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開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会の宣告 

○議長（森田禮治君） 皆様、おはようございます。 

  開会前ですが、４月１日付の人事異動に役職が変わりました管理職の方々の紹介をしたい

と思います。管理職の皆様は名前を呼びますので御起立ください。 

  まず、住民福祉課長、向井青一君、住民福祉課参事、遠藤一司君、健康づくり課長、鈴木

利昌君、健康づくり課参事、石井尚徳君、建設産業課参事、鈴木伸和君、以上でございます。 

  それでは、改めまして、皆様おはようございます。 

  平成25年東伊豆町議会第２回臨時会の開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

  議員各位におかれましては、公私ともに大変お忙しい中、御出席を賜り、厚く御礼を申し

上げます。 

  本日の臨時会は、議員申し合わせの事項による２年の任期到来による改選、また改選に伴

う人事案件などについての御審議をいただく会議であります。 

  提出議案は、町長から専決処分の承認案、工事請負契約、一般会計補正予算案、監査委員

の選任、稲取財産区管理委員の選任など11議案が予定されております。 

  議会からは、各委員会の委員選任、一部事務組合議員の選挙、農業委員の推薦、また選挙

管理委員及び補充員の選挙について、それぞれ御審議をお願いいたします。 

  議員各位におかれましては、今後２年間、それぞれ議員としての役職を務めていただくこ

とになりますので、慎重に御審議の上、議事が円滑に進行されますよう御協力をお願い申し

上げまして、開会の挨拶といたします。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成25年東伊豆町議会第２回臨時会は成立しましたので、開会いたします。 

 

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

 

◎町長挨拶 



○議長（森田禮治君） 町長より挨拶をいたします。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 皆さん、おはようございます。 

  平成25年第２回臨時会を招集申し上げたところ、議員各位におかれましては何かと御多用

中にもかかわらず御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  静岡県では、先月24日に昨年１年間の宿泊客数の動向、速報値を発表いたしました。その

内容を見ますと、県全体では1,778万9,000人で、前年に比べ10.2％の増となっており、東日

本大震災の前年に比べても1.9％増で、震災の影響から脱し、回復傾向にある傾向がうかがえ

ます。一方、伊豆地域を見ますと1,034万7,000人で、前年に比べ92万4,000人、9.8％増とな

りましたが、東日本大震災の前年と比べますと33万2,000人の減で、3.1％減少した結果とな

っております。県では、伊豆地域はばらつきがあるものの集客力の大きな市、町の戻りが鈍

く、東京スカイツリーなど都内の新施設や東北復興キャンペーンなども影響し、震災前の数

値に届かなかったと見ております。 

  このような中、今年のゴールデンウイーク期間中は天候に恵まれ、絶好の行楽日和となり

ました。気になる当町の状況でございますが、暦の影響で前・後半に休日が分断されたため、

４連休となる後半に来遊客が集中いたしました。町内の科学施設の来場者数は前年より若干

の減となったものの、細野高原山菜狩りはほぼ前年並みの入園者数となりました。さらに５

月４日に開催された第33回水産祭りでは稲取キンメやげんなり寿司の限定販売が人気を博し、

販売前から長蛇の列ができ、イベント会場となった漁協周辺は1,000人を超える来場者でにぎ

わいました。 

  また、４月27日から５月６日までの宿泊状況につきましては、前年に比べ５％ほどの減と

なりましたが、景気回復への期待感を反映し宿泊単価や附帯消費額が増加に転じた施設もあ

ったことから、今後に期待をいたすところでございます。 

  さて、本臨時会は専決処分の承認案３件、契約の議決案２件、一般会計補正予算、さらに

は人事案件の御審議をお願いすることとしております。 

  専決処分に関しましては、まず法改正に伴う町税賦課徴収条例の一部改正、奈良本けやき

公園の指定管理者の法人化に伴う指定事項の変更について処分をしたところでございます。 



  さらに、補正予算では４月６日から７日未明にかけて、台風並みに発達した低気圧の影響

による林道及び町道の災害復旧、また保健福祉センターの空調機故障による取りかえ、これ

らの工事につきましても緊急を要するものとして補正予算（第１号）を専決処分させていた

だいたものでございます。 

  次に、契約の議決案に関しましては、片瀬地区防災センター新築工事及び細野高原観光施

設整備工事の内容となっております。 

  一般会計補正予算（第２号）に関しましては、給食センターの給湯用ボイラー故障による

取りかえ工事費を計上させていただいております。そのほか、人事案件を提案させていただ

いておりますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

  なお、本日は先ほど議長からも御挨拶がありましたように議会人事が予定されております

が、円満な人事ができますよう、ここから念願する次第であります。 

  議員各位におかれましては、ますます御健勝で御活躍いただきますよう御祈念申し上げま

して、簡単ではございますが、開会に当たっての挨拶とさせていただきます。 

 

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

 

◎開議の宣告 

○議長（森田禮治君） これより直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○議長（森田禮治君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  議事日程に従い議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 



○議長（森田禮治君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、７番、栗田議員、10

番、鈴木議員を指名します。 

 

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

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（森田禮治君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

  お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたしました。 

 

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

 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（森田禮治君） 日程第３ これより諸般の報告を行います。 

  議会閉会中に提出されました例月出納検査の結果に関する報告につきましては、既に送付

しました。 

  また、当局より地方自治法施行令第146条第２項の規定により、平成24年度風力発電事業特

別会計予算に関する繰越明許費繰越計算書の報告につきましては、既に送付しました。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第４ 専決承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（東伊豆町税 

賦課徴収条例の一部を改正する条例） 

○議長（森田禮治君） 日程第４ 専決承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（東



伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条例）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました専決承認第３号 専決処分の承認を求めるこ

とについて提案理由を申し上げます。 

  平成25年度の税制改正により、地方税法の一部を改正する法律が平成25年２月29日に可決

され、３月30日に公布されました。このことにより、東伊豆町税賦課徴収条例の一部の改正

を図ったものでございます。 

  地方自治法第179条第１項の規定に基づき、３月31日付で専決処分をさせていただきました

ので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、税務課長から説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（森田禮治君） 税務課長。 

○税務課長（鈴木敏之君） ただいま上程されました専決承認第３号 東伊豆町税賦課徴収条

例の一部を改正する条例について、別紙、専決第３号 説明資料をもって説明させていただ

きます。 

  お手元の説明資料をごらんください。一番後ろについております。 

  初めに、１といたしまして個人住民税の（１）個人住民税における住宅ローン控除の改正

ですが、消費税率引き上げに伴う影響を平準化する観点から、特例的な措置として、所得税

の住宅ローン控除の適用者について、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除

し切れなかった額を、次の控除限度額の範囲内で個人住民税から控除いたします。 

  表にありますように、平成26年４月から平成29年12月までの控除率が７％に変わり、限度

額が13万6,500円となる内容でございます。 

  次に、（２）ふるさと寄付金に係る寄付金税額控除の見直しの改正につきましては、平成

25年度分から復興特別所得税が課せられることに伴い、所得税において寄付金控除の適用を

受ける場合には、所得税額を課税標準とする特別復興所得税額も軽減することを踏まえ、ふ

るさと寄付金に係る特例控除額の見直しを行います。 



  具体的には、平成26年度から平成50年度までの各年度分の個人住民税について、特別控除

額の算定に用いる所得税の限界税率に復興特別所得税率（2.1％）を乗じて得た率を加算する

こととなります。 

  税負担軽減の仕組みにつきまして、例といたしまして年収700万円で寄付金５万円の場合の

現行と改正後の軽減額は下記のとおり、所得税分で軽減分が200円増え、住民税で200円の減

となり、合計額では同額となります。 

  次に、（３）東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例の改

正につきましては、居住用財産の譲渡に係る特例について、その有する居住用家屋が東日本

大震災により居住の用に供することができなくなった者の相続人が当該家屋の敷地を譲渡し

た場合には、当該相続人がこれらの特例の適用を受けることができるという内容になってお

ります。 

  次のページをお開きください。 

  ２のその他では、（１）延滞金等の見直しの改正ですが、国税の見直しに合わせ、延滞金

等の割合を見直します。平成26年１月１日以後の期間に対応する延滞金等についての適用と

なります。 

  下記一覧表に記載をしてありますとおり、現行制度につきましては公定歩合より算出をし

ておりましたが、改正後は特例基準割合より算出をいたします。特例基準割合とは国内銀行

の貸し出し約定平均金利の平均に１％を加算したものであります。貸し出し約定平均金利の

年平均を１％とした場合、下記表のように延滞金14.6％が9.3％に、１カ月以内の納入4.3％

が3.0％に、徴収猶予及び還付加算金4.3％が2.0％の割合となります。 

  次に、（２）法人町民税の減免措置及び条文の整備の改正につきましては、公的な団体で

ある地方自治法第260条の２第１項の認可を受ける地縁団体の法人町民税の減免措置及び特

例事由の減免を加える内容となっております。 

  地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、手続を経て法人格を得た自治会、

町内会等の団体を言います。 

  最後に、３、附則といたしまして、（１）施行期日についてでありますが、この条例は、

平成25年４月１日から施行する。ただし１の（１）の個人住民税における住宅ローン控除の

改正につきましては、平成26年１月１日で、１の（２）のふるさと寄付金に係る寄付金税額



控除の見直しの改正につきましては、平成27年１月１日施行となります。 

  以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（森田禮治君） これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより専決承認第３号 専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

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

 

◎日程第５ 専決承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（公の施設の 

              指定管理者の指定事項変更について（東伊豆町奈良 

              本けやき公園）） 

○議長（森田禮治君） 日程第５ 専決承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（公

の施設の指定管理者の指定事項変更について（東伊豆町奈良本けやき公園））を議題としま

す。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました専決承認第４号 専決処分の承認を求めるこ



とについて提案理由を申し上げます。 

  奈良本けやき公園の指定管理者トラベルヘルパー東伊豆が法人化されたことに伴い、名称

を変更するものであります。 

  詳細につきましては、建設産業課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（森田禮治君） 建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） ただいま上程されました専決承認第４号 専決処分の承認

を求めることについて、朗読をもって説明をさせていただきます。 

  恐れ入りますが、３枚目をお開きください。 

  専決第４号 公の施設の指定管理者の指定事項変更について（東伊豆町奈良本けやき公園）。 

  東伊豆町奈良本けやき公園の指定管理者に係る指定事項の一部を次のように変更する。 

  変更後、名称、花もも企画合同会社、代表者、代表社員吉間厚子。 

  変更前、名称、トラベルヘルパー東伊豆、代表者、代表吉間厚子。 

  以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いします。 

○議長（森田禮治君） これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  12番、居山議員。 

○１２番（居山信子君） それでは、専決事項第４号のただいまの説明の中で、説明の理由に

上げられております指定管理者の指定事項を早急に変更するというようなことが述べられて

おりますけれども、この点についての詳しい御説明をいただきたいと思います。 

○議長（森田禮治君） 建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） ただいまの居山さんの御質問ですが、トラベルヘルパー東

伊豆さんが今年の４月１日付をもって、法人ということで法務局に登記の申請をいたしまし

た。その後、４月12日に東伊豆町宛てに名称変更の変更届を提出されました。以上のことに

よりまして、名称の変更ということで専決処分とさせていただきました。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） ほかに。 

  ７番、栗田議員。 



○７番（栗田成一君） 今の質問と関連をするかと思いますけれども、法人化されたというの

だけれども、法人化の内容はどのようになっているか、それを教えていただきたいと思いま

す。 

○議長（森田禮治君） 建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） ただいまの御質問ですが、法人といたしましては合同会社

でございます。 

  代表社員が、先ほども説明させていただきましたもとの代表吉間厚子さんの代表社員、い

わゆる株式会社でいう、代表取締役と同じになりますが、代表社員が吉間厚子さん１名によ

ります合同会社の設立です。それで業務の内容といたしましては、同様のトラベルヘルパー

に関します外出支援事業ですとか旅行業ですとか、その他もろもろを定款といたしまして、

法人として登記をしてございます。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） ７番、栗田議員。 

○７番（栗田成一君） 肝心な資本金がどのくらいになっているのか、それを教えていただき

たいと思います。 

○議長（森田禮治君） 建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） 資本金でございますが、資本金は160万円。160万円が出資

という形になっております。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） ７番。 

○７番（栗田成一君） 出資というのじゃなくて、この会社の資本金をお聞きしたいのだけれ

ども。 

○議長（森田禮治君） 建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） この法人は合同会社ということですので、株主等々はいま

せんので、資本金という形ではなくて出資という形で登記になっております。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） いいですか。 

（発言する人なし） 



○議長（森田禮治君） ほかに御意見ありますか。 

（発言する人なし） 

○議長（森田禮治君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより専決承認第４号 専決処分の承認を求めることについてを採決します。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

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

 

◎日程第６ 専決承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年 

              度東伊豆町一般会計補正予算（第１号）） 

○議長（森田禮治君） 日程第６ 専決承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平

成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第１号））を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました専決承認第５号 専決処分の承認を求めるこ

とについて提案理由を申し上げます。 

  地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の

規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

  この専決処分につきましては、去る４月６日から７日にかけて、低気圧の影響による被災

箇所の復旧と保健福祉センターの空調機故障について早急に対応する必要が生じたため、平

成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第１号）を処分したものであります。 



  今回の補正は、既定の歳入歳出案の総額に424万8,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を48億3,024万8,000円とするものでございます。 

  補正内容といたしましては、歳出においては町道並びに林道において発生した崩土、倒木

等に対する災害復旧費、また保健福祉センターの空調機取りかえ工事費であります。 

  財源といたしましては、全額財政調整基金からの繰入金で調整を図った内容でありますの

で、御理解をお願いいたします。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（森田禮治君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） ただいま提案されました専決承認第５号 専決処分の承

認を求めることについて（平成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第１号））について、概

要を説明させていただきます。 

  平成25年度東伊豆町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ424万8,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ48億3,024万8,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページをお開きください。 

  ２歳入について説明いたします。 

  19款繰入金、３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額に424万8,000円を

追加し、１億8,624万8,000円といたします。１節財政調整基金繰入金、細説１財政調整基金

繰入金424万8,000円の増は、今回の補正におきまして歳入予算及び歳出予算調整のため不足

額を補填措置いたした内容でございます。 

  ５ページ、６ページをお開き願います。 

  次に、３歳出について説明いたします。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、７目保健・福祉センター費、補正前の金額に69万8,000円を

追加し、2,221万6,000円といたします。事業コード１保健・福祉センター維持管理事業、15



節工事請負費、細説１空調機取替工事69万8,000円の増は、２階調理室の空調機故障により使

用不能になったため取替工事費を増額措置するものであります。 

  10款災害復旧費、１項農林水産業費施設災害復旧費、２目林業用施設災害復旧費、補正前

の金額に165万円を追加し、187万2,000円といたします。事業コード１林業用施設災害復旧事

業、13節委託料、細説１片瀬大付線測量設計業務委託料115万円の増は、４月６日から７日に

かけての低気圧の影響により被災した林道片瀬大付線について、林道施設災害復旧事業とし

て国庫補助を申請するため、測量設計委託料を措置するものであります。15節工事請負費、

細説１災害復旧工事50万円の増は、林道大川小溝線において全線にわたり発生した崩土、倒

木、砕石、土砂の除去のため、災害復旧工事費を措置するものであります。 

  ２項公共土木施設災害復旧費、１目道路橋梁災害復旧費、補正前の金額に190万円を追加し、

272万7,000円といたします。事業コード１道路災害復旧事業、15節工事請負費、細説１災害

復旧工事190万円の増は、町道９路線の崩土、落石、倒木の除去や路面・路肩等の復旧にかか

る工事請負費を計上するものでございます。 

  恐れ入りますが、２ページへお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書でただいま説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず、歳入ですが、補正前の額48億2,600万円に424万8,000円を追加し、48億3,024万8,000

円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額48億2,600万円に424万8,000円を追加し、48億3,024万8,000

円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、全額、一般財源といたします。 

  以上、簡単ではありますが概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（森田禮治君） これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 



（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより専決承認第５号 専決処分の承認を求めることについてを採決します。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

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

 

◎日程第７ 議案第３８号 平成２５年度片瀬地区防災センター新築工事（建築工

事）請負契約について 

○議長（森田禮治君） 日程第７ 議案第38号 平成25年度片瀬地区防災センター新築工事（建

築工事）請負契約について議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第38号 平成25年度片瀬地区防災センタ

ー新築工事（建築工事）請負契約について提案理由を申し上げます。 

  去る５月13日に執行された指名競争入札の結果、契約金額１億3,282万5,000円で株式会社

伊豆急ハウジング東伊豆営業所と請負契約を締結するため、地方自治法第96条第１項第５号

及び東伊豆町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（森田禮治君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） それでは、議案第38号 平成25年度片瀬地区防災センタ

ー新築工事（建築工事）（平成24年防災・安全社会資本整備交付金（災害に備えた安心・安

全なまちづくり））の請負契約について、工事概要を説明させていただきます。 



  今回、契約を締結します工事につきましては、国の南海トラフ巨大地震想定に伴う津波浸

水区域に位置する老朽化している公民館と、老朽化している第４分団器具置き場兼詰所を、

今後の大規模災害に備え、地域防災力の強化、自主防及び消防団の連携を図り、さらには住

民の避難場所の確保を図るため、新たに津波の浸水区域外である中の瀬公園内に併設し、建

設するもので、整備に当たっては国の平成24年度補正予算、防災・安全社会資本整備交付金、

都市防災総合推進事業の採択を受け、実施するものであります。 

  お手元には、参考資料として工事の概要及び図面を添付してございますのでごらんくださ

い。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。 

○議長（森田禮治君） これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  14番。 

○１４番（山田直志君） 町長、多少外れるかもしれませんけれども、御容赦していただきた

いと思います。 

  この契約との関係で、新たに地元の片瀬地区より片瀬中の瀬公園内のトイレの建てかえ要

望等も議会にも出されております。これとの関係をどう考えるかという問題があろうかと思

うんですよね。そうしますと、例えば別個にやれば別個のやっぱり費用がかかるわけですけ

れども、言われるように外トイレが必要だということであれば、契約変更等で外トイレで対

応するというやり方もあるのかというふうにも考えますけれども、町長は、現在の計画と契

約及びこの地域からの要望について、どのような考え方で対応される所存でしょうか。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） 自分が聞いているのは、またこれは詳しく、間違っていたら総務課長

から答弁させます。 

  基本的に外トイレは、この地域の防災センターの中に入れない、そういうことを聞いてお

りますもので、これはできないということは担当から聞いておりました。本当は一括してや

れば一番いいものを、担当からそういうことを聞きましたもので、区長にはそういうことは

できないと。そういう中で、今回、地区の要望としてやっぱり外便所は必要なので、町にも

来ましたし、また契約、今、山田議員がやってきた中で、これはまた別個に考えております。



それなので、基本的にこういう格好、今都市計画公園でございますけれども、こういった都

市計画公園から外れると思いますけれども、左側半分は残ってきますよね。これまた片瀬区

長と相談しながら、どういう計画になるかわかりませんけれども、その中でまた自分も外ト

イレは必要じゃないかというふうに考えておりますもので、その辺はまた別個として考えて

おる、そういう現状でございます。 

○議長（森田禮治君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） そうしますと、町長。一緒にはできないんだよという考え方の中で

対応するというのが基本線のようですけれども、ただ、そうしますと、この要望書なんかを

見ますと、障害者用トイレということなんかが載っていますけれども、しかし災害時の障害

者用トイレというのは、防災センターの中に整備されているわけですから要らないわけです

よね。公園敷地は半分くらいになるわけですから、若干その外トイレ的なものが必要だとい

うことがあったにしてもですけれども、その障害者用を含めた、多目的を含めた大きなもの

にはなっていかないというふうな考え方でよろしいですか。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） それがあるところは、これらは物の考え方ですので、やっぱり公園と

いえば、バリアフリーとかそういうことを考えますもので、つくるとしたら、もしかしたら

障害者用、これはつくる可能性もある。まあ全然そんな白紙の状態でございますから、これ

からつくるとなれば、その辺はまたいろいろ相談した中でやっていきたいと思いますけれど

も、これはやっぱりこれから公園に関しましては、自分自身の考えはバリアフリー的なそう

いうトイレも必要じゃないかとは考えております。しかし、これは私個人一人ではできませ

んもので、この辺は皆さん方と相談して、必要ないと言われればそれは使わない、そのよう

な方法でいきたいと考えております。 

  それから、設計に関する内容に関しましてはこれから煮詰めていきたい、そういう考えで

ございますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） ほかに御意見ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 



  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第38号 平成25年度片瀬地区防災センター新築工事請負契約についてを採決

します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第８ 議案第３９号 平成２５年度細野高原観光施設整備工事（第２期駐車

場整備工事）請負契約について 

○議長（森田禮治君） 日程第８ 議案第39号 平成25年度細野高原観光施設整備工事（第２

期駐車場整備工事）請負契約についてを議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 議案第39号 平成25年度細野高原観光施設整備工事（第２期駐車場整

備工事）請負契約について、ただいま上程されました議案について提案理由を申し上げます。 

  去る５月13日に執行された指名競争入札の結果、細野高原観光施設整備工事（第２期駐車

場整備工事）については、契約金額5,599万6,500円で株式会社竹内組と請負契約を締結する

ため、地方自治法第96条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

  本事業につきましては、昨年のススキイベントにおいて、予想をはるかに上回る来遊者の

で付設の駐車場ではおさまらず混乱を招いたことから、県の観光施設整備事業による補助金

制度を活用して、ジオサイトである細野高原を誰もが安心して訪れることができるように整



備を図るものであります。 

  詳細につきましては、観光商工課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（森田禮治君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） ただいま上程されました議案第39号 平成25年度細野高原観

光施設整備工事（第２期駐車場整備工事）請負契約について、朗読をもって御説明させてい

ただきます。 

  平成25年５月13日指名競争入札に付した、平成25年度細野高原観光施設整備工事（第２期

駐車場整備工事）について下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第96条第１項

第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

  １、契約の目的 平成25年度細野高原観光施設整備工事（第２期駐車場整備工事） 

  ２、契約の方法 随意契約 

  ３、契約金額 金5,599万6,500円 

  ４、契約の相手方 東伊豆町稲取665、株式会社竹内組、代表取締役竹内幸夫 

  この工事に係る財源につきましては、観光施設整備事業のジオサイトとしてのかさ上げに

より事業費の３分の２が県補助金、補助裏の75％が起債、残りの15％が一般財源となってお

ります。 

  参考資料といたしまして、工事請負仮契約書の写し、工事概要、平面図を添付させていた

だきました。 

  なお、工事概要につきましては、小型車103台分が収容可能な駐車場を整備するものであり、

さらに附帯施設としてユニット式トイレ１基、うちユニバーサル仕様が１、洋式仕様が２で、

またテーブルベンチ５基、雨水排水施設のＵ字側溝146メートルを設置するものであります。

なお、用地につきましては、入谷振興会から4,100平方メートルを借り上げるものでございま

す。 

  議会の議決をいただきましたならば、工期につきましては平成25年９月25日までとし、早

期完成に努めてまいりたいと思っております。 

  以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。 



○議長（森田禮治君） これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） まず一つは、非常に巨大な駐車場というふうな形になったと思うん

ですよ。当局のほうでは、今の状況でいきますと、10月なりのイベントしか使わないという

状況だと思うんですよね。今後のその駐車場を整備したものを活用のあり方等々については

どのようなお考えを、今お持ちなのかというのを１点お伺いしておきたいと思います。 

  あと、構造上の問題なんですが、トイレとかいろいろありますけれども、これらの水の確

保についてはどうなっているのかというような部分と、あと店舗というふうな形のものが添

付図面でもありますけれども、この店舗という部分というのはどういう構造なのか、ちょっ

と平面図なのでよくわからないのですが、これらの問題についてどうなっているのかという

のを聞きたいと思います。 

  それで３点目に、側溝が計画されておりますけれども、側溝の規模についてはどのような

規模の設計をされておりますか。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） 細野高原の活用でございます。これは当然４区の皆さん方と相談しな

がらやらなければならないと考えておる中で、町といたしましての考えは、やっぱり四季を

通じた中でこの細野高原を活用していきたい、そういう考えでございます。これはあくまで

も財産区との話し合いの中で……。そんなで、まだワラビ狩りのほうが余り皆さん方に周知

徹底したような感じがいたしませんので、この駐車場ができたならば、またさらにワラビ狩

りにつきましても、４区の皆さん、また観光協会と相談しながら大々的にまたやっていきた

いと思うし、何にしてもこの細野高原は大変よいところで、四季を通じた中でこの細野高原

の活用を図っていきたいと町は考えておりますので。 

  まあ大型駐車場といえば大型駐車場。しかしながら今回の細野高原のイベントを考えたと

きに、相当の車が下のほうに、道路上に大分駐車しておりましたもので、このくらいの駐車

場が必要ではないかと考えております。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） ほかに。 



  建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） 構造上の質問に対してお答えさせていただきます。 

  まず、１つに水の確保ということですが、御承知のとおりここは給水区域外ということで

ありまして、原水のタンクがすぐ近くで水圧がないということもありますので、加圧装置を

備えた既製品ですけれども、受水槽のユニット、容量は一応2,000リットルになりますが、そ

れを配置してトイレの排水に備えるというような水洗式を考えております。 

  それから、２つ目の多目的広場にございます店舗の明記でございますが、常設ではなくて

イベントに伴って出店者等々を募った場合の駐車場とは区分けをして、安全にいろいろな物

産ができるとか、そのための広場というふうにお考えいただきたいと思います。 

  それから、側溝に関しましては、ここが先ほど言いました4,000平方メートル近くの舗装を

かけますので、雨天時の雨水の処理ということで300ミリ・300ミリのＵ字溝を周囲に配置し

まして、自然にそこへ排水が入るような形ということに計画してございます。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 町長、四季を通じてということで、４区の持っている土地だけでは

ない、そこだけを考えると、なかなか難しいんじゃないかというふうに思っております。 

  それから、ワラビ狩りもそんなに駐車場にはとまってないですね。だって、中に入るわけ

ですから駐車場にとめてということはないし、そんなに買い物をされている方も大勢はいら

っしゃいませんでした。今年、私も担当してみて、そういう……。車両が入ってくることは

あると思いますけれども、駐車場にとめて買い物をするとか、そういうパターンの人は非常

に少なかったというふうに思います。 

  それで、店舗のイメージはわかりましたけれども、あと排水の問題ですけれども、今、参

事のほうから言われた問題でいきますと、非常に雨が多いと思うんですね、山のほうは。そ

うすると300・300でいった場合でも、場合によっては駐車場がプールのような状況に、その

排水する最終的な末端がないじゃないですか。この辺の問題はどういうふうに考えているん

ですか。300・300の場合ですと、例えば100ミリなんかの雨がここのところに降った場合に、

舗装をかけた場合にかなり側溝からあふれ出るような状況というのが予想できるんじゃない

かなと思うんですけれども、ここの山の場合は、雨も非常に量が多いかと思うんですけれど



も、そうすると、側溝をつくっても、ある程度……。例えば、時間雨量50ミリといえば当然

ですけれども、日量やっぱり50ミリ、100ミリとかという雨が降った場合、この程度の側溝の

場合はあそこがプールみたいになっちゃうんじゃないのかなと、処理の仕方がやっぱり明確

ではないんじゃないかなというふうな感じもするんですけれども、いかがですか。 

○議長（森田禮治君） 建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） ただいまの雨水排水の関係でございますが、添付してござ

います平面図を見ていただくと、真ん中に四角く青い線が見えるかと思いますが、これが、

今、御指摘がありました300ミリの側溝になります。それで、この青いところに向けて駐車場

あるいは多目的広場の表面の勾配をここへ向かうような形で勾配設定をしてございます。ま

た、基本的にこの敷地の背後に大きな山等々は背負ってございませんので、この敷地の設定

を考えまして降雨面積からある程度の量を設計の時点で勘案しまして、この図面でいきます

とフトン籠というのが、ちょっと小さくて真ん中の上のほうにぽつんと出ていると思います

が、ここの自然の沢のところに一度衝撃を吸収して、ここから自然に浸透で持っていくとい

うような考え方であります。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） ６番、藤井議員。 

○６番（藤井廣明君） 現在、舗装に上げる口のところで、既に伐採工事等始まっておるんじ

ゃないかと思うんですが、これは一応工事全体に含まれているのかどうか、伐採工事等です

ね。その点が１点。 

  それから、入谷振興会等の所有であるというようなことなんですが、伐採した木に対する

立木補償、こういったものがあるのかどうかという点を伺っておきたいと思います。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは３月の補正でも既にやっている状況でございます。 

  観光課長が説明いたします。これは補正でやっていることだけは理解してほしいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 藤井議員の立木の伐採の関係でございますけれども、これは



既に３月補正で計上させておりまして、この内容につきましては、先方伐採といたしまして、

時期を３月補正に設定したこの理由といいますのは、この３月の時期にこの伐採をしなけれ

ば、この時期を逃すと販売できなくなるということで、別枠に伐木の処分費が必要となると

いうことで、そんな関係で３月の補正で計上させていただいて、先方伐採というふうな形で

やらせていただいたというふうな内容でございます。 

  あと、いわゆる補償ということで、この補償費につきましては、立木の伐採の補償費とい

うことで187万5,000円を計上させていただいておりまして、これを充てるというような形に

なっております。 

  それから、あと細野高原の駐車場の借り上げの関係ですかね。 

  以上でございます。 

○議長（森田禮治君） ６番。 

○６番（藤井廣明君） ただいまお答えいただいたんですが、先行的には３月の補正で伐採工

事は始まっているということで、実際膨大な数の木が切られているわけですが、ジオパーク

等の、細野高原にあるジオサイトを見せるんだということなんですが、かなりジオサイトを

見せるということに関しては、自然景観とも一体とした形の景観がやはり重要じゃないかと

思うので、ここにおける大きな駐車場整備によってやむを得ず伐採する場合、これを何か大

会議とかに。 

○議長（森田禮治君） 藤井議員、ちょっと休憩します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２０分 

 

再開 午前１０時２１分 

 

○議長（森田禮治君） 休憩を閉じ再開します。 

  ６番、藤井議員。 

○６番（藤井廣明君） 私が申しているのは、ここの提案理由であるジオサイトを見せるため

の駐車場だということで、それの整備がここに上程されておるわけですが、その件はわかる



と。それに関して先ほど申したように立木補償等は入谷の振興会のほうにいくんだというこ

とも答えていただきました。ただ、伐採した周りの植林等々は考えていないのかどうか、代

替のその辺は工事に含まれていないか等を承っておきたいなというふうに思っているわけで

す。 

  と申しますのは、以前、小学校の工事があって、そのときに道路拡幅のためということだ

ったんですが、かなり小学校の余分な木まで切ってしまったという経過がありまして、これ

は町長もちょっと残念で自分も聞いてなかったというふうな答えを、当時、得たので、そう

いったこともありますので、ひょっとして、またこういうジオサイトを計画するといいなが

ら、余分な木まで切ってしまっているんじゃないかというようなことが起こらないかどうか、

その辺は慎重に進めていっているのかどうかを伺っておきたい。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） この山は振興会でございますので、当然振興会と協議した中で、この

伐採をしておりますもので、そういう余分に切るとかそういうことはございませんので、御

理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） ほかに。 

  １番、須佐議員。 

○１番（須佐 衛君） この駐車場に関してお聞きしたいんですけれども、これを全て見ます

と小型駐車場という形になっておりますけれども、道が整備されますと、少し大き目なマイ

クロバスですとか、そういった形の車も入ってくるかと思うんですが、それらの車を駐車す

るスペースというのは、どこかほかに考えているのか。 

  また、もう一つ、今、自然に配慮したという話があったんですけれども、稲取高原の入り

口のところに駐車場が一つできていると思いますけれども、あのような形で水が駐車場の中

で、水はけといいますか、芝をうまく利用するような形のものがこの景観にも合っているん

じゃないかと思うんですけれども、これは全てアスファルトで固められているという形でよ

ろしいでしょうか。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、駐車場の内容は全てアスファルトだと聞いております。それな



ので、事情がいけば、私、多目的広場あたりは芝生か何かそういうものがいいんじゃないか

と考えております。今、現状での内容はアスファルトで設計している、そういう状況でござ

いますので、御理解願いたいと思います。 

  あと、マイクロの関係でございますけれども、当然この中で小型同士が103台と書いてあり

ますけれども、当然この小型自動車２台分を使うとか、多分そういう考えじゃないかと自分

は考えると、その辺の考えをちょっと観光課長に説明させますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（森田禮治君） 観光課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） マイクロバス等々につきましては、駐車場を103台という広い

スペースをとってございますので、それはもう臨機応変な形で対応したいというふうな考え

でおります。 

  以上でございます。 

○議長（森田禮治君） 須佐、１番議員。 

○１番（須佐 衛君） 車で来られる方は、リピーターの方もいらっしゃると思いますけれど

も、初めて来られる方が多いと思うんですけれども、混乱を招くんじゃないかなというふう

に一つ思うんですよね。ですので、スペース的にそういうマイクロ等がとまれるようなとこ

ろも用意しておいたほうがいいんじゃないかと思うんですけれども。 

○議長（森田禮治君） 観光課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 平成24年度に駐車場40台を整備させていただいたことがある

んですけれども、それにつきましても、一番入り口側に２台分のマイクロバス専用の駐車場

を整備してございますし、それから、今回、駐車場を103台というのは十分なスペースがある

ということで、そのイベント、数万人、１万、２万人規模の来場者が訪れてもいいように、

当然イベント期間中は駐車場担当として係を据えて、安全対策に努めていくというふうな内

容でございますので、御理解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（森田禮治君） ほかに御意見ありますか。 

  ７番。 

○７番（栗田成一君） この駐車場、103台というんですか、それくらいの規模になると、駐車



をする上においていろいろなトラブルなんかが当然起こると思うんだけれども、そういうも

のの管理者的な、居場所のそういう建物というものは、この図面の中ではどのように考えて

いるのか、その点をお聞きします。 

○議長（森田禮治君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） この整備の中に管理者を置くような、そういう管理棟は置い

てございません。あくまでも、この内容については駐車場、それから物販の販売ができるス

ペースというふうな形のものでございます。 

  なお、駐車場の混乱を招くことのないように十分な人員を配置して、上と下と両方に駐車

場あるんですけれども、基本的には、今の考えでおりますと、基本的には、上の駐車場はな

るべく使わない状態で、下に身障者ですとかお年寄りの方ですとか、そういった方々が優先

的に使うような形を考えております。基本的には、下の駐車場をできるだけ利用したいとい

うふうな考えでおります。 

  以上でございます。 

○議長（森田禮治君） ほかに。 

（発言する人なし） 

○議長（森田禮治君） ないようでしたら、質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結し

ます。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第39号 平成25年度細野高原観光施設整備工事請負契約についてを採決しま

す。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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



 

◎日程第９ 議案第４０号 平成２５年度東伊豆町一般会計補正予算（第２号） 

○議長（森田禮治君） 日程第９ 議案第40号 平成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第２

号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第40号 平成25年度東伊豆町一般会計補

正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に310万円を追加いたしまして、歳入歳出予

算の総額を48億3,334万8,000円とするものでございます。 

  歳出につきましては、学校給食センターの給湯ボイラー故障により取りかえ工事費を計上

させていただきました。 

  歳入につきましては、全額を財政調整基金からの繰入金で調整を図った内容でありますの

で、御理解をお願いいたします。 

  詳細につきましては、総務課長、教育委員会事務局長より説明いたさせますので、よろし

く御審議をお願いいたします。 

○議長（森田禮治君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） ただいま提案されました議案第40号 平成25年度東伊豆

町一般会計補正予算（第２号）について概要を説明いたします。 

  平成25年度東伊豆町の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ310万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ48億3,334万8,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページをお開き願います。 

  ２歳入について説明いたします。 



  19款繰入金、３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額に310万円を追加し、

１億8,934万8,000円といたします。１節財政調整基金繰入金、細節１財政調整基金繰入金310

万円の増は、今回の補正におきまして、歳入予算及び歳出予算調整のため不足額を補塡措置

いたした内容でございます。 

  ５ページ、６ページをお開きください。 

  次に、３歳出について説明いたします。 

  ９款教育費、６項保健体育費、２目学校給食費、補正前の金額に310万円を追加し、5,917

万4,000円といたします。事業コード１学校給食センター事業、15節工事請負費、歳出１給湯

ボイラー取りかえ工事310万円の増は、連休明けに給湯ボイラーが故障したことにより食器や

調理器具等の洗浄に不都合が生じたため、取りかえ工事費を計上させていただきました。 

  恐れ入りますが、２ページへお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で、ただいま説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず歳入ですが、補正前の額48億3,024万8,000円に310万円を追加し、48億3,334万8,000

円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額48億3,024万8,000円に310万円を追加し、48億3,334万8,000

円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、全額一般財源といたします。 

  以上、簡単ではありますが概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いしま

す。 

○議長（森田禮治君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（齋藤容一君） それでは、一般会計補正予算（第２号）歳出のほうで

す。 

  学校給食センター事業、工事請負費、給湯ボイラー取りかえ工事について説明します。 

  町立学校給食センターは、平成13年３月完成し、試行を経て、同年９月から町内小学校及

び中学校に配給をしております。この５月の連休明けに突然給湯ボイラーが点火しなくなっ

たということで、委託業者を呼び点検させたところ、給湯ボイラーの設備に不具合が発生し

ていることがわかりました。委託業者からの報告、原因としては、給湯ボイラーを使用して

から12年が経過し、その間に燃焼排ガスに含まれている硫黄が排気管内に付着し、年月をか



けて減圧蒸気室の壁まで腐食による穴があいてしまったことにより、真空式温水が不可能と

なり安全運転制御が作動し、通常の給湯ができなくなったと報告を受けました。 

  このことにより、給湯ボイラーの故障から、給食において児童生徒が使用していますおわ

ん、箸、スプーンなどの食器類や調理器具のオーブン、フライヤーなどの洗浄に時間と手間

がかかり、大変苦労しています。 

  今後においても、さらに腐食が進行することが予想されることから緊急性があると判断さ

せていただいて、給湯ボイラー取りかえ工事の補正予算を計上させていただきました。 

  なお、今後につきましては、ボイラーの耐用年数は業者によりますと10年と言われており

ますが、設備の点検回数をふやすとか、今、使用している燃料等を含め、検討していき、維

持管理に努めたいと考えております。 

  次に、お手元にお配りさせていただきました参考資料について御説明を申し上げます。 

  １枚目の写真については、給湯ボイラーの写真の位置図です。給湯ボイラーでの温水用隣

りある貯湯槽にため、調理場に給湯をしております。 

  ２枚目の写真につきましては、昨年実施した給湯ボイラーの点検時のものであります。汚

れについては、先ほど説明させていただいた重油等の硫黄の発生による汚れのものでありま

す。 

  ３枚目の給湯ボイラーにつきましては、給湯ボイラー内の構造図です。ペケが描かれてい

るところが、今回、腐食により穴があいている場所であります。今、使用している給湯ボイ

ラーは真空式の温水ヒーターで、缶体の中は、燃焼室、減圧蒸気室、熱媒水、熱交換器、水

管などで構成されています。缶体を減圧することで缶内を真空に近い状態にし、熱媒水を100

度以下の低温で沸騰させ、その蒸気が熱交換器表面で凝縮することにより、熱交換器内の水

を加熱し温水をつくる仕組みとなっております。 

  ４枚目につきましては、その温水を調理場でどこに使用させるかという内容になっており

ます。 

  簡単ですが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いします。 

○議長（森田禮治君） これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  14番、山田議員。 



○１４番（山田直志君） ３年くらい前も、たしか真空になるところで蒸気が漏れるというよ

うなことがあって、10年を超えているから、もう耐用年数が過ぎましたと言われてしまえば

そうなんですけれども、ただ今回、この状況なんかを見ますと、本当にこのタイプを使い続

けることがいいのかなというような疑問も、はっきり言って生じないわけじゃありません。

10年、12年使ってこういう形で劣化してくるということであるならば、もう少し今後の問題

としては、もう抜本的にこのボイラーの施設について、やっぱり取りかえたり、また方式を

見直すということも含めてやらないと、何か年中こんな形で、蒸気のときもそうですよね。

何百万というやっぱり修繕費がかかる、修繕費がかかるというような形になっていくのでは

ないかというちょっと不安も感じますので、方式自体が一般的な方式のようでもないようで

すし、ですから一番丈夫で、コストの管理もやっぱり楽だというものを含めて、もう１回考

えていかないと、耐用年数過ぎたものを何百万かけて修繕、修繕で使っていくのが、やっぱ

りいい対処法かということになると、ちょっと疑問も出てきますので、現状でもう既に壊れ

たという状況であれば、修繕は仕方ないとは思いますけれども、今後に向けてはもう少し何

か考える、別な考え方があっていいのではないかというふうに思いますが、いかがですか。 

○議長（森田禮治君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは山田議員が言われるのがもっともでございます。 

  本当にここに来て、もう昨年度やって今年……。給食センターも修繕、修繕でもうやり切

れない。そういうことでは、やっぱり方式の見直しを当然考えなければならないと考えてお

りますもので、この辺は教育委員会のほうも多分考えていると思います。その教育委員会の

ほうから答弁させます。私としては、やっぱり考えるべきではないかと考えております。あ

とは教育委員会のほうから。 

○議長（森田禮治君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（齋藤容一君） 先ほどの説明にありましたように、燃料の関係だと思

います。前回の貫流ボイラーにつきましては、水から発生しますカルシウム、マグネシウム

の関係で腐食が出たということなんですが、今回につきましては、燃料に含まれております

硫黄がもとで腐食が発生しました。その硫黄が発生する燃料の内容につきましては、今，Ａ

重油を使用させていただいております。それで、Ａ重油を何で使用しているかというと、過

去の流れの中では、コスト的に安いという形の中で採用されたということを聞いております。 



  それで、山田議員が言うように、今後につきましては、Ａ重油の交換、コスト的に調べな

ければならないですけれども、Ａ重油によって熱を発生していく中で調理等を行っています

が、ガスにするのか電気にするのかという等々の考えもあります。 

  それで、今、Ａ重油、つまりイコール硫黄分を少なくするということにつきましても、Ａ

重油が一番硫黄を含むものが多いものですから、灯油にするのか軽油にするのか、それとも

電気にするのかガスにするのかということで検討したいのと、あと、今現在のタンクにつき

ましては、Ａ重油用のタンクになっています。管理ボイラーにしろ給湯ボイラーにしろ、そ

のＡ重油タンクに使用の中で作業をさせてもらっていますので、そのタンク等の切りかえと、

あと給湯ボイラーの管理ボイラーのバーナー等の交換等々の中のことも検討した中で、今後

進めさせたいなと思います。よろしくお願いします。 

○議長（森田禮治君） ほかに御意見ありますか。 

（発言する人なし） 

○議長（森田禮治君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 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40号 平成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第２号）を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田禮治君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  この際、10時55分まで休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時４０分 

 

再開 午前１１字１５分 

 

○副議長（鈴木 勉君） それでは、休憩を閉じ再開します。 



 

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

 

◎日程第１０ 議長の辞職の件について 

○副議長（鈴木 勉君） 日程第10 議長の辞職の件についてを議題とします。地方自治法第

117条の規定により、森田議員の退場を求めます。 

（８番 森田・治君退場） 

○副議長（鈴木 勉君） 事務局長に辞職願を朗読させます。 

○議会事務局長（中村健司君） 朗読します。 

  平成25年５月14日。 

  東伊豆町議会副議長、鈴木勉殿。 

  東伊豆町議会議長、森田・治。 

  辞職願。 

  このたび、一身上の都合により議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。 

○副議長（鈴木 勉君） お諮りします。森田議員の議長の辞職許可をすることに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（鈴木 勉君） 御異議なしと認めます。よって、森田議員の議長の辞職を許可する

ことに決定しました。 

  森田議員の入場を許可します。 

（８番 森田・治君入場） 

○副議長（鈴木 勉君） 前議長の森田議員に退任の御挨拶をお願いいたします。 

○８番（森田禮治君） 退任に当たり、御挨拶申し上げます。 

  平成23年５月20日から２年間、議長職を大過なく務めさせていただきました。議員の皆様

及び当局の皆さんには、公私ともに格別な御指導と御協力を賜りましたことを厚く御礼申し

上げます。今後、一議員として町の発展のために尽力いたしたいと思っております。 

  簡単ではございますが、退任の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

○副議長（鈴木 勉君） 森田議員、２年間御苦労さまでございました。 



 

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

 

◎日程の追加について 

○副議長（鈴木 勉君） ただいま議長が欠けました。 

  お諮りします。議長の選挙を日程に追加し、追加日程第１として日程の順序を変更し、議

長選挙を行いたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（鈴木 勉君） 御異議なしと認めます。したがって、議長の選挙を日程に追加し、

追加日程第１として日程の順序を変更し、直ちに選挙を行うことに決定しました。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１８分 

 

再開 午前１１時１９分 

 

○副議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎追加日程第１ 議長の選挙 

○副議長（鈴木 勉君） 追加日程第１ 議長の選挙を行います。 

  選挙は投票で行います。 

  議場の出入り口を閉鎖します。 

（議場閉鎖） 

○副議長（鈴木 勉君） ただいまの出席議員は12名です。 

  次に、立会人の指名を行います。 

  会議規則第32条第２項の規定によって、立会人に11番、山本議員及び12番、居山議員を指



名します。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、両名が立会人に決定しました。 

  これより投票用紙を配ります。 

  念のため申し上げます。投票用紙は単記無記名となっております。 

（投票用紙配付） 

○副議長（鈴木 勉君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（発言する人なし） 

○副議長（鈴木 勉君） 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

○副議長（鈴木 勉君） 異状なしと認めます。 

  投票用紙に被選挙人の氏名を記入の上、事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、

順次、投票願います。 

○議会事務局長（中村健司君） １番、須佐議員、２番、内山議員、３番、飯田議員、５番、

村木議員、６番、藤井議員、７番、栗田議員、８番、森田議員、10番、鈴木議員、11番、山

本議員、12番、居山議員、13番、定居議員、14番、山田議員。 

（投  票） 

○副議長（鈴木 勉君） 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○副議長（鈴木 勉君） 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終わります。 

  これより開票を行います。 

  山本議員及び居山議員は、開票の立ち会いをお願いします。 

（開  票） 

○副議長（鈴木 勉君） これより、選挙の結果を報告します。 

  投票総数12票。これは先ほどの出席議員数に符合しております。 

  有効投票12票、無効投票０票です。 



  有効投票のうち、鈴木議員７票、山田議員３票、村木議員１票、栗田議員１票。 

  以上のとおりです。 

  この選挙の法定得票数は３票です。したがって、鈴木勉が議長に当選しました。 

  議場の出入り口を開きます。 

（議場開鎖） 

○副議長（鈴木 勉君） ただいま議長に当選した鈴木勉が議場におります。 

  会議規則第33条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

  就任の挨拶をいたします。 

（１０番 鈴木 勉君登壇） 

○議長（鈴木 勉君） ただいま皆様方から大変な御賛同を得まして、新しく議長にさせてい

ただくことができました。 

  今、この東伊豆町も経済の落ち込みと少子高齢化、非常に問題の山積がなされております。

この問題を皆様方の力をおかりいたしまして、住民の皆様方が明るく笑顔のあふれる住みや

すいまちづくりに努力するつもりでございます。 

  どうか皆様方の英知をいただきますことを高いところからよろしくお願いいたしまして、

就任の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

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

 

◎日程の追加について 

○議長（鈴木 勉君） 私が議長に当選したので、ただいま副議長が欠けました。 

  お諮りします。副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２とし日程の順序を変更し、直

ちに副議長の選挙を行いたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 御異議なしと認めます。したがって、副議長の選挙を日程に追加し、

追加日程第２として日程の順序を変更し、直ちに選挙を行うことに決定しました。 

  暫時休憩します。 

 



休憩 午前１１時３１分 

 

再開 午前１１時３２分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◎追加日程第２ 副議長の選挙 

○議長（鈴木 勉君） 追加日程第２ 副議長の選挙を行います。 

  選挙は投票で行います。 

  議場の出入り口の閉鎖をします。 

（議場閉鎖） 

○議長（鈴木 勉君） ただいまの出席議員は12名です。 

  次に、立会人の指名を行います。 

  会議規則第32条第２項の規定によって、立会人に13番、定居議員及び14番、山田議員を指

名します。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 御異議なしと認めます。よって、両名が立会人に決定しました。 

  これより投票用紙を配ります。 

  念のため申し上げます。投票用紙は単記無記名となっております。 

  それでは、投票用紙の配付をお願いします。 

（投票用紙配付） 

○議長（鈴木 勉君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 



○議長（鈴木 勉君） 異状なしと認めます。 

  投票用紙に被選挙人の氏名を記入の上、事務局長が議席番号、氏名を呼び上げますので、

順次、投票願います。 

○議会事務局長（中村健司君） １番、須佐議員、２番、内山議員、３番、飯田議員、５番、

村木議員、６番、藤井議員、７番、栗田議員、８番、森田議員、10番、鈴木議員、11番、山

本議員、12番、居山議員、13番、定居議員、14番、山田議員。 

（投  票） 

○議長（鈴木 勉君） 投票漏れはありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終わります。 

  これより開票を行います。 

  定居議員及び山田議員には、開票の立ち会いをお願いします。 

（開  票） 

○議長（鈴木 勉君） これより、選挙の結果を報告します。投票総数12票。これは先ほどの

出席議員数に符合しております。 

  有効投票10票、無効投票２票です。 

  有効投票のうち、飯田議員５票、山田議員２票、村木議員１票、藤井議員１票、栗田議員

１票。 

  以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は３票です。したがって、飯田議員が副議長に当選されました。 

  議場の出入り口を開きます。 

（議場開鎖） 

○議長（鈴木 勉君） ただいま副議長に当選されました飯田議員が議場におられます。 

  会議規則第33条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

  ３番、飯田議員、壇上より就任の御挨拶をお願いします。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○副議長（飯田桂司君） 大変高いところからですけれども、今、議員各位から副議長という



ことで選出をいただきました。大変微力ではございますけれども、議長とともに議会運営を

図っていきたいと思いますので、皆様の御支援をよろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩をします。 

 

休憩 午前１１時４２分 

 

再開 午後 ３時３２分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◎日程第１１ 常任委員会委員の選任について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第11 常任委員会委員の選任を行います。 

  常任委員会委員の選任については、委員会条例第７条第２項の規定により、１番、須佐議

員、３番、飯田議員、５番、村木議員、８番、森田議員、11番、山本議員、14番、山田議員、

以上６名を総務経済常任委員会委員に、２番、内山議員、６番、藤井議員、７番、栗田議員、

10番、鈴木議員、12番、居山議員、13番、定居議員、以上６名を文教厚生常任委員会委員に

それぞれ指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました議員をそれ

ぞれの常任委員に選任することに決定しました。 

 

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

 

◎日程第１２ 議会運営委員会委員の選任について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第12 議会運営委員会委員の選任を行います。 

  議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第７条第２項の規定により、１番、須



佐議員、２番、内山議員、７番、栗田議員、13番、定居議員、14番、山田議員、以上５名を

議会運営委員会委員に指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 御異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました５名を議

会運営委員会委員に選任することに決定しました。 

 

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

 

◎日程第１３ 議会広報編集委員会委員の選任について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第13 議会広報編集委員会委員の選任を行います。 

  議会広報編集委員会委員の選任については、委員会条例第７条第２項の規定により、１番、

須佐議員、２番、内山議員、３番、飯田議員、10番、鈴木議員、12番、居山議員、14番、山

田議員、以上６名を議会広報編集委員会委員に指名したいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 御異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました６名を議

会広報編集委員会委員に選任することに決定しました。 

  恐れ入りますが、これより総務経済常任委員会、文教厚生常任委員会、議会運営委員会、

議会広報編集委員会を開催し、委員長及び副委員長を互選していただきますので、３時45分

まで休憩します。 

 

休憩 午後 ３時３５分 

 

再開 午後 ３時４４分 

 

○議長（鈴木 勉君） それでは、休憩を閉じ再開します。 

  先ほど各委員会から正副委員長の互選結果を受けましたので、事務局長より報告させます。 

○議会事務局長（中村健司君） それでは、総務経済常任委員会、文教厚生常任委員会、議会



運営委員会のそれぞれの委員長及び副委員長の互選結果、また議会広報編集委員会副委員長

の互選結果につきまして、御報告いたします。 

  総務経済常任委員会委員長に14番、山田議員、副委員長に１番、須佐議員、文教厚生常任

委員会委員長に２番、内山議員、副委員長に12番、居山議員、議会運営委員会委員長に13番、

定居議員、副委員長に７番、栗田議員、議会広報編集委員会副委員長に２番、内山議員がそ

れぞれ当選されました。 

  なお、議会広報編集委員長につきましては、東伊豆町議会広報発行に関する規定第３条第

２項の規定に基づき、副議長が委員長を務めることになっております。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 以上をもちまして、各委員会からの正副委員長互選結果の報告を終了

いたします。 

 

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

 

◎日程第１４ 東河環境センター議会議員の選挙 

○議長（鈴木 勉君） 日程第14 東河環境センター議会議員の選挙を議題とします。 

  お諮りします。選挙の方法は、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選にしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うこと

に決定しました。 

  お諮りします。指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しまし

た。 

  東河環境センター議会議員に、１番、須佐議員、６番、藤井議員、13番、定居議員の３名

を指名します。 



  お諮りします。ただいま議長において指名しました１番、須佐議員、６番、藤井議員、13

番、定居議員の３名を東河環境センター議会議員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） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま議長において指名しまし

た３名の方が東河環境センター議会議員に当選されました。 

  当選されました方々が議場におられますので、本席から会議規則第33条第２項の規定によ

り告知します。 

 

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

 

◎日程第１５ 伊豆斎場組合議会議員の選挙 

○議長（鈴木 勉君） 日程第15 伊豆斎場組合議会議員の選挙を議題とします。 

  お諮りします。選挙の方法は、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選にしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うこと

に決定しました。 

  お諮りします。指名の方法については議長において指名することにしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しまし

た。 

  伊豆斎場組合議会議員に、５番、村木議員、11番、山本議員、２名を指名します。 

  お諮りします。ただいま議長が指名しました５番、村木議員、11番、山本議員の２名を伊

豆斎場組合議会議員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） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま議長において指名しまし



た２名の方が、伊豆斎場組合議会議員に当選されました。 

  当選されました方々が議場におられますので、会議規則第33条第２項の規定により告知し

ます。 

 

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

 

◎日程第１６ 一部事務組合下田メディカルセンター議会議員の選挙 

○議長（鈴木 勉君） 日程第16 一部事務組合下田メディカルセンター議会議員の選挙を議

題とします。 

  お諮りします。選挙の方法は、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選にしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うこと

に決定しました。 

  お諮りします。指名の方法については議長において指名することにしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しまし

た。 

  一部事務組合下田メディカルセンター議会議員に、７番、栗田議員、14番、山田議員の２

名を指名します。 

  お諮りします。ただいま議長が指名しました７番、栗田議員、14番、山田議員、２名を、

一部事務組合下田メディカルセンター議会議員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） 

○議長（鈴木 勉君） 御異議なしと認めます。したがって、議長において指名しました２名

の方が、一部事務組合下田メディカルセンター議会議員に当選されました。 

  当選されました方々が議場におられますので、本席から会議規則第33条第２項の規定によ

り告知します。 



 

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

 

◎日程第１７ 同意案第１号 東伊豆町監査委員の選任について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第17 同意案第１号 東伊豆町監査委員の選任についてを議題と

します。 

  地方自治法第117条の規定によって、８番、森田議員の退席を求めます。 

（８番 森田・治君退場） 

○議長（鈴木 勉君） 町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 同意案第１号 東伊豆町監査委員の選任について。 

  下記の者を東伊豆町監査委員に選任することについて、地方自治法第196条第１項の規定に

より議会の同意を求めるものでございます。 

記 

  （議会議員） 

  住所、賀茂郡東伊豆町片瀬1035番地の２。 

  氏名、森田・治。 

  生年月日、昭和12年３月18日。 

  提案理由を申し上げます。 

  前任者が、平成25年５月19日をもって、辞職願が提出され許可したため、新たに町議会の

選出者として就任を願うものであり、議会の同意を求めるものでございます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 



（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております同意案第１号 東伊豆町監査委員の選任に

ついては、これに同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 御異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 

  ８番、森田議員の入場を許します。 

（８番 森田・治君入場） 

 

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

 

◎日程第１８ 同意案第２号 東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選任に 

              ついて 

◎日程第１９ 同意案第３号 東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選任に 

              ついて 

◎日程第２０ 同意案第４号 東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選任に 

              ついて 

○議長（鈴木 勉君） 日程第18 同意案第２号 東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員

の選任についてから日程第20 同意案第４号まで、以上３件を一括議題とします。 

  地方自治法第117条の規定によって、７番、栗田議員、12番、居山議員、13番、定居議員の

退席を求めます。 

（７番 栗田成一君、１２番 居山信子君、１３番 定居利子君退場） 

  町長より順次、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま一括上程されました同意案第２号、第３号及び第４号につい



て、提案理由を申し上げます。 

  最初に、同意案第２号 東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選任について。 

  東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員に、下記の者を選任することについて、東伊豆

町稲取財産区管理会条例第３条の規定により議会の同意を求めるものであります。 

  住所、賀茂郡東伊豆町稲取229番地。 

  氏名、栗田成一。 

  生年月日、昭和14年１月26日。 

  次に、同意案第３号ですが、同じく、住所、賀茂郡東伊豆町稲取979番地。 

  氏名、居山信子。 

  生年月日、昭和24年１月23日。 

  引き続きまして、同意案第４号ですが、同じく、住所、賀茂郡東伊豆町稲取1511番地。 

  氏名、定居利子。 

  生年月日、昭和22年２月13日。 

  提案理由を申し上げます。 

  この３件の同意案は、前任者が平成25年５月19日をもって辞職したため、新たに町議会よ

り３名の方々に就任を願うものであります。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております同意案第２号 東伊豆町稲取財産区管理会

財産区管理委員の選任についてから同意案第４号まで、以上３件については、これに同意す

ることに御異議ありませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに

決定しました。 

  ７番、栗田議員、12番、居山議員、13番、定居議員の入場を許します。 

（７番 栗田成一君、１２番 居山信子君、１３番 定居利子君入場） 

 

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

 

◎日程第２１ 同意案第５号 東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選任に 

              ついて 

○議長（鈴木 勉君） 日程第21 同意案第５号 東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員

の選任についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 同意案第５号 東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選任につ

いて。 

  東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員に、下記の者を選任することについて、東伊豆

町稲取財産区管理会条例第３条の規定により議会の同意を求めるものであります。 

  住所、賀茂郡東伊豆町稲取967番地の２の３。 

  氏名、梅原 博。 

  生年月日、昭和21年１月３日。 

  提案理由を申し上げます。 

  梅原氏が平成25年５月20日をもって任期満了となるため、再任を願うものであります。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。 



  これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております同意案第５号 東伊豆町稲取財産区管理会

財産区管理委員の選任については、これに同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決

定しました。 

 

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

 

◎日程第２２ 推薦案第１号 東伊豆町農業委員会委員の推薦について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第22 推薦案第１号 東伊豆町農業委員会委員の推薦についてを

議題とします。 

  地方自治法第117条の規定によって14番、山田議員の退席を求めます。 

（１４番 山田直志君退場） 

○議長（鈴木 勉君） 提案理由を申し上げます。 

  東伊豆町議会議員の改選による任期が５月19日に満了のため、農業委員会等に関する法律

第12条第２号の規定により、新たに推薦するものであります。 

  新たに推薦する者の住所は、東伊豆町稲取2584番地。 

  氏名、山田直志。 

  以上、概略説明し、提案理由とします。 

  お諮りします。農業委員会等に関する法律第12条第２号の規定により、議会推薦の東伊豆

町農業委員会委員に、山田議員を推薦したいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、議会推薦の東伊豆町農業委員会委員に、

山田議員を推薦することに決定しました。 

  山田議員の入場を許します。 

（１４番 山田直志君入場） 

 

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

 

◎日程第２３ 東伊豆町選挙管理委員及び補充員の選挙 

○議長（鈴木 勉君） 日程第23 東伊豆町選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。 

  初めに、選挙管理委員の選挙を行います。 

  お諮りします。選挙の方法は、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選にしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うこと

に決定しました。 

  お諮りします。指名の方法については議長において指名することにしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しまし

た。 

  東伊豆町選挙管理委員には、 

  東伊豆町稲取656番地の８、山田昌彦君。 

  東伊豆町白田320番地の８、山本正博君。 

  東伊豆町稲取800番地、村木勇司君。 

  東伊豆町奈良本899番地の２、太田 久君。 

  以上の方を指名します。 

  お諮りします。ただいま議長が指名しました方を東伊豆町選挙管理委員の当選人と定める

ことに御異議ありませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 御異議なしと認めます。したがって、ただいま議長において指名しま

した山田昌彦君、山本正博君、村木勇司君、太田久君、以上の方が、東伊豆町選挙管理委員

に当選されました。 

  続きまして、選挙管理委員補充員の選挙を行います。 

  お諮りします。選挙の方法は、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選にしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うこと

に決定しました。 

  お諮りします。指名の方法については議長において指名することにしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、議長が推薦することに決定しまし

た。 

  東伊豆町選挙管理委員補充員には、次の方を指名します。 

  第１順位、東伊豆町大川314番地、稲葉 保君。 

  第２順位、東伊豆町稲取2830番地、梅原 学君。 

  第３順位、東伊豆町稲取397番地、前田和夫君。 

  第４順位、東伊豆町片瀬363番地、中村昌嗣君。 

  以上の方を指名します。 

  お諮りします。ただいま議長が指名しました方を東伊豆町選挙管理委員補充員の当選人と

定めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました第１順位、

稲葉保君、第２順位、梅原学君、第３順位、前田和夫君、第４順位、中村昌嗣君、以上の方

が順序のとおり、東伊豆町選挙管理委員補充員に当選されました。 

 



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

 

◎町長挨拶 

○議長（鈴木 勉君） ここで、町長より発言の許可を求められておりますので許可いたしま

す。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、御挨拶を兼ねて

正副議長就任に当たって、お祝いの言葉を述べさせていただきます。 

  このたびの議会人事の改選につきましては、滞りなく全ての人事が終了し、新たな議会の

体制が円満のうちに整ったとの報告を受け、心からお祝いの意を申し上げます。 

  退任なされました森田議長並びに鈴木副議長を初め、重責を担った方々におかれましては、

国政の政権交代期を通じて、厳しい行財政運営の環境下にある中を、円滑なる議会運営と当

局との調整に御尽力いただくなど、その功績に改めて感謝の意を表します。 

  このたびの改選により、新たに議長に就任されました鈴木議長並びに飯田副議長におかれ

ましては、御就任、まことにおめでとうございます。 

  これからも一層厳しさを増す社会情勢の中で、本格的に地方自治体も変革を求められてお

ります。今後も御苦労を担うことも多いと思いますが、議会の円滑なる運営に尽力を賜りま

して、東伊豆町のさらなる発展を期す上からも諸問題の解決において当局と一丸となって取

り組んでいただけるようお願いいたすところでございます。 

  さらに、総務経済常任委員会、文教厚生常任委員会、議会運営委員会並びに各種組合議会

等の委員構成も滞りなく決定し、正副委員長が選出されたことにつきましても、改めて心か

らお喜び申し上げます。 

  議員各位の各種委員会等の活動は、町政発展に果たす役割の重要性が多大であり、委員長、

副委員長と連携し、闊達な委員会活動を期待いたすところでございます。 

  結びに当たりまして、皆様方の御健勝とますますの御活躍を祈念申し上げまして、お祝い

の言葉とさせていただきます。 

 



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

 

◎閉会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） これで本日の日程は全て終了しました。 

  会議を閉じます。 

  平成25年東伊豆町議会第２回臨時会を閉会します。 

  長時間、御苦労さまでございました。 

 

閉会 午後 ４時０９分 

 
 


