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開会 午後 ２時３４分 

 

○臨時委員長（村木  脩君） それでは、一般会計決算審査特別委員会を始め

させていただきます。 

  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５名で、委員数の半数に達しております。よって、

一般会計決算審査特別委員会は成立いたしましたので、開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  これより委員長選挙を行います。 

  お諮りいたします。委員長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（村木  脩君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法

は指名推選で行うことに決定しました。 

  お諮りします。指名の方法については、臨時委員長が指名することにした

いと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時委員長（村木  脩君） 異議なしと認めます。したがって、臨時委員長

が指名することに決定しました。 

  委員長に、１番、須佐議員を指名します。 

  お諮りいたします。ただいま臨時委員長が指名しました１番、須佐議員を

委員長の当選人の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（村木  脩君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名

しました１番、須佐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１番、須佐議員が本委員会席に出席して

おりますので、本席より告知いたします。 



１番、須佐議員に委員長就任の御挨拶をお願いいたします。 

○委員長（須佐 衛君） １番の須佐でございます。 

  何分未熟ではございますけれども、当委員会をまとめてまいりたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○臨時委員長（村木  脩君） 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、委員長席にお願いします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３６分 

 

再開 午後 ２時３８分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  これより副委員長選挙を行います。 

  お諮りいたします。副委員長の選挙は指名推選にしたいと思いますが、御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（須佐  衛君）  異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指

名推選で行うことに決定しました。 

  お諮りします。指名の方法については、委員長が指名することにしたいと

思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君）  御異議なしと認めます。したがって、委員長が指名

することに決定しました。 

  副委員長に、14番、山田議員を指名します。 

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

した14番、山田議員が副委員長に当選されました。 

  ただいま副委員長に当選されました 14番、山田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。 

副委員長に就任されました山田議員は副委員長席へお願いします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３９分 

 

再開 午後 ２時４１分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  14番、山田議員に副委員長就任の御挨拶をお願いいたします。 

○副委員長（山田直志君）  図らずも副委員長ということになりまして、委員

長を補佐して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４１分 

 

再開 午後 ２時５２分 

 

○委員長（須佐 衛君） それでは、休憩を閉じ再開いたします。 

  本委員会に付託されました議案第 56号  平成24年度一般会計歳入歳出決算

認定についてを議題といたします。 

  これより質疑を行います。質疑の対象を１款の町税といたします。 

  質疑ありませんか。 

○１１番（山本鉄太郎君）  毎年のことですけれども、要するに町税の収入未

済額３億 9,000万、４億近い未収があるという形、これどういうような内容

かお聞かせ願えますか。 



もう１点。 

  それと、 16ページの入湯税の収入未済額はどこでどうしてこういうふうに

なったか、内容を聞かせてください。２点。 

○委員長（須佐 衛君） じゃ、以上２点について。 

○税務課長（鈴木敏之君）  １点目の未済額になりますが、町民税で 6,595万

円、固定資産税で４億 20万円、建築査定で 224万3,000円、特別土地保有税で

660万4,000円、入湯税58万8,000円という内容になっております。 

  内容につきましては、長引くバブルの不況ということと、東日本大震災の

影響をまだ引きずっているというようなことで、このような未収額が出まし

た。入湯税の未済額につきましては、未済額が 58万 8,200円という額になり

まして、３件未済額が出まして、うち２件につきましては、７月までに納入

という形になりまして、この間補正のほうに上げさせていただきました。 

  １件については、ずっと調査をしていますがちょっと連絡がつかないよう

な状況で、調査につきましても、財産調査と預金調査をいたしましたが、ひ

っかかるところがなくて、この間もちょっとお話ししましたが、預金のほう

がゼロに近いような状態のものしか出てこなかったものですから、また引き

続き調査のほうをいたしたいと思います。 

  以上です。 

○１１番（山本鉄太郎君）  大体入湯税の１件だけを調査しても該当するよう

なところがないという形のものは、要するに、分母がでかくなるばっかりだ

から、こういうのはほうっておくと、こういうのを協議して、これこれこう

いうわけだからという形で不納欠損のほうに回したらどうか。大変だと思う

よ。不納欠損ばかりがいいというあれじゃないけれども、同じ調査だと思う

んだ俺は、これをやると言ったって、できるだけ早く手を打ったほうが私は

得策かなと思いますけれども、事務局のほうはどういうお考えか。 

○税務課長（鈴木敏之君）  山本委員さんに言っていただくような形で、前に

も会社自体が倒産しちゃって取りどころがないという形で不納欠損をやらせ

ていただいたんですけれども、今回についても会社自体も撤去しちゃったと

いうか、借りてやっていたんですけれども、その期限も切れて、連絡がなか



なかつかないという形なので、できれば即時なり何なりで計数のほうをやら

せていただければと考えております。 

（「委員長、申しわけないけれども、休憩をとってもら

えますか」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時５８分 

 

再開 午後 ３時０３分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ再開します。 

  質疑ありますか。 

○５番（村木  脩君）  町県民税の収入未済額というのは 1,500万ぐらいある

んだけれども、これについて町民税というのはそんなに大きく変わって人は

多分余りいないんだと思うんだけれども、件数的に細かいのかな、この辺は。  

  それと、あと特別徴収で滞納なんかしているところもある、特別徴収今か

なり増やしているようだけれども、その点２つ教えてもらえれば、町県民税

現年度分。そんなに１件１件大きいというものはないんだろうなという気が

するのだけれども。 

○税務課長（鈴木敏之君）  村木委員の言われるように、町民税については特

に大きいところというのはないです。それで、特徴につきましては、 21件で

190万ほどの金額になります。 

○５番（村木 脩君） その特徴のほうは、事業者の責任なのかな。 

○税務課長（鈴木敏之君）  そうですね、事業所自体の分が未納しているよう

な形です。そんなもので、引くことは引いていると思うんですけれども、そ

れを納めてこないという形。 

○５番（村木  脩君）  そうすると、それをまた滞納と別の話になってきちゃ

って、使っている人がどっちかといったら詐欺だよな。 

○税務課長（鈴木敏之君）  事業所のほうにもそのお話は十分入れてあるんで



すけれども、ですから従業員の方が証明をとりに来ても、出しませんよとい

うふうな話を、そんなもので納めるほうについては結局入湯税なんかと同じ

で、預かり金なものですから、それはほかの税とは違うよということは、再

三お話はしております。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

○５番（村木  脩君）  それとあと、入湯税だけれども、入湯税が今年だった

か事業仕分けに何かかかっていたんだと思うんだよ。そのときに、何か二重

丸が２つついている部分があったよな。ということは、あの事業仕分けであ

の指摘されたのは、特別徴収として協会へ払っている報奨金の部分を指摘さ

れたのか。 

○税務課長（鈴木敏之君）  そのとおりです。委託金として払うという方法が

１つと、それから払うこと自体がというようなことで２点指摘を受けました。  

○５番（村木  脩君）  今後それを改善していくということは、形式的なもの

も入ってくるんだろうけれども、課長に聞くのもあれなんだけれども、その

点について見通しはどうだい、課長さんとしての。 

○税務課長（鈴木敏之君）  一応、委託金としては継続として 25年度も行いま

す。 

  それから、時限立法で３％が２％に変わったことで支払いのほうは行って

いきます。 

○委員長（須佐 衛君） ほかにありますか。 

○３番（飯田桂司君）  さっき11番のところであったんですけれども、固定資

産税をお聞きしたいんですけれども、収入未済額、それから不納欠損と出て

いる中で、今町が空き家の調査をやっていると思うんですよ。固定資産税わ

かりませんけれども、そういう中でやはり無論固定資産税ですから、お住ま

いになっているか、持ち主がいるかということで、しておるようですけれど

も、やはりそういうところも確認して固定資産税のあたりもとれない未済額、

そういうところも出てきているか。 

○税務課長（鈴木敏之君）  まず調査の結果はちょっとわからないんですけれ

ども、上がってきて、うちのほうで固定資産税として納付書をお送りしてい



て、戻ってきたものについては公示送達という形ではやっているんですけれ

ども、また上がってきて、その公示送達と照らし合わせとかっていう内容の

ものはやっていきたいとは思っています。 

○３番（飯田桂司君）  私も稲取は別として、熱川地区、城東地区回るわけで

すけれども、見て回る中で大変空き家が多くなってきている、その調査をし

ていると思うんですけれども、やはり住所があって、ここでなくても、市外、

近隣の市町にお住まいの方で持っている方があろうかと思いますけれども、

ぜひそういうところで確認をしていく中でしっかりと収入にしていただきた

いと思います。というのは、やっぱりどこに行ったかわからない。必ずどこ

かにいると思うんですよ、個人は、会社は別として。そういうところをぜひ

確認していただきたいと思います。 

○税務課長（鈴木敏之君）  今言われたように、住所照会なり何なりというよ

うな形をとって調査のほうを行いたいと思います。 

（「すみません、委員長からちょっと」の声あり） 

○副委員長（山田直志君） じゃ、変わります。 

○１番（須佐  衛君）  今、固定資産税の不納欠損ということで出たものです

からちょっとお聞きしたいんですが、昨年より額にすると 3,000万ぐらい増

えているような数字になっていると思うんですけれども、これこの額が増え

てきているというのはどういう内容かということをお聞きしたいんですが。 

○税務課長（鈴木敏之君）  不納欠損の増額分につきましては、潰れたところ

とか、廃業されたところの税額が特に大きいという部分がありまして、その

部分の欠損分がやっぱり膨らんでいる要素になっております。 

○１番（須佐  衛君）  もう少し具体的にお聞きしたいんですが、潰れたって

旅館とか、商店とかそういうことですか。 

○税務課長（鈴木敏之君）  そうですね、旅館とか、病院とかといったような

ところが税額がちょっと大きいものですから、大きいところで去年廃業とい

うか、離業しているところとかがやっぱりあるものですから、その部分が大

きな金額になっております。 

○１４番（山田直志君）  町税の関係でこの成果表なんかでも特に思うんだけ



れども、全体で税務課のほうでは長引く不況と東日本大震災の影響というふ

うに書いてあるんだけれども、僕は思うに、本当にそうかなというのがちょ

っとあって、というのは例えば成果表の中で、調定額で平成 20年と 24年で調

定額が１億から落ちているというふうな状況が載っけてあるんだけれども、

例えばこれは裏づけとして、個人住民税か何かの減額に対して見ると、いわ

ゆる給与所得者とか、年金生活者の増減というのがこの間あると思うんです

よ。 

  やっぱりちょうどこの同じ時期で見れば、ただ団塊の世代なんかが給与所

得者だった人たちがほとんどが今、年金生活者に移行しているわけだよ、こ

の時期に、ということになると、ただ経済の状況だけがやっぱり町税のやっ

ぱり調定額全体が落ち込んでいる理由ではないのではないかなと。やっぱり

人口が減ってきた中で、なおかつ高齢化社会で年金生活者が増えたりとか、

そういうやっぱりことが影響しているのではないかな。その辺の給与所得者

と年金生活者のやっぱり例えば平成 20年と平成 24年、ないしは直近の国調で

のやっぱりすり合わせなんていうのを税務課はしているのか。やっぱりこれ

は調定額が落ちてきたということは、大きな変化なんだけれども、それは単

なる観光だけ何とかすればよくなるのか、そうではなくて町の町民の収入構

造が大きくやっぱり変化しているのか、原因と結果が違ってくると、対応が

全然違ってくるという部分があると思うので、こういうちょっと裏づけ的に

給与所得者がそんなに変わっていないんだと、給与所得者の人数は変わって

いないんだけれども、調定額が落ち込んでいるんだと、いわゆるそれは給料

が減っているからだということになるんだけれども、どうなのかね。僕は、

この５年間の変化で見るとちょっとそういう給与所得者及び年金生活者の増

減というのが双方に影響があるのではないかなというふうな点を感じている

んですけれども、その辺ちょっと税務課なり、総務課でもいいんですけれど

も、状況を裏づけ的にちゃんと持っていたら教えてください。 

○税務課長（鈴木敏之君）  24年度におきましては、 23年度中の所得が対象な

ものですから震災でちょうど影響をもろに受けた年度だと思います。それで、

総所得で見ても 8.6％前年対比で、極端にやっぱりその年度だけ落ちている



ような格好になっております。 

  それで、調定額のほうで見ますと前年対比で 3.6％ぐらいなんですけれど

も、これについては改正がありまして、年少扶養の控除が外れたりとかそう

いった部分がありましたもので、総所得かなりの落ち込みではなかったとい

う部分がありまして、特にはこれ大きな給与所得者が対象になっております。  

  それで、年金特徴のほうにつきましても、 23年度で 1,366万の税額だった

のが 24年度で 2,567万という税額で先ほど委員言われましたように、団塊の

世代が動いている部分というのが出ているのではないかと思います。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君）  山田委員の御指摘の関係のもののデータ

分析というのは総務課サイドでは調査の資料はございません。 

  ただ、御指摘のように団塊の世代が現役世代で働くのはもう終わっていま

す。その辺のところもあろうかなというように思いますし、就業構造がどの

ように変わっているかといった部分もあろうかと思いますので、その辺につ

いてはちょっと統計調査を見ながら分析を今後してみたいとは思いますので、

よろしくお願いしたいと思いますけれども。 

○１４番（山田直志君）  だからちょっとこういう 20年と24年で直近の国調で、

いろんなそういうやつをやってみると、やっぱり今の税務課長が言ったとお

りであれば、やっぱり年金のやつが 1,300か2,500ぐらい伸びるということは

当然やっぱり対象者が増えているんだと思うんだよね。だから、数字の大き

い、小さいだけじゃなくて、やっぱりその課税客体の数がやっぱり増えてき

ている。やっぱり給与所得のところはやっぱり減ってきているとかというや

つが、数字の上であるのではないかと思うんだけれども、ちょっとそれは調

べてみて、今後やっぱりこれこの傾向はもっと大きくなるということになる

と、一方でいうと不況の問題だけじゃないということだと思うんだよね。こ

の町税が落ち込んでいる要因。 

（「町の規模が縮小している」の声あり） 

○１４番（山田直志君）  だからそういういろんなことに影響してくる問題だ

と思うので、ちょっと税務課のほうで今後はちょっと、今すぐでなくていい

ですから、ちょっと調べて、裏づけのやつを出してもらいたいなと、何かた



だ…… 

○５番（村木  脩君）  今年と去年の価格構造と比べるとある程度数字の差が

出てくる。 

  総所得も出てくるだろうしさ。 

○税務課長（鈴木敏之君）  申しわけありません。５年間のトータルというの

ちょっと出ていなかったものですから、それについてはまた調べさせていた

だくような格好でお願いします。 

○委員長（須佐 衛君） ほかにありますか。 

（「副委員長すみません」の声あり） 

○副委員長（山田直志君） じゃ、かわります。 

○１番（須佐  衛君）  入湯税に関して、以前ちょっとお聞きしていると思い

ますけれども、今入湯税は 12歳未満が免除になっている状況になっていると

思うんですけれども、家族旅行が今主体になってきています。そんな中で、

お子さんからも入湯税を取れるようなことはできないんでしょうか。 

○税務課長（鈴木敏之君）  税務課といたしましては、今現在特にそういう考

えは持っておりません。結局どこの旅館さんもこの景気の状況で、低料金、

低料金という形でやっている中で、またそれが上がるというような形が１点

ちょっとひっかかるかなという部分と、それからうちのほうの申告書なんか

もそうなんですけれども、そういったものも全てつくり直し、それで旅館さ

んなんかに置いてあるパンフレットなんかも全てつくり直しとかという形も

出てきますので、影響、ちょっとお話を持っていかないとちょっとわからな

いんですけれども、担当課としては今のところ税条例の中にある 12歳未満と

いうものについては、今までどおりでいきたいとは考えております。 

○１番（須佐  衛君）  最近、子供のイベントなんかも増えてきておりまして、

結構お子さんの施設なんかもにぎわっているような気がするんですけれども、

そういった中で、広く何か 150円だと思うんですけれども、例えばお子さん

だったらば 100円とか 50円とかというようなことでも、税収が上がると思う

んですけれども、この辺のところはもしあれでしたら検討していただいたら

どうなのかなというふうに思います。確かに取るということに関しては、や



っぱり抵抗感というのがあると思うんですけれども。 

○税務課長（鈴木敏之君）  またよその市町とか、調査をちょっとしてみたい

と思います。 

○委員長（須佐 衛君） 質疑ありますか。 

○５番（村木  脩君）  それと、 11ページの軽自動車の滞納繰越分 96万 8,400

円、これがどうなっているかな。追跡して車のディーラーとか、いろんなの

がいるんだろうけれども、理由として、これらの廃車証明というか、そんな

ものはとれないのかな。 

○税務課長（鈴木敏之君）  滞納になっている分というのは、特に転出者とか

が多いんですけれども、一応転出先に当然催告なり何なりを送るんですけれ

ども、それにプラス定置場課税の変更をお願いする文書を一緒につけて、送

っているような形を今とっています。 

○５番（村木  脩君）  オートバイが多いの、四輪が多い、四輪のほうが多い

のかな。オートバイなんかよく警察が伊東の先のほう、東沼津か何かのナン

バーをつけて走っていると、時々照会なんかあるんじゃない、軽四輪という

のはそうはいかないやな、なかなかな。 

○税務課長（鈴木敏之君）  四輪になりますと確かに車検があるものですから、

証明をとりに来ないということは、そのまま放置をされているのではないか

と思うんですけれども、そういったうちのほうも庁舎なんかを回ったりした

ときに、結構放置されている車を見つけたりするもので、そうするとナンバ

ーを控えてきて確認をするんですけれども、そういったのは案外と納税され

ていたりとかってするんですけれども、納税をされているとなるとうちのほ

うで廃車にしてくれとはちょっと言えないものですから、それが滞納してい

るところとかというものについては、結局２年を過ぎたものというのは、完

全に放置車両じゃないかと思うもので、やっぱり手続、廃車なり、名義変更

の手続をということで、その中心に回ったりしたときにお願いはしています。  

○５番（村木  脩君）  そういうのは放置車両として台帳から外したりできな

いのか。 

○税務課長（鈴木敏之君）  四輪につきまして、軽自動車販売店協会から異動



書が回ってきますので特にそのやつが回ってこないものについては、職権で

はちょっとなかなか手をつけづらいというか、何かあったときに先ほど言わ

れましたように警察から問い合わせとかそういったものがあったときに、何

で廃車になっているのという話になっちゃってまた困るものですから、その

まま残してある状況です。 

○３番（飯田桂司君）  前から、今年だけじゃないですけれども、法的な関係

のある滞納機構の関係で、件数と金額的にはどのぐらいあったかちょっと。 

○税務課長（鈴木敏之君）  移管件数が 10件になりまして、金額のほうが滞納

税額が1,308万2,200円になります。徴収金額が559万935円という実績です。 

（「了解しました」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、１款町税の質疑を終結いたします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時２６分 

 

再開 午後 ３時３２分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ再開します。 

  次に、質疑の対象を２款地方譲与税から 12款の交通安全対策特別交付金ま

でといたします。 

  質疑ありませんか。 

○１１番（山本鉄太郎君）  20ページの 131万7,500円のこの未収入額というの

は何ですか。児童福祉費かな。 

（「13款」の声あり） 

○１１番（山本鉄太郎君） 13款かこれは、じゃない。なし。 

○委員長（須佐 衛君） 質疑ありませんか。 



○５番（村木  脩君）  地方交付税の中で、評価替えに伴い固定資産税の落ち

込みで監査委員に指摘されているんだけれども、そこのところがまだ次の評

価替えなんていうと、固定資産税はまだ落ちるのかな。その辺の状況は総務

課のほうでつかんでいるか。 

○総務課財政係長（鈴木貞雄君）  評価替えで大きく落ち込んだのが家屋の分

になりますけれども、家屋が過去最大の落ち込みというふうに言われていま

して、要は再建築費でちょっと率正確に忘れましたけれども、非木と木造で

それぞれ両方下がっていまして、その減額が非常に大きかったという内容に

なっています。だもので、結局物価の上昇率とかその辺の影響があるかと思

います。 

○５番（村木  脩君）  その再建築費は国のほうの方針として評価そのものが

下がると、再建築費の点数が下がった。 

○総務課財政係長（鈴木貞雄君） そうです。 

○５番（村木 脩君） 了解。 

○委員長（須佐 衛君） ほかにありませんか。 

○５番（村木  脩君）  震災復興特別交付税というのは、これは来年も来るの

か。来年から、町民税も復興のあれがあるよな、何か、町民税も、それが出

てくるとこれはなくなるわけか。 

○総務課財政係長（鈴木貞雄君）  この震災復興特別交付税の一応内容なんで

すけれども、まず 23年度がわずか 1,000円という内容だったんですけれども、

これは自動車取得税の減収の補填ということで、本当に実際 1,000円はない、

何十円という計算で 1,000円だったんですけれども、 24年度につきましては、

その自動車取得税の減収補填は同じ 1,000円なんですが、それと別に 23年度

からの繰り越しの事業で森林整備加速化林業再生事業というのがこれが県の

ほうから連絡がありまして、この震災復興の対象ですということで、数字を

上げたところであります。 

○５番（村木  脩君）  じゃ、これがいわゆる復興増税の使われ道だったり、

いろんなやつで騒がれているやつなんだ。 

（「あちこちに使われているやつ」「駐車場だって、か



なり余計な駐車場をつくった」の声あり） 

○５番（村木  脩君）  じゃ、来年は多分なくなってくるな、あれだけテレビ

で指摘されて、それで住民税は来年から上がるわけだ。何だっけ、災害の分。

そうすると、これは多分もうゼロ。 

（「住民税もう上がっているんじゃない」「もう上がっ

ているのか」「今年からじゃ」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 休憩しますか。 

○５番（村木 脩君） じゃ、了解、いいです。 

○委員長（須佐 衛君） ほかにありますか。 

○５番（村木  脩君）  このゴルフ場利用税の交付金なんだけれども、これも

また年々下がり続けているような気もするんだけれども、今年あたりもうか

なり夏場あたりはもう加森も撤退したいような話もちらほら聞こえてくるん

だけれども、この辺の伸びというのが本当にない状態なんだけれども、その

辺の利用率というか、どう見ているのか。今年の途中までの集計ありますか。

去年の決算で悪いんだけれども。 

○総務課財政係長（鈴木貞雄君）  今のゴルフ場利用税なんですけれども、実

は税率が変わっておりまして、 24年度から今まで２級の課税だったところが、

ゴルフ場の利用料が下がったということで、２級から３級に変更になりまし

た。２級のときは税額が 950円だったんですけれども、 24年度からは 800円に

変更になっていまして、人数では増になったんですけれども…… 

（「23、24で」の声あり） 

○総務課財政係長（鈴木貞雄君）  比較で、ちょっと税率が変わったというの

が特徴になっております。 

  すみません。ちょっと今年のデータ今持ち合わせておりませんので。 

○５番（村木 脩君） 了解しました。 

○委員長（須佐 衛君） ほかにありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって２款の地方譲与税から 12款の交通安全対策特別交付金までの



質疑を終結いたします。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時４０分 
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開会 午前 ９時３２分 

 

○委員長（須佐  衛君）  ただいまの出席委員は５名で、委員定数の半数に達

しております。よって、一般会計決算審査特別委員会は成立いたしましたの

で、開会いたします。 

  これより直ちに本日の会議を開きます。 

  前日に引き続き、議案第56号に対する質疑を行います。 

  質疑の対象を第 13款分担金及び負担金から 16款県支出金までといたします。  

  質疑をお願いします。 

○１１番（山本鉄太郎君）  昨日もちょっと先走って言いましたけれども、 20

ページの収入未済額131万7,500円の内容説明をお願いします。 

○住民福祉課参事（遠藤一司君）  ただいまお尋ねの件ですけれども、これに

つきましては、備考の細節のほうで申し上げますと、 01の保育ママ事業保育

料負担金、それから 02の保育所保育料負担金、それから 03の滞納繰越分の保

育所分、それから 05の放課後児童クラブ利用料負担金、それから 07の滞納繰

越分保育ママの内容となっております。 

  これにつきましては、 01のほうですが、これは収入未済額１万 5,000円で

ございます。現年分は１万 5,000円の滞納で、これは 25年度にもう既に収入

されております。 

  次に、 02の保育所保育料負担金ですけれども、これにつきましては 44万

6,500円の滞納となっております。これにつきましても、今年の９月までに

14万2,500円の収入がされております。 

  それから、滞納繰越分につきましては 52万 6,000円ございます。これは平

成20年から23年度分のものになっております。 

  それから、 05の放課後児童クラブ利用料負担金、これは 5,000円の収入未

済額になっております。 

  07の滞納繰越分の保育ママ分につきましては、 32万 5,000円の収入未済額

となっております。 



  実は、調定額に対しての収入を引きますと、これだけの未済額になるわけ

なんですけれども、予算に対してはちょっとこれほどないわけなんですけれ

ども、実は、やり方として、前年までの滞納繰越分を当初に調定に上げてお

りまして、それをそのまま最後まで使っておりますので、滞納繰越分につい

ては、大分それは入ってこなくて、その積み重ねで 131万7,500円という形に

なっております。 

  ちょっとそのやり方について、やはり最終的に調定を減額するのが正しい

やり方ではないかなと思いますので、今年度につきましては、そういうやり

方に改めたいと思っています。 

  以上です。 

○１１番（山本鉄太郎君）  この滞納繰越分というのは、保育ママなんていう

のは、この間できたばっかりの事業だと思うんだよ。それでこの滞納という

のはどういう、内容を教えてくれないと、この滞納の内容。どういう人。 

○住民福祉課参事（遠藤一司君）  一応１世帯だけなんですけれども、これが

滞納額36万ということで聞いております。内容につきましては係長のほうか

ら。ただ、プライバシーにもかかわることで、どういう人ということはちょ

っと詳しくは申し上げることができない。 

○１１番（山本鉄太郎君）  内容というのは、この人は要するに１人の人で、

要するに所得はあるのかないのかとか、生活内容はどうだとか調査はしてい

ると思うんだよ、おめえら。だから、どういうような内容でこれだけの滞納

ができてしまったのかという、その辺をちょっと詳しく教えてくれない。 

○住民福祉課参事（遠藤一司君）  申しわけありません。今現在、そういう資

料は手持ちに持っておりませんので、後ほど提出させていただきます。よろ

しくお願いします。 

○１１番（山本鉄太郎君） 資料がねえもの、しようがねえ。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○１１番（山本鉄太郎君） うん、しようがねえ。 

○委員長（須佐 衛君） じゃ、後ほど資料の提示をお願いします。 

○５番（村木  脩君）  今の関連だけれども、調定を下げるというのはどうい



う意味なのか。そうすると、この滞納分はどこへ記載されていくのかな。だ

から、法的に落としちゃったりしたものは調定に上げなくていいんだけれど

も、会計上どこにも出てこないということ。確かに調定を下げれば収入未済

額ゼロでいいんだけれども、どうですか、そのお金、未納額はどこへ今度計

上されて。 

○住民福祉課参事（遠藤一司君）  去年のやり方ですと、入ったときに予算額

を増額しておりますので、予算額のほうへ計上するようになります。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○５番（村木  脩君）  それと、あと道路使用料のほうでもやっぱり９万

2,000円ほどある。これはもう入ったのかな。 

○建設産業課長（鈴木秀人君）  この９万 1,140円の道路使用料ですけれども、

これは１件の事業所の道路使用料でして、これにつきましては、今現在、営

業もしてなく、所在不明で、徴収することができませんので、未納になって

おります。 

○５番（村木 脩君） じゃ、これはもう不納欠損するということ。 

○建設産業課長（鈴木秀人君）  それにつきましては、その前に一応滞納とし

て、所在がわかりましたら徴収というふうな形にしたいと思います。 

○５番（村木 脩君） その法人、所在はわかりそうなの。わからない。 

○建設産業課長（鈴木秀人君） 今現在はちょっとわかりません。 

○５番（村木 脩君） それで、その使用料は何に係るものなの。 

○建設産業課長（鈴木秀人君） 何に係る部分かということ。 

○５番（村木 脩君） 使用料の発生している分。 

○建設産業課長（鈴木秀人君） 一応放水管の使用料でございます。 

○５番（村木  脩君）  それは多分土地なんだろうと思うんだけれども、あの

放水管はかなり、何というの、ほとんどが占用をとらないで引いている部分

が多いんだよな。だから、その辺の部分がどれだけ残っているのか。そうい

ったことの部分なのか、どっち。こっちから引いているわけだから相当ある

んだけれども、その辺がわからないとさ。だから、それに対しても一緒にな

って落としちゃったほうがむしろいいんじゃないか。あと、次の事業者が引



き継いだら、またそこで発生させたほうが、こうやってどうしても決算書に

は出てくるから、未済額というのはどうしても目につくものなので、その辺

を、やっぱり今後の考え方をまとめていったほうがいい。 

○建設産業課長（鈴木秀人君）  村木委員の言うように、今後は課でも協議し

て、村木委員の言うような形で対処していきたいと思います。 

○５番（村木 脩君） 了解。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

○３番（飯田桂司君）  28ページのほうの補助金の関係ですけれども、金額的

には減額をしてあるわけですけれども、自主運行バスの関係で 20万ほど金額

が減っておりますけれども、内訳と現状等がわかりましたら。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  自主運行バスの関係につきましては、前年よ

り若干ですが下がっておるんですが、その要因ということですね。要するに

乗降者が増えたという内容でございます。 

○３番（飯田桂司君） 人数は出ないのか。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  人数はちょっと。 23年度は５万 3,253人だっ

たんですが、それに対して委託料が 1,386万7,000円でございました。 24年度

につきましては、乗車人員が５万 9,313人ということで、当然収入が増えま

すので、委託料は減って、 1,281万5,000円まで下がったという内容でござい

ます。 

○３番（飯田桂司君）  ちょっと減っているのかなと思ったんですけれども、

逆に増えているということは、何かの要因が。人口がたくさん増えたのか、

どういう要因があるのかわかりますか。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  これは、人員の関係につきましては、制度上、

乗降調査をもとにやっていいよということになっていまして、たまたま調査

日が６のついた日になったかな。それで、６のついた日は稲取のある大手の

スーパーが何か 60歳以上の方々の割引をする日ということで、たまたまそう

いう日に当たった関係もあったので、今年からそういう日をなるべく外して

調査をしたまでのことで、そういう関係が若干あったのだろうという感じは

推測しています。 



○３番（飯田桂司君） 了解。 

○委員長（須佐 衛君） ほかにありますか。 

○５番（村木  脩君）  30ページの生活排水改善対策推進事業費補助金という

のは、これは浄化槽のあれかな。 

○住民福祉課長（向井青一君） 生活、そうですね、浄化槽の関係です。 

○５番（村木  脩君）  この浄化槽の関係で、これは建設産業課だか、そっち

のほうでも今、下水道のかわりに毎年更新を、東伊豆町はこれにするという

話になった。そうすると、この今の様式の浄化槽になっているのは何パーセ

ントぐらいなのかな。これからは法的に、あと実施すれば同意しなければな

らないけれども、そういう連携というのは、住民福祉課のほうはあくまで浄

化槽の補助金の受け入れだとかでやっているんだけれども、下水道といえば、

どうしてもそっちがメーンになってくるんだろうけれども、そういったとこ

ろの連携を、今、進捗状況はこれぐらいですとか、だからもう少しこれを啓

発していこうとかということはないのか。今、余り連携がとれていないよう

な感じがするんだけれども。 

○建設産業課技監（髙村由喜彦君）  今、村木委員が言っているのは、生活排

水長期計画みたいな話をしていると思うんですけれども、建設産業課のほう

では公共下水道をやるということで平成８年ぐらいに考えたのが、今、中断

をしています。 

  町の方針としては、公共下水道的なものは経費がかかるもので、目標は、

公共下水道は将来はやるということはあるかもしれないですけれども、今の

時点では小型合併浄化槽の普及に努めるという形をとっています。 

  住民福祉課との連携という話なんですけれども、住民福祉課さんのほうは

新規に対して合併浄化槽の補助をしていると。違う違う、今は。新規に対し

て補助をしていないということですかね。 

  基本的に、平成 13年に小型合併浄化槽が法的に制度化されまして、それ以

降の住宅着工件数を見ても、それほど合併浄化槽の普及というのは進んでは

いないと思っています。実態の数字というのは、今、いまいち把握はしてい

ないんですけれども、連携は当然住民福祉課さんと、どっちがどっちだとい



う話ではなくて、やっぱり全体の生活排水長期計画の中で動いていかなけれ

ばならないのかなと思います。 

○５番（村木  脩君）  補助金の出どこが違うから、そういうふうに分かれて

いるんだろうと思うけれども、町としては、大もととしてどこかでつかんで

おかなきゃいけない数字だと思うのさ。だから、合併浄化槽のほうを住民福

祉課なら住民福祉課できっちり押さえて、建設産業課のほうは都市下水とい

ったって、これはもうどっちかというと金がかかり過ぎるということで、ト

ンネルを掘ったりするときの一つの理由づけとしてはそういう理由だったの

だろうけれども、今となっては公共下水道というのはまず無理だろうという

判断のもとに、こっちに移った。河津なんかだと、かなり大きなところなん

かをちゃんと推進している部分というのがかなりあるもので、河川を持って

いるから余裕があるのだろうというふうに考えるんだけれども。 

  ですから、その辺もやはり住民福祉課なら住民福祉課である程度の、図面

に落としておくとか何かしておかないと、その辺の整合性がとれなくなるよ

ね。ただ、国のほうは出す補助金が違うから、扱っている担当課が違うんだ

けれども、町としては、やっていることは１つなんですよと、目的は１つだ

ということなんだろうと思う。ですから、どちらかで補助金を受けて、出し

ているようなんだから、住民福祉課のほうでもその辺をきちんと把握してい

くというのが、一つのこの事業をやっていく上の目的だろうというふうに思

います。質問じゃないからいいけれども、今後、そういった方向性を持って

やってもらいたいなという。 

○委員長（須佐 衛君） 答弁を求めますか。 

○５番（村木  脩君）  いいけれども、これをやるかやらないかということは

やっぱり答えてもらわないと。やらないならやらないでいいですけれども。

これをやらないと、単なる、ただ補助金のばらまきになっちゃうということ

で。 

○住民福祉課長（向井青一君）  途中からの制度、間違っても申しわけありま

せんので、まだ台帳登録もしっかりしていませんので、今後、そういう形に。  

○５番（村木 脩君） いいです。 



○委員長（須佐 衛君） ほかに。 

○３番（飯田桂司君）  30ページの関係ですけれども、農林水産の関係で、最

近できた森の再生加速、それから森林の木を間伐して売りに出すということ

の再生事業ができてきたわけですけれども、今後のその見通し。継続して何

年かやっていくわけですけれども、今後の見通し、これからどのような形に

しながらということで、そんなのがちょっとわかりましたら教えていただけ

ますでしょうか。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君）  ただいまの今後の話ということなんですが、

国のほうは林野庁を中心に、今後も山に関しては予算づけを重点的に行って、

利用間伐の促進、それから木材利用の促進を掲げて事業を創設しています。 

  当町におきましても、今、飯田委員がおっしゃるように、この森林整備加

速化・林業再生事業というのは時限立法で、昨年度、３カ年という形でつく

られたんですが、委員も御承知のとおり、これの何代か上にさかのぼります

と、東北の復興予算の絡みがありまして、現在、そこは国のほうで調整をし

ているということで、今年、２年目をやっておりますが、そんな状況です。 

  それから、林業全体におきましては、伊豆に伊豆流域林業活性化センター

という協議会の組織が静岡県を中心にありまして、現在、そこには関係の市

町、それから森林組合、企業体が入って、利用間伐促進の検討を定期的に行

っております。この秋に伊豆市の船原のほうに中間の土場の建設の計画があ

りまして、これができることによって今後の利用間伐、特に伊豆の木につい

ては、今まで富士まで出さなければならなかったという状況がもう少し緩和

されて、利用がしやすいような形でバックアップ、サポートしていくような

形になります。現状としてなります。 

○３番（飯田桂司君）  私もちょっと森林の関係者だったということで、昨日、

正確なのか、どういうふうな、状況がわからないわけですけれども、見たと

ころ、私の感じでは、資材、材料としてならないような、枝打ちもしていな

いような木が多分に多いわけです。間伐も枝打ちも何もしていないというの

が。そういうところへもってきて、材木、木材を搬出するということだろう

けれども、やはりそういうものについて限られた、ある程度、切り出して材



料に実際なるようなところを選ぶのか、そういうところがあるのか、ちょっ

と聞きたいと。要は出しても材料にならない、柱にも何もならない、そうい

う木が多分にこの伊豆半島は多いと思うんです。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君）  伊豆が置かれる状況は、委員がおっしゃる

とおり、Ａ材、Ｂ材、Ｃ材というのがあると思いますけれども、伊豆半島の

木は基本的にＡ材と言われるような、柱ですとか、はりですとかというふう

に使える材料は非常に少なく、 10％もないというふうに言われています。ほ

とんどがＢ材以下という形のランクづけの中で、その下に合板材をつくるチ

ップにするような材料、ランクがあるんですけれども、そういうあるメーカ

ーを今、県のほうが誘致して、工場が東部地区にできる予定になっておりま

す。そのことによって、その今まで材にならなかったような等級の低い材を、

山の整備とともに間伐したものをそこに持っていって、合板材ですとか、ペ

レットストーブの材料にするとか、チップ材にするとかというような方向で

今進んでおります。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

○１１番（山本鉄太郎君）  総務課長に聞きたいんだけれども、この県支出金

から権限移譲の事務交付金がすごく、わあっと出ているんだよな。これで事

務量はこなせるの。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君）  確かに最近、権限移譲が相当おりてきて

おります。住民に直結するようなものであればいいんですけれども、例えば

パスポート等については相当、住民へのサービスというものが行き届いてい

るのかなというふうに思うんですけれども、中には年に１回の処理とかとい

うものも極端に言えば出てこようかと思うんですけれども、その辺につきま

しては、年１回の事務処理をしなければならないという状態が起きたとして

も、職員はその業務を知らないでは済みませんもので、その業務を勉強しな

ければならないと。いわゆる勉強したにもかかわらず１件もなかったという

こともあって、非常に、職員にとっては相当の負担という形になってきます。

職員が減ってきている中で業務が多くなるという形は、必然的に職員への負

担というものは増してくる形になりますけれども、その辺の事情につきまし



ても県のほうには、ヒアリングの中では話をしているところの、町の実情と

いうものを訴えているところでございます。 

  以上です。 

○１１番（山本鉄太郎君）  内容はわかったけれども、これ、 23節の児童福祉

法等に基づく事務委託金で 907円なんていうのが入っているんだけれども、

この907円で何をやれというの。これ担当はどこ。何だよ、これ。 907円の内

容をちょっと聞かせて。 

○住民福祉課参事（遠藤一司君）  児童手当関連の事務に対する内容ですが、

ちょっと細かいところは後ほど答えさせていただきます。 

○１１番（山本鉄太郎君） いいよ。 

○委員長（須佐 衛君） ほかにありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐  衛君）  では、ここで昨日の質疑に対して税務課から訂正が

あるので、お願いします。 

○税務課長（鈴木敏之君）  昨日の回答につきまして、１件、訂正のほうをお

願いしたいと思います。 

  山田委員より出ました年金特徴の税額、 23年度分ですが、 1,366万6,100円

という回答をいたしましたが、 2,566万6,100円と訂正をお願いいたしたいと

思います。 

  以上です。 

○委員長（須佐  衛君）  次に、17款財産収入から 22款町債まで質疑を行いま

す。 

○５番（村木  脩君）  ふるさと納税はどんなのを。ふるさと納税は最近、結

構数字になってきているのか。ふるさと納税の件数も増えてきて、それらの

数字が見えてきて、そういう中で、もっとそういう人たちにもお礼みたいな

ことはするのか。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） お礼というと、何か物を…… 

○５番（村木  脩君）  特産品、ほかの市町村なんかはそういうのを、ふるさ

と納税をしてもらいたくて、結構いろいろなそういう景品をつけたりしてい



るわけ。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君）  当町では特にしておりません。村木委員

がおっしゃるように、大分やっているところもあろうかと思いますし、また

納税する人も、例えば 20万円をふるさと納税に使いましょうという形の中、

例えば30万で、10万、 10万、10万と振り分けたときに、どこの町にどういっ

たものの景品があるだとか、地産のものをお礼でくれるかという形は結構イ

ンターネットでも調べてみて、それをインターネット上でもって、それをも

とにその自治体にふるさと納税というものをやっているところも、インター

ネットを見ますと大分あるんですけれども、特にうちの町は礼状だけでして

おります。 

○５番（村木 脩君） 今後もしていかないということ。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） 今のところは考えておりません。 

○５番（村木  脩君）  今見ていると、大体うちの町に関連している人が多そ

うなのかな。そういう人たちには広報だとか、そういったものは送っている

わけ。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君）  広報というと「ひがしいず」、それとふ

るさと納税でのものは別ですね。広報については、ふるさと宅急便という形

の中で、別という形…… 

（「送っている」の声あり） 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君）  失礼しました。訂正いたします。送って

いるそうです。申しわけございません。 

○５番（村木  脩君）  宅急便を送って、昔からそんなものを送って、宅急便

はバンバン送らなきゃいかんだろうけれども、そういう中に、そういう人た

ちに何かふるさとをもう少し思わせるようなものを拡大していくとかという、

今後の方針としてはない。ＰＲして、もう少しこういったものを増やそうと

いう。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君）  もっとふるさと納税をしていただくＰＲ

ということで、本年度、初めて町外の固定資産税の納付書の中に一緒に、そ

のＰＲを兼ねて、お願いをしたいという形のものを入れてみましたけれども。  



○５番（村木 脩君） 了解。 

○３番（飯田桂司君） 私は財産収入の…… 

○委員長（須佐 衛君） ページ数を、すみません、お願いします。 

○３番（飯田桂司君）  36ページですけれども、加森観光の関係で総務課長に

ちょっと。企画調整課長か。昨日もちょっとゴルフ、行事の関係でちょっと

出て、利用者等、若干増えているわけですけれども、プレー費等が大変下が

って、ゴルフ場の内容も大分危機感を感じておるのかなというところなんで

すけれども、今後これが減っていくのではないかな。そういうところが出て

こないかなと。安過ぎるプレー費、そういうところは課長としてどうなのか。  

○企画調整課長（吉野竹男君）  一応、現行の契約の期限が来年の３月 31日ま

でということで、また年がかわりますと、向こうから要望なり何なり出てく

ると思うんですが、今のところ、そんなアクションは出ていないものですか

ら。ただ、２年半前の改定時には、あのエリアの中に法人が２つある。ゴル

フ場とアニマルキングダム。双方の営業状況によって地代の設定をしてくれ

ないかなという要望がありまして、ゴルフ場は非常に厳しい状況だった、当

時ですよ。だもんですから、現行より若干下げてくださいというような要望

がありまして。ただ、アニマルのほうは、開店早々ということもあって、そ

れなりの経営状況なので、そこは据え置いていただいて結構ですというよう

な要望があって、エリア設定をしまして、これは町と４区の共有ですから、

運営委員会のほうに諮りまして、ゴルフ場とアニマルとは負担が若干変わっ

た内容で契約した経過がございます。 

  今、この３月のものを推計することはできませんけれども、ゴルフ場とい

っても、まだ厳しいような感じもしますが、内容を見まして、また運営委員

会のほうで協議することになるんですが、４区にとっても非常に貴重な収入

ということで、共存共栄ということで、余り高い設定をして、それじゃ撤退

をしますと言われたときに、これまた困る話ですので、よく吟味して検討し

てみたいと、そのように考えております。 

○３番（飯田桂司君）  自分も、料金とかそういうものは別にして、撤退され

たときに大変困るなということがまた危惧されるわけですけれども、その点



をちょっと感じていてもらえばいいかなと思います。よろしくお願いします。  

○５番（村木  脩君）  42ページの育英奨学金の貸付金金利とあるんだけれど

も、今、この原資とか利用量、利用率はどのぐらいいっているかという。ま

だ原資はあるのかな。これだけ戻っているんだから、あるはずだろうけれど

も。 

○教育委員会事務局長（齋藤容一君）  成果表の 161ページに育英奨学金の関

係、基金の関係があります。一応、毎年、貸し付けで返還をさせていただい

ていますが、総合分で 3,623万 3,000円あります。そのうち貸付金が 562万

6,000円ということで、奨学金残高が3,060万7,000円。 

  今現在のこの育英奨学金の現況ですけれども、一応、毎年、年度末と年度

初めに紹介欄等をつくらせていただいて、中学校及び高校のほうに紹介をさ

せていただいていますけれども、ここ20年ぐらい、ずっと応募がなくて…… 

○５番（村木 脩君） ない。 

○教育委員会事務局長（齋藤容一君）  ない。その辺、ちょっとまた検討しな

きゃならないなと思っていたんですけれども。 

  以上です。 

○１１番（山本鉄太郎君）  ちょっと１点聞きたいんだけれども、 47、48ペー

ジの教育債、これは稲取小学校の備蓄倉庫の改築事業で教育債を起こしてい

るんだと思うんだけれども、なぜこれ教育債であれかな。防災でも、消防の

ほうじゃないのかな。これは県の指導。 

○教育委員会学校教育係長（村木善幸君）  こちらは、補助金が文部科学省の

屋外教育環境施設整備ということの交付金をいただいております。それに基

づきまして、起債につきましては教育債ということでとりました経緯です。 

○１１番（山本鉄太郎君） そういういきさつがあるんだな。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○１１番（山本鉄太郎君） いいですよ。何か理由があると思ったから。 

○委員長（須佐 衛君） ほかにありますか。 

○５番（村木  脩君）  44ページの助成の中の細節の 18かな、公共事業のユニ

バーサルデザイン化助成金というのが出ているけれども、これはどこへどう



いうふうに使っている金なのか。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  これは、市町村振興基金からの助成制度を利

用しまして、庁舎の３階のトイレのユニバーサル化を図った内容の事業でご

ざいます。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、17款財産収入から22款町債までの質疑を終結いたします。 

  以上で歳入に対する質疑を終結いたします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１１分 

 

再開 午前１０時２１分 

 

○委員長（須佐 衛君） それでは、休憩を閉じ、再開します。 

  次に、歳出の質疑に入ります。 

  質疑の対象を１款議会費から２款総務費までといたします。 

  質疑ありませんか。 

○１１番（山本鉄太郎君）  64ページかな、これは 19節の負担金、補助及び交

付金、不用額で 79万 8,746円、これについて何がこれだけになったかお聞か

せ願います。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  不用額で一番大きかったのは、温泉熱発電実

現化推進事業につきまして、県のほうが例の新エネルギー法による単価の改

定で審議がストップしたということで、こちらも活動ができなかったという

内容が大きな内容です。あとは、通常の不用額という内容だと解釈をしてお

ります。 

  以上です。 

○１１番（山本鉄太郎君）  この負担金、補助及び交付金なんて大体数字がぴ



ったんこくるのが普通だけれども、 25年の当初予算も、エコリゾートタウン

推進協議会かな、どこかが1,700万ぐらい組んでいるんだよな。 

（「25年」の声あり） 

○１１番（山本鉄太郎君）  うん、予算で。だから、そういうのはどういうふ

うな予算のとり方とかあれしているのかなと思ってさ。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  エコリゾートタウン推進事業につきましては、

25年度までのモデル事業ということで、これは決算のあれですけれども、 25

年度で終了になる事業でして、 25年度は事業費が入った関係で大きくなって

いるんですが、県と２分の１ずつの支出、負担割合で実施をしております。 

○１１番（山本鉄太郎君）  じゃ、これは決算だけれども、要するに、じゃ、

25年度はこの分ぐらいは出るよという形かな。そういうふうな認識でいるか

な。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  推進事業の計画ができていますので、その中

で、今回、工事請負費等もあるものですから、差金等々が発生すれば出るも

のだと、必然的に発生するものというふうに認識をしています。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

○５番（村木  脩君）  52ページの行政改革推進事業、事業仕分けと行財政改

革と２つあるんだけれども、事業仕分けの成果、事業仕分けによって出た結

果を今後どうしていくのか。それと、事業仕分けに挙げる事業の選別、これ

をどういうふうにしてきたのか。もっと事業仕分けにかけるべきものが多々

あるんじゃないかと思うけれども、あのときに出た幾つかの、大した事業仕

分けでもないなというふうに言ったんだけれども、その辺の問題と行財政改

革の委託料の内容、この２つをお聞きします。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君）  まず、事業仕分けの選別ということなん

ですけれども、それにつきましては、昨年度、事業仕分けを初めて当町で実

施するといった形の経緯を踏まえまして、これに関連するもの、あれに関連

するものというものは特に定めない形の中で、各課から事業仕分けに対する

事業を、候補を挙げてくれといった形の中で、各課から挙げていただいた形

の中で、町長等と協議をした結果、６事業をしたわけなんですけれども、各



課からの候補という形の中でも、どれでもいいという形ではなくて、ある程

度絞ったものの形の中でやったわけなんですけれども、そういった形で６事

業を、一日の中で６事業が限界だろうといった指導のもと、６事業を挙げた

形でございます。まず、選別についてはそのような内容でございます。 

  成果につきましては、事業仕分けをした結果、不要・凍結が３事業で、要

改善が３事業といった結果になりましたけれども、これを直ちに事業改善、

あるいはやめるといった形のものではなくて、成果的には、改めて職員が本

当にこの事業をやっていいのか、進めていいのか見詰め直す機会があったと

いう形です。いわゆる従前、異動に伴って次の者が引き継いだときに、この

事業をやっていたから必然的に何の疑問もなく引き継いで、淡々とやってき

たわけなんですけれども、この事業をして改めて本当にこの事業が住民のた

めになるのか、あるいは今のこの時代に合った形の中で事業をしていくべき

なのかというものを改めて職員が見詰め直したといった形のものが、一番の

効果があったのではないかなというふうに思っております。 

  それと、行財政改革の委託の 99万 8,235円ですけれども、ちょっと財政係

長のほうから説明させます。 

○総務課財政係長（鈴木貞雄君）  委託料の内容ですけれども、委託先は２カ

所になっておりまして、まず、事業仕分けを実施するに当たりまして、構想

日本に、金額は 69万 8,250円、 70万弱になっておりますけれども、そこと委

託契約をしました。 

  その後、仕分けが終わった後に、内容の検討ですとか、そういったことを

有限会社パブリック・マネジメント、これはコーディネーターの南先生の会

社になりますけれども、こちらへ約 30万円、 29万 9,985円になりますけれど

も、こちらと委託契約をしまして、内容の検討業務というものを実施いたし

ました。 

  以上です。 

○５番（村木  脩君）  選別の事業効果も、ただ意識だけの効果は、職員の意

識だけのような感じなんだけれども、これだけ観光立町とうたっていて、慣

行的に予算も大きいのに、観光関連のものなんかが何もここには出ていなか



ったような気がするんだよな。本当の事務的なものが多いだけで、そういっ

たものが、何か意図的にそういうものは出さないのかなという俺は感じもし

たし、そのときにやはり協会長をやっていたという人が仕分け人に答弁をし

ている立場の人たちもいたりして、だから、その辺がちょっと疑問だなと思

う内容です。 

  そして、この委託の会社、南先生のところだか何だか知らんけれども、こ

れは行財政改革のあれをつくる、計画表をつくるという。今まで行政改革を

何年にもわたって見直しをしていた、それをつくるということか。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君）  行政改革云々につきましては、行財政改

革が従前あったわけなんですけれども、それを改めて行政改革推進委員さん

が新たにつくったという形です。去年の３月に策定をしたという形でござい

ます。 

  事業仕分けの中で観光の部分がなかったという話なんですけれども、事業

仕分けの中で、町の観光協会補助金に対するものについての事業仕分けをし

ております。 

○５番（村木  脩君）  そういった成果というのは目に見えてこないし、委託

した行政改革のあれも議会には回ってこないのか。行政改革の計画表は。 

  最初の質問の事業仕分けも、はたから見ていると、全く目に見えてこない

部分のほうがむしろ多い。県でやっているような事業の事業執行した後の経

過を評価するほうがむしろ、事業成果を第三者委員的な者がみんな評価して

いくんだけれども、そういったほうがむしろ目に見えやすいなという気がす

るんだけれども。対照的な答弁する人も大変だったんだろうと思うけれども、

何か裁判みたいな形でやっていたけれども、ああいうやり方で今後もやって

いくのか、今年もやるんだというような。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君）  目に見えてこないという感覚のとり方は、

それぞれじゃなかろうかなというふうに思うんです。目に見えてこない、例

えば事業仕分け、国あるいは県がやっているものについても、インパクトが

強いのは多分、この事業は凍結、廃止といったもので、テレビ等の報道で見

えている部分が非常にインパクトが強いんじゃなかろうかなというふうに思



うんですけれども、昨年うちの町でやりました事業仕分けにつきましては、

そういったものではないよという形の中から入ったわけなんですけれども、

いわゆる事業仕分けの趣旨とするものが、凍結、廃止だとかと、そういった

形の中で事業を廃止していくもので、取捨選択というものではなくて、提言

的な形でいくと。こういった事業については、こういったやり方もあるでは

なかろうかなというような提言型の事業仕分けという形の位置づけでしたわ

けでございますもので、それにつきましては、その事業仕分けをやったとき

に、目に見えてくる、目に見えてこないというものがインパクトを受ける感

じで相当違うのではなかろうかなというふうに思うんですけれども、うちの

町でやったものにつきましては、事業仕分け人からの提案型といった形の中

での事業仕分けの討論という形になったという形でございます。 

  本年度も引き続き、同じような手法でやる予定で進めております。 

○委員長（須佐 衛君） ほかにありますか。 

○１１番（山本鉄太郎君）  税務課長に聞きたいんだけれども、今年からたし

か前納報奨金が廃止になったと思うんだよな。それで、これを見ると、要す

るに前納報奨金が決算額で 580万も出ている。これによって徴収が、もう本

年度入っているんだけれども、影響が出ているか出ていないか。 

○委員長（須佐 衛君） すみません、ページ数。 

○１１番（山本鉄太郎君） すみませんね、68ページ、固定資産税。 

○税務課長（鈴木敏之君）  前納報奨金の関係なんですけれども、今年度の当

初、７月末現在の収入で前年対比でマイナス 5.03％と大きい数字が出ていま

すけれども、８月の末で 3.6％とだんだん縮まっているような形になってい

ますので、年度末までには、前納報奨金で納めていただいた方というのは、

納付自体は入ってくるなというふうに考えております。 

  以上です。 

○１１番（山本鉄太郎君）  恐らく徴収する人たちが、ここは行かなくても来

るわという、これをなくしたから、安易にとられて、そう言っていても、だ

んだんぼけ老人が増えてくるから、忘れる方もいると思うんだよ。そうする

と、徴収の係が大変になるんじゃないかと思う。だから、できるだけ納期の



あれは広報かなんかでやって、このなくなったことをもう余り前面に出さな

いで、おくれないようにというような、そのＰＲをしたほうが俺はいいんじ

ゃないかなと。徴収吏員がかわいそうだよ。 

○税務課長（鈴木敏之君）  ロビーの玄関のところにも納期等、あと広報なん

かにも納期等については載せて、納付の説明をしております。 

○１１番（山本鉄太郎君） はい、お願いします。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

○５番（村木  脩君）  職員の健康診断の委託料なんですけれども、これは

188万2,581円…… 

○委員長（須佐 衛君） ページ数を、すみません、お願いします。 

○５番（村木  脩君）  52ページ。これは、いつもの定例の健康診断だけなの

かな。今、職員がいろいろ精神的に患っているといいますか、そういったも

のの診断だとか、そういったものも入っているのかどうなのか。 

○総務課庶務係長（村上則将君）  すみません、成果説明書の７ページのほう

にこの健康診断の関係を記載してあるんですけれども、こちらは定例の健康

診断の委託料という形になっております。内容は、こちらに総体の人数だと

か記載されております。 

  以上です。 

○委員長（須佐 衛君） もう少し細かく説明したほうがいいですか。 

○５番（村木  脩君）  精神的な部分のほうを、成果は余り出ていないような

気もするんだけれども、このほうは。 

○総務課庶務係長（村上則将君）  すみません、精神的な関係ですけれども、

決算年度のほうでは委託をかけていなかったんですけれども、今年度、平成

25年度からフジＥＡＰセンターという会社に精神面のほうのケアを、カウン

セリング等を含めた委託をかけて対応しております。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○５番（村木 脩君） はい、すみません。 

○委員長（須佐 衛君） ほかにありますか。 

（「なし」の声あり） 



○委員長（須佐  衛君）  じゃ、すみません、委員長のほうから質問させてく

ださい。 

○１番（須佐  衛君）  60ページの出会い創出事業です。こちらの成果説明書

にも出ておりますけれども、これは実際に、何といいましょうか、結婚とい

いますか、カップルができるところまで、どういう、いったのかどうか。ま

た、この出会い創出事業の今後の見込みといいますか、 24年度の結果から今

後の見込みというようなことがわかりましたらお願いします。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  出会い創出事業につきましては、先ほど質疑

がありました事業仕分けのほうで、ちょっと結果がどういう。結果から言い

ますと、とりあえず廃止ということだったんですが、それにつけ加えまして、

もっとダイナミックな事業展開をしろと。何だかよくわからない結果なんで

すが、24年度につきましては、カップルに至ったというのは僕はちょっと聞

いていないです。ただ、おつき合いをしている方はいるようなことは聞いて

おります。 

  次年度以降のことになろうかと思うんですが、仕分けでああいう結果が出

たものですから、移住・定住事業の一環ですので、そのほうへ事業を広げて

いったということで、直接この出会い創出事業というものはやらないという

ことです。 

○１番（須佐  衛君）  この成果表の 28ページですか、地域づくりインターン

事業なんですが、これもやはり企画のほうに入っているという。これは実際

に総務費のほうに入ってきているんですかね。歳出。 24年度で終了したとい

うことでしたけれども、それでどのような成果が得られたのか。また、今後

は、こういったような事業の展開というのはどういう形になっていくのかと

いうことをお聞きしたいと思います。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  インターン事業につきましては、４年やった

わけですが、その経過を見ますと、１回につき２名ずつぐらい大学生を迎え

てやったんです。事業成果といいますか、個人の意見なり、意見でなくて提

案かな、はそれぞれ発表の場を設けて、多分、冊子で皆さんお持ちになって

いると思いますが、内容を見ますと、大体似通った内容になってきていまし



て、これ以上やっても特色ある意見というのはちょっと求めにくいというこ

とで、とりあえずここで１回締めてみようかということで、５年間、５回や

ったわけですが、これで一応の終結という判断をさせていただいたところで

あります。 

  今後は、25年以降は予定しておりません。 

○１番（須佐  衛君）  ＯＢの方が何人かいて、その方たちをまた集めている

というような話も聞いたことがあるんですけれども、それはそういった予定

もないということ。これでもう完全に終結ということでよろしいですね。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  一応決算年度とは変わるんですが、今年度、

インターン事業というわけじゃなくて、せっかく 10人のＯＢがいるわけです

から、一度集めて、集めて情報会的な中で、それ以降、気持ちの変化がどう

変わったかとかいろいろなものを、見たからどう変わったかとか、後にどん

なかかわりをしたかとか、そういうことを今後そういう会の中で検証して、

最終の５年間の集大成的なものを考えております。 

○１番（須佐 衛君） わかりました。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

○１１番（山本鉄太郎君）  62ページの上段のほうの、これは 16節になってい

るから恐らく原材料費だと思うけれども、擬木にトータル 400万も使ってい

るんだけれども、地域協働促進事業、この内容を教えてくれる。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  地域協働促進事業ということで、 24年度から

の新規事業ということで、これも市町村振興協会の助成事業ということで、

地域の皆さんと協働で汗を流してやりましょうという事業で、この擬木につ

きましては、むかい庵、向かいの駐車場の、むかい庵の前の安全柵が、何か

鉄パイプかなんかで組んであったんですが、そこから転落の危険があるとい

うことで、そこを整備しようかと。そこの安全柵で 126万6,000円ほどをやっ

て、そのうち擬木が120万ぐらいでした。 

  それから、あとは文化公園の床板、これにつきまして床板が 160万ぐらい

ということで、あとは生コンですとか、セメントですとか、そういう付随し

た材料と、それから熱川温泉の修景整備ということで、ブリキ、トタン、ペ



ンキ等で103万5,000円ぐらい。それから、稲取高原の中のテーブル等、これ

は間伐材を活用して、皆さんが出て手づくりでやったんですが、それを立て

る支柱のほうですよ、そういうものの購入で 12万ぐらいで、合計でこんな金

額になっています。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○１１番（山本鉄太郎君） はい。 

○委員長（須佐 衛君） ほかにありますか。 

（発言する人なし） 

○委員長（須佐 衛君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、１款議会費から２款総務費までの質疑を終結いたします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時４７分 

 

再開 午前１０時５８分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  次に、質疑の対象を３款民生費から４款衛生費までといたします。 

（「委員長」の声あり） 

○住民福祉課参事（遠藤一司君）  先ほど歳入のほうで５番、村木委員から御

質問があった内容について、未回答の部分がございましたので、それについ

て回答をうちの係長から回答させます。 

○住民福祉課福祉係長（中山和彦君）  先ほどの保育ママの関係ですが、１世

帯なんですけれども、所得等は入所のときの判定で把握はしております。そ

れで、５人世帯の、お子様が３人いらっしゃる家庭です。旦那さんがお勤め

人で、所得は大体180万ぐらいの家庭ということでございます。 

  それからもう一つ、権限移譲の関係で 907円の関係ですけれども、児童福

祉法施行規則に基づきまして、稲取保育園の事務に係る職員等の変更があっ

た場合は県に報告をするんですけれども、それに対する事務の委託料となっ



ております。 

  以上です。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○５番（村木 脩君） うん、歳入だからいいよ。 

○委員長（須佐 衛君） 質疑はありませんか。 

○１１番（山本鉄太郎君）  78ページ、扶助費の 1,100万からのこれが不用額

になっていますけれども、内容を説明してください。 

○住民福祉課参事（遠藤一司君）  不用額1,131万6,516円になりますけれども、

この中で事業が８事業ございまして、扶助費に関しましては７つございます。

全体の金額が２億 4,400万という中で、不用額のパーセンテージは 4.6％にな

ります。やはりかなり金額の多いものでございますので、扶助費の特に医療

費等につきましては増減が、かなり振れ幅がございますので、 4.6％程度の

不用額はやはり多少の安心できる余裕ではないのかなというふうな感じでお

ります。 

  以上です。 

○１１番（山本鉄太郎君）  大体こう見ると、重度心身障害者医療費給付金と

いうのが 3,000万も出ているという形、それから、その上で更生医療費が

2,900万、これらあたりでもう大分数字がのしているなという形のもので、

参事が言ったように、 1,000万ぐらいのこの余分は、何がどう出るかわから

ないからという形のあれで予算計上して、これが不用額になったんだなとい

うような捉え方でよろしいですか。 

○住民福祉課参事（遠藤一司君）  山本委員のおっしゃるとおりで結構でござ

います。しかし、今後、なるべく精度の高い推測の仕方で、不用額が減って

いくように精査していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。  

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

○５番（村木  脩君）  82ページのいきいきセンターのことだけれども、ここ

の利用率というのはどうなっちゃっているのかな。年寄りが余り使っていな

いような感じなんだけれども、どちらかというとトレーニングの場とか、シ

ルバー人材センターの物置場みたいになって、あそこから出陣していく人た



ちが多いんだけれども、年寄りそのものが常時利用しているような。あそこ

へつくったというには、町の中で年寄りが使いやすいという環境のもとにつ

くったんだと思うんだよ。その辺がどうも最近趣旨が変わってきているよう

な感じがするんだけれども、その辺の使い方。借り上げ料だとか、土地借り

上げ料を払ってもいいけれども、やっぱりその辺の利用率を上げていかない

と、本来のいきいきセンターにある程度戻していかないといけないんじゃな

いかという気がするんだけれども。 

（「ちょっと休憩をお願いします」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時０４分 

 

再開 午前１１時０５分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

○住民福祉課参事（遠藤一司君）  いきいきセンターの利用状況につきまして

は、私は余り精通しておりませんけれども、今、健康づくり課のほうでどう

いう事業をやっているか、あちらでやっている事業を伺ったんですけれども、

週３回ぐらい事業をやっていまして、それは、いきいきサロンというのを月

１回使っているということで、健康づくり課にはそういうふうな形で使って

いるというふうに伺っております。 

○５番（村木  脩君）  ただ、それは本来の使い方じゃないと思うんだよな。

だから、そこのところが、あそこへ年寄りが集まって碁をやったり、将棋を

やったりとか、日がな一日暮らして、ああいうところを利用しているという

話だったんだけれども、今、老人のグループもなくなってきた中でなかなか

厳しいんだろうけれども、やはりその辺で本来の使い方もある程度参酌して

いかないと、あそこへつくった意味そのものがなくなってくるんだろうとい

う気がするんだけれども、その辺の管理規程だとか、そういった使用の規則

だとか、そういうものも見直す時期が来ているんじゃないかなという気がす



るんです。その辺について。 

○住民福祉課参事（遠藤一司君）  御指摘のとおり、あそこの場所は立地条件

も大変いいところですし、歩いて行ける方が結構あろうかと思います。私ど

もちょっと不勉強で、そういうところにまだ意を配っておりませんでしたけ

れども、御指摘のとおり、そこら辺についてもう一度精査して、使い勝手の

よい施設になるよう考えてみたいと思います。 

○５番（村木  脩君）  今年の夏なんか暑かったから、クールシェアだとか、

ああいうところで、家でみんなエアコンなんか使っているんじゃなくて、あ

あいうところへ集まって、どっちかといったら冷房をきかせてやるとか、そ

ういう使い方なんかも今年あたり見ていて、できたんじゃないのかなという

ような気もして見ていました。ぜひまた御検討をお願いいたします。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

○３番（飯田桂司君）  私は、90ページ、衛生費のほうで１つだけ聞きたいん

ですけれども、センターから今般、県下のお達者度が出たわけですけれども、

昨年、一昨年のとき、東伊豆町の女性のお達者度が大分上位にいまして、東

伊豆町は今回落ちたようですけれども、この中の健康計画策定事業というこ

とでやっているようですけれども、この策定の委託料となっています。この

内容を、どのようなことをやっているか、センターのほうでやっているのか、

様子を聞きたいと思います。 

○健康づくり課保健予防係長兼国民保険係（柴田美保子君）  健康増進計画に

つきましては、住民からのアンケートをもとに、基礎資料としまして、計画

推進期間を 10カ年としたものを策定しました。策定に当たっては、浜松の大

学の教授に指示、指導を仰ぎながら、住民の方、計画策定委員さんを初め、

各団体の代表の方に集まっていただきまして、町のアンケートの結果や今の

健診の受診率や健診から分析された疾病状況などを見据えた中での計画目標

値の設定などをつくりまして、増進計画の冊子と、あとダイジェスト版のほ

うを回覧で各戸配布させていただきまして、住民の方にも健康増進計画の趣

旨を理解していただくようにしました。 

  以上です。 



○３番（飯田桂司君）  利用状況はあれですけれども、大体参加率はどのよう

な、人数は、はっきりした人数は、利用状況ですけれども、どのぐらいの方

が参加をしておられるのか。 

○健康づくり課保健予防係長兼国民保険係（柴田美保子君）  利用についてで

すが、健診についてですか。 

○３番（飯田桂司君）  これには講師謝礼ということであるので、それに参加

をしている方があろうかと思うんですけれども。 

○健康づくり課保健予防係長兼国民保険係（柴田美保子君）  細かい人数まで

はちょっと、はっきりとはあれですが、 10人ぐらいのグループが、 60人以上

の方に集まっていただいて意見交換をしました。 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１１分 

 

再開 午前１１時１１分 

 

○委員長（須佐 衛君） 再開します。 

○健康づくり課保健予防係長兼国民保険係（柴田美保子君）  講師謝礼の 10万

円については、計画策定にかかわる講演として１名の先生に来ていただきま

した。 

○３番（飯田桂司君） 了解。 

○委員長（須佐 衛君） いいですか。 

  ほかに質疑ありますか。 

○５番（村木  脩君）  介護予防事業なんだけれども、ここのところ随分、今

年の夏なんかはプールなんかの利用量がかなり多く見られたんだけれども、

町の中に、みんな暑くて、プールが、学校もない、そんな状況もあったのだ

ろうと思うんだけれども、そういった中で、今、この利用料が何だかんだで

300万以上上がっているわけですが、そういったもので、夏なんていうと、

あのプールだといっぱいいっぱいになって、夏はまた臨時の監視員、そうい



った人たちは常時何人で回し、夏季には若干増えるとか、そういうシステム

にはなっていない。 

○健康づくり課健康増進係長（鈴木嘉久君）  プールの監視等について、夏季

において人数が増えるということはいたしておりません。３名、臨時職員を

雇っておりまして、３名で、常時、監視員は１名という形ですが、委員言わ

れるように、煩雑に人が入ったときには、危険監視が必要じゃないかという

ことで、もう少し監視態勢とかそういうものを整えたほうがいいんじゃない

かということで、 20名以上プールに入ったときには目視の人数を１名増やす

形で対応させていただいております。 

○５番（村木 脩君） 了解。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

（発言する人なし） 

○委員長（須佐 衛君） 副委員長、すみません、交代お願いします。 

○１番（須佐  衛君）  76ページの一番上ですが、社会福祉協議会助成事業と

いうことで、昨年と金額を比べますと 180万程度上がっているわけなんです

けれども、その事業成果といいますか、内容とその事業成果について伺いま

す。 

○住民福祉課参事（遠藤一司君）  社協に対する助成金の関係なんですけれど

も、これは平成 23年まで役場の職員が１名、派遣で、出向で行っていたんで

すけれども、 24年度につきましては抜けたものですから、その分の人件費が

上がっているということで、平成 25年度につきましては従前の 770万に戻っ

ております。 

  以上です。 

○１番（須佐  衛君）  保育ママ事業についてお伺いしますけれども、 86ペー

ジです。こちらのほうの保育ママ事業、細節 04ですか、やはり昨年と比べま

して 175万程度減っているような状況になっていますけれども、成果表等を

見ますと、 23年度は保育ママですか、ママのほうが、面倒を見てくれる人の

ほうが６人いたのに対して、 24年度は４人という、２人減っているんですけ

れども、その辺のところの関係なんでしょうか。ちょっとその確認と、預か



る人数は17名でしたか、変わらないんですが、ママの数が減っているという

ふうな状況の中で運営のほうは大丈夫だったのか、そういうことをお伺いし

ます。 

○住民福祉課参事（遠藤一司君）  おっしゃるとおり、 174万5,040円、前年か

ら減っておりますけれども、これは御指摘のとおり、２人減ったというとこ

ろで、事業量が減ったということになっております。 

  現状、特に戸惑いというようなことは聞いておりませんので、順調に事業

は進捗しておるものと思っております。 

○１番（須佐  衛君）  ちょっと今年の話をするとあれですけれども、今年は

ママは何人いるのかという、その辺をお伺いしたいのと、放課後児童クラブ

ですが、23年度に比べて５人ほど減らしているようなんですけれども、その

辺のところの運営は。今、放課後児童クラブ事業ですね、熱川小学校のほう

ですけれども、５名ほど減らしているようですけれども、その辺のところの

運営のほうはいかがかと思いまして、お伺いします。 

○住民福祉課参事（遠藤一司君）  保育ママにつきましては、今年も４名で運

営しております。子供の数も17で変わっておりません。 

  それから、放課後児童クラブにつきましては、今年から対象の児童を４年

生まで引き上げましたので、７月現在で熱川が 22名、それから稲取が 20名と

いうことで、熱川が９名、稲取が４名、対象児童といいますか、お預かり児

童が増えております。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

○５番（村木  脩君）  96ページの母子保健費の中に子ども未来支援事業とい

うのがあるんだけれども、これは内容的にどんな。 

○健康づくり課保健予防係長兼国民保険係（柴田美保子君）  子ども未来支援

事業は、不妊治療費助成事業ということで、不妊治療を希望している夫婦に

対し、年間、医療費が 30万、交通費５万円を限度とした助成をする事業とな

っております。 

  以上です。 

○５番（村木  脩君）  何か名称は何も感じられない。子供に対してやるよう



な事業みたいな名称ではわかりづらい。不妊治療というのは出しづらいのか。  

○健康づくり課保健予防係長兼国民保険係（柴田美保子君）  確かに、不妊治

療という言葉を前面に出すと、利用される方も抵抗があるんじゃないかとい

うことで、係と相談しましてこの名称にさせてもらいましたが、利用率はか

なり、24年については多くの方に利用していただけました。 

  以上です。 

○委員長（須佐 衛君） ちょっと委員長から追加質問がございますので。 

○１番（須佐  衛君）  96ページの子ども未来支援事業は、流用ということで

23万ほど載っているんですが、これはそれだけ不妊治療をした人が多いとい

うことですか。 

○健康づくり課保健予防係長兼国民保険係（柴田美保子君）  11件の申請があ

りまして、予算よりも。３月 31日までの期限にしましたので、ちょっとそこ

ら辺、補正ができなかったんですけれども、年間11件の利用がありました。 

○１番（須佐 衛君） 増えた。 

○健康づくり課保健予防係長兼国民保険係（柴田美保子君）  増えた。はい、

予想より多かったです。 

○委員長（須佐 衛君） 質疑ありますか。 

○１４番（山田直志君）  まず、食事サービス事業の関係なんですけれども、

食事の…… 

○委員長（須佐 衛君） ページ数を教えてください。 

○１４番（山田直志君）  成果表の 62ページなんだけれども、その前だよな、

食事サービス事業は。どこに書いてあるか。 

（「80ページです」の声あり） 

○１４番（山田直志君）  そうだよね。それで、全体の総配食数はあれしてい

るんですけれども、サービスを受けられている方の実数ないし、またこれを

希望する方の状況というのがどういうふうになっているのか、わかったらひ

とつお願いをしたいということなんです。 

  ２つ目なんですけれども、先ほどの保育ママ事業の関係で、視点をちょっ

と変えて、４人の保育ママで 17人を見るというのは、年齢的な問題があるん



だと思うんですけれども、乳幼児の場合だと、やっぱり保育ママが見る対象

人数というのも限られてくると思うんですね。その辺のちゃんと基準という

のがあってこの 17人の受け入れがされているのかどうなのか、その辺をちょ

っとお伺いしたいと思います。 

○住民福祉課参事（遠藤一司君）  食事サービスの関係ですけれども、成果表

の62ページに書いておりますが、お楽しみ弁当というのは月１回行っており

ます。それから、食事サービスは週３回ということになっておりまして、こ

れを総数で割り返しますと、対象人数が 30名。１回につき 30名の人たちが対

象人数となっております。 

  それから、保育ママの関係ですけれども、大変申しわけありませんが、ち

ょっとそこら、今の御質問に答えられるだけの十分な知識と帳簿を持ち合わ

せておりませんので、また担当から詳しい状況を聞いてお答えしたいと思い

ます。 

○１４番（山田直志君）  まず、食事サービスの関係でいうと、自分の親なん

かも当然、自分の親は一緒に暮らしているからまだあれなんだけれども、非

常に高齢化してくると、元気な人の場合でも、やっぱり食事をつくるという

ことが一番おっくうな作業というふうな形になってきて、それで栄養バラン

ス、食生活が非常に貧困になって、その辺が病気等々に結びつくようなこと

というのが非常に多いのではないかと。周りにそういう、 80過ぎて元気なん

だけれども、やっぱり食事をつくることがおっくうで、こういうものをもっ

と頼みたいというような声というのが結構あるんだけれども、今までのこの

やつ、保健センターができたときから始めた中で、週３回、５食とか、いろ

んな枠はずっと変わっていないと思うんですよ。高齢者の人口も増えて、介

護のほうに行っちゃう人もいるけれども、家で何とか生活していこうという

人にとってみると、この事業がやっぱり今、非常に大事で、こういう点はも

う少し、今後、今の状況から含めて見直していかないと、介護に行かない、

元気な人たちをサポートするという意味では、ここの部分がすごく大事にな

ってきたんじゃないかなというのをちょっと実感していますから、保健セン

ターができてからという点ではもう 20年ぐらいたつわけですから、そういう



意味では、高齢者の人口、そういうところが変わって、需要もやっぱり当然

変わっていると思うので、ぜひこの機会に見直していただきたいなというの

が１つ。 

  保育ママの問題は、人数の問題でいうと、保育所なんかの問題でいうと、

やっぱり零歳児なんかは大体、通常３人とか、いろんな基準があると思うん

です。それで、小学校３年生までということになれば、小学校の子供たちだ

ったら、４人、５人の子供もある程度、１人の保育ママでも見られる。事故

防止というような意味も含めて、ある程度そういう基準なりにちゃんとした、

年齢に応じてある程度の人数制限をかけてやる、そういうこともちゃんとし

ておかないと、やっぱり事故が起きやすい、特に零歳児とか１歳児とかとい

うこともあるわけで、去年の事故あたり、どこかありましたよね。富士のほ

うで、買い物に行っていて何とかなったなんていうような事故もある。やっ

ぱりそういう人数の制限というのも適切に配置して、事故が起こらないよう

にするとか、それはまた町のほうでもちゃんと対応してあげたり。そうする

と、確かに、保育ママからすると、４人、５人の子供を預かったほうが、あ

る面では収入にはなるんだけれども、ただ、そういうところをもしかしたら

町のほうでちょっと考えてあげて、安全という観点から、状況じゃ２人です

ね、３人ですけれども、そういう部分はちょっと町のほうで考えるとか、ち

ゃんとそういう調整をして、安全ということを少し認識した中で、制度の運

用をぜひ見直していただきたいなというふうに思っておりました。 

○住民福祉課参事（遠藤一司君）  まず、配食サービスの関係ですけれども、

山田委員のおっしゃるとおり、需要はますます上がっていくのだろうなとい

うふうに感じております。ただ、単価が少し高いというところがありまして、

負担が増えているというのもありますけれども、何かうまく民間活力を使っ

てやるような形をとって経費を削減できて、その分、利用者が増えて、そう

いうことができるような形を考えていきたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

  保育ママにつきましては、御指摘のとおり、やはり安全が第一の事業でご

ざいますので、そこに一番配慮しまして、なおかつ、効率のいいという言い



方はおかしいですけれども、効果の高いようなやり方をやっていくために、

現状も把握しながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。  

○委員長（須佐 衛君） ちょっとすみません。 

○１番（須佐  衛君）  ちょっと関連でお聞きしたいんですが、保育ママに関

しては、何かそういう研修みたいのはあるんですか、その年々によって。 

○住民福祉課参事（遠藤一司君） 今年、そういう研修がありました。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

○３番（飯田桂司君）  私は、区のほうから、 100ページですけれども、美化

の関係、緑化推進の関係で、前もちょっとお話を聞いたことがあるわけです

けれども、花の会という会がありまして、各地区ごとに、人数はちょっとわ

かりませんけれども、花の会があり、年に何回か植栽をされて、近日中には

花の配布があろうかと思いますけれども、現状を考えたときに、やられてい

る方が大分高齢化をしてきておるなということで、前にもちょっと小学校の

子供たちを使った経過があるわけですけれども、補助金、花の会が 27万、こ

れは花の植栽を含めてやっている中で、地区によっては大変厳しいところが

出てきていないのかなと。花は配布はするが、後の管理がなかなか行き届い

ていないところがあるのではないかなと思っていますが、現状をちょっと教

えていただきたい。 

○委員長（須佐 衛君） 休憩しますか。大丈夫ですか。 

○住民福祉課長（向井青一君）  今、飯田委員さんがおっしゃったとおりなん

ですが、本年度の総会にもやはりその問題が支部から高齢化しているという

ふうな形で出ていました。会員数については、ちょっと今、実数は把握、把

握というか、用意してこなかったのですが、会員数はちょっと報告できませ

んが、総会でもそういう、支部については大変高齢化しているよ、大変だと

いうふうなお話がありましたので、また募集等をかけて、若い人が入ったよ

うな形にはしていきたいと思っております。 

○３番（飯田桂司君）  今、課長のほうから募集ということであったわけです

けれども、私が熱川支部でちょっと植栽しているところを見て気になったこ

と、見させていただいたんですけれども、本当は大分架空の、それこそ名前



だけで大分会員の中にいられて、大分精査して、亡くなっている方も名簿に

入っていると、そういうことがあったので、これはきちっとしたほうがいい

よということでちょっとアドバイスした経過があるわけですけれども、高齢

化そのものとは別で、やはりそれに参加する団体をもうちょっと募ったほう

がいいのではないかなと思うんです。これは学校の子供たちということでは

なくて、いろんな団体があるわけで、そういうところに関心を持っていただ

くこと。 

  それから、一番問題なのは観光ですよ。観光協会がどうも余りそこに参加

をしてきていないなと。私の大川地区あたりも、何で俺らがやらなきゃなら

ないのか、そういうところもありますけれども、やはり観光としてのあれが

あるんじゃないかなと私は思うので、観光協会あたりにも投げかけたり、団

体、小学生あたりに投げかけていくようなことが大事だなと思います。 

  そして、悲しいかな、女性が大変多いのではないかと思うんです。そうい

う中にやはり入れない、変な話じゃないですけれども、加入させない、私た

ちだけでやるからいいよなんていうところが多分に見受けられるようです。

そういうことで、ぜひしっかりと募集も含めて観光協会あるいは諸団体へと

問いかけをして、参加をしていく、そして町をきれいにしていくというよう

なことの投げかけをしていただきたいと思います。 

  私からは以上です。 

○住民福祉課長（向井青一君）  今おっしゃられたような形の公募とか投げか

け等は、またしていきたいと思っております。 

○３番（飯田桂司君） よろしくお願いします。 

○委員長（須佐 衛君） 質疑ありますか。 

○１１番（山本鉄太郎君）  ちょっとそこまで行ったから関連でね。この花の

苗は二百四、五十万かかっているみたいだけれども、どういうふうな発注の

仕方をしている。 

○住民福祉課長（向井青一君）  苗につきましては、年３回ですか、に分けて

発注を行っております。 

○１１番（山本鉄太郎君） どのような発注の仕方ですか。 



○住民福祉課長（向井青一君）  当初、入札を行いまして、それで年３回、昨

年度は５月、９月、 12月というような形で委嘱をさせていただいたんですが、

会員さんのほうからアンケートをとって、花の種類については価格に合った

ような割合で発注をさせていただいております。 

○１１番（山本鉄太郎君） 業者は何業者ぐらいから入札する。 

○住民福祉課長（向井青一君）  すみません、今、資料がございませんので、

後ほど報告させていただきます。申しわけございません。 

○委員長（須佐 衛君） じゃ、ほかに。 

○１４番（山田直志君）  ちょっと若干４款に絡むんですけれども、１つは、

さっきの福祉の関係のいきいきサロン等々の、あれは社協のほうでやってい

る事業だと思うんですけれども、委託事業の中でやっていると思うんですけ

れども、老人会が現実的にいろんな状況があって入らなくて、もう 1,000人

どころか、七、八百人を切るような老人会があって、昔は 2,000人、 3,000人

近いような老人会がそういう状況になっていて、一方ではお年寄りが増えて

いる中で、社協やなんかでもいろいろお年寄りを、１人１人孤立しないよう

に、何とか閉じこもらないような形で、そういう場に連れてきてというよう

なことの取り組みをまずやっているわけなんですけれども、その部分と、あ

と健康づくりのいろんな事業の部分でも、ハイキャットを見て、何か富士山

をバックに体操を踊っているのが最近。はさみ石をバックに職員が体操を踊

っていて。僕は、体操をいろんな形でやっているのがいいなと思った。個人

的には決めの体操は嫌だなとかと思ったりはしているんですけれども。それ

はそれで、しかし、そういうことを普及していくという視点はいいと思うん

ですけれども、健康づくりの事業をもっとああいう形で、ハイキャットも番

組が特にない日であれば、警察の振り込め詐欺に何とかとかって、ああいう

字幕をつけても、いっぱい見ている時間がある、多いわけじゃない、書いて

あるのなんかも。そうすると、それであれば、何かもっと、今、健康づくり

課がやっている事業を伝えて、魅力というのを伝えていただきたい。また、

さっきの美化もそうなんだけれども、警察のあれで何かずっと振り込め詐欺

のやつや自殺防止のやつとかもやっているんだけれども、そういう事業から



してみたら、何か案外、町のほうが、特に緑化の事業なんかのほうがもっと、

文字情報じゃなくて、生に、これだけ楽しいことをやっていますよと、こん

なあれしていますよというのをもっと言ってもらって、テレビでそういうの

が見られて、それで、見て、今の状況だと、やっている人が楽しいから来な

よと言って、何となくプールなんかも１人誘ってくる、また１人誘ってくる

というふうな状況で、すごく自然発生的で、もっと意図的にいろんな事業を

宣伝して、参加をしていただくようなところというのは必要じゃないかな。

せっかくいろんな事業をやっていて、ちょっともったいないなというふうな

気があって。非常に何か、課長、係長が引っ込み思案なせいだか、せっかく

いろんなことをやっていて、ハイキャットを見ていると、ちょっと時間があ

いたから、じゃ、今回はちょっとプールに行こうかな、今度はこっちへ行っ

てみようかなというふうにも思うので。また、ある人が、店をよしたから、

じゃ、時間ができたからプールなり、これに参加するとかということだって、

伝わっていなければ起きないわけで。また、そういうところを町民に知って

もらいたいから、お年寄りに１人になってほしくない、元気になってもらい

たい、また健康にいてほしいから事業をやっているので、そういう皆さんの

気持ちが町民にストレートに伝わるように、ああいうテレビやなんかをもっ

と、有線テレビなんかも活用していただいて頑張ってもらいたいなと。そう

しないと、これは一生懸命やっていても行政効果が出てこないところがある

もので、ちょっとそういう感じがしました。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  ハイキャットの活用につきましては、以前、

特定健診のときに保健師が夫婦の役で番組をつくったりしたこともございま

すので、今後また、アスド会館の教室につきましても、そういうことができ

れば頑張っていきたいなと。 

  それから、体操につきましては、幾つかの体操をつくり、もちろん県の体

操とか、そういう中から自分に合ったものを選んでいただければということ

で、今後、東伊豆町の町の歌をもとにした体操を、椅子に座ってできる体操

と立ってできる体操、もう撮影は終わっておりますので、また放送のほうを

始めたいと思っております。 



  以上でございます。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○１４番（山田直志君） はい。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） じゃ、すみません、１番から。 

○１番（須佐  衛君）  私のほうからちょっと質問したいんですが、この成果

表の79、80ページの欄で若干お聞きしたいんですが、こころの健康づくり推

進事業に関してお伺いしたいと思います。 

  人口10万人当たりの自殺による死亡率というのが、東伊豆町は平成 24年度、

79.8人ですか、ということになっているということで、非常に高い数値にな

っているようです。 23年度も35.5ですか、高かったわけなんですが、またそ

の倍ぐらい自殺の方が増えているという状況があります。 

  以前にもこういう関係の御質問をしたときに、いろいろそういう講習会で

すとか、そういうので対応しているという話でしたが、状況をちょっとお伺

いしたいんですが、どういう感じでしょうか。 

○健康づくり課保健予防係長兼国民保険係（柴田美保子君）  こころの健康づ

くり推進事業は、県の補助事業を利用しまして、まずは、自殺の約７割に鬱

病などの精神疾患があるということを踏まえまして、まずは鬱病に対する正

しい知識を持ってもらうということで、講師を招いた講演会を３月、年度末

だったんですが、３月 22日に国立精神・神経医療研究センターの大野先生を

お呼びして講演会を開催し、鬱病に対する正しい理解とその対応法について

知ってもらうというような地道なことになるんですけれども、そういったこ

とを初め、あと早期発見ということで、特定健診の受診者の方に対しまして

スクリーニング調査、簡単な質問項目をもとに、リスクが高い方に対しては

二次質問を兼ねた訪問や電話相談などを行いまして、その結果、適切な医療

機関につなげるとか、その後、定期的に訪問や電話相談をして、発病または

悪化しないようなことを保健センターでは事業として実施しております。 

  昨年度は、町民に対する講演会以外に、メンタルヘルス研修会として、ま



ずは町民に接する機会の多い役場の職員に対して３回ほど研修会を行ってお

ります。すみません、あと役場の職員と、あと介護施設の事業所の職員の方

も含めたメンタルヘルス研修会を実施しているものです。 

○１番（須佐  衛君）  鬱病ということで、ここに書いてあるとおりなんです

けれども、鬱病に至るまでのいろいろ、さまざまなことがあると思うんです

が、そういうところまでの把握というのは担当課のほうでしているのか。ま

た、そこまで個人的なことに関して、そういうものの相談に乗ったりという

ことはあるんでしょうか。そういうところを抜本的に解決しないと、この数

というのは減っていかないと思うんですよね。その辺のところはどうなって

いるのか。また、あるいは、そういう、そこまでの予算配分はないとか何と

か、その辺のところをちょっとお伺いします。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  昨年度も啓蒙活動として、いろいろ鬱病に

関するものは行ったりということで、まずそこから始めていかないと、それ

によって相談とか、もちろん相談先とかもそれに全部入っておりますので、

そういう啓蒙から始めて、相談業務につなげていくというふうな形からでい

かないと、なかなか個人的なことで把握するのは難しい部分がたくさんあり

ます。それも事実です。 

  あと、お亡くなりになった後に、例えば介護事業所が、そこに入っていた

り、包括支援センターが絡んでいたりという場合は、いろいろとその事情と

かを聞いて、参考にしているところがあります。 

○１番（須佐  衛君）  今、メンタルヘルスの話がありましたけれども、最近、

新聞などではゲートキーパーというものが出てきておりますよね。それと関

連することなんですか、そのメンタルヘルス研修。それについて教えて。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  もちろん、ゲートキーパーの講座というの

もやっております。 

○健康づくり課保健予防係長兼国民保険係（柴田美保子君）  ゲートキーパー

の講習に関しましては、うちの保健師がゲートキーパーの養成の研修を受け

ておりますので、役場の職員も今後計画しておりますし、ライオンズクラブ

さんから要請がありまして、 11月になりますが、ゲートキーパー講習会をや



る予定にしております。また、民生委員さんを対象としたゲートキーパー講

習を昨年やっております。 

  また、要請があれば出向いてやりますということは団体に向けて発信はし

ているところでありますが、今、計画は、役場の職員とライオンズクラブさ

んに行う予定にしております。 

（「すみません、別件で」の声あり） 

○１番（須佐  衛君）  80ページのところなんですが、献血事業についてちょ

っと。ちょっと細かいことではないんですけれども、お伺いしたいんですけ

れども、これを見ますと、この成果表 80ページですが、平成 23年度、 79人、

一般献血ということであるんですが、 24年度、 36人と半分に減っているわけ

なんですが、この辺のところで、私も時間があれば献血をするようにしてい

ます。奈良本の農協のところでは、今、役場だけになっているような状況で、

この対象者というのは、もちろん役場の職員の方が来てくれればというよう

な時間帯を設定してあると思うんですが、この辺のところの数というのはど

ういうことなんでしょうか。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  昨年、24年度に低かったのは、実は、年に

２回予定してございますが、そのうちの１回が日赤さんの都合で急遽取りや

めになったということがありまして、 24年度の 36人というのは１回分の数字

ということでございます。 

  本年度は、午前、午後に分けないで、本年度の話になるんですが、役場で

午前、午後を通してやりまして、１回で 50名を超しておりますので、一応年

間 100名を目標で今やっているような状況ということで、 50名を超したもの

ですから、２回目は四十数名来ていただければ、一応目標達成というふうな

ところで今やっております。 

○１番（須佐  衛君）  これは、やはり役場の職員の方というのは、献血はど

うなんでしょうか。皆さん、進んでやっていただけるんでしょうかね。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  今年は大変積極的にやっていただいており

まして、過去にはそういう、生きがいではないですけれども、 50回献血して、

100回献血して、バッジがあるという職員の方もいたんですが、やはり年齢



とともに、血圧の薬を飲み始めたりして、いろいろ献血ができないような方

も増えてきておりますが、今、若手の方を中心に積極的に取り組んでいただ

いております。 

○１番（須佐  衛君）  今後、献血をする場所は、今１カ所ですか、やってい

ると思うんですけれども、そういうものを広げていく。こちらの需要がない

と、なかなかできないことだと思うんですが、その辺のところはどうなんで

しょうか。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  人がたくさん集まるいい場所があれば、別

に役場の場所にこだわっているわけではございませんので、そういう場所が

あれば、進んでそういうところに出向いていきたいなというのは、日赤さん

に言っていただきたいというふうに思っております。 

○委員長（須佐 衛君） 質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、３款民生費から４款衛生費までの質疑を終結いたします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時４９分 

 

再開 午後 １時０１分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  午前に引き続きまして、次に、質疑の対象を５款農林水産業費から７款土

木費までといたします。 

  質疑ありませんか。 

○住民福祉課長（向井青一君）  先ほどの午前中の関係ですが、３番、飯田委

員より花の会の会員数はと、 11番、山本委員の花壇用苗の購入についての答

弁を担当課長のほうから答弁させます。 

○住民福祉課地域係長（国持健一君）  まず、花の会の会員数についてお願い



します。平成 24年度につきましては 305名になります。その前年、 23年度は

311名ということで、６名の減となっております。 

  続きまして、緑化推進事業、花壇用苗の購入についてです。入札につきま

しては、町内の７造園業者による入札を行いました。それで、契約につきま

しては、ヤスダ園さんと契約させていただきました。 

  以上です。 

○委員長（須佐 衛君） 質疑ありますか。 

○３番（飯田桂司君）  農林の関係でちょっとお聞きしたいんですけれども、

ページ数は 112ページの水門管理委託料ということで 45万5,000円があります

けれども、これは水門について新規のところは抜けているのかなというとこ

ろがあることと、それと、先般、西伊豆の災害で、総務委員会で西伊豆のほ

うへ伺ってきたんですけれども、その際、話に出たのは、水門を閉じてあっ

て、それで逆に、外へ、海へ流れ出さないで、逆に戻って、水門を常時閉め

てあるのか、その日だけ閉めたのか、ちょっとわかりませんけれども、その

おかげで逆に住宅のほうへ戻って床上浸水等になったという経過を聞いてき

たわけですけれども、それはそれとして、水門の管理、今見ると大体閉めて

あるのかな。管理、要するに常時閉めてある水門が多いのかなということを

確認するわけですけれども、その状況をちょっと教えてください。水門は。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君）  ただいまの水門の関係ということで御質問

なんですが、北川から稲取までについて、水門と一応呼んでいますが、正式

には陸閘といいまして、陸にある門と書きます。東伊豆町内には西伊豆のよ

うな水門はございませんので、全てが陸の上にある門、陸閘というんですけ

れども、それがあります。北川漁港、片瀬漁港、白田漁港については町の持

ち物で、稲取漁港にあるものは県の持ち物ということで、県から委託を受け

て、町の一元管理という形にしております。それぞれ地元の自治会あるいは

観光協会等を委託先として民間に委託させていただいておりますが、開閉の

状況ですけれども、 3.11以降は、一応総務省のほうからも指示がありまして、

常時閉にしておけという形で、現場にはその旨の、いつも閉め切りですよと

いう旨の張り紙をさせていただいて。ですが、監視の方ですとか、北川のよ



うに多少観光のためにあけなければならないという場合にも、必ずあけた後

は閉めていただくように、そういう啓蒙をしてございます。 

  以上です。 

○３番（飯田桂司君）  さっき話をしたように、西伊豆等の関係もあるんです

けれども、河川に近い、そういうところで水門を閉めっ放しで、逆流をして

住宅に水が入るようなおそれは将来はないわけですか。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君）  河川に関する水門というのは東伊豆町には

ありません。 

  あと、上流部にところどころ、地区によっては、消防用水のための格板を

落とすですとか、ハンドルつきのものとかというのはありますが、西伊豆の

ような目的を持った水門というのはないです。 

○３番（飯田桂司君）  鈴木さん、ちょっと先に言えばよかったんですけれど

も、西伊豆の場合には、午後から行ったところについては川じゃないんです

よ。山から出た要するに突発的な水がそこに入って逆流したわけです。川じ

ゃない、河川じゃないんです。そういうところの兼ね合いがあるんだろうけ

れども、今後それがあるんじゃないかと思うんですけれども、国から常時閉

めておけよということで指導がある中で、それで、これから新しく、新規に

つくられるところも出るんじゃないかなと思いますけれども、その状況はど

うですか。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君）  せんだって第４次想定の後に、津波高さで

相模トラフを考慮されたものがつい近々に発表されたんですけれども、それ

に基づきます高さ、対岸の津波を防ぐための高さが足らないところというの

が、稲取漁港の、この役場の前が浸水域に想定されていて、ほかのところは

全て今の高さのほうが津波より高いものですから、新規に陸閘等の設置、あ

るいはこういう構造物を設置するところはなかったわけです。 

  水門がそこに、役場の伊東側にありますけれども、稲取大川、これが水門

をつくるという計画で、静岡県のほうが今計画しております。 

  以上です。 

○１１番（山本鉄太郎君）  114ページの負担金、補助及び交付金、これが不



用額で 134万も出ているんだけれども、この内容をちょっとお聞かせくださ

い。 

○観光商工課長（梅原裕一君）  商工費の不用額の 134万7,000円ということで、

この内容につきましては、住宅リフォームの関係の不用額ということで、住

宅リフォームにつきましては、御案内のとおり、宣伝も非常に行き届きまし

て、町内の経済の活性化に寄与しているということで、ある程度枠をとって

おかないと交付ができないということで、その辺の不用額という内容でござ

います。 

  以上です。 

○１１番（山本鉄太郎君） これ、限度額は幾らだったっけ。 

○観光商工課長（梅原裕一君）  20万円の20％です。ちなみに、今年度でこの

要綱は終了というふうになってまいります。 

○１１番（山本鉄太郎君）  20万円の20％。だったら、こんなに不用額が出る

ようなあれじゃ、まずいんじゃない。予算のとり方。何件を想定していたの。  

○観光商工課長（梅原裕一君）  この住宅リフォームにつきましては、 12月補

正で３月までの見込みを勘案しながら予算取りをしておるんですけれども、

当初予算800万円、それから900万円ということで、1,700万円の…… 

（「予算違うぞ」の声あり） 

○観光商工課長（梅原裕一君）  すみません、 1,500万円の現形予算の中で

1,377万4,000円ということですけれども、あくまでも 12月の補正の段階で見

込みということで、当然これは景気を喚起するという目的もありますので、

予算がなければ交付できないということがあってはならないということで、

若干多目にとっているというふうな内容でございます。 

  以上です。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

○５番（村木  脩君）  108ページのけやき公園維持管理事業、この中に維持

管理委託料というのが 67万 8,300円と、そして足湯等管理委託料というのが

また、それら合計で 331万6,751円という。この維持管理委託料と足湯等管理

委託料というのを別に分けた理由というのは、これは管理者が違うという、



管理。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君）  この委託につきましては、 13細節の維持管

理業務委託料につきましては、植生にかかわるもの、一応公園の植木ですと

か、芝刈りですとか、草刈りですとかというものをこちらに入れて委託させ

ていただいて、足湯につきましては完全に足湯だけの、朝入れて夕方抜いて

もらってというような内容のものです。 

○５番（村木  脩君）  それで、足湯の利用者数というのはどのぐらいなのか

な、年間。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君）  すみません、今、数字をちょっと持ち合わ

せておりませんので、後ほど報告させていただいてよろしいでしょうか。 

○５番（村木  脩君）  これは、つくるときにもいろいろ議論があったんだけ

れども、でき上がってみて、そのころの議論を思い出して、やはりそれだけ

必要だったものなのかどうなのか。窯を入れるときもいろんな議論があった

りしたんだけれども、それを無理やり入れてきて、今はただイベントのとき

に、また人を集めるときのようだけれども、公園だから通常の使い方のほう

が。イベントなんかの特殊な事業は、通常にそういう人たちがどれぐらい来

て遊んでいられるのか。その辺がむしろ公園の従来の目的だろうと。その辺

を増やすということが一番のつくった目的なんだろうと思います。 

○委員長（須佐 衛君） 答弁を求めてよろしいですか。 

○５番（村木 脩君） 答弁はいいです。 

○委員長（須佐  衛君）  じゃ、ちょっと関連でお聞きしたいんですが、委員

長をかわって。 

○１番（須佐  衛君）  公園の利用者の数というのはカウントしていますか。

公園を訪れて、受付なりで利用する人たち、中のきぼうの館ですか、その利

用者というのはどうなっていますでしょうか。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君）  御存じのとおり、指定管理者ということで、

花もも企画のほうに指定管理させていただいておりますので、そちらのほう

で利用者のデータというのは日々とっていただいております。 

○１番（須佐 衛君） それは今わからないですか、そういう利用者。 



○建設産業課参事（鈴木伸和君）  すみません、今、手持ちにございませんの

で、後ほど数字は報告させてください。 

○委員長（須佐 衛君） 質疑はありませんか。 

○３番（飯田桂司君）  ページ数 122ページですけれども、道路の維持費のほ

うの関係ですけれども、町道全般の維持補修工事ということで 400万ほどこ

こに書いていますけれども、この内容というんですか、ちょっとその辺を聞

きたいと思います。 

○建設産業課建設事業係長（桑原建美君）  今、飯田委員の質問がありました

全般維持補修工事、この約 800万の内訳なんですけれども、主に稲取地区及

び城東地区の祭典前に各区の役員さんと道路をパトロールしまして、その補

修を行っているものが主でして、あとは緊急的に道路陥没、あるいは道路管

理者として必要であるガードレールの維持管理等々を、約 10万以上のものを

行っておりまして、昨年は約７件ほどの維持補修を行っております。 

  以上です。 

○３番（飯田桂司君）  今、説明を受けたわけですけれども、また城東地区、

祭りの関係も含めて、白田から片瀬、奈良本、北川、大川と来ると思うんで

す。それで、その辺は立ち会いで、区長さんあるいは担当を含めて、今ある

現状を確認にこの前見てきたんですけれども、それはあれですか、やはり予

算がありますから、順番にやってくると、最後のほうはお金がなくなると思

うんですよ。打つアスファルトの量が、 10やるものが７になるのか、８にな

るのか。そうなってくる状況は今ありますか。 

○建設産業課建設事業係長（桑原建美君）  確かに飯田委員がおっしゃられま

すとおり、町道全般を見ると、かなりひび割れ、わだち等できている箇所が

ありますので、その辺は私の判断で、まだ今年やらなくても、来年でもいい

というところは次年度に回させていただいておる箇所も中にはあります。 

  以上です。 

○３番（飯田桂司君）  今、説明を受ける中で、私もスプレーでやったのか、

何でやったのか、白く印をつけてあるところを、ずっと町内を台風の後、見

てきたわけですけれども、それも北川だけじゃなくて、北川、また奈良本と



見てきたわけですけれども、やはりこれは立ち会いで区長さん、担当の役員

の方がこれでいいよということで納得してやられていると思うんですけれど

も、それを次年度に、今年はだめだけれども、来年やるよということなんだ

ろうなとは思うんですけれども、やはり一番思うのは、通学路、要するに学

校の、祭りという名目でうたってありますけれども、通学路を優先してやれ

ないのかなということをちょっと確認したいんですけれども。 

○建設産業課建設事業係長（桑原建美君）  もちろん、当然各区さんと、立ち

会いのときには、名目上は祭典前の支障となる物件という案件でしておりま

すけれども、やはり通学路も当然優先して、特に大川区さんなんかはそれを

主としてやられているのが実情です。 

  以上です。 

○３番（飯田桂司君） 了解しました。 

○５番（村木  脩君）  112ページの稲取高原の森林整備事業、これも成果表

を見ると、利用者の利便性を向上させたというんだけれども、利用者がいな

い日があった。俺はいつもあそこを通るんだけれども、ほとんどとまってい

ないんだよな。町長はまた遊歩道だとか余り、あそこにこんな金かけても無

駄だと思うよ。昔からあそこの、もう何回かやって、上のほうにいろんなも

のをつくったんだけれども、誰も歩いている人もいないし。だから、余り無

理に補助金がつくからって、いじらないほうがさ。つくって結局は誰も使っ

ていないなんていうと、こんな税金の無駄遣いがずっとやられるんだったら、

むしろあるところを整備していったほうがいいようだなという気がするな。 

  花房工場なんか、わりかし物のいいものはあるんだよな。だから、ああい

うところを、昔みたいに藤棚をもう１回つくるとか、そういうことをやった

ほうがいいかもわからないな。余り新しいものをつくって、おお誰も使って

ねえやなんて、あのツリーハウスみたいに、さらしものみたいに、あそこに

１つぽつんとあったってさ。 

  何かそういう事業が、もう多分、今の土木と農水のほうが一緒になって管

理していくこと自体が、人数的に足りなくて大変なことになっていくと思う

んだ。余り施設をつくって。その辺をやっぱり考えて、事業執行したいのは



わかるんだけれども、何か違う形にして、なるべく自分たちの目の届く範囲

にしていたほうがいいのかなと。それについてちょっと。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君）  今の内容の話ですが、一般質問等でも御指

摘いただいたとおり、一応我々原課といたしましては、まず第１点は、新し

いものはやはり今後の維持管理、お金も人手もかかってくる中で、それはも

う精査して、必要最小限度のものしか新規のものはやらないほうがいいとい

う考えは持っております。あと、今まで諸先輩方々につくってきていただい

たものを、できるだけ財政的にも有利な方法を用いて、少しでも維持管理と

いいますか、時々手を、何年かに１回は手を入れさせていただいて、特に山

林あたりですと、いろんなものが生えてくるということもありますので、そ

ういうものも間引きをして、少しはきれいな森林をつくりたいなという思い

もあって、少し整備をさせていただいてきたという形でございますので、今

後は、企画のほうでも稲取高原の散策マップみたいなものを今年つくってい

ただいたりして、いろんな方向で。一般質問の答弁にもありましたけれども、

今年、県の森づくり県民大作戦というのをふれあいの森で今、計画していた

だいているんですが、そういうイベント等も多く呼んできて、少しでも先輩

方々につくっていただいた自然公園を今後ＰＲしていきたいなというふうに

思っている次第です。 

  以上です。 

○１１番（山本鉄太郎君）  112ページの、どうもすみません、勉強不足で、

委託料の台帳整備委託料という、これはどんな台帳。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君）  この漁港の台帳、白田、片瀬、北川、大川

という町営漁港がありますが、これの漁港の指定区域といいますか、それが

昭和34年に指定された町営漁港でして、その前の指定の仕方が、例えば大川

何番地の北東の隅の角とかという点で幾つも区域の指定が当時はされている

んですけれども、それを農林水産省あるいは県のほうの指導で、世界座標と

いうものを用いて漁港の区域の設定をし直しなさいという指導がありまして、

順次、北川漁港、白田漁港、大川漁港というふうに３つを今続けて、継続で

やらせていただいている事業です。 



○１１番（山本鉄太郎君） じゃ、これは単年度で終わっちゃうということ。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君）  今回、24年度につきましては、大川漁港を

単年度で終わらせてもらいましたので、その前には北川漁港とかやっていま

すので、あと１つ、白田漁港が残っています。 

○１１番（山本鉄太郎君） こんなに委託料が１つの漁港でかかるもの。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君）  一応これは積算基準を用いて積算してござ

いますので、それなりの、言い値とかというんじゃなくて、それに基づいた

積算で設計させていただいておりますので。 

○１１番（山本鉄太郎君） 県とか国が出したあれで。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） はい。でやっております。 

  以上です。 

○５番（村木  脩君）  112ページの負担金、補助及び交付金の中の細節の 19

の地域団体商標活用事業補助金、これは今度のキンメのことなんですか。内

容をちょっと教えてよ、商標の活用事業というものを。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君）  御質問がありました、これは稲取キンメに

関する商標登録の助成金ということでございます。 

○５番（村木  脩君）  商標活用事業になっているんだけれども、その商標登

録をとった後も、何かそれを活用していくという話だったと思いますけれど

も。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君）  これ、使わせていただいた当初予算のとき

には、この年に商標登録がおりるのではないかという推測のもと、とられた

後の、それからが大事だということで、キンメの説明のチラシですとか、食

べられるところのマップですとか、そういうものを漁協を中心につくってい

こうという当初予算の編成時には考えがありまして、それらに対して助成を

していこうということで、こういう名称を使わせていただいています。 

  以上です。 

○委員長（須佐 衛君） 副委員長、質問がありますので。 

○１番（須佐  衛君）  このあれですよね、団体商標、今の質問の内容なんで

すけれども、これは今年だけじゃなく、 24年度だけじゃなくて、たしか昨年



度もあったような内容だと思うんですけれども、ずっとその事業、何という

んですか、今まで商標等の取り組みというものがされてきたことなんでしょ

うかね。この地域団体商標という件なんですけれども、これは 24年度だけで

なくて、23年度も、以前からも行われてきたことという。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君）  これは継続させていただいていて、恐らく、

記憶ですが、 22年度から創設させていただいて、補助金を漁協へ交付したと

思います。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君）  関連して同じ事業で。ずっとあれして、やっぱり産

団連とかいろんな方々とやっていると思うんだよ、役場とか商工会だとか、

この地域ブランドのやつは。俺が一番解せないのは、この間、ブランドの発

表会をやって、商工会長あたりがハイキャットで、いや、これから全て活用

を考えますよというようなのが平気で流れているんだけれども、もう２年間

ぐらい、いろいろな形で商工会もかかわってブランドをやっていて、商工会

がやることといったら、やっぱりそういうことに対して、じゃ、どう活用し

ていこうかというのは、商工会はもう当然ね。 

  当然、だって、これ主体的には漁協が申請をして、その受け皿になってい

くと。それに対していろんな形で商工会、観光商工課なり商工会なんかは、

観光協会なんていうのも完全に、こういう事業を片方でやっていたら、片方

でこれがとれたらどうやって商売しようかということを考えているかと僕は

思ったら、全然考えていなくて、これからですよというのをハイキャットで

見たんだけれども、おめえら、補助金をもらっていて何をやっているんだと

いう感じがね。 

  だって、そんなのだって、もうブランド申請、多少、今参事が言ったよう

に、１年、２年かかったにしても、やろうということをやっていたら、当然、

こういう補助金で事業をやるときに、片方では申請する事業、片方ではとれ

たときの活用事業というのは、もう車の両輪でやっていかなかったら意味が

ないと思って。商工会長がこれから考える、今からゼロベースだぞというの

は、いかにしてもこれじゃ、補助金を出していて、全部漁協に出していたの



か、商工会は全くつんぼ桟敷だったのか、それとも仕事をされていなかった

のか、よくわからないけれども、片方でこれだけ一生懸命ブランド化をやろ

うとしたって、片方でこれを活用していくほうがそんな感覚じゃ意味がない

し、価値が出てこないんじゃないかなというのが率直な疑問で、商工会なん

かも絡んでいたんでしょう。どうなんですか。僕はよくわからない。補助金

団体の動きの中で。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君）  今般の商標登録を特許庁でとるに当たりま

しては、全て漁協が主体となってやられて、産団連が絡むということはあり

ませんでした。それ以外には、県の水産技術研究所がバックアップしていた

だいて、町をバックアップという形で、いろんな申請書類、あるいは市場の

調査云々というものは全て漁協の稲取支所のほうで申請の手続はしておりま

す。 

○１４番（山田直志君）  当然これは農水のほうの助成事業だから、そうする

と、そういう情報的なものは商工会や観光協会には流れなくて、今から始め

るということになると、やっぱりそういう産団連なんかつくっていたって、

片方が、漁協と町が一生懸命ブランド事業を進めています、こっちのほうは

そういう情報が、連携がないのか、ブランドが決まった段階でこれから考え

ましょうというような取り組みじゃ、余り全体の動きはよくないと。 

  懸念するのは、例えば旅館なんかでも、お客さんから、おたくの旅館は本

当に稲取キンメを使っているんですかという問い合わせが出てくると、ブラ

ンドということになると、使っているか使っていないかで逆に逆差別を受け

る部分というのもあるので、生産者の部分は差別していただいて、貴重なも

のとして高く売れれば一番いいんだけれども、逆に消費の側で考えれば、飲

食店だとか旅館は、本当に稲取なのに稲取キンメを使っていないの、どこの

キンメを使っているのと、こういう話になると、逆に選別されてしまう側に

なるので、これはやっぱりね。この事業はどっちかというと農水ではなくて

観光商工課のほうになるのかもしれないけれども、やっぱりブランド事業の

展開というのを町が推進するに当たって、生産者の部分もそうなんだけれど

も、実際、消費の部分がしっかり取り組まれていないというところでは、ち



ょっと課題がまだまだ大きいし、冷凍庫問題を初め、生産量が落ちていると

いうふうなことで、課題が何かちょっといっぱいあり過ぎのまま事業が進ん

できちゃったなという感じがして、ちょっと僕は残念だなという感じがして

いるんです。とったのはいいんですけれどもね。 

○委員長（須佐 衛君） 質問でなく。 

○１４番（山田直志君）  そういうことでいいです。答弁してくれれば。観光

商工課長がしたいみたいだよ。 

○観光商工課長（梅原裕一君）  山田委員がおっしゃる発言というのは、私、

ちょっとその辺は直接聞いたわけでないんですけれども、この商標登録を機

に気持ちをまた新たに、今までも取り組んでいるんですけれども、新たな気

持ちでやりたいという、そういう意思表示をしたのではないかと思います。 

  今までも東伊豆町の全体の観光資源を見たときにも、食という中でキンメ

ダイというのは本当に多くを占めておりまして、それはもう今までも、過去

においても、それから未来においてもそういうことであるということで、あ

くまでも商工会、観光協会については、その資源を使わせていただいて観光

に役立てるということがあくまでも前提であるものですから、私はそういっ

た受けとめ方だと思います。 

  今後もその辺、取り扱いマップをつくったりとかいうことで、産団連と協

議をして、より有効に活用させていただきたいという考えでおりますので、

御理解いただきたいと思います。 

○１４番（山田直志君）  ブランドにしていけば、していくで、例えば僕らも、

じゃ、高山へ行ったら飛騨牛を食べたいなとか思うわけじゃない。それは旅

館のほうでちゃんとそういうものを提供してくれるならいいけれども、今ま

での旅館というのは、とかく、キンメといっても、赤い色の魚を出せばいい

という旅館の経営者もいなくはないわけで、まして、そういうブランド化し

ているので、だから実際少ないわけだし、漁協から直接仕入れている旅館も

本当に少ないのが実情なので、だからそこは正直に、やっぱり貴重だし、少

ないので、使われていないところについては、極端に言えば、下田産なら使

っている、だけど、ちゃんと必要ならば別注でおとりしますよとかいうもの



をちゃんとしていかないと、ブランドイメージを守れないし、観光業として

の旅館も信頼というのが出てこないと思う。 

  確かに少ない、貴重だ。おいしいけれども、すごい貴重なんですというこ

とでやってもらわないと、何でもかんでも、ブランドをとったから、観光の

方々、飲食店なんかが、そうでもないのに、全部稲取キンメというブランド

品を使っているような、まがいものの活用とかということはあってはならな

いので、これはブランド化をした漁協だけの問題でなくて、観光で活用して

いく上でも大いに配慮していかないと、ブランドイメージを逆に損ねてしま

う、観光地としての信用を失墜させてしまう危険性も持っていて、いい部分

もあるけれども、もろ刃の剣で、どちらにとっても課題が多いと思うんです

よ。とったはいいんだけれども。その辺はよく留意しておかないと、とった

ことが、片方でとって磨いているんだけれども、片方ではお客さんの集客に

つながるどころか、不信を持たれるということがあってはならないので、そ

ういう両方がブランドをちゃんと守るという視点で連携をとっていかないと、

勝手な、またいいかげんな対応をされたら、とんでもないことになるので、

責任ある対応をするようにちゃんと指導していただきたい、業者の方々を。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君）  ごもっともな御意見なんですが、今、漁協

におきましては、既に８月から、第一の目標でありました差別化、区別化、

ほかのキンメと違うよということで、ナンバリングされたタグを打って市場

に出しております。ここ、東伊豆近郊のものについてはタグをつけて出すと。

それから、小田原市場、築地市場については、商標登録の番号の入ったもの

のシールをつけて市場に出荷しているということで、まず第一段階の区別と

いうものについての取り組みを今、し始めたところです。 

  今、山田委員がおっしゃるとおりでございまして、今、漁協のほうにもお

願いしているんですが、旅館組合ですとか飲食店組合、それから小売店の組

合等々がございますので、まずはそういうところの幹部と主に認定制の問題

ですとか、いろいろ漁協のほうで認定店の認証の問題とかというのを考えて

いるそうですので、そういうものの協議をいち早くつけていただいて、なお

かつ我々サイドとしては、観光商工課と共同をとりながら、行政側のバック



アップといいますか、監視の目を光らせて指導していきたいなというふうに

思っています。 

○委員長（須佐 衛君） ほかにありますか。 

○１１番（山本鉄太郎君）  ちょっと小さい数字なんだけれども、 122ページ

の、建設産業課長に聞きたいんだけれども、上から３番目の新東名高速道路

建設促進期成同盟会負担金が１万 500円出ているんだよね。もうこれは終わ

っているんじゃないの。 

○建設産業課長（鈴木秀人君）  静岡方面の新東名は終わっておりますけれど

も、今後、神奈川方面に行くということで、まだ神奈川…… 

○１１番（山本鉄太郎君）  了解。両方ともそうだな。神奈川とうちと両方と

もまだ預金があるから、その分を。すみません、どうも、委員長、話ししち

ゃって。 

○委員長（須佐 衛君） 大丈夫です。よろしいですか。 

○５番（村木 脩君） 町民ゴルフの50万円なんだけれども…… 

○委員長（須佐 衛君） ページ数をその前にお願いします。 

○５番（村木  脩君）  111ページの。これ予算の部分で河津かなんかと一緒

にやったんだけれども、急遽、何で河津になったのか、その辺がちょっと。

交流事業に途中から切りかわったのか。 

○観光商工課長（梅原裕一君）  河津町との交流大会ですけれども、以前は

300人規模、ゴルフ日本一を標榜するような大きな大会を繰り返してきてお

りまして、ここ数年、本当に百数十名ということで、飯田委員のほうからも

ゴルフ場利用税の話が出ておりましたけれども、ゴルフの人口が大変減って

きて、ゴルフ場が厳しい状況の中にあるということで、この辺は監査委員さ

んのほうからも、河津のほうと一度やってみたらどうかというふうな御意見

もありまして、そんな形で実現をさせていただいたという内容でございます。  

○５番（村木  脩君）  この町の女性だけとか、ある程度標的を絞って利用者

を増やしていくとかということは考えないで、いきなり河津とやったらどう

だということで河津とやったのか。 

○観光商工課長（梅原裕一君）  河津町は稲取ゴルフクラブ、それから伊豆下



田カントリークラブ、選択肢がある中で、当然、この同じ時期に稲取ゴルフ

クラブでやるという計画もありましたものですから、その辺で、今回そんな

形で、それぞれのルールがあって難しい部分もありましたけれども、連盟同

士、内容をすり合わせた上で、河津町との初の交流大会ということで、 11月

11日に203名が参加をさせていただいております。 

○５番（村木  脩君）  それじゃ、来年は河津のほうが主催してくれてやるわ

け。これ１回でおしまいなの。 

○観光商工課長（梅原裕一君）  次年度以降については、まだそういう内容の

話はありませんけれども、とりあえず一度やってみようという話がありまし

て今回実現したということで、今後、この機会にまたいろんな形で、対抗戦

になるのかわかりませんけれども、初めての交流ということで、その部分で

は非常に効果はあったのかなというふうに思っております。 

○５番（村木  脩君）  効果、当然、金を使うことだから効果はあるんだけれ

ども、それを今後も続けていくのか、もう町民ゴルフはよして交流ゴルフに

していくのか、その辺の選択もしていかなきゃいけない時期に人数的にも来

ているんだろうから、それならそれで、やはり町の税金が出ているんだから、

じゃ、河津とうちと交代に主催していこうという話になっていくのかどうか、

うちがずっと持ち続けるのか、そういう将来の選択肢も出てくるわけだから、

その辺の議論も十分していかなければいかんなというふうに思うので、その

点についてどうなのか。 

○観光商工課長（梅原裕一君）  あくまでも東伊豆町民ゴルフ大会ということ

で、この制度はそのままいきたいということで連盟のほうからの話もありま

すし、初めて大会をやりましたけれども、基本的には東伊豆町民ゴルフ大会

ということで、今現在は、この秋にも同様に続けていくというふうな考えで

おります。 

○５番（村木 脩君） 了解。 

○委員長（須佐 衛君） ほかにありますか。 

○５番（村木  脩君）  その下のほうの産業団体連絡会補助金、この内容的に

はどういったことに使っているの。何か事業を、355万。 



○観光商工課長（梅原裕一君）  産業団体連絡会補助金の使い道、内容につい

ては、まずは稲取高原の花見の宴の開催費ということで、中にはバス代です

とか、宣伝費ですとか、商品等会議等々が入っておりまして、続いてインタ

ーン事業ということで、企画調整課のほうで担当しておりますインターン事

業をやっております。それから、夢市広場、それから岡谷市との姉妹都市交

流、それから緊急の誘客キャラバン、それから新年の賀詞交歓会、それから

稲取漁港の周辺整備推進事業、それから広報宣伝活動費というふうな内容で

ございます。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○５番（村木  脩君）  どうもこの産団連というやつの内容が見えてこないん

だな。産業団体連絡会といっても、こういうのをやっているという、産団連

そのものの姿というのが余り見えてこないんだよ、そういう事業をやって。

だから、その辺を今後どういうふうに産団連として、一つの主催していくの

であれば、そういった産団連そのものの何というのか、価値を高めていくと

いうか、存在感を知らしめていかなければならないんじゃないかという気は

するんです。何かイベントをやっていれば、観光協会じゃねえとか、大概そ

ういう目で見られる。だから、そこのところが、産団連なら産団連というも

のをきちんと打ち出していかないと、これだけの金が、それで全部の事業が

やれるとは思わないけれども、思わないけれども、日数的にはかなりのもの

になってくるんだよな、１年間やってみて。だから、そういうものを、きち

んとした産業団体連絡会。 

  何か聞いていると、いつも町長の隠れみのみたいな話になってくる。だか

ら、産団連は産団連、こうだというものを、しっかりした趣旨を打ち出して

おかないと、所管が余りこれははっきりしていない、昔から。やれ商工会だ、

事務局だとか、いろんなことを言っている。だから、その辺をきちんと確立

していかないと。それで、向こうのほうへちょっと振れば、商工会の青年部

みたいな話になってきたり。だから、どうもその辺が曖昧で。だから、そこ

のところをきちんと確立する必要があるんだろうなという気がするな。この

点についてどうでしょう。 



○観光商工課長（梅原裕一君）  産団連のこの組織、とりわけ活動そのものに

ついては、村木委員が現役のころ、恐らく賀詞交歓会が一番主な事業の目玉

だったと思うんですけれども、それだけではいけないということの中で、事

業を通じて産業団体がそれぞれ親睦を、連携を持って観光立町を支えていく

というふうな考えのもとで進んできたというふうに私は理解しているんです

けれども、今後、産団連というこの趣旨をしっかり受けとめて、事業につい

てもその辺を前面に出すような形で進めていきたいと思いますので、御理解

をお願いします。 

○５番（村木  脩君）  昔は情報交換会みたいな会だったんだけれども、でも

今はそこへ事業を持たせようとしているんだから、そこのところでやっぱり

今までと違う組織とした、きちんとしたものができていかないと、当然、新

聞の記事になんかなるときに、産業団体連絡会というものが組織として出て

こないと、金を出しても、どこへ行ってしまったんだろう、お金はという話、

これからも多分なくなってくるだろうというふうに思うので、その辺を少し

形をつくってやったらどうですかということです。 

○観光商工課長（梅原裕一君）  村木委員の御意見を十分取り入れていきたい

と思います。特にこの申請の関係については、本当に産団連の連携があって、

特別列車を出したりとか、あるいはそんな形で。特別列車じゃない、何だっ

けあれは、バスか。景気対策もそうですけれども、そういったことで機能を

発揮したというふうに受けとめておりますので、今後、その辺をしっかりと、

趣旨をもう一度しっかり協議して、事業等を進めていきたいというふうに思

っています。 

  以上です。 

○委員長（須佐 衛君） ほかにありますか。 

○３番（飯田桂司君）  ページ数は 112ですけれども、水産業の関係で、金額

はちょっと、７万 5,000円ということで小さいわけですけれども、磯の体験

学習事業補助金ということで、これは稲取漁協かな、それとも潜り、素潜り

の方たちが主催して磯の学習をやっているのか、ちょっと一切子細がわかり

ませんけれども、これは稲取地区だけだと思うんですよ。金額は小さいです



けれども。 

  これは、この後の教育委員会の教育費の関係になりますけれども、大川小

学校について、毎年、磯遊び、要するに磯の体験学習をやっておるんです。

これは区の役員、それから一般の方たちも入り、漁協等も入りやっているん

ですけれども、この体験補助金というのはやはり稲取だけに限って、今後、

大川とか、あるいは熱川小学校とか、そういうところに出していくあれはな

いわけですか。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君）  この事業につきましては、もう既に数年に

わたって事業展開させていただいておりますが、あくまでも主体が、稲取漁

協が主催するという事業でして、きっかけは、飯田委員も御承知かと思いま

すが、地元の中学生が夏休みに貝をとったら、海士に怒られて警察沙汰にな

ったという事件がきっかけでして、当時の運営委員長のほうが、そんなこと

では困るから、少しでも、地元の子供たちにもう少し海に親しみを持っても

らいたいという意味合いでもって始められました。それに対して、じゃ、町

は助成しましょうという形の補助事業なんですけれども。 

  対象者は、一応学校とも相談させていただきながら、砂浜ではなくて、磯

場を荒らすならやらない。それから、当時の学校に相談させていただいて、

今も同じなんですが、対象の学年が小学校５年生から中学３年生まで。町内

全域にわたりまして、当然、大川小学校の方々にも、６月の校長会に一応漁

協さんからの呼びかけのチラシを、募集案内を配らせていただいて、希望者

のみで開催していると、このような状況です。 

○３番（飯田桂司君）  それは、漁協の職員等も中に入って、有志でやってい

ると思うんですよ。先般、７月、大川の漁協さんの方たちとちょっと話をし

たんですけれども、稲取もやっているのでやれよと、そういうことで話をし

たんです。ところが、余り返事をしないんだけれども、それはそれとして、

やはり町として、あるいは学校として、地域として、そういうことをやはり

熱川でもいいし、大川でもいいし、白田でもいいし、稲取でもいいし、そう

いうことを町サイドで漁協を含めてやっていくような指導をぜひしていかな

いと、これは、今日、観光商工課長もいますけれども、観光に結びつくとこ



ろ。無論、子供たちの磯遊びの体験に結びつくところがあるんですけれども、

お客さんが大変おかしな状況になってきている。 

  先般もその海士の中である方が来られまして、もし来年、余り磯を荒らす

ようなら、私は全部撮って、テレビも撮って、週刊誌か新聞にも載せるよと、

そういう方もおりまして、その方へ手紙を私、出したんですけれども、毎年、

何十人と連れてくるお客さんなんですけれども、やはりそういう指導を、こ

れは観光も全部、要するに基礎だと思うんですけれども、やはり指導をちゃ

んと。補助金も出ている、漁業振興費、町から補助金として出ている中で、

ただのものをとって、ある程度放流などもしていますけれども、やはり旧態

依然のことをやっているようなことじゃだめだと思うんですね。 

  そして、ちょっと話は長くなりますけれども、その海の方に話をしたんで

すけれども、これはやはり一度ぜひ町として、漁協組合として、やり方もの

をとって、悪いことは悪いことで認めるところは認めて、観光としてこの町

が潤う以上は、やはりその期間だけはある程度場所を選定したり、子供たち

にも泳いでもらったり、観光の方たちが来て海に入ったりできるような環境

づくりをしていただきたいと思うんです。 

  これは私たち地元で、財産区も観光協会も入れて、その漁場の方たちとこ

れから話をしていくんですけれども、どうもまだまだ理解に苦しむようなと

ころが多分にあるので、町としてぜひ、町長でもいいです、誰でもいいです、

課長でもいいです、ぜひ集めてもらって、今の現状、観光がこういう状況に

なっているところも含めて、やはり海に親しむところ、子供も、あるいはタ

クシーで夏に来たお客さんが楽しんで帰るような環境づくりをぜひ進めても

らいたいんです。 

  ちゃんとしっかりと補助金が出て、稚貝とか放流もしているようですけれ

ども、やはりまだまだとんでもないところが多分にあります。そして、さっ

き言ったように、来年だめでしたら、新聞、それから週刊誌に載せますよと

言ってきましたので、それはあとどうなるか、ちょっとわかりませんけれど

も、そういう状況です。よろしくお願いします。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君）  まさしく飯田委員がおっしゃるとおりで、



我々もこの補助金の要望を受けるたびに、各方面からそういう話をいただい

ておりますので、観光へも当然結びつけながら、ある一定の期間、ある場所

は開放していくような形がとれないだろうかという形で、町長も含めて、区

長会も含めていろいろ話をする機会が何度か今までもあったんですが、その

たび、漁業権という問題がありまして、漁業法で、この区域の指定で、むや

みにとってはならないものの中にいわゆるアワビですとか、サザエですとか

というふうになっています。それをまたとることによって生活の糧にされて

いる海士の方々等がいらっしゃいまして、この事業を始めた当初は、海士の

方々はこの事業に反対で、事業に参加をしていただけませんでした。ここ数

年は、漁協の中で何度もこういう話をしていただいて、今では海士の方々が

一緒にこの事業を手伝って、子供たちの指導をしていただけるようなところ

までは今来ております。 

  もう一つは、その裏で、なかなか漁獲量が上がらない、あるいは売れない

という問題も複雑に絡み、そして、禁漁区の間にあこぎな密漁者たちがアク

アラング等を使って物すごい数をとっていくということで、そういうところ

の絡みも非常に複雑にあって、一どきに開放といってもなかなか難しいんで

しょうが、言われるとおり、我々としては今後も、海あっての夏の観光客で

すので、そういうものに対しては、漁協のほうにお願い等々はしていく所存

でございます。 

○３番（飯田桂司君）  それはお願いをするわけですけれども、今言ったアク

ア何ですか…… 

（「アクアラング」の声あり） 

○３番（飯田桂司君）  アクアラング、そういうあれにかかわるわけですけれ

ども、過去にいろいろ警察が入って大変問題になったことがあるわけですけ

れども、悪いことは悪いので、ちゃんとしっかりと取り締まりをすることが

大事だと思います。しかし、一番大切なのは、子供たちがそこに、地域にい

て、やはりその地域を、ふるさとを思って帰ってきたり、あるいは友達を連

れて帰ってきたりするようなことを、地域づくりをしていくことが一番大事

なことだと思うんですよ。 



  本当にただのものを、これは俺のものだなんてとるわけですけれども、私

らはアワビ、サザエに、どこのアワビか、サザエか、ちゃんと名前をつけた

いけれども、それぐらいまで言ってもわからないわけです。先般も、棒でた

たくぞと、船の上から棒でたたくよと。やりなと。そんな言葉で話をしたわ

けですけれども、やはりそこにはお客さんがちゃんと聞いているわけなので、

宿泊して見に来ている子供たちもいる。本当にとんでもない言葉でお父さん

を叱るわけですけれども、子供は小さくなってそれを見ているわけなんです。

そういうことをやはりちゃんとしっかりと、指導というんじゃないですけれ

ども、言っていただかないと、本人たちはわからないんです。そういうこと

を何かの集まりごとでしっかりと指導していただきたいと思うんです。 

  私らは組合員だから、除名すれば除名ができるんです。今、年金をもらっ

て漁師をやっているんです。そういう方たちを指導していただくことをぜひ

お願いしておきます。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君）  そんなふうな、我々も、先ほど述べたよう

に、観光に向けてのいい方向に行きたいと思っていますので、今言われたよ

うな内容を機会あるごとに漁協の幹部のほうに話していきたいと思います。 

○３番（飯田桂司君） よろしくお願いします。 

○１４番（山田直志君）  112ページの、ということは産団連の話なんだけれ

ども、先ほど来、３番、５番の議論を聞いていて、やっぱり何か産団連とい

うのが、本来の機能から、何か当面の目先の経済対策とかという隠れみのに

なって、新たなキャラバンをやるんだ、何をやるんだということばかりに働

いていて、本来、今３番が言われたような漁業者と観光事業の環境を整備す

るための話し合いであったり、１次産品を中心に６次産業化の問題での連携

や協力を深めたりとか、本来、当初期待していたものよりも、何か目先の客

集めだというふうな形にちょっと動き過ぎていて、本当に産業が連携をして

いく基本、一番大事な町のところが、僕は産団連の取り組みの中で非常に軽

視されているというのか、ちょっと、余りそちらのほうに力が置かれていな

い。こういう状況では、産団連なんていうのがただあったって、観光協会の

ただ上物で、観光協会が人を集めて大きなキャラバンを打てなくなったから、



人も商工会や農協や漁協から集めてきて大きなキャラバンを打っているぐら

いの感じにしかならないと思うんですよ。こういう産団連なら意味がない。

今みたいな漁業者と観光業者との間に入って、その調整をして、何とか活路

を見出そうとか、商業と農業者、漁業者との間で６次産業化やいろんな事業

化を進めていこうかと、本来のその機能がちょっとおかしく。 

  確かに、リーマンもあれば、東日本大震災もあったんだけれども、本来の

機能をしないと、結果として観光地として、客集めだけして、お客さんが来

た受け皿ができないという形になるんじゃないかというのは、前からちょっ

とこの産団連のあり方はおかしいなと思っていたけれども、今のやりとりを

聞いていると、どう考えてもやっぱり産団連はおかしい、やり方が。とにか

くお客集めのことにしか走らない産団連なんていうものは、こんなものは観

光協会のただ上の団体ですよね。屋上屋を重ねているだけで、意味がない団

体になっちゃっていて、本来の考えがあるべきだなという怒りを覚えますね、

この問題については。 

  それと、 116ページの問題でお伺いしたい。これも、つけるときに随分質

問もしたんですが、細節 13の熱川温泉振興計画策定委託料で 203万 8,000円と

出ているんだけれども、 200万もかけて、たしかあのときに当時の総務課長

は、もう熱川はこういう計画をしなければ生き残れないんですよと当時の総

務課長、今の総務課長じゃなくて、言われていたんだよね。だけど、それは、

ほかの温泉もみんな落ちているのに、何で熱川だけこうやってつけるんだね

という議論をやった記憶があって。でも、熱川の落ち込みはひどいんだと。

確かに安売りホテルやなんかが出てきた。大変なんだから、大変なんだから

といって、このお金をつけたと思うんですよ。その計画をして、結果として

どうなのかなと。実際これだけのあれに見合うことができているのかなとい

う、観光業者のほうでの心構えが何か変わったりしているのかなという気が

して、策定してどういうふうになっているんですか、これは。 

○観光商工課長（梅原裕一君）  産団連の関係、本来の趣旨からかなり外れて

いるのではないかという御意見ということですけれども、東日本大震災あり、

それからリーマンショックあり、非常に経済対策をやらなきゃならない、そ



ういう環境下にあったものですから、その辺で、そういった動きを中心にし

たということで、それはそれでいたし方ないのかなというふうに思います。 

  しかしながら、基本構想の中でも６次産業化、それから観光振興計画の中

でも６次産業化というのは非常に大事だということの中で、今後、この産団

連を中心に連携をしていくということが、この場は非常に大事なところだと

いうことでありますので、そういった趣旨をしっかり受けとめて取り組んで

いきたいというふうに思っております。 

  それから、熱川温泉の振興計画ということで、この内容について係長のほ

うから説明させていただきます。 

○観光商工課観光商工係長（森田七徳君）  熱川の観光振興計画についてです

が、これは常々、一般質問等で山田議員のほうから、観光というのは、表面

的な客集めに走らないで、地域の真心なり、地域のやる気が大事なんだよと

いうことをたびたび御指摘をいただいていると思うんですが、それについて

は観光商工課としても全く、そういう気持ちで仕事をしております。 

  ただ、一番難しいのが、やっぱり地域の人の心を動かすというか、地域の

人にやる気になってもらうというのがすごく難しいことで、この熱川の振興

計画の目的の一つは、やっぱり自分たちが頑張って、自分たちで何かを考え

ないと、温泉場は変わっていかないんだよというところを出発点にしたいと

いうことで。ただ、それを素人だけ集まってやるのでは、方向性をつけたり、

計画をつくったりするのはなかなか難しいということで、工学院大学の知恵

をかりようということになって、この委託事業を実施したものです。 

  委託事業の内容とすると、熱川温泉の概要の調査を先生と学生たちに地元

に何日も入ってしていただいて、熱川の中に、どこにどういったエリアがあ

るのかですとか、店舗、空き店舗、旅館、ホテル、そういうものはどこにあ

るのか。あと、観光の核になる飲食とか物販、公園、それがどういうところ

にあるのか。あとは動線ですね、温泉場にどういう動線があるのかというよ

うなことを全て調査をして、図面上にプロップして、熱川の現状を浮き出す

ような作業をしていただきました。 

  それとあわせて、並行する形で住民ワークショップを３回開催しまして、



熱川地区、奈良本地区の方に参加をしていただいて、温泉、食、まち歩き、

ショッピング、環境というような観点と、あとは今、防災公園をやっていま

すロイヤルホテルの跡地について、地元としてどういう利用方法を希望する

のかというようなことをワークショップとして実施しまして、最終成果品の

プロジェクトレポートという形でまとめていただいたような経緯がありまし

て、中身とすると金額に見合ったものになっていると思います。 

  これについては、単年度で終わらないで、これが今年の夏に開催しました

熱川の夏のフェスティバル、イベントにもつながり、ある程度、ワークショ

ップなんかでやったことが少しでも形に見えてきたということで、地元の人

にとっては、形に見えるということは、次につながる非常に大事なことだと

いうふうに思いますので、観光商工課とすると、この事業については継続的

にやっておりますが、観光商工課の評価としては、いい事業ではないかなと

いうふうに考えております。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君）  産団連のほうは、そういうことで、ちょっと僕は厳

しく見たいと思って、やっぱり全体のかじ取りをもう少し是正していただき

たいなと思っております。 

  その熱川のやつなんですけれども、本当にそれがいいのかな。何でこれは

工学院大学の先生なのか、僕はちょっとその辺がよくわからないんですよ。

そんなに今、係長が説明したような内容だったら、いわゆる観光学部の先生

やなんか、いわゆるまちづくりの全体的なコーディネーター的な方であれば、

普通にやっている手法で、普通にできる中身で、工学院の先生がいなきゃで

きないというものでもなくて。 

  ただ、今、旅館の関係者も忙しいせいもあるんだけれども、余り考えない

というところがあって、ついつい、そういう業者がいると、そういう業者の

提案をすぐのんでしまう、安直に、そういう傾向もやっぱりあるんじゃない

かなと。本当に考えられた企画をしているのかなということについては、い

ろいろ。最近、忙し過ぎる部分もあると思うよね。社長が昔みたいに踏ん反

り返って、接待ゴルフだ何だかんだしていればいいなんていう社長さんは、



ほとんど今いないでしょうね。従業員の送りから何からいろいろ、結構社長

さん自身の仕事も忙しくなっているから、その部分でも余り考えていないん

じゃないかなという感じが、お話をしていて。自分の旅館のことも忙し過ぎ

て考えがいかない。まして、だから、地元の熱川温泉だとか稲取温泉という

ことになったら、余計に考えていないんじゃないかなと思われる節を、僕は

話していて、ちょっと感じるんですよね。それぞれ旅館の社長さんなんかと

お話をしていると。そういう目で考えると、だから、こういう大学の先生と

かなんかが入ることが本当によかったのか。もうちょっと違うアプローチの

仕方というのが、今のああいう社長さんというのには必要ではなかったのか

なと。 

  本当にあの人たちが変わらないといけないんですよ、一番、言うとおり。

あの人たちが変わってくれないと、恐らく奈良本の人たちも変わらないし、

地域の人たちはやっぱり彼らに対する見方を変えてくれないわけでして、そ

ういう点では、ちょっとアプローチとしてどういう形が本当によかったのか。

ないし、こういうお金をもらわなければ、そういうふうに自分たちを変えて

いけないのかなと。あれだけもうどん底まで来ていて、どうなのかなと。お

金があって、これだけのお金をもらわなければ変われないというところは、

本当にそうなのかなという感じがするんですよ。自分たちの商売で、自分た

ちが熱川温泉なら熱川温泉で生き残っていこうと考えたら、こんな町から

200万とかというお金をもらわなきゃやっていけないというんじゃ、まだま

だ何か余り本気じゃないんじゃないかなというふうな見方も僕はするんです

けれどもね。 

  ちょっと私はそんなに、何か夏のイベントやなんかも、よかったのかな、

あれがというふうに、私はちょっと疑問を持って見ておりました。 

○観光商工課長（梅原裕一君）  山田委員から厳しい御指摘をいただきました

けれども、御案内のとおり、今、熱川温泉は、老舗と言われた旅館はほとん

ど格安旅館に変わり、本当に昔あった旅館がほとんどもう変わってしまった

という、そういう状況の中で、以前は本当に黙っていてもお客さんが来て温

泉に入って、１泊２日の旅行、団体が来てという状況にあったんですけれど



も、そういった中で、今ちょうど世代交代の時期を迎えまして、それから、

１つ、今回のこのまちづくりで、熱川温泉の振興計画で非常に収穫というか、

それはやはり熱川温泉だけの問題ではなくて、このいわゆるワークショップ

の中には、当然、奈良本地区のほうから区長さんを中心に、財産区の役員さ

んもみんな出席をしていただいて、熱川のみならず、奈良本全体が熱川温泉

をどういうふうに繁栄させていくかということで真剣にいろんな意見を交わ

していただいたというのは、これは今までなかったことだと思いますし、以

後も引き続いて、これが２年、３年、ずっと続くと思うんですけれども、そ

の辺も含めて議論をされて、今年の夏は一つの形になってきて、これが全て

終わりではなくて、まだ途中なもんですから、その辺をぜひ御理解いただき

たいと思います。 

○１４番（山田直志君）  そういう形でいろんな人たち、役職の人がそうやっ

て話し合えばいいのか、どうなのかなと思うのと、例えば北川の人たちなん

ていうのは、当然、朝６時前に北川の定置網から揚がったものをとりに行く

し、天候が悪くて定置がとれないなというときは、朝３時起きをして伊東の

市場まで今だに買い出しに行くようなことが、彼らにとってみれば普通にや

っているんだよね。熱川の旅館というのは、そういう点でいうと、まだ、そ

れが自分たちのシステムかもしれないけれども、見直すべきところというの

が本当にないのかなと。北川のそれぞれの方々というのは、事業は小さいん

だけれども、そういう気持ちで、とても本当にほかの旅館でまねできないぐ

らいの努力をされていることを考えると、熱川の人たちの取り組みというの

はまだまだ甘いというのか、ちょっとどうなのかな。北川と熱川というのを

見ると、やる気の真剣さをちょっと感じざるを得ないですよね。これは感想

ですから。 

○委員長（須佐  衛君）  ここで暫時休憩したいと思います。長引いておりま

すので。 

 

休憩 午後 ２時１４分 

 



再開 午後 ２時２６分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  先ほどの、私も聞きたいんですが。14番、その熱川振興計画。 

○１４番（山田直志君） いいよ。 

○委員長（須佐 衛君） それに関連して、ちょっと私のほうから。 

○１番（須佐  衛君）  熱川の振興計画ということで、今、いわゆるトップダ

ウンではなくて、住民が集まって、いろんな案を出しながらというふうな話

があって、それはそれなりにその成果は上がっていると思うんですけれども、

24年度もそうですけれども、町長がどれだけそういったものを水泡に帰さな

いような形で、形にしていくかということもかかわってくると思うんですが、

その辺のところ、当局はどうでしょうか。 

（「大分何か一般質問に近かったな」「決算ですよね」

の声あり） 

○副委員長（山田直志君） 決算なので簡単に質問。余り深く入ると。 

○観光商工課長（梅原裕一君）  お尋ねの内容については、この決算というよ

り、むしろ町長の考え方、あるいはそういった批評なものですから、私ども

のほうからお答えするというのは非常に難しいことだと思います。 

  いずれにいたしましても、財源に制約もありますし、それから、やれるこ

とからまずはやるということ。それから、優先順位もありますし、その辺を

御理解いただきたいと思います。 

○１番（須佐  衛君）  109、110ページの治山事業費というところで、委託料

のところが不用額ということで 370万ほど出ておりますけれども、この辺の

ところは、ふれあいの森の管理の関係かもしれないんですが、当初見込んで

いた額よりこのぐらい減っている、そのことについてお聞きします。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君）  これは毎年出させていただいております、

ふれあいの森の植生あるいは施設に関する維持管理ということで、年間の業

務委託という形で町内の造園事業屋さんに発注しております。 

  今回の不用額ですが、須佐委員も御承知のとおり、 24年度の請負業者さん



が誠造園という会社でして、全て事業が完了する前に親子で亡くなられて、

会社もなくなられて、我々のほうも誠意を尽くして法定相続人の方を調べた

んですが、その方がその会社を継承するかどうか、まだ未定で、年度内には

その答えが出ないということだったものですから、 12月の時点で部分払いと

いうことで、 46％事業が終わっておりましたので、そこまでのお支払いをし

て、残りは、仕事がやれないということで、また時間も年度末ということで、

新たな発注ができないというふうに思いまして、これを不用額とさせていた

だきました。 

  以上です。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

○５番（村木  脩君）  120ページの境界確定事業というのがあるんだけれど

も、これはどこの境界の測量統計委託料なのか、 251万4,300円。土木総務費

の19節の負担金、補助及び交付金、土木管理事務事業。 

○建設産業課長（鈴木秀人君）  境界確定事業の測量統計委託料の 251万4,300

円の内容ですか。 

○５番（村木 脩君） はい、どこの境界かというの。 

○建設産業課技監（髙村由喜彦君）  まず、大きなところは、７目でいうと町

道寺ノ上線。寺ノ上線というのは、奈良本の墓地のほうへ行く、自性院から

墓地のほうへ行く、峠のほうへ向かう道があります。そこの道が昔、道路は、

町道が分筆されてなくて…… 

（「北川へ抜ける」の声あり） 

○建設産業課技監（髙村由喜彦君）  北川へ抜けない、峠へ抜ける道です。そ

れと、あと奈良本のホーコーストアの裏、中央線というのがあるんですけれ

ども、その辺も分筆されてなくて、地主さんの厚意により土地を提供してく

れるということで分筆をかけました。 

  あと、稲取でいうと、入谷天城１号線。場所においては、秋山マンション

の前、付近なんですけれども、ここについても地主さんの厚意によって、そ

の土地を無償で分筆をさせてもらいました。 

  そのほかに水路、法定外水路の工事に伴う境界確定とか、道路の工事執行



に伴う境界確定等をやっております。 

  以上です。 

○５番（村木  脩君）  こういう事業は毎年、まだ相当数あるんだけれども、

これは毎年幾らという予算化してあるの。 

○建設産業課技監（髙村由喜彦君）  私が何回もいろんな席で話をしているよ

うに、建設産業課が管理する道路というのは 180キロぐらいあるんですよね。

それプラス法定外水路、赤道、青線というのが 100キロぐらいあると思うん

ですけれども、物すごく膨大な行政財産を持っています。行政財産を持って

いるんですが、半分以上は境界確定がなされていない。今回の入谷天城１号

線、２号線もそうですけれども、整理の中の大半がそうですけれども、当時

はいいよ、いいよと出してもらったんですけれども、代がかわったり、いろ

んな事情があって、トラブルの発生がすごく最近多いんです。それに対して

どうやって対応していくかという話になってきたときに、昔は路線単位でや

っていたみたいですけれども、ただ、うちのほうは、問題が発生したところ

について、できるだけ潰していこうと。それも、 200万とか300万の予算の中

でやっていく中でやっていきたいなと思っています。 

○５番（村木 脩君） それで、毎年予算化してあるの。 

○建設産業課技監（髙村由喜彦君）  毎年、 200万の予算はお願いをしていま

す。 

○５番（村木 脩君） 了解です。 

○委員長（須佐 衛君） ほかにありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） すみません、ちょっと。 

○１番（須佐  衛君）  補助金の関係についてちょっとお伺いしたいんですが、

今、この成果表の 106と107ページを開いているところなんですが、商工会関

係の補助金が昨年に比べますと随分と減ってきているような感じであると思

います。単純に１番目の商工会の補助金を見ますと、 700万ぐらい減ってき

て、トータルでも 1,300万ぐらいなんですかね、減ってきているようです。

その一方で、やはり次のページの 107ページを見ますと、観光関係はその分



増えてきているというような感じがあるわけなんですけれども、その辺の商

工と観光の補助金のバランスぐあいというんでしょうか、その辺のところは、

これはどういう形になっているんですかね。ちょっと商工のほうが心細いの

かなというような質疑というか、反するような質疑をして申しわけない、そ

ういうような気もするんですが。 

○観光商工課長（梅原裕一君）  まず、商工会の補助金に関しましては、平成

23年度は震災直後ということで、これは経済対策ということで、地域商品券

の発行で 1,032万円、それから誘客キャンペーンということで、はがき大作

戦ということで、商工会の青年部を中心に、はがきによるそういった誘客の

キャンペーンをやらせていただいたということで 1,100万以上の補正でござ

います。 

  それから、平成 24年度につきましては、地域商品券の発行ということで

750万円の補正を組ませていただいたということで、平成 23、 24の比較につ

いては、いわゆる地域商品券の関係が大きいというふうな形でございます。 

  続きまして、観光のほうの補助金ですけれども、これについては、御案内

のとおり、細野高原のいわゆるすすきイベント、これは地域事業ということ

で、前年より大幅に増というふうになっております。 

  以上でございます。 

○１番（須佐 衛君） わかりました。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、５款農林水産業費から７款土木費までの質疑を終結いたし

ます。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３７分 

 

再開 午後 ２時３９分 



 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  次に、質疑の対象を10款災害復旧費から12款予備費までといたします。 

  質疑ありませんか。 

○５番（村木  脩君）  今年は何か予備費の流用がやけに多くないか。通常の

大川幼稚園の運営事業費が予備費流用とか、普通は予算を要求していかなか

った、余り考えられないんだけれども、毎年の何か突発的なことが起きてい

るの。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君）  予算の形が数年前から変わった形の中で、

事業別の予算という形にまず変わっております。それらを予算編成時におい

ては必要最小限度といった形の中で予算をつくっておりますもので、例えば

災害復旧等につきましては、当初予算、公共災害では 80万円程度といった形

の中でやっております。下田市は同じような予算の立て方の中で、科目存置

1,000円といった形の中で組んでいる形ですので、昔と違って、ある程度の

予想をもってという形が現在はしておりませんもので、まずその辺が基本的

な違いで、年度途中においても物が必要となってくる、緊急的に必要になっ

てくるという形の中で、予備費を充当するものがある程度出てきた形であろ

うかと思うんですけれども、その辺の中で、 24年度決算の中では、災害復旧

は 223万 2,000円、熱川支所のエアコンの故障によったものが 66万 5,000円、

あるいはアスド会館のお湯のポンプのモーターの故障による 59万 5,000円と

いったような形の大きなものが組み込まれておりますけれども、全部で決算

処理は20件という形の内容の決算という形でありました。 

○５番（村木  脩君）  ある程度大きなものは補正で組んだり、細かいもので

も結構不用額が出ているところもあるんだけれども、その辺の調整というの

は総務課のほうではしないんですか。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君）  緊急的に必要になりましたもので、議会

が開かれ、補正等を待つことができない、緊急的な、突発的な形が生じたと

いう形の中で、緊急的に予備費を流用させていただいたというものでござい

ます。 



○５番（村木  脩君）  総合グラウンドなんかでこんなに緊急的なものが出て

くるなんて、余り内容的にわからないんだけれども、通常の予算で忘れたと

か、そんなのも中にはあるんですか。全てが緊急的にこれだけ本数があった

ということ。何か事務費的なものが含まれている気もするんだけれども、ど

うでしょうか。 

  もう少し予算を積算するときに時間をとったらどうだい。時間が、大体 12

月ごろからみんなかかっているんだよ。国のほうなんか早いじゃん。だから、

もう少し早目にみんな予算の積算を始めて。こんな細節が細かくなってくる

から、事業費がよ、大きい数字がつかめないなんていうのが結構あるんじゃ

ないの。そういう細かい部分について。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君）  確かに村木委員がおっしゃるように、新

年度予算をつくっていく形の中で、ヒアリング等も早目になっている形が大

分きている形もありますし、逆に国のほうの指針がなかなか示されないとい

う形の中で、暫定的な予算も中にはありますけれども、この予備費の充当に

つきましては、その辺のところのものではなかろうかな、違うものではない

のかなというふうに思うんですけれども、国の指針が示されないような形の

中で事業の予算づけ云々は、ある程度、概要的な形の予算をのせた中で出発

する部分も…… 

○５番（村木 脩君） 了解しました。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○５番（村木 脩君） はい。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。質疑なしと認めます。 

  これをもって、 10款災害復旧費から 12款予備費までの質疑を終結いたしま

す。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時４６分 



 

再開 午後 ２時５８分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  次に、質疑の対象を８款消防費から９款教育費までといたします。 

  その前に事務局から。 

○議会事務局長（中村健司君）  先ほど建設産業課の関係で、村木委員のけや

き公園の利用の質疑の中で利用者数はということで質問がありまして、参事

のほうから報告を受けております。きぼうの館の利用者数が 2,093人、それ

から足湯が4,014人。 

  以上、報告を受けましたので、御報告します。 

  以上です。 

○委員長（須佐  衛君）  それでは、質疑ありませんか。消防費から教育費ま

でです。 

○５番（村木  脩君）  128ページの職員の健康診断委託料なんだけれども、

消防のほうは当然、救急業務等でいろんな危険な部分というのが、普通のこ

っちのほうの職員さんとまた違うもので、何かほかの消防署と比べて、大体

同じ検査をこの金額でやれているのかどうか。128ページ、13。 

○消防長兼消防署長（久我谷  精君） 消防職員の場合の健康診断につきまし

ては、労働基準法の中で、夜間勤務をする職員については年２回実施しなさ

いというルールがあります。１回は役場の健康診断を受診いたしまして、当

直勤務を行う職員だけはもう一度、東伊豆ファミリークリニックのほうで受

診しております。 

  以上です。 

○５番（村木  脩君）  そうすると、何かワクチン的なものをやるものもある

わけですか。 

○消防長兼消防署長（久我谷  精君） ワクチンにつきましては、Ｂ型肝炎の、

活動中に血液等を浴びることがありますので、血液を介して感染のおそれが

あるということで、検査をいたしまして、抗体がない職員については、ワク



チンを接種して抗体をつくるというものもやっております。 

○５番（村木 脩君） 了解。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

○１１番（山本鉄太郎君）  134ページ、防災か、この中で 18節の備品購入費、

これ何か 100万からの不用額が出ているんだけれども、どういうものがどう

いうふうにしてこうなったと教えてくれない。 

○総務課課長補佐兼防災対策係長（竹内  茂君）  この不用額につきましては、

昨年度整備しましたデジタル無線の不用額になります。主なものはそれにな

ります。 

  以上です。 

○１１番（山本鉄太郎君）  そうすると、入札かなんかで差金というような形

がとられたということですか。 

○総務課課長補佐兼防災対策係長（竹内 茂君） はい、そのとおりです。 

○３番（飯田桂司君）  消防のほうで２点ほど、ちょっと聞きたいんですけれ

ども、まず非常備消防の関係で大変出動が、夜間ちょっと出動が多くなって

いる。 3,000ちょっと、どのぐらい出たかわかりませんけれども、そんな中

でも不用額が少し、 140万ほど出ているんです。このことを１つ聞きたいこ

とと、それから施設の関係で、もと各地区から水槽タンクの、飲料水を含め

たタンク等の要望が上がってきていたと思うんですけれども、今これを見る

と、成果表を見ると、全然設置されたところが、ポンプ車はありますけれど

も、ないような状況なんですけれども、現状、各地区から水槽タンクの設置

要望はないのかな、上がってきていないのかなということを聞きたい。 

○消防長兼消防署長（久我谷  精君）  出動に関しましては、成果表の 124ペ

ージから火災・救急、125ページまでにかけて掲載しております。 

  需用費の不用額があるという中におきましては、救急の出動件数が若干、

平成 23年度と比較をいたしますと、減ってきております。平成 23年度は 921

件、平成 24年度は 854件という件数の減もありますが、その中で管外出動の

件数が、韮山病院ができたことによって、伊東市民の件数が減って、韮山の

ほうが大分増加、増加というよりも、昨年の５月から搬送するようになりま



したので、平成 23年度中は伊東市民に 192件運んでいたものが 87件、韮山病

院につきましては 187件搬送しております。これによりまして走行距離が約、

旧２号車というほうの車で１万 1,000キロの減になっております。そういっ

たことがありまして、いわゆる燃料の使用が少ない、修繕費が少なかったと

いうことで、需用費の不用額が増えた原因となっております。 

  ２点目の消防施設、いわゆる貯水槽につきましては、各年度ごとに要望書

をいただいて、上がってきたものを検討しております。中には、確かに消防

水利が未整備のところが上がってくるんですけれども、いわゆる土地がなか

なか確保できないとか、水道の本管の布設がないところであって、いわゆる

経費が大分かかってしまうところもありますので、今のところ、それを整備

するには至っておりませんけれども、なかなか設置するところの要件が難し

いところが上がってきているという状況です。 

  水利につきましては、各地区の水利状況を見ながら、土地の確保とか水道

管の引き込み等の状況を見ながら検討しておりますけれども、ここ数年は、

稲取地区の東町に１基設置をした以降につきましては、ちょっと計画として

は上がっておりません。 

  以上です。 

○３番（飯田桂司君）  今、東町ということで話があったんですけれども、や

っぱり防災的なこともあるんですけれども、貯水槽、ただの消防の貯水槽で

なくて、そこに飲料水が入ることも防災というのはやりますけれども、防災

訓練のときやりますけれども、そういう水槽タンクを設置するということは

考えているのか。 

○消防長兼消防署長（久我谷  精君） 現在、飲料水兼用の貯水槽につきまし

ては、町内に 10基設置してございます。各地区に１基ずつと、奈良本と熱川

に２基あることで４基と。飲料水兼用の貯水槽につきましては、１基 60トン

ございますので、人１人が一日に３リットル使用するといたしましても、１

基で２万人分の水量が確保できております。ですので、飲み水としては現在

の飲料水兼用貯水槽の設置で十分に賄えるという状況でございますので、今

後、飲料水兼用の貯水槽につきましては設置しなくてもいいだろうという内



容でございます。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに。 

○１１番（山本鉄太郎君）  170ページ、臨時職員が多い給食センターですけ

れども、この臨時職員の通勤手当 38万 4,914円、これは相当、要するに臨時

職員ですから、油、ガソリンが高騰する中で、どのような距離数のはかり方

をしているのか。最短にやっているのか。それと、臨時職員だからといって、

正職員と変わったんじゃないと思いますけれども、通勤手当ですけれども、

どのように雇用されている方たちは言っていますか。山の上にあるんだから、

ガソリンを食うと思うんだけれども。 

○教育委員会学校給食係長（鳥澤  清君）  総務課のほうでやってくれている

んですけれども、熱川のほうでは 7,700円の、キロ数です、キロ数でやって

いますけれども、あとは3,200円。 

○１１番（山本鉄太郎君）  キロ数で頭打ちがあるのはわかりますけれども、

このガソリンが高騰している中で、山へ行く。大川からこっちへ通勤してく

るのと、あの急斜面を上るというのは相当ガソリンを食うと思うんだよ。だ

から、その辺の要するに臨時職員の不平不満というのはないのかなと思って。

聞いていない。 

○教育委員会学校給食係長（鳥澤  清君）  別に何も聞いていないですけれど

も。 

○１１番（山本鉄太郎君） そうかい。 

○教育委員会学校給食係長（鳥澤 清君） はい。 

○１１番（山本鉄太郎君）  総務課長のほうは、こういう面についてどういう

ふうに。今、ガソリンがトコトコ上がっているんだよ。どういうふうなあれ

で。４月１日現在でバチッとやってしまう。どういうふうにしている。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君）  その辺のところにつきましては、条例に

基づいた形の中で距離数に応じて、山だから、ガソリンが値上がったから、

毎年、変動的に通勤手当を変えましょうといったようなものは一切ございま

せん。 

○１１番（山本鉄太郎君）  やっぱりこれだけ変動するようなあれだと、臨時



職員がかわいそうだから、要するに１学期ごとに見直すとか、そうしてやっ

たらどう。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君）  そうしますと、我々職員も一緒に変えな

ければならないというところも出てこようかと思います。非常に難しい問題

であって、むやみやたらに変えるというようなことはできないと思います。 

○１１番（山本鉄太郎君）  敷居が違うわけじゃん。だから、昔、県のほうだ

とか国のほうは、寒冷地だとか、そうやって交付税だって多くなったり、補

助率だって高くなったりするような、やわらかい対応があったけれども、あ

の山の上までガソリンをまきながら行っちゃ、正職員なら、清君ならともか

く、それはいいけれども、臨時職員じゃ余りにもかわいそうじゃないかなと

思うから、ちょっとその辺は考える余地がありはしないかなと思うんですけ

れどもね。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君）  山の上だからといっても、今度は自宅が

山の上の人もいらっしゃいます。まして、また、あそこの近くには一組のエ

コもございます。その辺のところ、もろもろの影響も出てこようかと思いま

すので、検討させていただくとまでは言えないですけれども。 

（「車だって、みんな違うし」の声あり） 

○１１番（山本鉄太郎君）  でもね、俺が言っているのは、臨時職員のことを

言っているんだよ。だから、臨時職員ということを言っているんだから、職

員じゃなくて臨時職員だから、この辺はどういう。その辺を考えるというよ

うな、今後考える余地はあると思うよ、俺は。全面的にあんたがないなんて

いうのはないぜ。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君）  臨時職員の通勤手当云々は、我々職員の

通勤手当に準じた形という形になっておりますので、そうしますと、臨時職

員を配慮すると、先ほど言ったように、我々の形のほうも考えなければなら

ないということで。検討課題にさせていただきます。 

○１１番（山本鉄太郎君） やっと言ったよ。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

  ほかにありますか。 



○５番（村木  脩君）  150ページの稲取小学校の備蓄倉庫の改築事業、備蓄

倉庫というのはどこにできたのか。 

○教育委員会事務局長（齋藤容一君）  下のグラウンドの倉庫の建てかえです。  

○５番（村木  脩君）  備蓄倉庫なの。グラウンドの器具置き場じゃないんだ。  

○教育委員会事務局長（齋藤容一君）  従前あった器具置き場を全面的に取り

壊しまして、東西にちょっと長目にさせていただいた中で、補助金をもらっ

て、国庫補助、先ほど山本委員からありましたけれども、文科省の国庫補助

の交付金をいただいた中で、繰越明許で建てかえをさせていただきました。 

○５番（村木 脩君） そして、なに、備蓄倉庫は何平米ぐらいあるの。 

○教育委員会事務局長（齋藤容一君）  大きさは、鉄筋コンクリートづくり２

階建てです。建築面積は 123.26平米、１階が 143.26で、２階が 75平米になり

ます。１階には備蓄倉庫の向かって右側にユニバーサルデザインの併用した

トイレ、左側に倉庫、２階が放送室と会議室になっています。 

○５番（村木 脩君） どの辺が備蓄倉庫なの。 

○教育委員会事務局長（齋藤容一君）  １階の左側が備蓄倉庫ということで、

２カ所、２つに分けて。 

○５番（村木 脩君） それで、器具置き場が右側。 

○教育委員会事務局長（齋藤容一君）  一応トイレのすぐ左側にちょっとちっ

ちゃいのがありますので、その辺も利用した中で、学校サイドのほうに利用

していいということで許可を。 

○５番（村木 脩君） 学校が利用していいという話なの。 

○教育委員会事務局長（齋藤容一君）  一応、文科省のほうの関係でもらって

いますので、それの稲取備蓄倉庫という形にさせていますので。 

○５番（村木  脩君）  検査対象から外れたら、逆にしたほうがいいんじゃな

いの。だって、あそこは、グラウンドを削ったときの補償費だとか、そうい

う金もみんな入っているんじゃないの。入っていないの。ただ上にある、そ

んな話だっけ、最初のとき。 

  だって、町長の前の答弁じゃ、それらで工事をやるという話だったんだけ

れども、補助金が出たから、もうそれは要らないということなの。その金は



何だよ、みんな細野高原か。 

○教育委員会事務局長（齋藤容一君）  申しわけないですけれども、自分が来

る前の21年度、20年度の話だと思うんですよ。ちょっとその辺、詳しく聞い

ていないんですけれども。すみません。 

○５番（村木  脩君）  議事録を読んでみな。前、町長はそんな答弁していた

ぞ。 

○委員長（須佐 衛君） 答弁はよろしいですか。 

○５番（村木 脩君） はい。 

○１番（須佐  衛君）  141ページの大川小学校の雇人料、これ約 500万円ぐら

いありますけれども、この辺はどうなっているのか、御説明をお願いします。  

○教育委員会事務局長（齋藤容一君）  大川小学校の雇人料の内訳を言います

と、大川小学校は複式学級ということで、６学年３クラスありますので、複

式学級の支援員ということで３名。複式学級の関係で３名ということで雇い

人を利用させていただきました。 

○１番（須佐  衛君）  支援員さんというのは、町でやはりその費用はみてい

く。教師が、教員がということじゃなくて、支援員だけということですか。 

○教育委員会事務局長（齋藤容一君）  あくまでも支援員の費用に対して町の

補助、これは要綱の中で定められていますので、複式学級の支援員というの

は。その中で、もちろん町費で支払いをさせていただいております。 

  複式学級については、２学年で１クラスという形になりますので、先生１

人になりますので、先生が例えばどっちかの学年生を教えていれば、反対側

のほうで先生を補助するという。もともと教員の資格を持った経験者の方を

お願いしているんですけれども、あくまでも支援員ですから、先生の、逆に

教えるというあれはないです。 

○１番（須佐 衛君） わかりました。 

○委員長（須佐 衛君） ほかにありますか。 

○５番（村木  脩君）  今、図書館というのは大分専門職がいなくなって、臨

時だとか、ちょっと病気がちな人だとか、そういう人がみんな集まっている

んだけれども、その辺でどうなんだろう。図書館として機能は大丈夫。また、



非常にいろいろ集められちゃって、つらいような。 

○教育委員会図書館係長（土田雅直君）  臨時職員については、不平不満なく

一生懸命やっていらっしゃいます。その他の病気になった方も、回復して元

気にやっております。 

  以上です。 

○５番（村木 脩君） よろしいです。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

○１１番（山本鉄太郎君）  136ページ、これちょっと読みにくいんだけれど

も、消防費になっているんだけれども、防災じゃないかと思うんだけれども、

136ページの一番下に災害に備えた安心・安全なまちづくり事業に 5,000万、

約 6,000万もお金が出ているんだけれども、これはどういう。あれか。ちょ

っと内容は何、これ。 

○総務課課長補佐兼防災対策係長（竹内  茂君）  この金額につきましては、

北川防災センターの建築費で、24年度に支払った金額でございます。 

○５番（村木  脩君）  164ページの町民文化祭の補助金というのがあるんだ

けれども、 135万円、それとまた文化協会の活動費の中ですか、これ、 1,135

万、これらについては何か年々寂しくなっているんだけれども、その補助金

の内容なんか精査しているかな。文化協会はかなり貯金があるといううわさ

も聞くんだけれどもさ。 

○教育委員会社会教育係長（坂田辰徳君）  毎年、補助金の交付につきまして

は、精査とまで言えるかあれなんですが、もちろん補助金なので、申請書を

いただき、その内容を審査し、なおかつ、事業終了後には事業成績書をいた

だくという形で事務処理を行っております。 

○５番（村木 脩君） まだ貯金が相当あるといううわさは聞いている。 

○教育委員会社会教育係長（坂田辰徳君） 聞いておりません。 

○委員長（須佐 衛君） ありますか。 

○５番（村木 脩君）  局長に。総合、何だっけ、事業か、そういう事業はま

だあるの。何だか自由に課題をつくってやっていい事業。 

○教育委員会事務局長（齋藤容一君） 総合学習の補助金の関係ですか。 



○５番（村木 脩君） うん。 

○教育委員会事務局長（齋藤容一君） まだやっています。 

○５番（村木 脩君） まだやっている。 

○教育委員会事務局長（齋藤容一君）  総合学習の補助金の関係については、

27年ということで、いまだ継続中です。 

○５番（村木 脩君） 了解。 

○委員長（須佐 衛君） ８款、９款、質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 質疑なしと認めます。 

  ここで歳出に対する質疑を終えるところですが、最初から振り返りまして、

質疑のし忘れ等がありましたら、ここでお願いいたします。 

○１１番（山本鉄太郎君）  ちょっと大ざっぱな歳入の出し方なので、雑入だ

か、諸収入だか、総務課長のほうで明細があると思いますけれども、これの

資料提供を私は要求したいと思います。何だっけな、何ページだっけな。 

○委員長（須佐 衛君） 資料提供ですね。 

○１１番（山本鉄太郎君）  そう。 44ページの 07の庁舎駐車場使用料 373万

3,500円、この主だったものをちょっとコピーしてもらえればいいなと思い

ますけれども。 

○委員長（須佐 衛君） 当局側、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○１４番（山田直志君）  ついでに。昨日、税務課にお願いしたんだけれども、

給与所得と年金所得等のやつを、今日、報告書をもらえると思ったら、まだ

報告書をもらえないので、ちょっとついでに休憩をして、それぞれ資料を配

付していただきたいと思います。 

（「給与と、給与所得と」「年金の」「割合のあれです

ね」「特別徴収の関係だよ」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） よろしいでしょうか。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） いつまでに提出すれば。 

○委員長（須佐 衛君） 休憩して、その後やります。 



  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時２８分 

 

再開 午後 ４時００分 

 

○委員長（須佐 衛君） じゃ、休憩を閉じ、再開します。 

○税務課長（鈴木敏之君）  給与所得で 24年対 23年で 365人の減、金額にいた

しまして、税額にいたしまして 1,809万7,000円の減となっております。それ

で、20年対24年で見ますと、717人の減、8,778万8,000円の減となります。 

  一応、調定の５年分の表と、それから人口数の表と、それから給与所得者

の表を５年分、表としてお持ちしましたけれども、よろしいですか。 

（「減っているわけだな、給与所得」「減っているとい

うことだ。減っているということだな。その内訳は」

「だから内訳は」「内訳はわからない」の声あり） 

○税務課長（鈴木敏之君）  先ほど回答させていただいたとおり、 23と24、ほ

とんど変わらなかったものですから。徐々に減ってきてはいるんですけれど

も、ちょっと数字のほうは、申しわけありません、今ちょっと手元にござい

ません。 

○５番（村木  脩君）  カラー広告のあれを比べていきゃいいんじゃねえの。

あれが７月ごろ、おめえら出すじゃん、いつも。あれを、所得別に出ている

んだからさ。あれだって、国はあれを統計にして出すんだもの。 

（「委員長」の声あり） 

○委員長（須佐  衛君）  森田議員が、委員外ですが、発言を求められており

ます。委員の皆様、この許可をしてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 異議なしと認めます。 

  では、森田議員の発言を許可します。 

○８番（森田禮治君）  先ほどから皆さんに調べてもらったけれども、ちょっ



と載っているところがわからなくて、ただ結局一緒。駐車場のことだけれど

も、駐車場、朝市ね、その金額、金が皆さんの、職員の駐車料金と一緒にな

っていたもので、どこを見つけても駐車料金の 80万か、80万が載っかってい

なかったんだよ、この決算書にはね。それで聞いたら、そういうことだとい

うことだったけれども、そのあれも安いんじゃないか。計算していくと安い

んだよね。これだけの料金で借りられるんじゃ、誰でも借りたがると思うだ

ろう。 

  それと、今、役場で一番困っているのは、表示が何も、生産者の表示がな

いもので、例えば干物の悪いのを買っていったお客さんが文句を言ってくる

ところは役場の観光商工課。こんな表示のない朝市をやっているところはど

こもない。農協は全部、個人名でちゃんと表示して出しているんだから、農

協の朝市は。それで、どこか、道の駅でも行って、みんな生産者の名前が入

っているんだよ。ここだけだよ、ないのは。だから文句が、悪いものがあっ

たりして、今、干物と言ったけれども、ほかのものもあるわけだ。やっぱり

生産者の名前を出さないなんて。これは毎年やっていることなんだよ。毎年

出てくる、この表示のことは。それでもやらないんだよ。やらないんだか、

言わないんだかわからないけれども。だから、これは附帯決議かなんかつけ

て出して、やらせたほうがいいんじゃないかと思って、それを俺は言いたく

て来たんだけれどもさ。 

○委員長（須佐  衛君）  それに関しましては、附帯決議のときにまた検討す

るということでよろしいでしょうか、今の御意見は。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） わかりました。 

  以上で歳出に対する質疑を終結いたします。 

  これをもって議案第56号に対する質疑を終結いたします。 

  これより議案第56号に対する討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 討論なしと認めます。 



  これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第56号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（須佐  衛君）  異議なしと認めます。したがって、本案は原案のと

おり認定いたしました。 

  以上で議案第56号に対する審議は全て終了いたしました。 

  当委員会に付託されました議案に対し、委員会の総意として希望、意見や

要望事項がありましたら、附帯決議を付したいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

（「賛成」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） じゃ、意見ありということで。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時０７分 

 

再開 午後 ４時０８分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  附帯決議に関しましては、今、検討のとおり、 25日にまた検討したいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

  なお、委員長報告については、事前に皆さんにお示ししたいと思いますの

で、来る９月25日、午前９時30分にお集まりください。 

  本日はこれにて延会いたします。 

 

延会 午後 ４時０９分 
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一般会計決算審査特別委員会（第３日目）記録  

 

                    平成２５年９月２５日（水）午前９時

３０分開会 

 

出席委員（５名） 

     １番  須 佐   衛 君      ３番  飯 田 桂 司 君 

     ５番  村 木   脩 君     １１番  山 本 鉄太郎 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（なし） 

 

議会事務局 

議会事務局長 中 村 健 司 
君 書 記 中 山 美穂子 

君 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

開会 午前 ９時３０分 

 

○委員長（須佐 衛君） おはようございます。きょうは御苦労さまです。 

  ただいまの出席委員は５名で、委員定数の半数に達しております。よって、

一般会計決算審査特別委員会は成立いたしましたので、開会いたします。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事は、決算審査に伴う委員長報告書の検討についてを議題といた

します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時３０分 

 

再開 午前１０時１０分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  委員長報告書について、訂正及び追加等ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） なしと認めます。 

  これをもって一般会計決算審査特別委員会を閉会いたしたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（須佐  衛君） 御異議なしと認めます。よって、一般会計決算審査

特別委員会を閉会することに決しました。 

  これにて、一般会計決算審査特別委員会を閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

閉会 午前１０時１１分 

 


