覚スクリーニング検査委託料、これ、

いいんですよね。 

  どういう言い方したらいいのかな。結構他の地域を見ても、先進的な取り組みだという話

をちらっと聞いたりしたんですけれども、一応その取り組みの内容と今回導入に至った経緯

など、その辺ありましたら、お聞かせください。 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） 新生児聴覚スクリーニング検査です

が、これはほぼ70％ぐらいの新生児のお子さんが実費で、これ、保険がきかないので、病院

ごとに自己負担が変わってくるんですが、高いところで１万円から安いところで3,000円と

いう差の中で、独自に保護者の方の希望で実施しているところですが、新生児期に難聴を見

つけられるというところで、大事な検査だということで、静岡県内で一律統一してやろうと

いう話が上がりまして、県が取りまとめて、県内の医療機関と契約をするという話がありま

したので、そこに一緒にやろうということで、この３月に要綱を整理しまして、４月からや

れるように、今、準備をしているところです。 

○２番（稲葉義仁君） ありがとうございます。 

○副委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

○２番（稲葉義仁君） はい、結構です。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑ございますでしょうか。 

○１２番（鈴木 勉君） 17ページの初め、会館使用料のこれはいいのかな。 

  総務の使用料の中の10万3,000円、これ、どこなの、場所。 

○健康づくり課健康増進係長（横山 昇君） これは、アスド会館の本館になります。 

○１２番（鈴木 勉君） アスドの本館。 

○健康づくり課健康増進係長（横山 昇君） ええ、アスド会館の本館の会館の使用料になり

ます。 

○１２番（鈴木 勉君） はい、ありがとう。 

○１０番（藤井廣明君） 今の17ページのところに、ただいま鈴木議員のに関連するんですけ

れども、会館使用料のこの内訳といいますか、いろいろな何か同好会とか、スポーツクラブ

なんかが使っているというふうに聞いたことがあるんですが、これは１回ごとになっている

んですか。例えば、プールみたいに、１回入場するごとに払うとか、そういう形式はどうな

んでしょうか。どんな団体がどんなふうな形で。 
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○健康づくり課健康増進係長（横山 昇君） 今、定期的に借りているところが３団体ありま

す。まず、申請は、借りる前の月に皆さん来まして、月に何回やるかという申請をしていた

だいています。それで、その借りる部屋によって料金も違うもんですから、大体600円から

1,000円ですね。借りる部屋によって違いますので、それぞれ今、３団体が借りている部屋

が違いますので、それで月何回掛ける12カ月ということで見ています。 

  あと、突発的に借りるということは、そうは今ないですので、その３団体を中心として予

算は計上させていただきました。 

○１４番（山田直志君） 103ページで、インフルエンザの予防接種委託料450万円、肺炎球菌

ワクチンのやつで120万円、これらを見ると、実績的にこの金額が大丈夫なのかなというの

が１つ。 

  ２つ目に、その下の保健師活動推進事業で、健康管理システム借上料で238万円とあるが、

この借り上げはどういう内容かなというのが２つ目の点です。 

  それと、３点目が、109ページで、子育て世代包括支援センター事業ということで、助産

師と産後ケア事業の委託料が計上されているんですけれども、この辺の事業の内容について、

ちょっと…… 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） まず、１点目の103ページの成人予

防接種事業のインフルエンザ予防接種委託料ですが、29年度は43.3％の接種率を見込んで予

算を計上しました。 

  次の高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料ですが、そちらについては、28.8％で予算を計上

しましたが、年々マスコミの宣伝等で接種者が増えている傾向でありますので、また数字は

この予定でおります。 

  次の２点目の保健師活動推進事業の健康管理システム借上料ですが、今、保健センターで

使用しているシステムですけれども、母子保健の妊娠届から子供の相談や健診事業の結果の

管理と、あと子供の予防接種と成人のインフルエンザ、高齢者肺炎球菌の予防接種の管理、

あと住民健診のシステムで、特定健診、がん検診などの結果を全てこの健康管理システムで

管理をしていまして、住民からの問い合わせや健診結果の積み上げなどで利用させていただ

いております。新年度、29年度からのマイナンバーのほうに対応できるようなシステムのほ

うにまた変更するというようなことになっております。 

  次の109ページの子育て支援包括支援センターの事業内容についてですが、妊娠届を提出

していただいて、母子手帳の交付をした時点で、妊婦さんにアンケートを書いていただいて
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いるんですけれども、そのアンケートをもとに、月１回、保健師と助産師で情報共有を行い

まして、フォローが必要な妊婦さんについては、助産師さんの相談や、また状況によっては

訪問していただいて、出産に向けて問題のないように、また産後、子育てに不安があって、

広い意味で言えば、虐待につながらないようにということで、産後ケアの事業もあわせて行

っております。 

  具体的には、産後ケアの事業というのは、町内にありますふじべ助産院に、ショートステ

イと言って、宿泊型で心身のケアをしていただく育児のサポートをしていただいて、産婦に

休養の機会を提供するという事業です。 

  もう一点、デイサービスという形で、泊まらずに、日中、助産院で助産師さんが子供の世

話を実際していただいて、それを見てお母さんが学ぶとか、心のケアができるというような

事業を計画しております。 

○１４番（山田直志君） まず、インフルエンザと肺炎球菌のやつは、確かに率からすると、

ちょっと増えていただいたのが良くてやっぱりインフルエンザとか肺炎のお年寄りも、病院

を退院して、本当に１週間で亡くなるということがあるんだというふうに実際目の当たりに

したんですけれども、こういうのがせっかく町の制度であるので、その率が上がっていくと

いいなと思うんですが、２つ目の健康管理システムの部分は、この部分というのは、今後の

あれだね、地域包括ケアというふうな形の中で、やっぱり病院なんかが、お医者さんが持っ

ている治療や診断データなんか、また保健センターのこういうやつ、いろいろな今後の地域

包括ケアの中でリンクされ、活用されていくというふうなことになるのか。 

  保健センターとしては持っているんだけれども、ただ医療のお互いの相互乗り入れみたい

な形で、地域包括ケアの中では活用されているのかなというふうに思ったりしているんだけ

れども、この辺は、まだそういうところにはなっていないのかなという感じが２つ目の問題

です。 

  ３点目の問題でいうと、なかなか今、３世代同居しているという世帯というのがそうそう

ないわけだから、今、予算項目にある未熟医療も含めて、いろいろな形で子供が正常に生ま

れてこない場合もあるし、正常に生まれてきても、いろいろな形でケアが必要になっている

ということはやっぱりあると思うので、そういうものができると、一定の安心感にもつなが

るのかなというふうには思っております。 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） １点目のインフルエンザと高齢者肺

炎球菌の接種については、個別通知をさせていただいて、接種率には上げることはしており
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ます。 

  また、町内は賀茂医師会の管轄なんですけれども、住民の方は伊東市にかかりつけを持っ

ていらっしゃる方も多いので、伊東市のほうの医療機関とも契約を結びまして、接種しやす

い状況にしております。 

  ２点目の健康管理システムについては、今のところ、包括ケアシステムとのリンクは、ま

だそこまで考えは至っておりませんが、国民健康保険に加入されている方の健診の状況とレ

セプトの状況は突き合わせができるようになっておりますので、またそこについては、医療

費の削減のほうに活用していきたいと思います。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 今の健康管理システムの関係ですけれども、賀茂医師会等

では電子カルテ等の整備が進んでいる状態です。そこと、整合性がどうかという部分は、ち

ょっと調査をしないとわからないところですけれども、将来的に医師会さん等は、自分の持

っているデータをそういう電子データとして活用するという方向で動いておりますので、将

来的にはそういう方向へ向けていければと思っております。 

○１４番（山田直志君） あと、町長の施政方針の中にもちょっとあったんだけれども、健康

づくりの問題について、何かいろいろあれしていくというようなのが１項あったと思ったん

だけれども、あれは予算で言うと、どれのことを言っているのかなというのがよくわからな

かったんだけれども。 

○委員長（稲葉義仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時３７分 

 

再開 午後 ３時３８分 

 

○委員長（稲葉義仁君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） すみません、１点。子育て世代包括

支援センターの事業の追加について。 

  確かに里帰りできるお母さん方はいいんですが、よそから来た妊産婦さんについては、そ

ういう産後ケアの事業が必要な方も出てくるんではないかと思うんですが、最初は精神的な

疾患を持った方がというようなことを考えていたんですが、29年度は、もう少し広い人、広

く広報しまして、気軽にと言ったらあれですけれども、少し休みたいときに、どうぞという
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形で進められるようにしていきたいというふうに考えております。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 施政方針の中で健康づくりということで、マイレージ事業

を取り入れてという形のものがあったかと思います。本年度は、28年度については、印刷製

本費のみで、そのマイレージ事業の広報に使うチラシと、それから事業に実際使う手帳みた

いなものを作成するということになっております。現在行っている作業としましては、マイ

レージ、ポイントを付与するという形で、この対象となる事業の選定、それから、それによ

っての特典、そういうものをどういうふうにするかということで進めておりますけれども、

商工会さんと打ち合わせ等をさせていただいて、町内の商店等でもいろいろそのポイントを、

与えられたポイントによって付加価値がいただけるような方策ということで、今、細かなと

ころを作業を詰めている段階です。 

  実際にマイレージ事業を行いまして、配布するポイントをためた時点で町民の皆様に配布

するカードについては、県のカードがございまして、県内いろいろな施設で利用できるとい

うものを想定して、それを配布するような形でやっていこうと思います。 

  あと、ポイントの付与の仕方についてですけれども、単純に健康づくりということだけを

実践しているというよりも、豊かな暮らしであるとか、地域への貢献度というものも含めた

広い意味での豊かな人生を送るということに対してポイントが付与できればということで検

討させていただいております。 

○１４番（山田直志君） 健康マイレージのほうは、前から僕もそういうふうなことと思って、

これだけに狭める必要はないわけで、要するに一対で。 

  母子のやつは、かかわりを増やすことでお母さんの子育てに対する不安が減る部分と、や

っぱり逆に障害なんかの場合については、やっぱり早期発見、早期療育につなげていくとい

う両面があるんではないかなと思うんですよ。やっぱり通常の輪切りで、半年とか、１歳半

とか、３歳ということではなくて、いろいろな形の中から、やっぱり目を光らせながら、そ

の中で、ちょっと何か心配な部分というのは、やっぱりかかわりをつなげていく中で、やっ

ぱりそこで発見できるものというのもあるわけで、当然聴力のやつも出てくる。いろいろな

ものも個別には出てきますけれども、やっぱり両面がありますよね。お母さんの負担軽減、

それと同時に、やっぱり障害を持った子供のやっぱり早期発見、両面を生かして、やっぱり

運営をしていただけるといいなという、その辺は期待いたします。 

○１０番（藤井廣明君） 107ページのところの母子健康診査事業の中に幾つか子供さんの歯

の問題ですね、歯科検診というふうにあると思うんですけれども、これが何かうちの町が子
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供の虫歯率が一番高いなんて、ちょっと不名誉な記事が載っていましたので、ちょっと心配

だなと思っているんですけれども、本当に何かここで見ると、５歳児の歯科検診というふう

なことしかないんですが、もっと学童なんかに広げていくようなことは予算化されてないで

しょうか。考えてないでしょうか。 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） 確かに東伊豆町の５歳児と小学生、

中学生の虫歯の罹患率が県内でも高いという現状の中で、今年度は予算に、ここの委託料と

して上げさせていただいているのは、個別に歯科医に行っていただいて検診をするのを委託

料という形で計上させていただきました。 

  学童については、今、学校の養護教諭が学校保健の現場で虫歯予防の対策をやっていると

ころですけれども、年に何回か歯科保健会議という形で話し合いをしまして、今やっている

虫歯予防対策以外に何かできることはないかということを今後考えていきたいと思っており

ます。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） ５歳児の歯科検診については、今のような内容ですので、

10番議員言われるように、虫歯全般の対策というのは、もうちょっと包括的に考えないとい

けないことだと思います。 

  実際に数字的なものでその上昇を抑えて、さらに低くということまで持っていくには、10

年単位のことになってくるのかなと。対象する児童さんが、小学生、中学生に行くまでのこ

の何年間かをかけて、その中で徐々に徐々に変わっていくということでとらえますと、やは

り10年スパンぐらいの時間がかかる事業だというふうに思っていますので、そういうことの

取りかかりの初めとして、まず自分の歯を見詰め直すということで、この歯科検診というも

のは、幼児の方に実施することによって、家族の方へも、虫歯になったから歯医者に行くと

いうことではなくて、自分の歯の健康をいつも確認するということを習慣づけていただくと

いうのが最大の意味だろうというふうに思います。 

  以上です。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑ありませんか。 

  質疑ございませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） では、質疑なしと認めます。 

  以上で歳入歳出全般に対する質疑、終結いたします。 

  これをもって健康づくり課の質疑、終結いたします。 
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  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時４５分 

 

再開 午後 ３時４７分 

 

○委員長（稲葉義仁君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 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し

ました。 

  本日はこれにて延会します。 

  なお、あす３月14日は午前９時30分より会議を開きますので、よろしくお願いいたします。 

  お疲れさまでございました。 

 

延会 午後 ３時４８分 
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一般会計予算審査特別委員会（第３日目）記録 

 

                    平成２９年３月１４日（火）午前９時３０分開会 

 

出席委員（６名） 

     ２番  稲 葉 義 仁 君      ５番  西 塚 孝 男 君 

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

    １２番  鈴 木   勉 君     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（１１名） 

総 務 課 長 鈴 木 利 昌 君 総務課長補佐 
兼 財 政 係 長 鈴 木 貞 雄 君 

総 務 課 
財 政 係 主 査 稲 葉 堅太郎 君 防 災 課 長 竹 内   茂 君 

防 災 課 
防災対策係長 土 屋 政 雄 君 観光商工課長 梅 原 裕 一 君 

観 光 商 工 
課 長 補 佐 兼 
観光商工係長 

森 田 七 徳 君 教 育 委 員 会 
事 務 局 長 坂 田 辰 徳 君 

教 育 委 員 会 
事務局長補佐
兼 学 校 教 育 
係 長 

村 木 善 幸 君 教 育 委 員 会 
社会教育係長 岩 崎 名 臣 君 

教 育 委 員 会 
学校給食係長 齋 藤 徳 人 君   

 

議会事務局 

書 記 木 村 昌 樹 君   
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開会 午前 ９時３０分 

 

○委員長（稲葉義仁君） それでは、休憩を閉じ、再開します。 

  ただいまの出席委員は６名で、委員定数の半数に達しております。よって、一般会計予算

審査特別委員会は成立しましたので、開会します。 

  これより直ちに本日の会議を開きます。 

  引き続き議案第18号に対する質疑を行います。 

  これより防災課の質疑を行います。 

  質疑の対象を歳入歳出全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

○５番（西塚孝男君） 147ページで、01－01の消防団報酬と書いてありますけれども、これ、

今、何人ですか、消防団員数は。 

○防災課長（竹内 茂君） 定数330名です。 

○５番（西塚孝男君） 330名。 

○防災課長（竹内 茂君） はい。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかございませんか。 

○１４番（山田直志君） 148ページ、訓練報酬750万円と被服費の519万円の中身と、151ペー

ジで、防災用器具の備品費の内容について。 

○防災課長（竹内 茂君） 訓練報酬750万円につきましては、通常の非常講習、それから放

水訓練、それと水防訓練、それから秋のパレードのときの訓練という形で、全部で８つの訓

練を予定しております。 

  それから、11節の細節８の被服費なんですが、平成26年度に消防団の基準が変わりまして、

新しい活動服を本年度から２カ年で整備をする内容であります。 

  それから、防災器具備品につきましては、消火器、それから防災倉庫の２つとなって、あ

と発電機の内容となっております。 

  以上です。 

○総務課長（鈴木利昌君） 課長、あれではないか。訓練報酬の中には郡の査閲大会と県の操

法大会。 

○防災課長（竹内 茂君） 本年度、賀茂支部の操法大会があるもんですから、その訓練報酬
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も入っております。本年度につきましては、９分団が小型で県大会まで行くという形になり

ますので、９月10日の県大会まで訓練が続きます。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） そうすると、非常訓練、非常講習とか、送水訓練、水防とパレード

とかあるんだけれども、これ以外に実質的な団での訓練、訓練費を出すようなものというの

は、その上の活動費もあるんだけれども、実際に水を出したりとか、消火栓をやったりとか、

いろいろな訓練の、それは訓練なのか、上にある活動報酬なのかという議論もあるんだけれ

ども、実際、個々の消防団の取り組みの中で支出される活動状況というのは、どういうふう

になっているのかなというのを教えて。 

  ２つ目の問題で、被服費の問題なんだけれども、この間の総合計画の後期計画で見ると、

それは確定ではないと思うけれども、消防団員数を240ぐらいにというような数字も目標も

あったわけじゃん。今ここで切りかえるという部分が、本当にどうなのという部分も、もう

三、四年で、そこのところが約100人ぐらいは数を減らそうという部分があるわけじゃない。

そうすると、ここで今の段階で330の被服を２カ年間で整備するというのは、妥当かなとい

う感じもしないでもないんだけれども、この点お願いします。 

○防災課長（竹内 茂君） 消防団の訓練につきましては、消防団本部で今、いろいろ訓練の

内容を精査しています。今までのような訓練ではなくて、もうちょっと実質的な訓練をやっ

てほしいということで、うちのほうから訓練目的、それから訓練の成果というものを、それ

と反省的なものを出してくれということで、今、お願いをしてございます。ですから、これ

までの訓練とは多少今後は変わっていくのかなというふうに思っています。 

  活動費については、基本的に火災出動がほとんどなものですから、基本的に訓練について

は全て訓練経費のほうから出しております。 

  それと、被服費につきましては、先ほど言いましたように、平成26年度に制度が変わりま

して、実際に交付税措置の中で、その団員の活動費の部分が入っているということがありま

すので、いつまでも古い形というのがどうかというのもありまして、今回請求させていただ

きました。 

  団員数の減少につきまして、総合計画に基づいた見直しにつきましては、今現在、消防団

のほうにお願いをしてございます。うちのほうで検討する内容を幾つか挙げさせていただい

て、その中で、特別委員会的なものをつくってもいいから、その内容を検討してくれという

ことで、今、お願いをしている状況です。 
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  以上です。 

○１４番（山田直志君） そうすると、訓練費で、例えば自分らの現役時代というのは、もう

大分前になってしまうんだけれども、やっぱり月２回ぐらい出たり、いろいろ団としては、

放水訓練のあれもあれば、器具点検のやつもあったりとかして、僕らは当時、月２回ぐらい

は出ていたんだけれども、実際問題として、町のほうから各消防団へ訓練手当として出して

いる金額というのか回数、どのくらいに実際になっているのかなというのが１つあるんです

よね。 

  ２つ目の問題でいうと、今言ったように、今後の消防団について、団員数等見直しは図る

んだけれども、かなりあれしているところでいうと、基本はあくまでもあれだよね。消防団

の制服については貸与だよね。 

（「そうです」の声あり） 

○１４番（山田直志君） そこのところは変わってない。そうであれば、当然団員数が見直さ

れた段階で、当然返却をされて、もうその後、活動していく上で、当然破れたりいろいろし

たについて、補給するという形では活用できるのかなとは思うんだけれども、これ、１人当

たり幾らぐらいの費用を見込んでいるのか。 

○防災課長（竹内 茂君） 訓練につきましては、基本的には今、訓練費用が出ている内容で、

ほぼ100％近くは執行されております。ただ、状況によって、来年度、29年度につきまして

は、操法大会等があるものですから、その辺は多少減は出てくるのかなとは思っています。 

  それと、今、被服のほうにつきましては、税込みで大体２万7,000円ぐらいになります。 

○１４番（山田直志君） そうすると、訓練はあくまでもそういうところだけだということに

なると、その上のところにある消防団のいわゆる活動費とかの中である程度、基本的に報酬

の中でのんでもらえという、のんでおくというようなことになるのかなという気もするんだ

けれども、そうすると、各団で活動について、結構団によってはばらつきが出ているのでは

ないかなと思ったり、訓練や活動のね、地域内での活動、訓練の内容に差がかなりあるんで

はないかなと思っていますけれども。 

（「休憩」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時４０分 
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再開 午前 ９時４１分 

 

○委員長（稲葉義仁君） では、休憩を閉じ、再開します。 

○１０番（藤井廣明君） 常備消防の費用が274万円でしょうか、今年増えている要因をちょ

っと…… 

○委員長（稲葉義仁君） 10番委員、すみません、ページ数をお願いします。 

○１０番（藤井廣明君） 146ページの常備消防費、右側に行きまして、15款の３項の１です

ね。 

○防災課長（竹内 茂君） この増につきましては、消防署員の手当の見直しが行われていま

す。これについては、方面隊の伊東署と同じような手当の支出という形になっております。 

  それと、共通経費のほうで、駿東伊豆消防組合で採用される職員が増えておりますので、

その部分の増が主なる要因となっております。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） 消防のほうのあれですと、同報行政無線とかなんかの、防災係の、

例のサイレンの問題でいうと、いわゆる同報無線の関係なんかでいうと、消防署とか消防団

の器具とか設備がないとかという話は防災課長からも聞いているけれども、無線の関係で、

例えば夜警がサイレン鳴らすとか、今ある行政無線とか、機能を活用するということはでき

ないのかね。 

  あるものを使うということでいくと、今までみたいに消防署で消防の指令がサイレンを鳴

らすというようなことはできなくなったと。それは設備を含めてないよという。そうすると、

普通に今まで夜警だって放送を流したわけで、そこでのサイレン機能を活用するとかという

ことはできないものかなと。 

  変な話、結婚だとか死亡だとかのことだって、みんな宿直や夜警が鳴らせるわけで、そう

いうことでの取り組みというのをソフト的にできないか。 

○防災課長（竹内 茂君） 警備員のほうについて、今、できるかというと、なかなか話を聞

いている中では、相当いろいろあるということ、問い合わせもあった中で、その鳴らすとい

うのはなかなか難しいかなとは思っています。 

  また、２人体制にするとか、そういう形にしないと対応ができなくなるのかなというふう

には思っています。というのは、４階のほうに一々行って、あけてしまうというのも、全く

それが出てきてしまうもんですから、その辺でどうかなというのもあって、今、警備員のほ
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うにはそこまでの負担はさせていないのが現状です。 

○１４番（山田直志君） だけれども、ほかの町でも、たしか夜警とか警備員等にやるという

議論をしているところもたしかあったんだけれども、そんなに難しい話ではない。まして夜

間とかであれば、そんなに役場に人が来るとか、電話がかかってきて大変だ、電話でいえば、

消防者やなんかが移動しているのに、どこが火事だかわらからないという問い合わせの電話

があるというのがいっぱいあると思うし、消防組合にもどうもいっぱい行くというのは聞い

ているんだけれども、ただ、そういうことであれば、余計に夜警でも活用するということを

考えるというくらいのことはできるんではないの、今あるものでもね。 

  何しろサイレンだけだったら、多少金かかっても、スイッチを押したりとか、非常用設備

にあわせるようにするようにとか。 

○防災課長（竹内 茂君） サイレンだけ流すと、何かって逆に問い合わせが増えてしまう。

結局、今までなぜサイレン鳴って放送しているかというと、今のサイレンがどういう内容か

というのを知らしめるというのがどうしても必要になります。そうすると、先ほど言った、

今、警備員が１人なもんですから、その対応にもうてんてこ舞いになってしまうというのも

あります。 

  実際、うちが職員が宿直、当直やっていたときも、相当サイレンが鳴ると問い合わせが来

ます。そうなると、消防署で一応音声案内あったんですが、そっちではもうつながらないと

いうと、役場に来て、とんでもない量になってしまうもんですから、そうすると、今の体制

の中では厳しいかなとは思っています。 

  実際、ほかの市町でも、それを検討しているところはあると聞いていますが、実際にどこ

までやったかというのは、聞くと、いろいろやっぱりハードルがあるということで、なかな

かそこまで行ってないところもあるというのは聞いています。 

  ですから、今後、皆さんのほうへお願いしている防災行政無線にかわるものか、防災行政

無線のデジタル化も含めて、今後はそういうものになってくれると、遠隔でもうちょっとで

きるようになるという形もあるんではないかという話もあるもんですから、また、そのかわ

りコスト高になるんですが、その辺も含めて検討を今後していただければなというふうに思

っています。今のアナログだと、相当状況的には厳しいなというものはあります。 

○５番（西塚孝男君） 今、消防団を今、減らすなんていう話があったけれども、今、日本じ

ゅうで消防団を増やしてくれという中で逆行している。消防団員を減らすではなくて、分団

を減らしたほうが、大型ポンプとかそういうものを、機能としては、可搬でも同じ機能なわ
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けですよね。人数を減らすではなくて、そういう分団を統合するとか、分署にするとかとい

う、北川なんかは非常にやっているんだね。本当、では十分機能するのかという問題あるわ

けです。だったら、分署したほうが、３分団だとかね、そういう形をとったほうが、団員を

減らすって、今、全国で逆行したことを本当にこの町はやるのかと思うんですけれども。 

○防災課長（竹内 茂君） 今の議論につきましては、消防団のほうにもそういう話はしてい

ます。要は統廃合して、河津とか南ですと、分署化して、今までポンプだったのを可搬にす

るとかというところもやっていますので、そういうことを含めて、人数だけ減らすというこ

とではなくて、どういう組織の見直しがあるのかというのは、これ、消防団にお願いしてい

ます。 

  ですから、うちのほうが単純に人間を減らせという話はしてございません。自分たちが今

後消防活動をやっていく中で、この町の中でどういうものが必要なのかというのを消防団本

部できちんと考えてほしいということでお願いしています。 

○委員長（稲葉義仁君） ほか、質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 151ページは質問していいのかな。 

  一番下のほうにあります避難所の看板の設置工事で50万円という予算出ているんだけれど

も、これの内容と、それからその下の240万円の防災の器具、備品、これの内容的なものを

ちょっと説明していただけますか。 

○防災課長（竹内 茂君） 避難所の看板につきましては、しおかぜ広場のほうに今度緊急指

定避難場所に位置づけをしますので、その中で、どういうことが禁止、どういう災害のとき

にここが使えるかというような看板と、あと禁止事項を表記するような形、使い方に当たっ

てですね。そういうものを今後、しおかぜ広場のほうに設置したいというふうに考えていま

す。 

  次の防災備品につきまして、先ほど山田議員のほうに答弁させていただいたんですが、防

災倉庫、それから消火器、それで発電機を購入予定をしております。 

○１２番（鈴木 勉君） これの看板については、しおかぜの前、海岸線と、それから避難路

のそのほうの案内看板だけの設置で、この予算は消化されるわけだよね。この50万円という

やつの内容はね。そういうことだよね。 

（「中の看板」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 道路看板ではなくて、海岸線の看板ではなくて、中だけの看板。 

（「はい」「キャンプしないでくださいと。たき火しないでください
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と」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） そういう内容の看板…… 

○委員長（稲葉義仁君） ちょっと暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時５１分 

 

再開 午前 ９時５２分 

 

○委員長（稲葉義仁君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  ほか、質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） よろしいですか。 

○１２番（鈴木 勉君） 防災の器具の備品の内容はわかったんだけれども、これ、どこに置

くの。設置場所。 

○防災課長（竹内 茂君） 消火器については、自主防に今、貸与しているのが古くなってい

るものですから、それをかえるという形になります。 

  それと、防災倉庫については、田町と東区の今、倉庫がぼろぼろになっていますんで、そ

の２つをかえます。 

  発電機については、自主防用という形で、今、今度ガス式のやつを買おうという形で、今、

計画をしております。 

○１２番（鈴木 勉君） はい、わかった。 

○委員長（稲葉義仁君） いいですか。 

  では、その他質疑はございませんか。 

  よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって防災課の質疑を終結します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時５３分 
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再開 午前１０時００分 

 

○委員長（稲葉義仁君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより観光商工課の質疑を行います。 

  質疑の対象を歳入歳出全般とします。 

  質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） まず、観光のところで、町長、施政方針で観光協会の問題、また観

光各担当なんかの統合的なことなんかも触れていたかと思うんですけれども、そうすると、

よく思うんだけれども、地域観光振興対策事業ということになって、いろいろ出てくるんだ

けれども、この辺の補助金なんかも、今後やっぱりもう少し一本化していくというようなこ

とというのもあっていいんではないのかなと思うんだけれども、例えば３年ぐらい、ある程

度期間限定的に取り組んでみるというのは別個でもいいだろうけれども、だけれどもある程

度定着して、観光協会の事業の中で位置づけられるものというものは、もう中へ組み込んで、

補助金のほうだって一本化していかないと、何か本体のほうとかを組織を見直すと言いなが

ら、補助金のほうは相変わらずあっちゃこっちゃ、こっちゃこっちゃと金をつけるような部

分というのがあると、かえってそれでは一本化していかないんではないかなというふうな私

は感じもするんですけれども、この補助金の問題について、１つお伺いしたい。 

  ２つ目に、133ページで、無線ＬＡＮの補助金で100万円ありますけれども、今年度あたり、

かなり進んだんではないかなと思うんだけれども、まだ100万円必要なぐらい手が挙がって

いるのかどうかというのが２つ目。 

  ３つ目に、19－11の東伊豆町河津町観光交流推進協議会負担金100万円というものについ

ての内容について…… 

○観光商工課長（梅原裕一君） まず、補助金の関係ですけれども、これについては、例えば

石曳きの道灌祭りですとか、あるいは雛のつるし飾りのイベント事業ということで、この辺

については、市町村振興協会の補助、３分の２を補助いただいているということがありまし

て、その辺の事業そのものをしっかりと別枠に補助対象というふうな形で位置づけるという

ことと、それからもう一つには、やはり観光協会の補助金の中に一括して入れてしまうと、

やっぱり町長の政策的なものというか、こういうものを事業として、重点事業としてやると

いう、そういう部分でも、皆さんに明確化していくというか、明瞭化していくという部分も
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あります。 

  ただ、これについて、未来永劫ずっとこの補助金をいただきながらやっていくということ

ではなくて、やっぱり１つ３年を目安に、一本立ちしていかなければならないというふうな、

ずっとその補助金をもらえるということはあり得ない話なんで、また新たな事業展開もして

いかなければならないということもあって、自立していくような、一方ではそういった事業

として、しっかりと見直していかなければならないというふうな形で指導させていただいて

いるところでございます。 

  将来的には、その辺は観光協会の補助金の中に入れていくということも１つの方法かもし

れませんけれども、まだ今の段階ですと、このイベントを育てるということに関しては、こ

のような形でとらさせていただいているというのが現状です、 

○観光商工課長補佐兼観光商工係長（森田七徳君） 次に、無線ＬＡＮの100万円についての

状況でございますが、これは過去に２年ほど、国の交付金も含めて実施をしておりまして、

27年度分については、13件のホテル、旅館ですとか観光施設が実施をしております。28年度

については、現在、２件が実施をしておりまして、これについては、観光課と町長との間で

も議論があったところなんですが、あらかた中堅以上のホテル、旅館ですとか、観光施設に

ついては、無線ＬＡＮが客室ですとか観光施設内で使えるようになったので、もう１年か２

年、どこでやめるよという期限を切れば、やろうかなという悩んでいるようなところは後押

しすることになるので、期限を切ってやろうかなというような考えでおりますが、町長のほ

うから、今、下限の限度額が５万円より安いものが補助金が出ないような制度になっている

んですが、前、町長が台湾等に行ったときには、町なかでも商店等でも使えて、これからそ

ういう時代になるんではないかということで、もう少し小口のものにも一応補助金が出せる

ように要綱を改正して、様子を見てみたらどうかというような指示がございましたので、29

年度については、引き続き予算計上をさせていただいてあります。 

  続きまして、河津と東伊豆町の共同での観光交流推進協議会の関係でございますが、これ

については、28年度は河津町と中高年の方に人気のある「サライ」という雑誌への広告の出

稿ですとか、「旅行読売」への出稿ですとか、あと圏央道が東北道までつながったというこ

ともあって、宇都宮でのキャンペーンを河津町と一緒にやったりですとか、あと河津から、

河津桜の関係で、やっぱり名古屋方面にも一緒に宣伝をしたいということで、名古屋地区へ

の新聞折り込みのほうをやっております。 

  主に秋と今のつるし飾りの時期なんですが、出稿するに当たっても、やはり河津桜とつる
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し飾りということでセットでやると、出稿した紙面も目につきやすい鮮やかなものになった

りですとか、お客さんに紹介できる、お客さんとすると、河津町、東伊豆町の境界境がある

わけではないので、そういうことで、河津町の観光資源も有効にうちのほうも利用させてい

ただきたいということで、取り組み始めたものでございます。 

  ですので、新年度につきましても、同じような内容で、河津町と協議しながら、その時々

で有効だと思えるものであるとか、お互いにどこを重点的にやりたいというようなことを話

し合いをしながら、観光宣伝を一緒にやっていければということで計上してございます。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） そうすると、課長、あれですかね。３分の２、その振興協会からも

らっている事業というのは、具体的にどことどこだかというのをちょっと教えてください。 

  次の無線ＬＡＮの関係は、今、係長が言われたように、確かに、例えば温泉場周辺とか、

稲取のこの役場庁舎周辺とか、駅周辺とかって、もう必要なのかもしれない。技術的にわか

らないんだけれども、一般的に外で使うためには、どういう設備が必要なのか、誰がやるの

かというようなこともあるんだろうなと思うんだけれども、そういう問題については、ちょ

っとどう考えていらっしゃるのかなということ。 

  河津との問題は、今、いずれにしてもやっぱり今までもイベントカレンダーとかやってき

たあれもあるし、お互いそれぞれのイベントを応援してきたり、そういう点では、町単独で

やるよりも、非常に効果が上がるのかなというふうには感じています。それはもうぜひ有効

な形で活用していただきたいと思います。 

○観光商工課長（梅原裕一君） まず、イベントの中で、補助金をもらっている事業というこ

とで、まずは熱川温泉の石曳き道灌祭りの事業の補助金でございまして、これについては、

負担金補助交付金の07の200万円、これについては、補助率３分の２で、県の振興協会から

補助をいただいているものです。 

  それから、あと雛のつるし飾りのイベント事業費補助金ということで、これについては、

素盞鳴神社の雛壇飾り、この50万円、３分の２を県の振興協会からいただいているという内

容でございます。 

  以上です。 

○観光商工課長補佐兼観光商工係長（森田七徳君） 無線ＬＡＮの関係についてですが、今ま

で主にやっている高額な、100万円以上かけてやっているホテル、旅館のものについては、

お客さんにとっては個室で使えるということが特にインバウンドについては必要だというこ
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とで、大体の旅館さんは鉄筋コンクリートづくりなもんですから、二部屋の間に１つぐらい

無線ＬＡＮの機器をつけると、両隣ぐらいは使えるということで、それを客室ごとにつけて

いくという方法になります。 

  あと、小規模、今、町の施設ですと、文化公園等で使えますが、これについては、自動販

売機を置かせることによって、無償で無線ＬＡＮの装置を自動販売機とセットでつけてくれ

るという仕組みがありまして、それですと町が一切お金を出さなくてもつくので、その方法

でやっているのがクロスカントリーコースと文化公園ということになります。 

  駅については、町長のほうから伊豆急行さんに協力をお願いして、伊豆急行さんのほうで、

特急がとまる駅ということで、熱川駅、稲取駅については設置済みです。 

  今後、商店等の場合は、商店の中でとか、商店から出てしばらくの間使えるという程度の

ことですと、家電量販店で売っているような１万円くらいの無線ルーターというものを店に

つければ、両隣ぐらいまでは使えるようになるので、商店がやるとしても、技術的にはそん

なに難しくなくできますし、費用のほうもそれほどかからないというふうに思います。 

  以上です。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑ございませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 131ページの一番上にありますリフォームの振興事業補助金、これ

も700万円が計上されてあるんですけれども、現状はどうなんですか。28年を踏まえての数

字だろうと思うんだけれどもね。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 28年度の、ほぼ今、３月ということで、もう決算の数字が見

込みが出ておりまして、件数としては57件、補助金額は938万1,000円、工事の総額が8,300

万円ということで、かなりの経済効果というか、需要があるということでございまして、当

初予算につきましては、当然900万円相当を見込めるだろうというふうな考えでおりますけ

れども、ただただ、これについては、もう数年たっておりまして、大きな数字を上げるかど

うかというのは、ちょっとまだこの辺わかりません。 

  ただ、足りなくなったときには、これ、経済対策だもんですから、町長のほうからも補正

対応していただけるというふうなお話をいただいておりますので、まずは当初700万円とい

うふうな形で計上させていただいております。 

  以上です。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の件は、よろしくお願いしたいなと思っております。 

  それから、ごめんなさい、ページを言う前に、自分がページを離してしまって、どこへ行



－13－ 

ってしまったかなと思って。ごめんなさい。何を聞きたかったのかな。ごめん、ごめん。 

  同じページの、一番今後は下のインバウンドの対策事業補助金という300万円が出ている

わけですけれども、これに対しては、事業内容だとかはあれですか。町の指導性が、こうい

うものに対して使ってくださいとかという、そういう使い道だとかということについては、

当局側のほうの考え方というのは補助金を受け取るほうには通達するんですか。 

○観光商工課長（梅原裕一君） このインバウンド等対策事業補助金の内容については、これ

は観光協会のほうに一応出してやる事業でございまして、平成29年度の主な事業を申し上げ

ますと、まずは皆さんも御案内のとおり、外国人のインバウンドの団体バスに対する、これ

は非常に事業効果がございまして、前年度も約900人以上の方が40台、900人という実績があ

りまして、今回もまた需要はあるということで、まずは誘客対策のバス事業ということで、

１台につき３万円の50台分を計上させていただいております。 

  それから、あとほかには、モデルコース、外国人目線に立ったモデルコースのパンフレッ

トを作成ですとか、あるいはファムトリップ、誘客強化ということで、台湾、香港、中国、

タイ等々のいわゆる旅行会社、メディア、ブロガーの旅行事業者の下見旅行を招くというふ

うな、そういうものの経費と、それから現地の商談会を実施したり、あるいは特に今、ゴル

フ連盟との共同の事業をやっておりまして、ゴルフの団体のお客さんが、台湾からのお客さ

ん、非常に多いということで、その辺の受け入れ等々の経費ということで、補助金を出して

おります。 

  以上です。 

○１２番（鈴木 勉君） 観光協会とよく話し合って、そういうことを事業化しているんだろ

うと思うんだけれども、そういう中に、今も非常に課長の説明を受けると、大きな事業計画

のほうの予算化の300万円だろうと思うんだけれども、もう少し、自分たちみたいに町内の

中でいろいろな商売だとかさせてもらっている者にとると、インバウンドに対してどう取り

組んでいっていいかわからないようなところが多いわけですよね。 

  店に来ても、会話もできないしとか、自分の店をどういうふうにその人たちにＰＲしてい

くのかという、そういう対策からすると、このインバウンド対策についても、もう少し底辺

に近いような予算づけというんですか、内容のものに対する予算化という形はどうなんです

かね。この中に含まれていないんだと思うんだけれども、これからは必要ではないのかなと

思うんですけれどもね。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 昨年の10月にインバウンド協議会というものを立ち上げまし
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て、これについては、旅館のみならず、観光事業者、それからお土産物屋ですとか、いろい

ろな業種の方々が入って協議会を設置しておりますので、その辺の会議の中でも、受け入れ

態勢、環境をどういうふうに整備したらいいかというふうな議論がこれから交わされて、そ

れを予算化していくということに大きな期待を寄せております。 

  あわせまして、インバウンドの対策事業費の補助金の中には、そういったものは入ってい

ませんけれども、当然ながら、観光協会の事業の中で、おもてなしだとか、会話をどうした

らいいかとかという、そういう部分の講習会みたいなものもどんどん取り入れて、やはり昨

年2,400万人のお客さんが日本に来ているということで、これ、オリンピックまでにどんど

ん増えていくというのは、これはもう間違いなく増えていくというふうな流れになっており

ますので、町としても、おくれをとらないような形で、そういった委員の方々の意見も吸収

していきたいというふうに思っています。 

  以上です。 

○１２番（鈴木 勉君） よろしくお願いします。 

○委員長（稲葉義仁君） ほか、質疑ございませんか。 

○１４番（山田直志君） 129ページの商工会の1,300万円ですけれども、この補助金の内容と

いうものを。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 平成29年度の補助金の1,300万円の内容ですけれども、この

事業については、まずは一般質問の中にもございました。昨年の４月に町の商工会の経営発

達支援事業計画が経済産業大臣に認定を受けまして、７月から伴走型の小規模事業者の推進

事業ということを実施をしておりまして、この事業そのものを、今後これに関する補助金な

んかも出てくる話でありまして、この29年度、本当にこの新規事業というのは、目新しいも

のは出ておりませんけれども、まずは経営改善普及事業というのは、商工会の事業の中で特

に重要なものの１つ、一番重要だと考えていますけれども、この経営指導員による小規模事

業者のよき相談相手として、適切な助言、指導を行うということ、これはもうやっぱり原点

に立ち返って、空き店舗を出さない指導というものが非常に重要だということで、これに力

を入れていくということ、それから先ほど申し上げた伴走型の小規模事業者の推進事業の一

環で、まずは特産品の開発研究と販売力の強化ということで、昨年、伊豆トレンドフェア、

新規のビジネスマッチングなどのイベント等に積極的に出店しまして、バイヤーと事業者を

結びつけて、新たな販路につなげていくと、こういうものを引き続き、これは伊豆半島全体

で取り組むような事業なんですけれども、そういうところに積極的に参加するということ、
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それからもう一つは、創業セミナーなんですけれども、事業を起こしたいという人たちに対

する創業につながる案件を発掘していくということで、事業計画、経理等、経営のノウハウ

について、初歩的なことからサポートするとともに、空き店舗対策については、行政と連携

をとりながら、支援体制の組織化を図っていくということです。 

  それから、ほかの事業としましては、平成29年度も引き続き空き家の対策事業ですとか、

先ほども申し上げた特産品の販路の開拓支援事業、それから住宅のリフォームの支援事業で

すとか、そういったものを重点的にやっていくというふうなことでございます。 

  以上です。 

○委員長（稲葉義仁君） ほか、質疑ございませんか。 

○１０番（藤井廣明君） 131ページの細野高原イベント事業費の補助金なんですけれども、

これは950万円出ていますけれども、どういったものに使われているかというふうなことの

精査、その辺はなされているかどうか伺いたいなと思います。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 平成29年度の事業でよろしいですよね。予算。 

○１０番（藤井廣明君） 950万円だよね。昨年の…… 

○観光商工課長（梅原裕一君） 細野高原のイベント事業の補助金の予算の内容ではなくて、

昨年の実績ということですか。 

○１０番（藤井廣明君） そうですね、実績…… 

○委員長（稲葉義仁君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２２分 

 

再開 午前１０時２２分 

 

○委員長（稲葉義仁君） では、休憩を閉じ、再開します。 

○観光商工課長（梅原裕一君） まず、三筋下までのタクシーの運行委託料が450万円程度、

それからポスター、チラシ等の印刷製本、それから警備員の委託料、それから広告料、それ

からコンテナハウスの借上料等々が主な事業の内容でございまして、それ以外にイベントの

内容にしましては、宝探しですとか、あるいはコンサートを実施したり、スタンプラリー、

それから遊具のレンタル、そういったものの事業の内容でございます。 

○１０番（藤井廣明君） そうしますと、すすき祭りなんかは、もうかなり好評だということ
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で、１万人を超えているということで、大体１人600円を徴収しているわけですから、これ

に関して、何となく観光協会には3,300万円の補助とか、あるいは、その下の対策事業でも、

やっぱり1,320万円とか、いろいろ補助してあるんですけれども、こういうのは、本来的に

は自立して観光協会等が行うべき内容なような気もするんですけれども、そういった収入も

かなりあるんではないかというふうな点から、その辺をどんなふうに考えているのかなとい

うふうな、このイベントに関して思うんですが、どうでしょうか。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 細野高原の事業の補助金については、当初事業を出発する段

階では、1,200万円を超えている補助金を出しておりまして、入山料という形で、自主財源

のための、将来自立していくためのものとして、入山料を徴収して、400万円ほどの収入を

得ているわけですけれども、これについては、徐々にそういったものを、入山料も増えてい

くとともに、補助金は現在、950万円、将来的にはこれはもうどんどん数字を落としていき

たいというふうに思っていますけれども、ただ、もう一つは、やはりイベントというのは、

伊豆半島全体でもいろいろ事業をやっていまして、地域間競争というのは非常に激しいもん

で、毎年同じことをやっていては、当然ながらお客さんを呼び込むことはできないもんです

から、細野高原として、今年５年ですかね。丸５年たったのかな。 

（「６年です」の声あり） 

○観光商工課長（梅原裕一君） 丸６年ということで、まだまだイベントを進化させていかな

ければならない一方では、首都圏に向かってそういったＰＲもしていかなければならないと

いう、そういうイベントとして決して完成しているものではないもんですから、ただ、議員

おっしゃるとおり、この補助金については、年々減らしていく方向で、当然ながら町長もそ

ういう考えでおりますので、御理解いただきたいと思っています。 

○５番（西塚孝男君） 今の細野高原の補助金ですけれども、今の上のほうはいいけれども、

町の中が年々、いわゆる入り口と出口の関係で、町の中にお客がいなくなっているというの

が現状なわけですよね。そういう中で、いわゆる町の中に来させるためのシステムというも

のは考えられないのか、補助金の中で。 

○観光商工課長補佐兼観光商工係長（森田七徳君） 昨年につきましても、現場のすすきのイ

ベント会場のほうで、町内の飲食店のクーポンの配布等を観光協会の費用で実施しておりま

して、お店によっては、かなりそのクーポンを使っていただいているお店もあるということ

なんですが、実際クーポンについては、利用されたのが200枚で、利用されたお客さんの数

とすると、町内でのクーポンの利用、520人程度ということなので、ちょっと１万人のお客
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さんの規模からすると、まだまだ町内での飲食等については、経済波及効果がそれほど大き

なものになっていないということは、問題意識としては町と観光協会も持っているところで

ございますが、ただ、町が補助金を出して、観光協会の皆さんも期間中、２回ぐらいは現地

へ当番で立っていただいて、１万人からのお客さんを集客するに至っているわけですので、

それを町なかに呼び込んで、町なかに経済効果をというのは、当然町として支援していくこ

となんですけれども、ただ、町が支援すれば、それがうまくいくのかというか、１万人集め

るところまで頑張っているので、そこから先は、やっぱり商工会なり、個々の店舗なり、そ

ういうところの自助努力というものがないと、なかなか難しいのかなという気はしておりま

すが、観光商工課としても、当然１万人のお客さんをみすみす、稲取高校のほうから今、出

している状況なので、それについては、今後も、去年の町内での飲食のクーポンの成果など

も分析しながら、観光協会にも働きかけをしまして、もう少し経済効果が町なかへ落ちてく

るようなことは考えなければいけないなというふうには認識をしております。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の細野高原の話の関連で、その関連でちょっと質問したいんだけ

れども、今のお帰りのルートというものが、非常にゴルフ場のほうに、あそこから、一応上

から来る人たちはゴルフ場回りでお帰りになるというルートになっているのが現状だろうと

思うんだけれども、今、森田さんからお話があったみたいに、そのルートだと、意外と東伊

豆町のほうに、ごめんなさいね、熱川地区ではなくて、稲取地区に迂回して入ってくるとい

う者が非常に少なくなってくるのが今、現状ではないのかなと思っておるわけですよね。 

  そこら辺が、自主努力という形で、後でまたお話しさせてもらいますけれども、お帰りに

熱川方面とか伊豆高原での食事というのが、非常にお客さんのニーズの中では多いというの

が去年の反省の中に僕らは感じているわけなんですけれども、そういうのを踏まえながら、

観光協会の局長なんかとこの間お話ししたのは、細野高原の現地で地元のそういう、今言っ

たみたいに、町内に誘客をしたいとかという人たちには、ワンブース提供するから、ぜひそ

こでお店の宣伝だとかもしたらどうですかという、これは内密の話ではなくて、事務局と私

のちょっと立ち話的な話で、何とかして町内にせっかく上に来る人たちを誘導したいんだと。 

  そういう中で、どうしたらいいのかなといったら、現地で私たちも預かったパンフレット

とかというのは自主提供みたいな形であるんですけれども、ぜひ皆さん方が当番でも組んで、

上に来て、港の朝市もそうですけれども、ぜひ上でパンフを配ったりして、自主努力をした

ら、私たちも場所を提供してくれますよとかというのは、ちょっと立ち話であるんですけれ

ども、そういう点も、私たちも努力していかなければならないというのもあるんだけれども、
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現状の28年度のルートの変更ができれば、町内にももっと入りやすくなってくる。稲取高校

のところから、稲取の町内のほうの誘導看板か何かあればいいとか何とかというのも、これ

もまた自分たちの考え方の中に来るんですけれども、そういう方法の中で、町内経済に何と

か少しでも結びつけていくという部分に対しても、お考えの中では、今後予算化ができると

きには、そういうものも含めて、ぜひ観光協会のほうに予算を出すときに、一言助成をして

いただければありがたいなと思いますけれどもね。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 鈴木議員がおっしゃるとおり、上がった車をそのまま稲取の

中へ、町なかへ戻すルートというのは、やっぱり当然観光商工課でもそれをお願いしたいな

というふうには思っていましたけれども、ただ、このイベントを始めるに当たって、やはり

入谷地区の強力ないわゆる御支援がなければ、御理解がなければ、このイベントというのは

成り立たないんであって、その最初に始めるに当たっても、地元の皆さんにも説明会をさせ

ていただいて、やはりこれ、安全性、通学路でもありまますし、それからお年寄りですとか、

不自由な方もいらっしゃるし、そういった入谷区の安全性を考えたときに、車がばんばん、

１万人の車が通るようでは、やはりその辺は御理解いただけないということだもんですから、

これは仕方ないというふうに思っております。 

  ただ、もう一つは、町なかへお客さんを引き込む、そういった積極的な取り組みというの

は、ぜひ観光商工課でもお願いしたいというふうに思っています。稲取にはこんないいとこ

ろがあるんだと、宿泊施設も同様だと思いますし、飲食店もこんなおいしいところがある。

それから、港の朝市ですとか、そういった観光スポットがあって、そういう案内所みたいな

ものはぜひ設けていただく。皆さんがそうやって当番制なり、そういった形で、生の声をお

客様に伝えて、それで稲取の町なかにお金を落としていただく仕組みというのは、ぜひ来年

お願いしたいなというふうに思っていますし、観光協会のほうにもその辺の指導をしていき

たいというふうに思っています。 

  以上です。 

○委員長（稲葉義仁君） 質疑ございませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の細野高原のことだけ話をして申しわけないけれども、タクシー

の委託料、先ほど幾らといいましたっけね。700…… 

○観光商工課長補佐兼観光商工係長（森田七徳君） 451万…… 

○１２番（鈴木 勉君） 450万円ぐらい。 

○観光商工課長補佐兼観光商工係長（森田七徳君） はい。 
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○１２番（鈴木 勉君） このタクシーは、ごめんなさい。私、現地に行って見たことないか

らわからないんだけれども、ルートは、タクシーが走るルート、ごめんなさい、どこから、

ごめんなさい、どうやって聞いたらいいかまた、山の中の公道を走るだけでしたよね。それ

はどこからどこまで。山頂まで。 

○観光商工課長補佐兼観光商工係長（森田七徳君） 今、ここで説明させていただいたタクシ

ーの運行というのは、イベント広場と言って、パラグライダーがおりる芝生がきれいに刈っ

てあるところからお客さんに乗っていただいて、山頂下の、三筋下の駐車場と呼んでいます

けれども、山頂下の駐車場までの往復のタクシーの運行料ということです。 

○１２番（鈴木 勉君） そうすると、その広場から行った車には、別の人間がまた乗って帰

ってきてもいいという形になるわけですか。 

○観光商工課長補佐兼観光商工係長（森田七徳君） そうですね。平日ですと４台、休日です

と７台ぐらいがずっとシャトル方式でぐるぐる回っているので、おりるときは来た車どれで

も乗れるという形なので、行った車と帰りの車が乗る車がかわるということがほとんどだと

思います。 

○１２番（鈴木 勉君） なるほどね。 

  それは、完全に今の言ったルートだけだよね。公園の中を、今の言った広場から徒歩で歩

けるという舗装になったコースが広場のほうにもずっと続いていると思うんだけれども、そ

ういうものの利用するお客さんというのも結構いるのかな。 

○観光商工課長補佐兼観光商工係長（森田七徳君） やっぱりああいう場所なので、ゆっくり

歩きたいというお客さんの需要はありますので、タクシーが行き来する内側にもう一本、舗

装した細い道路がありますので、そちらのほうは基本的には車を通さないで、特に行きはタ

クシーで行って、帰りだけ、ずっと下りなんで、帰りだけは車が通らない道をおりてくると

いうお客さんが、天気のいい日だと、２割から３割ぐらい、多いときだといると思います。 

  以上です。 

○１２番（鈴木 勉君） ありがとうね。わかった。 

○委員長（稲葉義仁君） 質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） ないですか、もう。よろしいですか。 

  それでは、質疑なしと認めます。 

  これをもって観光商工課の質疑を終結します。 
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  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時３５分 

 

再開 午前１０時５０分 

 

○委員長（稲葉義仁君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより教育委員会の質疑を行います。 

  質疑の対象を歳入歳出全般とします。 

  質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） まず、155ページで、上のほうから３番目で、大川小学校・熱川小

学校統合準備会委員報酬ということでありますが、この辺は具体的にどういうメンバーで、

どういう内容を検討するという中身なのか御説明をいただきたいというのが１点。 

  それと、あと185ページ、幼稚園費全般の問題でいうと、28年度でたしか退職は３人ぐら

いあって、この辺で、特にやっぱり今、子供の数の減少問題なんかを含めて、先生の確保と

いうものに対して、来年度どういうふうに考えているのかというのをお伺いしたいのが２点

目です。 

  ３点目に、191ページで、偉人ＤＶＤ撮影業務委託料というふうなことがありますが、こ

れ、どういう内容かというのをお聞かせいただきたいというのが、お願いします。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） まず、山田議員の第１点目の大川小学校・熱川小学校

統合準備委員会のまずメンバー等の組織構成なんですけれども、一応大川、熱川、幼稚園、

小学校それぞれの保護者の代表の方２名ぐらいずつ、そして学校の教員はもちろん、校長先

生、教頭先生、それから話し合う内容によって、その担当する教員の方々、そして地域の方

ということで、やはり区長さんに、先日区長会のほうにも出席させていただき、お願いをし

ましたところ、大川地区、熱川地区、それから北川地区の区長さんに地域の方として入って

いただくというような内容になりました。現在、承諾書をいただいているところでございま

して、まだ確定はしておりません。 

  それから、準備会の内容でございますが、やはり教育課程のすり合わせだとか、また29年

度は交流なども多く行っていく。そういった中で、教育課程のすり合わせ、それから通園通

学に関すること、スクールバスをどのように運行するというような、大筋では大川、熱川地
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区にそれぞれ今年度説明会を行いましたもので、決定している事項もございますが、それを

さらに具体的にしていくというような内容、それから大川小学校、幼稚園、それぞれ歴史の

ある学校、幼稚園でございますので、閉校の記念に関する冊子なども準備していきたい、そ

ういったことについても、部会等を設けて、話し合いをしていきたいというふうに考えてお

ります。１点目については以上でございます。 

  ２点目の幼稚園の先生等の確保ということで、本年度３名の方が退職をいたします。２名

の募集をさせていただきましたが、１名といった形で応募があり、新規採用という形になり

ます。 

  先生の確保という面では、やはりこれまでも行ってきたわけなんですけれども、預かり保

育、それから３歳児の補助員という形の中で、臨時職員なども７名から８名予算化をさせて

いただき、現在、ある程度決まってはおりますけれども、確保をしたい。 

  それから、29年度の目玉といいますか、新たに町長と御相談をした中で取り入れた内容と

して、やはり幼稚園の園児の中にも特別な支援が必要となる園児の増加傾向にあります。そ

こで、４歳児の、これまでの３歳児補助に加えて４歳児の補助、特別支援が必要な子に対す

る補助ということで、担任とその補助の先生の２人体制でそういった子供たちの教育を進め

ていきたい、そういうふうに29年度は行います。よろしくお願いします。 

  それから、最後になりますが、191ページの郷土の偉人を紹介するＤＶＤの作製でござい

ますが、これにつきましては、まち・ひと・しごと、地域創生の関係もございますが、教育

委員会では、町の歴史を紹介する上で大変重要な方々ということで、萩原すげさんだとか、

田村又吉翁さん、それから木村弥吉さんだとか、全てで５名になるんですが、この方々、町、

東伊豆町が成り立つ上で重要な功績のある方々をＤＶＤを作製して、子供たちを中心に紹介

し、郷土愛をはぐくむなど、そういった教育を進めたいと考え、29年度、ＤＶＤの作製を予

算化させていただきました。よろしくお願いいたします。 

○１４番（山田直志君） まず、統合関係は、ほぼ方向は決まっていてということなんだけれ

ども、あと、私が個人的に感じるところで言うと、大川小学校のやっぱり中身というのが、

大川区のある面、中心的な役割を果たしてきた、コミュニティーのある面、中心だったんで、

やっぱり何かもう少し大川地区で今後やっぱり子供たちと地域が切れないように、通学バス

で来るというのはいいんだけれども、そのままもう地域と切れてしまうようなことがないよ

うな、やっぱり大川の人たちに大川の子供をやっぱり育てていくんだというところで、やっ

ぱりつながっていてほしいなという思いが１つございます。 
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  ２つ目の問題で、聞いてみて、特別支援というようなやっぱり子供が増えているという事

態があるというのは、昔から１人、２人というふうにはいたというふうには記憶しているん

ですけれども、実態上、現在の中で、29年度の当然予算ですから、29年度でそういうことが

必要な子供というのは、今、幼稚園にどのくらいいるというふうな把握をして、そういう形

にしているかどうかというのが２つ目。 

  ３つ目の問題で、ＤＶＤの場合、今、お話はそうなんだけれども、予算上は委託で出てく

るわけだから、そうするとどこかに委託するということなんだと思うんだけれども、そこの

辺の想定がどういうことになるのかなということをお聞きしたいなと思います。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） まず、１点目の大川小の子供たちと地域の方々のつな

がりという面なんですけれども、通学バスにつきましては、今後、その検討会などでも、そ

ういった地域の方々とのかかわり合い、通学におけるかかわり合い、そういったことについ

ても、御指摘があった内容について、準備会等で話し合っていきたいというふうに思います。 

  ただ、先ほどちょっと触れさせていただきましたが、地域のこれまで行われてきた大川小

学校で特筆すべき教育、地域の人たちと大きくかかわる活動として、農耕活動だとか、そう

いったものがあったと思います。そういったことについては、これから教育課程を話し合う

中で、熱川小学校と、大川の子供たちもいるわけですから、大川の地域の方々と触れ合う、

そういったものが残せるかどうかという非常に難しい面はあるんですけれども、そういった

これまで大川が行ってきた、大川地区が行ってきた非常に有効な教育活動、そういったもの

を維持していけるような話をしていきたいと思います。 

 （一部省略） 

  最後に、ＤＶＤの委託の想定といいますか、それにつきましては、発注先はハイキャット

さんにお願いしようというふうに考えております。といいますのも、ハイキャットさんでは、

これまでやはり地域のいろいろな行事、そういったものについて数多くの取材をされてきて

います。それから、歴史等についても、そういった取材等を踏まえた中でのある程度資料等

も豊富にそろえられていくということの中で、御相談をさせていただき、東伊豆有線テレビ

放送のほうでそのＤＶＤの作製を依頼する予定でございます。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） まず、大川の問題は、局長さん言われたとおりなんで、だから別に

農耕も、田んぼではなくたっていいわけじゃない。別に稲取、熱川の小学校でやっているよ

うに、サツマイモを１つつくってもいいし、例えばみんなで地域の人たちとやって、あそこ
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のように、みんなで今までみたいに収穫を喜ぶみたいな、やっぱりその形が残るということ

がすごく大事だと思うので、ぜひそこは出していただきたいなと思います。 

  ２つ目に、特別に支援がというのは、僕もびっくりするんだけれども、城ヶ崎に東部養護

学校の分校なり高等部ができて、それまでつくし学園に行ってなかった子が、稲中、熱中か

ら、いわゆる学習障害とかなんかの子なのかな、ばんばん入ってきているんだよね。そうい

う子が四、五人いたりとかというんで、だからそういうケースで、今までみたいに目が見え

ない、聞こえないとか、手足が動かないというのが障害ということだけではなくて、今、い

ろいろな障害があって、それを特別支援学校やなんかで今、受け入れているというのが１つ

の教育の現場だとは思うんですよね。 

  ただ、もう一つの問題は、幼稚園で扱う場合、幼稚園の場合は、養護教諭だとか、そうい

うやっぱり専門家の連携という問題がやっぱりそこに出てくるんではないかな。いわゆるい

ろいろな意味での発達障害、機能障害があった場合に、養護の知識がある方にやっぱり対応

してもらう、こういうところもちょっと配慮していかないと、なかなか普通、保育課程で保

育や幼稚園生の教育やった方々も、たしか障害教育については講習やなんかというのは受け

てないので、やっぱり必要な場合には、そういう養護の経験や知識のある人にやっぱり少し

指導していただいたりして、先生方もその能力を高めることが必要だと私は思います。 

  ３点目の偉人の問題でいうと、ハイキャットにそれだけの実際の能力があるのかという点

が一番心配で、やっぱりソフト的に資料をちゃんと精査して、ＤＶＤをつくる能力はある。

問題は、誰が見ても、現時点で間違いないことを伝えれるかどうかということになると、ハ

イキャットにそれだけの能力はないんではないのか。 

  そうすると、例えば今、文化協会の会長をやっている岡田さんだとか、やっぱり地域の中

で、それに対して現状では詳しいと思われる方々が、やっぱりソフト面でのやっぱり編集と

かに一定かかわってもらって、ちゃんとした史実的にも間違いがないというところをやって

いかないと、ハイキャットはもう映像はつくれるけれども、そんなやっぱりそれぞれに対す

る知識はないので、それをつくるためには、その前段階で一定のやっぱり史実やなんかをち

ゃんと整理して、間違えのないものをやっぱり提供したがって、それをやっぱり映像化して

もらう部分はハイキャットでいいと思うんだけれども、そういう面ではソフトが足りない。

つくるという前段階が僕はすごく大事だと思う。後からつくったのに、何だよというような

ことがやっぱり言われないように、やっぱり前をちょっと努力していただきたい。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） まず、特別支援に対する関係なんですけれども、157
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ページの予算書のほうに、この事業３の特別教育支援等事業というところがございますが、

この細節の２に特別支援教育相談員謝礼というところで34万円ほど予算を見込ませていただ

いております。 

  この内容はといいますと、これはもう数年前、もう結構やっているんですが、幼稚園、小

学校、中学校それぞれの特別支援教育に対する先生方の指導をしていただく臨床心理士の先

生の方に、各小中学校、年に２回ぐらいずつですけれども、入っていただいて、そういった

子供たちを見るとともに、その先生方の指導も行っていただく。また、さらにここにありま

すが、チーム会議なども開いて、情報の共有だとか、幼小中とつながりのある特別支援教育

ができるようにということで取り組んでおります。 

  続きまして、ＤＶＤの関係なんですけれども、説明が足りずに申しわけございません。 

  やはり現在といいますか、もう10数年も前からなんですが、小学生に対して「わがふるさ

と」という冊子を発行しております。その中で、29年度、ちょっと内容を見直そうというこ

とで、このＤＶＤ作製業務に関連して、この紹介する方々のちょっと紹介文を載せる予定で

ございます。 

  文化財保護審議会の中で、この方々の内容を調査研究し、その内容も含めて、このＤＶＤ

作製の委託先にもそういった資料を提供していきたい、そういうふうにも考えております。

よろしくお願いします。 

○６番（内山愼一君） ちょっとさっき幼稚園の関係で、ちょっと聞き漏らしたんだけれども、

幼稚園の入園の条件と、時間は何時から何時までやっているのかどうか、それとどういう方

が、例えば保護者のどういう方が入園の入れる条件があるとか、その辺のところを教えても

らいたいのが１つ。 

  それと、もう一つは、さっき退職者が３名いて、先生方がね。今、採用しているというこ

とで、欠員がまだあるということだけれども、例えば今度新たに採用する人の試験の関係が

あって、職員の採用条件というか、年齢と、それからあと免許だとかそういうものは違うと

思うけれども、その採用の条件というふうなことを教えてもらいたい。その２点を。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） すみません、１点目について、もう一度お願いしても

よろしいですか。 

○委員長（稲葉義仁君） もう一度お願いします。 

○６番（内山愼一君） 幼稚園のね、例えば保育園の場合は、もう勤労している人間は入れな

いということがあるわけだ、保護者がね。それと同じように、幼稚園の場合は、例えば専業
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の主婦だとか、そういう方がいても、あるいはおじいちゃん、おばあちゃんがいるというと

ころでも入れるのかどうか。 

  それから、保育時間というか、それの時間帯を教えてもらいたいということだね。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） まず、１点目の幼稚園への入園の条件といいますか、

そういったものは特にございません。保育園のように、収入関係だとか、そういった条件な

どは幼稚園の場合は設定はしておりません。 

  保育時間につきましては、一応９時から１時半とか、そのくらいまでで、大体２時ぐらい

には帰られる、下園するというような時間割りといいますか、になっています。 

  次に、幼稚園教諭の採用条件ですけれども、特に当町の場合、そういった特別な支援につ

いての条件だとか、そういったものは設けておりません。幼稚園教諭、保育士、そういった

免許を取得されている方につきましては、応募できる、採用できるという内容となっており

ます。 

○６番（内山愼一君） 年齢的なものはどうなの。年齢の制限というか。幼稚園教諭の。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 年齢については、すみません。具体的にあれなんです

が、29歳までというような形でしております。 

○６番（内山愼一君） はい、わかりました。 

○総務課長（鈴木利昌君） 先ほど局長から答弁ありましたけれども、今年度の募集につきま

しては、１名の募集に対して１名採用ということで、欠員はございません。先ほど２名と局

長おっしゃいまして、答弁されていると思いますけれども、１名の募集に対して１名採用で

ということです。 

○６番（内山愼一君） わかりました。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 委員長、すみません。訂正させていただきます。 

○１２番（鈴木 勉君） 数点聞きたいんだけれども、直志さんみたいに頭がよくないから、

１点ずつ質問させてもらいたいと思います。 

  最初に、ページ17のグラウンド使用料があるわけですけれども、これを利用する人たちの

内容ですか、どういう人たちが利用しているのかというのをちょっと質問してみたいなと思

いますけれども。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） この予算書の中には、総合グラウンド、学校施設、町

立体育センターもあります。 

  まず、学校施設につきましては、当町に在住の方々と、あと河津町ともそういった合同で
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の連携はしておりますけれども、そういった方々が対象となります。 

  それから、総合グラウンド、町立体育センターについては、町内の者、あるいは町外の方

もオーケーとしております。ただし、町外の方については、東伊豆町に宿泊された方を対象

として貸し出しをしております。よろしいでしょうか。 

○１２番（鈴木 勉君） そういう規定も踏まえながら、現実、今使っているのは、稲取小の

グラウンドなんかは、夜、子供たち、サッカーなどが、昔、ソフトやったりしたけれども、

今はサッカーの方が非常に長く利用しているんではないかなと思うんだけれども、そういう

点は現実だよね。 

  だから、上の野球場は、子供たちではなくて、大人が使っているのかなって、そういうち

ょっとことを聞きたかったなと思ったんだけれどもね。 

○教育委員会社会教育係長（岩崎名臣君） 小学校のグラウンドについては、大体子供たちが

メーンで使っていまして、あと野球場につきましては、やはりあそこまで行くのに、やはり

車でとかというのもある関係ありまして、メーンはもう大人がということですね。 

○１２番（鈴木 勉君） ごめんね、今だけ聞いておいて、今度は別なことを聞きながら、関

連をまた探していくんですけれども、167ページに、この中に遊具の点検というのがあるん

ですよね。どこの学校にも、どこのページというんではなくて、このページに一応たまたま

あったんだけれども、どこの小中学校においても遊具の点検があるんだろうかとは思うんで

すけれども、この間のサッカーのポールが倒れて、お亡くなりになったかわいそうな子供が

いたりするという、そういう点については、しっかりとこういう予算化の中で修理をされて

いるのかなと思うんですけれども、どうですか。 

○教育委員会事務局長補佐兼学校教育係長（村木善幸君） 遊具点検につきましては、対象は

幼稚園、小学校、中学校になります。 

  こちら、業者委託につきましては、年に２回の遊具点検と年に１回の非金属の磨耗とか、

そういった検査をするような形で業者委託をしています。それ以外に、学校のほうでも、通

常、遊具等を使用していますので、学校のほうでも、先生たちが当然点検しているというこ

とです。 

  当然、点検をすれば、報告が上がってきます。それに基づきまして、町が予算化をして、

修繕という形で、問題のある遊具については、一応その都度修繕して、対応しているという

状況です。 

  以上です。 
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○１２番（鈴木 勉君） はい、ありがとう。 

  177ページの中学校とか、稲取中学とか熱川中学への選手の派遣の補助金として予算化さ

れているわけなんですけれども、これは平成28年の実績があって、同じような数字になるの

か、数字が違っているのかわからないんですけれども、これに対して、学校側からの要望的

なものは、もっと増額だとかというものに対してはあるんですか。増額してほしいとか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 一応、予算の範囲内でというものが１つの条件になる

わけなんですけれども、学校のほうでの要望ということも確かにあります。 

  近いところでいきますと、12月議会において補正を組ませていただきましたが、稲中、熱

中の両方とも、静岡県のバレーボール協会のその試合に参加したい。会場は、その年その年

によってばらばらなんですね。12月に行われたものは、清水、また島田、そういったところ

へマイクロで行きたいというような要望があり、それを町長部局にも相談をし、増額補正を

させていただいたというような例もございますので、一応110万円のそれぞれの学校で予算

の範囲の中でやっていただくということが一応あるんですけれども、あとは相談をいただい

たことに応じて、できる限りの対応をしたいということで、また要綱整備なども行わせてい

ただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の派遣の補助金だけれども、一応何か教育長の話を聞くと、団体

競技に対して補助金が出ているような気がするんですけれども、個人的に、要するに、ごめ

んなさい。個人競技、100メートルだとか、そういう個人競技のそういうすぐれた人たち、

子供たちには、こういう補助金を使うという対象にも含まれるんですか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 団体競技というものが比較的、ただ表に出ることが多

いというだけであって、個人競技についても、もちろん使用は可能でございます。 

○１２番（鈴木 勉君） ああ、そうですか。ありがとうね。よろしく頼みますね。 

  それから、稲取灯台は191ページだと思うんですけれども、そうだね。稲取灯台の業務委

託料があるわけですね、管理の。７万6,000円ですか。これの内容をちょっと教えていただ

けますか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 旧稲取灯台の管理業務委託でございますが、灯台周辺

の草刈りと清掃と、そういったことに関する内容でございます。 

○１２番（鈴木 勉君） それであれば、住宅の管理についてはどこに予算化されている。こ

れ、教育委員会とは関係ないところ。 
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○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 稲取灯台に近隣する萩原邸について、町が寄付を受け、

その後、萩原さんがいろいろな灯台にかかわる刺しゅうなどをあそこに飾ってありまして、

当初、旧稲取灯台、町の指定文化財であるために、それと一体管理ということの中で、そこ

の建物の管理も教育委員会で行いましたが、それについては、指定文化財ではないという御

指摘、いろいろありまして、現在は企画調整課のほうでその辺の管理は行っていただいてお

ります。 

○１２番（鈴木 勉君） わかりました。 

  今度は199ページの給食センターについてちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども、

この雇人料というのが計上されているんですけれども、今、非常にお話を聞きほれているよ

うなところを聞くと、非常に職員の確保に困難を来たしている。周りから心配させてもらう

と申しわけないんだけれども、子供たちの胃袋を預けている親にしてみれば、給食センター

の職員がしっかりと確保できて、給食の活動に支障がないような形を考えてくれなければ困

るんではないかなというものがあろうかと思うんですけれども、そこら辺はどうお考えにな

っていますか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） この雇人料は給食センターの調理員でございます。調

理員はずっと８人という体制で行ってきました。安心・安全の給食の運営ということで、こ

の人数を確保したいわけなんですけれども、本年度までは、ちょっと募集はさせていただき

ましたが、ちょっと応募がなくてということで、現在、申しわけございませんが、５人とい

う体制で行っております。 

  こういうインフルエンザだとか、そういった非常事態のときに対応について、私たちも非

常に懸念しているんですが、総務課様にも協力をいただいて、定期的な募集ではなくて、年

間を通じての随時の募集という形で行ってまいりましたが、平成28年度については、残念な

がらちょっと応募がなく、一時期入っていただいた方もあるんですが、ちょっといろいろな

御事情でやめられるというようなところもございました。 

  平成29年度につきましては、募集を行わせていただいたところ、４人の応募がありまして、

そのうち３人の方を雇いたい。平成29年度からは、８人という通常の体制に戻り、運営をし

ていくことができる状況となりました。 

○１２番（鈴木 勉君） ああ、そう。よかったね。 

  今の話を聞いて、結果としたら８人にまた戻ってよかったなと言うんだけれども、こうい

う今、私たちが外から見ると、何か改革していくところがなければ、こういう状況がまた起
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きるのかな。給料体制もそうですし、休業手当だとか、８月だとかって、日当になっている

という話を聞くんですけれども、学校給食が休みな、夏休みだとか春休みの子供が休みの間

は無給になってしまうとかというのが現実的なものを聞くんですけれども、何か特別職とい

う形のものはないんだろうけれども、何かそこら辺を１つ改革していかないと、完全雇用と

いうんですか、完全８人体制ですか、こういうものを確保していくには、今の現状では、ち

ょっときついんではないかなという気がするんだけれども、その辺はどうですかね。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 大変説明が足りなくて申しわけございませんが、実は

平成29年度につきましては、８月の長期休業時においても、給食センター内の清掃であった

り、メンテナンスであったり、さまざまな仕事があることから、お願いをし、８月について

も雇用をさせていただく、そういった形で、例年よりちょっと多い形での雇人料の計上とな

っております。 

○１２番（鈴木 勉君） ああ、そう。ありがとう。 

  私の質問は以上です。ありがとうございました。 

○総務課長（鈴木利昌君） 今の件につきましては、逆に小さい子供がいるもんで、８月は子

供と一緒にいたいもんで、お休みが欲しいという方もいらっしゃいますので、その辺は臨機

応変に対応できるようにしていただけるということで、あと総務課のほうとしましては、や

っぱり人が集まらないという中で、雇人料の値上げについても、町長と何度か話し合いした

ことはあるんです。ただ、郡の総務課長会議で、各市町の賃金をはかったところ、うちが一

番高かったもんですから、そうなると、ちょっと上げることはできないなということで、現

状、ほかの市町がうちに合わせて上げてきたぐらいだったもんですから、またその辺も、今

後また引き続き検討していかなければいけないなと考えております。 

○１４番（山田直志君） そう言われるとあれなんで。やっぱり今、小さい子がいるときには、

確かに総務課長が言ったように、土日が休めて、夏休みとか春休み、子供と一緒にいられる

ことに価値があるんだけれども、やっぱり子供が逆に中学、高校になるにしたがって、やっ

ぱり休みも必要だけれども、やっぱり一定の所得を得たいという部分がやっぱりあるわけさ。 

  それと、もう一つの問題は、やっぱり勤務が、幾らいわゆる行職のあれにしても、やっぱ

り５年、10年やっぱり熟練してくれば、当然作業も違ってくるんで、そういうことが考慮さ

れないと、10年働いていても、１年目の人間も給料が一緒だよと、こういう部分のままでは、

やっぱりそこのところが逆に、逆差別みたいな形というのもやっぱりあるわけで、そういう

ところがやっぱりとかくいろいろなトラブルの原因にもなっている。 
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  ちゃんとやっぱりそこの部分では、ちゃんと処遇の問題というのをやっぱり見直していか

ないと、今、幾ら総務課長が言ったように、郡のほうがあれだって、ほかのほうはそれで足

りていればそれでいいんだけれども、実際に東伊豆町の必要な職員が確保できなければ、や

っぱりそこは町の事業に、事業執行に影響が出るわけだから、必要なことをやっぱりやらな

いと、あんまり、それはそれでできているところに合わせることもない。 

  ただ、実際にやっぱり人を確保しない限り、事業は継続できないので、見直しはやっぱり

今後もっとしていかないと、この問題は終わらないんではないかなと思います。 

○総務課長（鈴木利昌君） 見直しはしないとは言ってないわけで、先ほどの答弁でも、今後

も検討するという…… 

○１４番（山田直志君） そういうことも含めてね。 

○総務課長（鈴木利昌君） そういうことも含めて。 

  ですから、今、教育委員会が29年度からやってくれるのも、柔軟に対応する中で、働きた

い方は８月でも働けますよということをやっているわけです。 

  今、臨時職員については、今、国のほうがうるさくなってきていますので、今後はそうい

う条件も、普通の正規雇用の職員になるべく近づけなければいけないという指導もされてお

りますので、その辺は今後も検討していかなければいけないなというふうには考えておりま

す。 

○１２番（鈴木 勉君） もう一つ聞いていいですか。 

○委員長（稲葉義仁君） どうぞ。 

○１２番（鈴木 勉君） 時間的に大丈夫ですか。 

○委員長（稲葉義仁君） ああ、大丈夫です。 

○１２番（鈴木 勉君） 157ページの児童交流事業というのが計上されているんですけれど

も、岡谷との。金額的な云々ではなくて、交流事業の内容、子供たちにとっては、この事業

を続けていくことについては、非常に参加する子供たちの成果はどうなのかな、子供たちが

喜んでくれているんだろうかなというところと、それから今年なんかは、山田議員が非常に

頑張ってくれて、ちょっと違ったところでの交流事業の発展があったような気がしていくん

ですけれども、この事業を推進することによっての子供たちの教育上の効果というものは、

どういうものがあらわれてきているかなという思いがするんですけれどもね。 

○教育委員会事務局長補佐兼学校教育係長（村木善幸君） 御存じのとおり、お互いに毎年、

東伊豆と岡谷を会場を別々にしています。そういうことで、それぞれの岡谷の子にとっては、
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東伊豆の特に海ですかね。東伊豆のお子さんについては、岡谷の山、あとスケートですね、

それぞれの風土、地域の特色などを学ぶよい機会だと考えております。 

  子供が喜んでいるかということなんですが、交流事業を見ていますと、子供たち、積極的

に交流を図っているということと、あと参加率がここ数年、非常に上がっています。今、細

かい数字はないんですが、前７割ぐらいだった参加率が、今はほぼ欠席が数えるほどという

ことで、そういった数からいっても、そういう子供たちが積極的に参加するということは、

やっぱり喜ぶいうような、そういう言い方になる、おっしゃいましたけれども、そういった

ことになっているんではないかと思います。 

○１２番（鈴木 勉君） こういうふうな事業を継続するには、やはり子供たちだけではなく

て、関係する皆さん、職員の方たちなんかも、そこに携わっていくには、相当な努力が必要

だろうと思うんだけれども、頑張ってこういう事業の推進を図っていただければうれしいな

と思いますけれどもね。 

  先ほど余計なことを言ったんだけれども、山田議員さんたちが今年、議員交流があって、

ちょっとした拡大ですか。この事業とは違うんだけれども、交流という意味でいったら、違

った面の発展があって、よかったなという気持ちがするんですけれども、山田さん…… 

  ありがとうございます。喜んで、頑張ってください。 

○１０番（藤井廣明君） 157ページの語学指導委託事業というのは126万円でついているんで

すが、これは間もなく５、６年生まで英語が必修化みたいな、必修というよりも科目化です

か、正科に取り入れられるというような報道もある中で、それに対応して、少し増えている

とかなんでしょうか。それとも、今までどおりのＡＬＴですか、それなんかの対応なのか、

ちょっと伺っておきたいんですが。 

○教育委員会事務局長補佐兼学校教育係長（村木善幸君） こちらの予算化してございます語

学指導委託料につきましては、従来どおりのＡＬＴの予算措置となります。 

  今、藤井議員がおっしゃった小学校の英語の必須ですか、教育課程に組み込まれるという

ことで、今、東伊豆町に県派遣の指導主事がおりますが、その先生を中心に、今、小中の先

生が対応できるような形で、これ、県の取り組みもあるんですが、研修等を実施しておりま

して、それに向けて、今、対応というか、事業を進めているところでございます。 

  以上です。 

○６番（内山愼一君） 193ページ、図書館の屋上の防水の工事があるんだけれども、この内

容のことと、それからもう一点、玄関の自動ドアが前に壊れていたけれども、この関係の予



－32－ 

算づけは考えるのか、あるいはもうしたかどうか、ちょっと確認したいんだけれども。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） まず、29年度の屋上の防水工事なんですけれども、雨

漏りがありまして、平成27年度に北側のほうを行わせていただいたんですけれども、それに

引き続いて、今度は南側のほうでちょっと若干の雨漏りがありますもので、防水シートを敷

くといった工事の内容になります。 

  続いて、自動ドアの件につきましては…… 

（「暫時休憩願います」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時３３分 

 

再開 午前１１時３３分 

 

○委員長（稲葉義仁君） 休憩を閉じ、再開します。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） すみません。申しわけありません。自分の担当の課の

ことで、申しわけありませんが、予備費のほうで対応をさせていただいたところでございま

す。終了でございます。 

○６番（内山愼一君） それで、今のシートをかぶせるというのは、だけの防水工事というこ

とだな。何かちゃんとしたものをやらないですか、この防水の工事。 

  シートをかぶせるということのさっき話をしたけれども、具体的にもっと…… 

○総務課長（鈴木利昌君） それ、シートというのは、ブルーシートとかではなくて、防水シ

ートという、そういう工事名がそういうもので、シート防水で、きっちりとした業者さんが

工事を請け負ってやるということですので、決してそういう…… 

○６番（内山愼一君） はい、わかりました。 

○５番（西塚孝男君） ちょっとさっき聞き忘れたんですけれども、グラウンドの使用料の中

で、河津町とか、伊東市とか今、子供たちの少子化になってきて、いわゆる交流の中であり

ますけど、これはどこのところでも河津の人とか、申し込みが来た場合、使えるのか使えな

いのか。 

○教育委員会社会教育係長（岩崎名臣君） 河津町の町民の方は…… 

○５番（西塚孝男君） その中には稲取の子も入っているわけですよね。 
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○教育委員会社会教育係長（岩崎名臣君） 河津の町民につきましては、東伊豆の町民と同じ

料金で使用することができます。 

○５番（西塚孝男君） 全部。 

○教育委員会社会教育係長（岩崎名臣君） はい。 

○５番（西塚孝男君） 全部の総合グラウンドから小学校から、全部そうなの。 

○教育委員会社会教育係長（岩崎名臣君） 全部使えます。 

○５番（西塚孝男君） 全部。 

○教育委員会社会教育係長（岩崎名臣君） はい。 

○５番（西塚孝男君） 伊東市とかは。 

○教育委員会社会教育係長（岩崎名臣君） 伊東市は使えません。 

○５番（西塚孝男君） 使えない。 

○教育委員会社会教育係長（岩崎名臣君） はい。 

○５番（西塚孝男君） けれども、今、交流かね、子供たちがいろいろな、サッカーとかいろ

いろなもののスポーツの中で、いわゆる隣町行くではないですか。そういう中で、技術の交

流とかしていて、やっぱりそういう使えるようにはならないのかと思うんですけれども、ど

うなんですか。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 確かに子供たちのスポーツの交流というものはすごく

幅広くなっているものですから、そこら辺は理解はできるもので、またその辺については検

討をしていきたいというふうに思います。 

  現在の河津につけ加えて、伊東市との交流というようなことについても、検討させていた

だきます。 

○５番（西塚孝男君） 小中学校、幼稚園から医師会が入って、それやっていますけれども、

何か聞いたところによると、この町の子供の虫歯率が非常に多いということなので、そうい

うあれはないんですか、医師会とは。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 東伊豆町が虫歯の率が高いということであります。

我々のほうとしては、逆に歯科の医師会等について、隣の河津町だとか、伊東市さんと生活

の様式だとか、そういったものが東伊豆の子供が何か変わるのかというような、そういった

とろもちょっと伺ったりしているんですが、そこら辺については、特にちょっと御意見はい

ただけなかったというところがございます。 

  現在、健康づくり課さんのほうと考えているのが、フッ素でのうがいというもののちょっ
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と提案をいただいております。ただ、それにつきましては、これまではちょっと安全性の面

で少し不安を感じるという学校の養護教諭の御意見などもありましたが、現在、安全性につ

きましては、もう市販の歯磨き粉だとか、そういったものもフッ素が含まれているというこ

との中であります。 

  ただ、フッ素というものは、やはり劇薬、劇物になります。あと、養護教諭の先生方の取

り扱いだとか、そういった運用面で、何か具体的なよい方法が見つかれば、そちらについて

利用していく、虫歯の率を下げていくというような今、検討を行っている状況でございます。 

○１０番（藤井廣明君） 191ページですけれども、図書館の関係なんですが、これは18－１

のほうに図書資料費と備品とあるんですが、これ、230万円の内容といいますか、何点ぐら

いといいますか、少し具体的にわかれば教えていただきたいなと思うんですが、どうでしょ

うか。 

○委員長（稲葉義仁君） 休憩しますか。 

（「休憩願います」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時３８分 

 

再開 午前１１時３９分 

 

○委員長（稲葉義仁君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 一応、図書ということで160万円で、リクエスト書籍

という形で60万円、それから視聴覚資料ということで、ＤＶＤだとかそういったもので10万

円といった予算を見込んでおります。 

○１０番（藤井廣明君） 新しい雑誌というのは、リクエストしないんでしたね。 

（「しているさ。その面の関係が130万円」の声あり） 

○１０番（藤井廣明君） いや、この前言ったけれども、だめだった。 

  では、いいです。 

  もう一点いいですか。 

  201ページの育英奨学金の貸付事業のほうは、たしか教育委員会でいいのかなと思うんで

すけれども、これ、金額的に377万円というふうになっていますが、件数と、ちょっと金額、
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それからこれが貸与型なのか、要望しておいた無償型みたいにならないのかどうか等々を、

ちょっとなっているのかどうか。 

（「そこは一般質問」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時４０分 

 

再開 午前１１時４１分 

 

○委員長（稲葉義仁君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 育英奨学金の貸し付けの当初予算にのせた内容でござ

いますが、この奨学金育英条例に基づいて、大学生が３名、月３万円で12カ月で、あと一時

金として50万円をお渡しすることができます。短大生１名、これも月２万円で、20万円を一

時的に貸し付けることができます。そういった大学生３名、短大生１名、それから既決定者

が２名ありますが、それを上乗せした中で、予算要求を毎年行っております。 

○１０番（藤井廣明君） はい、了解しました。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） よろしいですか。 

○１４番（山田直志君） １つだけ、すみません。 

  189ページの学校支援地域本部事業というもののちょっと事業の内容がちょっとよくわか

らないんで、参考までに教えてください。 

○教育委員会社会教育係長（岩崎名臣君） 現在、大川小学校、それから熱川小学校、稲取小

学校というこの３校に、地域コーディネーターということで、いろいろと面倒を見てくれる

方をそれぞれにつけまして、その下に、またボランティアで活動してくれる方がつきまして、

大川小学校につきましては、放課後の宿題とかを見る、勉強とかを見たり、あとグラウンド

でちょっと遊びたいという子がいたときに、一緒に遊んでくれたりというようなことをやっ

ています。 

  熱川小学校につきましては、メーンとしては、下校時の見守りということで、ボランティ

アの方も何名かついて、各方面に分かれて送っていくような活動をしております。 
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  稲取小学校につきましては、放課後のやはり宿題とか、そういったものを見るという形で、

何名かボランティアの方が、３名、４名来ていただいて、見ていただいているというふうな

形で、年間やっております。 

○委員長（稲葉義仁君） ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） よろしいでしょうか。 

  では、質疑なしと認めます。 

  これをもって教育委員会の質疑を終結します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時４４分 

 

再開 午前１１時４５分 

 

○委員長（稲葉義仁君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  これをもって議案第18号に対する質疑を終結します。 

  これより議案第18号に対する討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 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18号を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

  当委員会に付託された議案に対し、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会報告書に付したいと思います。要望事項や希望意見はあり

ませんか。 

（「委員長、いいですか」の声あり） 
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○委員長（稲葉義仁君） ちょっと暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時４６分 

 

再開 午前１１時５１分 

 

○委員長（稲葉義仁君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  以上で本委員会に付託された案件の審議は全部終了しました。 

  本日はこれにて延会します。 

  なお、委員長報告書につきましては、来る３月21日火曜日、13時30分より検討したいと思

いますので、御出席をお願いします。 

  本日はどうもお疲れさまでした。 

 

延会 午前１１時５１分 
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一般会計予算審査特別委員会（第４日目）記録 

 

                    平成２９年３月２１日（火）午後１時３０分開会 

 

出席委員（６名） 

     ２番  稲 葉 義 仁 君      ５番  西 塚 孝 男 君 

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

    １２番  鈴 木   勉 君     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 

書 記 木 村 昌 樹 君   
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開会 午後 １時３０分 

 

○委員長（稲葉義仁君） ただいまの出席委員は６名で、委員定数の半数に達しております。

よって、一般会計予算審査特別委員会は成立しましたので、開会します。 

  これより直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事は、予算審査に伴う委員長報告書の内容の検討についてです。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時３１分 

 

再開 午後 ３時３０分 

 

○委員長（稲葉義仁君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

  委員長報告書について、訂正及び追加等ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） なしと認めます。 

  これをもって一般会計予算審査特別委員会を閉会したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（稲葉義仁君） 御異議なしと認めます。よって、一般会計予算審査特別委員会を閉

会することに決しました。 

  御苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ３時３０分 

 


